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 2012年４月１日現在の

県内市町村の乳幼児等医

療費助成制度の概要が県

健康福祉政策課の資料に

より明らかになった。 

 県の福祉医療医療給付

事業が入院を小学校３年

まで、外来を小学校就学

前まで各所得制限なしで

一部負担金（自己負担

金）を助成しているが、

その県制度のまま実施の

市町村はゼロで、それよ

り上、中学卒や最大で18

歳到達後の3月31日までと

県内市町村の助成対象年

齢の拡大が進んでいる。  

 入院、外来ともに中学

卒までの助成が42市町村

セプト１件当たり500円のところを300円

としている町村が27、受給者負担なし

の原村を加えて市町村の３分の１が平

で前年度に比べ５市１村増

となり、なかなか進まな

かった市部が12市まで増え

てきた。一方、町村では18

歳到達後の３月31日まで助

成が27町村となった。その

結果、所得制限なしで入

院、外来とも中学卒以上を

対象とする市町村は68市町

村で88.3％となっており、

今後は県自体の対象年齢の

拡大が望まれる。 

 入院で中卒まで助成対象

としていないのは長野市、

佐久市、小諸市の３市の

み。外来ではこの３市に加

えて駒ヶ根市、松本市、中

野市、伊那市と坂城町の８

市町である。なお、中野市

は入院を中学校

卒まで拡大、伊

那市と坂城町は

外来部分を小６

まで拡大する動

きがみられた。また今回の

資料では受給者負担金の額

が示され、県基準であるレ

成21年10月の制度改定にもかかわらず独

自の努力をしていることが明らかと

なった。 

 「保険でより良い歯科医療

を長野連絡会」が実施した1

月22日の「歯のなんでも電

話相談」(本紙372号参照）の相談事例

（全60件）の要点紹介の３回目。 

 太字の「◇タイトル …」以下が相談の

内容(性別と年齢）、「→」以下が回答。 

義歯の関係 

◇義歯のひびとすれ違い咬合 

…上下義歯を入れているが、上の義歯

にひびが入った。すれ違い咬合なので

下の前歯を切断すると言われたが、切

断は希望しない。(男 80歳代) 

 → 動揺、痛みはないようなので切断

せずに治療がしてもらえる医院に転院

することも考えてもらう。 

 ◇入れ歯が合わない 

…上に２本、下に４本自分の歯があ

る。他は入れ歯だが３軒歯医者を変え

たが、入れ歯の具合が悪く何も嚙めな

い。入れ歯をはずすと自分の歯同士は

かみ合わない。歯科医院の紹介も。(女 

60歳代） 

 → 具体的な歯科医院を紹介すること

は出来ない。すれ違いの義歯はむずが

しいのは事実。入れ歯の上手な先生を

お探しいただくのが１番。 

◇義歯がゆるい 

…総入れ歯の調子が悪い。昨年まで４

本歯があったが、抜いてから入れ歯が

動いてよく嚙めない。20万円で歯を

作って歯のリハビリをしてその後30万

円の歯を作りましょうと言われたが、

年金暮らしだから50万円はかけられな

い。どうしたらいいのか。(女 70歳代） 

 → 基本的には保険で出来る。しかし

顎の状況で保険ではしっかりした入れ

歯が出来ない状況があるかもしれな

い。セカンド・オピニオンを勧めた。

そこでも同じような意見なら顎の状況

にかなり問題があり、さらに専門の先

生のところで見てもらう必要も出るか

もしれない。 

◇入れ歯の下の骨を削る・・・ 

…前歯２本、奥歯２本の入れ歯を入れ

ているが前歯の部分が噛むと痛いと

言ったら、入れ歯の下の骨を削るとい

うが大丈夫か。(男 60歳代） 

 → 主そういう治療があることを伝え

る。その前に入れ歯の適合をしっかり

チェックしてもらう、その部分のあた

りを軽くする、軟性レジンにしてもら

うなどの治療もあるので、どうしても

削らなければならないということはな

いのではないか。他の先生の意見も聞

いてみたらどうか、とセカンドオピニ

オンを勧めた。 

◇義歯が使えない 

…大学病院で上に総入れ歯、下に部分

入れ歯を入れた。しかし使えない。

（女 50歳代） 

 → 歯はすぐ使えるわけではないの

で、まず調整をしてもうことを勧め

た。近くの先生でもいい。どうしても

だめなら、６ヶ月過ぎれば新しい歯が

作れるので、安心して欲しい。 

◇入れ歯の下の骨を削る・・・ 

…上顎の総義歯を作りたいが、Ａ市で

入れ歯の上手な歯科医院を紹介してほ

しい。(男 60歳代） 

 → 知人や近所の人に聞いて、評判の

良い歯科医院を受診するようにお話し

た。 

◇部分入れ歯、前歯が揃わない 

…３年前から６本続けて抜けてしま

い、昨年９月から治療を始め、部分入

れ歯にした。しかし前歯がそろってい

ないのでおかしいと人に言われる。下

の歯は痛くて噛めない。（男 60歳代） 

 → 他院で診てもらうことを勧める。

その際は、今の悩みをしっかり伝える

こと。 

◇保険外の義歯が外れる 

…２年前に50万円かけて部分入れ歯を

入れた。それが直ぐ外れてしまうよう

になった。主治医は裏打ちするだけ。

根面アタッチメント使っている。（女 

70歳代） 

 → 根面アタッチメントの破損が考え

られる。アタッチメントの交換をして

もらったらいかがか。 

◇歯がないのに痛みが… 

…上に根だけの歯が２本あ

る。下は総入れ歯。下顎に歯がないの

に歯が痛いような痛みがある。どうし

ようもないと言われた。(女 70歳代) 

→ 足を切断した人が指が痛いというこ

とを言うことがあるそう。感覚で、そ

ういことがあってもおかしくない。し

かし今回は痛い部位をしっかり探して

もらって、緩衝するか、軟性レジンで

処置してもらってらどうか。相談に

乗ってくれないようなら他院に。 

ブリッジ等 

◇ブリッジの保険適用について 

…右下６番が痛んでいる。７番８番は

既に無い。ブリッジは保険が効かない

というのは本当か? 治療の選択肢はど

のようなものがあるか？（男 60歳代) 

→ 延長ブリッジが保険外というのは本

当。６番７番欠損の延長ブリッジは必

ずしも予後がよくない。治療の選択肢

としては義歯かインプラント、もしく

は何もしないと言うことになる。しっ

かり噛みたいということになればイン

プランとが最適となるが骨の状態に

よっては必ずしも植えられるとは限ら

ない。 

-「ブリッジの関係」は次号でも。次号

では「かみあわせの関係」「う蝕など

での痛み」「歯周治療の関係」などを

紹介予定- 

 

区　　　　　分 所得制

対　象　者
乳幼児 等
　 通院：小学校就学前
　 入院：小学校３年生まで

な　し

県の負担
負担範囲

自動給付
方式と呼
ばれる「償
還払い」の
手順

①市町村で申請手続（送金される預金口座手続含む）
②受給者証の交付を受ける
③県内医療機関で保険証と受給者証を提示し受診
④医療機関窓口で一部負担金の全額の支払い
⑤２～３ヵ月後、④の総額から受給者負担金（１ﾚｾﾌﾟﾄ当
たり500円）を控除後の金額が市町村から振り込まれる。

○福祉医療費給付事業の「乳幼児等」部分の概要

市町村が助成に要する経費の１／２
通院及び入院に係る自己負担分

平成24年4月1日現在 （県健康福祉政策課資料を改編）
市 町 村 数

入院 外来 市 町 村 計 食費1/2助成 食費助成あり

小３まで 1 1 長野市

小６まで 小６まで 2 2 佐久市
小諸市
（食費1/4）

小３まで 3 3 駒ヶ根市
松本市
中野市

小６まで 1 1 2 伊那市

中学校就学前 所得制限なし

中学校就学～
父母の所得税
の合計が
153,000円未満

飯田市 飯山市 千曲市 須坂市 岡谷市
安曇野市 東御市 大町市 信濃町 諏訪市
上田市 塩尻市 佐久穂町 茅野市
富士見町 軽井沢町 辰野町 下諏訪町
箕輪町 高森町 阿南町 泰阜村
南木曽町 池田町 飯綱町 栄村

南箕輪村 天龍村 宮田村
大桑村 王滝村 山形村
朝日村 青木村 根羽村
白馬村 小谷村 野沢温泉村

麻績村 木島平村

12 13 16 41

18歳到達
月まで

18歳到達
月まで

1 1 南牧村

長和町 小海町 松川町 山之内町 小布施町
上松町 木曽町 立科町
飯島町 平谷村 下條村
売木村 喬木村 豊丘村 高山村
大鹿村 中川村 北相木村
木祖村 生坂村 松川村
南相木村 小川村 川上村

筑北村 阿智村 原村※

合　　　　　　 計 19 23 35 77 8 8
「食費」は入院時食事療養費及び入院時生活療養費、「※」印の原村は受給者負担金なし。
アンダーラインは旧年度から前進した市町村を示す。

県　と　該　当　市　町　村
食費助成なし

小３まで
小学校
就学前

対象年齢
所    得    制    限  

受給者負担金…【300円/ﾚｾﾌﾟﾄ…小海町,南牧村,南相木村,軽井沢町,長和町,富士見町,辰野町,箕輪町,南箕輪村,中川村,松川町,阿南
町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,木曽町,南木曽町,木祖村,小布施町,栄村の以上27市
町村】　【500円/ﾚｾﾌﾟﾄ…原村と上記27の計28市町村を除く49市町村】

乳幼児等医療費給付制度の市町村実施状況

坂城町

所得制限なし

（小学校就学～
食事助成なし）

（長野県の制度と同じ）

小　　計

27所得制限なし

（小学校就学～
食事助成なし）

1 1 御代田町

18歳到達後
の3/31まで

18歳到達後
の3/31まで

9

61

所得制限なし

所得制限なし

所得制限なし

所得制限なし

12 12 16 40

18

中学校
卒業まで

所得制限なし

中学校
卒業まで

所得制限なし

 

  


