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  No.３８５                                                                            長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）       2013年（平成25年）3月25日 （５）    

 長野県保険医協会が昨年12月から本年1月にかけて県下の歯

科技工士に実施した「歯科技工士アンケート」から前号の集

計に続いて、「将来方向」を聞いた設問７(右に再掲)に付さ

れた意見部分を紹介する。 

 回答に付随しての意見欄への記載は、医療機関（病院・診

療所）の従事者で11人、歯科技工所の従事者で62人、計73人か

 直接患者様と対する形はもっと先の事

で、今やらなければいけないことがある

はずです。歯科医院(医師)から仕事を受

け、技工料をもらう事に問題があると思

います。 

・「技工点数の70％を技工料金としま

しょう」となっているが、多くの医院は

白身の収入ばかり考え安い技工料の技工

所に仕事を出そうとします(ほのめか

す)。 

・医師は技工技術（品質）ではなく低料

金が第1の魅力です。（わずかに技術を選

ぶ医師もいますが） 

・仕事欲しさに技工料金の値下げにより

品質の低下。患者様に不利益。技工士ど

うしの潰しあい。 

・さらに中国などの法の届かない国へ仕

事を出し、利益をあげようとする医師。 

・現在技工所の新規参入はかなり難し

く、結局安い価格で仕事を請けることに

なる。処方箋のようなシステムが理想的 

・患者様が医院(医師)、薬局を選べるよ

うに、歯科業界も医院(医師)、技工所を

選べて良い。 

・患者様にどんな技工士が入れ歯等を作

るかが見えることにより、仕事に責任が

発生し技術の向上につながる。 

・技工所の新規参入に可能性がある。 

・歯科医の収入が減るのでこんなシステ

ムになるはずがない。  

(15)  ＜若い技工士の輩出を促す為に魅力

ある「今後の歯科技工士像」を生み出す

＞とありましたが、労働に対する報酬と

しての賃金の額も若者から見て技工士を

魅力ある職種と考えてもらう為に大事で

あります。が、それより前に大規模技工

所などのダンピングの為に大多数の個人

技工士がどれだけ今、大変な思いをして

いるか、そしてその生活を考えることが

先かと思います。若い技工士の輩出に手

間取っているうちに、多くの個人技工士

が離職せねばならなくなるような事は絶

対に避けなければならないと思います。 

(16) チェアサイドに立ち会うときは報酬が必

要。 

(17) 今まで以上に患者さんと直接かかわ

りながら、仕事を進めていきたいが、そ

のためには時間的コストがかかるので、技

工料金を値上げする必要がある。技工士

が患者さんとかかわることは技工部分だけ

でなくしか医療全体のレベルアップにつなが

ると思う。 

(18) チェアサイド等に立ち口腔内等を見

るのは大切な事と考えますが、日々忙し

い中、立ち会うのは難しく、時間を作る

らあった。内訳は、「ア.必要と考える」回答では61人、「イ.

現状のままで良い」回答では7人、「ウ.わからない」で3人、

「エ.その他」回答で1人、そのほかに2人から記載があった。

選択肢回答に付随の意見だけでなく、技工士の現状を訴える

等の自由な意見記載もみられる。  

 以下で（1）～（73）の番号で就業別に各意見を掲載した。 

難しさもあり、厳しい体制があります。

点数等で割り当てられ、サービスの一環

でないようにすることが大事であると考

えます。 

(19) 例えば義歯の作成にあたって模型で

作成より、診療にかかわりながらの体制

で作れれば、もっと良い義歯が出来るの

ではないかと思います。 

(20) 保険点数請求制度に移行してほし

い。 

(21) 技工士の知識が低すぎる、Dr.もその

感あり。上顎骨、側頭骨、蝶形骨(脳)も

動く。→咬合は重要である。技工士はも

とより、Dr.もどこまで理解し、臨床をお

こなっているか。 

(22) 患者さんにより良い補綴物を入れて

あげるために、歯科医師、歯科衛生士、

技工士と情報のやり取りを 

(23) 顔(抽象的)のわかる医療に参加した

い。 

(24) 歯科大学での教育課目の歯科技工に

関する時間がなくなりつつあると聞いて

おりますが、歯科技工が分からない先生

が多くなると、診療方針や設計すら出来

ない先生が多くなると思います。それに

よって、歯科技工に形として現れない(時

間、手間)などを理解してもらえず大変困

ります。保険医師、保険歯科医師はおり

ますが、保険歯科技工士はいません。

従って料金はバラバラです。技工料金が安

い技工所に補綴物を出すのは歯科医師に

とって当たり前ですが、長い目で見ると、

若い技工士にとって、また患者さんにと

りましても誠にかわいそうに思います。

不幸なことだと思います。 

(25) 試適は技工士が近くで見るのが最適

だと思います。シェードテイキングも技工

士が直接見る方が確実だと思う。 

(26) 患者さんに良い技工物を提供するこ

とを考えれば、絶対に必要と考えます。

※手元に来る石膏模型の70～80％はマージ

ンライン不鮮明や印象の形態、石膏の荒

れがあり、レベルが低すぎる。 

(27) 若い技工士の離職率が高く(20～30代

で7割近く)、今後の技工界が心配です。

又、技工士会からの脱会者が後を絶た

ず、組織力の低下も歯科業界全体での(特

に歯科医師会)との関係も心配です。 

(28) 歯科技工士が深く歯科診療に関わる

必要はあると考えますが、法及び教育課

程の整備だけでは歯科技工士の負担が増

えるだけで、現状以上の無報酬のサービ

スは不可能です。最優先事項は技工料金

の適正化です。歯科技工所で雇われてる

歯科技工士の賃金は時給に換算すると最

選択肢
医療
機関

歯科技
工所

ア.必要と考える 37 117 154 78.2%
イ.現状のままで良い 0 21 21 10.7%
ウ.わからない 6 13 19 9.6%
エ.その他 0 1 1 0.5%
回答なし / 2 2 1.0%
合　計 43 154 197 100%

【設問７】 将来の方向として、法及び教育課程も
整備し、診療所チェアサイドや訪問診療の場に
立ち、診療の補助も含め、より深く歯科診療にか
かわれるような体制を整えることについて、どう
考えますか？

長野県下の歯科技工士の回答（就業区分別・合計）

合 計　％

病院・診療所に勤務  

ア.必要と考える 意見記載 10人 

(1) アの添え書きと自由意見：ア「現在訪

問診療に立ちあっている。」自由意見「患

者の口腔内を見るだけでなく、(法的に)多

少触れらるようになればよいと思う。」 

(2) 義歯の調整、義歯の修理程度は歯科技

工士が患者の口腔内に触れて行なえると良

いと感じる。 

(3) 模型を見て作業をするだけでなく、患

者さんの顔、体全体、手足の動き、障害の

有無などを知ることでより良い補綴物の作

製が可能となると思う。 

(4) 患者と直接対話出来るよう法律を改正

していただきたい。 

(5) 間接的に患者と関わることより患者と

(直接)接することで必要な情報をより多く

入手出来ると考える。 

(6) 自分で歩くことの出来ない高齢者や一

人暮らしのお年寄りが増えているので、訪

問に行ってあげられたらと思うことが多い

です。 

(7) ミスやロスを減らし完成度の高い補綴

物が製作することが出来ると思う。 

(8) シェードテイクは作る人間がすべきと

思います。 

(9) 歯科技工士会が今後存続できるか心

配。技工料単価が低いので、量を沢山こな

さなければならず、長時間労働を強いられ

る。 

(10) 自分で作った補綴物は自分でセットし

たいと思う。その方がやりがいを見出せる

と思う。辞めていく技工士は楽しみがなく

辞めていくと思う。衛生士に「歯をつくっ

ているだけでしょ」と馬鹿にされないです

む。 

ウ.わからない 意見記載 1人 

(11) 診療の補助は患者の口腔内を知り、技

工物に関しての出来、不出来などを知るこ

とができ、必要なことだと思う。きちんと

した技工士のボーダーラインが引かれるの

であれば良いが、Dr.から都合よく使われ

るのもどうかと思う。 

歯科技工所に就業  

ア.必要と考える 意見記載 50人 

(12) 将来の歯科技工士数は不足と思われ

る。上手くキャドキャムを利用し技工士

の少なさを補ったらよいと思う。直接患

者さんに触れられるように規則を緩和し

て欲しい。ヨーロッパのように。 

(13) セラミック、メタルボンドにおける

シェーイドテーキングやデンチャーにお

けるコンデショニングの調整には製作技

術者でなければわからない微妙な調整が

あります。加えて、製作技術者の顔がわ

かることは、患者さんと医療スタッフの

信頼感の増大につ

ながり、安心安全

そして治療後のケ

アに好結果を生む

原点と考えます。 

(14) 別紙に下記

を記載 

 直接患者様と対

する形が技工士に

とって魅力のひと

つとお考えであれ

ば、これからも技

工士は減少してい

くでしょう。 

 病院、診療所勤

務の技工士さんで

したら魅力なのか

も知れません、し

かしほとんどの技

工士さんは技工所

勤務（個人経営）

です。余計な仕事

が増える可能性が

あり迷惑です。歯

科医師の仕事を減

らす為としか思え

ません。 

歯科医師
1．根拠法令
　歯科医師法（昭和23年法律202号）
2．就業歯科医師数（平成22年医師・歯科医師・薬剤師調査）
  100,438名
3．業務
　歯科医療及び保健指導
4．歯学部設置大学数、修業年限、定員
　29学部、6年、2440名（平成24年度）
　※診療に従事する場合は卒後1年以上の臨床研修が必須

歯科衛生士
1．根拠法令
　歯科衛生士法（昭和23年法律204号）
2．就業歯科衛生士数（平成22年衛生行政報告例）
 103,180名
3．業務
　次に掲げる予防処置
   ・歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機
　　械的操作によって除去すること
   ・歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること
 　※上記は全て歯科医師の直接の指導の下に行う
　歯科診療の補助
　歯科保健指導
4．養成学校数（厚労省、文科省指定を含む）、修業年限、定員
 156施設、3年、6559名（平成24年度）

歯科技工士
1．根拠法令
　歯科技工士法（昭和30年法律168号）
2．就業歯科技工士数（平成22年衛生行政報告例）
　35,413名
3．業務
　歯科技工
　※「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、
　　充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。
　　ただし、歯科医師（歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同
　　じ。）がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く
4．養成学校数（厚労省、文科省指定を含む）、修業年限、定員
　53施設、2年、1625名（平成24年度）
出典：厚生労働省医政局関係の歯科専門職の資質向上検討会(2012年11月28日)の資料2より

歯科専門職の概況



（６）  2013年（平成25年）3月25日              長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）                          No.３８５          
などかかれるような体制は良いことだ。

学校にて行なっておいたほうが良いと思

う。しかし、経営面からすると逆な面が

多い。質の高い教育が必要ではないかと

思われる。 

(49) 咬合採得ほか、シェードテイキング、

試適など技工士が立ち合うことで、もう

少し良いものが出来ると思っています。 

(50) チェアサイドに立つ場合、それなり

の教育が必要である。 

(51) チェアサイドに立ち会う場合、自己

研鑽の場ではあるが、多くの時間が失わ

れるので、どうしても金勘定をしてしま

う。そのあたりが生まれてくると動きや

すくなると思います。 

(52) 厚生大臣告示による技工料金の徹底

をした方が良い。料金を安く、いい加減

な技工物を提供している人がいるが、患

者さんのためにならない。 

(53) 従業員6人（営業マン2人）年々経営

が厳しくなってきている。従業員に開業

を進めているがなかなか開業しない。 

(54) 保険技工士、直接請求、技工士も製

造物責任法の適用 

(55) 保険点数アップが技工料に反映され

ない。 

(56) 現在は分業が主流ですが、結局、ド

クターサイドのみでは決して良い物は入るも

のでなく、作製者の立会い（調整も含めて）

なくしては、総合的に良い結果は得られな

いと思います。製作者こそ調整のキモを

心得ているものだから。本来、Dr.(術者)

が最後まで製作することが望ましいけれ

ど、不可能な以上、技工士の立会いは必

要なことと思います。 

(57) 歯科医療全体が健全であり、患者さ

んの為に歯科医療を提供できるように法

の整備をしっかりしていただきたい。(離

職率も高い職業なので)。 

(58) 技工料金のダンピングが厳しい現実

です。早く直接請求、保険支給できるよ

う希望します。 

(59) 義務や経歴に対し、将来的に報酬の

担保が次世代への希望となると思いま

す。 

(60) 全ての患者さんではなくケース・バ

イ・ケースで。 

(61) 歯科技工士がチェアサイドで立会い

をする必要があるが、労働対価として

堂々請求できるようになると良い。 

イ.現状のままで良い 意見記載 7人 

(62) 診療所チェアサイドや訪問診療の場

に立ち診療の補助も含めるとあるが、今

までは全て無料でサービスでしかたち

あってないはずである。より深く歯科診

療にかかわる必要があるのなら、報酬が

発生するし、どこからそのお金は出るの

か聞きたい。特に保険に関して言えば、

内職程度の技工料金に抑えられている現

状を知ってほしい。 

(63) 一人で技工作業をしているので、時

間的に考えれば、作業時間や段取りに大

きく影響される様な状況になるため、こ

のような体制では出来ないというのが実

情です。 

(64) 立会いが出来ることはよいことだと

思うのですが、今、現在、夜遅くまで仕

事をしていて、プライベートの時間があ

りません。そこに立会いの時間が入って

くると、睡眠時間がなくなります。まず

すべきは、技工士の環境改善を先にやる

べきではないでしょうか。ちなみに私の

技工士学校の同期は、ほとんど技工士を

辞めました。1学年120人でした。技工士が

いなくなっても中国へ出せば良いので

しょうか。 

(65) 歯科医師が必要と考えればチェアサ

イドに立つこともあるので、現状のまま

でよいと思います。 

(66) 技術料の現状についてもアンケート

をお願いします。 

(67) 技工料金が全国同じで請求できるこ

とを希望したいです。 

(68) 時間がない。 

ウ.わからない 意見記載 2人 

(69) 今以上に事務手数が増えると、さら

に時給が下がるので、考慮していただきた

い。 

(70) 経済的に成り立たなければ、出来な

いし、やはり、歯科技工士はDr.より格下

で、きつい辛い職種だと思う。 

エ.その他 意見記載 1人 

(71) 使用者(患者)が自分で使うもので自

分で選択できない独特のシステムであ

る。何が患者のための法整備となるかと

いうことを正しく判断していただきた

い。 

ア.～エ.の選択なし 意見記載 1人 

(72) そのような体制を整えることは理想

だが、現状は技工料金の下落により時間

的、精神的余裕がない。技工士の立場、

収入の向上につながれば助かります。 

従事先・選択肢回答不明 意見記載1人 

(73) 歯科技工士アンケート(7)に対する

回答別紙(広い意味での意見) 

 歯科技工士と言う資格が国家資格であり

ながらその身分、及び職域の制限、歯科

医師との関係など、あまりの前近代的で

ある事に嘆き苦しみながらの30数年を過

ごし、まもなく廃業も近い私ですが、以

下の点を意見として述べさせて頂きま

す。 

 第一 歯科医院、ラボ等に勤務する技工

士の給与の安さ、身分保障の曖昧さ（将

来への生活保障及び印象物などからの感

染に対する医療保障などは皆無） 

 第二 開業技工士の技工料金の安さ、料

金体系の曖昧さ。歯科医師は国家に請求

した診療報酬の中からお小遣い的にしか

技工料金を払わない。これでは仕事が欲

しい技工士のダンピング競争を生むだ

け。事実30数年技工料金はそのままであ

る。それに比して材料費は高騰してい

る。なぜレセプトの一部を技工士自身が

請求出来ないのか。もっともたとえそう

なっても90パーセント以上の歯科医師が

技工士に対してバックマージンを要求す

るのは目に見えている。 

 第三 技工士が医療従事者なのか単なる

技術者なのか曖昧である。つまり現行法

では患者に一切触れてはならない規則に

なっている。これでは自分の製作した補   

低賃金を遥かに下回っています。先ず

もって技工料金の適正化がなされない限

り歯科技工士は減り続けます。技工料金

は自由競争と先生方は言いますが、ほと

んどの歯科技工所は先生の言い値に従う

しかないのが現状です。保険の仕事でも

20年前の技術より遥かに高度な技術をも

とめられる今、20年前の技工料金より低

い技工料金で歯料技工士を続けることは

難しいはずです。 

(29) チェアサイドや訪問診療の時間の保

障をするか技工単価の見直しをしない

と、この先、技工を目指す人は減ると思

われます。単価の安い仕事を夜遅くまで

して世間並みの所得である現実から、法

改正をお願いします。 

(30) 技工料金のあり方について、現在は

技工士が保険請求できないため安い料金

で技工を受けなくてはならない所がほと

んどです。患者さんの立場になって作れ

るような「技工士の権利や生活」も歯科

医の方々には考えて頂きたいと思いま

す。安ければいい、早ければいい技工所で

は、いい物も作れませんし、技工士になり

たい方もいません。 

(31) 将来的には必要と考えるが、現状で

は技工料金を含め、技工環境があまりに

も悪く、その時間が作れないと思う。ま

ずは、環境整備が必要かと思う。 

(32) 患者が着脱可能な補綴物は医技分業

すべき:脹らみ続ける医療費に国の財政は

破綻寸前の今、貴金属など高価な材料を

元来要する歯科医療を国民皆保険制度で

大方賄う事は限界の御時世であり、今後

も高度歯科医療分野にも保険制度を残し

つつ医療技術を発展させる為には、高価

で手間のかかる技工物から比較的安価で

容易に作成できる技工物までを分かりや

すく公開して患者側の選択のバリエー

ションを広げ、着脱可能な補綴物につい

ては医療と技工を分離し、医療側には指

示責任、技工側には製造物責任を持たせ

て、患者が両者を自由に選択できるよう

にするべきである。そうする事で競争原

理によるサービス向上と市場原理による

多様化が携帯電話業界に似た形で起こ

り、絶え間ない技術革新と低コスト化の

恩恵を全国民が享受できる世界一の歯科

医療体制が実現し、海外から患者を受け

入れるまでに成長できる。 

(33) 診療計画のない現状からスタッフと

して技工士も参加して治療から補綴への

トータルな計画を患者に伝えるべき。 

(34) 歯科医療従事者(歯科医師含む)年数

経過するごとに医療従事者を忘れ、何も

考えないで只の製作者になっている。患

者さんの立場になって診療・製作してい

ない傾向になる。 

(35) 実際に患者様に接し、その人の全身

状態、口腔内の状態を見ないと(レントゲ

ン、セファロなど)本当にその人に合った

補綴物は作れません。 

(36) 私の学んだ学校での教育課程では、

まったく臨床経験は出来ませんでした。

卒業後に勤務した歯科医院において実際

御自分でも技工をされていた年配の歯科

医師にチェアサイドも含めて技術を学び

ました。現在の教育課程でもチェアサイ

ドでの経験は不十分だと感じます。ま

た、技工を理解してない若い歯科医師も

多いと感じます。分業による弊害を減ら

すたことも国民医療の充実と向上につな

がると思います。 

(37) 100％技工士にしか出来ない補綴物の

調整や患者さんへの説明があるので、早期

実現が望ましい。Dr.とKr.のために絶対必

要！！ 

(38) 国民医療の向上のためには、歯科診

療にかかわることは、必須だと思いま

す。 

(39) 上限が決められダンピング競争だけ

が許される大臣告示。保険点数で決めら

れている技工料金で製作している技工物

が医療業でなく、製造業でなく、サービ

ス業であると消費税の解釈。歯科医師と

患者の合意があれば、歯科技工士の資格

は必要ない歯科技工士でなくとも技工物

ができるという中国海外委託問題。全て

に中途半端な状態をなんとかして欲し

い。 

(40) 歯科技工士の現状を充分理解させ、

より深い知識と技術の研鑽が必要であ

る。 

(41) 現在でも歯科医師の考えで立会いを

してより良い補綴物になっている場合が

多いことを多くの歯科医師は知って欲し

い。昔は代診で技工士が診療室でかなり

手伝っていたことも我 6々0歳代は知って

います。その反動で診療室に技工士を入

れない考えの歯科医師が50歳以上に多

かったことも確かだと思います。歯科技

工士も口腔内の知識が充分でないと作れ

る補綴物に相当の差が出ていることを

我々は知っています。法的整備が必要な

部分もあるでしょう。患者さんのために

やる必要があると考えます。 

(42) 患者の声を聞いたり口腔内を知るこ

とは技術の向上につながる。(経験より) 

(43) Dr.の腕が悪い。形成、印象、バイ

ト、こちらの要求に満たないものばか

り！！ チェアサイドで指示を出せたら

少しは良くなるかも。Dr.が受け入れてく

れればですが。それにラボは忙しいの

で、呼ばれても同行別でなければ行きま

せん。 

(44) 技工士の知識を生かし、患者様のた

めにも、チェアサイドで歯科医師と共に

口腔内を見る必要があると考えます。 

(45) 歯科医院に勤務の頃は、何回か患者

さんに立ち会うことがあったが、今は

まったくなく、こちらからお願いできる

状態でない。自費主体の方は常にDr.と機

会がある。 

(46) より良い(審美的にも咬合でも)補綴

物製作のためには、技工士も歯科医師と

一緒に患者さんの現状を見ることは難し

いケースほど必要だと思います。 

(47) 患者にとってより質の高い補綴物を

装着出来る期待感があると思う。ただ

し、歯科技工における単価も向上しない

と辛い。 

(48) チェアサイドもしくは口腔内、試適
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