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　「保険で良い歯科医療を」全国連絡
会は 6 月３日、「初夏の歯科総行動集
会」を国会内で開催した。現地と全
国 250 箇所を Web で繋ぎ、長野協会
の宮沢会長、林、市川各副会長を含む
約 400 名が参加した。衆参国会議員も
16 名かけつけ、激励の言葉を送った。
　連絡会副会長の宇佐美宏氏による基
調報告では、まず「コロナ禍で患者さ
んの口腔環境は悪化している。細菌や
ウイルスの一番大きな出入口である口
の健康は、感染予防のために大切」と
話し、▽コロナ禍の歯科医療機関の現
状▽歯科技工士や歯科衛生士の問題▽
歯科の低医療費政策について報告した。
　歯科医療は、コロナ以前から経済的
理由による受診控えの傾向が強く、コ
ロナ禍でそれが加速したと説明。昨年
４月から本年２月までの 11 か月分の
歯科医療費と患者数の累計は、前年同
期 比 で ▲ 459 億 円、 ▲ 1,823 万 人。

月別では、緊急事態宣言が初めて発出
された昨年４・５月で歯科医療費▲
16％、患者数▲ 24％と過去にない減
少となった。その後、患者数は 10 月
でようやくプラスに転じるも、翌月に
は再びマイナス、本年２月でもいまだ
に歯科医療費▲ 0.1％、患者数▲ 3.8％
と低調である。
　国民医療費全体に対する歯科医療費
の構成割合は、1981 年に保険給付の
拡大によりシェア 11.0％を記録して
以来、国民医療費全体の急増に対して
歯科医療費が伸びず、2019 年はシェ
ア 6.9％（43.5 兆円に対し 3.03 兆円）
に留まる。政府はこれまで 4 年連続
で骨太方針に歯科に係る記述をし、「歯
科重視」をアピールしているにも関わ
らず、低歯科医療費問題に動きは無い。
　保団連が「保険でよい入れ歯」運
動を始めた 1992 年頃はシェア 9.8％

（23.5 兆円に対し 2.3 兆円）だった。
この時の構成比を 2019 年に当ては
めれば、歯科医療費は 4.3 兆円とな
り、実際の 3.03 兆円とは約 1.3 兆
円の乖離が生じる。この乖離を是
正すれば、①保険給付範囲の拡大、

②歯科検診や在宅医療などの充
実、③歯科診療所の経営安定お
よび歯科技工士や歯科衛生士が
働きやすい環境づくりの実現が
可能なはずである。
　また、歯科医療費の総枠拡大
と並行して患者窓口負担の軽減
が不可欠であり、経済的理由で
歯科治療を受けられない人を無
くしていくことが重要である。特にコ
ロナ禍で国民の就業や所得に与える影
響は図り知れず、このような有事の時
に本当に高齢者の窓口負担２割化は必
要なのだろうか。
　保団連では現在「保険で良い歯科医

療を求める請願署名」の取り組みを
行っている。「患者・国民の願いにこ
たえるには、歯科医療の総枠拡大が必
要」であることを訴えている。宇佐美
副会長は「ぜひ協力いただき、大運動
の第一歩としていこう」と呼び掛けた。宮沢会長（右）と林副会長（左）

初夏の歯科総行動集会
歯科医療費の総枠拡大のため、署名活動にご協力を

リーフレット ( 左 )、署名用紙 ( 右 )、署名用紙入ポケットティッ
シュ（250 個入１箱まで）は無料でご注文いただけます。

◇自費の説明しかしない
去年の夏から上顎臼歯を抜歯して治療
しているが自費の説明しかない。保険
の治療を希望しているが聞いてくれな
い。他の医院を紹介してほしい。（70
代・男性）
◇治療後の痛み、食事が取りにくい
昨年、左下奥歯、入れ歯の金具をか
けている歯を治療し、義歯を新製し
た。痛みがあり、傷になっており痛み
止めがでた。鉤歯が低いとのこと。義
歯を紛失した。右下が強く当たるよう
になった。食事が取りにくい。右も痛
くなった。右下の冠を治療すると言わ
れたが今の先生が怖く行きたくない。

（70 代・女性）
◇インプラントをすすめられる
かかりつけ医で製作した義歯をなくし
た。かかりつけ医だった先生は話を聞
いてくれない為、近くに歯科医院が出
来たのでその歯科医院に行くと、よく
話を聞いてくれて良い先生だが治療は
保険診療を希望しているがインプラン
トをすすめられる。どうすればよいか？

（80 代・女性）
◇歯が足りない子ども、レントゲンは？

二歳の子ども、上の歯が２本足りない。
いずれレントゲンを撮ると言われたが
いつ行ったら良いのか。フッ素塗布に
ついて。（20 代・女性）
◇被せた歯から臭いと味
左上の被せた歯から臭い、味がする（だ
いぶ前の治療）。20 年以上前に神経は
除いてある。数年前から上記のことが
気になる。通院し始めた Dr. は、冠を
除去することには消極的なようであ
る。冠を作ってもらった Dr. と通院し
ている Dr. は別である。（70 代・女性）
◇患者からの抜歯希望を受け入れて
急に歯が悪くなった。車は運転しな
い。歯を抜いて入れ歯がいいのではな
いか。介護状態になったら歯がない方
がよいのでは。①抜歯の希望を受け入
れてほしい。②若い人の矯正は進めた
ほうがよいとの意見。（70 代・女性）
◇入れ歯が合わない
4 年前に歯科医院を変えて入れ歯を
作ったが、合っていなくて自分で安定
剤を使っていてそちらの方が調子が良
い。先生に合っていないことを言って
も、咬み方が悪いとしか言われない。
前に通っていた先生の入れ歯が調子が

良かった。どうしたら良いか悩んでい
る。（70 代・女性）
◇義歯が落ちるが調整してもらえない
上 FD、初めての医院で作製した。抗
凝固剤服用中。上 FD は残根上義歯。
本来は病院の口腔外科で抜歯予定だっ
たがコロナのため中止。FD が落ちる、
痛いと訴えるも、Dr. は「慣れるまで
はしょうがない」の一点張りで調整し
てくれない。他院を紹介してもらえな
いか。（80 代・女性）
◇調整しても義歯が合わない
一ヶ月前に入れ歯を作った。調整に８
回行ったが合わない。歯医者を変えた
方がよいか。（70 代・女性）
◇自己負担金が高く放置
30 年お世話になっている歯医者があ
る。７～８年前にはしっかりしていた
前歯２本を４年前に痛くて抜いても
らって以降行っていない。上顎４本
残根がある状態だが自己負担 18 万円
かかると言われたので放置している。

（80 代・男性）
◇ブリッジが保険でできないと言われた
上の前歯のブリッジが下がってきた（歯
肉が退縮した）。今は治療中。③ 2112
③ブリッジが入っている。保険ではで
きないといわれた。（70 代・女性）
◇義歯を入れたいが費用は？
下顎 16 本残っているが義歯を入れた
い。定期的に通院中。費用がどのくら
い掛かるのか、保険で可能なのか心配。

（80 代・女性）
◇ブリッジができないと言われた
20 年前につくった前歯のブリッジが取
れた。かかりつけ医に見てもらうと、希
望はブリッジだが歯が弱っているので出
来ないと言われ、入れ歯をつくって今様

子を見ている。使っている入れ歯は咬め
なくて、外してしまっている。ブリッジ
はできないものか？（80 代・男性）
◇インプラントの咬み合わせが悪い
15 年くらい前にインプラントが脱離
し、新医院で新製したインプラントは
良好。反対側の咬み合わせが悪い。い
つも「カクカク」と音がする。マウスピー
スを夜だけ入れて４か月になるが改善
しない。Dr. も「治らないかもしれない」
と言っているがどうしたら良いか？耳
鼻科の受診の必要性は？（70 代・女性）
◇残存乳歯をみてほしい
６年生の女の子。矯正治療を始めたが、
金銭的に続けられなくて中止した。乳
歯が抜けなくて、この乳歯の治療を早
くした方が良いと言われていたため、
他の矯正医に行くとまた費用がかかる
と言われた。乳歯の所をみて欲しいの
だがどうすればよいか？（70 代・女性）
◇歯ブラシ歯間ブラシしても臭う
右下奥歯が歯周病で３年治療してい
る。根治して冠を被せたが、歯ブラシ
歯間ブラシをしても臭いがある。治ら
ないのか？（70 代・女性）
◇コロナ禍でも治療してもらえるか
①歯の奥歯がグラグラしてきたが、コ
ロナ禍で治療してもらえるか。②イン
プラントはどうなのか。（70 代・男性）
◇２月からケアされていない
義歯が合わない。保険ではできない。
今年２月まで通院していたがその後ケ
アはされていない。医療機関を紹介し
てほしい。（70 代・女性）
◇抜歯し義歯にした方が良いと言われた
歯周病が進行し、通院中の歯科医院で
抜歯すると言われ、義歯にした方が良
いと言われている。（60 代・女性）

県保険医協会では５月 16 日、保険でより良い歯科医療の実現を求める運動の
取組みの一環として、「歯のなんでも電話相談」を開催した。歯科医師である
協会役員５名が相談員となり、県民の歯に関する疑問や不安について電話で対
応した。当日は 19 件の相談があり、内容を以下に報告する。
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　県保険医協会では６月 13 日、長野県歯科技工士会と Web 懇談を行っ
た。技工士会からは会長を含む５名、保険医協会からは宮沢会長、林、
市川、奥山各副会長、布山、池上各理事が参加した。懇談は昨年 12 月
から本年１月に県内の全歯科技工所に対して行われたアンケート項目を
もとに進められ、技工所の経営実態や労働環境、人員確保などの実態把
握や情報交換を行った。懇談内容の詳細は次号に掲載する。

歯のなんでも電話相談




