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　「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 11 月 23 日、10:00 ～ 14:00 ま で
３回線で実施された。地域新聞など
を見た県内の住民から 19 件の相談が
あった。相談者の年齢は40代～80代。
欠損補綴に関する相談や、抜歯が心配
とする相談などが寄せられた。連絡会
の構成団体である県保険医協会役員の
歯科医師 5 名が相談員として交代し
ながら対応し、相談者の多くはおおむ
ね納得した様子だった。
　以下、相談内容を紹介する。ほとん
どの症例に共通していることが、イン
フォームドコンセントの足りなさによ
るものであった。保険診療の内容と保
険外診療の内容について、患者さんが
治療内容に納得してから診療をすすめ
るように、患者さんの立場に立ってわ
かりやすい説明を一考したい。
◇顎が前に動く

顎が前に動いて仕方ない。舌で前歯を
なめてしまう。口腔内は奥歯がない。

（70 代・女性）
◇前歯の差し歯に自費を勧められる

前歯の差し歯を入れるに当たり、保険
診療では審美的に十分な対応が出来な
いと言うことで、必ず自費の補綴を勧
められる。（60 代・女性）
◇抜歯後の治療はインプラントしかな

いのか

今通院している先生から、右下７番の
虫歯が深いところまで進行している

　12 月 12 日、長野市生涯学習セン
ターにて県民公開講座「いい歯と健
康」が開催された。主催は保険医協会
も参加する「保険でより良い歯科医療
を」長野連絡会で、昨年は
コロナ禍で開催できなかっ
たが今年で９回目の開催と
なる。当日は現地に 22 名、
Web で 21 名が参加した。
　第一部では、最初に奥山
副会長が「オーラルフレイ
ルと認知症～健康寿命はお
口から～」と題したミニセ
ミナーを行った。口腔機能
を保ちしっかり噛んで栄養を取ること
が体全体のフレイル予防に繋がること
が説明された。参加者からは「歯磨き
は１日１回で充分か」「定期健診の頻
度はどれくらいがいいか」などの質問
も寄せられた。

　「健口落語」では塩尻市のつづく歯
科医院院長の都筑文男先生が落語家

「新風亭　流行」として登壇。テスト
の出来の悪い息子について、「親の顔

が見てみたい」と呼び出さ
れた父親が教師を言い負か
していき、最後に「親の親
の顔が見てみたい」と言わ
せる滑稽噺を披露。会場に
笑い声が響いた。
　第二部は歯科医師による
お口の相談コーナーが行わ
れ、第一部からの参加者４
名が歯科医師に悩みを相談

した。宮沢会長、林、奥山各副会長、
米田各理事が一人ずつ対応した。
　参加者からは「落語が面白かった」

「個人的に 90 歳 20 本残存歯を目標に
していましたが、充分達成できそうで
安心した」などの感想が寄せられた。

落語を行う新風亭 流行先生

第９回　県民公開講座「いい歯と健康」

歯科医師で落語家の 新風亭 流行先生 が登壇

ので抜いた方がいい
と言われたが、抜い
てしまうとその後の

治療はインプラントしかないのか？ブ
リッジにしたくても後方で支える歯が
ないので、入れ歯になってしまうのか
教えてほしい。（70 代・女性）
◇歯に食べ物がはさまる

夫の在宅介護中のため通院できない。
歯に食べ物がはさまる。以前通院した
歯科医院では、抜歯して義歯になると
言われた。（70 代・女性）
◇新しい入れ歯が調整しても合わない

総義歯を作った。今までの入れ歯は上
手くいっていたが、今回作った入れ歯
は痛くてかめない。調整しても全然合
わない。（70 代・男性）
◇上顎を総義歯に、保険でできるか

上顎は１本残存の部分義歯、下顎はブ
リッジや義歯などは無い。これまで通
院した医院で多くの歯を抜歯したが、
上顎を総義歯にしたい。保険で出来る
のか？自費はいくらくらいか？（70
代・女性）
◇入れ歯を入れたほうがいいのか

口の中に歯が４本残っている。食事に
何ら不自由していないが、兄弟から見
栄えが悪いので歯を入れろと言われ
る。今まで入れ歯を入れたことがない
ので心配だが入れた方が良いのか？

（80 代・女性）
◇根から膿、保険では治療できないと

言われた

5 月連休に下顎左に痛みがあり 10 日
ほどで治まったが、6 月中旬に根から
膿が出る。受診した際に、保険では出

来ないと言われた。（治療内容は明示
されないが MicroEnd と思われる）（70
代・女性）
◇前歯がすり減っている／顎関節症

①自分の前歯が１本すり減っている。
上 11 本、下 13 本残存している。
②顎関節症状あり。どうしたらよいか。
上顎左奥を部分義歯にしたが使用して
いない。（80 代・女性）
◇抜歯後の痛みがある

数年前に義歯を作った。鉤歯を抜歯し
たが抜歯後痛みあり、病院歯科を紹介
され手術をして 11 針縫合した。その
他痛い歯がある、どうしたら良いか。

（70 代・女性）
◇血友病があり抜歯に不安

前歯が揺れる。血友病があり抜歯する
ことに不安をもっている。かかりつけ
医は一人でやっている医院なので診て
もらって抜歯されて血が止まらなくな
ることが心配。（70 代・女性）
◇歯の根のあたりにおできがあり心配

左上の前歯を治療したが、歯の根のあ
たりに小さいおできのようなものがあ
る。担当医は経過を見ていると説明し
たが、悪いものではないかと心配。（50
代・女性）
◇クリーニングを１回で済ませたい

年２～３回クリーニングしているが、
毎回２回行くのは厳しい。1 回で済ませ
るために自費で行っている。予防を重
点に治療できるように保険診療の改善
を頑張っていただきたい。（50 代・女性）
◇先生を紹介して

総入れ歯を作りたいが先生を紹介して
ほしい。今までの先生では具合が悪い。

（70 代・男性）

◇骨粗鬆症、抜歯はかかりつけ医か病

院か

骨粗鬆症の薬を使っているが、抜歯を
しないといけないといわれている。病
院歯科からは抜歯するときは当病院で
抜くからと言われている。又、かかり
つけ医からも抜歯は出来ますよと言わ
れている。どっちで抜けば良いか相談
したい。（60 代・女性）
◇総入れ歯の具合が悪いが直してもら

えない

今年の 6 月に上の総入れ歯を作ったが
具合が悪い。何度通っても様子を見て
くれと言うだけで実際に治してくれな
い。咬み合わせも悪く、やわらかいも
のだけ食べている。下に 6 本の自分の
歯があるが、食べ物がつまって困って
いるが治してくれない。（70 代・女性）
◇根管治療中にリーマーが破折

A 歯科医院で根管治療、リーマーが折
れたが処置出来ないと言われた。B 歯
科医院へ行き、根管内より除去するも
根尖より出てしまったため、外科的に
除去するも確認できなかった。デンタ
ルでは消失していたが、心配で夜も眠
れない。（40 代・女性）
◇上だけ昔の義歯を使いたい

歯槽膿漏で一気に総義歯になった。今
回新しく作り直すのに１ヵ月に２回く
らいの予約しかとれず完成までに時間
がかかって困った。前の義歯は上は調
子が良かったので、新しく上下作り直
したが、上は前の義歯を使いたいがダ
メか？（80 代・女性）
◇歯周病で病気に？

歯周病になると病気になりやすいの
か？（60 代・女性）

歯のなんでも電話相談
　　　県内から19 件の相談

　12 月 16 日、保団連は「2021 歯科
総行動集会」を国会内で開催した。衆
議院会館内をホスト会場に全国 220
会場を Zoom や YouTube で繋ぎ、約
500 名が参加した。現地には歯科総
枠拡大や金パラ逆ザヤ解消、歯科技工
士の待遇改善などを求める約 150 名
が集まり、国会議員も 21 名参加する
など大きな反響があった。
　基調報告では、今年９月～ 11 月に
かけて行われた「歯科医療改善のため
の市民アンケート」の速報結果が示さ
れた。長野県内から寄せられたアン
ケートが多くを占めたが、歯科受診に

かかる経済的負担感が「とても重い」
「重い」と感じる人は３割を超え、「す
べての治療を保険で受けられる」こと
などを望む声が集まった。
　歯科技工士の待遇や過酷な労働環境
について、仙台歯科技工士専門学校の
伊藤学校長は、「歯科技工士側の自助
努力や企業努力はすでに限界レベルで
あり、政府が経済問題として向き合い
解決しなければ、就業者が減り、技術
レベルが下がり、その結果は国民への
不利益として跳ね返る」と述べ、早急
に若い技工士の待遇改善や育てる環境
の整備を訴えた。

　長野協会に集められた「保険
でより良い歯科医療を求める請
願署名」6,575 筆は、下条みつ、
神津たけし、羽田次郎、武田良
介各議員を紹介議員として次回
国会で提出される。

2021 歯科総行動

　歯科医療の総枠拡大や技工士問題解決を求め 500 名が参加

国会議員へ署名を提出する歯科医師




