Ⅲ 歯科の差額徴収問題
あって保険に入らないと
いう意見を聞いたのです
が、メタルボンドなどは
～ 年経っているの
に、医学的根拠に立てな
いのはどうしてでしょう
か。
冨本 これまで、特定療
養費制度の高度先進医療
の枠でインプラント治療
も一部認めてきました。
世間にも知られています
ので、 患者さんから
「やってほしい」と言われ
たときに、「それはでき
ません」では、勉強して
いないと思われてしまい
ます。患者さんにこれら
の治療を保険に導入する
運動に参加してもらう。
そのことと自費診療の関
わりをしっかりつかんで
歯科医院の経営を考える
必要があると思います。
司会 医科の場合、よく
命にかかわることだから
認められると言います
が、命にかかわることだ
けではなく、眼科では眼
内レンズが保険に高点数
で導入されました。だか
ら、メタルボンドなどが
保険で認められるべきで
はないでしょうか。
小山 例えば、スウェー
デンではインプラントを
保険に入れています。基
本的にメタルボンドなど
はどの歯科医院でもやれ

怒りが向くべきです。国
民はそのことを切実に
願っています。

歴史は繰返す差額問題

国民の怒りが
歯科差額を廃止させる

るわけで、これらが保険
に入らないのが問題で
す。そこに、ドクターの

社会の仕組みが国民中心から
企業中心に変ってきたという
ことですね。国民と一緒に声
を上げていくことが現状を変
える第一歩になります。

進めました。
歯科ではその間、ター
ビン、印象材、鋳造など
の技術革新で、歯科医学
も全面的な進歩をみまし
た。しかし、技術の進歩
にもかかわらず診療報酬
の改善は遅々として進ま
ず、歯科保険の矛盾は激
しさを増しました。歯科
医師不足で患者過多の状
況もあり、国民とともに
は医療保険改善に取組ま
れませんでした。
政府は日歯内部の差額
徴収を求める声を取り込
み、歯科医療支出を国民
に転嫁する差額制度を導
入しました。続いて日歯
は「脱保険路線」を打ち
出し、２年後の１９７４
年末、国民の怒りは「歯
の 番運動」歯科医告発
となって爆発し、全国に
広がりました（図 ）。
政府は責任を歯科医に
負わせるため「悪徳歯科
医を取り締まる」といっ
て差額制度を一方的に廃
止しました。こうした中
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財源は使い方の問題

国民の健康に使うのか
大企業のために使うのか

で大阪府歯科保険医協会
が設立され、歯科医療へ
の国民運動の高揚が起こ
りました。その時期には
続々と革新知事が誕生し
ました。診療報酬は９・
６％、 ・５％と大幅に

アップされて歯内療法な
どが改善されました。そ
の後、政府は社会党や公
明党を抱え込み、革新知
事を潰すことに成功しま
した。そこで「臨調」攻
勢がまき起こりました。

「政府はより良い医療を
提供すべき使命がある」

を発行しないと仕方ない
という論理です。 だか
ら、出ていくお金を減ら
したらいいと言います
が、これは真っ赤なうそ
です。入ってくるお金は
約 兆円ありますが、国
債の部分を除いて出てい
くお金は約 兆円です。
差引で 兆円くらい黒字
です。これは一般会計だ
けの話です。特別会計ま
で入れると、あり余るく
らいあります。特別会計
で持っている純資産は、
約６２０兆円あります
（図 ）。そして、アメリ
カのドルを買い支えるた
めに、約 兆円を毎年出
しています。しかも、そ
のほとんどのお金でアメ

思いを持つほかの人にも
同様によりよい医療が提
供されるべきだという考
え方を持ってほしい。」
と患者さんに訴えていま
す。さらに続けて「混合
診療の問題を語るときに
は、自分だけが満足した
いという発想ではなく、
常に社会としてどうある
べきかという視点を持た
なければなりません。だ
から、私たち（日本医師
会）は混合診療に真向か
ら反対しています。」とい
う文章を出しています。

政府が医療を見捨てる
混合診療を許せますか

小澤 医科と歯科でこれ
だけ差ができてきたのは
何が原因か、押さえてお
く必要があります。
今日、提起されている
混合診療について考えて
見ましょう。協会は反対
していますが、日本医師
会でも「健康保険の範囲
の医療では満足できず、
さらにお金を払ってもっ
と違う医療を受けたいと
いう人は、確かにいると
思います。しかし、人よ
りもよりよい医療を受け
たいという願いは、同じ

財源は
Ⅳ
「あるのか、
ないのか」

戦後は１９６１年の皆
保険制度に向けて国民運
動の高まる中でドクター
も集会やデモに参加し、
保険医総辞退運動を展開
しました。医科の取組み
は国民運動と相まって保
険診療の充実を積極的に
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研という日本医師会が
持っている研究所が、
「日本の借金はなぜ増え
たのか」とか、「社会保
障費を削減したら財政は
健全化するのか」と書い
ています。要するに、政
府は社会保障費が高いか
ら日本の財政はだめだと
言うけど、本当なのかを
検証しています。
国はプライマリーバラ
ンスで、一般会計に入っ
てくるお金よりも出てい
くお金が大きいから国債

冨本 すごい文章です
ね。どこかに貼っておか
ないといけませんね。
小澤 保険では食ってい
けないから混合診療に飛
びつくならば、歯科医師
に対する国民のバッシン
グを覚悟した上で、「湘
南宣言」を良しとするこ
とになります。
日本の医療の供給体制
の中で国民とかけ離れた
ままでは、歯科界そのも
のが生き残っていけない
と思います。保険に関し
て言えば、歯科学会は何
もしませんでしたが、内
科の医学会は内保連を持
ち、外科は外保連を持っ
て、学会で徹底的にすべ
てのものを保険導入させ
る努力をするし、これか
らも努力すると思いま
す。私たちが保険の上で
も、医療の上でも医科に
劣らない、同等であるた
めの発言をきっちりして
いかないと、医科歯科格
差は直らないと思います。

リカの国債を買っていま
す。ちょうど、アメリカ
の財政赤字の幅と日本が
アメリカの国債を買って
いる額が、毎年ピタッと
一致します（図 ・ ）。
しかし、この約 兆円は
アメリカが 「うん」 と
言ってくれない限り、勝
手に国債を売ることはで
きません。
冨本 特別会計は全然国
民に知らせてくれないで
すね。
小澤 基本的には知らせ
ていません。純資産も山
ほどありますが、それは
使いたくないのです。こ
れにメスを入れられると
政府は汚職で崩壊してし
まうでしょう。 要する

1
3

110

い。医療保険は国と企業
と国民の三者で賄ってい
ます。今は、国と企業を
減らし、国民の負担増が
強まってきていますが。
小澤 財源は「あるとい
う人はある」と言うし、
「ないと言う人は絶対な
い」と言います。日医総
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（経税部員、
司会）

司会 メタルボンドくら
いは保険に入れるべきだ
という意見がある一方
で、そうすると保険財源
がパンクすると国は言い
ます。ヨーロッパとの比
較をして財源はあると言
われているわけですが、
そのあたりを深めて下さ
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日医

医科･
歯科格差の歴史

科医療を」という運動に
取り組みますが、患者の
要求に応える視点、経営
的視点を考える必要があ
ります。患者さんと一緒
に保険診療を拡充する運
動を展開しています。
自費でなければできな
い歯科治療に対する国民
の怒りを、歯科医師が受
け止め釈明するのでは、
患者さんに誤解を与えま
す。保険に導入してこな
かったのは厚労省の責任
なのですから、しっかり
患者さんに訴えたい点で
す。
小澤 ＥＢＭに問題が
司会 なぜ、う蝕で根管
治療し、歯を抜いて、入れ
歯を入れて、という基本
的な治療で運営できるよ
うな点数にしてこなかっ
たのでしょうか。ルーチ
ンワークの点数の変遷は
どうなっていますか。
小山 歴代の歯科界の指
導者が保険は安いから
と、自費ばかりに頼って
いった弊害が現在出てい
ます。医科のように保険
導入を基本にすえておれ
ば、こんな苦労はありま
せん。そこで歯科医療の
生い立ちを簡略に探って
おきましょう。
明治時代にアメリカか
ら近代的歯科医学（私学
まかせ）が導入され、医
科とは違った教育制度で
始められ、戦中の診療報
酬は医科の 分の１の評
価で政府と日歯が契約し
たが、各地で保険診療を
拒否する事態が起こりま
した。１点単価は医科
銭。歯科は 銭と半額で
した。
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＝どうして歯科は低点数か
「自費や差額」
があるのか
司会 歯科には自費診療
と保険診療が存在する点
に移りたいと思います。
冨本 協会は自費診療を
否定しているとよく言わ
れますが、臨床、学術と
しての自費診療・治療技
術を否定したことはあり
ません。現にインプラン
トなどの臨床講習会を開
催して会員の要望に応え
ています。医科歯科格差
に見られるように、保険
給付範囲から一部の歯科
治療が除外されているこ
とに対して適用範囲の拡
大を要求しています。
協会は「保険でよい歯
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黒田了一府知事と協会役員の懇談▼
黒田革新府政の誕生で、老人医療費
無料制度、
社会保障の拡充等が実現。
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図 「歯の 番運動」
（当時の新聞報道）
歯科の低報酬の矛盾を国民に転嫁する差額
制度は怒りを買い、歯科医告発が全国各地
で広がった。
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