２０１６年度
会員意見調査
窓口負担や健康保険料
の引き上げなど︑患者・
国民負担を増やすことに

・９％

ついて尋ねた︒会員の３
回答した３・６％を合わ

上 り︑﹁ 分 か ら な い ﹂ と

が﹁反対﹂と回答した︒
示さなかった︒社会保障

せると︑２割超が賛否を

分の２にあたる

﹁賛成﹂は７・２％にと

軟質裏装の鍵は予備印象
③シリコーンは切削が難

︶採得法を解説

ポートの確認と床のレイ
しいので床外形は最初に

東京医科歯科大学
大学院教授

臨床学術部は︑全部床
アウトの決定の最初のス

水口氏︵

財源の確保の在り方につ
義歯の軟質裏装をテーマ

費の増加を背景に︑医療

一 方 で︑
﹁どちらとも
いて判断に迷う姿がみら
テップであることや︑低

どまった︒

言えない﹂が ・６％に
に生涯研修講座を７月９

では︑技官から﹁先生は

とか︒

︱︱具体的にどういうこ

強した方がよいとのこと

が薄くなるので金属で補

のスペース確保の為︑床

と説明︒シリコーン添加

適切な形にしておく︱︱

り組み状況や禁煙支援の

た︒参加者は各医院の取

ける取り組みを紹介し

ついて︑ハロー歯科にお

妊婦に対する禁煙支援に

７つのポイントを解説︒

悩みなどを出し合い︑交

だった︒
︵東住吉区・森啓︶

流した︒

﹁妊婦さんと家族みん

なの幸せづくりを歯科で

お手伝いしましょ う﹂

を作製する為の予備印象

歯について︑個人トレー

齢者歯科学教授︶は総義

みしめたい症例であると

痛閾値が低い︑もっと噛

と説明︒適応症例は︑疼

場合は保険適用となった

は︑下顎で間接法を行う

軟質裏装剤について

会ハロー歯科院長︶が講

川雅之氏︵医療法人緑風

援のすすめ﹂と題して滝

イナス１歳からの健口支

歯科治療と禁煙支援〜マ

交流会を開いた︒﹁妊婦の

日︑豊中市内で地区会員

北大阪地区は７月８

科治療の留意点として︑

る︒滝川氏は妊婦への歯

との関連が指摘されてい

︵吹田市・喜田睦子︶

に残った講演会だった︒

憎まず﹂という言葉が心

﹁タバコを憎んで︑人を

が重要であると強調し

解説した︒軟質リライン

演した︒参加者は 人︒

北大阪地区

た︒ポイントとして︑▽

の注意点は︑①応力集中

報告がある︒

個人トレーで印象材の厚

部位が解りにくいので印

講師の水口俊介氏︵東

さを均一にして変形を抑

係と口唇によるリップサ

摘︒咬合採得では顎間関

を勘案する︱︱ことを指

成では小帯︑筋肉の走行

１ 条 に は︑﹁ 医 療 及 び 保

医師法・歯科医師法第

に咬合調整を十分に行う

されるのでリラインの前

行う②早期接触がマスク

象はダイナミック印象を

た︒協会の先生方を中心

追い込まれた事例があっ

人扱いされ︑自殺にまで

過去には指導の場で罪

病と早期・低体重児出産

時期であり︑妊婦の歯周

患の発症リスクが高まる

妊娠期は様々な口腔疾

な運動にしていくことが

体の改善につながる大き

広げ︑指導・監査制度全

帯同の取り組みをもっと

には限界がある︒弁護士

指導・監査制度を変える

咬合の治療法﹂を７月８

歯列期を中心とした不正

市開業︶を講師に﹁混合

ち︑小臼歯抜歯として扱

ば永久歯列完成まで待

用によって︑以前であれ

この技術と急速拡大の併

ク﹂について解説した︒

ログレッシブテクニッ

イヤによる弱い力での歯

に当てずに弾性の低いワ

神野氏は︑根を皮質骨

日︑ Ｍ ＆Ｄホールで開い

用 語 を 知 ら な い 人 は︑

健指導を掌ることによっ

とする運動のなかで︑指

大阪市東部︑同北部地

大阪市東部︑
同北部地区

混合歯列期の矯正学ぶ

える▽筋圧形成︑辺縁形

﹁そんな治療は受けてい

て公衆衛生の向上及び増

導時の録音や弁護士の帯

昧になっていたり︑ひど

に確認すると︑そこが曖

通じ︑国民の健康を保障

療のルールの周知徹底を

は︑複雑で難解な保険診

保険医を指導する目的

きの適正化︱︱などの改

テの事前指定▽中断手続

▽選定理由の開示▽カル

が提言しているように︑

︵おわり︶

た︒ 人が参加した︒

ません﹂ と答えるだろ

進に寄与し︑もって国民

い話になると小学生から

善を通じて保険医の権利

区は︑神野時有氏︵岡山

う︒
﹁歯の神経を取っ

の健康な生活を確保する

て︑根っこの治療をして

っていたようなディスク

もらいましたか﹂という

望まれる︒帯同経験から
ものとする﹂とある︒そ

同が認められるようにな

ように︑噛み砕いて尋ね

レパンシー症例の 〜
った︒

聞き取りしていたりす

することにある︒その原

を守ることが強く求めら

保団連や日本弁護士会

の根拠になっているのは

る︒安易に患者調査を実

点に立ち返り︑指導大綱

憲法 条の生存権だ︒

施すべきではない︒

協会の顧問弁護士とし
て︑会員の先生方の権利

し て き た︒ し か し な が

擁護のために指導に帯同
︱︱教育的な指導を実現

ことが求められる︒

育的な指導に変えていく

れる︒

か︒

︱︱指導はどうあるべき

にある﹁懇切丁寧﹂で教

患者調査の内容を当局

る必要がある︒

思う私の帰着点だ︒

京医科歯科大学大学院高

妊婦の歯科治療で交流

れた︒

治療をしたと言うが︑患

例えば︑当局が患者に

３週間程度でなれるとの

位咬合になっている場合

保団連の受診実態調査
︵２０１６年︶では︑

自分が見ている限りで

﹁根管治療を受けました

した︒

は５㍉咬合挙上をしても

７月度生涯
研修講座
た︒会員１２０人が参加
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日︑ Ｍ ＆Ｄホールで開い

窓口負担や健康保険料の引き上げ等︑
患者負担を増やすことについて
・７％の歯科診療所が経
済的理由による治療中断
を経験していることが報
告されている︒患者の負
担が増えれば受診抑制を
引き起こし︑国民の健康
を悪化させることにな
る︒医療機関の経営にも
深刻な影響を及ぼすこと
から︑協会は負担増政策
に一貫して反対してい
る︒

は当局側の言葉遣いや態

者さんに聞いたら﹃知り

か﹂とストレートに伝え

いる︒

になる危険性をはらんで

事実誤認に基づいた指導

いかと思うことがある︒

取りをしているのではな

語を使って患者から聞き

また︑その手法も専門用

調査はすべきではない︒

西晃・帯同弁護士団団長

負担増に３分の２が反対

だ︒

度はおおむね丁寧で︑慎

ません﹄と答えが返って

て理解してもらえるの

中断後の指導再開の場

重に対応しているように

きた﹂と追及されること

か︒﹁ 根 管 治 療 ﹂ と い う

がある︒個別指導の段階
で犯罪捜査まがいの患者

切な指導とは言い難いケ
ースもある︒指導の﹁中
断﹂自体もそうだが︑も

う一つ問題に感じるのは

ら︑個々の帯同だけでは

牙移動を行う﹁バイオプ

％を非抜歯で治療できる

ようになったという︒

混合歯列期の治療を成

功させるには︑乳歯の早

期喪失に伴う永久歯の近

心への移動に気を付ける

必要があると指摘︒床矯

正の流行については︑あ

くまでも治療の１オプシ

ョンに過ぎず万能である

かのような捉え方に警鐘

を鳴らした︒

︵中央区・宇治田竜一︶
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反対
65.9％
どちらとも
言えない
19.6％

感じる︒その一方で︑適

導の問題点は︒

︱︱帯同で感じた個別指

③

34
するには︒

70

分からない
3.6％

聞 きたい

67

65

19

❼
― 個別指導の弁護士帯同 ―

生存権を保障するために

【弁護士帯同費用について】

その他
0.7％
﹁中断﹂ 中の患者調査

◇基本費用：５万円（消費税別）
◇意見書や照会文などを作成する場合、
別途費用が発生することがあります
※帯 同 を 希 望 さ れ る 方 は 協 会 事 務 局
（TEL 06‑6568‑7467）までお問い合わ
せください

25

賛成
7.2％
無回答
2.9％

そこが

２０１７年８月１５日 （５、15、25日発行）
（２）
（第三種郵便物認可）

大阪歯科保険医新聞

