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　11 月 9 日、県保険医協会も加盟す
る福祉医療費の給付改善をすすめる会

（以下すすめる会）は子ども・
障がい者等の窓口完全無料化を
求め長野県に要請を行った。す
すめる会からは保険医協会事務
局含め 11 名が出席。県からは
大月良則健康福祉部長、滝沢弘
健康福祉政策課長等が出席し
た。
　長野県では８月より子ども医
療費の現物給付方式が開始され
たが、県としての補助対象者は
通院が未就学児までであるこ
と、窓口での支払いが完全無料
ではなく１レセプト 500 円の
自己負担金がかかることや、障
がい者が対象となっていないこ
となどがあり、すすめる会は要
請を行った。
　要請項目は１. 県として子ど
も医療費の補助対象者を通院も
中学３年生までに拡大してください。

２. 自己負担金を廃止し、完全無料の
現物急制度としてください。３. 障が

い者を含めた福祉医療給付制度
事業全体を現物給付としてくだ
さい。４. 精神障がい者に対す
る給付事業を身体・知的障がい
者と同等としてください。５. 現
物給付実施にともなう影響調査
を行ってください。６. 制度の
あり方については、当事者参加
のもとで検討を行ってくださ
い。以上の６点となった。すす
める会からは要請項目と併せて
県内の子育て世帯、障がい者世
帯を対象とした福祉医療費に関
するアンケートの途中集計結果
を提出。498 世帯の声とともに
当事者の声が届けられた。
　当日はすすめる会より直接訴
えがあり、保護者代表から「同
月に２つの医療機関を受診しそ
れぞれの処方せんを同じ薬局に

持っていったが、500 円ずつ支払った。
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すすめる会（右）より大月健康福祉部長（左）
へ要請書を提出

子どもの健康はどうあるべきか
　　   本質的な追及と目的意識を
　保団連第 15 回歯科全国交流集会が
10 月 28 日に開催され、120 余名が
参加者し 23 本と集会始まって以来最
多の発言通告が行われた。午前の部の
宇佐美歯科代表の基調報告では全身
の健康の維持・増進と口腔の健康に
ついて社会的需要の高まりとは裏腹
に長期にわたって歯科医療費抑制策が
とられ、「か強診」などの施設基準に
よる二極化や歯
科医療機関の減
少、さらに昨今
の経済的要因か
ら歯科医療を受
けられない患者
の存在等「歯科
医療の未曽有の
危機」であることを指摘した。危機打
開のためには「保険でより良い歯科医
療」「保険による補綴治療」を通じて
歯科医療費の総枠拡大が必要であるこ
とを提起した。
　これを受けてフロア討論では、「保
険でよい歯科医療」の重点課題とし
て「貧困と健康格差解消」、「学校歯科
健診における咬合異常に保険適用の拡
充」を求める運動について討議が行わ
れた。咬合異常への対応に関して、長
野協会から子どもの健康はどうあるべ

きかという本質的な追究と目的意識を
明確に持つことであり、事後のフォ
ローと相互評価、永続的な改善ができ
るようなシステム形成を、保護者など
参加型の運動形態が重要であることを
指摘した。午後の部では歯科技工士・
歯科衛生士問題、施設基準の評価・対
応の 2 点について討議が進められた。
歯科技工士問題では馬場副会長から、
今年 1 月に刊行したパンフレットを
活用し「取引ルール制度」「歯科医療

界での連携」等、実
効性のあるルール作
りを提起した。討議
では「補綴技術料の
抜本的な引き上げ「7
対 3 の配分」等適切
な技工料についての
発言があった。歯科

衛生士問題については衛生士数の絶対
数の不足から実態と歯科医療政策との
乖離が著しいことが賀来理事から指摘
され、田辺副会長の提起した施設基準
の評価・対応については「初診、再診
料の医科歯科格差の解消と大幅引き上
げ」による歯科初診の減算廃止と施設
基準の廃止・修正を求める意見が出さ
れた。最後に歯科医療の諸問題解決に
向けて歯科医療費の総枠拡大を求める
決議を採択した。　
　長野県保険医協会会長　宮沢　裕夫

　10 月 28 日に保団連第 15 回歯科全国
交流集会が東京の全国町村議員会館に
て行われた。長野協会からは宮沢会長、

市川、林、奥山各副会長と事務局 1 名
が参加した。本紙では宮沢会長と市川
副会長に参加報告を執筆いただいた。

現物給付方式になってこの仕組みに初
めて気がつき驚いた。子どもが多い家
庭で、それぞれの医療機関、処方せん
ごとに 500 円を支払っていると負担
が積み重なっていく。一番は窓口完全
無料化だが、せめて同じ薬局なら複数
の医療機関でも 500 円という扱いに
して欲しい」。精神障がい者団体代表
からは、「現在、３障害（身体、知的、
精神）の年収は 50 万から 100 万円
未満が 48％を占めていて、精神障が
い者はその中でも特に収入が低い。精
神障害は若いうちに発症することが多
く就労までたどり着かないことが多い
ので厚生年金を得られない人が非常に
多い。寛解しても疲れやすいという症
状が残りやすく、月曜から金曜まで働
けなかったり、短時間労働しかできな
いという人が多く、作業所の
工賃も障がい者全体の平均よ
りはるかに低い。障害基礎年
金を含めても年額 87 万円程度
なので多くの精神障がい者が
親元を離れることができない。
精神障がい者の貧困を理解い
ただき、福祉医療給付の拡大
につなげてほしい」と切実な
状況が訴えられた。
　県からは「１・２の要望に
ついては、私どもとしては現在が完成
形とは考えていない少しずつ時間がか
かっても良い制度にしていきたい、３・
４は現物給付方式の対象を拡大した場
合県及び市町村に新たな財政負担が生
じることが想定される。今までも国に
改善を要望を伝えてきており、引き続
き要望していく。精神障がい者につい

ては補助対象が徐々に拡大している、
市町村とともに研究検討していく。５・
６は調査については制度開始後１年後
を目安に考えていた、本日いただいた
意見をもとに今後やり方を考えていき
たい。制度の検討の際は見直しの内容
により関係する方々の意見を聴く方策
について検討していく」とした。

協会でもアンケート実施中
　県保険医協会では、すすめる会とは
別に会員医療機関、保護者の方々に福
祉医療費についてのアンケートを実施
中、11 月上旬に各医療機関に発送済
み。協会は今年度中に県に対し懇談を
予定し、今回のアンケートの結果をも
とに懇談に臨む。そのため多くの医療
機関に協力お願いしたい。

歯科全国交流集会　参加報告

歯科全国交流集会

危機的状況打開のために
　　如何に今後の取組へ
　　　　　　つなげるかが課題
　去る 2018 年 10 月 28 日、東京の
全国町村議員会館で今年度の保団連
歯科全国交流集会が開催された。40
協会・医会と保団連役員と事務局約
120 人が参加した。
　午前中は、宇佐美歯科代表による基
調報告が行われ、長年にわたり歯科医
療費が低水準に抑えられていることが
指摘された。さらに、歯科の現場では、
経済的理由から歯科を受診できない患
者さんが存在すること。「か強診」など、
施設基準により診療所の二極化が進ん
でいる現状などがあり、歯科医療は未
曽有の危機的状況にある。この危機を
打開するためには、歯科医療費の総枠
拡大が必要であるとした。その上で、

「歯科医療機関全体の底上げ。医科歯
科格差の是正。保険で良い歯科医療。
保険による補綴治療を守る運動。」こ
れらが必要であることを提起した。ま

た、歯科疾患実態調査結果から、補綴
治療の完了者が約 10 ポイント減り一
部完了者、未処置者大きく増えている
点にも触れた。歯科医療の現状を改善
する必要がある。エキタスの Twitter
での調査のように「最低賃金が 1500
円になったら、歯医者に行きたい」と
いう、切実な声も聞こえている。
　討論では、約 50 の発言があった。
　学校歯科健診で要歯科矯正治療とさ
れた場合の歯科矯正の保険導入につい
て。歯科技工・歯科衛生士問題、施設
基準の評価・対応について。また、こ
れらについての改善運動のあり方につ
いて、など、活発な発言がなされた。
保団連では、様々な調査やアンケート
が行われており、今回の集会で出され
た意見などを、如何にこれからの医療
運動につなげて行き、良い結果を得る
ためにはどう取り組むかが、これから
の課題である、と感じた今年度の歯科
全国交流集会となった。
　長野県保険医協会副会長　市川　誠
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