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たり、ビタミン剤やアスピリン等、酸性の薬剤を口に含む

ことも酸蝕歯の原因になる。

　エナメル質が完全に溶けて象牙質が露出すると、象牙質

は酸に弱い(PH 6.4で溶ける)。放っておくと、さらに進行

が進むから対策が必要。

　私が学生時代に、抜いた歯をコ－ラの中に一晩つけ、あ

くる日取り出しナイフで切ると、あの堅い歯がスパット切

    れた。それからは、気をつけて飲み食いしている。特にコ

ーラやスポ－ツドリンクは、なるべく飲まない。皆さんも

歯が痛く､沁みたりした時は、危ないので注意してほしい｡

 　今日も、先週に続き歯について、話し

 たい。皆さん「酸蝕歯(さんしょくし)」

 をご存じだろうか。冷たいものが歯にし

 みたり、虫歯でもないのに歯が痛むよう

 なら、酸蝕歯かもしれない。飲食物等に

 含まれている酸により、歯の表面のエナ

 メル質が溶けて、神経が刺激を受けやす  ◆例会終了後理事会を開催する。理事、

 くなっているからである。 　 役員の方は出席願いたい。

　飲食物の柑橘類やコ－ラ等は要注意。エナメル質は酸に  ◆本日、ＲＡＣ例会が開催される。都合

弱くＰＨ(ペ－ハ－) 5.5を下回ると溶け始める。ちなみに  　つく方は、19時30分よりＮＰＯセンタ

中性は 7.0で､数値が小さいほど酸性度が高い。柑橘類は､  　ーへ出席願いたい。

レモンが 2.1､グレ－プフル－ツが 3.2と強酸性。飲料は､  ◆２月に予定している国際交流座談会。

コ－ラが 2.2、黒酢が 3.1、スポ－ツドリンクが 3.5、リ  　留学生は、福井大学より６名の出席応

ンゴジュ－スが 3.6等、酸性度の高いものが多い。アルコ 　募があった。目標の10名まで、委員長と努力したい。

－ル飲料は、白ワインが 3.3、赤ワインが 3.4、ビ－ルが ◆明日､６日は、こどもエコクラブ活動交流会が開催される｡

 4.3、ウイスキ－が 5.0と軒並み酸性。 　午前９時に、嚮陽会館へ集合願いたい。

　こうしたものを摂取すれば、口の中は酸性になる。グレ

ープフル－ツを毎日食べる等、酸性食品を摂取する頻度が

高かったり、ワインを口に含んで味わう等、酸性食品が歯

に触れる時間が長いと、エナメル質が

溶けて薄くなる｡下の象牙質が露出し､ (敬称略･ 順不同) 2 深見　泰和

歯は丸みをおびたり、歯の色が黄ばん 1 橋本　政宣 2 窪田　健一

だり、神経が刺激を受けやすくなる。 1 園　　幸雄 2 野中　敏昭

　酸性食品の他にも、過食症によるお １：誕生祝を頂いて

う吐や逆流性食道炎で胃酸が歯に触れ ２：勤続表彰を頂いて

▼第２７４１回例会報告 平成28年２月５日(金)▼鯖江商工会館 3階中ホ－ル 出席率 84.8％
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扱って思うのは、自分が乗用車でも、トラックを相手にカ

スリ事故で、相手のトラックが家に飛び込む場合も数多か

った。また、交差点等で接触し、車が近くの人にぶつかる

場合も多い。交通安全運動の際は、安全注意が必要。除雪

　先日、新聞に鯖江は半年間死亡事 の雪を交差点に積む行為も、とても危険。

故ゼロ、の記事が出ていた。10年ほ 　車両相互事故の内訳。85.8％は、車同士の事故が多い。

ど前には、全国の交通事故年間死亡 中でも、追突(37.3％)､出会い頭(30.6％)が多い。追突は､

者が、１万人超。年々、環境が整備 わき見か居眠りがほとんど。出会い頭は､交差点があれば､

されたり､車の安全装置もよくなり､ 車は当たるものだと思ってほしい。他に右折時10.3％、左

死亡者は 4-5千人と半減した｡ただ､ 折時 5.5％、正面衝突 3.2％、その他13.1％。

高齢者の横断中の死亡事故等は、多 　車は、動いていれば過失相殺がある。追突とセンタ－ラ

い。自分の判断力の衰えの、自覚が インオ－バ－等が､100対０。自分が有利な時も、不利な時

不足している事による。 も過失相殺されるので、気をつけてほしい。

　事故時に平常心を保つことが大事 　事故の３要因は、1.運転者的誘因が97.9％。ほぼ 100％

だが、困難。毎日、交通事故の仕事をしていない限り、慌 人が要因に関係する。怒り・悩み・いらだち・不注意・脇

ててしまう。なぜなら､ドライバーは、事故に遭う確率が､ 見・能力過信・能力未熟・過労・居眠り・病気・薬物・酒

5-10年に一度。事故対応がどのように進んでいくか、事故 酔い等心身不調。2.自動車構造に

対応サービスとはどのようなものか、について想像するこ よる誘因が 0.7％。制動機能・タ

とが出来ない。焦りが生じてしまう。基礎知識として、事 イヤ・視界の不良、認識性・被視

故が起きたらどうなるか、日ごろから、心構えてほしい。 認性の不良、操縦性・安定性の不

　交通事故に伴う法律上の責任は、３つ。刑事上の責任、 良、警報装置・指示装置の不良。

民事上の責任、行政上の責任。 3.環境的誘因が 0.5％。道路構造

　刑事上責任は、人身事故の刑事責任（業務上過失傷害と ・路面状況・交差点構造・安全施

過失致死・重過失傷害と致死・危険運転致死傷罪）と、交 設・道路標識・天候、明暗､視界｡

通違反の刑事責任（道路交通法・自動車の保管場所の確保 今話題の自動運転の車が増えると、事故は相当減る。

等に関する法律・道路運送車両法・自動車損害賠償保障法 ■事故時の対応の流れ

違反）。刑の種類は、懲役・禁固・罰金・科料｡ 　1.直ちに停止する ⇒ 2.負傷者を救護する ⇒ 3.他の交

　民事上責任の対象は、運転者の不法行為・使用者・代理 通に支障をきたさないように措置を取る（二次災害防止）

監督者・運行供用者・道路管理者の責任。損害賠償は、人  ⇒ 4.警察へ事故発生の報告（日時・場所・死傷者とけが

身損害：治療費・付添い看護費・葬儀費用・休業損害・逸 の程度・壊した物とその程度） ⇒ 5.相手方の住所・氏名

失利益・慰謝料等。物件損害：破損した車や家屋等の修理 (免許証で)・電話番号・クルマのナンバ－を確認メモ（車

費用・休車料・代車料等。これらの費用を保険で補う。 検証で） ⇒ 6.目撃者がいる時：住所・氏名・電話番号を

　行政上責任の行政処分の種類は、運転免許の拒否・保留 メモ・証言を頼む（事実関係を確認して） ⇒ 7.保険会社

処分、運転免許の取り消し・停止処分、交通反則通告制度 へ連絡：事故状況（日時、場所、状況等）・相手方情報・

に基づく通告処分。これ等の責任が伴ってくる。 警察への届出内容等。

　社有車の運転の際は、1.動く広告塔、2.社風を現わす、 ●相手の方の車に損害がある場合

3.運行には諸条件がつく、4.事故発生時は必ず会社にも連 　～対物賠償保険の事故解決の流れ～

絡、の４つを社員に 　担当者からの連絡 ⇒ 相手の方への連絡 ⇒ 相手の方の

理解させ、注意して 車の確認 ⇒ 事故状況の調査 ⇒ 相手の方との交渉 ⇒ 示

ほしい。 談成立 ⇒ 保険金の支払い

　事故は多くの人に ●示談成立までの期間（目安）

迷惑を掛ける。加害 　示談成立までに要する期間は､相手方の主張にもよるが､

者本人は、失職・犯 双方に責任割合が発生する事故であれば平均で２月程度。

罪者・刑務所・被害 　追突など相手方に責任割合が発生しない事故であれば、

者家族対応。加害者家族には、心労・収入減・生活苦。勤 平均で１月程度の日数を要する。

務先と被害者の同僚には、仕事の負担増。同上司には、管

理責任・事故処理。同会社には、信用失墜・損害賠償。

　ここで、民事上責任で伴う賠償額の高額賠償判例につい

て。対人高額賠償事例は、３億円台と高額。ほとんど、後 　２月６日(土)８時50分～、鯖江市嚮陽会館で、こどもエ

遺症の障害賠償を伴っている。付添人の費用が嵩み、死亡 コクラブ活動交流会が開催され、当クラブはワークショッ

保障の倍となる。他に、収入の多い医者等は、逸失利益が プ「いなわら体験」に実施協力しました(下写真)。田村副

多く金額が上がる。私の経験では、22才の大学出て間もな 会長、大橋幹事、

い女性が追突事故で死亡｡その際 7,500万円の判決が出た｡ 野中S.A.A､帰山副

大学を出て22才で、最近は男女関係なく、そのくらいの賠 幹事、深見・幸道

償が必要。学歴も逸失利益に関係がある。 ・清水理事、牧野

　次に、対物高額賠償事例。トラックに追突の際、車両と ・孝久・瀧ケ花会

積載高額商品が燃え２億６千万円、パチンコ店に突っ込み 員が参加。小学生

店舗損壊で１億３千万円、電車踏切事故で１億１千万円の は、世界にない日

事例がある。私の30数年の経験で､対物で大きかったのは､ 本の「わら文化」

住宅に突っ込んだ３千万円台。家を建て替えた。これ等を を体験しました。
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テ－マ ｢交通事故の基礎知識」

点鐘 12:30～▲次回の例会　▲第２７４３回　平成２８年２月１９日(金)　　

こどもエコクラブ活動交流会
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