改定の評価

過半数が﹁悪い﹂

・ ９ ％︑
﹁やや低い﹂

い て は︑﹁ 低 す ぎ る ﹂ が

点で評価されたことにつ

施設基準が複雑化したことに対し︑会員の不満が

﹁算定ルールが難しくなった﹂︱︱︒今改定で

広がっている︒協会が７月 〜 日に実施した２

・ ９％の会員が

格差が付くことについて

診の届出の有無で点数に

２％に上った︒またか強

を悩ませている会員の姿

多岐にわたっており︑頭

の増加とともに︑要件も

ことが大きい︒施設基準

け改定内容が複雑化した

ることもあるが︑とりわ

求 め る﹁ 初 ・ 再 診 料 ﹂

はなく︑多くの歯科医が

ま一方的に評価するので

は現場の理解を得ないま

ことが分かった︒厚労省

割の会員が反対している

がつくことについて︑６

協会は︑歯科診療報酬

﹁反対﹂と回答した︒

は︑

が思い浮かぶ︒

け出方式ではなく︑全て

めた︒施設基準という届

ており︑圧倒的多数を占

調査票を送付︒回答数は

開業医会員３０３２人に

トでは︑ファクスのある

る︒２０１８年アンケー

アンケートを実施してい

査するため︑隔年で会員

ながら︑届け出なければ

の取れない点数で強要し

られたのは当然だ︒採算

る﹂との意見が多数寄せ

いては︑点数が﹁低すぎ

院内感染防止対策につ

き上げるべきだ︒

綴﹂の点数を抜本的に引

﹁歯冠修復﹂や﹁欠損補

﹁ 歯 内 療 法 ﹂︑ 不 採 算 な

改定への会員の評価を調

の医療機関で対応できる

・４％を合わせると

・再診料に組み込むのは

よう診療報酬上の適切な

の

当然﹂との回答が ・８

評価が求められる︒

２９９人︑回収率は９・

減点するという懲罰的で

止対策は講じているの

いる﹁かかりつけ歯科医

労省の評価しようとして

か強診については︑厚

か強診では︑届出の有

強権的な改定は言語道断

で︑初・再診料に施設基

改定の全体的な評価は

るよう求めていきたい︒

であり︑速やかに改善す

準として組み込む必要は
機能﹂についての認識を

無でフッ化物歯面塗布や

江原豊政策部長の話

ない﹂が ・８％となっ

否定的な意見が過半数を

９％だった︒

で﹁必要最低限の感染防

・３％が低いと評価し

今改定の全体の評価に

％で最も多かった︒一方

かになった︒

・ ４ ％︑
﹁どちらか

が
と言えば悪かった﹂が
・１％で合わせて ・５
％の会員が悪いとの評価
をしている︒最も回答の
多かった﹁どちらでもな
尋 ね た と こ ろ︑
﹁理解で

ＳＰＴなどの点数に格差

ている︒

占めた︒改定率が低すぎ

に︑しかも

可及的速や

かにしなけ

会場 太閤園（都島区網島町９−10）

※大会参加のみは１万円

申込 大阪府保険医協会

TEL06‑6568‑7721（囲碁担当）

※終了後、懇親会有り

※指導棋士は滝口政季９段、芦田磯子

陸生の大型

哺乳類の中で

体毛の少ない

部類のヒトで

さえ︑今年の猛暑で多く

の高齢者が命を落とし

た︒アフリカの自然保護

地域に住む不器用な大型

猫類は夏場に狩りをする

走力も気力も失い︑幼獣

たちの多くが親の帰るの

ヒト生息地帯に住むペ

を待ちつつ餓死した︒

ット猫は日中の酷暑を避

けて飼い主が知らない側

溝や屋根裏などでプライ

に院内感染防止対策の施設基準が導入さ

２０１８年度診療報酬改定で初再診料

上にペット服まで着せら

ドに繋がれて厚い体毛の

が強い犬の多くは︑リー

よりも飼い主への依存症

バシーを楽しんだが︑猫

日にかけて施設基準に対応した研修会

を 大 阪 府 内 ５ 会 場 で 開 い た︵ 写 真 ︶
︒会

口腔外科部長を講師に︑標準予防策や治

ろか︑自分が造りだした

物の暑さを思いやるどこ

ヒトは身勝手で他種動

我慢するだけだった︒

療時の感染防止対策︑器具の洗浄・消毒

のと同時に︑そこに人材

第二に︑中心を決める

返しているだろう︒彼ら

シミュレーションを繰り

通は︑すでに何度も戦略

の宣伝戦略を担当する電

必要であり︑それを否定

戦にはどうしても資金が

にしがちだが︑広報宣伝

するとカネの話を後回し

重要だ︒護憲派はややも

画を立てることが極めて

︵象徴︶ を決めること

決め︑護憲派のアイコン

いのは︑護憲派の中心を

きに︑統一したイメージ

いざ国民投票となったと

く散らばっているため︑

市民団体が横の連携もな

うな戦略策定には少なく

大なものとなる︒そのよ

都道府県を対象にした膨

から︑宣伝戦略は全国の

全国一斉に行われるのだ

のは常識だからだ︒

を１年以上前から始める

そうした場合︑戦略構築

ンペーンと同じであり︑

クなどの新製品発売キャ

いのだ︒もちろん改憲派

のか︑方法を考えればい

パなのか労組の積立金な

ら集められるのか︑カン

ら︑その金額をどうした

れをどう調達することを

に必要な金額を知り︑そ

い空間に閉じ込めて︑給

どこの家庭にもあり︑狭

エンジンなどの機械類は

皇交代までに国民投票を

現状では︑来年春の天

バイオハザードの一種か

ートが事故に繋がれば︑

強いている︒オーバーヒ

油も忘れて休まず作動を

行うのは極めて難しい︒

︵Ｓ︶

新種である︒

︵おわり︶

すべきなのだ︒

記の方策を実施し︑準備

ら万一の場合に備え︑上

は不可能ではない︒だか

を無視すれば︑国会発議

だ︒しかし︑憲政の常道

な手続きが必要だから

会発議を行うのには様々

で︑与野党合意の上で国

衆参両院の憲法審査会

対に必要である︒

考え︑準備することは絶

ている︒今やモーターや

酷暑の密室の中に放置し

機械類でさえ大切にせず

各会場では大学の准教授や病院の歯科

員のべ５４８人が参加した︒

れ汗も拭えず︑ひたすら

れたことを受け︑協会は７月７日から同

５会場で５４８人受講

６段

・滅菌方法などについて学んだ︒参加者

憲派の中心はもちろん自

を集めて速やかに広報宣

にとってこうした戦略作

には﹁修了証﹂を発行した︒

民党であり︑アイコンは

りはトヨタやパナソニッ

だ︒広告宣伝において︑

とも数ヶ月の時間がかか

の集金力には敵わない

の広告戦略が展開出来な

第三に︑宣伝戦略を構

い︒だから速やかに中心

が︑事前に戦︵いくさ︶

アイコンが決まっていれ

築すると同時に︑資金計

ばすぐにポスターやＣＭ

分かってくる︒そうした

けの広告費が必要なのか

築すれば︑最低限どれだ

出来ない︒宣伝戦略を構

していては改憲派に対抗

伝戦略作りを始めなけれ

ターである︒ちなみに改

費用 １万５千円（指導碁代含む）

感染対策研修会開く

日時 10月21日（日）10：00〜17：30

ばならない︒国民投票は

のだ︒

第39回保険医囲碁大会

るのだ︒ちなみに改憲派

ればならな

ご案内

安倍首相である︒現状の

反対 61.9％

護憲派は︑政党や様々な

ら︑非常に重要なファク

どちらとも
言えない
27.4％

い﹂が ・８％と一定数
きない﹂との回答が ・

院内感染防止対策が３

本間 龍 ︵作家︶
なのかを解説する︒

賛成
8.4％

護憲派は広報戦略構築を

まず最初

「か強診」による点数格差

を占めているが︑評価の
選択理由を見ると﹁算定
ルールが難しくなった﹂
﹁未だに分からない﹂

体支配力を使って宣伝戦

依頼し︑その圧倒的な媒

る広報宣伝戦略を電通に

り︑特に投票の帰趨を握

に着々と準備を進めてお

な資金力と組織力を背景

してきた︒改憲派は豊富

れればどうなるかを解説

法改正国民投票が実施さ

これまで︑今すぐに憲

改憲国民投票

巨大広告代理店に操作される

悪かった
26.4％

を有利に展開するだろ

低すぎる
67.9％
やや低い
14.4％

﹁施設基準が多すぎて分
かりません﹂などの回答
が多く︑判断に迷う状況
が伺える︒こうした回答
も踏まえると改定に対す
る評価はさらに厳しいも
のとなる︒
今改定では︑院内感染
防止対策が初・再診料に
施設基準として組み込ま

41

数が今改定に否定的な評価をしていることが明ら

61

つ い て は︑
﹁悪かっ た﹂

０１８年歯科診療報酬改定会員アンケートで過半

23

う︒この最終回では︑護

62

を決めなくてはならない

社保研究部 06‑6568‑7467
共 済 部 06‑6568‑7438

院内感染防止対策が３点で
評価されたことについて

④

29

67

14

どちらかと
いえば悪かった
25.1％

を作ることができるか

保険請求のご相談や年金・休
業保障制度のお問い合わせは直
通番号をご利用ください。

れ た︒ こ れ に 対 し︑﹁ 全

25

82

13

憲派がいま何をやるべき

協会直通番号のご案内

どちらでも
ない 32.8％

34

どちらかと
いえば
良かった
12.4％

26

ての患者に必要であり初

http://osk-net.org/

良かった
1.0％

51
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