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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。 

　こいのぼりと言えば杖
立温泉が有名ですが、市
内でも高橋町の坪井川に
熊本城築城400年にち
なみ、こいのぼり400匹が飾られ地
域の人たちの目を楽しませています。
いろんなこいのぼりがみられますよ。 

（Ｈ .Ｋ） 
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1990年代から地球温暖化・環境破壊が､ 深刻な問題であることが

指摘されはじめました｡ 今年の冬は例年に比べ､ スキー場には積雪

量が極端に少なく早期の閉場に追い込まれるところもあり､ 全国的

に異常な暖かさという状況でした｡ 世界的にみても渇水､ 洪水､ 地震､ 津波､ 巨大なハリケー

ンと､ 異常気象がニュースに頻繁にでてきます｡ 経済成長､ 便利で楽しい生活はやめられな

いということが現実にあるにせよ､ このような温暖化・異常気象に対して危機感を持ち､ 待っ

たなしの状況で対策を考え行動に移していかねばならないという思いはみなさん共通である

と思います｡

一方､ 私たちの領域である口腔も一つの環境であり､ 毎日診療室には､ 口腔の環境破壊が

進行中の患者さんや､ 環境破壊を収束させて再発予防メンテナンス実行中の人､ 環境破壊が

起こっていなくても環境破壊の危険因子を持ち予防メンテナンスにいらっしゃる人などがあ

り､ 私たちはこのような来院者に対して口腔内の環境

破壊をくい止めるべく大いに奮闘しています｡

しかし､ 現在の歯科疾患罹患率を考えれば､ 歯科来

院者は少なく､ 環境破壊が進んでいる人 (例えば､ 仕

事の忙しさのあまり口腔環境の破壊が進んだ団塊世代

の人など) が相当数いるわけですし､ 私たちのかかわ

る機会はもっともっと増え活躍できるはずです｡

また､ 阿蘇郡で調べられた8020達成者と医療費との関係のデータは､ 健康であることには口

腔の健康が重要であることが示されています｡ そのようなデータをこれからも揃えていき､

地球温暖化 (環境破壊) 防止の討論・宣言などと同じように､ 歯科医師会と国民が､ 口腔環

境破壊を起こさない為の正しい知識・価値観を共有できるようになりたいものです｡ それに

は､ 我々も常に研修を行うことは当然のことながら､ 患者さんを含めた社会とのコミュニケー

ションを怠ってはいけないということになるのではないでしょうか｡

県歯では ｢予防をスタンダードへ｣ というテーマのもと､ カリエス・歯周病の予防などに

関する研修会を開催してきました｡ そして会員の先生方の努力により予防の態勢はかなり整っ

てきていると思います｡ そこで､ 今後の講演会としては,その流れをさらに発展させ ｢初診

時に患者の何を診て､ 何を伝え､ 何をすれば再発予防につながるのか｣ など患者さんとのコ

ミュニケーションに関連する研修会を考えています｡

最後に､ 今､ 歯科医療という環境も､ 財源カットという名のもとに破壊されてきています｡

我々は､ 国民に対して歯科医療の重要性をさらに説明し賛同を得て､ その環境悪化を阻止し

ていかなければならない時だと考えます｡

季節を感じ､ 四季折々の食を楽しみながら､ 元気に生活できる世界を目指して｡

� � � �
学術担当理事 �� ��



���������� ������������������
―第15回理事会―

熊歯会報 Ｈ.19.５

4

一年間大変おつかれさまでした｡ 医療界は
想像以上のスピードで激変しています｡ 昨日
出席した県地域リハビリテーション推進協議
会のシンポジウムにおいて､ 座長より熊本県
の場合は歯科医師会との連携があまりないよ
うに見受けられると述べられました｡ そこで
歯科医師会として､ 今後どのように受け皿を
つくっていくべきなのかを検討していきたい
と思っています｡ 地域リハビリテーションの
中での会の役割を具体的に考えなければなら
ない時期に来ていると思います｡ そこで､ 次
年度も継続して理事勉強会を開催し､ 皆で研
鑽していければと思っております｡ ご協力の
程宜しくお願いいたします｡

報報 告告
総 務：第13・14回 (臨時) 理事会､ 第25・

26・27回常務理事会､ 第12・13・
14回日歯理事会､ 第21・22回日歯
常務理事会､ 日歯代議員会､ 日歯
通常総会､ 日歯機構改革検討委員
会､ 県地域リハビリテーション推
進協議会 他

学 術：学術研修会 ｢コーチング&ＰＭＴ
Ｃ｣ ・ ｢口腔内写真｣ ・ ｢マウス
ガード研修会｣

社会保険：保険だより､ 社会保険説明会 ｢カ
ルテ記載｣､ 保険個別指導､ 社会
保険事務局打合せ

地域保健：熊本さわやか長寿財団運営協議会､
｢子育て応援団すこやか2007｣､ 各
郡市地域保健担当者会､ 県歯科保
健推進会議ワーキング部会､ くま
もと21ヘルスプラン推進委員会､
歯の衛生週間実行委員会

厚生管理：グループ保険､ スタッフ接遇セミ
ナー

広 報： ｢熊歯会報｣ ３月号編集・校正

学校歯科：学校歯科保健推進大会､ 日学歯加
盟団体長会､ 日学歯総会

医療対策：医療相談､ 医療対策予防講演会
センター調査ＩＴ：障害児 (者) 口腔ケア地

域リーダー育成事業､ 熊本県障害
児者歯科保健推進協議会ワーキン
グ部会､ 県障害児者歯科保健推進
協議会､ 介護予防関係者歯科研修
会､ 介護者歯科実技研修会､ 県介
護支援専門員実務研修､ テレビ会
議

学 院：学院増設校舎引き渡し､ 歯科衛生
士国家試験､ 学院一般二次試験､
入試委員会､ 養成施設等担当者会
議､ 学院卒業式､ 学院終業式

国 保：国保理事会・監査､ 国保通常組合
会､ 全協九州支部総会､ 全国国保
組合協会通常総会

以上､ ２月16日から３月22日までの総務､
各委員会､ 他の動きについて､ 堤会長及び担
当各役員より報告がなされた｡

報報 告告そそのの２２
１. 日歯報告
○医療法改正等について
○高齢者医療制度に対する基本的考え方につ
いて
○日本歯科医師会－保健・医療政策ビジョン
(案)について

３月27日 (金) 午後６時00分より県歯会館第１会議室にて堤 会長他上田副会長､ 勇理事を除
く全役員出席のもと議長を堤会長､ 議事録署名人を松岡､ 伊藤理事で開催された｡

堤会長あいさつ

一年間お疲れ様でした
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２. 表彰決定について
○熊本県知事表彰 (医事功労)

寺脇 博会員 (熊本市)
○日本学校歯科医会会長表彰

中根俊吾会員 (熊本市)､ 高森経義会員
(阿蘇郡市)､ 上三垣晋甫会員 (八代)､
藤本 豊会員 (天草郡市)

３. 80歳以上終身会員について (本会会費・
負担金免除､ 日歯福祉共済負担金納付義務
終了)
山内 �会員､ 西野秀隆会員､ 石浦節子
会員､ 武久省二会員 (以上熊本市)､
鬼塚義行会員 (天草郡市)

４. 推薦依頼について
○熊本県介護保険審査会委員
吉田公典副会長 (継続)
○熊本県生活保護区による歯科嘱託医
木村 洋会員 (継続)
５. 退会者について
○松田 威会員 (勤務医・高森歯科医院)
平成19年3月20日付
６. 名義後援依頼について
○日本医療マネジメント学会 第９回熊本地
方会 (熊本市医師会熊本地域医療センター)
７. 大会協賛及び広告協賛依頼について
○第29回日本ダウン症協会 (ＪＤＳ) 九州ブ
ロック大会熊本大会
(財団法人日本ダウン症協会熊本支部)
８. くまもと歯の健康文化賞審査結果につい
て
今年度の受賞者を徳永武久さん (個人)､

１名に決定した旨報告があった｡
理由は､ 歯科とは関係ない方による地域歯

科における献身的なボランティア活動を評価
したことによる｡
９. 熊本県保健医療計画の検討について
第５次熊本県保健医療計画について､ 熊本

県へ歯科保健医療に関しての提言書､ 及びそ
の資料を提出した｡ 熊本県の担当者は快く受
理され､ この提言をもとに各事業に取り組む
とともに､ これらに関連する新しい情報は入
手次第､ 随時お知らせする旨の回答を得た｡
10. 平成１８年度熊本教育委員会指定・社団
法人熊本県歯科医師会委嘱 ｢生活習慣病の
予防等を目指した歯・口の健康つくり調査
研究事業｣ 実績報告について
熊本市から､ ２年間にわたり同事業に取り

組んでいた熊本市立弓削小学校の事業実績書
及び収支清算書が報告された｡ なお､ 日本学
校歯科医会より､ 同事業を継続したい旨の申

し入れがあった｡ 来年度は玉名地区で実施す
る予定である｡
11. 日歯生涯研修事業認定研修会の申請につ
いて
標記認定研修会について､ 熊本矯正歯科研

究会より申請があり受理した旨報告があった｡
12. 団体定期 (グループ) 保険の今後の運営
について
金融庁の指導方針が厳密になったことで､

標記保険の加入者が全会員の35％以上を達成､
維持しなければ､ 制度の存続が難しい状況と
なった｡ そのため､ 今年度は例年以上に加入
促進に力を入れる｡
13. 事務局職員の異動について
○異動…中島守事務局長 (学院)､ 沢田雅治
事務長 (本会総務課)､ 平江和子係長 (国
保課)
○職員研修…事務職員に歯科医院の状況､ 歯
科診療の内容を勉強していただくために歯
科診療所における職員研修を検討している｡
14. 各会計２月末現況について
西野常務より報告があり承認した｡

協協 議議
１. 推奨医・登録医制度について (継続)
日本歯科医師会では､ 4月1日から､ 日本糖

尿病協会歯科登録医制度が始まる予定｡ その
様子を見定めて再検討をするか､ 或いは県の
歯科医師会としても登録医として何か検討す
る必要があるか､ 今後も継続して検討を加え
ていくこととした｡
２. 協賛の依頼について (承認)
○舞台劇―西南戦争秘聞― ｢医聖 宗巴は立
ち上がる｣
３. 本会100周年事業について (承認)
標記事業についての進捗状況の報告､ 及び

それぞれの詳細については､ 実行委員会で協
議の上､ 進めていくこととした｡
また､ 勤続従業員表彰の副賞・記念品の金

額については､ 常務理事会において勤続10年
以上の従業員は一律1,000円と決定したこと
が報告された｡
なお､ キャッチコピーの選定については､

時間を要するので､ 速やかに取り掛かること
とした｡
４. その他
なし
５. １月当面の行事予定について
小島副会長より確認

(広報 宮坂 圭太)
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２月24日 (土) 県歯会館第１会議室にて第
２期モニター会議を開催した｡
モニター９名 (１名欠席) と堤会長以下､ 上
田副会長､ 浦田専務理事､ 広報委員会より宮
坂理事､ 加藤委員長が出席し､ 意見交換を行っ
た｡
堤会長あいさつ
モニター会議に参加いただきありがとうご

ざいました｡ この会議は２クール目になりま
した｡ 治療を受ける側からのご意見を聞かせ
ていただければと思います｡ 健康をサポート
するというのが歯科医療です｡ 自分の歯ほど
いいものはないと啓発していくべきです｡ こ
の会議の中で様々なご意見をお聞かせいただ
ければ幸いです｡ よろしくお願いいたします｡
委嘱状交付
堤会長のあいさつの後､ モニターに委嘱状

の交付が行われた
モニターのお名前 (敬称略順不同)
徳永武久､ 森 敏夫､ 平山恵美子､ 越地真一
郎､ 伊井純子､ 水上希美､ 寺崎賀子 (以上熊
本市) 白川道恵､ 坂上美代子 (以上八代市)､
高田昌代 (荒尾市)､
(任期：平成19年２月24日から平成20年３月
31日まで)
座長選出
座長に前回からのモニター参加である越地

真一郎氏､ 副座長にぜひ女性からという意見
で､ 伊井純子さんを選出した｡
座長一言
このモニター会議というのは全国でも珍し

いそうです｡ 歯科医師会は都道府県にあるそ
うですが､ 唯一ではないかと聞いたことがあ
ります｡ 県歯科医師会は､ 色んなことを一生
懸命やっておられるなと､ ひしひしと感じま
した｡ それが､ 果たして熊本県下180万人県
民に浸透しているかというと､ 必ずしもひた
むきさに比例しているのではないかという印
象も持ちました｡ 我々はこのことを県民に浸
透させる繋ぎの役目があるのだろうと思った
ところです｡
又診療側と患者側の立場というのは相手の
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―第１回熊本県歯科医師会モニター会議―

立場にならないとわからないと会長が言われ
ました｡ 私たちの役目は､ 率直に仰っていた
だいたら歯科診療に役立っていくということ
です｡ 奥歯に物が挟まった言い方というので
なく｡ 歯に衣着せぬ言い方を歓迎なさるとい
う印象でございます｡
自己紹介
○坂上美代子さん
｢さかがみじろう｣ という人がいますけれ

ども､ 私はサカウエです｡ 八代からやってき
て､ 建物が新しいのですぐにわかりました｡
臨床検査技師をやっています｡ 歯科医療の分
野も興味がございます｡
白川道恵さん
小さいときから歯に興味がありましたが､

お役に立てるのかなあとモニターに応募させ
ていただきました｡ 色々と意見を言いたいと
思いますのでよろしくお願いいたします｡
○平山恵美子さん
年齢を申し上げますと四捨五入すれば80歳

になります｡ 頭を働かせようと思いまして｡
歯は25本残っているんですが健全というのは
ない｡ 8020を目指して応募しました｡ お手柔
らかにお願いいたします｡
○徳永武久さん
大正12年生まれで84才になります｡ 健康で

す｡ 平成16年に8020で表彰を受けました｡ そ
れがきっかけで8020の推進員になりまして､
歯が健康の源であるとつくづく実感しており
ます｡ いかに歯が大切かということを､ 少し
でも地域の皆様に広めていきたいというのを
私の念願としております｡

歯に衣着せぬ発言をお願いします

� ����
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○越地真一郎さん
私の父ちょっと前に亡くなりました｡ 唯一

の悩みがありまして､ 歯が悪いことでした｡
その辛さをよくぼやいておりました｡ 長寿社
会の長さを支えるのは生活の質だと思います｡
私も生活の質を充実させて生きたいと､ モニ
ター会議に接していけたらと思っております｡
○伊井純子さん
私はしゃべることが仕事なものですから､

歯がない､ 歯が痛いというのは､ お聞き苦し
い声を聞かせると思います｡ 子どもたちは年
に4回､ 定期健診で通わせていたら､ どの子
も虫歯が今までございません｡ 彼女たちは痛
い歯医者さんを知りませんから､ 歯医者さん
に喜んで参ります｡ 治療よりも予防といった
ほうがよいと､ 皆さんにお伝えすることがで
きればなぁと思います｡
○森 敏夫さん
徳永さんと同じ8020推進員です｡ 熊本市歯

科保健推進協議会の市民代表をしておりまし
た｡ 8020運動の主旨に賛同しまして｡ 子ども
たちの歯を､ どう予防するかの講座を開こう
と｡ そうすることで､ 8020を進めていきたい
と思います｡
○寺崎賀子さん
歯医者さんの思い出といえば､ 弟と遊びな

がらちょっと遠めの遠足に行った気持ちで行っ
ていたのを思い出します｡ 最近､ 私と同じ年
の子が矯正を始めました｡ 歯を美しくしたい
というのであり､ 治療は美しくしたいとか､
健康でありたいとか､ そういう世の中かなあ
と思います｡
○高田昌代さん
歯と口腔ケアについて興味があって応募し

ました｡ 今､ 私のリアルな歯医者さんへの思
いとか､ 気づいたことなんかも意見として出
せたらと思います｡ 情報とか､ 皆様から聞い
た知識とかを､ 周囲のものとかに還元してい
ければと思います｡
モニター会議発言内容
○浦田専務
モニター会議の中で頂いたご意見､ 新鮮に

聞かせていただいて｡ それが会員を説得する
強みになっています｡ 一般の方はこう思って
いるんだということを､ 会員に説明するとき
の武器にさせていただけるというわけで｡ 有
難いと思っております｡
○宮坂理事
雑談の中にも皆さんのキラリと光る発言があ

りますので､ きちんと記載報告していきたい
と思います｡
[モニターの発言]�歯科医院に100周年の資料を置いても行か
ないので､ もう痛くないですよ､ いい麻酔あ
りますよって､ 社会全体にアピールしたいの
であればマスコミかな�8020運動推進員は郡市ではできてないです
ね｡ ボランティアですから､ お金はかからな
いと思います｡ 歯科医師会も強力に推し進め
てもらいたい｡�今の歯の治療は痛くないですよね､ キレイ
になるよとか､ 美人になるよとかそういう感
じでいったらどうかなぁと思って｡�私は県の歯科医師会館があること自体知り
ませんでした｡ 場所も知りませんでした｡ そ
れも裏のほうにひっそりですもんね｡
○上田副会長
100年間かかりました｡ 表通りに出てくる

までは！
[モニターの発言]�歴史があるということですが､ 資料展示場
所がほしいと思いました｡�小さいときからの習慣がとっても大切だと
思うんですよね｡ 早い段階で保育者に説明し
て､ 100周年の機会に､ 何かを始められたら
どうでしょうか｡
○座長
今､ 歯科医師会というのは､ 危機感を持っ

ておられますよね｡ よって燃えてほしいとい
うことです｡ 8020で80と20を足すと100周年
ということをちょっと思いました｡
100才老人の調査を歯科医師会でしていた

だくと貴重なデータになるのかあと｡ また歯
にちなんだ俳句川柳の募集も出来ると思いま
す｡ 100周年にちなんで､ 歯科医師会が地元
の子供たちや老人会に出前講座というのもし
てもよいと思います｡
○浦田専務
8020推進委員を各郡市に広めようと､ 働き

かけて進めていこうと思っています｡

時間がまたたくまに過ぎていき｡ 歯科医師
会の活動を理解いただけたらという会長の提
案で､ ４階で開催されている学校歯科保健推
進大会の人形劇を面白く観劇されて第１回モ
ニター会議を終了した｡

(広報 宮坂圭太・加藤久雄)
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３月９日､ 熊本県警と熊本県歯科医師会と

の協議会を行った｡ 熊本県警より田中泰良警

視､ 開田哲生警部､ 平良俊司警部､ 県歯会よ

り堤会長を始め前野､ 犬束､ 冨屋､ 片山が出

席した｡

今回は医療機関を脅やかす暴力団に対して

どのような対応をしたらよいかをメインテー

マに話し合った｡

対応１. 有利な場所で会う｡

○診療時間中に病院内では面接しない｡ (病

院内で大声を出されたり､ 暴れられたりす

ると他の患者さんに迷惑が及ぶことや､ そ

のこと自体を憂慮して不利な条件をのまさ

れる｡)

○相手が指定した場所が暴力団の事務所や判

然としない場所であった場合は､ 面談を断

るか､ 場所の変更を申し立てる｡

対応２. 複数で対応する｡

○暴力団員は脅かしのプロであるから､ 一人

で対応すると彼らのペースに引き込まれ､

不利な対応を余儀なくされる｡

○応対する者､ 相手の言動を記録する者､ 人

相､ 車両メンバーを記録する者などの役割

分担を決めておく事も必要である｡

対応３. 用件を確認する｡

○暴力団員が何をネタにどんな理由で何をた

くらんでいるのかを確認する事が重要であ

る｡ 彼らは刑罰に触れる脅迫罪､ 恐喝罪で

������������ 暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴暴力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団にににににににににににににににににににににににに対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応はははははははははははははははははははははははは

―県警察との協議会―

警察に捕まることを避けるため､ ｢誠意を

見せろ｣ などとあいまいな表現をする｡

対応４. 応対の状況を記録する｡

○暴力団員との面談や電話での会話内容は､

録音やメモにより正確に記録化しておく事｡

○記録された資料は刑事､ 民事事件の際の重

要な証拠資料となる｡

対応５. 即答､ 約束をしない｡

○ミスや落ち度が明らかでないのに､ 非があ

るような謝罪発言はしない｡

○揚げ足を取られるような発言はしない｡

例. ｢結構です｣ → ｢お断りします｣

○相手に期待を持たせるような発言はしない｡

例. ｢考えてみます｣ → ｢お断りします｣

対応６. 解決を急がない｡

○早く暴力団との関係を絶ちたいという意識

から､ 解決を急がない｡

○対応時間は短かく､ 結論はあわてずに対応

する事｡

○即答できない部分については､ 弁護士や警

察に相談して回答をすると相手に伝える｡

場合によっては弁護士から回答させる｡

最近における医療に対する不当要求事例は､

医療ミスに伴う示談金名目の金品要求｡ 病

院職員の患者対応に因縁をつけ金品要求｡

医療不正行為があると脅迫し金品要求する

等が上げられるとの事である｡

暴力団等非社会的集団からの不当要求に対

しては､ 恐れず毅然とした対応と不当要求

に屈しない気迫と信念を持つことが大切で

あることを痛感した｡ 医療対策委員会では

県警との連携を強くする為に年に２～３回

の会議を開催している｡ 暴力団等に於ての

医療トラブルに巻きこまれた場合はご一報

下さい｡

(医療対策 片山 幸博)

� ���� ��
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３月３日 (土) 県歯会館にて医療対策委員

会講演会を開催した｡

｢ストレスのない日常臨床のために (知的

武装の進め)｣ をメインテーマとして日本歯

科医師会医療安全対策委員前野正春と医療対

策担当理事犬束美尚が講演をした｡

講演１： ｢ここにしか咲かない話｣ 犬束美尚

理事

熊本県歯科医師会に寄せられる最近の医療

トラブル事例を抜粋して講演を行なった｡

○事例１抜かなくてもいい歯を抜かれた｡

医療提供者側と患者側とのコミュニケーショ

ンギャップをなくす努力が必要である｡ 医療

提供者が説明したと思っている事が患者に伝

わっていない事がある｡

○事例２インプラント手術前の誓約書につい

て患者を牽制する効果はあるかもしれないが

法的効果はない｡ インフォームドコンセント

のための説明書､ 同意書の型で作成する事｡

○その他インプラントでの麻痺､ 医療事故予

防等｡

○医院のステップアップ計画

｢学習する組織｣ ＝進化する ｢医療チーム

(歯科医院)｣ となる為にスタッフの方々が院

長の中にある ｢ビジョン｣ を ｢戦略｣ として

理解していただくことが大切であり､ 院長も

スタッフとコミュニケーションを取り､ 協力

してもらうための努力が必要である｡

講演２： ｢裁判所が危惧する医療トラブル事

例の増加｣ 前野正春監事

平成19年４月より､ 熊本県地方裁判所調停

委員に就任

１. 歯科医療と法律

(医療法) …医療提供の理念､ 医師等の責務

(歯科医師法) …歯科医師の任務､ 免許の取

消・業務停止及び再免許

(刑法) …犯罪の成立要件と刑罰の内容を定

めた法律

������������ スススススススススススススススススススススススストトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレススススススススススススススススススススススススののののののののののののののののののののののののなななななななななななななななななななななななないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床のののののののののののののののののののののののの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((((((((((((((((((((((((知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装のののののののののののののののののののののののの進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ))))))))))))))))))))))))

―医療対策講演会―

(民法) …請負､ 準委任､ 債務不履行による

損害賠償

２. 医療トラブルと法的対応

歯科医院に来院し苦情を言って金品を要求､

抜歯中止後の疼痛､ 腫脹の責任を取れとの訴

え等の事例に対する法的根拠｡

３. 医療従事者に求められる事

①医療行為中の基本認識�安全は存在しない｡�危険､ 事故は行為者の個人的問題ではな
い｡�危険､ 事故には必ず原因がある｡

②安全のＡＢＣ､ スタッフに求められる事､

ハインリッヒの法則､ 人に好感を与える10

ヵ条等について｡

４. よりよい信頼関係のために

医療トラブルの要点､ 医療トラブル方針に

ついて､ 信頼関係と患者さんの対応､ 医療ト

ラブルにおける問題解決等

５. 問題解決の方法としての一般論

①問題解決�問題を解決するために必要な要素､ 問題
解決の３つのポイント等

②対話�問題解決型コミュニケーション､ 感情む
交流型コミュニケーション等

③折衝�折衝に必要なもの４つ
６. 会員のためのガイドライン

医療事故発生時の対応､ 医療過誤の法的要

件､ 医療紛争が発生した場合の基本的対応､

医療トラブルを起こした場合の注意事項

最後に歯科医師には広い視野､ 深い洞察力

が要求され､ 法の精神や意図を的確に解釈し､

客観的な価値判断に基づき行動する必要があ

ると熱き思いを語られ講演会を終了した｡

(医療対策 片山 幸博)

� ���� ��
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３月個別指導報告

平成19年３月に､ それぞれ３歯科医療機関の個別指導が熊本県庁で行われた｡ 主な改善指

摘事項は､ 下記の通りである｡

１) 顎関節症の治療を行う際には､ 症型分類等を用い的確な診断の基に適切な治療を行うと

共に､ 診断根拠､ 治療方針､ 咬合挙上副子の種類 (形態)､ 調整内容等を診療録に記載

すること｡

２) 顎関節症の診断を目的として歯科パノラマ断層撮影を行った場合には､ 解剖学的所見を

含む読影所見を診療録に記載すること｡ また､ 顎関節症の診断を目的に歯科パノラマ断

層撮影を行う場合には､ 顎関節パノラマ断層撮影と同様の情報が得られる撮影方法とす

ること｡ (開閉口時の２枚) なお､ ２枚パノラマを撮影しても請求は１枚分とすること｡

３) ヒノポロンの使用にあたっては､ 病状の改善状況を観察し､ 効果が不十分な事例は中止

するなど､ 妥当適切な投薬を行うこと｡

４) 歯周病に対する暫間固定は､ 歯周組織検査後に実施すること｡ また､ エナメルボンドシ

ステムによる暫間固定を行った場合には､ レセプトの摘要欄に装置の種類を記載するこ

と｡

５) スタディーモデルを算定した場合には､ 歯列及び咬合状態､ 歯肉縁上の歯冠・歯根の状

態､ 歯の植立方向､ 欠損部の状態､ 顎堤､ 口蓋､ 小帯等の軟組織の状態､ 詳細な検査結

果を記載すること

６) 補綴時診断料の文書内容が不備である｡ 文書には病名､ 症状､ 検査結果､ 診断結果､ 治

療内容､ 製作する義歯の設計等､ 治療期間等､ 患者が理解できる内容記載が必要である

こと｡

７) 補綴治療後に歯周治療を開始している事例が見られたため､ 注意すること｡

８) 歯科 X線撮影において､ 写りが悪く診断が困難な事例が散見された｡ 的確な診断が得

られる画像が得られるよう､ 現像定着等を調整すること｡ なお､ 有床義歯を装着してい

る患者については､ 有床義歯を取り外した状態で撮影を行うこと｡

９) ブリッジ装着後に歯科 X線撮影を行っている事例が見られた｡ 撮影に当たっては必要

性を考慮すること｡ なお､ 抜歯等の手術を行うにあたっては､ X 線撮影を行い的確な

診断を得ること｡

10) 不適切な根管充填や短期間で再装着が行われたインレー・HJK が見られたため､ 歯科

医学的に適切な治療を提供すること｡

(社保 中嶋 敬介)

個別指導の現場から(No.31)
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３月31日 (土) 午後５時
より嘉島町の料亭 ｢とくな
が｣ において､ 平成18年度
通常総会が行なわれた｡ 河

端副会長の開会の辞に続いて山内前副会長を
議長選出した後､ 江藤会長より ｢新執行部と
なって１年たちますが､ 初の締めの通常総会
です｡ 新入会員､ 参議院選挙の事等､ 色々議
題がありますので､ 慎重賓議よろしくお願い
します｡｣ とあいさつがあった｡ 続いて､ 会
務・代議員・各委員会・それぞれの報告がな
され､ その後４月１日入会の岩本將嗣会員の
紹介があった｡
さらに､ 議事に移り医師会､ 薬剤師会との

����������
―平成18年度通常総会―

上益城郡 三師会について､ 歯の衛生週間､ 笑顔ヘルＣ
キャンペーン､ 子育て応援団すこやか2007､
家族・従業員合同レクレーション､ 日当旅費
改正の承認を求める件､ 平成18年度決算の承
認を求める件､ 平成19年度予算案､ 事業計画
案が話し合われそれぞれ承認された｡ 次に協
議事項として臨時総会の日程等が協議され､
最後に豊田理事が閉会の辞を述べ会は終了し
た｡
この後宴会場に席を移し､ 杯を酌み交わし
ながら親睦を深めあい､ 最後は､ 上益城郡歯
科医師会の益々の発展を祈念して一本締めで
終宴となった｡

(佐藤 昭彦)

―総 会―

３月24日 (土) 午後３時
から､ 司ロイヤルホテルに
て､ 玉名郡市歯科医師会定
時総会が開催された｡ 開会
に引き続き､ 増田会長から､
｢県歯科医師会館の完成､
森本会員が日歯会長表彰､

城井会員が文部科学大臣表彰を授章されたこ
と､ 有明地域歯科保健連絡協議会での幼稚園
保育園のフッ素洗口､ 玉東町での小学校中学
校のフッ素洗口､ 県歯会100周年記念事業｣
について話があった｡ 長寿の祝いでは国崎､
友長､ 加藤､ 増田会員を全員でお祝いした｡
新入会員紹介では､ 天水町開業の永廣会員が
自己紹介をされた｡ 福富会員を議長､ 森本会
員を副議長に選出し､ 議事録署名人に富永､
加藤会員を選出した｡ 報告では､ 代議員会報
告､ 評議員会報告､ 国保委員会報告､ 平成18
年度会務報告､ 平成18年度会計現況報告､ 平
成18年度共済互助会計現況報告が滞りなくあっ
た｡ 議事では､ 第１号議案､ 平成19年度事業
計画案､ 第２号議案､ 平成19年度会計歳入歳
出予算案､ 平成19年度共済互助会計収入支出
予算案を可決した｡ 協議では､ 会則見直しに

ついて話があり､ 資料をもとに､ 安田専務理
事が､ 変更箇所を説明して､ 会員からの質問
に答えていただいた｡ 又入会規定などに関し
て､ 熱心な議論がなされ､ 秋の臨時総会で訂
正した議案として提出することとなった｡ つ
づいて社保委員会の高崎会員が､ 薬剤情報提
供書類作成ソフトの配布､ 使用方法の説明と
社会保険診療報酬請求状の注意点について説
明した｡ 堤会長､ 吉田副会長､ 浦田専務理事
をお招きして､ レセプトのオンライン化､ ６
月２日の100周年記念事業､ ７月の参議院議
員選挙､ 公益社団法人の制度変更などについ
てご説明いただいた｡ その後､ 同ホテルにて
懇親会を行なわれた｡ (桐野 美孝)

玉名

�����������
来賓あいさつの堤県歯会長
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４月７日 (土) 午後３時
から､ 阿蘇市内牧の阿蘇プ
ラザホテルで阿蘇郡市通常
総会が開催された｡ 田代会
長の２年目への抱負を語る

開会のあいさつに続き､ 慣例により市原副会
長が議長に選出された｡
議題は､ 次の３議案が上程された｡
第一号議案：平成18年度会務報告 (田上常務)
第二号議案：平成18年度会計報告 (甲斐田理事)

平成18年度監査報告 (片山監事)
第三号議案：平成19年度事業計画および予算案

城北地区役員連絡協議会関連特
別予算案

以上､ いずれも全会一致で承認可決された｡
続いて協議事項では､
①城北地区役員連絡協議会が､ ５月19日
(土) 午後３時から ｢かんぽの宿｣ で開
催予定である事｡

②本年度の ｢歯まつり｣ が､ ６月23日 (土)
小国町の小国ドームで午後１時から予定
されている事｡
③レセプトでは､ 検査､ 投薬､ 訪問診療に

�������������������
―総 会―

阿蘇郡市 ついてチェック
が厳しくなって
いる事｡ が､ 報
告された｡
次に県歯より
お招きした堤会
長は､ 特定健診
の概要､ さらに
高齢化社会での
医療費の動向予
想と歯科医療の役割について詳しく解説され
た｡ また､ 後期高齢者への対応は､ 医科との
連携が重要であると語られた｡ また､ 小島副
会長は､ 新会館の利用状況が使用料アップに
も関わらず好調である事､ 光熱費については
さまざまな努力の結果､ 旧館並に推移してい
ることが報告された｡ 最後に浦田専務は､ 法
人改革で各郡市会会長の任期の変更などに対
応が必要である事などを解説された｡
総会終了後､ 迫田阿蘇保健所所長､ 中村阿
蘇郡市薬剤師会会長､ 堤会長､ 小島副会長､
浦田専務ご出席のもと､ 同ホテルの宴会場で
懇親会を開催した｡ (桑田 和明)

―ボーリング＆ビンゴ大会―

３月10日に毎年恒例の菊
池郡市歯科医師会ボーリン
グ＆ビンゴ大会が行われた｡
この日は､ 朝から小雨が降っ
ており､ 肌寒い中にもかか
わらず､ 21歯科医院､ 70名
と多数の方に参加していた
だいた｡

当日は､ まず､ 菊陽ボウルにて､ 18時30分
よりボーリング大会を行い､ ２ゲームのトー
タルスコアで優勝を争った｡ 終了後､ “まる
よし”にて､ 黒毛和牛の霜降り焼肉＆しゃぶ
しゃぶを食べながら､ 表彰式及びビンゴ大会
が行われた｡ ボーリング成績は､ 男子の部は､

初出場の千々岩
会員が､ トータ
ル327の素晴ら
しい成績で優勝
された｡ 女子の
部は北川歯科医
院の歯科助手､
甲斐さんが､ 前
半の貯金を生か

して逃げ切り､
２年ぶり２回目
の優勝を成し遂
げられました｡
団体賞は､ なん
と､ 厚生委員会
チームが優勝し
てしまい､ 策略
だ！とか､ いん
ちきだ！とか非
難ごうごうであっ
た｡
その後､ ボーリングで賞品を取れなかった

人たちのために､ ビンゴ大会､ さらにはじゃ
んけん大会までおこなわれ､ 順位賞等あわせ
て100グラムあたり1200円もの､ 霜降りステー
キ肉を半数近くの方が獲得された｡ また､ 今
年から参加賞もミニステーキ (こちらは霜降
りというわけには行かず､ もも肉ですが) と
なり､ 焼肉､ しゃぶしゃぶ､ ステーキと一日
でとんでもない贅沢をすることができた｡

(北川 隆之)

菊池郡市

������� ���������� ����
肉ざんまい､ ごっつあんです

いい汗かきました

後期高齢者への対応は医科と連携して
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４月７日 (土) 午後４時
より平成19年度水俣芦北郡
市歯科医師会通常総会が水
俣市 ｢あらせ会館｣ におい

て開催された｡ 若江秀敏会員を議長に選出し､
野村会長より､ 会員に対して会活動への謝辞

���������������
―総 会―

水俣･芦北 と次期参議院選の現況報告があった｡ また挨
拶の中で､ ｢水俣､ 芦北地区は県内でも人口
減少率が高く､ そのうち半数近くが高齢者と
なり大変厳しい状況になる｡ 在宅医療がもっ
と増えてくるので､ 医科との連携を密にし､
高齢者のＱＯＬ向上に歯科医療を活用するネッ
トワークを構築する必要がある｡｣ と話され
た｡ その後執行部より18年度会務・会計収支
決算と会計監査報告があり全員一致で承認さ
れ､ 19年度の事業計画・会計収支予算案も無
事承認可決された｡ 閉会の辞に際して藤崎副
会長より ｢次期参議院選は決して予断を許さ
ない状況にあるので､ さらなる確実票を目指
し努力して欲しい｡｣ と話があり通常総会を
終了した｡ その後､ 場所を移し懇親会が開催
された｡ (鬼塚 友文)

―総 会―

３月16日 (金) 午後７時
より､ 八代口腔保健センター
２Ｆ多目的ホールにて､ 平
成18年度定時総会が開催さ
れた｡
冒頭､ 昨年11月に亡くな

られた岩崎義臣会員のご冥
福を祈り黙祷をささげた｡ 上野副会長の開会
の辞に続いて､ 増田会長より ｢私たちも政治
において発言する場を持たなければならない｡
そして歯科医師としての仕事を通して､ 住民
の健康の為に寄与する事で､ その重要性をア
ピールし､ 住民と共に地域から国へ主義主張
を発信していきましょう｡｣ とあいさつがあっ
た｡
その後､ 会務 (上野副会長)､ 会計 (守永

理事)､ センター (蓑田理事)､ 代議員会 (中
川専務)､ 国保 (上元会員)､ 学校歯科 (中山
理事) ほか､ 各種委員会の報告がなされた｡
次に議事に移り､ 平成19年度の事業計画､

口腔保健センター事業計画､ 一般会計予算､
口腔保健センター会計予算の承認を求める件

の第１号～第４号の各議案が可決された｡
協議では､ 外壁などの傷みが目立ってきた

口腔保健センターの補修について活発な意見
交換があった｡ その中で､ 上田県歯副会長の
｢センターは我々､ 八代歯科医師会の活動の
重要な拠点となる場であり､ 是非大切にして
いただきたい｣ との言葉に皆賛同し､ 迅速な
補修を開始する事が約束された｡
他に研修旅行について､ アンケートがとら

れた後､ 詳細については､ 厚生委員会に一任
することなどが確認され､ 上野副会長の閉会
の辞により終了した｡ (岩崎 晃司)

八代

�������������
若手が増えた八代歯科医師会

今年度も頑張りましょう！
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堀尾愼一郎
熊本県熊本市尾ノ上
1-10-4
熊本託麻台歯科診療所
①・医療保健制度の今
後 (介護制度も含む)
・医療法人制度

・歯科医療の今後｡ 歯科医師会の意味
と意義と今後の役割
②医科､ 歯科､ 介護､ 福祉とのしっかり
とした連携の取れたチーム医療を目標
とします｡
③・医科 (医療)､ 介護､ 福祉の連携が
取りやすい｡
・亜急性期の患者さんの治療が主治医
チームとの連携により､ すみやかに行
なえる｡
④熊本市東部地区の医療・福祉・介護へ
の貢献｡

入佐 弘介
熊本市八景水谷１丁目
24番24号
いりさ歯科医院
①歯科治療
②患者さんに優しい歯
科治療です｡

③ありません｡
④まずは､ 一年間無事に過ごせることで
す｡

一一 般般 会会 員員
兒玉 美穂
八代市竹原町1611
こだま歯科クリニック
④地域の皆様に健康で
幸せな生活が送って
いただくために､ 歯
科医師として最善を

つくせるようにがんばります｡
先輩方のご指導よろしくお願い致しま
す｡

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｡

岩本 將嗣
熊本県上益城郡益城町
惣領910-1
ましき歯科クリニック
①求められる歯科診療
に､ 正しく対応でき
ること｡

②歯科医学の専門家として､ 患者さんに
とっての最良を提供できる歯科診療
③痛くない､ 恐くない､ 歯科医院｡
④急がず､ 着実にゆっくりと頑張ります｡
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山口 貴久
八代市鏡町鏡村1107-1
中津留歯科医院
①最近誕生した長男の
世話をする事

②誠心誠意！
④・地域の方に愛され､

信頼される歯科医師になる事
・生活習慣病にならない

宇治 信博
阿蘇市一の宮町

宮地2405
宇治歯科医院
①保健制度の今後の動
向

②患者さん一人一人の
ニーズにあった歯科診療
③特にありません
④地域歯科医療に微力ながら貢献してい
きたいと思っています｡

長山 千帆
上天草市大矢野町登立
8853
長山歯科医院
①予防歯科
②患者さんの歯科治療
に対する不安を取り

除き､ 安心して受けられる診療
③祖父､ 母から続く３代目になり患者さ
んも世代を継ぎ来ていただく事
④日々の診療に努める

蔵本 茂禎
熊本県荒尾市大正町１
丁目２番24号
蔵本歯科医院
①歯科診療に於いて､
年配の患者さんが多
いので､ 義歯に関心

があります｡
②地域密着の歯科診療
③他の歯科医院とあまり変りはないと思
いますが､ 強いて言えば数年前より予
防歯科に力を入れて行っていることで
す｡
④患者さんに信頼される歯科医師になり
たいです｡

親親 子子 会会 員員

竹内 清嗣

合志市幾久富1909-1206

伊藤歯科医院

�田 隆資

熊本市健軍3-24-22

パール歯科・矯正歯科
クリニック

勤勤 務務 会会 員員

赤城 忠臣

熊本市並建町534

赤城歯科医院

清藤 寿晃

合志市幾久富1909-1206

伊藤歯科医院
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訃　　　報 

寺本　龍之助 先生 
平成19年４月12日　ご逝去　83歳 
 
●  郡　市　名：玉名郡市 
●  入会年月日：昭和25年１月30日 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堤会長、浦田専務理事 

小島副会長、浦田専務理事
ほか13役員 

竹下理事 

堤会長、吉田・小島副会長、
浦田専務理事 

堤会長ほか上田副会長、勇
理事を除く全役員、有田幹
事長 

堤会長、小島副会長、浦田
専務理事 

堤会長、船津書記 

堤会長 

小島副会長 

前野・上元正副委員長 

堤会長、浦田専務理事 

前野委員長ほか全委員 

小島副会長 

出　　　　席 

荒尾市通常総会懇親会（荒尾市） 

第４回100周年各部正副部長会　　 
（1）各部提案事項 

県へき地保健医療対策協議会（熊本テルサ） 

第６回副会長会議 

第15回理事会　　 
（1）奨励医・登録医制度　 
（2）協賛の依頼　 
（3）本会創立100周年事業　　他 

くまもと歯の健康文化賞委員会 

熊本県地域リハビリテーション支援体制推進シンポジウム（ホテル
日航熊本） 

支払基金幹事会（支払基金） 

牧野敬美先生熊本県剣道連盟功労賞受賞祝賀会（熊本市） 

100周年記念史編集委員会　　 
（1） 第１章から第７章までの編集・校正 

玉名郡市通常総会（司ロイヤルホテル） 

100周年記念史編集委員会　　 
（1）資料編の編集・校正作業 

県高齢者保健推進協議会 

摘　　　　　　　　　　要 

29日 

28日 

27日 

26日 

24日 

3月23日 

日　付 

総　務 

所　管 

平成18年度 

H.19.5
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八木理事、川瀬委員長ほか
１委員 

八木理事 

上田副会長、浦田専務理事、
中嶋常務理事、勇理事 

中嶋常務理事、勇理事、前
田委員長ほか６委員 

浦田専務理事、勇・八木理事 

堤会長 

上田副会長 

堤会長 

小島副会長 

地域保健小委員会　 
（1）次年度歯の衛生週間ポスター 

県健康づくり県民会議（水前寺共済会館） 

社会保険事務局との打合せ 

社会保険委員会　　 
（1）保険だより　 
（2）点数アップの心得　 
（3）個別相談会　　他 

宇土郡市通常総会（宇土） 

天草郡市通常総会（天草市） 

県救急医療連絡協議会（県医師会館） 

第２回熊本県保健医療推進協議会（熊本県庁） 

固定資産税免除申請（熊本市役所） 

29日 

3月26日 

28日 

3月24日 

31日 

30日 

総　務 

社　保 

地域保健 

出　　　　席 摘　　　　　　　　　　要 日　付 所　管 

上田学院長ほか８委員 

井手委員 

松岡・高松理事 

松本委員長 

犬束理事、片山委員長ほか
全委員、前野監事 

犬束理事、片山委員長ほか
６委員 

宮坂理事、加藤委員長、立
本副委員長 

宮坂理事、立本副委員長ほ
か２委員 

竹下理事 

竹下理事、瀬井委員長ほか
全委員 

学院教務委員会　　 
（1）第43期生前期・後期試験不合格者 
（2）実習指導担当者打合せ会開催 

障害児（者）口腔ケア地域リーダー育成事業実習見学会（口腔保健
センター） 

センター・調査・ＩＴ小委員会（1）テレビ会議の試行と検討 

障害児（者）口腔ケア地域リーダー育成事業実習見学会（口腔保健
センター） 

医療対策委員会　 
（1）３月３日講演会の反省会　 
（2） 平成19年度九州各県担当者会議開催についての初回打ち合わせ 

医療対策委員会 
（1）医療相談 
（2）医療対策講演会の反省 
（3）委員会研修会　　他 

広報小委員会　　 
（1）「熊歯会報」４月号・第２回校正 

広報小委員会　　 
（1）「熊歯会報」４月号・校正　 
（2） モニターだより 

天草郡市通常総会（天草市） 

厚生・管理委員会　  
（1）スタッフ接遇セミナー 
（2）グループ保険　 
（3）医療法改正　　他　 

３月23日 

上田学院長 全国歯科衛生士教育協議会総会 27日 

31日 

28日 

３月24日 

30日 

３月23日 

29日 

３月23日 

31日 

３月23日 
厚生管理 

広　報 

医　対 

調査・IT

学　院 

H.19.5
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平成19年度 

伊藤理事、松永委員長ほか
全委員 

堤会長 

堤会長ほか常務理事以上全
役員 

堤会長 

前野・片山監事 

前野監事 

前野監事 

堤会長 

堤会長 

小島副会長、浦田専務理事、
古賀熊本市歯会長 

小島副会長ほか役員15名 

堤会長 

吉田副会長、中嶋常務理事、
勇理事 

堤会長、小島副会長、浦田
専務理事 

上田副会長 

前野委員長ほか６委員 

堤会長 

堤会長 

堤会長ほか常務理事以上全
役員 

堤会長、上田副会長、浦田
専務理事 

堤会長、浦田専務理事 

渡辺常務理事、宮坂・竹下
・八木理事 

学術委員会　　 
（1）理事報告　 
（2）有料研修会　 
（3）学術パネル　　他 

日本経済新聞社タイアップセミナー（日経ホール） 

第２回常務理事会　　 
（1）新入会員の承認　 
（2）九地連協議会提出協議題　 
（3）創立100周年記念事業　　他 

西村五木村村長・五木村診療所歯科医師求人依頼のため来館 
（1）五木村関係者２名、岡崎県医療対策総室課長補佐ほか２名来館 

監事月次監査　　（1）月次監査 

熊本民事調停協会懇親会（ＫＫＲホテル） 

熊本民事調停協会定期総会（熊本地方裁判所） 

第１回日歯常務理事会（日歯会館） 

日歯会員加入促進打合せ会（日歯会館） 

幸山熊本市長との面談（熊本市役所） 

100周年実行委員会 

第７回真の歯科医療を勉強する会（東京） 

九州大学歯学部同窓会熊本県支部総会懇親会（熊本市） 

阿蘇郡市通常総会（阿蘇市内牧） 

九州歯科大学熊本県同窓会通常総会 

100周年記念史編集委員会 
（1）第１章から第７章までの編集・校正作業 

第３回日歯診療報酬改定基本問題検討チーム（日歯会館） 

第11回日歯戦略会議（日歯会館） 

第１回常務理事会　  
（1） 能登半島地震被災者への義援金募金　 
（2） 創立100周年記念事業　 
（3） 文書の廃棄 

新年度訓示 

熊本機能病院理事長米満弘之先生来館 

対外ＰＲプロジェクト会議 

４月７日 

18日 

17日 

14日 

13日 

12日 

11日 

10日 

７日 

６日 

５日 

４日 

３日 

４月２日 

総　務 

学　術 

出　　　　席 摘　　　　　　　　　　要 日　付 所　管 

H.19.5
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堤会長・上田学院長ほか役
員・来賓13名 

 

学院１・２年生健康診断（学院各室） 

高松理事、小野委員長ほか
２委員 

高松・松岡理事、小野委員
長、宮田副委員長 

松岡理事、松本委員長ほか
３委員 

犬束理事、片山委員長ほか
１委員 

宮坂理事、加藤委員長ほか
５委員 

宮坂理事 

宮坂理事 

宮坂理事 

八木理事、川瀬委員長ほか
全委員 

中嶋常務理事、勇理事 

学院１・２年生対面式 

学院第44期生入学式（新入生：52名） 

学院始業式（２年生）（学院教室） 

調査・ＩＴ委員会　　 
（1）テレビ会議システム　 
（2）レセプトオンライン化 

調査・ＩＴ小委員会　　 
（1）テレビ会議デモ 

センター・介護委員会　 
（1）センター業務に関する打合せ 

医療相談 
（1）医療相談 

広報委員会　　 
（1）熊歯会報５月号編集 
（2）モニターだより 

ＮＨＫテレメッセ出演 

テレメッセ打合せ（ＮＨＫ熊本） 

テレメッセ打合せ 
（1）番組打合せ（４月10日放送分） 

地域保健委員会　 
（1）歯の衛生週間事業 
（2）地域・職域連携推進会議　 
（3）8020推進員育成事業　　他 

九州大学歯学部同窓会熊本県支部社会保険診療研修会 

12日 

10日 

４月９日 

５日 

４月２日 

４月５日 

４月18日 

13日 

10日 

９日 

４月５日 

４月12日 

４月７日 

学　院 

調査・IT

センター
・介護 

医　対 

広　報 

地域保健 

社　保 

出　　　　席 摘　　　　　　　　　　要 日　付 所　管 

H.19.5
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2日（土） 

5日（火） 

10日（日） 

19日（火） 

26日（火） 

県歯創立100周年記念式典・祝賀会 

第5回常務理事会 

歯の衛生週間・歯の祭典 

第6回常務理事会 

第3回理事会 

　私はさして野球オタクでは無いのですが、
今年は3人のピッチャーから目が離せない
ところです。3人とは、桑田、松坂、田中
のマー君。桑田選手への評価は悲観的見方
が多い上に早速のアクシデントにみまわれ
ていますが、前向きな姿勢を崩していない
のはさすがです。松坂選手は「噂通りの男」
と高い評価を受けているようです。マー君
は今のところプロの洗礼に四苦八苦・・・
といった感じですが、これらはあくまでも

現時点でのもの。1
年後、3年後、5年
後にこの3人がどの
ような評価を受けて
いるのか、楽しみに
見守ろうではありま
せんか。（H.A） 


