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日本歯科医師会　会長　大久保　満男
日本歯科医師会は９年前より、高齢社会における健康寿命の延伸の実現にむけて、歯科医療の担う役
割の重要性につき、様々な政策提言、広報活動等を行ってきました。本日のご盛会を心より祈念いた
します。

日本医師会　会長　横倉　義武
日本歯科衛生士会　会長　金澤　紀子
日本医学会　会長　高久　史麿
全国自治体病院協議会　会長　邉見　公雄
内科系学会社会保険連合　代表　工藤　翔二
日本内科学会　理事長　小池　和彦
日本作業療法士協会　会長　中村　春基
日本理学療法士協会　半田　一登
全国病院理学療法協会　会長　平野　五十男
日本病院薬剤師会　会長　北田　光一
日本精神科看護協会　会長　末安　民生
日本生殖学看護学会　野澤　美江子
全日本鍼灸マッサージ師会　会長　杉田　久雄
NPO法人みんなの歯科ネットワーク　桝本　純

新日本医師協会　会長　岩倉　政城

日本の歯科医療は国民皆保険の制度によってあらゆる人々に高い水準の歯科医療を提供してきた輝か
しい実績があります。
この実績が今、格差社会によって無保険者、自己負担の高騰が国民の歯科受診をはばみ、歯科医療担
当者は低い歯科保険診療報酬によって疲弊させられています。我々新医協は国民の命と暮らしを守っ
て60年、活動を続けてきました。
今回の国民の歯と口の健康を守る集会に熱い連帯の挨拶を送ります。

歯科医療の未来を語る懇談会　脇本　征男

歯科技工の海外委託訴訟では全面的物心のご支援を賜り、ありがたく感謝の念で一杯でございます。
組織的にどうあるとか、職業的にどうであるとか、結局は家族と同然の同業者達が裁判で戦っている
現実に振り向いてもくれない業界です。
そんな中で貴団体のこの実行委員会は、思想、信条、政党を超えて、私たちの業をご理解いただく為
の活動として継続して参りました。感謝です。
確かに、業界では弱者？である歯科技工士をターゲットにする事は、利用感もあるのでしょうが、そ
れのみ一辺倒ではなく、どの仕事が無くなっても業界は困るのです。患者、国民の為の歯科医療が、
果たしてこれで是とするのか否とするのか。どなたもこれで良いとは思っていないはずです。
なぜこうなってしまったのか。それぞれの仕事の存在を今一度御一考願います。

家庭栄養研究会　阿部　五百子

とくに、子どもや高齢者が、安心して歯科治療を受けられ、健やかな成長と老後を送れるよう保険制
度の改善を希望します。子どもの脳の発達や中高年の認知症への影響も大きく、国民にとってますま
す大きな問題です。歯科医療を支える方々の身分補障、待遇改善も国と自治体の責任でまっとうな水
準まで引き上げて下さい。

青森県保険医協会　会長代行　引地　基文　
徳島県保険医協会　理事長　古川　民夫
島根県保険医協会　会長　岩田　兼正

スモンの会　全国連絡協議会　議長　中西　正弘

“歯は命、ほんとうにそうだ”と思います。若い時に忙しいから、お金がないから…とつい放置して
いた事を年老いて後悔している人は多いと思います。誰もが安心して医療を受けられるような環境づ
くりの為がんばって下さい。私たちは6月3日～4日が公害被害者総行動で、“なくせ公害、守ろう地
球環境”と全国から集って行動をします。日程が重なるので参加できませんが、集会のご盛会を祈念
し連帯のあいさつを送ります。

全日本視覚障害者協議会　代表理事　田中　章治

全国団体
（医療関
係、市民団
体）



認知症の人と家族の会　高見　国生
国民春闘共闘委員会　小田川　義和
新日本婦人の会　会長　笠井　喜美代

日本母親大会連絡会　小松　久子
良い歯を持つことは、健康の源です。みな様のとりくみに敬意を表しますとともに集会のご成功を
祈っております。

全国商工団体連合会　常任理事　今井　誠
国保料が払えず保険証がないため、医者にかかれないなど命を脅かす事態が広がっています。安心し
て受けられる歯科医療の確立は、中小業者にとっても大きな要求です。また、多くが中小業者である
歯科技工士の地位向上、待遇改善を求める運動に賛同します。集会のご成功を願っています。

新日本スポーツ連盟　和食　昭夫
日本のうたごえ全国協議会　会長　田中　嘉治
国民春闘共闘委員会　代表幹事　小田川　和義
全労連・全国一般東京地本吉田製作所労働組合
委員長　林　克己
働くもののいのちと健康を守る全国センター
福地　保馬

多くの職場の労働者にとっても、歯科医療の現場で働くものにとっても、歯科医療の充実は緊喫の課
題です。国民の命と健康を守る活動、ともにすすめていきましょう。

全日本年金者組合　中央執行委員長　冨田　浩康
健康は歯をもつことは、長寿の前提です。年金者組合としても、誰もがよい歯をもって長生きできる
ように、歯科医療・健診の問題に取り組んでいきたいと思います。

全繊維産業労働組合　執行委員長　砂山　七郎

映画演劇労働組合連合会　金丸　研治

「歯は命6.4国会集会」に賛同します。アベノミクスで話題になるのは株価ばかり、景気の先行きは
見えず、2014年4月の消費税8％への増税は国民の懐に追い打ちをかけ、格差と貧困はますます拡
大しています。日本国憲法25条では「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有
する。」とあり、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び
増進に努めなければならない。」とされています。収入の過多で医療を受けられるかどうかが決まる
ことは本来あってはならない事であり、今こそ憲法25条の精神に立ち返り、国は国民に健康的に暮
らせる医療を実現するべきです。併せて医療労働者のその労働の価値に対し、正当な対価が得られる
ようにしなければいけません。医療関係者と医療受益者は連帯して国に対し、歯科医療の総合的充実
を求めましょう。

日本原子力研究開発機構労働組合　花島　進
特殊法人労働組合連絡協議会　議長　平岡　信彦

秋田県歯科医師国民健康保険組合

国保組合に対する国庫補助32％の確保に関して、ご理解ご支援を賜りまして、誠にありがとうござ
いました。
我が国の国民皆保険制度を守る上で本大会が盛会に開催されますことを心よりお慶び申し上げますと
ともに、貴会の益々のご発展をご祈念申し上げます。

北海道歯科医師会　会長　富野　晃

秋田県歯科医師会
集会の開催おめでとうございます。この集会を通じ貴会が益々ご発展されますことをご祈念申し上げ
ます。

岩手県歯科医師会　会長　箱崎　守男
千葉県歯科医師会　会長　斎藤　英生
兵庫県歯科医師会　会長　豊川　輝久
奈良県歯科医師会　会長　森口　浩充
札幌歯科医師会（北海道）　会長　藤田　一雄 貴会の６．４国会内集会のご盛会を祈念いたします。
北見歯科医師会（北海道）　会長　金山　洋一

千歳歯科医師会（北海道）　会長代行　河井　芳樹
真に残念ながら出席することはできませんが意義ある「“歯は命”６．４集会」の大成功と貴会の
益々のご発展を心より祈念しております。

釧路歯科医師会（北海道）　会長　中谷　洋司
角田歯科医師会（宮城県）　目黒　一美
上山市歯科医師会（山形県）　髙橋　一弘
伊勢崎歯科医師会（群馬県）　会長　松本　徹
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前橋市歯科医師会（群馬県）　会長　田口　章太

松戸歯科医師会（千葉県）　渡辺　勝久

我が国の歯科医療費は他国に比べて低い水準におかれてます。このため歯科医院の経営や歯科衛生士
や歯科技工士の待遇は悪化の一途です。
さらに患者自己負担の増加のために受診抑制、医院増加のために患者減少となりつつあります。
福祉を改善するための消費税増税の話は、いったいどうなったのでしょうか。

山武郡市歯科医師会（千葉県）　宇井　康悦
山武郡市医師会（千葉県）　伊藤　よしみ
藤沢市歯科医師会（神奈川県）　鈴木　聡行 盛会となることを祈念いたしております。
富士宮市歯科医師会（静岡県）　髙木　淳
三島市歯科医師会（静岡県）　会長　鷲巣　暢夫
沼津市歯科医師会（静岡県）　会長　岡山　一成
土岐歯科医師会（岐阜県）　佐々木　正道
伊勢地区歯科医師会（三重県）　福田　幸弘
松阪地区歯科医師会（三重県）　会長　長井　雅彦
亀山歯科医師会（三重県）　落合　力
伊賀医師会（三重県）　会長　水谷　敬一
津地区医師会（三重県）　会長　荘司　邦夫
伊勢地区医師会（三重県）　会長　畠中　節夫
紀北医師会（三重県）　会長　長谷川　陽
下関市歯科医師会（山口県）　会長　藤井　信
光市歯科医師会（山口県）　会長　藤本　茂樹
小野田歯科医師会（山口県）　会長　嶋本　達家
熊毛郡歯科医師会（鹿児島県）　会長　榎本　孝
薩摩郡歯科医師会（鹿児島県）　会長　甫立　宗一
南薩歯科医師会（鹿児島県）　会長　﨑元　誠

歯科技工士
会

岩手県歯科技工士会　小泉　清三郎

宮城県歯科技工士会　佐藤　誠
秋田県歯科技工士会　今野　悟
千葉県歯科技工士会　会長　佐藤　弘
神奈川県歯科技工士会　会長　青木　彰
石川県歯科技工士会　会長　杉本　雄二
兵庫県歯科技工士会　代表理事　高田　明典
福岡県歯科技工士会　会長　直塚　正昭
佐賀県歯科技工士会　会長　牛島　太賀志

大分県歯科技工士会　会長　川端　道徳
いつも応援だけでもうしわけないと思いつつもなにかの形で協力をしていきたいと考えております。
常に要望を発言することの大切さも越えての活動お世話になります。



山口県歯科技工士会　会長　藤井　康弘

歯科技工士という職業が、存続の危機にある事をご存知でしょうか。
国民の皆様や多くの歯科医師の先生方でさえ、その事を感じていらっしゃらないでしょう。それは、
長年にわたり歯科治療に不都合がなかったからでしょう。
しかし、現在の歯科技工士学校の定員充足率は７割未満、卒業生の５年以内の離職率は７～８割、歯
科技工士の全体数こそ、やや減少傾向に留まっていますが、歯科技工士の約５割が50才以上とな
り、この傾向は加速度的に進んでいくことと思われます。
歯科技工は熟練の技術も重要ですが、生産力は40才以下の若い歯科技工士にかかっています。十数
年後、現在の50才代の歯科技工士が一線を退く頃には、歯科技工士全体の減少もさることながら、
その生産力は著しく低下し、患者様に必要な技工量がこなせなくなると思われます。そうなった時に
は遅いのです。歯科技工士は歯科技工士学校に２年～４年の就学が必要で、その後国家資格を取得し
ます。さらに一線の歯科技工士になるには、数年の就業が必要です。また一度離職した歯科技工士が
復職する事は、きわめて少ないと思われ、簡単には生産力は上がりません。
歯科技工士の離職の原因は、経済的問題と長時間労働です。その事により、職業としても選択されな
い理由にもなっています。
歯科技工士が安心して、患者様のためにも歯科技工料金ではなく歯科技工技術の競争が行われるよう
な歯科保険制度にして頂きたい。補綴物に対する保険点数が固定されているのに、その中の歯科技工
料金が自由競争である必要はないと思います。そのために必要な歯科保険点数を是非検討して頂きた
いと思います。
歯科技工士は本当に良い職業だと思います。次世代の若い歯科技工士が育つ環境を、是非与えて下さ
い。

宮崎県歯科技工士会　宮永　齊

「“歯は命”６・４集会」実行委員会の趣旨には大いに賛同しますが、所用がありどうしても参加で
きません。集会が成功裏に終了しますことをご祈念申し上げます。
本会は昨年の生涯研修で、京都府歯科保険医協会の林光一理事長をお招きし、「制作技工費を歯科点
数表に新設するために（案）」との演題で講演していただいた後に、本会々員との意見交換の場も設
けていただきました。その際に感じたことですが、歯科点数表に歯科技工費が新設されても、その費
用が歯科技工料として確実に制作者に届かなければ、歯科技工士にとっては何の益にもなりません。
同様に、貴実行委員会の要求案（６項目）も何一つ反対するものではございませんが、歯科技工技術
料が大幅に引き上げられたとしても、それが制作者に届かなければ、これもまた歯科技工士にとって
は何の益にもなりません。日本歯科技工士会も経済問題解決には少々“及び腰”で不満もあります
が、日技連盟の2015年度活動方針に「社会保険歯科診療に係わる製作技工に要する費用が、担当者
に正当に届くための渉外交渉を行う」とあります。
歯科技工士に正当な技工料金が支払われる制度の構築が実現できなかったら、迷惑を被るのは「安か
ろう、悪かろう」の粗悪補綴物を嵌められる患者であり、喜ぶのは歯科医療費の抑制がなる政府では
ないでしょうか。歯科技工料の直接請求が理想ではありますが、無理ならば林京都府歯科保険医協会
理事長が提唱されている製作技工費の点数化でも結構です。
日技会員の多くが抱いている「歯科診療報酬の引き上げ策に利用されるだけでは……」との懸念を払
拭するためにも、技工料金に関するもう少し踏みこんだ方針を掲げていただければ有り難く存じま

札幌歯科技工士会　会長　道垣内　茂樹

北海道歯科衛生士会　会長　武藤　智美

青森県歯科衛生士会　石田　菜穂子

秋田県歯科衛生士会　福司　郁子
当日は残念ながら参加することができませんが、どうぞよろしくお願いします。歯科治療を誰もが安
心して、治療費の窓口負担引き下げや技工士、衛生師の地位向上、期待したいです!!

茨城県歯科衛生士会　芹澤　鏡子 健康長寿社会に向けて、歯科医療関係者とともに取り組んでまいります。

栃木県歯科衛生士会　会長　林　幸子

群馬県歯科衛生士会　神戸　節子

新潟県歯科衛生士会　三富　純子
石川県歯科衛生士会　会長　市川　洋子

長野県歯科衛生士会　会長　丸山　安基子

岐阜県歯科衛生士会　会長　野々垣　静子

歯科衛生士会



京都府歯科衛生士会　坂井田　千秋
兵庫県歯科衛生士会　小松　陽子
岡山県歯科衛生士会　武田　明美
大分県歯科衛生士会　会長　有松　ひとみ
大阪府・豊能町役場町長　田中　龍一

大阪府・能勢町　町長　山口　禎

「“歯は命”６・４集会」のご盛会を心よりお慶び申し上げます。
口の健康は私たちの食生活と会話の文化を支えるための基本となるものであり、安心して暮らせる社
会を構築するためには欠かすことのできない大変重要なものであります。
皆様の積極的な活動を通して、誰もが安心して受けることのできる医療の実現を期待しますととも
に、本日の集会が実りあるすばらしいものとなりますようご祈念いたします。

大阪府・八尾市

「『“歯は命”健康長寿社会にむけて保険で良い歯科医療を』６．４国会内集会」のご開催を心より
お慶び申し上げます。皆様方におかれましては、平素より、歯科医療の充実に向け、積極的な活動を
展開され、そのご尽力に対し、深く敬意を表する次第であります。本日ご参加の皆さまのご活躍なら
びにご健勝とご多幸を心より祈念いたします。

専修大学教授　晴山　一穂 歯科技工士の離職率の高さに驚きました。一刻も早い改善を願います。
神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科教授　足立　了平
みらいクリニック　今井　一彰 食の入口を守るためですね。
花園大学教授　吉永　純 社会保障総破壊ともいえる中で、貴集会は大変意義深いと思います。期待しております。
金沢大学人間社会研究域経済学経営学系准教授
杉橋　やよい

趣旨に賛同します。医療費は、年齢に関係なく、原則無料にすべきだと考えます。

海老名　香葉子
虫歯の日6.4はもっともっと全国的に知ってほしいと思います。歯のきれいな人は心まできれいと思
われます。私の廻りに物書きさん、画家、漫画家、職人等仕事に夢中になると歯を磨きません。でも
磨いたあとはすっきりした顔をいたします。ご発栄を共に祈ります。仕事中にて参加出来ずお許し下

おすぎ
ピーコ

映画監督　山田洋次
映画作りの現場で働くフリーのスタッフは誰もが歯の問題で悩んでいます。良い日本映画を、良い映
像作品を生むために、良い歯科医療の制度を求めます。

医療ジャーナリスト　田辺　功 保険で良い歯科医療は国民の願いです。みなさんの運動を応援します。
神奈川機関紙印刷所　代表取締役　横山　草太 集会の主旨に全面的に賛同します。ご盛会を祈念しております。
関西共同印刷所　中上　誠

ダンアート　左　芸数
「歯は命6.4集会」の成功を期待致します。日本の長寿の方々が健康で幸せになるために日夜奮闘し
ている皆様に心から敬意を表します。

きかんし　代表取締役社長　佐藤　操

皆様の日頃のご奮闘に敬意を表します。
国による社会保障費の削減の下、厳しい経営を強いられる歯科医院や低賃金で働かざるを得ない労働
者など歯科医療の現場の厳しさが増していることは、国民の健康・生命にかかわる重大な問題です。
「保険でよい歯科医療」の実現は患者、国民、歯科医療にかかわるみなさまの共通の願いであること
は当然です。
私達も微力ながら集会の主旨に賛同・支持し、患者・国民のための歯科医療の充実が実現されること
を国に強く求めます。みなさまの運動のますますの発展と躍進を願い、本集会への賛同アピールとい
たします。

ヒケデンタルオフィス　飛毛　隆弘
デンタル・クラフト　佐藤　晃嗣

萩野谷歯科技工所　萩野谷　幸三
長年業務に関わってきました。オーバーワークの割には料金が安い。
40年前の補綴によっては、20％～30％低いとは考えられません。
厚労省、労働基準局他と問い合わせしながら改善をはかっていかなければならないと思う。

小林　正春（個人）
歯科技工士　田村　栄
多賀歯科補綴研究所　木村　裕一

著名人、文
化人、個人

大学関係、
研究者、医
療関係者な
ど

自治体



はるな生協　福島　沙綺 歯科技工士と歯科衛生師の地位向上と待遇改善をお願いします。
ユーラスツアーズ　代表取締役　佐藤　和子
勤労者レクリェーション協会　取締役社長　近藤　善美 集会には参加できませんが、応援しております。
千葉県商工団体連合会　会長　星野　吉次
茂原民主商工会
葛飾民主商工会
武蔵野民主商工会　会長　中田　正雄 ご盛会を祈念致します。
浦和民主商工会

厚木民主商工会　事務局長　高橋　雅子

歯科治療をするには、お金と時間がかかります。消費税増税に苦しむ中小零細業者には、お金も時間
もなく、健康破壊に繋がっています。
誰もが保険を使って充分な治療ができるよう強く望みます！
歯医者さんも、歯科技工士さんも歯科衛生師さんも患者さんも皆が納得する歯科医療の実現のため力
を合わせましょう！

渋谷民主商工会　会長　田中　正敏

三郷民主商工会
私たち中小商工業者は大好きな商売を元気で長く続けることが一番の願いです。貴団体の取り組みに
賛同し,応援します。

深谷民主商工会
新日本婦人の会　千葉県本部　会長　松田　まつえ
安心してくらせる街づくりをすすめる静岡の会
山梨　幸夫
千葉土建一般労働組合　鈴木　徳男


