
 今回のアンケートで

は▽大震災前と比べた

保険点請求点数、患者

数、▽秋以降の患者数

予測、▽今後の医業収

入、患者確保の方策、

▽他院で治療のインプ

ラントの患者の予後相

談の有無、▽継承、▽

自由意見 等をきい

た。 

 今回は、基礎データ

の年齢分布と保険請求

点数や患者数の動向部

分について報告する。 

 回答者の年齢構成は

右上の通りで50歳代の

回答者が５割近い48.6％

と一番多く、60歳代の

 長野県保険医協会では保団連の「歯科会員アンケート」を９月21

日から30日の期間で実施し、県集計をまとめた。調査コストの関係で

郵送での全開業医会員でなく、ファクシミリ登録ありの開業医に依頼

したため、調査対象は495名で開業医総数558名より少ない数となって

 入れ歯デーの10月

８日仙台で「保険で

よい歯科医療を」全

国連絡会が主催して

市民講座が開かれ

た。この様子は全国

保険医新聞で伝えら

れているが、この講

座の前後に実施した

歯科衛生士による

「正しい歯の磨き方教

室」と「歯科医師による
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では、「増

加する」は

僅か 1.9％

で「減少する」「変わらない」「分か

らない」が３割台の僅差で並んだ。

「増加」と「変わらない」の回答者を

除くと７割が先が見通せない状況だ。 

 景気の影響を受けやすいとされる歯

科では、医療保険が高齢者を除き３割

負担に統一されて以降、治療中断や

「痛いところだけ治して」とする患者

もあるという調査もあり、保団連の歯

科全国交流会な

どで歯科の会議

では絶えず窓口

負担軽減の声が

強く出ている。 

＜続く。次回で

残り一括掲載＞ 

お口のなんでも相談」のうち、後者の相

談に全国連絡会の世話人構成団体の立場

から長野協会の

市川副会長ほか

１名が協力、訪

れた８名のうち

２名の市民の相

談を担当した。 

 同日は、最後

に歯科医師交流

会がもたれてお

り、なんでも相

談の担当者から

相談事例の報告があったほか、仙台開催

とあって震災時の歯科医療で行動した歯

科医師らから経験と教訓が語られ、保団

連の対応についても討議があった。長野

からは、保険で良い歯科医療の連絡会の

ない地域でこうした市民講座を開催、各

地での連絡会立ち上げになるようにして

いったらどうか、と提案。これは後の連

絡会の世話人会で検討されることになっ

た。 

実施期間 ２０１１年９月２１日～３０日
長野県保険医協会の歯科医開業医会員
送付数：ファクシミリ登録ありの４９５名

回答者数 １０５名（回収率２１．２％）

対　　象

年齢
人 ％

20歳代 0 0.0%
30歳代 3 2.9%
40歳代 18 17.1%
50歳代 51 48.6%
60歳代 23 21.9%
70歳代 7 6.7%
80歳以上 0 0.0%
無記入 3 2.9%
計 105

いる。回収率は21.2％だった。なお、無記名方式のため医療機関名な

ど個人情報は裁断処理して集計が行われた。全国的には30を超す都府

県３千通を超す回答が寄せられており、全国集計は11月中にまとまる

見込みで、全国保険医新聞新聞に掲載される予定だ。 

 

①保険請求点数は ②患者数は
件数 ％ 件数 ％

増えた 3 2.9% 増えた 2 1.9%
減った 47 44.8% 減った 50 47.6%
変わらない 56 53.3% 変わらない 53 50.5%
その他 0 0.0% その他 0 0.0%
無回答 0 0.0% 無回答 0 0.0%
計 105 計 105

*増えた割合は *増えた割合は
件数 ％ 件数 ％

１割以下 1 33.3% １割以下 1 50.0%
１割台 2 66.7% １割台 1 50.0%
２割台 0 0.0% ２割台 0 0.0%
３割台 0 0.0% ３割台 0 0.0%
無回答 0 0.0% 無回答 0 0.0%
計 3 計 2

*減った割合は *減った割合は
件数 ％ 件数 ％

１割以下 8 17.4% １割以下 11 22.0%
１割台 22 47.8% １割台 16 33.3%
２割台 12 25.5% ２割台 13 27.1%
３割台 3 6.5% ３割台 5 10.4%
無回答 2 4.3% 無回答 5 10.4%
計 47 計 50

３月の大震災以前と比べ請求点数、患者数に
どのような変化がありますか

21.9％、40歳代の17.1％と続いた。 

保険収入減、患者減が半数に迫る 

 大震災以前と比べて請求点数、患者

数について聞いた設問では、それぞれ

で似た数値が出ている。後に紹介する

自由意見で「未曾有の大震災の影響は

東北・北関東地方に限らず長野でも出

ています」との指摘があったが、保険

点数で「減った」が44.8％、患者数で

「減った」が47.6％になっていた。

「増えた」はいずれも数パーセントと

少なく、「変わらない」が保険点数で

53.3％、患者数で50.5％。 

 「減った」との回答者にその

割合を聞いた設問では、それぞ

れ１割台が一番多かったが、２

割台、３割台のところもある深

刻な事態が読み取れる。 

 秋以降の見通しを聞いた設問

件数 ％
増加する 2 1.9%
減少する 34 32.4%
変わらない 32 30.5%
分からない 36 34.3%
無回答 1 1.0%
計 105

秋以降、患者さんは増
加すると思いますか

 

 

 ３面記載の

県選出国会議

員に提出済の

院長署名「患者負担軽減、診療報酬、医

業税制等に関する要望書」での「ひとこ

と」欄記載は21名あった。次の通り。 

◇保険診療は細部まで決められ、医師

の裁量権は非常に狭まっています。患

者さんにとっても保険医にとってもこ

れ以上の改悪は止めてください。＜

精・長野市＞ 

◇昨日の出来事。原因究明の検査を希

望されて採血したが、その支払額を聞

いて、患者さんから検査項目 アレル

ギー抗体価 ２項目のみに減らして欲し

いといった申出あり。＜皮・長野市＞ 

◇①0税率導入②健康保険法の改正＜

内・長野市＞ 

◇より良い福祉を＜歯・須坂市＞ 

◇負担が少なく良い医療が受けられる

ようにしてください。良い医療は良い

国づくりの基本です。医療は市場原理

から最も離れたところにあるもので

す。＜小・小諸市＞ 

◇入院患者の他医療期間受診における

算定制限が非常に複雑で現場を混乱さ

せております。＜眼・佐久市＞ 

◇さらなる在宅医療推進政策を！＜

内・上田市＞ 

◇増税をすれば税収が減ることがはっ

きりしているのだから、増税を止める

こと。＜歯・上田市＞ 

◇現在の患者負担でも、すでに受診抑

制とやや重症化が

みられる。これ以

上の負担増は、患

者さん、医療機関共に受け入れられな

い。＜歯・千曲市＞ 

◇患者負担軽減。＜整・東御市＞ 

◇診療報酬の引き上げ。小児科に対し、

もっと小児医療の特殊性を考えていた

だきたいと思います。＜小・千曲市＞ 

◇私は精神科医です。精神科の患者さ

んは働けていない人が多く、また、所

得の低い家庭が多い。まともな役人な

らご存知のはずです。＜精・松本市＞ 

◇年々安くなるという料金設定は働く 

診療する 気力を失わせます。国家の損

失です。＜内・茅野市＞ 

◇感染予防処置等にディスポーザブル

の消耗品の消費に経費がかかっており

ます。歯科の基本診療料である再診料

を大幅に引き上げていただくよう切に

お願いします。＜歯・岡谷市＞ 

◇窓口負担が３割りなので治療の中断

が増えています。３割は高すぎます。

＜歯・上伊那郡＞ 

◇誰もが安心して受診でき、医療の場

で働く人たちが楽しく働けるような制

度がいいです。＜内小・上伊那郡＞ 

◇新技術、新材料、中間材料費を適正

に評価し、点数化をして保険制度に導

入して欲しい。＜歯・駒ヶ根市＞ 

◇グリーンピア事業やムダなダム、道

路事業などで失った国民のお金を国

家・地方公務員集団として責任をもっ

て返済すること。/窓口負担軽減は現役

世代に特に最優先と思います。/中国も

韓国も参加しないＴＰＰは、韓国のよう

に1対1で交渉すべきだ。＜内・伊那市＞ 

◇地域医療を守るためにも改悪を止め

ていただきたい。＜内小・安曇野市＞ 

◇医療は消費税ゼロ税 

率にすべきです。＜歯・安曇野市＞ 

◇高額医療費分を一般に押し付けるや

り方は納得できない。＜整・北安曇郡＞ 

 
  

 

 

 

訪れた市民の相談に対応の歯科医師ら、後方に長野の２人 

市民講座とお口のなんでも相談の後に開催の10.8歯科医師懇談会 

 


