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政府は８月 日︑２０１８年度予算の概算要求
を締め切った︒各省の要求額合計は１０１兆円と

全体の犠牲は甚大だ︒戦

鮮のみならず︑東アジア
を守る社会保障費を削減

のために国民の命や健康

戸井副理事長の話
するなどもっ てのほか

態を煽らず︑外交努力で

争は︑絶対に回避せねば

平和を実現すべきだ︒

北朝鮮との緊張状態が

態が緩和できれば︑非現

だ︒安倍首相は︑緊張状

実的なミサイル防衛シス

ならない︒対話で緊張状

﹁仕方ない﹂との声もあ

続 く 中︑ 防 衛 費 拡 大 は

る︒しかし︑ひとたび戦
テムなど必要ない︒軍備

子ども医療を高卒まで

争になれば︑日本や北朝

億円に圧縮することが既

３００億円超を削減す

定路線とされており︑１

４年連続で１００兆円を超えた︒

年度予算に向けた各

た︒防衛費は５兆２５５
る︒その最大の狙いが医

省の概算要求がまとまっ

１億円と４年連続で要求

そもそも社会保障の自

療・介護の報酬改定だ︒

然増は︑高齢化の進展や

額が５兆円を超え︑過去

弾道ミサイル対処を想定

もので︑国民の命や健康
９月 日に争われる堺

泉地区が支援を決めた竹

ども医療費助成の対象年

ニフェストを発表し︑子

回答していたが︑今回︑

﹁高卒までを視野に﹂と

同地区が懇談した際に

た︒

ることを正式に表明し

齢を高校卒業まで拡大す

山おさみ市長が２日︑マ

竹山堺市長がマニフェスト発表

連費用は︑ここぞとばか
を守るためには︑必要な

医療技術の進歩等による

りに１１４２億円の増額
市長選で︑堺・高石・和

今後︑更に診療報酬や

る構造になっている︒

予算を防衛費に振り向け

らず︑自然増を削減し︑

予算である︒にもかかわ

した﹁ミサイル防衛﹂関

最大となった︒北朝鮮の
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要求となっている︒
また公共事業費は︑
年度当初比で ％増の６
兆２３８億円だ︒新幹線
の新路線建設に７５５億
介護報酬の引き下げ議論
が予測されるが︑国民世

マニフェストとして正式

おいては︑治療の困難性︑ 主治医︑かかりつけ医が

８月生涯研

治療の２種類の

うメカニカルな

ー︶と装置を使

︵バイオセラピ

して生物学的機能療法

畑﨑氏は︑矯正治療と

１２８人が参加した︒

氏︵堺市開業︶を講師に

ルで開催した︒畑﨑清孝

ットを用いるとした︒

使用し︑補助的にブラケ

が困難な場合は拡大床を

他方︑機能訓練での改善

などの補助器具を使う︒

シールド︑パナシールド

が原因と考えられ︑ムー

う︒下顎前突は舌の低位

状態には機能訓練を行

ンと口を開けている様な

呼吸︑舌癖︑指吸︑ポカ

が促される︒悪習癖の口

摘︑噛む刺激で顎の発達

事環境が大切であると指

善を図る︒原因のうち食

まうほど︑対策が甘かっ

本の人ならふき出してし

に放置していたり︑西日

い︒自転車をそのまま外

いもつかなかっ たらし

材で補強したりなんか思

ったのか︑窓ガラスを木

人は台風に慣れていなか

かった頃である︒東京の

痛い目が︑まだ消えてな

二伊勢湾台風で食らった

とがある︒第

てしまったこ

台風に出会っ

昔︑東京で

正しい顎発達で歯列不正改善

治療があると話

バイオセラピー中心に解説
臨床学術部は８月
日︑生涯研修﹁歯列不正
・咬合異常の予防〜生物
学的機能療法と床矯正を
中心に〜﹂ をＭ ＆Ｄホー

が︑患者にとって極めて
有益であろう︒

感染対策・
施設基準

周術期口腔機能管理中

防止を図る上でも︑歯科

により重症化予防や再発

疾病の予見や早期治療

科外来環境体制加算はあ

践されている︒しかし歯

いくことが求められ︑実

い適切な滅菌消毒をして

学会のガイドラインに従

ーは︑歯列不正

バイオセラピ

説した︒

ピーを中心に解

し︑バイオセラ

参加者に呼びかけ講演を

取組んでいただきたいと

正・咬合異常の予防にも

多くなった現在︑歯列不

歯科医院を訪れる患者が

予防を目的に定期的に

て︑油断なく暮らしてい

は︑毎年の経験を蓄積し

名で︑この辺りの人たち

ためか私にも耳慣れた地

などは毎年の台風予報の

は︑患者・国民に提供で

が薄くなる︒

間に洗い流されて効き目

受けた貴重な経験も︑時

︵おわり︶

備訓練みたいだ︒

は東京オリンピックの予

今年の異常な大雨続き

きる医療に格差をもたら

したい︒

のため︑ご協力をお願い

が寄せられた︒要求実現

今回は︑特に多くの意見

た現場の生の声である︒

協会・医会から寄せられ

保団連の要求案は︑各

である︒

す︒抜本的見直しが必要

害の一種である︒個人が

えた感染症もまだ自然災

人類が制圧したかに見

る︒

切所は運と勘が頼りであ

断で︑生きるか死ぬかの

のタイミングは個人の判

連携も密だろうが︑避難

も抜かりなく︑住民との

るのだろう︒行政の対応

薩摩川内や三重県尾鷲

た︒

を﹁結果﹂と捉

終えた︒

︵東住吉区・森啓︶

え︑正しい顎の

発育を促すこと

で歯列不正の改

ず︑歯科診療所の自助努

力にある程度頼らざるを

得ない実態である︒院内

感染防止対策をより一層

確実なものにし︑安心安

全の医療を提供するため

に担保する診療報酬上の

補償が強く求められる︒

さらに施設基準で地域

格差等により届出のでき

ない要件を設けること

など

円を計上するなど大型開

（＋0.8％）

論を喚起して︑社会保障

︵２面に関連記事︶

必要として診る場合にお

歯科の院内感染対策
は︑基本的に日本歯科医

であれば︑歯科を標榜し

医学・医療の進展に応じ

るものの︑診療報酬上︑

コストに見合う院内
感染対策の評価

一方︑社会保障費も

4.8 4.75

に発表した︒

いて︑当然認められるべ

ている病院への訪問診療

た新規保険導入の推進︑

完全に保障されておら

重症化予防や有用性
が実証されている検
査の保険導入等

発が並ぶ︒

4.88

に必要な予算を確保する
ことが求められる︒

るなど︑要介護者の口腔

患者の状態が様々である

きである︒

が認められているが︑周

有用性が実証されている

主治医による16㌔㍍
圏外の入院患者への
訪問診療

・４兆円と過去最大とな

制﹂の問題については︑

㌔㍍規

診内の回数︑歯周治療用

継続的管理を行っている

療 に お け る﹁

病罹患者が７割に上る︒

装置に係る要件などの制

高齢化の進行を受けて

内は﹁機能の回復﹂より

ことから︑これらの制限

術期以外の入院患者にも

検査の積極的な保険導入

「悪習癖の是正は、なるべく楽しく」と話す
畑﨑氏＝８月27日 Ｍ＆Ｄホール
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るが︑自然増を５０００
︵年度︶

限があるが︑在宅診療に

在宅医療の推進が一層求

は撤廃すべきである︒

歯科訪問診療の実施が求
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今号は大阪府下の全歯科開業医の先生にお送りしています︒この機会に協会へのご入会をご
検討ください︒協会の概要につきましては︑組織部までお気軽にお問い合わせください︒

められる︒また︑訪問診

患者が求める歯科医療改善

﹁歯の形態の回復﹂が必

外来診療では︑う蝕治

要な実態が浮き彫りとな

療で修形・充形の同一初

められている︒保団連が

残存歯の約３割がう蝕に

実施した﹁要介護高齢者

罹患︑中等度以上の歯周

った︒

そのうち

％に問題があ
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義歯の使用者は６割で︑

「子育てのまち、歴史文化の
まち、ものづくりのまち」創
りを掲げ、市政運営に全力を
上げる

の口腔実態調査﹂では︑

高齢者・在宅・
訪問

竹山修身（たけやま・おさみ）
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80

全国保険医団体連合会副会長・田辺隆

ＰＲ増刷号

403兆円

在宅における修形・
充形の同一初診内の
回数制限の撤廃

６
‑５６８ ７‑７３１︶まで︒

大企業
（資本金10億円以上）
の内部留保。財務省「法人企
業統計」
（９月１日発表）より。

4.98

堺市長選

近畿厚生局・各種名簿などで情報を取得し︑未入会の先生に本紙をお送りしています︒郵送停止をご希望の方は当協会事務局︵
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