を超えており︑２０４２

口は︑現在３０００万人
で︑可能な限り住み慣れ

活の支援の目的のもと

られる歯科医療とは︑治

超高齢社会において求め

このような背景から︑

の維持・向上を図るとと

置 づ け ら れ︑﹁ 口 腔 機 能

宅歯科医療の推進﹂が位

歯科は重点課題に﹁在

護連携の流れの中で歯科

べき途切れの無い医療介

を大きく左右し︑目指す

れている︒食事はＱＯＬ

食べる事の支援を期待さ

あり︑われわれは口から

きるための医療に変わり

もに︑生活の質に配慮し

の果たす役割は︑ますま

つつある︒在宅医療にお

た歯科医療の推進し︑地

す大きくなっていくだろ

けることができるよう

域包括ケアシステムと効

う︒

に︑地域の包括的な支援

果的・効率的で質の高い

機能低下症﹂が新病名と

療 報 酬 改 定 で は︑﹁ 口 腔

域包括ケアシステムの中

下症について概説し︑地

ルフレイルと口腔機能低

そこで︑今回はオーラ

して挙げられ︑口腔機能

としての口腔機能管理に

での︑かかりつけ歯科医

ついて考えたいと思う︒

お問い合わせは共済部（06−6568−7438）まで

募集期間

満74歳までの協会会員で加入日現在健康で正常に就業されている方

ハンドブックで確認を

冊子﹃相談活動ハンドブ

どの軽減制度をまとめた

税金や医療・介護費用な

阪社会保障推進協議会は

︻最寄駅︼ ①阪急電車

西１︲１︲

︻住所︼大阪市北区中崎

歯科医院譲渡

常任幹事団体を務める大

しさを増すなか︑協会が

増税などで生活状況が厳

医療費の負担増や消費

保保 険険 医医 年年 金金

新規・増口、申込み受付中

税・医療費の軽減策

︵詳細は下記行事案内︶

口腔機能の維持︑回復さ

制の強化により︑医療機

ウェブサイトの監視体

いる︒

の対応を行うこととして

指導および行政処分など

に情報提供を行い︑行政

められない場合は自治体

て診査を実施︒改善が認

ード検索﹂で対象を決め

の通報﹂および﹁キーワ

た 事 業 者 が︑﹁ 一 般 か ら

厚労省から委託を受け

監視を強化

される︒

て︑⑧その他︱︱に分類

反する内容の広告につい

る︒

せる必要性が問われてい

低下の重症化を予防し︑

求められている︒ 年診

医療提供体制の構築﹂が

いて医師が最も連携を求

た地域で︑自分らしい暮

体験談について︑⑥治療

・サービス提供体制の構

年の約３９００万人でピ

などの内容または効果に

めているのは歯科医師で

す医療から︑よりよく生

改正医療法が６月１日

ついて︑患者等を誤認さ

築を推進している︒

らしを人生の最期まで続

75
75

ークを迎え︑その後も
歳以上の人口割合は増加
し 続 け︑ 今 後︑
﹁団塊の
世代﹂が後期高齢者の
歳以上となる 年には高
齢化率は ・７％になる
と予想されている︒また
歳以上の高齢者一人を

歳︶で

年には３・３人の生産
年齢人口︵ 〜

年には１・３人

年には２・０人︑

支えていた計算になる
が︑
さらに
で支えることとなる︒急
速な少子高齢化社会の到
来を迎え︑健康で長生き
を喜べる社会︑すなわち
健康長寿社会の実現が大
きな課題となっている︒

年を目途に︑高齢

は︑

このため︑厚生労働省

見ない急激な高齢化が進
者の尊厳の保持と自立生

我が国は世界でも例を

んでいる︒ 歳以上の人

具体的には︑①広告が
可能とされていない事項
の広告について︑②内容
が虚偽にわたる広告につ
いて︑③他の病院または
診療所と比較して優良で
ある旨の広告について︑
④誇大な広告について︑
⑤患者等の主観または伝
聞に基づく︑治療などの

に施行され︑医療機関の

れる恐れがある治療など

改正医療法

ホームページなど医療広

の前または後の写真など

内容または効果に関する

告ガイドラインにおける

について︑⑦公序良俗に

（１月１日加入）

制度変更を反映させると

た改定版で︑医療保険の

︻設備︼チェア３台︑パ

︻金額︼応相談

駅２番出口より徒歩２分

地下鉄谷町線﹁中崎町﹂

ック﹄の２０１８年版を ﹁梅田﹂駅より徒歩８分②
年に発行し

ともに︑障害や一人親︑

ノラマ︑デンタル２台︑

発行した︒

介護保険︑労働問題など

㎡

口腔外バキューム１台

︻連絡先︼ ︲６３７２

︻面積︼ ・
全 会 員 に 届 け る︒ 協 会

︲９００４︵長谷川︶

冊子は今号に同封し︑

の支援策を追記した︒

は︑医院の待合室に設置
するなど活用を呼びかけ
ている︒

内容確認や交渉は当事
者間でお願いします︒

社保講習会

第１回９月８日︵土︶午後６時〜８時
内容︻初・再診料︑医学管理︑訪問診療︼
第２回 月 日︵土︶午後６時〜８時
内容︻検査 ・ 画像診断 ・ 投薬 ・ 麻酔︑処置 ・ リ
ハ︑歯周疾患︼
第３回 月 日︵土︶午後６時〜８時
内容︻手術︑歯冠修復・ブリッジ︑有床義歯︼
会場 Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶
定員 １００人
講師 社保研究部講師団
※﹃歯科保険診療の研究︵２０ １８年 ４月版︶
﹄を
テキストとします︒ご持参ください
会費 会員・スタッフ無料

大阪市東部地区

９月度生涯研修

日時 ９月 日︵土︶午後７時〜９時
講師 社保研究部講師団
定員
人
会場 泉佐野シティホテルエアポートインプリンス
２階ホール
会費 会員・スタッフ無料︑未入会者１万円
※﹃歯科保険診療の研究︵２０ １８年 ４月版︶
﹄を
ご持参ください

社保講習会

泉州地区

日時 ９月９日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
場所 Ｍ ＆Ｄホール
講師 佐々木昇氏︵尼崎中央病院歯科口腔外科部長︶
会費 会員・スタッフ無料︑未入会者１万円

こんなときど〜する？偶発症への緊急対応

20

日時 ９月 日︵日︶午前 時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 高橋一也氏︵大阪歯科大学高齢者歯科学講座
教授︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

口腔機能管理に必要な基礎知識〜口腔機能低
下症に関する７つの検査方法〜

70

〜口腔機能低下症に関する７つの検査方法〜
高橋一也（大阪歯科大学高齢者歯科学教授）

対応の整理が必須になっ
た︒

関等のウェブサイトの適
正化につなげ︑消費者ト
ラブルの減少を目指す︒

10

税務 ９月 日︵水︶午後２時〜５時
雇用 ９月 日︵木︶午後２時〜４時
法律
月１日︵月︶午後２時〜４時
※会場は保険医会館︒１週間前までに要申し込み

10

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564

電
話
ファクス

お申し込みは

17

29

34,034,000円

10

30

30,000,000円

1,233,800円
25年

※１口につき運営事務費5,000円・委託
手数料5,850円を差し引いた金額です
※「月払」「一時払」とも現在の予定利率1.259％での試算
※１口につき運営事務費100円・委託手数料117円・遺族特約保険料６円を差し引い
た金額です

1,164,200円
26,414,000円

20年
24,000,000円

11

未入会者とは︑会員院所に勤める未入会勤務医です
※協会行事などを本紙等で報道・紹介するため︑講習会など
の写真で個人が特定されることがありますが︑趣旨をご理
解の上︑ご了承ください︒また︑講習会でのビデオ撮影や
録音はお断りします︒

20 19

12,440,000円

15年
20年

26

10

12,000,000円

1,098,600円
19,224,000円

26
60

無料相談

10年

10年
18,000,000円

元利合計

元利合計

1,036,600円
15年

保険医年金
元金

加入期間
加入期間

５年

06

協会行事案内

講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。

※2018年９月１日現在

25

64

10/25まで

予定利率

28

15

「一時払」 ２口100万円
「月払」10口（10万円）で、こつこつ貯めると――

「月払」

2017年度配当実績

1.259% 1.356%

加入資格

25

55

25

18

05 65

※予定利率1.259％＋配当0.097％
※昨年度配当実績であり、今年度の配当を
約束するものではありません。

15

口腔機能管理に必要な基礎知識
65

知っとく！
なっ得！

違反広告に行政指導

今号同封

９月度生涯研修講座抄録

保険診療

●予定利率（最低保証利率）による運営のため
リスクが少なく老後の生活設計に最適です
●短期のご加入では積立金が掛け金を下回ります
Ａ５版、64ページ、
頒価300円

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１８年９月５日

