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歯科医師の倫理綱領 

ー表紙に寄せてー 

　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。 

ぬけるような秋空の
もとコスモスがとても
きれいです。ここ俵山は、
休日には、多くの人が
訪れます。 

（H.K） 
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輸出立国としての繁栄を成り立たせるためにウルグアイラウンド

受け入れによる､ 国内では減反される中での外米の輸入を行ってい

る｡ そして事故米の処理に困る農水省は結果的に食用に転売を目論んでいた業者への販売を

行った｡

残留農薬の基準値が国際標準より高い側面もあるが､ それでは輸入ワイン・洋酒等に関し

てはどうであろうか｡ はるかに高い残留農薬に汚染された農作物で作られたものが存在する

のではと考えてしまう｡ この事件では本県の業者も入っているが､ 製品からは残留農薬は検

出されていないにもかかわらず廃棄されると聞く｡ もったいないと思うとともに､ 関係業者

の方にとっては誠にお気の毒である｡

悪徳業者が悪いのはもちろんであるが行政の責任も

重大である｡ しかし穿った見方をすると､ これは規制

緩和による行政権の低下を阻止するためにわざと知ら

ぬふりをして問題化させて規制を強めようとの目論見

があるのではないだろうか｡

歯科界で､ 保険診療に関して規制強化がなされてき

た構図と同じである｡ ごく一部の不正等により連帯責任を負わされて規制強化の繰り返しが

行われてきた｡ 本年の改正では一部緩和されたところもあるが一層の努力が必要とされる｡

また､ この事件を他山の石としなければならないことに ｢輸入歯科技工物｣ がある｡ 保険診

療分は不可であるが､ その他は歯科医師の責任のもとであれば海外で作ったものであっても

可であるとの厚労省の見解である｡ すでに､ 米国では高濃度の鉛が入った中国製歯科技工物

の問題があがっている｡ 今後､ 歯科技工士の数が減ってゆく中で我々に突きつけられた問題

である｡

今回の事故米にしても法的に悪いのは悪徳業者だけで恐らく行政の責任は無いのであろう｡

｢輸入歯科技工物｣ で問題があった場合はもちろん法的に行政の責任は無く､ 悪徳ではない

が品質を調査できなかった ｢あなた｣ が責任を負う｡

���������
社会保険担当理事 � �
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厚生労働省による歯科医師数の調査により

ますと､ 熊本県の歯科医師は1250名でありま

す｡ 県歯科医師会の正会員は778名ですので､

組織率は62.2％となり､ これは全国平均の

67.2％より低い組織率で､ 全国ワースト７位

であります｡

熊本県歯科医師会には､ 日歯の会員制度と

は別の､ 本県独特の会員種別制度である準会

員､ 勤務医会員制度があります｡ これは勤務

医の方々が歯科医師会に入会しやすいように

と創設した制度であり､ 公的医療機関 (病院)

に勤務する方は準会員に､ 会員の診療所に勤

務する方は勤務医会員として入会できます｡

準会員､ 勤務医会員とも入会金０円､ 年会費

12,000円で入会できますし､ 会員となれば､

一般会員と同じように各種研修会に参加でき

たり､ 学術､ 社会保険､ 医事処理等の各種情

報を定期的に得ることができる等､ 会の様々

なサービスを享受することができます｡ 勤務

医の方々も積極的に入会していただき､ 一般

会員と一緒に研修を受け､ 目的を持って歯科

医療を考え､ 歯科医療に努力し将来の歯科医

学をともに考えていきたいものです｡

しかしながら､ 現在はこの準会員､ 勤務医

会員の入会者も低迷している現状です｡ 歯科

医師会に入会しない多くの歯科医師の方がお

られるということは､ 歯科医療という公益的

な職務に従事しながら､ 歯科医師が集う唯一

の全国組織である歯科医師会の存在意義が問

われる重要な問題と言えます｡ 入会しない歯

科医師の方が今後も増すようであれば､ 歯科

医師会の組織率のさらなる低下に繋がり､ そ

のことは社会における歯科医師の存在力､ 存

在意義が問われかねないことになり､ また組

織運営の基盤も危うくなるでしょう｡ と言う

のも､ 歯科医師会はこれまで歯科医師が集う

唯一の全国組織として､ 或いは唯一の歯科医

師による学術団体として､ その存在感をもっ

て､ 社会や政府､ 或いは他団体へ対応してき

ました｡ しかし､ 今後さらに組織率が低下す

るようであれば､ この交渉力にも影響し､ 歯

科医学､ 歯科医療､ 歯科医師も影の薄いもの

となりかねません｡ そして､ 一度低下した存

在感が再認識されるためには膨大なエネルギー

と時間を要することになります｡

このような背景から､ 今直面している危機

を未然に防ぐためにも､この未入会者対策に

歯科医師会として全会員一致して対応すべき

時であろうと思考しているのです｡

先日､ 開業されているが未入会の方々にア

ンケートを行い､ 28名の方々から回答をいた

だいたのですが､ まずは､ その設問の一つに

｢未入会の理由について｣ というものがあり､

その回答は以下のごとくでした｡

入会に関するアンケート
[回答数28件]

１. 未入会の理由について､ 該当する内
容にチェックを入れてください (複数
回答可)

□入会金が高すぎる 17人
□入会するメリットが見えない ８人
□診療所の経営と診療以外に割く時間的

余裕がない 14人
□同業者同士のつながりに興味がない

２人
□異業種との付き合いを優先するほうが

有益だと考えている １人
□学会やスタディ・グループ等に所属し

ていて､ 種々の情報に関して不便を感
じていない １人

□保険や共済制度など万一への備えに対
して､ 歯科医師会が運営するものでは
不満だ １人

□政治的な関与については興味がない
９人

□開業時に入会を断られた ７人
□その他 ５人
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この結果を受けて入会促進対策について､

未入会者の諸問題について以下のとおり分析

し､ 検討してみました｡

Ｉ. 未入会者の未入会理由

未入会理由は､ このアンケート結果からも

｢�入会時負担金｣が最も重要な理由であるこ

とがわかります｡ 郡市歯科医師会､ 県歯科医

師会共々の問題でありますが､ 社会通念上､

高額な負担金等を課すことは避け､ 地域歯科

医療に従事する歯科医師全てが入会しやすい

負担金に改善をすることが大前提であろうと

思慮されます｡�入会時負担金 (入会金・入会時一時金・
入会時諸負担金)�入会への非必要性�開業場所(含距離問題)�推薦人､ 保証人等の条件�開業時のトラブル

Ⅱ. 未入会者への入会促進対策

未入会者向けに歯科医師会の事業等が分か

りやすい ｢入会案内パンフレット｣ を作成し

配布します｡ また､ 入会勧奨担当者を設け､

郡市歯科医師会等と連携して積極的な働きか

けを行う必要があります｡�未入会者への文書提供
・ ｢入会案内パンフレット｣等の送付�未入会者への入会勧奨

Ⅲ. 入会の障害事項への対策�入会時負担金
①減額

郡市歯科医師会によっては､土地や会館

を保有している他､ 職員を雇用していると

ころもあるため､ 入会にあたっての負担金

の総額が300万円を超えるところもあるよ

うです｡ この負担金は､ これから開業する

歯科医師にとって､ 入会を検討する上での

大きなネックとなっているとの意見があり

ます｡ そこで､ まずは入会時負担金の｢①

減額｣について検討する必要があるでしょ

う｡

②長期分割
どうしても ｢①減額｣ が難しいようであ

れば､ ｢②長期分割｣ の制度を設けること

も有効な手段だと思います (例:入会金150

万円であっても､ 長期分割制度があれば､

40年分割で月々約3,000円で済む)｡

③減額十長期分割
減額し､さらに長期分割すれば入会時負

担金のハードルをより低くすることになる

でしょう｡ この入会時負担金は､ 入会拒否

の大きな理由であり､ 入会出来ない理由が

一番のハードルであります｡ 入会金の減額

や長期分割を考えながら､ 県歯科医師会は

具体的に対応していきたいと思っておりま

すし､ 郡市歯科医師会にもお願いしていき

ます｡�歯科医師会の存在意義への理解を求める
歯科医師会が歯科医師による唯一の公益法

人であり､ 学術団体であることを認識しても

らうことが最重要であります｡そして､ 歯科

医師の結束のもとに組織率が上がれば､ 歯科

医師の団体として､ 行政その他､ 各方面にお

ける交渉力の強化が期待できます｡

つまり､ 歯科医師会に入会することは ｢生

活を守る団体 (歯科医師会)｣ と一緒にいる

こと､ また支えることだと理解してもらいた

いものです｡�開業時のトラブルへの対応
難しい対応でありますが､ 大所高所からお

願いします｡

このように県歯科医師会の入会促進の問題

について分析し､ 検討してみましたが､ この

問題は､ 郡市歯科医師会､ 県歯科医師会共々

に､ 大同小異はあっても､ それぞれの立場で

最大限できることを実行していかなければな

らないことは自明の理であります｡ 現状を憂

慮するだけでなく､ 私たち歯科医師の未来に

希望を持続するためにも､ 一致協力して未入

会者対策を進め､ それぞれの立場で出来るこ

とから対応し､ 会員の増加､ つまりは仲間の

増員を計っていきたいものです｡
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本日は､ 代議員会の議長・副議長に出席いた
だき､ 打合せを兼ねた理事会となります｡ 慎
重なご審議をよろしくお願いいたします｡ レ
セプトオンライン化の現状について報告しま
す｡ 日本医師会が会員にアンケートを実施し
たところ､ オンライン請求が完全に義務化さ
れれば診療をやめるという会員が９％あった
との結果と聞いています｡ 本会としては日歯
の様子を見ながら､ 何か進展があったら対応
を考えるということにいたしたいと思います｡

報報 告告 (自：７月18日～至：８月21日)
総 務：理事会､ 常務理事会､ 各郡市専務

理事連絡協議会､ 歯の健康力推進
歯科医師等養成講習会打合せ､ 県
警察歯科医会研修会､ 日歯理事会､
日歯常務理事会､ 地域医療崩壊阻
止のための総決起大会､ 日歯予算
決算特別委員会､ 県プライマリ・
ケア研究会総会・研修会

学 術：歯周病と糖尿病講演会､ 学術・社
保合同研修会

社会保険：社保個別相談会､ 保険個別指導
地域保健：笑顔ヘルＣキャンペーン
厚生管理：健康診断､ 都道府県厚生担当理事

連絡協議会､ グループ保険
広 報：熊歯会報編集・校正
学校歯科：九州地区学校歯科医会役員連絡協

議会､ 九州地区健康教育研究大会
医療対策：医療相談苦情事例報告
センター・介護：日本自閉症協会全国大会
調査・ＩＴ：事務局バックアップ・文書管理

システム
国保組合：臨時組合会

報報 告告そそのの２２
１. 退会

緒方俊博会員 (人吉市 死亡退会)

２. 学術講演会
堤会長より､ 医師会では､ 年間に講演会を

約800回開催しており､ 同じ学術団体である
歯科医師会でも講演会の開催回数についてもっ
と増やすべきであるとの話があった｡ 今後､
スタディグループとの連携など研修の場を多
くするよう企画する｡
３. 熊本県学校保健功労表彰

今年度は12名の先生方が受賞される｡ 表彰
式を９月13日 (土) 臨時代議員会の場で執り
行う｡
４. 名義後援・共催依頼
○第56回手足の不自由な子供を育てる運動

(熊本県肢体不自由協会)：後援
○第37回熊本県人権教育研究大会 (熊本県人

権教育研究協議会)：後援
○子育て応援団すこやか2009 (熊本県民テレ

ビ)：共催
○Yes, RKK Long Life 2008 (熊本放送)：

後援
５. 関係機関からの推薦依頼
○熊本県支払基金幹事 (熊本県社会保険診療

報酬支払基金)
堤直文会長

任期 Ｈ20.９.１～Ｈ22.８.31
○熊本県へき地保健医療対策に関する協議会

委員 (熊本県へき地医療支援機構)

８月26日 (火) 午後６時から県歯会館 第１会議室にて､ 堤会長ほか中嶋常務理事を除く全役
員と古賀代議員会議長､ 大森副議長の出席で議長を上田副会長､ 議事録署名人を宮坂､ 犬束理事
で行われた｡

堤会長あいさつ
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竹下憲治理事
任期 Ｈ20.４.１～Ｈ21.３.31

○ ｢子育て応援団すこやか2009｣ 実行委員会
委員 (熊本県民テレビ)

八木義博理事
○熊本県後期高齢者医療運営協議会委員 (熊

本県後期高齢者医療広域連合)
上田忠副会長

○くまもと21ヘルスプラン推進委員会委員
(県健康づくり推進課)

八木義博理事 任期１年
６. 歯の健康力推進歯科医師等養成講習会の
日程
松岡理事より､ 資料に基づいて報告が行わ

れた｡
７. 職員退職

伊藤千鶴 (国保課) 平成20年９月10日付
８. 8020推進事業の進捗状況

渡辺常務理事より､ 資料に基づいて報告が
行われた｡
９. 会計元帳・調書のコンピュータ書式への
変更
事務局会計担当者によって従来の手書きか

らコンピュータ書式へ変更された旨の報告が
あった｡
10. 各会計７月末収支現況

西野常務理事より､ 資料に基づいて報告が
行われた｡
11. その他
○11月に開催される第21回日本歯科医学会総

会の事前参加登録の依頼があったので､ 本
会役員については既に登録した旨の報告が
行われた｡

○４階ホールの冷房操作についての取り決め
を､ 理事を通して各担当委員会へ周知する
よう依頼があった｡
さらに､ 各委員会所管で講演会等開催する
際には､ 照明係や駐車場係､ 空調係等の役
割分担を決め､ 当日は責任を持って担当し
てもらうよう､ 徹底することとした｡

○伊藤理事より､ 県海外技術研修員の研修日
程についての報告が行われた｡

協協 議議
１. 新入会員の承認 [承認]

一般会員２名の入会を承認した｡
２. 看板 (３号線側) の標語

看板の裏面について､ 何か標語等記載する
ことがあるかどうか検討することとした｡
３. 平成20年度臨時代議員会会務報告 [承認]

28日 (木) に代議員へ発送する予定である
ので､ 追加・訂正等あれば､ 27日 (水) 午前
中までに事務局へ申し出ることとした｡
４. 社団法人日本歯科医師会選挙人の選出
[承認]
原案どおり承認し､ ９月の臨時代議員会に

議事として提出することとした｡
５. 平成19年度熊本県歯科医師会特別会計収
入支出決算 (案) [承認]

・熊本歯科衛生士専門学院運用基金会計収入
支出決算

・熊本県歯科医師会くまもと歯の健康文化賞
会計収入支出決算

・熊本県歯科医師会運営基金会計収入支出決
算
原案どおり承認し､ ９月の臨時代議員会に

議事として提出することとした｡
６. 平成20年度熊本県歯科医師会特別会計収
入支出予算 (案) [承認]

・熊本県歯科衛生士専門学院運用基金会計収
入支出予算

・熊本県歯科医師会くまもと歯の健康文化賞
会計収入支出予算

・熊本県歯科医師会運営基金会計収入支出予
算
原案どおり承認し､ ９月の臨時代議員会に

議事として提出することとした｡
７. 平成20年度熊本歯科衛生士専門学院会計
補正予算 (案) [承認]
原案どおり承認し､ ９月の臨時代議員会に

議事として提出することとした｡
８. 平成20年度臨時代議員会の日程資料 [承
認]

・代議員会日程
・正味財産増減計画書､ 貸借対照表並びに財

産目録
・有限会社ケイ・デー・エム・ユー事業報告

28日 (木) に代議員へ発送する予定である
ので､ 追加・訂正等あれば､ 27日 (水) 午前
中までに事務局へ申し出ることとした｡
９. デンチヤーへのネーム入れ [承認]

本会としては前向きに進めていくこととし
た｡ ただし､ 協力をお願いする技工所への負
担軽減などを今後検討していくこととした｡
10. その他
○代議員会の議事規則についての確認が行わ

れた｡
11. ９月当面の行事予定

(広報 宮坂 圭太)
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日 時 平成20年９月13日 (土) 午後３時

場 所 熊本県歯科医師会館 ４階大ホール

氏名点呼 代議員全員出席

１. 開 会 副会長 小島 博文

２. 議事録署名人指名
三笘代議員 (熊本市)

玉置代議員 (上益城)

３. 物故会員に対する黙祷
鶴野寿会員 (水俣・芦北郡市)

斉藤孝一会員 (熊本市)

緒方俊博会員 (人吉市)

４. 挨 拶 会 長 堤 直文

５. 来 賓 挨 拶 来賓なし

６. 平成20年度熊本県学校保健功労表彰
熊本県教育庁の坂梨登美代教育審議員か

ら表彰状授与

河野哲朗会員､ 宮坂一郎会員､

木庭健雄会員､ 片山公則会員､

宮坂圭太会員､ 村上常道会員､

林田豊会員､ 松山宗利会員､

渡辺賢治会員､ 浦田健二会員､

冨永浩義会員､ 田中栄一会員

７. 報 告
１) 会務報告 専務理事 浦田 健二

平成20年２月より７月までの会務全般

にわたる報告を行った｡

２) 会計報告 常務理事 西野 隆一

平成20年度一般会計､ 特別会計､ 現金

預金残高について６月30日現在の報告

がなされた｡

３) 監査報告 監 事 前野 正春

業務は適正に運営がなされていると認

めるという監査結果が報告された｡

４) 日歯代議員会報告

日歯代議員 上田 忠

日歯代議員会の報告があり資料は閲覧

可能で事務局に配備しておくのとのこ

とである｡

５) 有限会社ケイ・デー・エム・ユー報告

代表取締役 中嶋 敬介

20期目の決算を迎え今後も増収を目指

したいとの報告があった｡

８. 議 事
第１号議案から第５号議案まですべて承

認された｡

９. 協 議
４題の協議題について協議

10. 閉 会 副会長 上田 忠

―平成20年度臨時代議員会―

平平成成1199年年度度会会計計収収入入支支出出決決算算ののすすべべ
ててをを承承認認可可決決� � � �� � � �
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第１号議案 社団法人日本歯科医師会選挙人

の承認を求める件

第２号議案 平成19年度一般会計熊本県歯科

医師会会計収入支出決算 (案) の承認を求

める件

第３号議案 平成19年度特別会計収入支出決

算 (案) の承認を求める件

１ 熊本県歯科医師会共済互助会計収入支

出決算 (案)

２ 熊本歯科衛生士専門学院会計収入支出

決算 (案)

３ 熊本歯科衛生士専門学院運用基金会計

収入支出決算 (案)

４ 熊本県歯科医師会口腔保健センター会

計収入支出決算 (案)

５ 熊本県歯科医師会労働保険事務組合会

計収入支出決算 (案)

６ 熊本県歯科医師会産業歯科会計収入支

出決算 (案)

７ 熊本県歯科医師会積立金会計総括収入

支出決算 (案)

８ 熊本県歯科医師会歯の衛生週間事業会

計収入支出決算 (案)

９ 熊本県歯科医師会収益事業会計収入支

出決算 (案)

10 熊本県歯科医師会資金調整基金会計収

入支出決算 (案)

11 熊本県歯科医師会くまもと歯の健康文

化賞会計収入支出決算 (案)

12 熊本県歯科医師会運営基金会計収入支

出決算 (案)

13 熊本県歯科医師会創立100周年・熊本

県歯科医師国民健康保険組合創立50周

年・熊本歯科衛生士専門学院創立45周

年・熊本県歯科医師連盟創立55周年記

念事業会計収入支出決算 (案)

14 熊本県歯科医師会介護者歯科実技研修

事業会計収入支出決算 (案)

15 熊本県歯科医師会青壮年期歯科疾患モ

デル事業会計収入支出決算 (案)

第４号議案 平成20年度特別会計収入支出予

算 (案) の承認を求める件

１ 熊本県歯科衛生士専門学院運用基金会

計収入支出予算 (案)

２ 熊本県歯科医師会くまもと歯の健康文

化賞会計収入支出予算 (案)

３ 熊本県歯科医師会運営基金会計収入支

出予算 (案)

第５号議案 平成20年度熊本歯科衛生士専門

学院会計補正予算 (案) の承認を求める件

議 事

１ 熊本市 藤波議員
①県歯は､ 公益社団法人となるのか？

公益社団法人をめ

ざすべきであるが､

今は､ ５分５分です｡

日歯や他県歯科医師

会の状況を見ながら

検討を考えています｡

②福利共済制度の共済
互助会計はこのまま
存続するのか

制度上は､ 問題ないです｡ できればこの

まま存続を考えています｡

事 前 質 問

③各郡市事業助成金は､ 現在のまま各郡市へ
配賦されるか

社団法人同志の寄付金のやり取りは､ 今

のままでは出来ません｡ 郡市の方に会費徴

収を委託するとか何らかの方法を今後検討

します｡

２ 鹿本郡市 原賀議員
①推奨歯科医院の告知
について (会員間の

格差に対する配慮は)

世の中は､ 医療情

報公開の流れです｡

私たちが行なってい
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ることを県民に広くアピールし､ さらなる

コンセンサンスを得るために熊本だけでも

とにかくやってみましょう｡ 全会員が､ ハー

ドルをクリアできるように､ 本会・各郡市

とも支援していきましょう｡

３ 上益城郡 江藤議員
①熊本県歯科医師会推
奨歯科医院名の県民
への告知について
(個人的に辞退する

ことはできますか､

メディア・ＨＰでの

告知は､ どのような

手段で？)

推奨歯科医院制度

は､ 患者さんに安心・安全な歯科医療を提

供するよう努力していることを県民にアピー

ルし信頼を得ることが目的です｡

告知の辞退はできますが､ 時代の流れから

するとかえっておかしいのではないでしょ

うか｡ メディアは新聞にかぎらず何らかの

形で､ ＨＰは県歯のホームページで公開と

いうことです｡

４ 八代市 守永議員
①役員旅費交通費の増加について

保険改定､ ＩＴ化推進､ 公益法人改革な

どに対するさまざまな事業に対応また日歯

に５名が出務していることなどにより増加

しています｡ 県歯においても出務が倍近く

増加しています｡ ただし､ 役員旅費交通費

は増加しているが､ 全体の事業費は減少し

ています｡

②積立金等の利息につ
いて
(積立金の国債等で

の一部運用は)

公益法人改革のめ

どがたつまでは､ 定

期預金での運用を考

えています｡

③利息に対する税額は､ 年どれほどですか｡�公益社団の場合…公益事業で出た赤字は､ 収

益で上がった分もを埋め立

て､ さらに残ったお金に対

して22％の税金がかかると

聞いています｡�一般社団の場合…公益事業で出た赤字は収益

で上がった分で埋め立てる

ことができません｡ 所得が

800万円まであれば22％の

税金がかかり､ 800万円以

上であれば30％の税金がか

かると聞いています｡

５ 水俣芦北 野村議員
新型インフルエンザへ
の対応について
①日歯､ 県歯の対応は

厚生省のＨＰにこ

れ以上ないような対

応マニュアルがあり

ますので､ これを参

考にしてください｡

１. 未入会者対策について

組織率の低下は歯科医師会の存在意義が問

われることにもなる｡ 未来に希望を持続する

ためにも､ 一致協力して入会促進を進めてい

く｡

２. 入会金・会費について
入会時負担金については､ 郡市歯科医師会

の問題もありますが､ 減額､ 長期分割などで

ハードルを低くすることも考えられる｡

３. 会員種別について
今後､ 一般会員に対する終身会員の比率の

増加が見込まれるので､ 終身会員への会費負

担も考慮に入れなければならなくなる｡ また

就業状態､ 勤務先など､ それぞれの条件のも

とでの入会の障壁を無くし､ すべての歯科医

師が会員になれるように整備することも重要

である｡

４. 時局対策について
なし

協 議



熊歯会報Ｈ.20.10

11

第２号議案の一般会計支出のグラフ

事事業業費費支支出出
5500,,007733,,995511

管管理理費費支支出出
6633,,666688,,660099

繰繰入入金金支支出出
1188,,330000,,444488

維維持持費費支支出出
1111,,880055,,774400

会会議議費費支支出出
33,,777733,,882255

医医道道高高揚揚費費支支出出
地地域域保保健健事事業業費費支支出出
総総合合政政策策推推進進費費支支出出

総総務務企企画画費費支支出出

保保険険対対策策費費支支出出

会会員員福福祉祉費費支支出出

各各種種委委員員会会費費支支出出

学学術術費費支支出出

社社会会保保険険費費支支出出
地地域域保保健健費費支支出出

厚厚生生・・管管理理費費支支出出
広広報報費費支支出出

学学校校歯歯科科費費支支出出

医医療療対対策策費費支支出出

セセンンタターー・・
介介護護費費支支出出

調調査査・・
ＩＩＴＴ費費支支出出

各各郡郡市市
事事業業助助成成金金支支出出

関関係係団団体体補補助助
助助成成金金支支出出

受受託託事事業業
関関係係費費支支出出

諸諸支支出出金金支支出出

事業費
支出

郵郵送送費費支支出出

事業費支出
医 道 高 揚 費 支 出 257,301
地域保健事業費支出 453,270
総合政策推進費支出 1,198,575
総 務 企 画 費 支 出 2,619,331
保 険 対 策 費 支 出 5,214,071
会 員 福 祉 費 支 出 5,373,720
各種委員会費支出 937,040
学 術 費 支 出 3,025,339
社 会 保 険 費 支 出 3,845,146
地 域 保 健 費 支 出 1,328,227
厚生・管理費支出 2,197,657
広 報 費 支 出 3,636,083
学 校 歯 科 費 支 出 1,801,372
医 療 対 策 費 支 出 2,192,651
センター・介護費支出 1,031,531
調査・ＩＴ費支出 840,116
各郡市事業助成金支出 7,850,000
関係団体補助助成金支出 250,000
受託事業関係費支出 2,365,000
郵 送 費 支 出 2,658,376
諸 支 出 金 支 出 999,145

役役員員報報酬酬支支出出

職職員員給給料料支支出出

職職員員福福利利厚厚生生費費支支出出

役役員員旅旅費費
交交通通費費支支出出

職職員員旅旅費費交交通通費費支支出出

需需用用費費支支出出

会会務務運運営営関関係係費費支支出出

嘱嘱託託費費支支出出

渉渉外外費費支支出出 雑雑支支出出

諸諸給給与与支支出出

管理費
支出

管理費支出
役 員 報 酬 支 出 8,557,520
職 員 給 料 支 出 16,644,554
諸 給 与 支 出 9,976,705
職員福利厚生費支出 4,298,287
役員旅費交通費支出 10,566,600
職員旅費交通費支出 1,384,560
需 用 費 支 出 6,691,629
会務運営関係費支出 1,134,000
嘱 託 費 支 出 895,440
渉 外 費 支 出 2,870,082
雑 支 出 649,232
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社会保険指導者研修会が９月２日 (火) 午
前10時30分より日本教育会館にて開催された｡
午前は､ 厚生労働省佐藤保健局医療課長と大
久保日本歯科医師会会長の挨拶の後 ｢最近の
社会保険診療をめぐる動きと今後の展望｣ と
題して上条英之厚生労働省保険局歯科医療管
理官と渡辺三雄日本歯科医師会常務理事の講
演が行われた｡

前者の要旨としては､ 今回の改定の流れと
して指針の見直しを行った｡ 歯科疾患の総合
管理に関する基本的な考え方､ 高齢者の口腔
機能の評価と管理の方法に対して日本歯科医
学会で示されたものを基本にして今回の改正
が行われた｡ 今回新しく導入された歯科外来
診療体制加算に対しては安全､ 安心の変化､
患者の満足度､ 有効性に対する検証が必要で
ある｡ また地方社会保険医療協議会の見直し
として総会 (保険医の指定取り消し等を審議
する社会保険事務局47か所) を地方厚生局へ
８ブロックの変更となり､ 部会 (保険医の指
定等を審議する社会保険事務局47か所) を都
府県事務所47か所の変更となる｡

後者の要旨としては平成20年度診療改定の
総括の説明が行われ､ 今後の問題として金銀
パラジウム合金高騰で今回は価格改定が行わ
れるが､ いままで６回変動幅が10％以内で改
定が見送られているので６か月ごとに必ず行
われるように検討している｡ また疑義解釈等
による改定内容､ 算定要件等の周知を行わな
ければならないということであった｡

午後からは研修として九州大学歯周疾患制
御学前田勝正教授による ｢歯周病の診断と治
療に関する指針｣ と大阪大学補綴第一講座矢

谷博文教授による ｢新規に導入された接着ブ
リッジ等の補綴歯科治療の新技術｣ について
の講演があった｡

歯周病の治癒と病状安定の規定として､ 治
癒とは歯肉の炎症はなく､ 歯周ポケットは３
㎜以下 (プロービング時の出血はない)､ 歯
の動揺度は生理的範囲のものを治癒の目安と
する｡ 病状安定とは歯周組織の多くの部分は
健康を回復したが､ 一部分に病変の進行が停
止し症状が安定しているとみなされる深い歯
周ポケットや､ 根分岐部病変の残存や歯の病
的動揺が認められる状態をいい､ 比較的短期
間にリコールし､ ＳＰＴを行う必要がある｡
歯周炎におけるＳＰＴの効果について症例を
用いて説明があった｡

接着ブリッジに関しては､ 支台歯形成時は
無駄な歯質削除を避け､ マージンをできるだ
け歯肉縁上に､ かつエナメル質内に設定する
ことが推奨される｡ 支台歯に動揺が見られる
場合は､ 脱離する確率が高くなる｡ またリテー
ナーデザイン､ 被着面処理､ 接着剤などの影
響が多い｡ 導入によりカリエスや歯髄､ 歯周
疾患などの継発疾患防止､ 脱落防止､ 歯質削
除量の削減が図られ､ ひいては歯の延命につ
ながることが期待できることを知るべきであ
る｡ 今回ＳＰＴ､ 接着ブリッジと新しく導入
された技術に関しての研修であったが両者と
も歯牙を長く維持させるための技術であり､
積極的に導入すべきであることを改めて考え
させられる講演であった｡

(社会保険 田中 栄一)

������������ ―平成20年度社会保険指導者研修会―
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最近の社会保険診療をめぐる動きと今後の展望

�� ���

午後からは研修として講演が行なわれた

��



熊歯会報Ｈ.20.10

13

８月30日 (土) と31日 (日) の両日に渡り､

歯科医師会館において ｢歯の健康力推進歯科

医師等養成講習会｣ が､ 開催された｡

この講習会は､ 主に高齢期・寝たきり者等

の口腔ケアの推進を図るため､ 最新の歯科保

健医療に関する技術の研鑽や知見の習得及び

地域における先進的な医科―歯科連携等につ

いて講習を行うことにより､ 在宅歯科医療､

口腔ケア等のプロフェッショナルケアについ

て専門性をもつ歯科医師及び歯科衛生士を養

成することを目的として今年度より実施され

るものである｡ 九州地区においては熊本県と

長崎県で開催され､ 約50名の参加人員でワー

クショップ (参加者主体の体験型研修) 形式

を主体とし､ ５日間実施予定である｡

第１日目は午後２時より開会｡

上田忠副会長の挨拶､ 松岡理事､ 八木理事

のオリエンテーリングの後､ 鹿児島大学大学

院医歯学総合研究科社会行動医学講座心身歯

科学分野の梶原和美准教授により ｢訪問診療

の第一歩 メディカルインタビューの習得｣

の演題で演習が行われた｡ 演習では､ 人と人

のコミュニケーション特に歯科医療に特有な

コミュニケーションの難しさについての話し

があり､ 医療面接の技法について解説がなさ

れた｡ ＥＢＭとＮＢＭ (Narrative Based

Medicine)の重要さについても提唱された｡

第２日目は午前９時30分より開会｡

教育プロデュサー

の藤井誠氏をファシ

リテーターにお招き

し約４時間に渡り

｢高齢期・寝たきり

者に対する訪問歯科

診療｣ をテーマにワー

クショップが行われ

た｡ 熊本学園大の学

生も加えた７～８名

の小グループに別れ､

それぞれのグループ

において訪問診療の問題点やその対策につい

てブレインストーミングがなされた｡ 参加者

全てが訪問診療に対して新たな気づきや共通

認識を持つにいたったワークショップであっ

た｡

その後､ 午後２時より熊本県健康福祉部高

齢者支援総室介護予防斑の宮崎和年参事をお

迎えし ｢介護保険制度の仕組み｣ の演題で講

演が行われた｡

介護保険制度の現状と将来の高齢者人口の

増加を踏まえた20年後の介護保険制度につい

て話があり､ 今後の介護予防の必要性につい

てまたそれに伴う地

域支援事業のあり方

についての説明がな

された｡

２日間の有意義な

講習会を通して在宅

歯科診療の重要性を

再認識し､ 新たな知

識を習得するにいたっ

た｡ 残り３日間の講

習を待ち望むもので

ある｡

(地域保健 永田 英樹)
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参加者全てが新たな認識を持ったワークショップ 在宅歯科診療の重要性を
再認識させられた

医療面接の技法について
解説がなされた

�� ����������
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平成20年度熊本県総合防災訓練 (熊本県主

催・上益城郡五町 共催) が８月30日､ 益城

町熊本県消防学校を本会場として行われた｡

地震や水害､ 林野火災､ 国民保護法に基づく

科学テロを想定した国民保護実働訓練など有

事を想定したこの訓練は ｢防災関係機関相互

防災関係と住民との連携強化｣､ ｢住民の防災

意識の高揚｣ 及び防災関係機関職員の能力向

上｣ を目的に ｢防災週間 (８月30日～９月５

日)｣ に会わせて､ 熊本県下各地を訓練場所

として毎年10ヶ所の地域振興局の持ち回りで

開催されている｡ 本年は､ 自衛隊､ 警察(熊本県警察本部・福岡県警察広域緊急援助隊)､ 消防､

日赤､ 医療機関等53団体から約1,000名の規模で実地され､ 本会から吉田公典副会長をはじめと

する警察医を含む７名が検視部門に参加した｡

訓練の概要：

震度６強の地震発生との想定のもと､ 被害情報の収集､ 放置車両の撤去､ 負傷者捜索・救助・

医療救助・搬送､ さらにレンジャーやはしご車によるビルからの救出､ 電力等ライフライン復旧

などの防災実働訓練がくり広げられた｡ サイレンや大型車両の行き交う音がする緊張した空気の

なか､ 家屋倒壊と土砂崩れによる自動車埋没で死者が出たとの想定で､ ダミー (マネキン人形)

を用いて､ 合同救護所に設置された検視場所において､ 警察官 (熊本県警察本部刑事部捜査第一

課､ 御船警察署､ 山都警察署､ 宇城警察署､ 熊本東警察署)､ 熊本大学院法医学分野職員､ 熊本

県警察医会 (医科部会・歯科部会) 会員及び熊本県歯科医師会 (警察歯科医会) 会員が連携して

検視活動訓練を実施した｡

午前 ９時30分

熊本県消防学校 (益城町) グランドの検屍テントに集合

午前10時30分

埋没車両等から合同救護所に死者２名を搬入 (自衛隊)

死亡確認

直ちに検死班３班による検視活動開始

歯牙による個人識別訓練 (歯牙所見の記録訓練)

午前00時00分

検視活動終了

午後０時10分

閉会式

午後０時20分

終了

( 蓑田 亮 )

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成222222222222222222222222000000000000000000000000年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度
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身元確認 (個人識別) 訓練を行った
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８月個別指導報告

平成20年８月に､ それぞれ９歯科医療機関の個別指導が県青年会館他で行われた｡ 主な改

善指摘事項は､ 下記の通りである｡

① スケーリング後の歯周組織検査がありません｡

② カルテに義歯修理時の修理内容が記載されていません｡

③ 急性症状がある時の歯周組織検査は認められません｡

④ デンタル10枚法の読影所見が不十分です｡

⑤ 抜歯後のT-condは算定できません｡

⑥ カルテに印象材の名称が記載されていません｡

⑦ C選療でフッ素塗布する場合は､ C治療がすべて終わってから行ってください｡

⑧ 歯管の交付文書の控えは必ず保管してください｡ カルテ記載も初回・継続共に必要

です｡

⑨ 補診の記載が全くありません｡ 必ず記載してください｡

⑩ 投薬 (＝急性症状時) と同時の歯周組織検査は避けてください｡

⑪ 薬の規格単位を正確に書いてください｡

⑫ 歯周病の治療は治療計画と評価を記載してください｡

⑬ 同月内で再スケーリングが出ています｡ とり残しを再スケーリングで算定すること

は認められません｡

⑭ ブリッジの補診のカルテ記載はポンティックの形態を記載してください｡

⑮ 義歯を作るためのパノラマによる顎堤検査は認められません｡

⑯ Ｐ４の病名はありません｡

⑰ 小児用デンタルは2.4×3㎝のフィルムの場合48点・38点ではなく47点・37点で算定

します｡

尚､ ９月は集団指導が実施されます｡

(社会保険 中嶋 敬介)

個別指導の現場から(No.39)

小児型 診断料 撮影料 フィルム料 １枚目 ２枚目

(2.2×3.5㎝) 20 25 3,0 48 38

(2.4×3.0㎝) 20 25 2,3 47 37
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｢｢包包括括的的治治療療ににおおけけるる
イインンププラランントトとと矯矯正正のの役役割割｣｣

菊池郡市 園木 誠 会員

｢はじめに｣

包括治療とは､ 補綴や歯周外科や矯正を駆使してフルマウスの咬合再構築を行うのではなく炎

症と力の要素について包括的な視点から診断し 『最小の侵襲で 最大の治療効果をあげること』 ……

力の要素についての診断とそれを改善する多様な手段をもたなければならない｡ と記載されてい

る｡ (包括歯科治療 筒井 昌秀著 クインテッセンス出版より抜粋)

我々歯科医師が様々な不正のバリエーションの治療にあたる際 理想的な治療のゴール(目標)

を描き治療計画(手段を含む)を立てる｡ そのためには審査診断が重要であるが､ この目標実現の

ため様々な治療のオプション(矯正+インプラント+予防etc)を身につけ提供できることが必要で

あると考える｡

また､ その治療方法が全身(年齢なども含む)と口腔全体にとって包括的であり 術者の独りよ

がりのものではなく､ 同じ専門家にとって賛同を得るものでなければならないと考える｡

そのためには スタディーグループに参加して積極的に発表の機会を得ること､ そして､ 日々研

鑽(生涯研修)に努めることが歯科医師として大切であると考える｡

ここで２症例を提示して私なりの治療方法(手段)を説明したいと思う｡

症例１…… (図１～４参照)

主訴は 下顎左側臼歯部のBr部の破損 (左側小臼歯歯根破折)

緊急処置後の コンサルテーションをするにあたり

審査・診断の結果 ①下顎左右臼歯部の近心傾斜

②下前歯の叢生と前方滑走時の上顎前歯部への過剰な接触負荷

③それに伴う上顎臼歯の挺出と咬合平面の乱れ

など治療上改善が必要と判断した｡

計画(＝戦略・手段として) 矯正的手法で

①②下前歯の叢生の改善と下臼歯部の近心傾斜の是正､ そして欠損している部位に対してはイ

ンプラントによる臼歯部咬合のサポートを計画｡

③上顎左右臼歯挺出は 削合研磨 または 補綴の再治療を計画｡
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この症例では矯正治療が下前歯の叢生歯列の改善のみならずインプラントの埋入窩のスペース

確保と同時に臼歯のアップライトも行った｡

効果としては､ 臼歯部の歯軸の整直化により近心傾斜による下顎臼歯の仮性ポケットが除去さ

れ咬合平面(スピーの湾曲度)が整い偏心時の臼歯部ヘの側方圧が減り干渉を減少したことなどが

あげられる｡ 以上により 治療の予知性が向上できたといえる｡

症例２…… (図５～８参照)

主訴は上下の義歯製作希望｡

ご覧いただいければ上下の残存歯のバランス・歯列内配置､ 顎堤の垂直的・水平的条件の困難

性がお解かりいただけると思う｡

つまり､ 義歯を制作するにあたり上下顎の加圧‐受圧条件と上顎残存歯の治療の予知性､ アイ

ヒナーの分類B４で咬合崩壊のステージあることが問題となる｡

上顎残存前歯は支持骨の減少と歯質の変質があり保存は困難であるが､ その喪失に至ればさら

に対合歯の関係上上顎顎堤歯槽骨の減少は免れない状態であることが審査の結果判断された｡

計画としては､ 第一に上顎残存前歯を極力保存に努めることが優先されるべきと考えた｡

ここでインプラントによる臼歯部咬合支持の数を増やすとブレーシング機能も期待でき､ さら

に術者可撤装置とすることができるが､ その分費用の増加とインプラント埋入の手技的な困難性・

患者への侵襲の程度も増加する事も考慮に入れないとならない｡
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コンサルテーションの結果上顎左右合計２本のみ既存骨内にインプラントを埋入し患者可撤性

装置を使っていただく上顎リムーバルパーシャルデンチャーを選択｡

上顎残存歯は歯冠歯根比の改善を行いサポートとわずかなリテンションを持たせた機能とする

こと後方臼歯部にインプラントによるサポート・リテンションを与えることを選択した｡

下顎は加圧条件となるため､ 上顎への為害的咬合力の減弱と遊離端義歯の安定を目的 (：ブレー

シング重視) としてブリッジとせず中間歯欠損を含むパーシャルデンチャーとした｡

効果としては､ 上顎の義歯の動揺を減少することができたことそして､ 欠損病態をアイヒナー

B4からB2様の状態へと変更できた｡ 図７は 山本式咀嚼能率判定表

結語：欠損歯列は進行性の病態であると宮地建夫先生は述べられている｡

この進行する病態をいかに遅らせ機能の低下を免れるようにすることに補綴的介入の意義

があると考える｡

症例１・２を通し包括歯科治療において

歯科矯正とインプラントは良好な治療効

果を得るための有効なオプションという

ことができる｡ 具体的な臨床的意味とし

て矯正は歯列の環境改変とインプラント

埋入条件の整備､ インプラントは失われ

た咬合支持の再構築といえる｡

参考文献

包括歯科治療

筒井 昌秀 著

(クインテッセンス出版)

欠損歯列の臨床評価と処置方針

宮地建夫 著 (医歯薬出版)



４. 子ども部屋にはテレビ､ ビデオ､ パソ
コンを置かない｡

５. 保護者と子どもでメディアを上手に利
用するルールを作る｡

メディアに接する時間が長くなったことで
子どもたちはあまり身体を動かさなくなって
おり体力､ バランス的な面において30年前に
比べて低下してきていると言うことであった｡
また睡眠リズムにも狂いを生じており昼はセ
ロトニン､ 夜はメラトニンの生成を高める為
に規則正しい生活 ｢早寝・早起き・朝ごはん｣
を勧められた｡

子どもたちのより健全な育成のためには小
さな一歩でよいのでやってみる事が必要とい
うことであった｡

(山本 浩喜)

―玉名郡市学術講演会―

８月23日 (土) 午後５時
より玉名文化センター大研
修室において､ 玉名市で小
児科医として開業されてい
る浦田章子氏を講師にお招
きして ｢子どもとメディア

の新しい関係を求めて｣ という演題で講演が
行われた｡

講演ではテレビ放送が開始され50年が経過
しており､ ここ10年は特にパソコンや携帯電
話が急速な勢いで普及､ 発達している｡ わが
国でもデジタル技術の進歩はネット社会をま
すます複雑化し直接的な人と人との関わりが
なくなってきて心身の発達過程にある子ども
達への影響が懸念されていると言うことであっ
た｡ 特に幼児期から学童期までは大人による
メディアコントロールが必要と言うことであ
り具体的な提言がなされた｡

具体的提言
１. ２歳までのテレビ・ビデオ視聴は控え

る｡
２. 授乳中､ 食事中のテレビ・ビデオの視

聴は止める｡
３. すべてのメディアへ接触する総時間を

制限することが重要｡
１日２時間までを目安｡ テレビゲーム
は１日30分までを目安｡

������������������ 熊歯会報Ｈ.20.10
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玉名

大人によるメディアコントロールが必要！

か乾杯の音頭と同時に､ ビールをぐびぐび飲
み干すものもいた｡ このあとバーベキューを
食べながらジョッキーを酌み交わし日常話す
ことが出来ない様な話をしながら､ おなかいっ
ぱいになるまで楽しんだ｡

恒例のからくじなし抽選会では､ 様々な商
品が全員にいきわたり､ 皆うれしそうにして
いた｡ 時間も瞬く間に過ぎ去り午後９時お開
きとなった｡

(佐藤 昭彦)

―スタッフ家族合同レクレーション―

８月29日 (金) 午後７時
より嘉島町のサントリービー
ル公園で､ 毎年恒例となっ
たスタッフ家族合同レクレー

ションが行われ､ 今年も100名近い出席者が
あつまった｡ まず､ 江藤会長から ｢日頃から
院長の小言を聞きながら頑張って頂いている
スタッフ家族の方々にお礼の意味もこめまし
ての親睦会です｡ 大いに飲んで食べて楽しん
でください｡｣ と挨拶があった｡ 暑さのせい

上益城郡

�����������



ナＲ�)､ 局所的にはゼラチン (スポンゼルＲ�)
がよい｡
③糖尿病

歯周病と糖尿病との関係が言われて久しい
が､ 内科医にはまだ理解されていない｡ 医療
センターでは､ 糖尿病患者は､ 歯周病の治療
を受けることで､ インシュリンの効果をあげ
ているとのこと｡
④顎関節症

咬合調整はやりすぎない｡
原因の多くは噛み締めによるもの｡ そのた

め円板調位運動療法は効果がある｡
⑤ビスホスホネート系剤 (ＢＰ剤)

骨壊死 (ミネラル化) がみられるのは､ 口
腔内だけである｡

経口剤と注射剤があり､ 注射剤に多く骨壊
死がみられ､ 経口剤では0.3％､ 注射剤では
14％に発現する｡

ＢＰ剤を現在投与されていなくても､ 過去
に悪性腫瘍の治療をうけＢＰ剤を投与されて
いれば､ 骨壊死は起こる｡

骨壊死がおこっても､ 感染部を完全に取り
除き､ 軟組織を寄せ合せ完全閉鎖することで
治すことができる｡
⑥症例

口腔粘膜疾患､ 口腔感染症､ 嚢胞､ 腫瘍な
どの症例を提示していただいた｡

講演後は多くの質問があり､ 講演の内容に
関するもの､ 今臨床で悩んでいるものなどが
あり､ 一つ一つ丁寧に答えて頂き､ ｢いつで
も紹介していいですよ｡｣ と心強いお言葉も
頂いた｡

午後６時からは､ 場所を鹿門亭にかえ懇親
会を行った｡ 明るく博学な児玉氏のお人柄に
触れ､ さらにこの場でも質問は続いたが､ や
さしくお答え頂いた｡ 鹿本・菊池の両会員の
交流もでき､ 楽しい宴となった｡

今回の講演は､ 最近のトピックスや､ 日常
臨床でよく経験する症例やそれに対する対処
法など､ 知りたかったことを知ることができ
る大変有意義な講演であった｡

(�水間 奨)

―菊鹿合同学術研修会―

８月23日 (土) 午後３時
より､ 鹿本郡歯科医師会事
務所において､ 菊池鹿本合
同学術研修会が行われた｡
当日は､ 激しい雨にも関わ
らず､ 菊池郡市の先生方も

多数出席された｡
講師に､ 国立病院機構熊本医療センター歯

科口腔外科の児玉圀昭氏をお招きし､ ｢開業
医が知っておきたい口腔外科―診断と治療―｣
と題し講演頂いた｡

講師紹介の際､ 研究心旺盛な先生は､ “日
本古代文化の源は海洋民族文化にある”とい
うことを独自に調べられ､ ｢先祖考｣ という
本を出版されていることが温専務理事より紹
介された｡

詳しい講演内容は以下の通りである｡
①クリティカルパス

熊本医療センターではじまるクリティカル
パスの原案を示され､ 歯科の役割､ 口腔ケア
の必要性を訴えられた｡
②抗血栓薬､ 止血薬

抗血栓薬は､ 効果発現時間・術前中止期間
が薬剤により異なる｡

抜歯後出血がないことを確認し､ 術直後よ
り再開する｡

普通抜歯であれば､ 投薬を中止する必要は
ない｡ ただし､ 内科医より投薬中止の指示が
ある場合は､ 指示通りにする｡ 歯科医が決め
ないようにとのこと｡

止血薬を使用する際は､ 血栓を作るような
止血剤は避け､ 全身的には血管強化薬 (アド
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鹿本･菊池

全身状態を把握して歯科治療を
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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今後の抱負は何ですか｡

石神 哲郎

人吉市老神町35

健康保険人吉総合病院

一一 般般 会会 員員
三隅 賢祐
熊本市長嶺南４-11-143
三隅歯科クリニック
①歯科医療界における
今後の動向

②安心・安全で患者さ
ん一人一人のニーズ
にあった歯科診療

③地域医療に貢献し､ 信頼される歯科医
師になる事

準準 会会 員員���
○店の場所

上通アーケード長崎書店よりホテル･キャッ
スル方面へ入った左手のビル４F
○所在地

熊本市上通町4-10とらやビル４F�096-352-6701
11：30～23：00 (Last order22:30)
○店の雰囲気

年齢層は､ 20代～60代と幅広く
比較的女性が多いですが30代の男性も結
構みえます｡
○収容人数

18～20名 テーブル (２人掛け×２)
座敷 (４～５名×２)

○店長
山口美佳(やまぐちみか)
(国際薬膳調理師として薬膳料理の講師
もしています｡ NHKテレメッセ料理コー
ナーにも時々出演させて頂いてます｡)
○料理の種類

2000年より中国茶の専門店､ 中国家庭料
理をﾍﾞｰｽとしたヘルシーな中国料理､ デ
ザートの cafe としてスタート､ 2004年
より本格的な薬膳(中医学に元づく)料理
を導入､ 韓国の薬膳スープ参

さん

鶏
げ

湯
たん

もお出
ししています｡
[料理] 薬膳コース (薬膳茶付き) ¥2500
/１名 (２名様より前日までに要予約)

�����������������������
中国家庭料理コース(約6品)¥1500円/１
名 (２名様より当日予約可)
その他：ランチ 平日限定夕飯セットも
お得です｡
[飲物] 中国茶､ 台湾茶､ 薬膳茶あわせて
70種類､ ビール､ 中国茶割り焼酎､ 中国
酒など約30種

参
さん

鶏
げ

湯
たん

をいただきましたが､ サッパリと
した味で､ 食べ易いです｡
身体が火照って [更年期障害では有りま
せん?] 気持ちよく汗が出ました｡ お勧
めですよ｡ (N.T)
☆熊歯会報のお持ちのお客様に中国茶葉
(お試しサイズ)プレゼント致します｡
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随時加入募集中!!団体保険のご案内 

① 疾病・災害、いずれも保障の対象！ 
② 入院給付金は１日目からお支払します 
　　入院給付金額はプランにより日額5,000円～15,000円の中から選べます。　　 

③ 通算 1,000日分の入院給付金のお支払（１入院は60日まで） 
④ 最高89歳まで継続更新可能 
⑤ 配偶者･お子様もご加入可能 
 

① 割安な保険料で高額保障 
   　災害に起因する死亡の場合は、災害保険金が上乗せされます。 

② 高度障害保険金･障害給付金も準備されます  
③ 最高 75歳まで継続更新可能 
      70歳以降は、加入限度額が小さくなります。 

④ 災害入院給付金もプラス 

　この保険は１年ごとに収支計算を行ない剰余金が生じたときは配当金としてお
返しするしくみになっております。 
　Ｈ18年度の配当金個人還元率は、約20％（年間払込保険料に対して）でした。 
　この制度は昭和54年に発足して、Ｈ19年8月１日現在で322名（配偶者含む）
が加入している会員専用の制度です。 

団体定期保険（グループ保険） 

平成18年度は配当金が 
約20%ありました！ 
平成18年度は配当金が 
約20%ありました！ 

 TEL096ー343ー8020

新医療保険 

■ 団体定期保険 
充実した保障内容 
合理的な 死亡保障 の確保に！ 

　30年以上の長期にわたり、熊本県
歯科医師会で採用されている福利厚生
制度です。 

ニーズの高い 入院保障 が 
お手頃な保険料で 新登場！ 

■ 新医療保険 

熊本県歯科医師会 事務局　担当：田尻 

お問い合わせ 

随時加入できます 
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3日（月・祝） 

 

４日（火） 

8日（土） 

９日（日） 

 

18日（火） 

25日（火） 

29日（土） 

笑顔ヘルＣキャンペーン中央 

イベント（上通びぷれす広場） 

第15回　常務理事会 

シニア倶楽部（ニュースカイホテル） 

平成20年度日歯生涯研修セミナー 

ＤＶＤ形式＆会員発表 

第16回　常務理事会 

第９回　理事会 

歯周病と全身疾患研修会 

（八代市医師会館） 

　昨年からの物価の上昇、燃料費の高騰と庶

民にとっては頭の痛いことばかりです。そし

て９月になっての福田首相の突然の辞意表明、

前首相のこともありますし今更ながら驚きも

しませんが、いったい今から日本はどうなる

んでしょう。とても不安です。でも悪いこと

ばかりではありません。今年の夏は北京オリ

ンピックに興奮しました、感激しました、「選

手たち感動ありがとう」。 

（Ｈ．Ｙ） 


