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歯科会員懇談会（支部共催） 

講師を務めて知識が身についた 
支部は歯科部会と共催で、7月 17日に姫路市・じばさんびるにて、歯科社保・審査、指導対策会

員懇談会を開催し、26人が参加した。保団連発行の歯科指導対策必携改訂第 10版「カルテ記載を

中心とした指導対策テキスト」冊子をもとに、小松盛樹幹事（姫路市・小松歯科クリニック）が司

会を担当し、橋本玄徳先生（姫路市・スマイルパーク歯科）が社保対策・カルテ記載等を、板垣賢

治先生（姫路市・イタガキ歯科・矯正歯科）が審査対策を、川村雅之協会副理事長が指導対策を解

説した。橋本先生の感想を紹介する。

 

兵庫県保険医協会には父親の代よりお世

話になっています。保険請求などでわからな

い困ったことがあると、いつも協会に電話を

して尋ねていました。 

以前、協会主催の勉強会に参加した折、協

会事務局の方から、「先生、歯科社保対策の

会員懇談会の講師をしてみませんか？」と声

をかけられました。まだ歯科医師としての経

験も浅く、私で務まるのか不安でしたが、や

ってみることにしました。そんな私に、事前

に講師用の資料を作ってくださいました。資

料はすごくよくまとまっていて、指導対策テ

キストとあわせて必死で読み込んでいるう

ちに、知らぬ間に知識が身についていました。 

当日、私からは、患者にカルテ開示を求め

られた時の対応や、カルテの１号用紙で、治

癒や中止などの「転帰」欄の記載のポイント、

「難抜歯加算」の定義など間違いやすいルー

ルの再確認、カルテには症状の経過をしっか

り書くこと、歯科技工指示書には設計や使用

材料の記載が漏れないようにすることなど

強調してお話ししました。板垣先生からの審 
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カルテ記載から審査・指導対策までポイ

ントを学習 
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査情報提供事例の紹介や、川村先生からの個

別指導の実際のお話も勉強になりました。 

私の父と衛生士数名も参加しました。終了

後に歯周病治療の流れや、保険と自費の関係

など、川村先生に質問をすると、さらに奥深 

 

い知識ばかり…。衛生士たちからの質問にも

分かりやすく答えてくださいました。 

自分自身大変勉強になりましたので、また

今後も機会があれば講師活動を続けてみた

いと思いました。 

【姫路市・歯科 橋本玄徳】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県保険医協会歯科部会、姫路・西播支部共催 
 

 

 
2021年 7月 29日(木)  於：じばさんびる 

■姫路・西播支部の会員数 688人（6月 30日現在 医科 440人、歯科 248人） 

 

■主な議論、報告 

・支部総会と記念講演について議論した。 

・新型コロナウイルス感染症について、ワクチン接種状況などについて情報を共有した。 

・兵庫県知事選挙や上郡町長選挙について議論した。 

健康情報テレホンサービス 

              通話料無料（0120）979-451 
            ★24 時間いつでも 3 分間程度の開業医の手作りの健康・医療情報を放送してい

ます。 

            ★インターネットでもご覧いただけます。過去の放送分もキーワード検索できま

す。ＵＲＬは、http://www.hhk.jp/ 

             左下のバナー「健康情報テレホンサービス」をクリック。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ★患者さんに配布していただける放送テーマのミニチラシ（Ａ6 サイズ）を作成しています。

送付ご希望の医療機関は事務局（078-393-1840）まで。 

 

【８月のテーマ】 

月曜日 先天性色覚異常 

火曜日 保険でよりよい歯科医療 

水曜日 乳児血管腫とは 

木曜日 震災によるアスベスト被害 

金土日 熱中症とスポーツ 

【９月のテーマ】  

月曜日 小児喘息について 

火曜日 不妊症と漢方 

水曜日 細菌性心内膜炎 

木曜日 過活動膀胱 

金土日 ボーエン病とは 

※20 日(月・祝)は金土日のテーマを、23 日（木・

祝）は水のテーマを放送します。 
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【会員限定】 参加できなかった研究会を DVD で 

 

診療内容向上研究会ほか講演録 DVD 
  

協会研究部主催の診療内容向上研究会（診内研）、特別研究会、臨床医学講座や、薬科部主

催の薬科部研究会などの講演 DVD（下記）を作成しています。頒布価格はいずれも 1枚 1,000

円（送料込）です。会員の先生方個人の視聴用のみにご利用ください。 

ご注文は、℡：078-393-1840 研究部まで 

※以前の DVDにつきましてもお問い合わせください。 

 
年 日 程 種 別 テ ー マ 講  師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
０
２
１
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1月 14日 第 38回在宅医

療研究会 

地域での緩和ケア～緩和ケ

ア医の終活とアドバンスケ

アプランニング 

灘区・ホームホスピス 関本クリニッ

ク 院長 

関本 剛 先生 

1月 16日 薬科部研究会 新型コロナ禍での 

フレイル、ロコモの対応 

尼崎市・わたや整形外科 院長   

綿谷 茂樹 先生 

1月 23日 第 569回診内研 プライマリの現場で役立

つ、マイナーエマージェン

シー 

福井大学医学部附属病院 救急部・総

合診療部 

小淵 岳恒 先生 

2月 6日 第 570回診内研 脳トレ診断推論～システム

２で暗黙知を言語化せよ～ 

千葉大学医学部附属病院  

総合診療科 副科長   

上原 孝紀 先生 

2月 13日 薬科部研究会 便秘治療薬の昔と今 

－最近の新しい治療

strategy－ 

兵庫医科大学病院消化管内科 准教授  

富田 寿彦 先生 

3月 27日 薬科部研究会 コロナ禍の下でいかに安定

を維持するか 

―自分自身の心を知る― 

東灘区・まつい心療クリニック院長   

松井 律子  先生 

4月 1日 第 39回在宅医

療研究会 

神戸市東部における 地域

緩和ケアの実際 

～病診連携・診診連携の取

り組みを軸に～ 

灘区・ホームホスピス 関本クリニッ

ク 院長 

関本 剛 先生 

4月 17日 第 572回診内研 患者のやる気を引き出す 

コミュニケーションで治療

効果 UP！ 

済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化

器科 副部長 十河 剛 先生 

6月 3日 第 40回在宅医

療研究会 

ＡＣＰ（ アドバンス ケア 

プランニング ） 

～基本的な考え方と地域緩

和ケアにおける「人生会

議」～ 

灘区・ホームホスピス 関本クリニッ

ク 院長 

関本 剛 先生 

6月 12日 第 574回診内研 誤嚥性肺炎を深く正しく診

る 

札幌医科大学 総合診療医学講座   

佐藤 健太 先生 

6月 26日 薬科部研究会 緊急避妊薬の処方と 

よくある質問への回答 

淀川キリスト教病院 産婦人科 医長   

柴田 綾子  先生 
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姫路・西播支部 第 36回総会記念講演 

ゼロから始める在宅医療講座 

在宅医療と聞くと「大変そう」「24時間は無理」「何から

始めていいのかわからない」という声をよく聞きます。し

かし、在宅医療に特別なスキルは要りません。かかりつけ

医として日々患者さんを診るように、外来の延長に在宅医

療があります。外来から在宅医療までをほそぼそと一人で

こなし 15 年が経ちました。更に、常時在宅医療を行って

いた為、コロナウイルス感染者の自宅療養にも柔軟に対応

することができました。 

 あくまでも、当院の経験ですが在宅医療を始めたい医

師及び関係者の皆様、ぜひ当院の経験を聞きに来てくだ

さい。一緒に在宅医療を勉強してみましょう。             

【長谷川 吉昭 記】 

                        

返信ＦＡＸ ０７８－３９３－１８２０ 
切り取らずにそのままご返信ください 

第 36 回総会議事 

（14:00 ～ 14:45） 

↓どちらかに○をお付けください 

出席 ・ 欠席 
□議事の一切を議長に委任します 

記念講演「ゼロから始める在宅医療講座」

（15:00 ～ 16:30） 
出席 ・ 欠席 

市町 市・町 医療機関名  

氏名  電話番号  

お問い合わせ先 TEL：078-393-1840（事務局 山川、楠）まで 

会場地図 

じばさんびる 602 

 

 

JR 姫路駅南口より、徒歩すぐ 
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