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で︑協会に電

に腹痛と下痢

出かける寸前

新聞部会に

開 催 し︑

た︒講師は︑花田信弘氏
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文科省は﹁異常が指摘

済損失も膨大になるが︑
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〜

には消費税率を８％に引
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院内感染防止
を考える ①

福岡県歯科保険医協会

ハンドピース使いまわしと報道する
﹁読売新聞﹂２０１４年５月 日付
18

医療の現場から
今次改定で院内感染防止対策がわず
か３点で初・再診料の施設基準として
位置付けられ、届出なければ減点とな
るペナルティ が設けられた（関連２
面）
。
現場から見た院内感染防止対策を
福岡県歯科保険医協会副会長・浦川修
氏に寄稿してもらった。
（全３回）

