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2009年１月20日､ アメリカに第44代オバマ大統領が誕生した｡

“Change”“Yes we can”をキャッチフレーズに初の黒人大統領

となったのであった｡ 日本歯科医師会でも､ 大久保会長が就任され､

様々な改革が始まった｡ オバマ大統領に先んじる３年前のことである｡ 堤会長も､ 日歯副会

長として機構改革を担当され､ 様々な日本歯科医師会の改革に着手されている｡ 理事就任１

年目の私も､ 非力ながら､ 日本歯科医師会の特別委員会である“IT 化推進委員会”の一員

として､ 様々な活動をしてきた｡ ３年間で､ 都合14回ほどの会議を日本歯科医師会館で開催

し､ ５名の委員と､ 担当理事・執行部の先生方といろいろな議論をおこなってきた｡ その結

果､ 下記のような結果を得ることができた｡

① 日本歯科医師会会館内ＩＴ化の検証を行い､ その整備を実施した｡

② 日歯のいろいろな情報の書庫としての日歯中央情報管理システムは日歯ホームページ内

へのリンクを完了し､ 複数の管理を行う必要があったＩＤとパスワードを統合し､ アクセ

ス方法の簡略化を図った｡

③ 都道府県歯科医師会との情報ネットワーク発足に

あたっては､ 実際の情報担当役員連絡会あるいは事

務局連絡会等を開催し､ 都道府県歯科医師会の認識

を統一する必要性があることを指摘した｡ その結果､

対応の第一段階として､ 先般平成20年11月28日 (金)

に開催した ｢都道府県歯科医師会レセプトオンライ

ン対策担当者 (理事) 連絡協議会｣ が開催され､ 都

道府県歯科医師会におけるＩＴに精通した先生方との連携を図ることが実現した｡

④ 日歯内部のサーバーシステムについて､ 機能強化､ セキュリティ強化を図ることを指摘

し､ システムの再構築を完了した｡

⑤ 都道府県歯科医師会との情報ネットワーク構築の一環として､ 映像配信システムの構築

を指摘し､ 導入を完了した｡

これらの内容は､ すぐに熊本県歯科医師会ならびにその会員に反映されることがらではな

いかもしれない｡ しかし､ 日本歯科医師会の“Change”は､ 必ずその影響を熊本県歯科医

師会や各会員も感じることになると思われる｡

日本歯科医師会も､ 個人としての歯科医師の集合体である｡ 各人が､ 自分たちのお金で運

営する歯科医師会に関心をもち､ 積極的に参加するような心構えをもつことが､ いわゆる新

しい歯科医師会の始まりになるのではなかろうか｡ 特に今回､ 日本歯科医師会の IT 化推進

委員会に参加することになり実感したのが､ 政治の中心にある関東の先生方の､ 意欲である｡

法律や政令が施行される段階から､ その成り立ちにふれることにより､ 単なる受け身での歯

科医師会でなく､ 積極的に活動する先生方をみることができた｡ 熊本県という地方でも､ 可

能な限り会務を理解し､ 歯科医師会に協力する先生が増えることを望むものである｡

�����������
調査・IT 担当理事 �� ��
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｢8020シンポジウム｣ において､ 理事には
率先して受付等のお手伝いをしていただきあ
りがとうございました｡ 盛況のうちに終える
ことができたのではないかと思います｡ 前週
の ｢インプラント研修会｣ も画期的な催しだっ
たと思います｡ 準備をされた先生方､ 大変お
疲れ様でした｡ 来月８日に ｢熊本県歯科医学
大会｣ が控えておりますが､ 引き続き宜しく
お願いいたします｡
社会保険関連では､ 平成20年度の診療報酬
点数改定により､ 歯科は0.42％増となったわ
けですが､ 実際には今年度 (４月～９月) の
歯科医療費は､ 前年同期比3.4％増で推移し
ています｡ 前年度が約２％の減少だったこと
を差し引いても､ 今後も社会保障費が抑えら
れていく状況下においては､ まずまずの成果
が得られているのではないかと思っています｡

報報 告告
総 務：第10回理事会､ 第19回・20回常務

理事会､ 第10・11回日歯理事会､
第19回・20回日歯常務理事会､ 口
腔リハビリテーション打合せ､ 熊
本地域リハビリテーション支援協
議会総会・特別講演､ 推奨歯科医
院制度認定準備委員会､ 九州各県
専務理事会､ 8020シンポジウム､
第２回医療・保健・福祉連携学会
実行委員会

学 術：インプラント講演会､ 学術・社会
保険合同研修会[人吉・球磨地区]

社会保険：学術・社会保険合同研修会[人吉・
球磨地区]､ 社会保険研修会､ 保
険診療ハンドブック

地域保健：熊本県歯科保健推進会議第１回ワー
キング部会､ 上益城地域歯科保健
推進連絡会・上益城郡歯科医師会
合同研修会

厚生管理：厚生管理講演会

広 報：熊歯会報１月号校正
学校歯科：県学校保健会合同研修会､ 県高等

学校保健協議大会､ 県 PTA 災害
見舞金安全審査委員会

医療対策：各郡市講演会､ 医療トラブル事故
予防のための冊子作成､ 阿蘇郡市
医療安全対策講演会

センター・介護：第４回介護者歯科実技研修
事業ワーキング委員会､ 口腔保健
センター打合せ､ 熊本県地域リハ
ビリテーション推進会議､ 上益城
地域歯科保健推進連絡会・上益城
郡歯科医師会合同研修会

調査ＩＴ：本会ホームページ携帯サイト

以上､ 12月18日から１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
日歯の改正定款骨子案､ 社会医療法人の非
課税措置､ 歯科医療費の推移､ 及び今後の展
望 (特に65歳以上の歯科医療費) 等について､
それぞれの資料をもとに日歯報告が行われた｡

１月27日 (火) 午後６時より県歯会館第１会議室にて､ 堤会長ほか上田副会長､ 犬束・勇理事
を除く全役員出席のもと議長を吉田副会長､ 議事録署名人を松岡・伊藤理事として開催された｡

堤会長あいさつ

代議員会・総会の打ち合わせ
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２. 熊本県地域リハビリテーション支援セン
ター研修会
日 時：平成21年２月９日 (月)
午後７時～午後９時
場 所：くまもと県民交流館 パレアホール
テーマ： ｢これからの地域リハビリテーション｣
３. 退会会員
○片岡速見 会員 (菊池郡市)

平成20年12月31日
４. 平成20年度通常代議員会・総会の手続き
スケジュール表
通常代議会・総会､ 並びに役員選挙に係る
スケジュール表について説明があった｡
５. 平成21年度年間行事予定
次年度の主要行事予定についての報告があっ
た｡
６. 第162回日歯代議員会 ｢地区代表事前質
問｣
今回の日歯代議員会の地区代表質問は熊本
県が担当となっているため､ 質問案がある場
合は､ 今月31日までに専務理事に申し出てほ
しい旨の依頼がなされた｡
７. 中規模県歯科医師会の提出協議題
標記連合会会議について､ 協議案がある場
合は､ 今月31日までに専務理事に申し出てほ
しい旨の依頼がなされた｡
８. 職員人事
○学院臨時職員の採用 増田 真理

【平成21年３月１日付】
９. 医療連携に関するアンケート
同アンケートをニュースレター発送の際に
同封し､ 会員へ配布をする旨の報告があった｡
10. チラシの配布依頼
○平成20年度 ｢市町村歯科衛生士研修会｣ の
周知について [熊本県歯科衛生士会]
11. 名義後援の依頼
○日本医療マネジメント学会 第11回熊本支
部学術集会 (人吉総合病院)
12. 金融機関との協定金利の引下げ
肥後銀行との協定により､ ２月２日から協
定金利が0.2％引き下げられることが報告さ
れた｡ なお､ 会員への通知は､ ニュースレター
発送の際に通知文書を同封することにより行
う｡
13. ウェブサイト・モバイル版 (県歯)
本会ホームページのモバイル版を開設して
いること､ アドレス情報を記したＱＲコード
も作成しており会員や一般の方への告知等に
利用を検討していること等の報告があった｡
なお､ 主なコンテンツは休日診療のお知らせ
情報となっている｡

14. 各会計12月末現況
西野常務より報告

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. 委員会事業計画の一部追加 (承認)
地域保健委員会の事業計画案に ｢九州各県
地域保健担当者会の開催｣ を追加記載するこ
ととした｡
３. 通常代議員会・総会の議事の追加 (承認)
通常代議員会・通常総会の議事に口腔保健
センター会計補正予算案を追加することとし
た｡
４. 熊本県歯科医師会会費・負担金減免申請
(承認)
会員２名の申請を受理した｡
５. 職員給与規程の一部改正 (案) (承認)
原案通り承認した｡
６. 平成20年度特別会計予算 (案)
・特別会計熊本県歯科医師会8020推進事業会
計予算 (案)
・特別会計熊本県歯科医師会歯の健康力推進
歯科医師等養成講習会事業会計予算 (案)
・特別会計熊本県歯科医師会介護者歯科実技
研修事業会計予算 (案)(承認)
すべて原案通り承認した｡
７. 平成20年度補正予算案
・熊本県歯科医師会口腔保健センター会計補
正予算 (案)
・一般会計熊本県歯科医師会会計補正予算
(案) (承認)
すべて原案通り承認した｡
８. 平成21年度会費・負担金の賦課額・賦課
率並びにその徴収方法 (案) (承認)
原案通り承認した｡
９. 平成21年度各会計収入支出予算 (案)
(承認)
一般会計予算､ 並びに資金調整基金会計予
算 (案) については一部変更した上で､ その
他の会計予算については原案通り承認し､ 通
常代議員会・通常総会へ議案として提出する
こととした｡
10. 安心メールシステム
株式会社テクノミックスより､ 同サービス
の協力依頼があった場合は､ 本会としては拒
否することとした｡ また､ 今後､ 類似サービ
スの協力依頼があった際には､ その都度､ 理
事会で対応を協議することとした｡
11. その他

(広報 宮坂 圭太)
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本年度の健康診断は､ ８月２日 (土) の荒

尾市を皮切りに９月・10月と下記の日程で実

施された｡ 各郡市厚生担当の先生のご協力で

無事に終了することができました｡

平成20年度の受診状況を見ると〈表１〉平

成19年度と比較して総受診者数が400名増え

2542名になった｡ 会員の受診率では､ 今まで

50％台であったが､ 今年は60％に増加した｡

会員外受診者数も昨年より300名増加し､

2055名であった｡

健康診断項目については､ 昨年同様基本項

目・追加項目に加え､ 今年度から､ 特定健診

(40歳から74歳) がスタートした｡ 特定健診

とはメタボ健診とも言い換えれらるが､ 生活

習慣病予防のために､ 健診と健康指導の強化

を促す目的で導入された｡ 受診者数の大幅な

増大は､ この導入が､ 起因と思われる｡

〈表２〉の年度別所見比較を見ると､ 所見

なしが､ ここ10年で初めて42.9％の40％台を

超えた｡ 同じく所見有りはここ10年で初めて

57.1％の50％台に下がり昨年より10％も下がっ

た｡ ただ健康者が増加したと考えるよりも総

受診者数の大幅な増大と関連していると思わ

れる｡

〈表３〉項目別有所見総数では､ 男性では､

昨年同様､ 脂質異常が364人と多く､ 他項目

では､ 高血圧・肝機能・尿酸が多く見られた｡

女性では､､ 昨年同様､ 尿検査が539人 (男性

の6.5倍) 脂質異常が304人と多く､ 他項目で

は､ 心電図・高血圧・肝機能が多く､ また貧

血系が男性より３倍以上多い傾向が見られた｡

今年度の健診結果で要精密検査の項目が見

られた場合は､ 医療機関で精密検査をお受け

になりますようにお願いします｡

また特定健診においては､ 生活習慣病リス

ク…いわばメタボ､ メタボ予備軍の健康自己

管理の動機付けにもお役立て頂ければと思い

ます｡

開設者には年１回の従業員健診が義務づけ

されており､ 今後共､ より多くの会員・会員

家族・従業員の皆様に受診して頂きますよう

にお願い致します｡

なお､ 健康診断について､ ご意見・ご要望

がございましたら､ 厚生管理委員会までご連

絡下さい｡

������������ ―平成20年度健康診断―
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郡市名 実 施 月 日 各郡市

会員数
会員受
診者数

受診率
(％)

会員外受診者数 総受診
者数従業員配偶者 計

熊 本 市 ９月８日�)～12� 345 213 62％ 712 147 859 1,072

宇土郡市 ８月23日� 25 18 72％ 54 10 64 82

玉名郡市 ９月25日� 49 34 69％ 96 15 111 145

荒 尾 市 ８月２日� 29 14 48％ 68 8 76 90

鹿本郡市 ８月29日� 37 20 54％ 75 11 86 106

菊池郡市 10月１日� 54 35 65％ 122 10 132 167

阿 蘇 郡 ８月23日� 28 16 57％ 61 9 70 86

上益城郡 ９月8日�～12日� 22 9 41％ 45 12 57 66

下益城郡 10月25日� 27 16 59％ 72 15 87 103

八 代 ９月20日� 71 47 66％ 160 34 194 241

水俣･芦北郡市 ９月13日� 19 13 68％ 44 9 53 66

人 吉 市 ９月６日� 27 16 59％ 52 12 64 80

球 磨 郡 10月３日 (金) 13 7 54％ 48 4 52 59

天草郡市 ８月30日� 43 29 67％ 134 16 150 179

特別会員 23

合 計 812 487 60％ 1,743 312 2,055 2,542

[表１] 平成20年度 健康診断受診者数及び受診率

�

平成19年度 平成20年度

判 定 人 数 ％ 人 数 ％
異常なし 171 7.9 403 15.8

異常なし扱い 233 10.8 307 12.0

継続治療 302 14.1 385 15.1

(所見なし計) (706) (32.8) (1095) (42.9)

経過観察 849 39.4 830 32.5

要精密検査 518 24.1 544 21.3

要医療 79 3.7 83 3.3

(所見あリ計) (1446) (67.2) (1457) (57.1)

[合計] [2152] [100] [2552] [100]

所見なし・所見あり比較

＊各郡市会員数は､ 実施月日の前月末の会員数を記載
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(厚生・管理 浦田 琢二)

年度／比較 所見なし 所見あり

平成11年度 37.4％ 62.6％

平成12年度 39.5％ 60.5％

平成13年度 38.5％ 61.5％

平成14年度 35.2％ 64.8％

平成15年度 37.1％ 62.9％

平成16年度 38.1％ 61.9％

平成17年度 35.5％ 64.5％

平成18年度 36.6％ 63.4％

平成19年度 32.8％ 67.2％

平成20年度 42.9％ 57.1％

[表２] 年度別所見比較 年度比較集計

所見なし
所見あり

平
成
11
年
度

平
成
12
年
度

平
成
13
年
度

平
成
14
年
度

平
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15
年
度

平
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16
年
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平
成
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年
度

平
成
18
年
度

平
成
19
年
度

平
成
20
年
度

80.0％

70.0％

60.0％

50.0％

40.0％

30.0％

20.0％

10.0％

0.0％

項 目 男 性 女 性

心 電 図 53 109

胸部Ｘ線 55 58

高 血 圧 211 152

尿 検 査 82 539

肝 機 能 144 208

膵臓機能 15 40

糖 代 謝 76 36

腎臓機能 10 9

脂質異常 364 304

尿 酸 105 15

貧 血 系 74 251

[表３] 項目別所見総数
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２月７日 (土) 県歯会館第一会議室におい
て､ 各郡市歯科医師会学術担当者連絡協議会
が開催された｡ 最初に県歯学術委員会より報
告を行なった｡ 推奨歯科医院制度の目的と概
要説明､ 日歯生涯研修事業の概要説明､ 各郡
市会員のＥシステム登録状況の報告､ 日歯生
涯研修事業クイックマニュアルについて､ 現
在の会員の日歯生涯研修単位取得状況などに
ついてであった｡
特にＥシステムについては､ パソコンの機種､
OSによって作動しないことに関する日歯の対
応や､ 来年度からプッシュホンによる登録が廃
止されること｡ 研修会主催者側ではＥシステム
のバージョンアップや短縮コードが５つまで設
定できることなどが報告された｡
続いて協議に移り､ 各郡市学術担当者から
の県歯や日歯への質問・要望､ 事前に提出さ
れた協議題について話し合った｡ また県歯か
らは､ 現在推奨歯科医院認定準備委員会を立
ち上げ､ 熊本県歯科医師会の全会員が推奨歯
科医院に認定されるように制度の充実と工夫
をおこなっており､ その具体的内容について
も協議がなされた｡
推奨歯科医院制度については､ 日歯生涯研

修の修了証または認定証獲得がひとつの必須
項目になる｡ 全会員が推奨歯科医院になって
いただくには､ 各郡市歯科医師会の協力が必
要となるために､ 日歯―県歯―各郡市歯の連
携を密にしていくことが重要で､ 今回のよう
な協議会が大変重要な役割を果たしていくこ
ととなる｡ また､ 各会員も日歯生涯研修の受
講研修はもとより､ 積極的に教材研修や能動
的研修を活用し､ 修了証あるいは認定証の獲
得のための単位を取得していくことを切に願
う｡ Ｅシステムに関しての質問があれば､ 県
歯または各郡市へ遠慮なく連絡していただけ
れば幸いである｡ (学術 牛島 隆)

������������ ―各郡市歯科医師会学術担当者連絡協議会―

ＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシスススススススススススススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムにににににににににににににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関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質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問はははははははははははははははははははははははは遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮慮ななななななななななななななななななななななななくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく�����
全会員が推奨歯科医院に認定されるように

�� ���｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢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トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトララララララララララララララララララララララララブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルををををををををををををををををををををををををななななななななななななななななななななななななくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす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｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質ククククククククククククククククククククレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーママママママママママママママママママママーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへのののののののののののののののののののの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法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法ににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててててて～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

―講演会―

③患者と医療提供者とのコミュニケーション

ギャップへの対応

④患者にとって良い結果をもたらすための方

策

⑤患者の苦情への対応及び予防策

⑥医療スタッフの充実

⑦医療の限界

近日発刊予定の冊子について①～⑦の内容

が詳細に書かれており会員の皆様にとって､

かなり有益な冊子となっておりますのでどう

ぞご期待ください｡

(医療対策 大川 智弘)

２月14日 (土曜日) 午後３時30分より熊本

県歯会館４階ホールにて ｢医療事故・トラブ

ルをなくすために｣ ～悪質クレーマーへの対

応法について～が開催された｡

今回の講演会の内容は近日中に医療対策委

員会が発刊予定の冊子内容のアウトラインを

担当した委員がリレー形式で話していくとい

うスタイルで進められた｡

内容は以下の通りである｡

①医療トラブル事故予防

②医療事故等への対応

��
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１月個別指導報告

平成21年１月に､ それぞれ８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 訪問診療で特殊印象の必要性を考慮してください｡

② 病名もれの再審査は認められません｡

③ 歯管の２回目の交付文書が発行されていません (３か月に１回発行の必要あり)｡

④ １日目に歯管算定､ ２日目にＰ検査を算定しています｡ 検査時に歯管を算定する

ようにしてください｡

⑤ Ｐ急発時のペリオフィール使用にあたっては､ 症状経過を記載してください｡

⑥ すれ違い咬合の状況を記載してください｡

⑦ Ｘ線所見が全て同一でパノラマの所見の記載がありません｡ また不十分な撮影が

多く認められます (コーンカットなど)｡

⑧ 歯周組織検査後の所見が不十分です｡ また治療計画の立案がありません｡

⑨ 歯科衛生実地指導の指示内容が不十分で具体性に欠けています｡ 抽象的な表現の

みで患者へのモチベーションがなくほぼ同一です｡

⑩ 病名とポケットの深さと処置内容の整合性がとれていません｡ 例えばポケット２

㎜､ 病名はＰ２で SRPが行われています｡

⑪ ペリオフィールの使用ルールが不適です｡ ３回目の検査後ポケットが４ミリ以上

の部位に対して計画的に用いてください｡ 尚､ 急性時の使用は認められます (Ｐ急

発の病名)｡

⑫ 冠装着後10日で再 SRP が行われています｡ 再スケーリング､ 再 SRP の意義を理

解してください｡

⑬ 補管は保険医療機関名､ 発行者名も記載してください (医療機関としての責務)｡

⑭ 訪問診療時の歯科疾患管理料交付文書の署名は本人又は家族のみが有効です (自

院衛生士や看護師は不可)｡

⑮ MT病名のみの歯科疾患管理料算定は認められません｡

⑯ 無歯顎のパノラマは基本的に認められません｡ 但し､ 骨折の有無など正当な精査

などは認められます｡

⑰ Br の補診はポンティックの形態を書いてください｡

なお､ ２月の個別指導は６歯科医療機関に対して実施される予定です｡

(社会保険 中嶋 敬介)

個別指導の現場から(No.41)



―障がい児 (者)歯科保健医療対策研修会―
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この後､ 郡歯河端副会長より謝辞が述べら

れ､ 清村常務理事の閉会の辞で会は､ 終了し

た｡

その後懇親会も行われ､ 会の中では､ どのよ

うにして治療できるまでもっていくのか､ ま

た今後の問題点としてどういうことがあるか

等の質問もあったようで､ これに詳しく丁寧

に答えていただいた｡ 午後10時30分お開きと

なった｡ (佐藤 昭彦)

１月20日 (火) 午後７時

より､ 御船町のクレインパ

レスにおいて､ 上益城郡歯

科医師会と上益城郡地域保

健連絡会との合同で障がい

児 (者) 歯科保健医療対策

研修会が行われた｡

議事進行を入江会員が務め､ 開会の辞を玉置

専務が述べた後､ 開会挨拶を上益城郡歯科保

健連絡会佐藤克之 (御船保健所長) 会長と郡

歯江藤会長が行った｡

まず､ 御船保健所田上隆一課長から､ ｢第

５次上益城地域医療計画｣ における障害者に

対する歯科保健推進事業について説明があっ

た後､ 本県における障がい者への歯科保健の

取り組みについて熊本県障がい者支援総室原

田健主任主事､ 熊本県こども総合療育センター

八木義照氏､ 熊本県歯科医師会センター・調

査 IT 松岡拓治理事､ ３名の方々に講演して

頂いた｡

上益城

��������
トしたが､ 不況に負けず会員が一丸となって

頑張りたいと思う｡

(盛 孝徳)

１月23日 (金) 午後６時

30分より玉名市の白鷺荘別

館にて､ 平成21年玉名郡市

歯科医師会の新年会が行わ

れた｡ 来賓20名､ 会員37名

の参加であった｡ 初めに増

田会長による新年の挨拶があり､ その後来賓

者を代表して県歯の吉田公典副会長､ 野田毅

衆議院議員､ 林田たけし衆議院議員の挨拶､

そして田尻玉名郡市医師会会長の乾杯の音頭

で楽しい会食が始った｡

会食もすすみお腹もいっぱいになってきた

ところでビンゴ大会､ 今年は世の中が不況だ

と言うのに景品は豪華で､ 会員は真剣にゲー

ムに没頭していた｡ また､ 新たな年がスター

玉名

―新年会―

障がい者治療について説明される八木氏

一丸となって頑張ろうと挨拶する増田会長
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―新年会―

�����������
楽しく､ 和やかに歓談が続き､ ほど良く酔い
が回った頃には100年に１度の大不況も何処
吹く風｡ 料理に出ていた貝を ｢この貝は何の
貝？｣ と尋ねられ､ 酔った私 (鬼塚) は ｢こ
の会は新年会です｡｣ と答え笑われてしまっ
た｡
昨年の新年会は新婚ほやほやであった井上
会員に待望の二世誕生｡ 年を取られるのを忘
れられたかの様に益々お元気な宮島清子会員
のお孫様になられる､ 若江映晃氏の歯科医師
会入会と､ 大変おめでたい話でさらに盛り上
がり､ 時間の経つのも忘れる程であった｡ も
うそろそろお開きにしないかと言われ､ 時計
を見るとすでに10時を回っていた｡
最後に藤崎副会長が今年も健康で仲良くま
とまりのある歯科医師会にして行きましょう
と述べられお開きとなった｡
毎回､ 家族を交えての新年会であるが､ だ
んだん奥方の出席が減少しており､ みんなに
喜んで頂ける企画にせねばと反省点の残る新
年会でもあった｡ (鬼塚 友文)

１月23日 (金) 午後７時
より､ 水俣芦北郡市歯科医
師会新年会が水俣の居酒屋
｢本町本舗｣ で開催された｡
当日は小雪の舞うとても

寒い中､ 会員と家族で19名
の出席があった｡
野村会長の年頭挨拶を兼ねた乾杯のご発声
で祝宴が始まった｡
だんだんと酒の量が増えるにつれ明るく､

水俣･芦北

和気あいあいの新年会

１月31日 (土) 午後６時
30分より人吉市 ｢和路｣ に
て球磨郡歯科医師会新年会
が､ 塚本副会長以下会員各
位参加､ さらに著名なゲス
ト参加で開催された｡

新年を迎え､ 早や２月を迎えようとしてい
るが､ 国内外共に不況に見舞われた状況下､
歯科界も厳しい現状に変化はないが､ この難
局もなんとか乗り切って行かなくてはならな
いとの副会長の開会の辞に始まり､ 中原会員
の乾杯の音頭から､ 歓談に入った｡ 終始和や
かな雰囲気のなか､ 去年の台湾旅行の思い出
や各人の近況､ 歯科界の種々の情報交換等､
各自話が弾んでいた｡ 数時間の歓談に時間を

忘れての楽しい交歓であったが､ 宴も酣､ 秋
山前会長の閉会の辞にて盛会のうちに終了し
た｡ (高野 秀司)

����������
球磨

―新年会―

和やかな雰囲気のなか行われた



熊歯会報 Ｈ.21.３

12

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
色を教えてください｡

④今後の抱負は何ですか｡

神崎 昌二
玉名郡和水町

津田1563-7
歯科処神崎
①水圧と生体の関係
②人体を構成する器官・
組織の中で最重要な
口腔｡ その為､ 医学

部よりも高度な治療を行っていく必要
性があり､ 研究及び臨床を追及してい
く事を旨とする｡

③広さと屋号｡ 咀嚼の解析｡
④医学と歯科医学の間で難治性疾患の治
療法を確立したい｡

一一 般般 会会 員員

� �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

帆足 速郎 先生
平成21年２月23日 ご逝去 86歳�郡 市 名：宇土郡市�入会年月日：昭和26年１月８日
松永 貴文 先生
平成21年２月26日 ご逝去 40歳�郡 市 名：鹿本郡市�入会年月日：平成16年５月26日





 







 




