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「保険でより良い歯科医療を長野連絡
会」が 9 月に実施の「歯のなんでも
電話相談」の相談事例 ( 全 22 件 ) を
前号に続いて紹介。
その他

◇前装冠の黄ばみが気になる
上の前歯の前装冠５本、歯の色が黄ば
んできたのが気になる。市販の歯磨剤
できれいになるか。（女　70 代）
◇事業所歯科健診
主人の事業所での定期健診について、
費用負担はどのようになるか。（女　
40 代）
◇神経を取った歯がかみしめられな
い。原因は？
左上６番が７、８年前に痛くなり神経

を取った。その後、ういた感じがあり、
かみしめられない。３つ歯科医院に
行って治療をおこなってもらったが、
症状がかわらない。日常生活には特に
支障はないが、常に気になっている。
何が考えられるか？（女　60 代）
◇嘔吐でエナメル質が溶けないか心配
習慣性嘔吐症あり。心療内科受診中。
エナメル質が溶けないか心配。歯科医
院に行った方がよいか。歯みがきをす
るとエナメル質が削れるということは
ないか？（男　40 代）
◇服薬中だが抜歯可能か
現在上下それぞれ残存歯５～６本。鉤
歯がぐらつくので抜いて新しくしない
とダメなのか。去年 11 月に心臓で入

 　 歯のなんでも電話相談
　　　　　　　   　相談事例紹介

　長野県保険医協会は 11 月 11 日、
長野市のホテル JAL シティ長野にお
いて経営セミナーとして、クレーマー
対策に関する講習会を開催、34 医療
機関 55 名が参加した。当日は、右田・
深澤法律事務所の弁護士、深澤直之氏
を講師に招き「医療現場のクレーマー
患者対応の在り方」と題して講演いた
だいた。深澤氏は、日本弁護士連合会
の元民事暴力対策委員会委員長を務め
るなど、ミンボー（民事介入暴力）対
策のスペシャリストで、医療現場での
クレーマー対応の経験も豊富な弁護
士。ご自身の経験談を交え、軽快な語
り口で、クレーマーとはどういう行動
をとる患者か、具体的なクレーマー撃
退法などをわかりやすく語った。
　深澤氏は、クレーマー患者の特徴行
為を具体的に示し、サッカーのイエ
ローカードを例に、典型行為があった
らイエローカード、イエローカードが
何回あったらレッドカードというよう
に院内でルールを決め、クレーマー患
者の認定をする。クレーマー認定し
たら、180 度態度を急変させる、毅
然とした対応をとることが大切だと説

いた。クレーム対応の際は、担当者の
個人負担にせずチームで対応する、警
察にも気軽に相談していい。特に難ク
レームの場合は、協会・医師会、弁護
士、県の暴力追放センター、警察など
に相談する。５W １H でいつ、何が
あったかを記録する、録音・録画も有
効、など具体的な対応策を解説した。
患者、医院、医院スタッフを守るため
に、“ 患者平等原則を貫徹 ” すること
が必要で、どんな患者であっても “ 特
別扱い厳禁 ” と強調した。そのほか、
院内掲示の例も示され、参加者からは、

「とても勉強になった」「具体的でわか
りやすかった」「明日から実践したい」
などの声が多く寄せられ、好評だった。

　医療現場のクレーマー撃退法　
～法的クレーム処理＆ケーススタディ 99 ～
深澤直之　著
A ５判　520 頁　
定価（本体 5,000 円＋税）

不当要求・クレーマー　撃退のポイント 50　
―企業・行政によるコンプライアンスの実践―
深澤直之　著
四六判　256 頁
　定価（本体 1,300 円＋税）
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講師の深澤直之氏

院していろいろ薬を飲んでいるが抜い
てもよいか？薬の名前はわからない
が、『心臓』と『喘息』と『胃腸』の
薬を飲んでいる。（女　80 代）
◇食べると左上が痛い
10 年前から、食べるとき左上が痛かっ
た。半年前に左上 8 番を抜歯したが、
ものがはさまる、歯ぐきが痛くはれる
こともある。10 年前から感じている
症状はあまり変わっていない。普段は
痛みは感じない。どうすれば良いか？
抜歯した歯科医院では様子をみるしか
ないといわれたという。（男　50 代）
◇ BP 製剤服用、歯科治療に制限は？
BP 製剤を服用しているが歯科の治療
に制約があると聞いた。服用し始めて
一年以上だが、この薬はまだ飲み続け
ないといけないのか？（女　70 代）
◇保険で治療を受けたいが自費をすす
められる
保険で治療を受けたい。上で 40 万円
と２年前に言われたがやらなかった。
今年 8 月から再開、治療が困難で自
費をすすめられた。部分義歯の治療。
10 年以上治療を受けている信頼して
いる先生。（女　70 代）
◇後方口蓋の腫れ、すぐに治療が必要
か
今年の５月に左上臼歯の Br の後方口
蓋から腫れてきたのでかかりつけの歯
科を受診したところ、投薬で治らなけ
れば抜歯後に部分義歯で対応と言われ

た。６月にがんの告知があり、そちら
の治療があるので、すぐそういった治
療をしないといけないのか？ 62 歳の
とき、心筋梗塞で手術し、ステント
が 3 本入っている。服薬数種類。（男　
70 代）
転院や医療機関の紹介に関する相談

◇生活保護、相談する人がいない
歯の頭が残っているのが２本になって
しまったが、どうしたらいいか。20
代後半の頃に歯が痛くなり歯医者に
行ったら「こんなに汚い歯を歯医者に
見せるのか」と言われ、以来今日まで
歯医者に行っていない。生活保護なの
でどこの歯医者に行ったらいいのか。
相談する人がいない。（女　60 代）
◇スタッフの対応悪く通院中断
過去に左下臼歯を３本抜歯し義歯を入
れた。定期的に通っていたその Dr. は
義歯の調整をしてくれたが若いスタッ
フが義歯調整希望の旨を先生に伝えて
くれなかった。スケーリングも痛い。
あまりの対応の悪さに怒り、苦情を
言った。すぐに先生と受付が出て来て
謝罪し、「今、診ますから中に入って
ください」と言ってくれたのに、自分
で医院を出てしまった。その後義歯の
具合が悪くなり、装着しなくなった。
数年後、「顎が下がって」きて、右下
の奥歯が痛くなった。医院を紹介して
ほしい。（女　60 代）

　10 月 28 日、 保 険 医
協会は税務対策セミナー
を長野市生涯学習セン
ターで開催し、６名が参
加した。講師は税理士法
人コンフィアンス代表社
員税理士で保団連顧問税
理士の益子良一氏。「院
長が知っておきたい税務
対策」として、税制改正
による配偶者控除の見直
しについて触れたほか、
税務相談の具体的事例、
マイナンバーの現状など
多岐にわたる内容をご解
説いただいた。
　医師・歯科医師が事業

所得の収入で気をつけるべき点として
は、その年に診療が終わっていれば診
療報酬が入金されていなくとも収入と
して計上する、患者から領収書の再発
行を依頼された場合は、領収書に「再
発行」と明記して発行する、講演料、
原稿料などの雑収入の計上をもらさな
いようにすることなどが挙げられた。
　また、税務調査においては調査の日時、
目的、対象となる税目、期間など 11 項
目が事前に納税者本人及び税務代理人が

いる場合は税理士宛てにも通知されるこ
ととなっている。事前通知なく不意に調
査に来た場合は、事前通知をしなかった
理由を確認する必要がある。税務調査に
おいて、カルテの提示やコピーを求めら
れた場合は、刑法に定める守秘義務や患
者との信頼関係といった点からも見せる
べきではないとのこと。
　さらに、雇用保険手続き書類へのマ
イナンバー記載については、必ずしも
記載する必要は無いと強調した。記載
しない場合は従業員からマイナンバー
を提供しない意向を確認し、書面等に
記録、院内に保管した上で雇用保険の
各種届出書類の「備考欄」に「本人事
由によりマイナンバーの届出不可」と
記載して提出する。このほか、マイナ
ンバーと戸籍事務との紐づけが検討さ
れているが、費用対効果やプライバ
シーの点からも疑問の声が上がってい
ることなどが示された。

講師の益子良一氏
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 クレーマー対策セミナー開催
 　　          患者平等原則の貫徹が大切
　　　            　　―クレーマーには毅然と対応を―




