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 県保険協会では原則第２火曜日定例

の歯科部会を10月９日長野・松本・佐

久・飯田の４会場を結ぶ電話会議で開

催、歯科の個別指導の指摘事項関係の

検討をおこなった。 

 行政資料の開示請求で揃えられた新

規を含めた50件ほどの23年度関東信越厚

生局長野事務所関係の歯科の個別指導

の指摘事項と指導結果の全文を収録す

る形で独自に一覧表にした「23年度個

別指導の指摘事項と指導結果」、及び

９月に関東信越厚生局としてまとめら

れ同局のホームページで公開されてい

る「平成23年度実施した個別指導で保

険医療機関に改善を求めた主な指摘事

項」をあわせて検討した。 

 指摘事項と返還金の関係では、長野

事務所の資料からは、例年通り算定要

 関東信越厚生局ホームページで公開

の長野県分の保険医療機関指定状況か

ら医科と歯科の新規分を紹介。9月2日

～10月1日間は、医科2件、歯科1件だっ

た。（開設・管理者の氏名敬称略） 

件で記載が求められている事項で指導

内容の要点や検査結果などの「記載の

ない」ケースが返還金の対象となり、

「記載が不十分」等の指摘があっても

記載のあるものは返還が求めれられて

いない点などを確認した。 

 技工士指示書が法令の記載事項 

 を満たしたものかの点検を 

 論議があったのは、指導結果での

「概ね妥当」、「経過観察」、「再指

導」の分かれ目は、どこかという点。

一覧表に収録にあたっては、指摘事項

部分は本文の行数を原本と変えずに収

録していたことからも、指摘事項の件

数、行数が多いものが再指導になって

いることなどを確認した。そして直接

返還金などには結びつかないが、歯科

技工士指示書（以下で「技工指示

名　　　　称 診療科名 郵便番号 所　　在　　地 電　話 開設者 ・ 管理者 従事形態 病床 指定日

 さの小児科医院 小  アレ 395-0073  飯田市羽場坂町２３４５－８ 0265-48-5351 　　　　個人・佐野 葉子 常勤 １ 無 10/1

 かるいざわ純クリニック 小  アレ 389-0111  北佐久郡軽井沢町大字長倉４９６２－１ 0267-41-0517 　　　　個人・根津 純子 常勤 1 無 10/1

 南原さかい矯正歯科 矯歯  歯 381-2224  長野市川中島町原３５０－６ 026-214-5019 　　　　個人・酒井 雄一 常勤 1 無 10/1

※診療科名は頭文字又は略記載。※※開設者が個人の場合は開設・管理者は同一。※※※従事形態は診療所は医師、歯科併設は区分明記、歯科診療所は歯科医師。　※※※※指定期間は指定日より 6年。

★医療・社会保障全般、時局問

題等の論評や意見、学会報告、

書評、スポーツ、趣味など幅広

く原稿を募集中！ ★院所や地域

での活動を紹介できる「会員広

報室」欄あり。★フォトエッセイなどの

投稿も歓迎。★原稿等は１面題字左の

本紙発行元まで郵送、ファクシミリ、メー

ル等で。★掲載文につき図書カード２

千円分贈呈。 

書」）に関する指摘も多くあり、指導

医療官が交代の本年度の個別指導から

もこの傾向は伝わっていたことから、

そうした指摘を受けないようにするこ

とも指摘事項を減らす方法として肝要

との論議になった。 

 技工士指示書に関しては、過去に歯

科部会で各院所で使用のものを集めて

みたことがあり、県歯科医師会版と各

委託先の歯科技工所が配布しているも

のが寄せられた。いずれも法令で定め

る記載事項は満たしたものだった。 

 その技工士指示書は、歯科技工士法

施行規則の一部改定（厚生労働省令 第

145号）が10月２日にあり、来年４月１

日からは表のように記載事項が増えて

くる。まずは、現行の県歯版を使用し

てない場合、使用している技工指示書

が現行の６点の記載事項を満たしてい

るかの点検が必要だ。 

 なお、歯科技工指示書の記載事項の

表の「（平成25年４月１日より）」部

分は10月2日付の省令本体の文言より作

成した。 

  

歯科技工指示書の記載事項は施行規則の一部改正で来年4月から増える

（平成25年４月1日より）
一 設計 一 患者の氏名
二 作成の方法 二 設計
三 使用材料 三 作成の方法
四 発行の年月日 四 使用材料
五 発行した歯科医師の住所及び氏名 五 発行の年月日
六 当該指示書による歯科技工が行われる場所が
歯科技工所であるときは、その名称

六 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の
勤務する病院又は診療所の所在地

七 当該指示書による歯科技工が行われる場所が
歯科技工所であるときは、その名称及び所在地

歯科技工士法第18条：歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師
の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、病院又は診療所内の場所に
おいて、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。

歯科技工士法施行規則第12条：法第18条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。
（現行）

 小児の救急電話相談事業（＃8000）

は、夜間や休日に急な子供の病気やけ

がで、病院の診療を受けたほうがよい

のかなど迷ったときに、全国共通

の＃8000に電話すると、各都道府県の窓

口につながり、小児科医師や看護師か

ら症状に応じた助言を受けることがで

きる制度。2002年に広島県で始まり、

2004年に事業費の２分の１を国が負担す

る国の制度となり、現在、全都道府県

で実施されている。当初、プッシュホ

ンのみだったが、携帯電話も対応に

なっている。アナログ回線からは、各

都道府県の専用電話番号（長野県は

0263-72-2000）にかける必要がある。 

 厚生省のホームページで掲載されて

いる本

年7月1

日現在

の全国

の実施

状況を

本紙で

は実施

時間・

時間帯

別に整

理し直

してみ

た。す

ると、小児の窓口無料化が最も進んで

いる群馬県が平日14時間の実施でトッ

時間 実施時間帯 都道府県名
19:00～翌朝9:00 富山県

18:00～翌朝8:00
群馬県、石川県、岐阜県、静岡県
滋賀県、奈良県、徳島県

13 19:00～翌朝8：00
青森県、福島県、広島県、香川県
愛媛県、長崎県、大分県

20:00～翌朝8:00 大阪府
19:00～翌朝7:00 埼玉県、福岡県
6 18:00～0:00 神奈川県、兵庫県
20:00～翌朝1:00 高知県
19:00～0:00 熊本県
18:30～23:30 茨城県
17:00～22:00 東京都
19:30～23:30 三重県

19:00～23:00

北海道、岩手県、宮城県、栃木県
福井県、山梨県、長野県、愛知県
京都府、和歌山県、鳥取県、島根県
岡山県、山口県、佐賀県、宮崎県
鹿児島県、沖縄県

19:30～22:30 秋田県
19:00～22:00 山形県、千葉県
0 なし 新潟県
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平日の小児救急電話相談事業実施状況-2012年７月１日現在-

4

時間 休日の実施時間帯

24 8:00～翌朝8:00　 岐阜県

24(19)
8:00～翌朝8:00
（13:00～翌朝8:00)

奈良県

23(14)
9:00～翌朝8:00
(18:00～翌朝8:00）

群馬県、滋賀県

22(12)
9:00～翌朝7:00
（19:00～翌朝7:00）

埼玉県

21(13)
9:00～17:00, 19:00～翌朝800
（19:00～翌朝8:00)

大分県

9:00～23:00 島根県
19:00～翌朝9:00 富山県
18:00～翌朝8:00 石川県、静岡県、徳島県

13 19:00～翌朝8:00
青森、福島県、愛媛県、長崎県
広島県、香川県

20:00～翌朝8:00 大阪府
19:00～翌朝7:00 福岡県

15(6) 9:00～0:00(18:00～0:00) 兵庫県

13(5)
9:00～17:00、18:30～23:30
(18:30～23:30)

茨城県

8 9:00～17:00 東京都
6 18:00～0:00 神奈川県
4（8） 19:00～23:00（15:00～23:00) 京都府

20:00～翌朝1:00 高知県
19:00～0:00 熊本県
18:00～23:00 岡山県
19:30～23:30 三重県

19:00～23:00

北海道、岩手県、宮城県、栃木県
福井県、山梨県、長野県、愛知県
和歌山県、鳥取県、山口県、佐賀県
宮崎県、鹿児島県、沖縄県

19:30～22:30 秋田県
19:00～22:00 山形県、千葉県、新潟県

　休日の「時間」欄の順番は、土日を合算した時間順とした。
　平日、休日とも厚生労働省のホームページ「小児救急医療電話相談事業（＃8000）につい
て」で掲載の小児救急電話相談事業実施状況を元に本紙で作成。
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休日の小児救急電話相談事業実施状況（土曜日含む）-2012年７月１日現在-

14

（括弧内は土曜日の時間・時間帯が異なる場合）
都道府県名

 

 関東信越厚生局のホームペー

ジで公開されている「平成23年度

実施した個別指導で保険医療機

関に改善を求めた主な指摘事

項」のプリントが必要な方は県

保険医協会まで請求を。 

 

プの８県に入っ

ている。また休

日は土日あわせ

た時間で群馬県

は、48時間となる岐阜県、43時間の奈

  

 県保険医協会では、原則第２火曜日

の夜、県下４地区を結んだ電話会議で

歯科部会を開催、歯科医療政策、診療

報酬など社保問題を討議している。参

加希望会員は協会の歯科担当まで。  

 

良県に続く３番目の36時間で滋賀県と

並んでいる。ちなみに長野県は平日・

休日とも４時間と全国的にみて下位の

グループの中にある。群馬県では窓口

無料化で懸念された「コンビニ受診」

に関して本紙前号で紹介の通り「県内

の受診状況を検証した結果、夜間・休

日における小児救急電話相談、いわゆ

る＃8000、こうした取り組み等もあり、

子供の時間外受診は減少傾向にあるこ

とが確認できている」（片野福祉健康

部長）との県議会本会議答弁（本年５

月定例会）が出ていた。 


