
 

長野市＊原山歯科医院＊  原山周一郎 

 ３回シリーズで、歯科で使われる主

な薬剤と処方例を考えてみました。 

 現在自分で使っている抗生剤や鎮痛

剤を一度確認してみましょう。内容

は、抗生剤では、耐性菌が増えており

古い薬（世代が今より２世代以上前の

薬）を使っていないか。多剤との相互

作用は、大丈夫か。鎮痛剤では、病名

と適応症は、合っているか。投与回数

は、適正か。抗生剤の投与日数は、良

 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。昨年12月2日～

本年1月1日間は、歯科の２件だった。（開

設・管理者の氏名敬称略） 

番外編

活 動 日 誌 
 長野県保険医協会の関係会議等動向を掲載。

下記で場所記載なしは長野市で開催又は実

施。4地区電話会議は長野佐久松本飯田を結ん

でのもの。[ ］内は担当役員及び事務局名で

一部に略あり。保団連会議では保団連役職名

で記載した。 

12/19＊保険でより良い歯科医療を長野連絡会

事務局会議を長野松本電話会議で[鈴木会長奥

山常任理事,原,青木事務局員] 

12/20＊関東信越厚生局(長野事務所）に個別指

導関係行政資料の開示請求 *北信越ブロック

保協と略）事務局会議[宮沢事務局長] *県福祉

医療制度の改善を進める会[同上] 

1/15＊木内衆議院議員と佐久市内で懇談[林,多

田,奥山常任理事,宮沢事務局長ほか] 

1/17＊篠原衆議院議員と長野市内で松本電話回

線会場を含め懇談[鈴木会長,後藤,林,三田常任

理事,宮沢事務局長ほか］*北信越ブロック事

務局長電話会議[宮沢事務局長] 

1/18＊県社保協幹事会[宮沢事務局長] *常任理

事会[次号理事便り参照] 

1/19＊保団連中島理事辞任に伴う後任に林常任

理事を推薦(文書送付） 

1/20＊保団連理事会が東京で[市川理事,増田事

務局員] 

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

 めいデンタルクリニック 歯 390-1701  松本市梓川倭５４３－６ パステルコート梓２０２ 　個人・伊東 絵里子 常勤1 非常勤1 無 2013/1/1

 あおき歯科医院 歯　小歯 382-0052  須坂市大字塩川字柳原７１６番地３ 026-248-5813 　個人・青木 宏道 常勤 １ 無 2012/12/25

※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！ 

★写真や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。 

いか。など確認しま

しょう。 

 抗生剤や鎮痛剤は、日歯の「薬価基

準による歯科関係薬剤点数表」に適応

症が出ているので参考にしてくださ

い。また、不明な点は、近くの薬局でも

教えてもらえます。最近の審査では、

他剤との相互作用がうるさくなってき

ています。ぜひ確かめてみましょう。 

 なお、３回シリーズの処方例を別紙

にまとめてあ

ります。詳し

くは、前３回

の各シリーズ

を参照してく

ださい。  

【参考図書】 

「歯科でよく使う

薬剤ハンドブッ

ク」(医歯薬出版） 

「薬‘12/13 歯科

疾患名から治療薬

と処方例がすぐわ

かる本」(クイン

テッセンス出版） 
「歯科におけるく

すりの使い方2011-

2014」(デンタルダ

イヤモンド社）  

　抗生剤の道標

メイアクト
フロモックス
セフゾン
　　　　など

　　ペニシリン
　　セファム ニューキノロン 　タビリット
　　にアレルギーあり 　クラビット

　　　　　など

　　ペニシリン クラリス
　　セファム クラリシッド
　　にアレルギーありの ジスロマック
　　小児・高齢者 　　　　　など

　　その他 ダラシン
　　耐性・重症例 ファロム

　　　　など

（基礎疾患なし、急性歯科疾患感染症：軽症～中程度）

ニューマクロライド

　　クリンダマイシン
　　ペネム

基　本 セフェム

「保険でより良い歯

科医療を長野連絡

会」が実施した７月

22日の「歯のなんで

も電話相談」(本紙

377号参照）の相談事

例（全36件）の要点

紹介の最終回。 

 太字の「◇タイトル 

… 」が相談の内容

( 性別と年齢）、

「→ 」が回答。 

質問や不満等 

◇金の再利用は？ 

…以前治療で金を使ったが、その金で

新しく作り直してもらえるのか。（女 

60歳代） 

→ 金の含有量が不明であると、その金

属を使っての新製は難しい。また使え

たとしても不足していれば追加が必要

になる。 

◇矯正の材料 

…矯正をセラミックで行なえるのか？ 

やっているところがあるのか？（女 40

歳代） 

→ セラミック冠などで歯並びを矯正す

ることは可能だが、あくまでの軽度の

歯の重なりが適応。それ以外は矯正治

療が必要と説明した。 

◇治療への不満、Drへの不満 

…総合病院の歯科にかよっている。歯

周病の治療でマウスピースを作った

が、ざらざらしている。舌や頬に刺さ

る。 

 歯磨きをがんばっているがＤｒから

は、まだ足りないと言われる。口臭、

顎関節症があるようだ。 

 他医院のＤrに診てもらったことがあ

るが、口の中をろくに見ないで紹介状

を書くのが不満。今の病院も行ってみ

たら担当Dｒが不在で別のDrの代診に

なったこともあり、不満。よく説明し

てくれない。（女 70歳代) 

→ 歯周病でだいぶお悩みのよう。マウ

スピースを修理、新調してもらうと

か、歯の固定や咬合調整をしてもらえ

ないか、現状と治療についてよく説明

してもらうように話した。（対応して

いて質問者がDoctor shoppingをしている

ような印象を受けた） 

◇次回に50万円 

…評判が良いので通院を始めた。上顎

義歯を装着することになったが、事前

の説明がなく、次回50万円をもって来

るように」と言われた。保険を取り扱

わない医療機関はあるのか？（女 70歳

代） 

→ 治療の内容等は事前に充分聞いてお

くように伝えた。自由診療のみで保険

を取り扱わない医療機関は県内にはほ

とんどないことも伝える。 

 

 

事務局長会議が電話会議で[宮沢事務局長] *第

一三共が来訪 

12/25＊歯科指導対策必携改定第７版の「カル

テ記載を中心とした指導対策テキスト」の追

補版を歯科開業医会員へ配布 

12/27＊衆議院選挙に当選の県関係議員に地元

での懇談を要請(文書依頼） 

1/8＊歯科部会を４地区電話会議で保団連の歯

科医療改革提言案を検討[鈴木会長,市川,宮沢

副会長,奥山,後藤,林,布山常任理事,久根下,長

谷川部員] 

1/11＊保団連政策パンフ「私たちのこれから」

1部とリーフ5枚、及び生活保護リーフを会員

に配布 *県社会保障推進協議会(以下で県社

 

 関東信越厚生局のホームページで

「所轄法人等」から入る「所轄法人等

一覧」の中の「指導監査課・事務所」

のところに管内の「保険医療機関・保

険薬局の指定一覧」等が出ている。本

紙の「保険医療機関の新規動向」もそ

の中の「新規指定一覧」からとってき

ているが、本年に入り掲載される項目

が増えている。 

 保険医療機関・保険薬局の指定関係

は、▽指定一覧▽新規指定一覧▽廃止

一覧※▽辞退一覧※▽取消一覧※で、※

印をつけた３つが新たに加わった。 

 他の掲載項目は変更なしで、施設基

準の届出受理状況、保険外併用療養費

医療機関一覧、保険医・保険薬剤師の

新規登録一覧が掲載されている。 

ンフレット「私たちの

これから」とリーフ

レット「安心に医療を

選択するあなたへ」

 長野県保険医協会では社会

保障と税の一体改革で私たち

のこれからがどうなるか、問

題点を解説した下の写真のパ

 

Ａ４のパンフとＡ５のリーフ 

 

 

  No.３８３                                                                            長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）       2013年（平成25年）1月25日 （５）    

 ３月実施の研究会のご案内 
演題 「歯科用CBCTの臨床活用 
        保険診療からインプラント治療まで」 

講師  県保険医協会常任理事  

               安曇野市開業 布山 徹氏 

日時  ３月１７日(日）午後１時～４時 

場所  長野市生涯学習センター3Ｆ（通称「トイーゴ」の３Ｆ）  
参加費 会員無料 申し込み先 長野県保険医協会 

を会員に配布、医

療機関窓口や待合

室置き等での活用

分の追加注文を受

け付け中だ。申し

込みは協会へ。 


