
①一人の廃業者を出さない決意を示
し、会員のために実利実益を勝ち取ろ
う（口頭発言）宮沢会長
　長野県内でも、医療関係者は医療崩
壊への強い危機感を抱いている。長野
協会では医療機関の減収補填と診療体
制の強化・確保のための支援を国や県
に求めてきたが、対応は不十分、かつ、
スピード感に欠けている。
　要求方法は様々あると
思うが、保団連として一人
の廃業者も出さない決意
を示し、会員のために実利
実益を重視した迅速な支
援を勝ち取って欲しい。
（執行部答弁）住江会長
　政府は今通常国会に第 3
次補正予算と 21 年度予算を出してい
るが、これとて年明けの感染拡大によ
る緊急事態宣言前の昨年 12 月中旬に
策定された、コロナ禍終息を前提とし
た予算案である。この無神経さ、危機
感の無さがより一層国民の困難を拡大
させている。改めて全協会、保団連が
一人の廃業者も出さない、地域医療を
守る、地域での患者国民の命と健康を
守るために政府、行政、立法、そして
自治体にさらに対策・制度拡充要求を
強化していきたいと思う。
②全世代の怒りを結集する、社会保障
充実のための大運動の方針を打ち立て
よう（文書発言）宮沢会長
　全世代型社会保障検討会議の「最終
報告」は、現在の危機的状況を解決す
るための道筋を全く示していない。政
府は医療費抑制政策を改め、国の責任
において社会保障を充実させる政策に
舵を切るべきである。
　今回狙い撃ちされた団塊の世代、未
来に希望を見いだせない若者、コロナ

禍での失業者など、全世代の怒りを結
集するような大運動の方針を打ち立て
て欲しい。
（執行部答弁）武村副会長
　ご指摘のように、全世代の怒りを結
集するという大きな運動、大きな世論
を作って決定を阻止していくというこ
とが重要である。憲法第 25 条にある

よ う に、 社 会
保障をきちん
とするのは国
の責任であり、
この大原則を
貫くことが大
事 で あ る。 こ
の先の国会で

75 歳以上の窓
口負担 2 割化が論議されるため、短
期間のうちに圧倒的な世論を作ってい
かなければ間に合わないという現状も
あるが、問題点を厳しく指摘し、負担
増となる高齢者・国民の生活実態を明
らかにするとともに、若い世代にも訴
えていきたい。
③保団連としても将来を見据えた需給
問題のビジョンの策定を（文書発言）
奥山副会長
　歯科医師過剰がよく言われていた
が、歯科医師の偏在や高齢化、後継者
不足などにより今後は大幅な歯科医師
不足が懸念される。
　日本歯科医師会は 10 月に「2040
年を見据えた歯科ビジョン」を公表し、
保団連として分析していくということ
だが、日歯のビジョンを分析するだけ
ではなく、保団連としても将来を見据
えた需給問題のビジョンを策定してい
くべきだ。
（執行部答弁）馬場副会長
　保団政策部では歯科医療改革宣言改

定の議論を始めているが、その中でま
ず検討を行ったのが需給問題である。
ご指摘のような無歯科医地区が増加し
ている県があることや、歯科医師の年
齢構成の変化、また在宅需要の増加に
よる圧倒的な供給不足の現状などに対
し、歯科医療を全国どこでも誰にでも
提供できる歯科医療提供体制確保とい
う視点で、日歯のビジョンなども検討
しつつも保団連ならではの見解を示し
ていきたい。各地の実情も踏まえられ
るよう各協会・医会のご意見もいただ
きながら議論を深めたい。
④歯科技工所アンケートの実施を！
（文書発言）奥山副会長
　国や自治体に対して財政支援を求め
るため、政府や国会議員、マスコミ等
に対して歯科技工士の現状を具体的に
訴える必要があり、長野協会では、昨
年 12 月～１月にかけて歯科技工所ア
ンケートに取り組んでいる。
　歯科技工士は歯科医療におけるエッ
センシャルワーカーである。歯科医療
の提供を守るため、全国の協会、医会
で歯科技工所アンケートを実施して頂
きたい。
（執行部答弁）馬場副会長
　東京歯科、長野両協会の歯科技工所
アンケートの取り組みに敬意を表しま
す。実態と声を集めることは要求運動
の基本であり、保団連としても両協会

のアンケートも大いに参考にして今後
の取り組みを進めていきたい。保団連
では 2016 年に歯科技工所アンケート
を実施し、パンフレットを発行して多
くの歯科技工関係者からも評価を頂い
ている。全国でのアンケート実施につ
いては今後の課題として検討する。
【フロア討論】奥山副会長
　地域医療を守るために医療機関の減
収補填や、受診推進を国に要求すると
いうことは非常に重要なことと思う
が、一方で新型コロナウイルス感染者
の検査や治療に関して発熱外来等が各
地で行われている中で、保団連として
も検査や治療を進める受け皿、ワクチ
ン対策について協力できることがない
か模索してほしい。
（執行部答弁）住江会長
　ワクチン接種行政について保団連・
協会・医会としての役割の追求につい
ては、当然協力できることについて追
求していきたい。
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　１月 27 日開催の中医協総会で歯科用貴金属の公示価格が
改定されることとなり、随時改定Ⅰが実施されることとなっ
た。今回の随時改定Ⅰでは９種類ある歯科用貴金属のうち、金
パラ及び 14 カラット金合金等の合計６種類の引き上げが行わ
れるが、金パラについては、30 グラムあたり 73,500 円から
80,040 円と 6,540 円のアップにとどまることから、逆ザヤ解
消には程遠い改定となる。
　なお、14 カラット金合金については、昨年 10 月の随時改
定Ⅰの実施の際に計算誤りがあったとして告示価格及び点数が
10 月１日に遡って訂正されている。10 月、11 月診療分の手
書きレセプトの場合は、審査支払機関に再審査等請求書の提出
が必要なので注意頂きたい（全国保険医新聞２月５日号同封の
歯科ニュース参照）。

品名 20 年 10 月
随時改定Ⅰ

21 年 1 月
随時改定Ⅱ

21 年 4 月
随時改定Ⅰ

2  歯科鋳造用 14 ｶﾗｯﾄ金合金 ｲﾝﾚｰ用 (JIS 適合品 ) 4,766
4,374 4,766 5,204

3  歯科鋳造用 14 ｶﾗｯﾄ金合金 鉤用 (JIS 適合品 ) 5,050
4,658 5,050 5,488

4  歯科用 14 ｶﾗｯﾄ金合金鉤用線 ( 金 58.33% 以上 ) 5,422
5,030 5,422 5,860

5  歯科用 14 ｶﾗｯﾄ合金用金ろう (JIS 適合品 ) 4,982
4,590 4,982 5,420

6  歯科鋳造用金銀ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ合金 ( 金 12% 以上 JIS 適合品 ) 2,450 2,450 2,668
10 歯科用金銀ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ合金ろう ( 金 15% 以上 JIS 適合品 ) 3,227 3,227 3,227
11 歯科鋳造用銀合金 第 1 種 ( 銀 60% 以上ｲﾝｼﾞｳﾑ 5% 未満 JIS 適合品 ) 123 123 130
12 歯科鋳造用銀合金 第 2 種 ( 銀 60% 以上ｲﾝｼﾞｳﾑ 5% 以上 JIS 適合品 ) 151 151 151
13 歯科用銀ろう (JIS 適合品 ) 255 255 255

表 . 歯科用貴金属の告示価格

申込書は全国保険医新聞 2/15 号に同封しています。お電話
でもご注文いただけます。

価格（円）

※ 20 年 10 月随時改定Ⅰの削除線部分は、計算誤りにより訂正されたもの

金パラは 2,450 円から 2,668 円へ
逆ザヤ解消には程遠く　2021 年 4月の随時改定Ⅰ
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