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ついては︑麻酔薬剤料の

さらに︑麻酔の包括に

長期的に継続して患者を

に１回﹂の取り扱いは︑
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治療の提供と歯科医療機
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料が算定できないことな

927.4

124.0

大阪都構想②国民健康保

子ども医療の無料化など求める
費助成の無料化と所得制

今後︑市と協議すること
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﹁

残 す た め に 重 要 な﹁ 処

協会 ・ 保団連は、
『カルテ記載
を中心とした指導対策テキスト〜
審査対策を含めた日常の留意点』
を発行した。今号に同封し、会員
に届ける。社保研究部はテキスト
を使った講習会を10月14日に開く
（３面行事案内参照）
。
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数多くある︵表︶︒特に︑ は︑それぞれ独立した項

176.7

999.3

抜髄（単根管）

針に基づき︑堺市長選挙
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歯科医療を提供するため
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③
試算額

補綴﹂の項目に低い評価

2016年末の就業歯科衛生士
数。
増加傾向のなか、
初めて12
万人を突破。
厚労省調査から。

①−③

②
医療材料

関の危機的経営状況の改
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①−②

①
保険点数

科医療の考え方︑歯科治
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いう仕組みであること

「歯保連試案2016」から保団連が作成（※②③は点数換算）
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根管貼薬（単根管）
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歯内療法の保険点数は採算割れ
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竹山おさみ候補
（中）
に推薦決定通知書を手渡す堺・高
石・和泉地区の山上紘志責任者
（右）
と江原豊理事
（左）
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な診療項目が包括の名の
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竹山おさみ
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