
（2）　2018 年（平成 30 年）10 月 25 日                                        　  No.452長 野 保 険 医 新 聞 　（第三種郵便物認可）

　2018 年 9 月
23 日・24 日に、
滋賀県大津市で
今年度の「若手
のつどい」が開
催 さ れ ま し た。
今回 2 回目の参
加でしたが、私
にとって、参加
する度に、医療
運動について思
いを新たにさせ
られる魅力を持
つ会議が、この

「若手医師・歯科
医 師 の つ ど い 」
です。
　第１部の、「先

輩に聞いてみよう！（私と保険医運
動）」では、保団連副会長の高本英司
先生が、ご自身の少年時代から高校大
学時代、大学の民主化運動への参加経
験談。勤務医時代の経験、医療研究会
につて。労働者としての勤務医師の労
働環境への取り組みなどについてお話
が聴けました。また、それをベースに
した大阪府保険医協会での開業医運動
への取り組みについても聴けました。

「社会保障」を発展させるために何が

必要で、これから何が求められており、
それにどう取り組んで行くか、思いを
新たにさせるお話でありました。
　第２部の、各地での取り組みや日頃
考えているテーマや活動の工夫などの
報告では、福島協会、愛知協会、広島
協会、大阪協会から主に新規開業に関
わる協会の取り組みなどが紹介されま
した。
　第 3 部は夕食懇親会で、全国から
参加した会員の皆さんや事務局さんと
様々なお話ができました。第 2 日の
第 4 部、「みんなで討論会」では全体
会と少人数グループ討論の 2 つの形
で行われ、病院における医科歯科連携
など、地域包括医療の実情や、これか
ら将来に向けて望ましい社会保障、医
療の体制について意見交換がなされま
した。
　この保団連の企画は、大変有意義な

「つどい」であり、当協会からも、世
話人である小塚先生のもと、若手の先
生を中心に、これからも参加を続けて
いただきたいと思います。
　今回参加する機会を与えていただい
た皆様に感謝し、報告とさせていただ
きます。

　長野県保険医協会副会長
　　　　　　　　　　市川　誠　

　10 月８日、長野市の善光寺大勧進
において「歯の供養祭」が開催され
た。主催は長野県保険医協会も参加す
る「保険でより良い歯科医療を」長野
連絡会。「イレバの日」にちなんだ催し。
長年、体の一部として黙々とはたらい
てくれた歯に感謝するとともに、その
役目を終えた歯や義歯を心を込めて供
養する。歯の健康や噛んで食べられる
喜びを再認識し、歯と入れ歯を生涯大
切にし、改めて歯と健康とのかかわり
を考えてもらうきっかけを作ることを
目的として開催しており、今回で３回
目を数える。
　当日は、事前の新聞報道等で供養祭

を知ったという市民９名と、保険医協
会から役員ならびに事務局が参列。連
絡会の宮沢裕夫代表による祭文朗読の
後、大勧進の住職らの読経による法要
が行われ、感謝の気持ちを込めて手を
合わせた。
　保険医協会の会員医療機関には、患
者さんから供養して欲しい入れ歯等を
受け付けてもらうよう協力を呼びかけ
ており、今年は義歯が 292 床、抜け
た歯が 89 本集まった。義歯に付いて
いる金属は精錬・リサイクルし、ユニ
セフに寄付する。個人の提供者には供
養証を交付した。歯の供養祭は来年も
開催する予定。

　保険でより良い歯科医療を長野連絡
会主催の「歯のなんでも電話相談」が 
９ 月 30 日（ 日 ）、10:00 か ら 14:00
まで３回線で実施された。地域新聞（無
料配布新聞含む）の紹介記事を見た県
内の住民から 22 件（北信７、中信４、
東信２、南信９）の相談があった。相
談者の年齢は 40 代～ 80 代。欠損補
綴に関する相談が多く寄せられた。ま
た、歯科医院を紹介してほしいとする
相談も数件あったが、これまで特定
の医療機関は紹介しなかった経緯があ
り、今回も見送った。
　相談員を担当したのは連絡会の構成
団体の県保険医協会員の歯科医師６
名。相談員が交代しながら一件ごと対
応し、相談者の多くはおおむね納得し
た様子だった。電話相談事業は今後も
続ける。以下に相談事例について紹介
しているので参照されたい。括弧内は
相談者の性別と年代。
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　歯のなんでも電話相談
　　　　　　　　　　　県内から 22 件の相談

歯冠修復・欠損補綴
◇入れ歯作成、事前説明なく

入れ歯作成のため、医療機関を受診し
たが、保険はきかず 10 万円かかると
言われた。事前説明がなく Set 後に初
めて磁性アタッチメント義歯だと知っ
た。現在使用して具合が悪い。説明、
会話がないのが不満。（女　80 代）
◇白い歯でブリッジ可能か

小臼歯を使ったブリッジが白い歯で出
来ると聞いたが、自分の場合はどうか。
また、上の犬歯の後ろの歯を固定して
いるが金属色が気になる。（女　60 代）
◇義歯がゆるくうまく咬めない
入院後痛みはないが義歯がゆるくなっ
てうまく咬めなくなった。新しく作ら
なければいけないか？（女　70 代）
◇冠の調整をして

　　　　　もらっても改善しない

冠の新製をしてもらい、少し高いと感
じたが、先生が調整をしてくれず、「気
になるようなら新しく作り直すしかな
い」と言われたので、他院に移った。
頬を咬んだりしていたため、転院先で
３回くらい咬み合わせの調整をしても
らい、少しは改善したがしっくりこな
い。どうしたら良いか？肩こりもあ
る。ほかの医院を紹介してほしい。（女　

60 代）
◇入れ歯が痛い

右上 4 本抜き、入れ歯を作ったが痛
いし大きいし、バネがひっかかり使え
ない。左で咬めるのでこのままでいい
か？（女　80 代）
◇抜歯した箇所はどうしたらよいか

右下奥歯、第二大臼歯を根の病気で歯
を抜いた。その前の歯も半分抜いてあ
り、その前の歯は生え変わらなかった
ので 2.5 本ない。病院歯科で抜いたが、
その時 CT をとって、左下の奥歯にも
根の病気があることが判明。痛くない
ので経過を見ることになっている。歯
を抜いた部分はどうしたらよいか。イ
ンプラントは高いというのでやりたく
ない。（女　40 代）

手術
◇抜歯後、歯が抜けたまま

左上の第一大臼歯が痛くなり受診、歯
ぐきが痛いというと歯を抜くことが一
番と言われ抜歯。しかしその後腫れて
しまい目の周りまで痛くなったので再
度受診すると、耳鼻科に行った方がい
いと言われ紹介状を書いてもらう。耳
鼻科では副鼻腔炎として治療をしても
らった。その後、歯は抜けたままでい
いのか？（女　50 代）
◇全部抜歯して

　　　　　入れ歯にしたほうがよいか

先生に歯を抜く話をされた。自分は歯
の性（しょう）が悪く前歯３本と奥歯
２本しか残っていない。また歯の横か

ら虫歯になり歯を抜かなければならな
いかもしれない。長期にかかっている
先生なので信頼関係はある。乱ぐい歯
で全部抜いて総入れ歯にした方が良い
とも思っている。喘息があるので半年
に一度検診を受けている。骨密度が下
がっており、プラリア（骨粗鬆症の治
療薬）を使っているので、歯医者に診
せろと言われた。（女　60 代）
◇奥歯の抜歯をすすめられた

上の奥歯の冠が取れている状態。何度
か脱離している。受診したところ抜歯
をすすめられた。抜歯はもう少し先に
したい。（女　70 代）

歯周疾患
◇熱をもってうずく痛み

右下の歯が一本、歯周病で抜けた。歯
科医院で歯を入れたら右上の歯が全体
的に熱をもってうずく痛みが 10 年続
いている。今年になって病院歯科で診
療を受けたが特に異常がないと言わ
れ、他の歯科医院に行ったが何ともな
いと言われた。マレットゴルフをして
熱中していると痛みを忘れることもあ
る。眼底出血の既往があり、蓄膿症が
あるとも言われたことがある。ペイン
クリニックの受診を勧められた。（男　
70 代）
◇歯ぐきが黒い

歯ぐきが黒くみえる、しみる、歯ぐき
が下がっているが、どうすればいいか。

（女　40 代）
　　　他 12 件については次号に掲載電話相談に対応する協会役員

供養祭に集まった義歯や歯

大勧進の住職による法要

  第 3 回　歯の供養祭
　　　　　　　　長年はたらいた歯に感謝


