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歯科医師の倫理綱領 

─  表紙に寄せて  ─ 

　われわれ歯科医師は、日頃

より歯科医学および歯科医療

の研鑽を通じて培った知識や

技術をもって、人々の健康の

回復と疾病の予防のために貢

献するものである。 

　例年どおり多くの
人が見物に訪れる有
名なイルミネーショ
ンスポットです。来
年には、社屋が移転
するためこの景色も今年が見納めとの
こと、少し寂しい気がします。 

（ＨＫ） 
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見出しでひきつける
新聞を読まないという人は小数派だと思う｡ 新聞はよく出来てい
る (新聞の宣伝ではないのですが)｡ 見出し小見出しレイアウトと
患者さんに説明する言葉や文章のヒントが多く隠れている｡
昨今の医療苦情は医療側と患者さんとの ｢言葉｣ のやりとりの行き違いやコミニュケーショ
ン不足が関係して起こることが多くなっているという分析結果がでている｡ 伝えたいことを
正確に伝えるためには､ 何をどう伝えるかの工夫も必要になってくる｡ 新聞は見出し・小見
出しで人をひきつけ､ 本題に入り､ さらに詳細を説明するという手法を使っている｡
見出し・小中見出し・詳細というピラミッド
９月27日を皮切りに熊本日日新聞に ｢意外にこわいぞ！歯周病｣ というタイトルで８週連
続の記事を見られたかたも多いと思う｡第２回目の小見出しが ｢糖尿病と相互に影響｣で､中
見出しに ｢早期発見､ 治療で相乗効果も｣ とある｡ ここだけ見ても読者は ｢歯周病という病
気はこわいもので､ 糖尿病の治療とも関係している｣ ということを理解し､ 詳細は記事を読

みなさいというピラミッドパターンが出来上がっている｡
自己表現のスキルアップ
何気なく見ている､ テレビニュースや週刊誌も､ す

べてこの手法であることに気づくことでしょう｡ 今年
度の保険点数改正における ｢紙だし｣ にもあてはまる
ことです｡ 患者さんにわかりやすく納得させる説明に
も工夫が必要になってきました｡ 話し言葉､ 文章力の
スキルアップのひとつの指標として､ 見出し､ 小見出
しの使い方を少し考えてみたらいかがでしょう｡

人の振り見て､ 我が振り直せ！
先日の話である｡ 診療終了ころに電話がなった｡
｢市立病院の○○です｡ 先生はいらっしゃいますか｡｣ ｢はい､ 宮坂です｡｣
｢今日は来られましたか？｣ ｢私？？？？ 何のことやら？？？｣
頭をめぐらしやっと解決の糸口をつかんだ
｢市立病院で訪問診療をしてもらっている､ ○○の主人です｡ 先生いらっしゃいますか｡｣
｢はい宮坂です｡｣ ｢今日は診療に来られましたか？｣ というのが正しいやりとりだった
のです｡
日常こんなやりとりしていませんか？自分だけ分かって､ 相手が分かっていないことが以
外にありませんか？普段何気無く使っている専門用語も一般に認識されていない言葉が多い
ものです｡
人間味を磨け
最後に見出しの話に戻りましょう､ この文の見出しと本文内容と関連してないとお気づき
かと思います｡ 見出しを見て ｢人間味を磨け｣ とあり､ 立派な提言があるのかなとお思いの
方がいたかもしれませんが違います｡ ｢人間､ 味を磨け｣ になるとどうでしょう｡ 句読点の
つけ方でも文章の内容が変わるという例です｡ 広報の原点は､ 一人一人の口コミです｡ 患者
さんに何かを伝えるための工夫をしましょう｡ ひとりよがりにならないようしっかり伝える
工夫をしましょう｡
伝わらなければ､ 言っていないことと同じじゃないでしょうか｡
きちんと伝える努力をしたいと思います｡

�� � � � � � �
広報理事 �� ��
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本日､ 県保健医療推進協議会に出席して参
りました｡ 主な議題は､ 平成20年度からの
｢第５次県保健医療計画｣ の策定です｡ ｢くま
もと21ヘルスプラン｣ の中では､ 生活習慣病
対策の一つとして､ 歯の健康について取り上
げてもらいましたが､ 今回の保健医療計画に
は､ 現段階では歯科分野はほとんど入ってい
ない状況です｡ 第５次保健医療計画では､ 様々
な指標を作っていく過程で､ 行政が非常に細
かい所まで絡んで参ります｡ 今後､ 重要なこ
とは､ それに対し､ 歯科の専門家としてのア
ドバイスと指摘がどこまで出来るかにかかっ
てくると思います｡ 会務執行にもご協力いた
だき感謝いたします｡
今週末には九地連学会が宮崎で開催されま

す｡ 多数の先生方に参加していただきますよ
うお願いいたします｡

会会務務報報告告 (自：９月21日～至：10月18日)
総 務：理事会､常務理事会､日歯理事会､

日歯常務理事会､ 100周年記念県
知事表彰・県教育委員会表彰の依
頼

学 術：九州各県学術担当者会
社会保険：九州各県社会保険担当者会､ 都道

府県社会保険担当理事連絡協議会
地域保健：子育てすくすくこども博､ 都道府

県地域保健・産業保健担当理事連
絡協議会､ 笑顔ヘルＣキャンペー
ン打合せ

厚生管理：健康診断､ 九州各県医療管理担当
者会､ 九州各県厚生担当者会

広 報：熊歯会報､ 九州各県広報担当者会
学校歯科：学校歯科医研修会
医療対策：九州各県歯科医療安全対策担当者

会､ 医療相談苦情事例報告
センター・I調査・IT：介護保険研修会､ 県

との委託事業打合せ
学 院：推薦入試
国 保：理事会､ 全歯連総会

会会務務報報告告そそのの２２
１. 推薦
①文部科学大臣表彰

城井 陽子 会員 (玉名郡市)
安光 千年 会員 (阿蘇郡市)

＊表彰式 10月19日 (木)
全国学校歯科保健大会 於：浦安市

②厚生労働大臣表彰
牧 正仁 会員 (鹿本郡市)

＊表彰式 11月11日 (土)
全国歯科保健大会 於：長崎市

③日本歯科医師会会長表彰
森本 博仁 会員 (玉名郡市)

＊表彰式 11月11日 (土)
全国歯科保健大会 於：長崎市

２. 退会会員
○ 土島 晋 会員 (勤務医会員・９月30日
付・堤歯科医院退職)

３. 関係機関団体からの委員等推薦依頼
①熊本県歯科技工士試験委員会委員
松岡 拓治 理事 高松 尚史 理事

10月24日 (火) 午後５時から県歯会館第１会議室にて､ 堤会長ほか全役員出席のもと議長を堤
会長､ 議事録署名人を八木理事､ 高松理事として開催された｡

堤会長あいさつ

会務報告の中島常務
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＊任期：委嘱の日から平成19年３月30日
まで

②熊本県へき地保健医療対策に関する協議
会委員 竹下 憲治 理事
＊任期：委嘱の日から平成20年３月31日

まで
③熊本県プライマリ・ケア研究会世話人
堤 直文 会長 小島 博文 副会長
＊任期：平成18年４月1日から平成20年

３月31日まで
４. 関係機関・団体からの共催・後援依頼
①熊本県プライマリ・ケア研究会｢平成18
年度総会・研修会｣ (共催)
＊本会館４階大ホールをメイン会場にし
て､ 12月10日 (日) 午後１時～４時ま
で､ 介護予防をテーマに開催する｡

②熊本小児歯科懇話会｢第51回例会｣ (後援)
５. 閉院に伴う収入割会費徴収中止会員
熊本市の一般会員１名の閉院届出を受理し､
収入割会費の徴収を11月より中止する｡
６. 部活動補助金交付申請
剣道部とボウリング部からの申請を受理し､
補助金を交付する｡
７. 医療機関における安全管理体制
厚生管理委員会の方で､ 日歯からの文書を

要約し､ 全会員に発送する｡
８. 新入会員研修会の次第・運営
12月９日土曜午後３時より県歯会館におい

て開催する｡ 今回は特別会員の２３医療機関
の代表歯科医にも案内を送付し､ 参加しても
らう｡
９. 各委員会企画講演会の開催
学術委員会から提出された ｢各郡市に対す

るマウスガード講演会｣ と厚生管理委員会か
ら提出された ｢医院活性化と患者満足度向上
のための講演会｣ の開催を承認した｡
10. 各委員会平成19年度事業・予算立案に伴
う助言事項
各委員会の担当理事は､ 常務理事以上担当

役員の助言事項を基にしながら､ 平成19年度
の各委員会事業計画・予算案を立案し､ 11月
22日までに事務局へ提出する｡
11. 会館管理に伴うランニングコスト
新会館に移転し､ 特に電気料金がかさんでい
るため､ 電気料金節約のための方策を役員と
職員各々で考えることとした｡ あわせて､ 役
員には会館の使い勝手について気付いた点も
挙げてもらうこととした｡

12. 会館１階ロビー貸出しに伴う｢利用手引
き・使用申請書｣
利用の手引きと使用許可申請書を作成した｡
13. 会館での行事開催時の役員・委員の駐車
場利用
新会館の方ではなく､ なるべく旧会館の電

鉄沿線側の駐車場を利用する｡
14. 第二期工事工程会議
10月14日より鉄骨立て方工事が始まり､ 学

院増築部分の概観がみえてきている｡ 28日に
は１階・２階床部分のコンクリート打設を行
い､ その後屋根・庇の取り付けが行われる｡
15. 各会計９月末現況
西野常務より詳細な報告があった｡
16. その他
○第２期のモニターの募集を行っているが､
１期目に比べて応募が少ないので､ 熊本
市の8020推進員や役員の知り合いにも声
掛けを行う｡
○阿蘇郡市の非会員の歯科医院が､ 新聞の
折込チラシに掲載した広告は違法である
との地元郡市歯会からの話を受け､ 医療
広告規制の資料を管轄の保健所に送付し
た｡

○熊日の新聞広告 ｢飲酒運転撲滅宣言企画｣
と日本医師会のＴＶＣＭの紹介があった｡

協協 議議
１. 口腔保健センター年末年始診療の運営
[承認]
行政からの補助金が削減される傾向にあり､
また受診者数も以前に比べ､ 少し減っている｡
したがって､ 出務者数､ 報酬､ 昼食を昨年よ
り一部減らすこととした｡
２. センター・調査ＩＴ委員会の分離並びに
業務内容 [承認]
次年度より､ センター (介護保険分野を含

む) 委員会と調査ＩＴ委員会に分離すること
とした｡
３. 歯科医師会と会員の役割
渡辺常務理事作成のチャート表を完成させ

るため､ 役員それぞれ各自で熟考したのち､
11月14日 (火) 開催の役員合同勉強会にお

いて検討を深めることとした｡
４. その他
５. 11月当面の行事予定

小島副会長より説明承認した｡
(広報 宮坂圭太)
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九州各県医療担当者会が､ 10月７日 (土)

午後２時より大分県歯科医師会館にて開催さ

れた｡ 日歯からは､ 太田謙司常務理事が出席

され､ 本県からは､ 竹下理事・浦田委員が出

席した｡ まず､ 大分県古賀副会長より開会の

辞があり､ 大分県丸尾会長の挨拶後､ 太田常

務理事より日歯報告が行われた｡

[日歯報告]
今後の医療安全対策について､ 安心・安全・

信頼の医療の確保として以下の対策を報告さ

れた｡ ①根拠に基づく医療 (ＥＢＭ) の推進

②医療の質の向上に向けた第三者評価の推進

③医療安全支援センターの制度化④院内感染

制御体制の整備・行政処分を受けた医師に対

する再教育の義務付け⑤在宅医療の充実｡ 又､

歯科助手の仕事範囲の徹底やマウスガードに

ついての日歯の取り組みの説明がされた｡

次に座長に大分県の伊東理事､ 副座長に福

岡県の香月医療管理部長が選出され､ 早速協

議が行われた｡

[協議事項]
①各県の事業計画・予算報告②保険点数改正

������������ 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼頼のののののののののののののののののののののののの医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療のののののののののののののののののののののののの確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保

―九州各県医療管理担当者会―

に伴う医療管理としての各県の事業について

③委託事業への取り組みについて④各県作製

のパンフレット等の相互利用共有について⑤

個人情報保護法の対応について⑥歯科技工士

待遇について⑦未入会者対策について⑧マウ

スガードの各県の取り組みについて⑨保健所

の医療監視への対応について⑩代診派遣制度

について､ 太田常務理事の説明も交え協議が

された｡ 最後に大分県古賀副会長より閉会の

辞があり､ ３時間に及ぶ非常に範囲の広い医

療管理分野の担当者会が終わった｡

(厚生・管理 浦田 琢二)

今後の医療安全対策について協議

� ���� �� �

平成18年度 学校歯科医研修会

◆第２回 日 時 平成19年１月13日 (土) 午後３時～午後５時30分
会 場 熊本県歯科医師会館 ４階大ホール
内 容 基礎(40分)・各論(１時間)・応用および実践(30分)

質疑応答(20分)

※事前申し込みが必要です｡ 所属郡市歯科医師会へ直接お申し込みください｡
(学校歯科委員会)

���� ��������������
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11月２日 (木) 午後２時より宮崎県歯科医

師会館において､ 平成18年度熊本国税局管内

税務指導者協議会が開催された｡ 本県からは､

竹下理事と副委員長の池嶋が出席した｡ まず､

鬼村晃太郎宮崎県歯科医師会青申連副会長よ

り開会の辞があり､ つづいて田島逸男宮崎県

歯科医師会青申連会長の挨拶があった｡ ｢４

月の改正による大幅な収入減少の中で､ この

会が､ 節税対策など､ 出口を減らすという意

味においても有意義な会となるように｣ との

ことだった｡ つづいて太田謙司日歯青申連専

務理事より報告があり､ ｢医療法の改正が６

月に決定し､ 来年４月１日より施行される｣

とのことだった｡ 管内各歯科医師会の現況報

告､ 適正申告推進モデル地区の活動状況につ

いて報告があり､ 次に､ 岡崎剛日歯青申連嘱

託税理士による ｢歯科医業経営の現状｣ の講

演があった｡ 度重なる医療費削減政策に伴う

医療現場は､ ますます厳しさが増しています｡

その中で､ 昨年度より免税点が3000万から

1000万になったことでの影響についてなどの

詳細な説明があり､ 簡易課税制度の選択につ

いては､ 届出制を廃止し､ 申告時に選択でき

るように要望していきたいとのことだった｡

宮崎県歯科医師会から青申連への ｢経営の厳

しい状況において､ 今後､ 会員へどのような

指導を考えているか｣ との質問がありました｡

青色申告をするしないにかかわらず､ 日々の

現金の出入りを院長自らが把握することが､

������������ 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅幅なななななななななななななななななななななななな収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少のののののののののののののののののののののののの中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中でででででででででででででででででででででででで節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策をををををををををををををををををををををををを行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行うううううううううううううううううううううううう

―国税局管内税務指導者協議会―

現状においてはまず必要であるとの回答だっ

た｡ その他､ 社会保険診療報酬等に対する消

費税の非課税制度の問題点および､ ゼロ税率

課税制度にあらためる要望を続けて行うむね､

詳しく説明があった｡

休憩をはさんで､ 第二部が行われた｡ 熊本

国税局課税部個人課税課長補佐の倉岡誠也氏､

記帳指導専門官の甲斐哲二氏に出席いただき､

｢国税局管内における税務の現状｣ について

説明があり､ つづいて､ 宮崎県からの質問へ

の回答として､ 平成18年度､ 法人税関係法令

の改正の概要の中から､ 役員給与に関する改

正についての説明があった｡ 給与所得者の所

得税と住民税に関して､ 税源移譲による変更

のため､ 源泉徴収税が変わることについての

説明､ e―Ｔａｘ普及に関するお願い､ 説明

があった｡

次年度は熊本県での開催予定である｡

(厚生・管理 池嶋 由希)

日々の現金の出入りを院長自らが把握することが必要

� ���� �� �
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９月10日 (日) 午前９時30分より､ 熊本県

歯科医師会館４Ｆ大ホールにて､ 熊本大学大

学院医学薬学研究部総合医薬科学部門感覚・

運動医学講座顎口腔病態学分野､ 篠原正徳教

授を講師にお招きして､ ｢歯科臨床における

院内感染予防｣ について講演いただいた｡

講演はCDC (米国疾病管理予防センター)

ガイドラインを基に､

１. 歯科においての感染は､ 患者→歯科医療

従事者 歯科医療従事者→患者 患者→患

者の３つの感染経路がある｡

２. 患者と歯科医療従事者の両方が病原体に

曝露する可能性があり､ 感染源にも成り得

るため予防が最も重要である｡

３. 感染の条件として①病原微生物②病原体

が生存増殖する場所と汚染源 (血液など)

③感染経路④病原体が宿主に侵入できる入

り口⑤感染し易い宿主 (免疫能の低下) か

ら成立し､ これらのどれかを防止管理でき

れば感染は防げる｡

というお話から始まり､ 歯科における主な感

染症として血液媒介病原体 (HBV,HCV,HIV

等) を説明された｡

＊HBVの現状は､ アメリカでの医療従事者

と一般人口でのHBV感染状況を例にとる

と､ 医療従事者の職業感染は一般人口に比

べてかなり低い｡ これはワクチンの使用と

ユニバーサル・プリコーション (血液およ

び血液で汚染されている可能性のある体液

は､ すべてを感染の可能性があるものとし

て取り扱うという考え方) の厳守によるも

のであると考えられる｡

＊HCVでは感染力はHBVの１／10程度で､

ウイルスに感染した血液に経皮的または他

の鋭利な器具で損傷した場合の感染危険度

は推定1.8%で､ 歯科医師の感染頻度は一般

人口とほぼ同じであり､ 医療従事者から患

者､ 患者と患者間の感染伝播は報告されて

ないことから感染の危険度は非常に低い｡

しかしワクチンは現在のところない｡

������������
＊HIVについてはHCVのさらに１／10程度

の感染力しかなく､ 感染要因として

①感染器具により深い外傷を受けた場合

②大量の血液 (歯科で一般的に使用される

麻酔針では血液を運ぶ量は少量)

③動脈､ 静脈に刺した針によるもの

④末期の患者の血液 からみると歯科医療

従事者の感染危険率は極めて低い｡

血液に対する曝露を回避することが血液媒

介病原体の感染予防の第一になるが､ 経皮的

損傷の主要な原因として ｢針刺し｣ があげら

れる｡ 針やメスなどの鋭利な器具を使用する

際細心の注意を払うのは言うまでもないが､

両手を使ってリキャップしないことや器具や

手技の見直し､ 個人用防護具の使用､ 手の衛

生など重要となる｡

予防には各医院の院内感染予防に対するガ

イドライン作成が必要であり､ 医療従事者各

自が感染に対して正しい知識を持ち確実に予

防していくことが､ 我々医療従事者や患者の

生命を守る最も重要なことであると再確認さ

せられた｡ ｢また人間はミスをする生き物で

あり100%事故を防ぐことは困難で､ 血液曝

露が起きた場合いたずらに騒ぐのではなく､

曝露後の感染成立の阻止や､ 感染が成立して

しまった場合その影響を最小限にするために

専門医との連携ルートを確立しておくことも

忘れてはならない｡｣ とのお話が強く心に残っ

た｡ (学術 清水 幹広)

院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防ににににににににににににににににににににににににははははははははははははははははははははははははガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドラララララララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンがががががががががががががががががががががががが必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

―感染予防講習会―� ����
講演に先立ちあいさつされる会長
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10月７日 (土) 鹿児島県歯科医師会担当で､

同県歯科医師会館において､ 午後２時より､

九州各県地域保健担当者会議が開催された｡

熊本県からは､ 八木義博理事､ 松岡拓治セン

ター担当理事､ 川瀬博美委員長の３名が参加

した｡

茶圓秀男鹿児島県副会長の開会の辞､ 四元

貢鹿児島県会長､ 池主憲夫日本歯科医師会常

務理事､ 山崎芳昭日歯理事の挨拶に続き､ 出

席者紹介､ 座長､ 副座長の選出が行われた｡

日歯報告では､ 今後の地域保健の方向性､

後期高齢者の制度の問題などの報告がなされ

た｡

日歯への質問
〈熊本県提出〉健康増進法改正法案の成立に

ともなう､ 日歯としての考える方向性につい

て

各県提出協議題
〈熊本県提出〉 ｢8020｣ 推進財団｣ 歯科保健

活動助成事業について

〈他県提出〉地域保健の医歯薬連携について､

8020運動推進特別事業の今後の展開について､

市町村における歯科保健事業の把握について､

食育について､ 以上全体会議では５題の協議

がなされ､ ５分間の休けいの後､ 分科会Ⅰ

(地域保健､ 産業保健) と､ 分科会Ⅱ (介護

保健､ 障害者保健) に別れて会が進行した｡

分科会�
①日歯への質問
〈他県提出〉新しい健診のあり方について

など５題

②各県提出協議題
〈熊本県提出〉 ｢歯の衛生週間｣ 事業におけ

る ｢母と子のよい歯のコンクール｣ 実施状況

について

〈他県提出〉民間健診機関に対する各県の対

応について､ など12題

分科会�
①介護保険関係
本年度より始まった新予防給付関係の協議

������������ 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後のののののののののののののののののののののののの地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健のののののののののののののののののののののののの方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性をををををををををををををををををををををををを確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認

―九州各県地域保健担当者会―

が多かった｡ ｢口腔機能の向上｣ がとりあげ

られたのだが､ 半年たっての現状とこれから

の取り組みが話題にのぼった｡ 各県ともそれ

ぞれの対応をされていて､ 介護保険改正の性

格上､ 歯科医師会の関与の場所は少なく､ 同

事業へ取り組む歯科衛生士の育成と包括支援

センターおよび運営協議会への参加が確認さ

れた｡

②訪問診療関係
訪問診療時の駐車許可については警察署か

ら駐車許可をいただくことが必要､ そのため

には警察と親密な関係を築くことだと結論さ

れた｡ 医科に通院している患者への訪問診療

では､ 実情を報告すれば問題ないという現状

が確認された｡

③障害者関係
各県の口腔センターの現状が報告された｡

新しく開設された宮崎県の経過をお聞きした｡

行政からの委託事業と補助金について確認

した｡ 長崎は2000万､ 鹿児島1989万､ 沖縄

1500万である｡

障害者自立支援法の影響は無かった｡

その他に､ 各県の行政との地域歯科保健で

の関わりが話題になった｡ 頻繁な継続的交渉

が大事だという常識的な結論となった｡

以上のように､ 内容豊富な協議題で担当者

の活発な協議が午後６時まで行われた｡ 懇親

会でも各県の活動について､ 活発な意見交換

が行われた｡ (地域保健 川瀬 博美)

豊富な協議題で活発な協議が行なわれた

� ���� ��
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上記大会が11月11日(土)午前12時30分より

長崎ブリックホール (長崎市茂里町) で開催

され､ 本県からは堤会長と八木が参加した｡

また､ 大会式典においては本年度の厚生労働

大臣表彰および日本歯科医師会会長表彰の表

彰式が行われたため､ 受賞された牧正仁会員

(鹿本郡市) と森本博仁会員 (玉名郡市) も

参加された｡

まず､ 大会実行委員長の長崎県歯会道津剛

佑会長の挨拶があり､ 続いて柳澤伯夫厚生労

働大臣 (代読)､ 大久保満男日歯会長､ 金子

原二郎長崎県知事､ 伊藤一長長崎市長による

あいさつがあった｡ 引き続き､ 歯科保健事業

功労者表彰が行われ厚生労働大臣表彰 (個人

56名､ 団体10団体) および日本歯科医師会会

長表彰 (個人42名､ 団体３団体) を受賞され

た方が壇上に並ばれており､ 一人づつお名前

が読み上げられ､ 代表者に表彰状と記念品が

授与された｡ さらに､ 第55回母と子のよい歯

のコンクールの優秀者 (母子６組､ 12名) の

方に対しての表彰式が行われた｡ その後､ 受

賞者は別会場に移動され､ 表彰状と記念品の

授与式が行われた｡

本会場では､ 落語協会最高顧問である三遊

亭圓歌氏による ｢歯なし家と６人の親｣ と題

する特別講演が行われた｡

基調講演として福岡歯科学園田中健蔵理事

長による ｢口腔医学の創設・育成と口腔ケア

の推進｣ と題した講演があった｡ その中で田

中理事長は ｢現在の歯科大学は一般医学の教

育を更に充実する必要があり､ 口腔疾患の予

防・治療を担当する医療人の育成を目指す必

������������
要がある｣ ｢高齢化社会では､ 口腔ケアは益々

重要になる｡ したがって､ 介護老人保健施設､

介護老人福祉施設には医師と共に歯科医師を

おき､ 歯科衛生士の配置を義務化して､ 高齢

者の口腔ケアを推進することが大変重要であ

る｣ などと強調されていました｡

次の講演は､ 日本リハビリテーション病院・

施設協会の栗原正紀常務理事による ｢口のリ

ハビリテーションのすすめ｣ というものでし

た｡ 栗原理事は口のリハビリテーションで大

切なことは ①寝かせきりで廃用症候群を作

らない｡ ②正しい座位姿勢をとる｡ ③経管栄

養であっても毎食後の口腔ケアを実施する｡

④摂食・嚥下訓練と同時に呼吸・構音訓練も

実施する｡ ⑤認知および味覚を初めとした五

感を大切にする (食べたいと思うようなもの

を提供する)｡ ⑥しっかりした栄養管理を実

施する｡ ⑦チームとして関わり､ 継続性を確

保する｡ という事だと述べられた｡

二人とも､ 歯科医師側の積極的な取り組み

の重要性を強調しておられ､ 改めてその必要

性を痛感した｡

(地域保健 八木 義博)

牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧牧 正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員((((((((((((((((((((厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣臣表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰))))))))))))))))))))
森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森森本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁仁会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員((((((((((((((((((((日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医師師師師師師師師師師師師師師師師師師師師会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰))))))))))))))))))))

―第27回全国歯科保健大会―� ���� �� 受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞さささささささささささささささささささされれれれれれれれれれれれれれれれれれれれるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる

歯科保健活動に積極的な取り組みを
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11月11日 (土) 午後３時から熊本県歯科医

師会館４階ホールで平成18年度学校歯科研修

会が行われた｡

今回は学校歯科医の方々に､ より充実した

学校歯科保健を行って頂くための研修会と位

置づけ､ 第一幕 ｢総論｣､ 第二幕 ｢保健管理｣､

第三幕 ｢保健教育｣､ 第四幕 ｢組織活動｣､ 第

五幕 ｢食育｣､ 第六幕 ｢最近の話題｣､ 第七幕

｢お知らせ｣､ 第八幕 ｢ディスカッション｣ と

８部構成で行われた｡

吉田副会長のあいさつに続き､ 第一幕では

渡辺理事によりDMFTの変化､ 高齢者の残

存歯数の増加､ 現在の学校歯科保健活動の状

況など概要についての話があった｡

第二幕では保健管理を対物管理､ 対人管理

に分けて説明された｡ 健康診断の記入時の注

意点､ ＣＯ､ ＧＯの意味と事後措置の重要さ

が解説された｡ また､ 児童生徒の保健活動が､

セルフイメージの高さと関連が高いことも述

べられ､ 歯科保健活動の学校教育で果たせる

役割の可能性の大きさが理解できた｡

第三幕では保健教育を保健学習と保健指導

に分けて説明があった｡ 歯科疾患は有病率が

高く､ 予防法が確立されており結果が直接見

えるなどの特徴があるので､ 保健教育の格好

の材料であることが話された｡ また､ 健康教

育を通し子供達の自ら考え､ 判断し､ 行動で

きる ｢生きる力｣ を育成することが大切で､

むし歯・歯周病をなくすことが最終目的では

ないことを確認｡

第四幕では組織活動として学校保健委員会

������������
に参加することの必要性を述べた｡ 開催の回

数は年一回が多いが､ 実施後効果を確認しフィー

ドバックするためにはできれば３～４回必要

であることであった｡ 学校保健委員会には児

童生徒も参加する事が必要だとの説明であっ

た｡

第五幕ではまず食育とは生きる上での基本

であり､ 知育､ 徳育及び体育の基礎であり､

学校歯科保健と食育とのかかわりは

１. 器質面の健康

口腔疾患の予防 (う蝕､ 歯周疾患)

２. 機能面の健康

摂食・囁下機能の向上・言語の明瞭化

３. 心身の健康及び社会性の向上

食欲増進による体力・運動能力の向上・

口腔感覚の向上に伴う味わいの向上・息

さわやかによるコミュニケーションの向

上

などが考えられるとのことであった｡

第六幕ではフッ素､ キシリトールなどの予

防用品の紹介､ ラグビー等でのマウスガード

の必要性と効果の解説､ 口腔内の状態と児童

虐待との関連性の説明がなされた｡ 第七幕と

して各お知らせ､ 学校歯科医会への入会案内

などがあった｡

クイズを入れたり､ 動きのあるスライドを

使用するなど､ 理解しやすくするための工夫

も見られた｡ 160名を超える多数の方々の参

加があり､ 今後の活動の発展が大いに期待さ

れる｡

(学校歯科 岩本 知之)

� ���� ��充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実ししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健をををををををををををををををををををををををを行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行ううううううううううううううううううううううううたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたためめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめにににににににににににににににににににににににに―学校歯科研修会―
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九州各県歯科医療安全対策担当者会が10月

14日 (土) 午後２時より､ 佐賀県歯科医師会

館にて開催された｡ 今年度より医事処理担当

者会が歯科医療安全対策担当者会と変更され､

日歯より太田謙司常務理事､ 助村大作医療安

全対策委員長が出席され挨拶された｡ 会議は

佐賀県松尾日出輝副会長を座長に熊本県歯の

犬束理事を副座長に選出し進行した｡ 当県よ

り犬束､ 冨屋､ 片山が出席した｡

[日歯報告]
・今後の医療安全対策について､ 次の３本の

柱を重点項目とした

①医療の質と安全性の向上

②医療事故等事例の原因究明・分析に基づく

再発防止対策の徹底

③患者､ 国民との情報共有と患者､ 国民の主

体的参加の促進

内容は前回と同様で行政､ 医療機関､ 医療

従事者だけでなく患者により広く理解と協力

を得られる事が大切であるとしている｡

・医療安全の確保 (医療法) について

・医療安全センターの制度化

・医療機関の管理者に医療安全確保の義務

づけ

・行政処分うを受けた医師などへの再教育

の義務化等

・歯科医療安全ネッ

トワーク事業に

ついて

������������ ででででででででででででででででででででででででききききききききききききききききききききききききるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ患患患患患患患患患患患患患患患患患患患患患患患患者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者ササササササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドのののののののののののののののののののののののの話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話をををををををををををををををををををををををを聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞ここここここここここここここここここここここここうううううううううううううううううううううううう

―九州各県歯科医療安全対策担当者会―

[協 議]� 平成18年度九州各県歯科安全対策関係事

業計画及び予算について� 各県提出協議題について

・他の委員会との連携について (熊本)

・患者の一方的な恐喝のような場合で､ 弁

護士に依頼した場合の弁護士費用につい

て (熊本)

・医事処理の会員伝達について (宮崎)

・新しい委員へのガイドライン (宮崎)

・相談相手との面談について (長崎) 等

冨屋・片山が､ 当県で作成した ｢医療トラ

ブルと法的対応｣ 等５冊の小冊子を紹介し､

医事処理の対応を説明した｡� 各県事例報告

福岡県：抜歯後麻痺等

大分県：口腔底部粘膜損傷

長崎県：機械・器具による汚損・傷害

各県とも医療処理の対応は様々であり苦慮

されているようである｡

最後に助村委員長より医療トラブルをなく

すには､ できるだけ患者サイドの話をよく聞

き､ 否定的な文言､ 態度を慎む事が必要であ

るという言葉を戴いた｡ 来年度は熊本が当番

県である｡ 実り多い会議にしたいものである｡

(医療対策 片山 幸博)

�� �����

医療安全性の向上を検討
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10月個別指導報告

平成18年10月に､ それぞれ８歯科医療機関の個別指導がウェルシティ熊本で行われた｡ 主

な改善指摘事項は､ 下記の通りである｡

１) 新製義歯調整料の算定の際には､ 新製義歯指導料とは別に､ 調整内容及び調整箇所等を

診療録に記載すること｡

２) 乳歯に対し歯周組織検査を実施する際には､ 必要性を十分に検討すること｡

３) 顎関節症の検査及び治療にあたり､ 筋電図及びマイオモニターを自費にて取り扱ってい

る事例が見られた｡ これらは保険診療の範疇であるため､ 患者が保険診療を希望してい

る限り､ 自費として取り扱うことは認められないものであること｡ なお､ 算定にあたっ

ては必要性を十分検討すること｡

４) 矯正治療を目的とした抜歯については､ 実態として抜歯に該当する症状を呈していなけ

れば､ 保険給付外として取り扱うこと

５) 充填に使用した保険医療材料料は窩洞を単位として算定するものであるが､ 同一歯面に

複数の窩洞が存在する場合については１窩洞として算定すること｡ (唇側面からアプロー

チした隣接面ウ蝕と唇面ウ蝕に対する充填は､ 1つの複雑窩洞として取り扱うものであ

る｡)

６) 歯科口腔衛生指導及び歯科衛生実地指導は､ 抜歯対象又は抜歯前提の歯牙には認められ

ないこと｡

７) 補綴時診断料における文書内容が専門的であるため､ 患者が理解できる内容へと改める

こと｡

８) PMTCを自費にて徴収している事例が見られた｡ 可能な限り機械的歯面清掃にて対応

し､ 自費徴収は極力避けること｡

９) 小臼歯に対しHJKを作製する場合には､ 応分の咬合力に耐えうると判断した根拠を診療

録に明記すること｡

10) ほとんどの小臼歯に対しHJKが作製されている｡ 原則として認められないものであるこ

と｡

11) 暫間固定後､ すぐに抜歯､ 歯冠形成､ TEK等の処置が見られる｡ 暫間固定の必要性を

考慮すること｡

12) 直近のプラークスコアが高値であるにもかかわらず､ 歯周外科手術を実施している事例

が見られた｡ 歯周外科手術はモチベーションの有無を含め､ 適切な時期に実施すること｡

尚､ 11月の個別指導は12歯科医療機関に対して実施される予定である｡

(社保 中嶋 敬介)

個別指導の現場から(No.27)



①会長の氏名
②郡市会員の数
③年間行事､ 事業について
④郡市会の内部で現在問題となっていること
⑤郡市会で現在計画されている事業及び将来の夢
⑥郡市会のキャッチフレーズや特徴
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３. 会員へのカルテ記載等個別相談

厚生・管理

１. 慶弔等への対応

２. 会員・家族の健康診断の実施

３. 放射線漏洩測定器の貸出管理

４. 研修会の開催 (歯科医療の管理経営に

関すること)

５. 会員研修旅行の実施

６. 年末懇親会 (新年懇親会)

７. 厚生行事の充実

広報・調査

１. 荒歯会活動の広報

２. ＩＴ推進に必要な調査､ 研究

３. 健康福祉まつりにおける市民への歯科

健康情報パンフレット配布及びアンケー

ト調査

４. 記念誌資料の調査整備

④小中学校の統合・合併による学校歯科医の

動向

⑤平成19年に荒尾市歯科医師会が､ 創立60周

年の節目を迎えます｡ それに伴い､ 記念事

業を予定しています｡

⑥・会員の平均年齢が若いので｡ 元気がある｡

・毎月､ 全会員が集まり定例会を行う為､

団結力がある｡

・三師会の連携が強く､ 行政や教育委員と

も定期懇談会や懇親会を行っている｡

荒尾市
①氏名：吉田 公典

②29名

③平成18年度荒尾市歯科医師会事業計画

総 務

１. 安全・安心推奨歯科医院の制度の検討

推進

２. 8020達成事業の推進

３. 歯科保健活動の推進

４. 在宅当番制休日歯科診療に実施

５. 会員の福利厚生・親睦の充実

６. 新入会員研修会の開催

７. 保健・医療・福祉分野における協議会

への参加連携強化

８. 各郡市歯科医師会・三師会との連携

９. 関係諸機関との連携強化

地域歯科保健

１. 学校歯科保健活動の推進

２. 歯の衛生週間における歯科無料健診

３. 健康福祉まつり事業への協力

４. 乳幼児健診 (一歳半児・三歳児歯科健

診)

５. いきいき健康づくり教育講座への講演

出務

６. 介護保険事業への協力

７. 在宅介護者訪問歯科診療の推進

学術委員会

１. 生涯研修事業への対応

(１) 日歯生涯研修ＤＶＤ無料配布 (全

会員へ)

(２) 認定証取得の推進

２. 荒玉合同学術講演会の開催

３. 荒歯会学術講演会の開催

４. 学術ビデオの貸出し

社保委員会

１. 保険診療に関する研修会の開催

２. 社保110番への対応



玉名

９月７日 (木) 荒尾市医
師会館において月例会に先
立ち､ 社保研修会が開催さ
れた｡
当日は県歯社保委員会の

前田章二委員長をお招きし
て､ 領収書の発行に際する

注意点について説明していただいた｡ 手書き
にせよレセコン､ レジスター等の機器を使う
にせよ､ 一番のネックは診療内容の項目分類
であるが､ 今回はこの明細内訳や分類の仕方
を中心に解説していただいた｡
さらに､ 先日県歯科医師会より開発された
交付文書作成ソフトの使い方についても､ 実
際にパソコンを動かしながら１つ1つの文書
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―社保研修会―

荒尾

の入力の仕方など詳しく教えていただいた｡
10月から治療費の明細入り領収書発行が義
務付けられるのを前に､ この時期準備をすす
める上で大変参考になる研修会となった｡

(白井 徹郎)

―平成18年度臨時総会―

話された｡ 議長に福富会員､ 議事録署名人に
小林会員と私､ 桐野を選出し､ 順次､ 報告が
あった｡ 会務報告は､ 規久川理事､ 評議員会
報告は､ 森常務理事､ 代議員会報告は､ 冨永
副会長､ 国保組合会報告は､ 島崎会員がそれ
ぞれ報告された｡ 代議員会報告で､ 平成19年
６月20日に熊本県歯科医師会創立100周年記
念祝賀会が予定されていること､ 学校歯科医
研修会への参加依頼､ 国保組合報告では､ 出
産一時金が10月から増額されることなどの連
絡があった｡ 議題の平成17年度 (社) 玉名郡
市歯科医師会歳入歳出決算の承認を求める件
は､ 滞りなく可決された｡ 協議では､ 安田専
務理事から､ (社) 玉名郡市歯科医師会会則
の見直しについて説明があり､ 次回の総会の
ときに改正案を提出する予定で会則検討を進
めていくことになった｡ 社保委員会から､ 書
類の交付､ カルテ記載､ 領収書発行について
改正内容の説明があり､ 学術委員会から11月
24日に郡市学術講演会開催の連絡があった｡

(桐野 美孝)

実際にパソコンを動かしながえら教えていただいた

10月20日 (金)､ 白鷺荘別館で (社) 玉名
郡市歯科医師会平成18年度臨時総会が開催さ
れた｡ 冨永副会長の会館の辞で開会し､ 増田
会長のあいさつがあった｡ 安倍内閣の組閣､
北朝鮮の核実験実施､ 大久保日本歯科医師会
執行部の成立と堤会長の日歯副会長への就任､
熊本県新歯科医師会館の落成､ 社会保険診療
報酬点数改正に伴う書類作成の増加､ 次回参
議院議員候補の石井みどり氏への支援依頼､
城井会員の文部科学大臣表彰受賞､ 森本会員
の日本歯科医師会会長賞受賞といったことを

議題は滞りなく可決された

��������������������������������
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―鹿本移動例会―

11月11・12日に移動例会
(平戸温泉と伊万里の旅)
が行われた｡ 11日は､ 長時
間のバス移動に加え､ 小雨
が降り風も続く肌寒いあい
にくの天気で､ 皆疲れた様
子であった｡ しかし､ ホテ

ルに着き温泉に浸かり食事になると､ そんな
疲れもどこえやら､ 平目・伊勢えび・アワビ・
鯛の塩釜など､ 海の幸に舌鼓を打てば､ 自然
とお酒の方もすすむもの｡ かなりお酒に呑ま
れた方も…｡ ２次会は部屋に移動し､ 普段話
すことのない情報を交換する場となった｡
翌日は､ 某先生の案により､ 朝食前に露天
風呂で集合写真を撮ることになった｡ ホテル
をあとにし､ 松浦氏藩邸を博物館にした松浦

鹿本郡市

史料博物館では､ 平戸藩松浦家の歴史と西欧
貿易港として繁栄した平戸について学んだ｡
平戸城の天守閣からは､ 眼下に海があり､ 晴
天にも恵まれ壱岐を観ることもでき､ すばら
しい眺望であった｡ また､ 平戸大橋を歩いて
渡ろうという､ これまた某先生の案により全
員で渡った｡
昼食､ 伊万里にて伊万里牛のステーキを食
し､ 帰路に着いた｡
今回の移動例会は､ ７名の少人数であった
が､ 地元の美味しい物を食べ､ 文化にふれ､
裸の付き合いに､ 情報交換と､ とても楽しく
思い出深い旅になった｡

(高水間 奨)

―笑顔ヘルＣキャンペーンin上益城―

11月12日 (日) 午前10時
から午後４時まで､ 嘉島町
ダイヤモンドシティ・クレ
アにて､ 8020歯からはじめ

る笑顔ヘルＣキャンペーンの一環として､ 無
料歯科相談・検診・ブラッシング指導が､ 熊
本県歯科衛生士会上益城郡支部の協力のもと
行われた｡
相談内容としては､ 子供の歯列不正や異常

咬合に対する相談が多いようであったが､ 中

には ｢臼歯のブラッシングは､ どのようにす
ればきれいに磨けるようになるか？｣ など具
体的な相談をされる方もおられ､ 衛生士の指
導に熱心に耳を傾けられていた｡
今回､ 会場が熊本市内に近いショッピング

モールということもあり､ 各地から350名程
の来場者があり､ アンケートに答えて頂いた
方には､ 歯ブラシ､ 歯磨剤､ キシリトールガ
ム､ 歯の健康パンフレット､ 風船等が､ 無料
配布された｡
このような郡市会単位で行う歯科相談､ 検

診は､ 今まであまり行っていなかったが､ 地
域周辺住民には口腔内環境のことをもっと良
く理解していただく良い機会であり､ なおか
つ歯科医師会としてのアピールの場ともなる
ので､ 是非恒例事業として､ 定着させていけ
るよう努力していきたい｡

(佐藤 昭彦)

八代

������������
歯科検診・相談の様子

平戸大橋をバックに朝の露天風呂

平戸大橋を渡って
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城井 陽子
(学歴等)
昭和25年３月 日本女子歯科医学専門学校卒業
(民間関係歴)
玉名郡市歯科医師会監事
(学校歯科医歴)
玉名市立玉名小学校歯科校医
昭和32年５月１日～現在

安光 千年
(学歴等)
昭和30年３月 九州歯科大学卒業
(民間関係歴)
阿蘇郡市歯科医師会副会長
(学校歯科医歴)
阿蘇市立阿蘇中学校歯科校医
昭和37年４月１日～現在��������

牧 正仁
(学歴等)
昭和51年３月 神奈川歯科大学卒業
(民間関係歴)
熊本歯科衛生士専門学院学院長
(功績)
○母子歯科保健及び､ 老人歯科保健に関する
功績
○公衆衛生の普及活動に関する功績

森本 博仁
(学歴等)
昭和49年３月 東京歯科大学卒業
(民間関係歴)
玉名郡市歯科医師会会長
(功績)
○地域住民の口腔衛生意識の向上に寄与

�����������
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10月29日 (日)､ 宮崎県高鍋町小丸川球場

にて第59回九州歯科医学大会野球が行われた｡

宮崎県は､ ご存知のとおりプロ野球キャンプ

地のメッカである｡ 毎年12球団の約半分近く

が､ 当地でキャンプを行う｡ 当然のごとく､

野球を行うには絶好の日和であった｡

１回戦は大分県との

対戦となった｡ 同県と

は平成12年以来６年ぶ

りの対戦であるが､ そ

の時は快勝している｡

通算対戦成績でも勝ち

越しており､ 相性のい

い相手である｡ 熊歯は､

初回に井口の四球､ 西

の内野安打､ 田中の死球で無死満塁の絶好の

チャンスを迎えた｡ しかし､ ４番河合が三振

すると､ 後続も打ち取られて無得点に抑えら

れた｡ 河合は1点を先制された後､ ２回に5連

打や内野の守備の乱れなどで､ ５点を追加さ

れてしまう｡ 熊歯は､ 井口の二塁打などで反

撃を試みるが､ 大分先発の矢野に要所を抑え

られて､ 走者をホームに帰すことができなかっ

た｡ ４回裏にも､ 守備の乱れやボークなどで

２点を追加されて､ 無念のコールド負けとなっ

てしまった｡

初回に１点でも先取していれば､ 流れが変

わったかもしれない｡ しかしながら､ 大分矢

野の走者を得点圏に進めたあとの投球は見事

であった｡ 今季打撃好調の熊歯打線がほぼ完

璧に抑え込まれたのだから､ 相手が一枚上だっ

たと認めないといけないだろう｡ 本大会とは

直接関係ないが､ 同じく１回戦負けの福岡県

とオープン戦を行った｡ 若手主体で臨んだこ

の試合は､ 福岡もベストメンバーでなかった

とはいえ､ 将来に明るい兆しをみせる試合で

あった｡ 来年は､ 平成３年に優勝した沖縄で

ある｡ 同11年の大会で

も準優勝であった｡ わ

れわれにとっては､ 相

性がいい土地である｡

皆で沖縄の青い空に優

勝旗を掲げたいと思う｡

また､ 本大会に先立

ち､ 河合が20年､ 田中

が10年のそれぞれ永年

功労賞として表彰された｡

(謝辞) 会場まで足を運んでいただいた吉田

副会長､ 浦田専務理事､ 竹下理事ならび事務

職員の方々に､ この場を借りて厚くお礼をお

申し上げます｡

(井上 真樹)

１回戦

熊本県歯科医師会 0 0 0 0 0 0

大分県歯科医師会 1 5 0 2 x 8

(熊) 河合―渡辺洋

(大) 矢野剛､ 武藤―武藤､ 深江

▽二塁打 矢野英 (大)､ 井口 (熊)

参加者：菅原､ 藤本､ 千場､ 上田､ 有田､ 鬼

塚､ 山本､ 温､ 中山､ 河合､ 渡辺洋､ 吉崎､

右山､ 井口､ 田中､ 井上､ 井野､ 西､ 宮本､

木屋､ 椿､ 渡辺裕､ 山口､ 田村､ 吉住

―第59回九州歯科医学大会―

無念の１回戦敗退

試合終了後選手全員で礼

九地連厚生行事

野 球
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10月29日､ 宮崎カントリークラブにて第59回九州歯科医学大会ゴルフ大会が行われた｡ 団体戦

は元島・大島・三苫・中野のメンバーで望み､ 見事準優勝に輝いた｡ また11名が参加した個人戦

では65才以上のＣ組において元島博信会員が (41.43) の84ＮＥＴ70で準優勝を勝ちとった｡ 個

人の成績は以下の通り｡

―第59回九州歯科医大会―

熊本県は団体準優勝
個人はＣ組で元島博信会員準優勝

������������������������������������������� � ��������������������������������������������
〈 Ａ 組 〉

９位 三苫 司 (42, 43) 86 NET74.0

14位 大嶋 健一 (42, 43) 85 NET74.6

26位 若規 正幸 (47, 43) 90 NET80.0

29位 中野 敬輔 (41, 48) 90 NET81.0

30位 中川 純一 (46, 47) 93 NET82.0

32位 甲斐 利博 (47, 46) 93 NET82.0

〈 Ｂ 組 〉

６位 尾上 宏 (44, 48) 92 NET74.7

８位 元島 渥子 (60, 53)113 NET77.0

〈 Ｃ 組 〉

２位 元島 博信 (41, 43) 84 NET70.0

13位 吉田 皓一 (56, 57)113 NET83.0

九地連厚生行事

ゴルフ

Ｈ18年､ 九地連の同窓会の総会と懇親会が終了した｡ 宮崎の同窓会の皆様､ ご苦労様でし
た｡ 美味しい料理やお酒など準備が大変だったろうなと感謝いたしております｡ 美味しくて
私としては少し飲み過ぎましたので､ 早々にホテルに引き上げさせて頂きました｡
楽しい時の起床は､ 大変早ようございます｡ 前の日､ 飲みすぎてもすっと起きられるので
ございます｡ 食事もそこそこに､ ｢今日も天気だけは良かった｣ とならぬように祈りながら､
松林の中にある歴史あるゴルフ場と聞いております宮崎ＣＣに向かいました｡ 到着しました
ら､ 見慣れた顔があちこちに｡ 熊本から多数の方が参加されておられました｡ 今日のメンバー
は､ 甲斐利博先生､ 元島博信先生､ 渥子先生ご夫妻｡ 足を引っ張らんようにと気合を入れて､
ティーショット｡ 二打目は松が邪魔して､ 打てんのです｡ ｢誰だ｡ こんな所に松を植えた奴
は？ちゃんと､ 枝は剪定しておけ｡｣ などと自分の腕の良さを棚に上げ､ ゲームスタート｡
しかし､ 敵は松の枝だけでは無かった｡ バンカーは､ めの細かい砂で､ 出すのがやっと｡ し
かもその後のグリーンが大変すばらしい｡ すばらしい上にピンが何かのトーナメントみたい
に､ 各ホール前後左右にきってあり､ ３パットの連続でした｡ ワタクシ的には ｢正々堂々と､
ど真ん中で勝負しろ｡ こちとらへたなんだゾウ｣ と申し上げたい｡ キャディー曰く､ ｢ここ
のコースは､ ボールが林の中に入っても無くなる事ないから､ 心配せんでもええよ｣｡でも､
なぜ､ 僕のボールだけ､ 捜しても無いの？まあ､ それはそれとして､ メンバーに恵まれ､ 楽
しい１日でした｡ が疲れました｡
しかし結果的には､ 元島博信先生がＣ組 (65歳以上) の準優勝､ 今年から65歳以上を１名
入れて争う団体も準優勝と好成績を残されました｡ ｢さすが､ 熊本県｣ ちなみに､ 私と渥子
先生がＢ組６位と８位でした｡ 今回のコースは､ レディースティーの位置が男性のティーと
２､ 30ヤードしか離れていなくて､ 女性陣は大変ではなかったかと思います｡ 残りは甲斐利
博先生のイップスが早く完治される事を…！！
宮崎から思わぬ結果に喜んだリポーターの尾上 宏でした｡

�������������������
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第18回九地連テニス大会が､ 宮崎市生目の

杜運動公園テニスコートで開催された｡ 熊本

から肥後もっこすチームと火の国チーム合計

12人が参加した｡

その内の６人は土曜日から宮崎入りし､ 優

勝前祝 (？) とばかりに飲み会で盛り上がっ

た｡ 事前に､ ｢明日試合があるから､ 今日は

飲み過ぎない様にしないといけない｡｣ と言っ

ていたのだが､ 皆大人 (？) なので､ ビール

ジョッキ１人２～３杯と皆で焼酎１升があっ

という間に胃袋の中に収められた｡ さらに､

ここから２次会へ｡ 高松選手には秘策があっ

た！戦前､ 今年１番強いのは宮崎チームと考

えられていたので､ ここの主力２人 (お友達

です) に酒を飲まして潰す作戦に出たのだ｡

思惑通り宮崎チームは､ 次の日早々と負けて

しまった｡ すごい！結局１時頃まで飲み､ 締

めにうどんを食べその日は終了｡

さて､ いよいよ試合当日｡ 火の国チーム

(友枝､ 小野､ 深水､ 野村､ 木村､ 東) は助っ

人友枝選手を迎え､ 過去最強チームとなった｡

木村・東の鉄板ペアは何気にガンバリ､ 深水・

野村の水俣・芦北ペアは息のあったところを

みせたが､ 友枝・小野ペアが重要なところで

ポイントを落とし予選敗退となった｡

一方､ 肥後もっこすチーム (山口一・高松､

山根､ 山口英､ 大塚､ 飯田) は､ 予選でいつ

も何かをやらかす大塚先生が足首を捻挫して

万事休すかと思いきや､ なんと宮崎の先生が

丁寧にテーピングしてくださり､ 何事も無かっ

たかのように試合続行し､ 決勝までコマを進

めた｡ 宮崎の先生昨日はゴメンナサイと心の

中で謝る｡

さて､ いよいよ福岡との決勝戦｡ 山口一・

高松ペアは早々と勝ったのだが､ 他の２ペア

は接戦となった｡ 自分は他のペアの試合が気

になったので宮崎の先生 (飲ませた人) に聞

いたら､ ｢楽勝みたいよ｣ と言う事だったの

で､ 安心していた｡ そのことが原因では無い

だろうが､ 逆転負けした｡ でも､ 試合を見に

行くと接戦していた｡ なんと！山根・山口英

ペアが福岡の熟年の先生にはまっていた｡ し

かし､ タイブレークの末､ 接戦を制した｡ Ａ

級戦犯にならなくて良かった｡ 優勝万歳！

(熊本市 飯田 誠治)

―第18回九地連テニス大会 (宮崎)―

去年の雪辱で優勝だ！

九地連厚生行事

テニス

―試合は前日から始まっていた―
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営業時間 ＰＭ６：00～ＡＭ２：00
定 休 日 日､ 祭日 TEL096-354-0064
住 所 熊本市下通り１丁目11-28東会館ビル１Ｆ(栄通り)
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場所は､ 下通りから西銀座通りへ向かい､ ドン
キホーテを右折して栄通りへ入ったら20m程､ 東
会館ビル１Ｆにあります｡ カウンター６席と座敷
が２つと､ こぢんまりしたお店ですが､ 人なつっ
こい女将さんと美人の娘さんと会話を楽しみなが
ら食事が出来る｡ お店のモットーが､ ｢健康は食
にあり｣ と言うことで､ 厳選された食材を使用し
た料理がテーブルいっぱい鉢に盛られ並べられて
いる｡ ボリュームのある格安な定食 (ＰＭ11時ま
で)､ 季節料理､ 麺類､ 等々たくさんメニューは
あるが､ そのなかでもおすすめは､ 麦とろご飯チャ
ンポンです｡ おいしくてやみつきになっているお
客さんもいるとか…｡ また冬は鍋料理 (２人前以
上) もありこれだけで味も量も大満足です｡ 夜遅
くまで開いているので､ 飲んだ帰りのちょっとし
た食事にもいいですよ！ (Ａ. Ｓ.)

日歯生涯研修ライブラリー 平成17年度以前制作 有料頒布について

日歯生涯研修ライブラリーは､ 前回のニュースレターでもお知らせしましたとおり､ 平成
18年度制作分よりＤＶＤのみの制作となり､ 日本歯科医師会雑誌 ｢平成19年３月号｣ に綴じ
込む形式 (各タイトルの内容紹介記事も同誌に掲載) で日本歯科医師会会員全員に無料配布
されることになりましたが､ 平成13年度～平成17年度制作分につきましては､ 例年どおり有
料で頒布する旨の通知がありました｡
ご希望の先生は､ 下記の内容をご記入のうえ､ ＦＡＸによりお申し込み下さい｡

日歯生涯研修ライブラリー 平成17年度以前制作 有料頒布について
なお､ 価格は全国の取りまとめ数により変動しますので､ 予めご了承下さいますようお願い
致します｡

申込み方法 ｢日歯生涯研修ライブラリー申込み｣ とご記入頂き､ ①会員氏名
②所属郡市 ③希望メディア(DVD､ CD-ROM､ VHSのいずれかを記入)
④希望番号 (巻末のライブラリー一覧表をご覧下さい｡) を明記のうえ､ 県
歯事務局あてＦＡＸ (096-343-0623) でお申し込み下さい｡

締め切り日 平成19年１月15日 (月) 締切

※詳しくは県歯事務局へお問い合わせ下さい｡
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三森 康弘
阿蘇郡高森町1973-3
みもり歯科医院
①今後の保険制度です｡
②地域に根ざした歯科
診療をしたいと思い
ます｡

③特にありませんが､ できるだけ患者さ
んに説明し､ 納得の上で診療を行うよ
うに心がけております｡
④予防に力を入れたいと考えております｡

一一 般般 会会 員員
永� 有伸
玉名市大浜町653-1
ながひろ歯科クリニック
①開院が上手くいくか
どうか｡
②完全予約制で１人１
人の患者に十分な時

間が使える｡
③特になし
④少しづつ新しい事を勉強しレベルアッ
プしたい｡

栗原 健一

熊本市新町4丁目4-1

栗原歯科医院

親親 子子 会会 員員
森 奈千子

山鹿市中央通708

森歯科小児歯科医院

勤勤 務務 会会 員員

①今もっとも関心のあることは何ですか｡
②自分が希望する歯科診療とはどのよう
なものですか｡

③他の歯科医院にはない､ 自分の医院の
特色は何だと考えていますか｡

④今後の抱負は何ですか｡

� �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

岩崎 義臣 先生
平成18年11月１日 ご逝去 71歳�郡市名 八代�入会年月日 昭和42年９月21日
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堤会長 損保ジャバン九州本部長（亀山和則氏）と面談 10月19日 

総 務  

提会長、吉田副会長 第59回九州歯科医学大会剣道大会壮行会（熊本市） 21日 

堤会長 熊本県保健医療推進協議会（メルパルク熊本） 

24日 
堤会長ほか全役員 

第９回理事会 
①口腔保健センター年末年始診療の運営 
②センター・調査ＩＴ委員会の分離並びに業務内容 
③歯科医師会と会員の役割 

堤会長 第８回日歯理事会（日歯会館） 

26日 

堤会長 
第４回日本歯科医師会・日本歯科医師連盟役員連絡協議会 
（日歯会館） 

浦田専務理事、逢坂学院
教務部長、上野国保常務
理事、有田連盟幹事長 

第２回100周年会員表彰選考委員会 

前野委員長ほか６委員 

100周年記念史編集委員会 
①各年度ページ数・レイアウトの変更と統一 
②コロニー印刷提出資料　③次会委員会までの作業 
④合同委員会の日程（予定） 

27日 

堤会長 
中国地区歯科医師会連合会役員連絡協議会 
（ホテルニューオータニ鳥取） 

28日 

吉田副会長 九州連役員会（宮崎観光ホテル） 

清水係長、伊藤書記 第59回九州歯科医学大会受付事務説明会（宮崎観光ホテル） 

吉田副会長、浦田専務理
事ほか 

第59回九州歯科医学大会（宮崎観光ホテル） 

堤会長 第57回中国地区歯科医学大会（ホテルニューオータニ鳥取） 

上田副会長 
京都府歯科医師会創立100周年記念式典並びに祝賀会 
（ウェスティン都ホテル京都） 

吉田副会長、浦田専務理
事ほか 

第59回九州歯科医学大会・厚生行事（宮崎県各所） 29日 

堤会長、上田学院長 
熊本大学医学部附属病院新中央診療棟竣工式 
（熊本大学医学部附属病院） 

30日 

小島副委員長、浦田総務
部長、渡辺企画式典部長、
中嶋祝宴部長、宮坂広報
部長、西野会計部長 

第２回100周年各部部長会 11月１日 

堤会長 岩崎義臣会員告別式（八代市） ３日 

前野・片山監事 監事月次監査　①月次監査 ４日 

堤会長ほか常務以上役員 

第18回常務理事会 
①新入会員の承認 
②関係機関・団体からの委員推薦依頼 
盧熊本県介護実習・普及センター運営委員会委員 
盪熊本県保健医療推進協議会計画検討専門委員会委員 
③社団法人熊本県歯科医師会委員会規則の一部見直し他 

７日 

堤会長 第６回日歯戦略会議（日歯会館） ８日 

堤会長 第13回日歯常務理事会（日歯会館） 
９日 

出　　　　席 摘　　　　　　　　　　　　　要 日　付 所　管 

吉田副会長 県介護保険審査会（熊本テルサ） 

堤会長、小島副会長 県プライマリ・ケア研究会世話人会（県医師会館） 

10日 浦田専務理事、西野常務
理事、逢坂教務部長、吉
田会計士 

建設・増設工事会計予算打合せ 

H.18.12
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出　　　　席 摘　　　　　　　　　　　　　要 日　付 所　管 

前野委員長、上元副委員
長 

堤会長、八木理事 

小島副会長、松岡・伊藤・
高松理事 

堤会長ほか小島副会長を
除く常務以上役員 

堤会長ほか20役員 

浦田専務理事、逢坂学院
教務部長、上野国保常務
理事、有田連盟幹事長 

小島副委員長、浦田総務
部長、渡辺企画式典部長、
中嶋祝宴部長、宮坂広報
部長、西野会計部長 

堤会長 

前野委員長ほか６委員 

提会長、上田副会長、浦
田専務理事、渡辺常務理
事、田尻係長 

堤会長 

堤会長 

堤会長ほか常務以上役員 

堤会長、浦田専務理事 

伊藤理事、松永委員長ほ
か４委員 

浦田専務理事、伊藤理事
ほか２委員 

堤会長、浦田専務理事、
伊藤理事ほか４委員 

伊藤理事、松永委員長他
全委員、発表者６名 

中嶋常務理事、勇理事ほ
か６委員 

中嶋常務理事、勇理事ほ
か６委員 

上田副会長、浦田専務理事、
中嶋常務理事、勇理事 

100周年記念史編集委員会 
①各１～７章までの編集 
②100年史全体のページ数を詰めることを検討　③本会の編集 

全国歯科保健大会（長崎ブリックホール） 

県歯科技工士試験委員会（県庁） 

第19回（臨時）常務理事会 
①ランニングコストの削減 

第３回役員合同勉強会 

第３回100周年会員表彰選考委員会 

第３回100周年各部部長会 

第14回日歯常務理事会（日歯会館） 

100周年記念史編集委員会 

三地区役員連絡協議会（米子全日空ホテル） 

第58回近畿北陸地区歯科医学大会（神戸国際会議場） 

近畿北陸地区歯科医師会役員連絡協議会（神戸ポートピアホテル） 

第20回常務理事会 
①新入会員の承認 
②肥後医育二百五十周年記念事業実行委員会の依頼案件 
③熊本県歯科医師会館案内リーフレット他 

都道府県専務理事連絡協議会（日歯会館） 

学術委員会 
①松風講演会　②ＤＶＤセミナー会員発表　③有料研修会 
④学術パネル 

熊本県歯科医師会学術講演会講師打合せ（熊本市） 

熊本県歯科医師会　学術講演会　㈱松風共催「審美歯科」宮内修平・
椋本典子講師　出席者145名 

会員発表予演会　①プロジェクター試写、説明会 

社会保険個別相談会　相談者：２名 

社会保険委員会 
①保険だより　②点数アップの心得　③委員会日程 

社会保険事務局との打合せ 

10日 

11日 

14日 

15日 

16日 

17日 

18日 

19日 

20日 

21日 

11月10日 

11日 

12日 

17日 

10月28日 

31日 

総 務  

学 術  

社 保  

中嶋常務、前田委員長、田
中副委員長 

保険個別指導（県庁） 11月10日 

勇理事 保険個別指導（県庁） 14日 

中村副委員長 保険個別指導（阿蘇市） 15日 

H.18.12



25

前田委員長 

水俣・芦北郡市会員 

八木理事、川瀬委員長ほ
か全委員 

八木理事 

八木理事 

天草郡市会員 

八代会員、八木理事 

堤会長、渡辺常務理事、
八木・宮坂理事ほか 

八木理事、入江会員ほか 

宇土郡市会員 

人吉市会員、八木理事 

上益城郡会員、八木理事 

八木理事、川瀬委員長ほ
か１委員 

八木理事、入江会員 

竹下理事、池嶋副委員長 

竹下理事、瀬井委員長、
池島副委員長 

宮坂理事 
宮坂理事、加藤委員長、
立本副委員長 

宮坂理事、加藤委員長ほ
か全委員 

宮坂理事、加藤委員長ほ
か３委員 

渡辺常務理事、田上委員
長ほか５名 

谷口国保理事 

玉名郡市社保説明会（玉名文化センター） 

笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔水俣・芦北〕（至22日） 
（水俣市エコパーク） 

地域保健委員会 
①笑顔ヘルＣキャンペーン 
②熊本県歯科保健推進会議　③子育て応援団すこやか2007

地域・職域連携推進事業準備会（県庁） 

子育て応援団すこやか2007実行委員会（ＫＫＴ） 

笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔天草〕（天草市民センター） 

笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔八代〕 
（八代口腔保健センター） 

笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント（熊本市上通ぴぶれす広場） 

県歯科保健推進会議ワーキング部会打合せ 

笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔宇土〕（宇土シティ） 

笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔人吉〕 
（人吉市保健センター） 

笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔上益城〕 
（嘉島町ダイヤモンドシティ・クレア） 

地域保健小委員会 
①平成19年度地域保健委員会事業計画、予算（案） 
②8020推進員育成事業（案）　③「子育て応援団すこやか2007」他 

県歯科保健推進会議ワーキング部会（県庁） 

熊本国税局管内税務指導者協議会（宮崎県歯会館） 

厚生・管理小委員会　 
①平成19年度厚生管理関係事業計画書 
②平成19年１月講演会　③委員会だより他 

ＮＨＫテレメッセ出演（ＮＨＫ熊本） 

広報小委員会　「熊歯会報」11月号２校 

広報委員会　 
①「熊歯会報」12月号編集　②100周年事業対外広報 
③第二期モニター会議 

広報小委員会 
①「熊歯会報」12月号校正 

学校歯科委員会　①学校歯科医研修会予行演習 

県ＰＴＡ災害見舞金安全会判定審査会（県総合福祉センター） 

17日 

10月21日 

26日 

27日 

28日 

29日 

11月５日 

６日 

11日 

12日 

17日 

21日 

11月２日 

長濱会員 

竹下理事 

下益城郡健康診断（松橋町働く婦人の家） 

都道府県医療管理担当理事連絡協議会（日歯会館） 

10月21日 

27日 

15日 

24日 

30日 

11月16日 

22日 

23日 

10月19日 

社 保  

地域保健 

厚生・管理 

宮坂理事、加藤委員長ほ
か４委員 

広報小委員会　「熊歯会報」11月号校正 10月23日 

広 報  

学 歯  
堤会長 

渡辺常務理事、田上委員
長ほか５委員 

渡辺常務理事、田上委員
長ほか５委員 

美里町（中央地区）児童生徒等歯・口の健康づくり推進地域発表
会（美里町総合体育館） 

学校歯科委員会　①学校歯科医研修会予演 

学校歯科委員会　①学校歯科医研修会予演 

11月１日 

２日 

３日 

出　　　　席 摘　　　　　　　　　　　　　要 日　付 所　管 

H.18.12
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吉田副会長、渡辺常務理
事ほか６委員 

吉田副会長 

犬束理事、片山委員長ほ
か６委員、前野監事 

犬束理事、片山委員長ほ
か６委員 

犬束理事、片山委員長ほ
か６委員 

犬束理事、片山委員長、
前野監事 

犬束理事ほか５委員、前
野監事 

犬束理事、片山委員長ほ
か１委員、前野監事 

堤会長、高松理事 

松岡理事、松本委員長ほ
か３委員 

松岡理事、松本委員長ほ
か３名 

上田学院長ほか６委員 

上田学院長ほか入試・教
務８委員 

上田学院長ほか５委員 
 

沢田事務長 

上田学院長 

堤会長、上田学院長ほか
７委員、講師23名 

松岡理事 

松岡理事 

第１回学校歯科医研修会　出席者：161名 

県健康推進学校表彰審査会（県庁） 

医療対策委員会 
①歯科医療安全対策担当者会　②医療相談 
③平成18年度医療対策委員会検討事項 

医療対策委員会 
①過去の事例分析、検討　②医療事故トラブル 

医療対策委員会 
①医療相談　②委員会研修会 

医療対策小委員会　①会員向け講演会 

医療対策小委員会 
①医療事故トラブル対応策　②３月３日医事処理講演会打合せ 

医療相談　①医療相談 

第３回日歯ＩＴ化推進委員会（日歯会館） 

センター・調査・ＩＴ小委員会　 
①ＳＯＮ熊本大会のシフト 

センター・調査・ＩＴ小委員会 
①スペシャルオリンピックスの反省 
②障害児（者）口腔ケア地域リーダー育成事業 
③介護者歯科実技研修事業 

学院入試委員会 
①平成19年度入学試験実施要項（案） 
②合格・不合格通知書　③健康診断書（受験手続） 

学院推薦入試　受験者数：48名 

学院入試委員会　①合格者45名の決定 

推薦入試合格者発表　合格者：45名 

八代白百合学園進学ガイダンス　志願者：６名（八代白百合学園） 

学院長訓辞（対象42期生） 

学院講師会議 
①平成18年度補修講義日程案　②平成19年度主要行事案 
③平成19年度講師依頼　④平成19年度講義日程案 
⑤重複講義の調整及び授業進度予定案 

県介護支援専門員専門研修講義（合志市御代志市民センター） 

県介護支援専門員専門研修講義（県庁） 

11日 

22日 

10月20日 

31日 

11月10日 

16日 

21日 

10月25日 

26日 

松岡理事、高松理事、松本委
員長、小野委員長ほか全委員 

SO HAP（ヘルシーアスリートプログラム）健診事業　 
受診者122名（KKウイング） 

11月3日 

松岡理事、高松理事、松本委
員長、小野委員長ほか全委員 

SO HAP（ヘルシーアスリートプログラム）健診事業　 
受診者120名（アクアドーム） 

４日 

11月16日 

10月19日 

21日 

25日 

28日 

11月13日 

17日 

22日 

10月29日 

30日 

学 歯  

医 対  

調査ＩＴ 

学 院  

センター 

国 保  

松岡理事 障害児（者）口腔ケア育成事業打合せ（県歯会館） ９日 

松岡理事ほか２名 

中島事務局長ほか４名 

介護者歯科実技研修事業打合せ 

組合地区国保運営協議会事務研修会（県歯会館） 

22日 

11月８日 

原田副理事長 保健事業推進担当者研修会（東京） 14日 

谷口国保理事 県PTA災害見舞金安全会判定審査会（県総合福祉センター） 15日 

出　　　　席 摘　　　　　　　　　　　　　要 日　付 所　管 

H.18.12



お歳暮のご案内 お歳暮のご案内 

◎全国宅配無料 
◎30～10％OFF
◎全国宅配無料 

◎30～10％OFF
　初冬の候、会員の皆様に於かれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
　さて、お歳暮のご案内を致します。（斡旋業者　㈲ギフト百貨大黒屋）より良い
商品をより安く提供させていただきます。何卒同封のパンフレットをご一読のうえ、
ご注文いただきますようお願い致します。 
　なお、お買い上げ代金につきましては、翌月会費等の口座振替にて徴収させてい
ただきます。 

記 

○申込方法　 
　同封のお歳暮パンフレット（シャディの冬ギフト）から、申込番号・商品名・ 
　個数・依頼主の住所・氏名・電話番号、送り先の住所・氏名・電話番号を 
　裏面の発注書にご記入のうえFAX（096-386-1526）にてお願いいたします。 
 
○申込期日　12月21日迄…………お歳暮扱いになります。 
       　  　  12月22日から………お年賀扱いになります。 
※先様への直送の場合 ……………全国宅配無料 
　　　　　　　　　　　　　　  （Ｐ45～Ｐ51に掲載の一部商品を除く） 
※ご自宅へまとめ送りの場合 ……お持ち帰り価格（表示価格から200円 
　　　　　　　　　　　　　　　 引き）プラス送料です。 
                         　　　　 　　   ・熊本市内370円 
　　　　　　　　　　　　　　    ・熊本市外420円／１ヶ口） 
 
    ※のしについて…………………お歳暮短冊のし（個人名は入りません。 
　　　　　　　　　　　　　　　 個人名をご希望の場合はプラス50円に 
　　　　　　　　　　　　　　　 て承ります。） 
 
    ※産地直送品について…………海産物、青果物、ハム類、ワイン、焼酎 
　　　　　　　　　　　　　　　 は先様への直送になります。 

      熊本県歯科医師会　　担当　清水 　　　  ＴＥＬ０９６－３４３－８０２０ 
                                   　　　　　   　　　  ＦＡＸ０９６－３４３－０６２３ 
      ㈲ギフト百貨大黒屋   担当　岩崎・後藤   ＴＥＬ０９６－３８３－１９５１ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＦＡＸ０９６－３８６－１５２６ 

※お歳暮・お中元以外のイベント等記念品のご注文も承ります。 

問い合わせ先 



編　  集　  後　  記 

行事 
予定 1
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　最近、海つりにはまっている、ジ
ギングという擬似餌を使った船釣り
である。魚を追いかけ、ポイントに
着くと、ひたすら竿を上下に動かし
疑似餌の動きで魚を誘い、食いつか
せるという釣りである。１ｍ以上の
カンパチやブリが天草沖で釣れる。

しかし12時間ほ
ど船に乗ったま
まなので体力の
限界を感じている。 

（M K） 

4日（木） 

9日（火） 

〃　　 

13日（土） 

14日（日） 

23日（火） 

30日（火） 

仕事始め 

学院始業式 

第23回常務理事会 

第2回学校歯科医研修会 

厚生管理講演会 

第24回常務理事会 

第12回理事会 




