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未入会者問題は､ 大変難しい問題ですが､ 今回の点数改定で､ 注

目すべきポイントがあります｡ それは､ 歯科外来診療環境体制加算

の施設基準と､ 在宅療養支援歯科診療所の施設基準の届出に係る研

修会です｡ この研修会は､ 日本歯科医師会､ 各県歯科医師会､ 郡市歯科医師会が行うことが

できることです｡ つまり､ 入会していない人は､ 届出が難しくなります｡ もっと増えて未入

会者問題解決の追い風になれば良いと思います｡ また､ 会が行う研修会や､ 講習会に､ どん

どん参加して頂き､ 勉強して頂くことで､ 修了証や､ 認定証を､ しっかり集めていただくこ

とが､ すなわち推奨歯科医院制度の目的そのものですから､ これまた追い風です｡ これは､

３～４年前から､ 堤会長が､ おっしゃっていた事です｡ やっと時代が､ 本会に追いついてき

た感じです｡ ちょっと､ 褒めすぎでしょうか｡

それと､ 県歯会計の立場から､ もう一言｡ 会員の皆さんも感じられていると思いますが､

本会も次第に､ 高齢化社会に向かっていることです｡

平成10年から19年迄の10年間の平均値を出すと､

１) １年間の入会者数 17名

２) 終身会員の退会者 (ご逝去) ５名

３) 終身会員以外の退会者 ７名

つまり､ 一般会員 (通常の均等割り会費を納める会員)

の増加は､ 年間５名となります｡ 現在 (平成20年)

の終身会員数は105名､ 総会員数は783名ですから､ 終身会員の割合は､ 13.4％です｡ それが､

今後､ どなたも亡くなられないとすると平成25年で146名､ 平成30年で221名､ 平成40年には

488名に達します｡ ご高齢の先生方には誠に失礼でお叱りを受けそうですが､ 上記の２) の

数字を使って計算しますと､

平成30年で､ 171名 総会員数の20.5％

平成32年で､ 221名 総会員数の26.2％

平成40年 (20年後) には､ 388名 総会員数の43.9％を占めることになります｡

ざっくりした､ シュミレーションですが､

今後４～５年は､ 均等割会費収入は微増し､ さらに３～４年は､ 横ばい､ そして９～10年後

から減少が始まり､ 平成40年頃には､ 平成20年よりも2,000万円近い均等割会費の減収が予

想されます｡

収入割会費の予想は､ もっと大変なので､ 現在試算をはじめたところですが､ 保険収入の

みでの算定では､ 明らかに減少していくと思われます｡

ぜひ､ 会員の皆様全員で､ 悩んで考えて頂き､ 妙案がありましたら､ 西野までご連絡頂け

れば幸いです｡

����������
常務理事 �� ��



���������� ����������������������
―第１回理事会―

熊歯会報 Ｈ.20.６

4

私達は､ 会員の先生方から会をお預かりし
ている立場ですので､ それらの期待にそうよ
うに､ 会務の執行に取り組んで参りたいと思
います｡ 本日も慎重審議の程よろしくお願い
いたします｡

会会務務報報告告 (自：３月21日～至：４月17日)
総 務：通常代議員会､ 通常総会､ 理事会､

常務理事会､ 日歯理事会､ 日歯常
務理事会

学 術：有料研修会
社会保険：社会保険事務局点数改定説明会､

各郡市社保説明会
地域保健：青壮年期の歯科疾患削減モデル事

業､ 歯の衛生週間事業
厚生管理：スタッフ接遇講演会
広 報：熊歯会報編集・校正
医療対策：医療相談苦情事例報告､ 医療安全

管理マニュアル
センター・介護：休日救急歯科診療終了､ 後

期高齢者在宅口腔ケアワーキング
委員会

学 院：入学式

会会務務報報告告そそのの２２
１. エコ運動 (７月７日)
洞爺湖サミット開催に連動して､ ７月７日
の夕刻に全国で消灯運動が行われる｡

２. 日歯報告
堤会長より､ 厚生労働省から日歯へ委託さ
れる ｢歯の健康力推進歯科医師等養成講習会｣
についての概要が報告された｡ (九州地区に
おいても１回開催される｡)
さらに､ 施設基準届出に係る研修会について
は､ 厚労省や日歯での動向を堤会長が､ 本県
での動向については上田副会長､ 浦田専務理
事､ 中嶋常務理事より報告があった｡

３. 平成20・21年度日歯生涯研修事業実施要
項の一部変更
スタディーグループが行う研修会の認定に
ついて､ 学術担当理事が行うことが出来るよ
うになった｡ 本会においては､ 学術担当理事
が認定を行い､ 常務理事会や理事会において
報告することとした｡

４. 県歯科医学大会並びに歯周病講演会の企
画
県歯科医学大会を平成21年２月８日 (日)
に開催する｡
歯周病講演会については､ 学術・社保委員会
合同で進めていくこととした｡

５. 退会会員
成松賢二会員 平成20年３月31日付

６. 事務局人事
臨時職員採用 平成20年３月31日付 総務
課：松山沙織､ 岩崎有希子

７. 100周年記念史の送付先
本会事業に協力してもらっている関係団体
や関係者をピックアップして送付する｡

８. 歯科用移動診療機器の譲与
このたび熊本県より譲与されることとなっ
た｡ その旨を各郡市に連絡し､ あわせて機器
に貼付されている備品シールを県歯に送付し
てもらうこととする｡

９. 口腔保健センター日祭日診療廃止に伴う
メディアへの通知等の対応
４月からの日祭日診療廃止を事前に文書等
で通達していたにもかかわらず､ 熊日側のミ
スで４月６日の熊日新聞に掲載されていた｡
当分の間､ センターの入口にはその日開いて

平成20年４月22日 (火) 午後６時から県歯会館第１会議室にて堤会長ほか全役員の出席のもと
議長を堤会長､ 議事録署名人を八木理事､ 高松理事で開催された｡

堤会長あいさつ
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いる熊本市内の歯科医院を掲示する｡

10. 職員の研修日程
昨年実施した外部研修が､ ４月21日 (月)
より再開する｡

11. 日本糖尿病協会登録医制度の登録申込み
受付
まだ登録していない役員には､ 全員登録し
てもらうよう要請があった｡

12. 会員の種別
熊本市の一般会員１名を定款及び規則に基
づき勤務会員とすることとした｡

13. 裁判員制度に対する歯科医師会の対応
会として､ 会員が裁判員に選ばれた場合の
何らかのサポート体制を今後検討することと
した｡

14. 第８回九州地区健康教育研究大会の後援
後援する｡

15. 関連団体からの委嘱・推薦依頼
○ (財) 肥後医育振興会評議員堤直文会長
任 期：平成20年４月１日～

平成22年３月31日
○ ｢熊本県ＰＴＡ災害見舞金安全会｣ 判定
審査会専門医師西野隆一常務理事
任 期：平成20年４月１日～

平成21年３月31日
○日本スポーツ・健康づくり歯学協議会幹
事小島博文副会長､ 伊藤明彦理事
任 期：平成20年４月１日～

平成22年３月31日
○熊本県学校保健会
理 事：堤直文会長､ 吉田公典副会長､

渡辺賢治常務理事
任 期：平成20年４月１日～

平成21年３月31日
評議員：田上大輔学校歯科委員会委員長
任 期：平成20年４月１日～

平成22年３月31日

16. 各会計３月末現況
資料に基づいて西野常務より報告が行われ
た｡

17. その他
○未入会者対策プロジェクトチームが結成
され､ 第１回の会合が４月18日に開催さ
れた｡

協協 議議
１. 新入会員の承認について [承認]
一般会員２名､ 勤務医会員１名の入会を承
認した｡

２. 熊本県歯科医師会の今後の活動について
[継続]
歯科大学や歯科衛生士学校の入学者の定員
割れが現実に生じており､ 将来は歯科に携わ
る人材の不足が懸念され､ 今から対策を考え
なければならない｡ また､ 未入会者の増加や
公益法人制度改革への対応等､ 今後歯科医師
会が直面する諸問題について検討していくこ
ととした｡

３. 会務運営に対するアンケート実施につい
て [継続]
アンケートを実施するかどうかは､ 今後検
討することとした｡

４. 総会日程資料の全会員への配布について
[承認]
今までのように全会員に送付せず､ 会報等
で通知・報告する方法を取り､ 資料は当日出
席した会員のみに配布することとした｡

５. その他
○未入会者対策の一環として､ 新樹会との協
力関係を深めことも一つの方法であるとの
意見があった｡

６. ５月当面の行事予定について
施設基準に係る研修会を５月中の土曜日に
開催することとした｡

(広報 宮坂 圭太)

会のために一生懸命がんばります！
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５月10日 (土) 午後２時より､ 九地連協議

会がロワジールホテル那覇において開催され

た｡ 本県からは堤会長 (日歯副会長)､ 吉田

副会長､ 浦田専務理事､ 西野常務理事､ 事務

局から宮�が出席した｡
永田九地連専務理事の開会の辞に続いて､

秋山九地連会長 (福岡県歯会長) と開催県で

ある高嶺沖縄県歯会長の挨拶の後､ 来賓を代

表して箱崎日歯副会長が､ 診療報酬改定､ 80

20運動20周年記念シンポジウム､ 歯科医師需

給問題を中心に挨拶が行われた｡ その後､ 議

長に高嶺沖縄県歯会長､ 副議長に道津長崎県

歯会長を選出して､ 報告､ 議事､ 協議へと移っ

た｡

報告では､ �日歯関係報告として､ 村上日
歯専務理事より､ 資料に基づいて､ １月から

現在に至るまでの会務報告が行われた｡ 主な

内容としては､ 役員２名の交代､ ３月の代議

員会報告､ レセプトオンライン化への対応､

公益法人制度改革への対応であった｡ さらに､

箱崎日歯副会長より､ 歯科関係者講習会の中

で３月末に初めて厚労省より打診のあった

｢歯の健康力推進歯科医師等養成講習会｣ に

ついて､ 早急に九州地区で開催場所を検討し

て欲しいとの要請があった｡ (会議終了後の

九州各県会長の話し合いにより､ 今年度は本

県と長崎県での開催となった｡) 続いて�九
地連関係会務報告を永田九地連専務理事が､�監査報告を道津九地連監事 (長崎県歯会長)
が行った｡

議事に移り､ �役員の補欠選任については､
福岡県歯会の役員改選が行われたため､ 会則

に基づいて､ 秋山九地連会長が新専務理事に

嶺福岡県歯専務理事を､ 新常務理事に中川福

岡県歯常務理事を指名し､ 承認された｡ �平
成19年度一般会計決算､ �平成19年度積立金
会計決算､ �平成20年度事業実施計画､ �平
成20年度会員表彰についてはそれぞれ原案通

り承認された｡

協議では､ �次期協議会の開催については､
平成21年２月14日 (土) に長崎市で行われる

こととなった｡ �各県提出協議題については､
①地域における医療連携に向けた歯科界の具

体的戦略 (長崎)､ ②医科歯科連携の各県の

対応 (沖縄)､ ③在宅・後期高齢者医療への

会員の取り組み状況 (鹿児島)､ ④日本歯科

総合研究機構 (佐賀)､ ⑤裁判員制度への対

応 (熊本)､ ⑥歯科衛生士の確保 (熊本)､ ⑦

レセプトオンライン化への対応 (鹿児島)､

⑧診療報酬改定に伴う施設基準 (鹿児島)､

⑨会費・負担金の減免に対する各県の対応

(沖縄) について､ 各県の現状や対策､ 日歯

への要望等､ 活発な意見の交換が行われた｡

特に､ 本県提出の⑤裁判員に会員が選ばれた

場合に会として何らかのサポートが出来ない

かとの提案に､ 日歯としても日医・日薬と連

携して､ 今後対策を検討するとのことであっ

た｡ また､ ⑥歯科衛生士養成学校の受験志願

者が年々減少し､ ますます会員からの求人に

対しても充足出来ない状況の中で､ どのよう

に歯科衛生士を確保するかについては､ 各県

とも共通の悩みであった｡ 歯科衛生士の実態

調査や歯科衛生士会との連携､ 会報・ホーム

ページに求職者情報を掲載していたりと各県

様々な対策をとっており､ 本県にとって今後

のために大変参考となった｡

最後に､ 嶺九地連常務理事が閉会の辞を述

べ､ ３時間に及ぶ協議会は終了した｡

(事務局 宮� 真一)

九九 地地 連連 協協 議議 会会

平成20年度
第１回九州地区連合歯科医師会協議会

各県の現状や対策､ 日歯への要望等､ 活発な意見の交換が行われた

������
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４月19日 (土) 熊本県歯科医師会館４F大
ホールにおいて､ 大阪大学大学院歯学研究科
米田俊之科長による 『ビスフォスフォネート
使用のバランス：有用性と顎骨壊死』 と題し､
熊本県歯科医師会､ 熊本県医師会合同学術講
演会が開催され県歯167名 (会員114名スタッ
フ53名)､ 県医８名､ 計175名が参加した｡
最初に骨の組成､ 骨髄幹細胞､ 破骨細胞､
骨芽細胞の正常なはたらきを説明され､ ビス
フォスフォネート (以下BP) 系薬剤の薬物
学的特徴と優れた有用性を話された｡
国内で販売されているBP系薬剤は注射用
製剤として､ アレディア､ オンクラストテイ
ロック､ ビスフォナール､ ゾメタ (製品名)
などがあり､ 悪性腫瘍による高カルシウム血
症､ 乳癌の溶骨性骨転移､ 多発性骨髄腫によ
る骨病変及び固定癌骨転移による骨病変に優
れた効果を発揮する｡ また経口製剤は､ ダイ
ドロネル､ フォサマックボナロン､ アクトネ
ルベネット (製品名) などがあり､ 骨粗鬆症､
脊髄損傷後､ 股関節形成術後､ 骨ページェッ
ト病に効果的である｡
しかし､ 注射用BP系薬剤において1000人
に１人､ 経口製剤で10万人に１人の割合で顎
骨壊死を起こすことが報告されている｡
主に顎骨壊死を起こす危険因子として� 抜歯� 歯科インプラントの埋入� 根尖外科手術� 骨への侵襲を伴う歯周外科処置
であるがこれらの処置に限らず歯科外科処置
が危険因子となり得る｡
注射用BP系薬剤投与中に侵襲的歯科処置が
必要となった場合� できれば､ 非侵襲性 (非外科的) の歯科

治療が推奨される� 回復不能な歯は歯冠の削除 (削合) と残
存歯根の歯内処置により治療する� 強力な注射用BP系薬剤を使用している
癌患者には歯科インプラント治療は行う
べきではない� 糖尿病やコルチコステロイド剤の使用と
いった危険因子がある場合は､ 観察を十
分に行い､ 抗生剤や口内洗浄剤の使用を
考慮する

経口用BP系薬剤投与中に侵襲的歯科処置が
必要となった場合

米国歯科医師会
の専門委員会は､
経口用BP系薬剤
服用の患者におい
ては顎骨壊死発生
リスクが低いとさ
れているものの､
抜歯等の治療に関
して以下の提言を
している｡� 抜歯等の侵襲的歯科処置を行う前に､ 患

者に経口用BP系薬剤投与と顎骨壊死の
リスクの関連について十分に説明するこ
と� 口腔内のクリーニングを十分におこなう
こと� できれば､ 非侵襲性 (非外科的) の歯科
治療が推奨される� 予防的抗生剤の投与は有意である

よくある質問として､
１. 経口用BP系薬剤中止後いつから抜歯し

ていいか？
２. 抜歯後いつからBP系薬剤の投与するの

か？
骨の改造などを踏まえ理論的に考えると
１. に対して：骨の改造にかかる時間､ 少な

くとも10週はおく
２. に対して：抜歯治癒機転を考慮し２ヵ月

後
であると思われるが､ あくまでも机上の理論
であり今後研究が進み､ はっきりしたことが
わからないうちは､ 外科処置は極力控えるこ
とを勧められた｡
また､ BP系薬剤服用中の患者が来院した
際には処方医と必ず連携することが､ 大切と
話され講演は終了した｡

BP系薬剤服用患者は現在も多く､ 今後高
齢化が進むことを考えると増加傾向にあるこ
とは間違いない｡ 私たち歯科医師は､ 治療を
行う場合に十分な問診を行い､ さらにかかり
つけ医に問い合わせをするなど医科・歯科連
携をしなければならないと､ 改めて考えさせ
られた有意義な講演であった｡

(学術 井上 裕�)
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―学術講演会―

処方医と必ず連携することが大切

�� ���
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５月17日 (土) 午後３時より､ 県歯会館４
階大会議室において､ 第６回学校歯科保健推
進大会が開催された｡ 今回は岡山大学歯学部
小児歯科の岡崎好秀講師を迎え､ ｢なるほど・
ザ・健康教育｣ と題した講演を行って頂いた｡
多数の著書をお持ちの先生であったためか
216名と多くの参加者を得ることができた｡
内訳は会員､ スタッフ84名 衛生士会32名
学校関係者78名 行政関係者22名であった｡
田上委員長の講師紹介の後､ 堤会長より
｢学校の先生方や行政の方々の協力を得なが
ら､ 学校歯科保健を進めて行くことが大切で
ある｡ ひいてはそれが8020の実現や､ 人々の
生命と生活を支えることに繋がる｡｣ との挨
拶が述べられた｡
講演の内容は多岐に亘ったが､ ここではそ
れを２つに大別して列挙してみる｡
１. 実体験､ 実験結果や文献を基にした講話
(健康教育)
・少年院 (少年犯罪) と虫歯の関連
・モンゴル人 (遊牧民族) の食生活と歯の
健康
・子供の治療態度と間食の規則性との関連
・競争馬にまつわる歯の秘密
・なぜ動物は､ 傷口を舐めるのか？
・養生訓に学ぶ歯の話
２. 具体的でわかりやすい保健教育とは？
・感情脳に入れるということ
・感嘆詞がでるように話をする
・小学校３年生にわかるように話す
・直接話せないことは､ 第三者を利用する
・具体的概念と抽象的概念
・北風型指導と太陽型指導
・第１のスクリーンと第２のスクリーン
上記の項目の詳細な内容については､ 岡崎
講師の著書 (県歯会館に保管) を参照して頂
きたい｡
実際に子供達に如何に歯科保健教育をされ
ているのか､ ３例挙げてみる｡
１､ 歯垢の説明
｢○○君は､ ご飯を食べたらウンチやオシッ

コをしますね｡ 口の中にいる虫歯菌は､ ○○
君が食べた砂糖を食べてウンチやオシッコを

します｡ この虫歯菌のウンチが歯垢でオシッ
コが酸です｡｣
２､ 歯垢と食べカスの違い
｢台所に置いてある三角コーナーに生ゴミ

を入れておくと､ ヌルヌルした汚れが付きま
す｡ 水道の水をかけると生ゴミは取れますが､
ヌルヌルは取れません｡ しかしスポンジやタ
ワシでこするとヌルヌルは取れます｡ つまり
食べカスと歯垢との関係は､ 生ゴミと三角コー
ナーに付着した汚れの関係と同じです｡｣
３､ だらだら食いは虫歯になりやすい
｢○○君は､ １日の食事を朝・昼・夜の３

回に分けて食べるのと､ 朝に１日分を食べる
のとでは､ どちらが元気になる？｣
そうすると､ 誰もが ｢１日３回に分けて！｣
と答えます｡
｢そう！だから虫歯菌も３回に分けて食べ

たほうが元気になります｡ だから虫歯になり
やすくなるのです｡｣
この３例だけをみても､ 先に挙げた ｢具体
的でわかりやすい保健教育とは？｣ の中の多
数の項目が取り入れられていることがわかる｡
講演のなかで ｢保健教育に点数は関係ない｡
関係ないのでいくらでも楽しくできる｡｣ と
言われていた｡ 私達が､ 日々行っている患者
への説明やブラッシング指導も保健教育の１
つと捉えるならば､ それを如何に楽しくわか
りやすくするかを考え実行することで､ 患者
だけでなく歯科医師自身も楽しく診療できる
のではないだろうか？
保健教育の重要性はもとより､ そんなヒント
も戴いた講演会であった｡

(学校歯科 宮本名留彦)

������������
―第６回 学校歯科保健推進大会―
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健康教育に点数はない



陥があり､ 平成に入ってから開発された新し
い技術には全く無関心であり､ 接着の派生概
念である ｢超接着｣ も保険診療には全く取り
入れられていないという現状です｡
｢超接着｣ とは隙間のない接着にのみ実現

可能なもので､ 抜歯が当然と思われていた症
例の多くが保存可能になるという素晴らしい
結果を与えてくれます｡ 保険にはない治療概
念ですから､ 当然治療は自費診療になり､ 医
院の経営にも役立ちます｡
接着の応用編でたくさんの臨床ケースを見
せて頂きましたが､ 歯冠破折､ 歯根破折のケー
スにおいて破折片をレジンコアとボンディン
グ剤を用いて超接着にて復元し､ エムドゲイ
ンを使用して再植するというような神業のよ
うな臨床ケースには参加者一同驚かされまし
た｡ (坂口 貴章)

―第４回学術講演会―
３月１日午後３時より熊

本市歯科医師会会議室 (県
歯科医師会館３階) におい
て熊本市歯科医師会清村正
弥専務理事に上記演題につ
いて講演をしていただきま

した｡ 土曜日の診療後にも関わらず会場内は
満員になる程の盛況ぶりでした｡
スーパーボンドとクリアフィルボンドＦが
日本の歯科臨床に取り入れられたのは1978年
で､ 今年は接着歯学にとっては30年の節目に
あたります｡ その間､ 接着歯学は長足の進歩
を遂げ､ 日本はその分野では常に世界をリー
ドしてきました｡ その成果は日本の保険医療
制度にもある程度取り入れられ､ 多くの歯科
医師と患者さんは接着の恩恵を受けることが
できました｡ しかし､ 保険制度には致命的欠
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熊本市

踏み入れた者しかわからない､ 私たち一会員
にとっては未知の世界を聴くことができまし
た｡
２年前に比べると日歯と厚労省との関係も
改善され､ 歯科業界の発展､ 患者さんお一人
お一人の口腔内の健康増進にまい進できる環
境整備を度重なる上京で確保していただいて
いるということがわかり､ そのご尽力に報い
るために我々歯科医師一人一人が日々の臨床
に生かしつつ患者さんに還元しなければと思っ
た45分でした｡

(坂田 輝之)

―平成19年度通常総会―

寒の戻りかと思わせた３
月27日 (木) に荒尾市歯科
医師会館､ 29日 (土) にホ
テルニューまるよしにて平
成19年度の通常総会と懇親
会が昨年同様２日間に分け
て行われました｡

初日は吉田会長の挨拶の後､ 執行部より19
年度の１, 会務､ ２, 会計､ ３, 監査､ ４,
県歯代議員会それぞれの報告が行われ､ 続い
て総会のメインとなる議事の第１号から第８
号議案 (規約一部改正､ 各種支出入決算､ 来
年度事業計画､ 会費及び金賦課徴収規則改正
など) に関して入念な審議が行われた後､ 無
事承認が得られました｡
また協議として､ 時局対策について話し合
われ来年度の各委員会の分担を決定しました｡
29日は堤 直文県歯会長を来賓にお迎えし､
昨年に引き続き講話をいただきました｡
その中で今年４月の医療制度改正が国会内
でどのような流れをふみ､ 決められていくの
かを詳細に説明していただき､ 永田町に足を

����������
荒尾市

講話を熱心に聴講する会員

― ｢超接着｣ その臨床への応用法―



指導された｡
さらにAE
Dの使用方
法について
話されたが､
やはり大切
なのはサー
キュレイショ
ンの方で､
現在では気
道確保､ 人工呼吸よりも心マッサージの方を
重要視されているのが印象に残った｡ 参加者
が一様に感じたのは､ もしもの場合の心構え
とそれを実践する下準備と練習に他ならない
ようである｡

(槌本亮二郎)

致します｡｣ と課題の決着と併せて辞意表明
を述べられました｡ また協議では､ サーベイ
メーター並びにAED の購入の件が審議承認
された｡ 次第は以下の通り｡
次第
１､ 開会 ２､ 会長挨拶
３､ 来賓挨拶並びに報告
４､ 報告
１) 会務 ２) 県歯通常代議委員会
３) 各種委員会 ４) その他
５､ 議事
１) 平成19年度収支決算 (案) に関する件・

監査報告
２) 平成20年事業計画 (案) に関する件
３) 平成20年度予算 (案) に関する件
６､ 協議 ７､ 閉会
総会終了後､ 勇理事と田中副委員長による
点数改正に伴う社保説明会が行われました｡
ささいな質問から難しい質問まで具体的な例
を出しながら分かりやすく説明されていたの
でとても参考になった｡
懇親会では中野監事の乾杯の挨拶で宴会が
始まり､ 会員同士お酒を酌み交わしながら天
草の海の幸を堪能し春の宴を満喫しました｡
最後は毛利監事の一本締めにて会のお開きと
なった｡ (青山 泰子)

―平成19年度通常総会―

４月５日 (土) 午後４時
より上天草市大矢野町 ｢藍
の岬｣ において､ 県歯より
勇社保担当理事と田中社保
副委員長２名の先生をお招
きして､ 平成19年度通常総
会を開催した｡ 次第に則っ

て松本会長の挨拶､ 県歯勇理事の挨拶報告に
続き､ 各種報告事項のあと議事に進み提出議
案をすべて承認可決した｡
松本会長挨拶では ｢会長に就任して以来､
私の課題の一つが宇土郡市のあり方でしたが､
各市町村合併が盛んに行われている中､ 宇土
市自体もどうなっていくか分かりません｡ そ
う考えると当面の間はこのままの郡市のかた
ちで存続していって良いのではないかという

結論に至り
ました｡ ま
た､今期いっ
ぱいで会長
職を辞した
いと思って
おりますの
で､ 新会長
選出のご検
討をお願い
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宇土郡市

雨がぱらつく５月10日
(土) ２時より肥後銀行３
階会議室において天草郡市
歯科医師会会員およびその
スタッフを対象としてAE
Dの使用方法の説明と救急

救命の講習会が行われた｡ 講師は天草消防署
からおいで頂いた救急救命士さん２名とレン
ジャーの消防士さん２名の計４名｡
はじめに誤嚥に対する処置法と止血が必要
な場合の対処法について天草弁を交えながら
解かり易く説明された｡ 実践の経験から皆が
よく理解できるように説明されていた｡
休憩をはさんで今度はAEDを使用するま
での､ 意識の喪失から心臓マッサージまでの
大切なポイントをすべての参加者に１人１人

―天草郡市歯科医師会―

���������������
天草郡市

心マッサージの指導があった

郡市会のあり方について話しがあった



―平成19年度通常総会―
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に会場は和んだが､ 人形を使用しての実習で

は､ 練習とはいえ緊張の汗がにじみ､ 貴重な

体験ではあったが実際の使用の際には更なる

ストレスがかかり使用者が上手く対処可能か､

個人的には１度の練習では不足であり､ 更な

る訓練の要を感じたが……

ともあれ診療室や身近にて心室細動が発生

した際に､ 119番通報後の応急措置にＡ､ Ｂ､

Ｃ､ に加えてＤ､ (自動体外式除細動) が加

わったのは福音であった｡

(高野 秀司)

５月16日金曜日 午後７

時30分より球磨郡多良木町

新辰巳で､ 球磨郡歯科医師

会主催にて､ 球磨郡歯科医

師会全会員並びにスタッフ

参加でＡＥＤ実習講演会を

開催した｡

2005年に心肺蘇生とＡＥＤのガイドライン

が変わって以来､ 特に医療関係者は心肺蘇生

をマスターし更にＡＥＤを使用することが求

められる時代になり､ さらに球磨郡でもＡＥ

Ｄ装備の公共施設が増加しつつある｡ 以前よ

り球磨郡歯科医師会ではＡＥＤ設置について

検討､ 協議を重ねてきたが､ この度､ ほぼ全

員が一括購入装備となり､ その流れでの今回

の実習であった｡

開会の辞の後､ ＤＶＤによる説明､ 実習は

PHILIPS (HSI) を使い､ フクダ電子西部南

販売株式会社 熊本営業所 竹下氏がデモを

行い､ 全員が適時実習参加の形で推移した｡

竹下氏の巧みな説明と時折混ざるユーモア

球磨郡

スタッフも熱心に聴きいる！

※第30回日本口腔衛生学会九州地方会学術大会

日 時 平成20年７月６日 (日) 午前９時～午後３時30分
会 場 大分県歯科医師会館 (大分市王子新町６－１)
大会テーマ ｢8028を目指す次代の口腔保健戦略｣

―今､ 求められる歯科保健医療の構築に向けて―
基 調 講 演 ｢歯科保健医療が目指すもの｣ 日本歯科医師会 大久保満男 会長
シンポジウム ｢8028を目指す次代の口腔保健戦略｣

シンポジスト 長崎県歯科医師会 角町 正勝 専務理事
九州大学 歯学研究院 山下 喜久 教授
大分県福祉保健部健康対策課 大津 孝彦 主幹

助言者 日本歯科医師会 大久保満男 会長
座 長 大分県歯科医師会 地域保健 難波 亮二 理事

参 加 費 歯科医師・医師2000円 その他の職種1000円
問い合わせ先 大分県歯科医師会事務局 TEL097-545-3151 FAX097-545-3155

e-mail:okensi@green.oit-net.jp



理事や熊埜御堂会長はじめ人歯会執行部会員
も応援に駆けつけていただき､ また､ 田中人
吉市長も来場され､ 会場の雰囲気は盛り上が
りと賑わいをみせていた｡
人歯会では､ 歯の衛生週間や笑顔ヘルＣキャ
ンペーンの広告を毎年地元の人吉新聞に掲載
するなど独自に広報活動を行っている｡ 今年
は人歯会創立60周年を記念して､ 同キャンペー
ンに先立ち11月８日の新聞紙上に､ 市民に向
けて様々な地域歯科保健活動を特集して紹介
した｡ これからも､ 市民の立場に立った地域
歯科保健および啓蒙活動を続けていくことの
重要性を再認識した１日であった｡

(斉藤 健三)

―平成19年度通常総会―
平成19年11月11日 (日)

午前10時より人吉市ふるさ
との歴史の広場において､
笑顔ヘルＣキャンペーン無
料歯科相談が開催された｡
今回も例年通り､ 第17回ひ
とよし産業・健康・福祉ま

つりに併せて行われ､ 人吉・球磨郡市はもと
より大口市やえびの市など他県からも来場者
があり､ 午前中のみの開催にもかかわらず相
談者は86名を数えた｡
この日は､ あいにく雲が多い空模様で､ テ
ントの前に設置した人歯会の旗やパネルが倒
れるくらい風も強くて寒さを感じさせたもの
の､ 地域保健担当の会員３名と熊本県歯科用
品商組合から１名の協力を得て執り行われた｡
同まつりの福祉コーナーの一角には､ 医師会・
薬剤師会と並んで人吉歯科医師会のブースが
設けられ３名の会員による歯科相談やパネル
展示､ 来場者への歯科用品配布を行った｡
この日の相談内容では､ 高齢者の方からは
補綴物に関することが多く､ 子供連れの家族
からは口腔ケアに関することや､ 歯科医院で
の定期検診の受け方など多方面にわたってみ
られた｡ 開催途中､ 県歯地域保健の八木担当
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人吉

相談者は86名を数えた

※第26回日本小児歯科学会九州地方会大会

日 時 平成20年11月23日 (日) 午前９時～
会 場 沖縄県コンベンションセンター沖縄県宜野湾市真志喜４－３－１
参 加 費 歯科医師5000円 歯科衛生士・その他2000円 懇親会費3000円
特別講演 ｢歯科再生医療の最先端｣ 東北大学大学院小児発達歯科学福本敏教授
国際シンポジウム・シンポジウム・歯科衛生士シンポジウム等

本来 『熊歯会報12月号』 に掲載すべき記事ですが､ 原稿の入稿時に不備があり､ 掲載が未
だ出来ておりませんでした｡
改めまして今月号に掲載させていただきますとともに､ 執筆者の斉藤先生､ 並びに関係者
の皆様方には､ 大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます｡

(熊本県歯科医師会事務局・広報委員会)

お 詫 び・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

～ひとよし産業・健康・福祉まつりと併催して地域に密着～
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５月11日 (日) に熊本県総合運動公園野球

場にて､ 福岡県歯科医師会西地区野球部と招

待試合をダブルヘッダーで行った｡ 同チーム

は昨年の九州歯科医学大会野球大会決勝戦に

て敗れた相手である｡ また､ 九州代表として

4月に松山で行われた３地区野球大会 (九州､

中国､ 四国の歯科医学大会野球大会優勝チー

ム＋主管県の４チームによるトーナメント)

に於いても準優勝したチームで､ 今季の試金

石としては絶好の相手である｡

さて､ 第一試合は先発木屋で始まった｡ １

回に四球と長打で１点｡ ３回には失策絡みで

２点を奪われた｡ 熊歯は３回まで相手先発の

カーブにタイミングが合わずに無安打に抑え

られていたが､ ４回に木屋の適時打と相手の

失策で２点を返すと､ 続く５回には上田の遊

撃内野安打を足がかりにして､ 河合の右前打

や木屋の押し出し死球などで３点を奪い逆転

する｡ しかし､ 疲れの見えた６回に自らの暴

投や内野守備の乱れで３点を奪われて再逆転

されると､ その後は打線が相手２番手投手の

前に無得点に抑えられた｡

第二試合先発の山口は先頭打者にいきなり

安打を許して､ 二塁まで進められるものの無

失点に抑えた｡ その後も先頭打者を出塁させ

ることもあったが､ 走者をホームに返すこと

はなかった｡ しかし､ 打線も連投となった相

手投手の前にチャンスらしいチャンスもなく

6回を無得点に抑えられていたのだが､ 7回に

先頭の椿が二遊間を破る安打で出塁すると､

続く右山が犠打で二塁に進めて､ 渡辺裕の右

前打で待望の1点を奪った｡ 7回裏に自らの失

策で一打同点のピンチを招くが後続を打ち取

り､ 散発三安打の完封勝利｡ アウトの全てを

三振と犠打を含めた内野ゴロに抑えて､ 外野

に運ばれたのは安打の三本｡ そのうち飛球は

二塁打の1本だけとほぼ完璧の投球であった｡

シーズン初めの試合にしては､ 上々の試合

内容で星を分けた｡

(井上 真樹)

１勝１敗で分ける

秋に福岡で再戦を誓って両チームで記念撮影

野球部報告
―熊本県総合運動公園野球場にて招待試合―

第一試合

福岡西 １ ０ ２ ０ ０ ３ ０ ６

熊 歯 ０ ０ ０ ２ ３ ０ ０ ５

(福) 川村､ 東山―沖
(熊) 木屋､ 河合―田中
▽二塁打 沖 (福)

第二試合

熊 歯 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １

福岡西 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

(熊) 山口―井口
(福) 川村―藤田
▽二塁打 川村 (福)
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一一 般般 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｡

林 昭宏
熊本市呉服町３丁目37
林歯科医院
①総合的な歯科診療と､ 古いFIAT
(車)｡

②最小の侵襲で､ 最大の効果を上げ
る診療を目指しています｡

③自らの家族に治療をする様に､ かつ患者のニーズも取
り入れる治療を行っていきたいと思っています｡
④地域医療に貢献し､ 当院四代目としての責務を果たし
ていきたいです｡

國� 貴裕
熊本県玉名市

立願寺324-1
くにさき歯科
①10月の二世誕生!!
(男？女？)

②インフォームドコン
セントをしっかりととった診療
③地域密着型｡
④・理想の歯科医院をつくりあげていく｡
・めざせシングルプレーヤー

中村 直寿
熊本県天草市
南新町7-8
中村歯科医院
①補綴､ 口腔外科
②安全､ 安心な診療
③特になし

④より勉強し､ 患者の期待にそえる治療
を提供すること｡

親親 子子 会会 員員
















