痛 〟 は﹁
︵非歯原性歯痛

歯が原因ではない〝歯
と ん ど は︑﹁ 歯 の 痛 み ﹂

●三叉神経痛 患者のほ
部に歯髄炎様の強い痛み

痛 冬場に多く︑上顎臼歯
●精神疾患 歯科治療を

療法です︒

常が認められませんが︑

を訴える︒Ｘ︱Ｐでは異
痛︑気分の落ち込み︑全

きっかけに︑めまいや頭

n o n o d o n t o g e n i c だと自覚するため最初に
︶ と 呼 称 さ 歯科を受診する︒無歯顎
toothache
く無関係な部位の異常な

ＮＥＷＳ

ＣＬＩＰ

となる見込みとなってお

り︑医療機関での混乱が

心配されている︒

で保険資格情報を確認で

打診痛が著明なため抜髄

きるようにしておき︑医

の場合は︑顎堤部が痛む

イナンバーカードを健康

れ︑数多く存在する︒同

マイナンバーカード
保険証代用で混乱も

保険証として利用できる

療機関からの照会に答え

どの不定愁訴を訴え始め

で怒鳴ったり泣き出した

ようにする方針を固め

るというものだ︒

が行われることがある︒

りするような患者に困惑

た︒厚生労働省の 年度

之池町

ことから義歯調整が繰り

の様に見えます︒Ｘ︱Ｐ

したことはありません

予算では︑高齢者の患者

カードで保険資格を確認

︻ 最 寄 駅 ︼ 阪 急﹁ 苦 楽

様に︑顎関節症と誤認し

では何の異常もないの

か？このようなケース

できるようにすることで

園﹂駅

た患者さんをかかえてい

時痛や食事時の痛みが主

に︑患者が痛みを訴え︑

説 明 可 能 な 場 合 が 多 く︑ 負担増など社会保障費を

は︑精神医学的な知識で

切り下げる一方で︑シス

医療事務負担を軽減する

●非定型︵特発性︶歯痛

訴になるために︑歯科医

何カ月も根管治療を続け

テム構築に関連する費用

返されることもある︒

無意味な抜歯や抜髄を防

は高率に顎関節症と誤診

たあげく︑抜歯してしま

身体表現性障害︵身体症

として２４３億円を計上

やすい医科的な疾患もい

ぎ︑これによって生じる

する︒

うことがある︒しかし中

状症︶・ うつ病 ・ パーソ

査支払機関がシステム上

患者とのトラブルを未然

●側頭動脈炎 咀嚼時の

枢性の痛みですから︑抜

ナリティ障害などの概念

年度からマ

に回避するためにもこれ

筋痛が主訴になるため︑

歯しても痛みは消えませ

政府は︑

らの疾患と鑑別法を知っ

やはり歯科医の目には顎

ん︒治療の第一選択は三

ませんか？また︑診療室

ている必要がある︒講演

関節症に見えるが︑適切

している︒

は︑初発時には歯髄疾患

では︑以下の疾患につい

な治療が遅れると失明に

が役に立ちます︒

●舌咽神経痛は︑大開口

て 解 説 す る︒︵ ※ 内 容 は

環系抗うつ薬による薬物

くつもある︒誤診による

２０１１年 月に当会で
至る︒

徒歩 分

︻住所︼兵庫県西宮市樋

歯科医院譲渡

行った講演と同様︶
●帯状疱疹性歯痛 三叉

マイナンバーカードが

でも対応費用が必要にな

いる︒しかし︑医療機関

図ることをねらいとして

とともにカードの普及を

設備器材︒面積 坪︒

デンタル１台︑その他諸

︻設備等︼チェア２台︑

︻条件︼面談にて

Ｍ ＆Ｄホール︵保険医会館東隣り︶

なくても医療機関への受

ーカードの紛失や個人情

るとともに︑マイナンバ

︻連絡先︼０７９８︱

渡︒

近 隣︒ 平 成

︻その他︼関西スーパー

せない︑などの過剰反応

ない︑子どもを外で遊ば

干さない︑水道水を飲ま

る地域でも︑布団を外で

以上にしっかり予算を注

は欠かせない︒東京五輪

きだ︒福島の復興に除染

たる除染計画を立てるべ

国はこの先数十年にわ

︱６０１０︵小林︶

会の新規制基準を﹁世界

一厳しい﹂と自賛してい

る︒事故の原因がはっき

りしていない下で設けた

基準に信用性はない︒ま

た︑これは再稼働の是非

を判断するのではなく︑

再稼働を行うための基準

で︑ほぼ毎月現地を訪れ

呼び︑完全ボランティア

﹁福島プロジェクト﹂と

私たちはこの活動を

か︑どんな技術が必要な

内部がどういう状況なの

近くを経た今も︑原子炉

起きたということ︒６年

は︑とてつもない事故が

活動を通じて思うこと

去を反省すること︑被災

自身が原発を推進した過

を回復するには︑科学者

者の心に届かない︒信頼

寄りか﹂と見られ︑被災

﹁この人は国・電力会社

丈 夫 だ と 説 明 し て も︑

済むはずがない︒しかも

手︒たった１回の除染で

もかかる放射性物質が相

の１に減るのに１００年

全く不十分である︒ 分

わないという方針だが︑

国は除染を１回しか行

５年を経て腐葉土とな

着した放射性物質は３〜

がある︒山の木の葉に付

放射線量が高くなる傾向

排水口︑くぼ地などは︑

えないケースだ︒

染土をかぶせたとしか思

なのに︑線量が高い︒汚

公園では︑除染したはず

った︒保育園に隣接した

に慎重な知事が誕生する

島県や新潟県で︑再稼働

だ︒２０１６年は︑鹿児

ある国民が決めるべき

もある︒

政府は原子力規制委員

﹁エネルギーをどうす

るか﹂は本来︑主権者で

という大きな変化があっ

た︒私たちはもっと深く

学び︑主権者として声を

あげていく必要がある︒

売却物件募集

大阪府歯科
保険医協会

大阪市城東区東中浜1 12 15

大阪府知事免許（05）043403号 担当：平石
℡ 06‑6170 8880 ℻ 06‑6170‑8980

㈲さくらハウス

賃貸（心斎橋）
2000万
約18坪 賃料21万円
チェア２台

売買物件募集中

政府は︑マイナンバー

●群発頭痛の痛みは上顎

あれば︑保険証を持参し

会場

報の流出に対する懸念は

２月 日︵日︶午前 時〜午後１時

神経第２・３枝の帯状疱
疹では︑ウイルスによる

診が可能となる︒仕組み

拭えない︒

日時

最後臼歯の激痛と自覚さ

会員３千円︑会員院所未入会勤務医１万円

としては︑医療機関で専

れるため︑患者の ％が
会費

用機にカードを通すと︑

てきた科学者の一人とし

が今も見受けられる︒

年３月譲

神経障害により︑夜も眠
１００人

歯科医院を受診し︑ ％
定員

て︑人類史上最悪の事故

当面は保険証との併用

※お申込みは協会事務局︵℡ ︱６５６８︱７７

勢を示すことが必要だ︒

染に携わってきた︒３年

を防げなかった自責の念

ている︒除染や遮蔽をす

のかも分かっていない︒

山地は全く手付かずの状

保険者の委託を受けた審

れないほど激しい歯痛が

ん︑科学者への信頼も崩
れてしまった︒放射線防

前からは︑研究者と技術

五輪以上の予算を

被災地︑福島で原発事

者など５人で保育園や小

護学上問題ないと思われ

故直後から被ばくを減ら

れば放射線量は必ず下げ

者に結論を押し付けない

である︒だまされてはい

られる︒現地に入り︑ど

除染が行われた地域で

態だ︒
原発から離れた地域で

不適正除染の問題もあ

けない︒

うすれば被ばくを減らせ

こ と︑
﹁ 隠 さ な い︑ う そ

も︑雨どいの下や屋根︑

り︑里に流れてくること

も︑所々で強い汚染が残

ない﹂という確固たる姿

主権を取り戻そう

るかを具体的に提言し︑

ぎ込む必要がある︒

すための相談や調査︑除

安斎育郎

３１︶までお願い致します︒

生じることがある︒

がある︒

●急性上顎洞炎による歯

が歯科医の誤診により抜

16

をつかない︑過小評価し

科学的知見を踏まえ大

からの行動だ︒

29

っている︒
国や電力会社はもちろ

休保・年金の掛け金払い込み中は対象外

13

17

実践すること︒国の原子
力政策の危うさを指摘し

ただいま売り物件が非常に不足しております。内装付き歯科医院を
探されている先生方から多数問い合わせがございますので、売却予
定がございましたら是非当社にお任せ頂けるよう御願いします

70歳以上は減額／75歳以上は免除

18

歯されているという報告

19

学校などを回っている︒

立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長

数十年の福島復興計画を

２月度生涯研修抄録

10

06

16

30

12

土地建物付（枚方方面）
3000万円
土地55坪 ２Ｆ住居
チェア３台

15年以上継続して協会の会員となっている方を対象に、①満70歳以上の開業医会
員の方は会費を減額（5000円→ 3000 円）、②満 75 歳以上の方は会費が免除される制
度があります。
ただし、協会の休業保障制度または保険医年金制度のいずれかの掛け金を払い込
み中の方は対象外となります。会費免除となった先生方には『大阪歯科保険医新
聞』のみをお届けし、協会発行書籍の配布はしておりません。
本制度の申請は、協会組織部（06‑6568‑7731）までご連絡ください。※対象者に
は案内を１月に送付済みです。

井川雅子（静岡市立清水病院口腔外科・口腔顔面痛外来非常勤歯科医師）

原発事故と福島の今

歯科医院の売買ならさくらハウスへ

会費減免制度のご案内

〜非歯原性歯痛：レントゲンで異常がないのに
なぜ歯に痛みを訴えるのか？〜

点

除染や再稼働をめぐる報道

原因不明の歯痛・顔面痛をどう診断するか
新春特別寄稿

論

10

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（３） ２０１７年１月２５日
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