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この度､ 熊本県歯科医師会の副会長を仰せつかり､ その職責の大
きさ､ 重さを鑑みますと身の引き締まる思いです｡その責任の重さ
を常に意識しながら､ 緊張感をもって会務に取り組んで参りたいと
思います｡
さて現在の歯科界は相変わらず暗い話題ばかりを目にします｡ 先ず歯学部の志願者の激減
があげられます｡ 国公立大学の前期日程の志願者数は前年比約15％ダウンで､ 私立大は約40
％も落ちました｡ ここ数年急激な減少傾向が続いており､ 今年も歯止めがかかりませんでし
た｡ 又､ 全国17の私立歯科大・歯学部のうち６割強の11校で､ 今春の入学者が定員割れを起
こしました｡ 中には定員の４割以上にあたる35～43人の欠員が出た大学が３校あり､ 受験者
総数も4973人と､ 前年より約2800人減少しました｡
この定員割れや志願者激減の背景には､ 歯科医師国家試験の難化､ 医学部の定員増により
歯科医志望者の一部が流れたことなど様々な要因が指摘されていますが､ やはり歯科医師の
過剰感が一番の要因ではないでしょうか｡ 昨年11月現在の歯科医院数は約68,000､ 歯科医師

数は概ね10万人といわれています｡
しかしこの数は本当に過剰なのでしょうか｡ あるネッ
トリサーチが行ったアンケート (複数回答) をみます
と ｢歯科に行きたいが実際には行ってない｣ とする回
答が56％もありました｡ その理由をみると､ ｢行くの
が面倒｣ 49％､ ｢仕事が忙しくて通院できない｣ 42％､
｢お金がかかる｣ 24％となっています｡ これらの阻害
要因が治療意欲を失わせていますが､ 逆にいえば､ 潜

在的な需要がまだまだあることを意味しています｡
歯科医師会としましても､ この潜在患者の受診意欲を高めるための施策を講じていかなけ
ればなりません｡ 県民への広報活動の充実､ 医科との密接な連携､ 歯周病と糖尿病､ 心疾患
等との因果関係の普及啓発などあらゆる視点から考えていく必要があると思います｡ また､
高齢社会に突入し､ 全歯科医療費の中で65歳以上の方の歯科医療費が占める割合は20年前と
比較すれば３倍近くになっています｡ このシニア世代にむけた取り組みも従来以上に行って
いかなければなりません｡
色々な面にアンテナを張って､ 会員の先生方のお知恵をいただきながら会として患者掘り
起こしに全力を尽くしていきたいと思いますし､ これからの若き歯科医師の先生が夢を持て
る歯科界となるように､ 県歯科医師会としてできることをやっていかなければなりません｡
先日の新聞記事で将棋の羽生善治名人は勝負師の決断について､ 将棋の対局を例に挙げ
｢一つの局面で80通りほどある可能性の中から､ まず直感で２つか３つに絞る｡ その際に
『木を見て森を見ず』 にならないよう全体を見る大局観も必要だ｣ と広い視野を持つ必要性
を説いています｡ 歯科医師会の運営と同一視はできませんが､ 視野が狭くならないよう会員
の先生お一人お一人の意見に十分耳を傾けて､ それを反映した会の運営を図っていかなけれ
ばならないと感じています｡
２年の任期の間､ 全力で努力していきますので､ これまで以上にご指導ご鞭撻の程宜しく
お願い致します｡
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昨日､ 福岡で新型インフルエンザに感染し
た患者が確認されました｡ ６月には県下各地
で歯の衛生週間行事が開催されますし､ 秋か
ら冬にかけて新型インフルエンザが再び流行
することが予想されており､ 11月にはヘルＣ
キャンペーンも予定されています｡ 対応・対
策については､ 後ほど日歯報告や協議でしっ
かりと話し合いたいと思います｡ また､ 本日､
県庁より県の新型インフルエンザ対策につい
て説明に来られました｡ 対策協議会を立ち上
げ､ その中に本会も参画することになりまし
た｡ 日歯からの情報を県に提供しながら連携
を図って行きたいと思います｡
４月より日歯の理事に就任し､ 本会でもや
らなければならない会務はたくさんあります
が､ 日歯の会務も同時にこなさなければなら
ず､ 役員の先生方にしっかりサポートしてい
ただきたいと思います｡ この２年間最初から
全力疾走という気持ちで､ 各所管で知恵を出
し合って活発に動いていただくと､ 本会とし
ても新たな一歩が踏み出せると思います｡

会会務務報報告告：： (自：４月23日～至：５月21日)
総 務：臨時代議員会､ 理事会､ 常務理事

会､ 推奨歯科医院制度運営委員会､
裁定審議委員会､ 日歯理事会､ 日
歯新型インフルエンザ対策会議､
簡易裁判医療調停､ 陸上自衛隊第
八師団創隊47周年及び北熊本駐屯
地開設52周年記念行事

学 術：委員会年度事業計画
社会保険：個別指導､ 各郡市担当者会議
地域保健：高齢者のよい歯のコンクール審査
厚生・管理：新型インフルエンザの対応､ ス

タッフ接遇講演会､ 日歯税務委員
会

広 報：熊歯会報編集・校正､ 日歯広報モ
ニター､ ＴＫＵ広報番組 ｢医療あ
れこれ｣ 打合せ・収録

学校歯科：委員会年度事業計画､ 歯の衛生週
間 ｢図画・ポスター､ 習字｣ 審査､
日学歯理事会

医療対策：医療相談苦情事例報告
センター・介護：センターカルテ・会計チェッ

ク
学 院：教務委員会､ 臨床実習場指導担当

者打合会
国保組合：理事会

会会務務報報告告そそのの２２：：
１. 退会会員
○寺脇 博会員 (熊本市) ４月28日ご逝去
※出席者全員で黙祷を行った｡
○ひかりハロー歯科診療所 (特別会員・
下益城郡) ４月30日付 理由：閉院

２. 職員人事
総務課：岩崎 有希子 ５月31日付 退職

山西 恵美 ５月12日付 採用
３. 日歯報告
浦田会長より､ 日歯の新型インフルエンザ
対策・対応について説明がなされた｡
４. 九州看護福祉大学口腔保健学科の新設
二塚学長より､ 本会として協力を表明する
意見書の提出要請があり､ 了承した｡
５. 関係機関・団体からの役員推薦依頼
①熊本県医療・保健・福祉連携学会企画委
員／県医師会 小島博文副会長
任期：第１回委員会開催日～事業終了日
②熊本県医療・保健・福祉団体協議会役員
／県医師会 浦田健二会長､ 小島博文副
会長 任期：Ｈ21.４.１～Ｈ23.３.31
③熊本県糖尿病対策推進会議委員会委員／
県医師会 小島博文副会長

任期：Ｈ21.４.１～Ｈ22.３.31
④熊本県保健医療推進協議会委員／県健康
福祉政策課 浦田健二会長

任期：委嘱の日～Ｈ22.３.31
⑤熊本県医療審議会委員／県医療政策総室
浦田健二会長

任期：委嘱の日～Ｈ21.11.27
⑥熊本県国保診療報酬審査委員会委員／国
保連合会 (保険医代表) 前田章二理事､
工藤晃正会員 (菊池郡市)

任期：Ｈ21.６.１～Ｈ23.５.31
⑦熊本県社保診療報酬請求書審査委員会委
員／支払基金 (診療担当代表) 中嶋敬介

５月26日 (火) 午後７時より県歯会館第１会議室にて浦田会長他全役員出席のもと議長を浦田
会長､ 議事録署名人を田上理事､ 松岡理事として第３回理事会が開催された｡
開会：中嶋副会長

会長あいさつ要旨

最初から全力疾走で
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副会長､ 西野隆一常務理事､ 勇励理事
任期：Ｈ21.６.１～Ｈ23.５.31

⑧日本スポーツ・健康づくり歯学協議会／
担当：岩手県歯科医師会
小島博文副会長､ 牛島隆理事

任期：Ｈ21.４.１～Ｈ22.３.31
⑨日本歯科医師会税務委員会委員
竹下憲治理事

任期：Ｈ21.４.１～Ｈ23.３.31
⑩歯科医師需給問題連絡協議会幹事／
担当：広島県歯科医師会 浦田健二会長､
小島博文副会長､ 渡辺賢治専務理事

任期：Ｈ21.４.１～Ｈ22.３.31
⑪熊本地域リハビリテーション支援協議会
委員／県医師会 小島博文副会長､
松岡拓治理事

任期：Ｈ21.４.１～Ｈ22.３.31
⑫熊本県プライマリ・ケア研究会世話人会
／県医師会 浦田健二会長､ 小島博文副
会長 任期：Ｈ21.４.１～Ｈ22.３.31

６. 後援名義使用依頼
職場のメンタルヘルス研修会／熊本県精神
保健福祉協会からの依頼を承諾した｡
７. 有限会社ケイ・デー・エム・ユーの役員
代表取締役：中嶋敬介 (留任)､
取締役：西野隆一 (留任)
８. 個別指導に対する九州厚生局への要望
個別指導における患者名の通知日について､
九州各県の歯科医師会並びに医師会の統一し
た要望書を提出する準備を進めている｡ 各県
医師会への要望書同意取り付け方法について
は､ 福岡県歯会に確認することとした｡
９. 役職員の緊急連絡体制
緊急連絡網については､ 一部訂正の上､ 紙
で配布することとした｡
10. 熊本県歯科医師会ガイドブック
10年ぶりに作成することとし､ 総務委員会
を中心に内容を検討することとした｡
11. ウェブサイトの開設に伴う相互リンク
県歯科衛生士会からの依頼を承諾した｡
12. 平成21年度 8020推進事業
昨年度に引き続き､ ｢ヘル歯ー元気8020支
援事業｣ と ｢介護者歯科実技研修事業｣ が県
より委託される予定となっている｡
13. 心と体の健康づくり推進事業報告書
田上理事より､ 県学校保健会 ｢児童生徒の
心と体の健康づくり推進事業｣ 報告書作成委
員会委員時に執筆された内容について報告が
なされた｡
14. 口腔保健センターへの歯科医師 (県職員)
の研修依頼
承諾の旨､ 回答した｡
15. 会員への緊急連絡方法
緊急時の連絡方法として､ ＦＡＸで一斉配
信しなければならない場合を想定して､ 現在
契約しているＮＴＴのサービス ｢Ｆネット｣
を料金の安い ｢ｉＦＡＸ｣ に移行し､ また､
さらに料金の安いヤマトシステム開発のサー
ビス ｢Ｆ－ネコ｣ とも契約することとした｡
16. 委員会事業の検証システム
事業実施報告書は､ 講演会・担当者会議等

の事業が終了した時点で､ 主に担当理事が記
入し理事会で報告を行う｡ ヒヤリ・ホット事
例報告書は､ 役・職員が事業・業務等を遂行
するにあたって些細なトラブル､ 障害､ 優良
な点等を記入し､ 専務理事に提出する｡
17. 代診派遣制度の利用状況
資料に基づいて報告が行われた｡ なお､ 会
員が裁判員に選任された場合についても制度
が適用される｡
18. ４階ホール照明追加及びスピーカーの移
設工事
６月初めに着工する｡
19. 各会計４月末現況
資料に基づいて報告が行われた｡ なお､ 一
般会計の管理清掃費の予算額について確認す
る｡
20. ６月の行事予定
理事会を６月26日 (金) 午後５時より開催
する｡
21. その他
○平成21年度歯の衛生週間事業については
予定どおり開催するが､ 新型インフルエ
ンザの対策として､ 緊急連絡網の整備や
感染予防対策としてマスクや手指消毒用
アルコールを各郡市へ配布する｡
○長野県歯会が長野県国保連合会の協力を
得て行った ｢8020運動残存歯数等実態調
査｣ 報告書が届いており､ 残存歯が多い
ほど医療費が低いとの結果が出ている｡
本県でも同様の調査を行うかどうかは､
今後､ 社会保険委員会で検討する｡
○渡辺専務理事より､ ６月28日 (日) 藤川
隆夫県議の県議会副議長就任祝賀会がホ
テルキャッスルで開催され､ 役員全員に
案内が届いているので､ 時間の許す限り
出席して欲しい旨の依頼があった｡
○理事勉強会を専務理事､ 常務理事､ 理事
をメンバーに開催する予定である｡
○各委員会の年間行事予定と今期のテーマ
を決定し､ 渡辺専務理事に報告する｡
○役員名簿の手帳版について､ 予算をかけ
ずに作成する｡

協協 議議：：
１. 新入会員の承認 [承認]
一般会員３名､ 親子会員１名､ 準会員１名
の入会を承認した｡
２. ｢歯科衛生士｣ パンフレット [承認]
一部内容を変更したパンフレットを作成し､
再度会員へ送付することとした｡
３. 事業企画書の提出 (学術委員会) [承認]
歯周再生療法の講演会を開催することとし
た｡ 日程については､ 学術委員会に一任する
こととした｡
４. その他
○役員報酬や旅費支給の明細書を封入して
いる封筒については再利用することとした｡

閉 会：小島副会長

(広報 加藤 久雄)
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森枝敏郎 県健康福祉部長

(地域保健 明受 清一)

浦田会長

６月７日 (日) 熊本県歯科医師会館４階ホールにて ｢歯の祭典｣ が開催された｡
午後１時の開会前には約150名の参加者で会場は埋め尽くされた｡
小島副会長の開会の辞で幕を開け､ 主催を代表し､ 熊本県知事の代行として森枝敏
郎県健康福祉部長の挨拶､ さらに浦田会長の挨拶､ 主催者紹介の後､ 表彰式へと移っ
た｡ 表彰式は ｢高齢者のよい歯のコンクール｣､ 歯の衛生に関する ｢図画・ポスター､
習字｣､ ｢くまもと歯の健康文化賞｣ の３部門に分かれて行われた｡
｢高齢者のよい歯のコンクール｣ では､ 県賞に八代市在住 村�サツコさん (82

歳), 歯科医師会賞に阿蘇市在住 小山キミ子さん (80歳)､ 荒尾市在住 桑原章三
郎さん (81歳) が受賞され､ その他の郡市代表の方は8020優秀賞をそれぞれ受賞さ
れた｡

歯の衛生に関する ｢図画・ポスター､ 習字｣ 部門では､ 県賞､ 教育委員会賞､ 歯
科医師会賞それぞれにつき１年生から６年生まで学年別に､ 一人一人に賞状と賞品
が授与されました｡ 受賞した子供たちの誇らしげな表情と､ わが子の晴れ舞台を写
真､ ビデオにおさめる親御さんの姿が印象的だった｡
｢くまもと歯の健康文化賞｣ では個人の部に熊本市在住の谷口恭彦さん (89歳)
団体の部に県衛生士会菊池郡市支部が受賞された｡ その後､ それぞれの受賞対象
の活動報告をスライドを交えながら発表され､ 参加者も興味深く聞き入っておられ
た｡
午後2時30分定刻に渡辺専務理事が閉会の辞を述べ､ 盛会のうちに今年の ｢歯の
祭典｣ が終了した｡
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１. 受賞した感想をお聞かせ下さい｡
このたびくまもと歯の健康文化賞をいただ
き支部会員一同､ 喜びそして感謝しておりま
す｡
支部活動は県衛生士会に支部ができまして
から少しずづおこなってきました｡ 平成13年
から小学校の 『元気なお口の教室』 を始めま
してから活動の場が広がりました｡ これも地
域の皆様や菊池郡市歯科医師会の先生方のご
支援やご指導のおかげと感謝しております｡
今後も歯科衛生士として健康的な生活が実
現できるように地域に必要な情報を提供し､
スキルを高める活動を楽しく続けていけたら
と思っております｡ ありがとうございました｡
２. 工夫された点をお教え下さい｡
呼ばれたら断らないをモットーに
○菊池地域住民の皆さまのライフステージ
にあった歯科保健活動をいろいろと行っ
ています｡

��������������������������
特に有料ボランティア (媒体代) で続けて
いる保育園・小・中学校・養護学校での 『元
気なお口の教室』 は年々希望校が増え (20校
を超え､ 多くが全クラス) ６､ ７､ 11月は目
の回る忙しさになってきました｡ 学校や学校
歯科医の先生から依頼をうけ､ 出かけますが､
学校歯科医の先生から必ず指導のポイントを
頂き教室を開いています｡
う蝕､ 歯周病予防だけでなく全身との関係､

������������ �� ���
＜感想＞
思いがけず表彰を受けまして驚いており

ます｡ 今さらながら歯に対するケアの大切
さを実感いたしました｡ 現在､ 体に悪いと
ころはありません｡ これも歯が丈夫なおか
げだと思っております｡ 歯みがきは１日２
回食後に必ず行っています｡ 美味しく食事
できるのが何よりです｡

団体の部

地域で頑張ります!!
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＜感想＞
うれしかったです｡ 色ぬりがむずかしかっ
たけどがんばりました｡
＜審査員コメント＞
小学校の１年生でなければできない楽しい
絵です｡ 口を大きく開けて歯磨きをしている
表情がとてもかわいいと思います｡

＜感想＞
熊本県賞になれるとは思いませんでした｡
とてもうれしかったです｡ 歯医者さんの顔や
自分の顔を工夫しました｡
＜審査員コメント＞
口の中を画面いっぱいに大きく描き､ 歯医
者さんが検診している所が大変子供らしく描
かれています｡

�� ������ ������ �� �� ����� ���� ������ ���� ��� �� ���
＜感想＞
受賞できてうれしかったです｡

絵の具の色を薄くしたり濃くしたりして工

夫しました｡

＜審査員コメント＞
初めて歯医者さんに行ったのでしょうか｡

この絵から歯磨きの大切さを皆に呼びかけて

いるようです｡

�� ����� ��������

食育､ そして窒息予防と時代にそった内容
を提供することを心がけています｡ 学校等
でいただきました謝礼で念願の位相差顕微
鏡を支部で購入しました｡
今後は学校歯科医の先生や歯科医院のス
タッフと一緒に学校等に出かけていけたら
と夢みています｡
○他職種との連携をとることを心がけて
います｡
菊池は先生方との活動も盛んで 『歯周病
出前講座』 を行なっています｡ また､ 栄養

士会の 『菊池げんきッズ』 で一緒に保育園､
幼稚園を回ったり､ 今話題の口腔ケアでは
菊池地域リハビリテーション支援センター
での摂食・嚥下リハでの口腔ケア実習を担
当しています｡
いろいろな方々と一緒に活動することで
地域社会が求めている歯科を感じ取ること
ができとても勉強になります｡
今後も歯科衛生士として自分たちができるこ

とを地域で頑張り､ 楽しく続けていきたいと思っ
ています｡ (菊池郡市支部 坂本 由美)���������������

�� �� ����
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�� ������ ����� �
＜感想＞
今まであまり受賞したことはなかったので
熊本県賞と聞いてとてもうれしかったです｡
家族の顔を描いてみました｡
＜審査員コメント＞
明るい楽しいポスターです｡ このポスター
では白い歯がひときわきれいに見えるのは､
配色の工夫からでしょうか｡ 絵を見ていると､
見る人も楽しくなります｡

���� ������
＜感想＞
とてもうれしかったです｡
熊本県賞と聞いてびっくりしました｡
賞状をもらう時とても緊張しました｡
＜審査員コメント＞
呼びかけの言葉 ｢歯は健康のあかし｣ は､
とても説得力があります｡ 描かれた絵も大き
くて､ たくましく､ 訴える力があります｡ 作
者は橋�君でしょう｡ 歯の大切さを皆に強く
呼びかけています｡

＜感想＞
毎回受賞していたので普通でした｡
歯の色を工夫しました｡
＜審査員コメント＞
｢おじいちゃんおばあちゃん､ いつまでも

自分の歯で食べて､ 長生きしてね｣ という願
いが伝わってきます｡ そして､ 皆が明るく楽
しそうな笑顔がよく出来ています｡

�� ������ ����� ��� ������ ������ �
��������������������������������������������������������������

後列左より
蔵 野 涼 様
秦 ほのか 様
古 嶋 美 愛 様

前列左より
畑 山 湖々南 さん
野 村 康 太 くん
いわさき 大仁 くん
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������������������������������������������������������������������
＜審査員コメント＞
一字のおさめ方も見事です｡ 名前までよく

かけています｡�������������������������������������������
�� ����� ����� ��

＜審査員コメント＞
元気いっぱいで力強い作品です｡ 名前もよ
くできています

�� ������ ������ ��
＜審査員コメント＞
３字のまとめ方もよく､ 名前もうまく､ ２

行によくまとめて書けました｡�������������������������������������������
�� ���� ����� ��

＜審査員コメント＞
４字の配置をうまくおさめていて名前まで
よく書けています｡

�� ������ ������
＜審査員コメント＞
筆使いがうまく力強い作品になって元気で

良くできました｡

�� ��� ����
＜審査員コメント＞
６字の配置もうまく､ 筆使いも見事です｡

�� ����� �����
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� � � � �
各地のイベントから

―よい歯の広場―

地域住民とふれあえる毎年恒例のイベント開催玉名郡市

新型インフルエンザを心配しながらの開催
だったが､ 例年と変わりなく盛況のもとに終
了した｡
歯の予防活動を通じて､ 普段の診療では出
来ない地域住民とのふれあいを行えるよい機
会になった｡

(永廣 有伸)

６月６日 (土) 午前10時から､ 玉名市保健
センターに於いて､ 毎年恒例行事となってい
る ｢よい歯の広場｣ が開催された｡
玉名郡市歯科医師会主催､ 玉名市・有明保
健所､ 熊本県歯科衛生士会玉名支部､ 及び､
栄養士会のご協力のもと回を重ね､ 今年も多
くの来場者があった｡
赤ん坊からお年寄りまで､ 大勢の地域住民
の方々が来場され､ 歯科健診､ 相談､ フッ素
塗布､ ブラッシング指導､ 口腔内カメラの展
示､ 栄養相談､ 子供達に人気のくじ引きコー
ナーなどが行われた｡
来場者は歯に関心のある方が多く､ 積極的
に虫歯､ 歯周病､ 歯並び､ インプラント､ 噛
み合わせなどの質問をされていた｡
今年は栄養士の方にも参加して頂き､ 食が
健康にもたらす影響などを詳しく説明され､
来場者の方々の関心を引いていた｡

家族で歯科健診を待つ

８つのコーナーで歯科相談を熊 本 市

また､ びぷれす広場では熊本市の8020推進
委員の方々による歯のアンケートコーナーや
フッ化物洗口コーナーが置かれ､ ステージで
は健康体操なども行われました｡ これに先立
ち､ ５月31日 (日) には､ 熊本市子ども文化
会館にて 『歯っぴーキッズ』 を､ ４日 (木)
～10日 (水) までの１週間は会員診療所で診
療時間中の無料検診も行われた｡

(田中 弥興)

６月７日 (日) 上通りアーケードにて､ 毎
年恒例の 『歯の祭典 2009』 が午前11時から
午後４時30分まで開催されました｡ 熊日びぷ
れす広場にて開会に先立ち､ 熊本大学教育学
部附属中学校コーラス部による合唱 (手紙､
崖の上のポニョ) が披露され盛り上がる中､
開会式および清村会長ほか来賓の方々による
テープカットで始まった｡
熊本市､ 熊本市歯科技工士会､ 熊本県歯科
衛生士会熊本支部の共催を得て､ 歯の何でも
相談､ 歯の矯正､ 小児歯科､ 歯科技工士会､
歯科衛生士会､ 口臭測定､ 衛生士学院の８つ
のコーナーでそれぞれの担当者が市民の皆さ
んの相談や歯科の啓蒙を行った｡ 今年もスタ
ンプラリーという､ 各ブース２箇所以上で相
談や展示を見た方にスタンプを押して記念品
と交換する催し物を行った｡ 特に子供たちに
は､ くじ引きで当たればフィギュアのおもちゃ
がもらえるとあって大変盛り上がり､ 延べ参
加者は約1600名になりました｡

コーラス部による合唱で開会式も盛り上がった

��������������������������������������������������

―歯の祭典―
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―虫歯予防デー冠レース―

攻めの啓発活動を荒 尾 市

らの盛大な拍手が送られ､ 声援にこたえる騎
手よりケアグッズサンプルのファンへの配布
サービスなどを行い､ イベントを盛り上げた｡
昨年から､ ２回目の試みであったが､ 普段
は啓発行事と縁遠い方々に口腔衛生をＰＲす
る､ いわば ｢攻め｣ の活動は今後の啓発活動
にヒントとなり得る可能性を感じたイベント
であり､ 恒例行事となりつつある｡

(馬場 一英)

衛生週間の中日である６月４日 (火) 荒尾
競馬場において昨年より新設され､ 好評を博
したイベントレース ｢虫歯予防デー冠レース｣
が今年も開催された｡
昨年同様､ 入場門付近に ｢歯科医師会特設
コーナー｣ を午前９時より設置し､ 啓発パネ
ルの展示､ 入場者にオーラルケアグッズ､ パ
ンフレットの配布を行った｡ グッズ配布は大
盛況で､ 約400余名準備していたグッズは訪
れる人々に次々に手渡され正午前には品切れ
となった｡ 同競馬場の平日平均入場者が1000
人強で､ 約４割の方がグッズを手にした計算
となる｡
肝心のレースは午後３時15分出走､ 第９レー
ス ｢虫歯予防デー特選サラ系３歳｣ と銘打っ
て行われ､ レース終了後に表彰式が行われ､
福嶋修治会長と原口泰常務理事より優勝した
騎手､ 調教師､ 馬主を表彰し､ それぞれに口
腔衛生関連商品の詰め合わせを賞品として手
渡した｡ 満員のスタンドからは競馬ファンか

躍動感あふれる競走馬

��������������������������������������������������
―第６回健康福祉まつり―

市民のべ1000人が参加

を手にして喜ぶ子供の姿などなど…､ 多くの
来場者で溢れ返った｡
アンケートの回答の中には市民の歯科に対
する意見として貴重なものが数多く見られた
が､ なかでも感慨深かったのが､ ｢このイベ
ントで歯科に対するイメージが変わり恐怖心
もなくなった｡｣ というものだった｡
本年は､ すべてのコーナーで延べ1000人ほ
どの市民の方々に訪れていただいた荒尾市の
歯科保健事業は回を重ねるごとに親しんでい
ただき､ 大盛況のうちに午後３時に幕を閉じ
た｡ (馬場 一英)

６月７日 (日) 午前10時より､ 荒尾市文化
センターにおいて第６回荒尾市健康福祉まつ
りが開催された｡
市内の医歯薬三師会及び福祉関係団体､ 行
政によって催される本行事は､ 楽しみながら
自分の健康を考えるイベントとして､ 例年開
催され､ 市民に定着している｡ その中で､ 荒
尾市歯科医師会は､ 口腔衛生を担当し毎年好
評を頂いている｡
本年も例年同様､ 衛生士会､ 技工士会の協
力のもとお口の健康アンケートコーナー､ 健
診コーナー､ フッ素塗布コーナー､ ブラッシ
ング指導コーナー､ 位相差顕微鏡コーナー､
児童へのおもちゃプレゼントコーナー､ 口腔
衛生用品展示コーナー､ 技工物展コーナー､
石膏人形色つけコーナー､ パネル展示以上を
設置した｡ アンケート回答者と健診受診者に
は､ 歯ブラシ､ マウスウォッシュなどケアグッ
ズのサンプルを配布した｡
各コーナーでは､ 普段診療室では聞けない
素朴な疑問を投げかける姿や､ 衛生士のブラッ
シング指導に熱心に耳を傾け､ 磨き残しを目
の当たりにして感嘆する姿､ ご褒美のおもちゃ

子供連れでにぎわう
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食育､ 歯科受診に関する寸劇で会場は笑いの
渦に包まれた｡ 栄養士会作成の ｢メタボリッ
ク予防の食事レシピ｣ のリーフレットは特に
人気であった｡ 地域歯科保健を推進していく
上で､ このように歯科医師会のみならず他の
関係各機関､ 地域の方々を巻き込んでいくこ
とが重要であると思われる｡ 今後も継続して
いき､ よき伝統となればいいと思う｡
総来場者は390名｡ 事後のアンケートをみ
ると､ 初めて来場したという人に混じって､
今年で３回目以上の来場といったリピーター
も多く､ 少しずつではあるが､ ｢歯の健康展｣
が地域住民に浸透してきているのではないか
と感じた｡ (城 敦哉)

６月７日 (日)､ 菊池郡市歯科医師会館に
て第23回 ｢歯の健康展｣ が開催された｡
今年は､ ｢8020 Yes, we cam (イエス､
ウィ噛む)｣ をスローガンとして掲げ､ ｢8020｣
達成することにより生涯､ 美味しく食べてい
ただくこと､ ｢8020｣ 達成には予防が重要で
あることを地域の方々にアピールした｡
午前10時からの開幕と同時に来場者が押し
寄せ､ 位相差顕微鏡によるむし歯菌発見コー
ナーでは､ プラークは細菌の塊であることを
丁寧に説明されていた｡ あわせてパワーポイ
ントを用いて､ むし歯の予防には間食 (おや
つ) の取り方､ 与え方も大事であることなど
も説明され､ 子どもたちのみならず親も興味
を持って説明に聞き入っていた｡ 主にベテラ
ンの会員によって行われた歯科検診・相談コー
ナーも午前中からひっきりなしに多くの人が
つめかけ､ 担当の会員は熱心に対応していた｡
無料フッ化物塗布コーナーは毎年のことなが
ら人気を博していた｡
またその様子はTKUテレビのニュース番
組で放映された｡ ご覧になられた方もいらっ
しゃるのではないかと思う｡
今年も衛生士会､ 栄養士会､ 菊池市の劇団
｢にゃあ｣ に協賛していただき､ 口腔ケアー､

劇団 ｢にゃあ｣ にも参加してもらった

8020 Yes, we cam (イエス､ウィ噛む)菊 池

―第23回歯の健康展―

��������������������������������������������������

アンケート得点で口腔ケア指導鹿 本

等の意見があった｡
以上の様な意見をふまえ今後の検診スタイ
ルや､ 歯周病の予防､ 虫歯の減少に結び付け
たい｡ と歯の衛生週間事業を終えました｡

(原 信太郎)

６月６日 (土) 午後２時より植木町かがや
き館と山鹿市健康福祉センターにおいて､ 鹿
本郡市歯科医師会と鹿本郡市歯科衛生士会合
同で歯の衛生週間事業として､ 歯科医師によ
る無料歯科検診と歯科衛生士による口腔ケア
指導およびフッ素塗布が行われた｡
検診希望者は植木町かがやき館で40名､ 山
鹿市健康福祉センターで91名､ 合計131名と
賑わいを見せた｡
検診後､ アンケート (お口の健康づくり得
点) を作成し､ ブラッシング法等の口腔内指
導を歯科衛生士が行い､ 希望者にはフッ素塗
布を行いました｡
終了後の行政関係者をふくめた懇親会で､
｢最近はインターネット等によりかなりの知
識を得ている方が多く､ 具体的な質問等が多
かった｣ ｢受診者以上に術者も啓発が必要だ｣

はい あーんして

―衛生士会と共に―
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例年以上に盛況下益城郡

疾患への関心の高さを示すものと思われた｡

参加者には､ 歯科衛生用具､ 子供用のおも

ちゃ､ キシリトールガムの無料配布を行い大

変好評であった｡ 今回の健康展は､ 今後も地

域歯科医療に歯科医師会として地道に取り組

んでいく重要性をあらためて認識させられた

機会となった｡

(右山 裕則)

６月６日 (土) 14時より､ イオンモール宇

城バリュー (宇城市小川町) において､ 熊本

県宇城保健所､ 熊本県歯科医師会､ 熊本県歯

科衛生士会後援､ 下益城郡歯科医師会主催で､

歯の衛生週間事業 ｢お口の健康展｣ が開催さ

れた｡

歯科医師会からは､ 大久保和之会長をはじ

め６名の会員が参加し､ ５名の歯科衛生士と､

熊本県歯科用品商組合から２名の協力を得て､

無料歯科検診・相談､ 歯磨き指導､ フッ素塗

布､ アンケートが行われた｡

来場者数は大人101名､ 子供185名､ 計286

名で例年以上に盛況な参加者数となった｡ ま

た､ アンケート回答総数も101件にのぼった｡

これも毎年､ ｢地域住民への虫歯予防と歯周

病予防の大切さを訴え､ 健康な生活がおくれ

るように｣ を目的に地道に支援を行ってきた

結果と思われ､ また近年における住民の歯科

多くの来場者があった

��������������������������������������������������

―第14回阿蘇の歯まつり―

かみしめる 生きる喜び 歯とともに

始めた｡ これから数年のデータを比較して老

若男女どのような有意差が出てくるのか楽し

みである｡ また今年から8020推進委員の方々

の協力も得られるようになった｡ このように

阿蘇地域保健連絡協議会だけでなく､ 地元の

方々の協力により ｢歯まつり｣ は運営されて

いる｡ これから高齢化社会に向かう中､ ｢歯｣

だけでなく､ 全身疾患と ｢歯｣ との関連につ

いても触れていかなければならない気がして

いる｡ 尚､ 来年の ｢歯まつり｣ は高森町で行

う予定である｡

(乕谷 真)

６月13日13時より第14回 ｢阿蘇の歯まつり｣

が南小国町自然休養村管理センターで行われ

た｡ 今回のテーマは ｢かみしめる 生きる喜

び 歯とともに｣ であった｡

南小国保育園児による ｢おむすび音頭｣ 披

露とともに開会宣言が行われた｡ 当日は小雨

まじりのお天気でしたが､ 約240名の来場者

があり各コーナー大変賑わっていた｡ ほとん

どが親子連れで､ やはりわが子の口腔内の状

況には関心が高いようだった｡ 15時30分から

は恒例の ｢○×クイズ｣ で商品目指して盛り

上がり無事閉会となった｡ 今年は､ ｢口腔機

能向上コーナー｣ を新設し各種データを取り

阿蘇郡市

―お口の健康展―
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４会場で1500名を超える来場者

いての質問が多く､ 咬合と矯正についての質

問が多く見られた｡ 来場者の方にはリピーター

も見受けられ継続､ 努力する事により地域に

根づいた祭典が確立された思われる｡

祭典終了後､ 八代ロイヤルホテルの屋上ビ

ヤガーデンにて反省会が開かれ､ 増田会長よ

り ｢地域医療は歯科がリーダーシップを取っ

ていきましょう｣ という力強い言葉で乾杯し

今年の反省点を来年に生かす活発な意見交換

がなされた｡

今後の課題として祭典後､ 増患と結びつい

ているのかデータをとる必要があると思わる｡

年々祭典での来場者数が増加の一途を辿って

いるのは､ 会員､ 各医院のスタッフ､ 技工士

のモチベーションの高さによるものではない

だろうか｡ 来年も右肩上がりの祭典である事

を願うばかりである｡

(山口 貴久)

６月６日 (土) に恒例の ｢八代歯の祭典｣

が開催された｡

昨年と同様ハーモニーホール､ ゆめタウン

八代､ 口腔保健センター､ 氷川町公民館の４

会場で行われた｡ この日は天候に恵まれ快晴

で､ ４会場の来場者の合計は1510人となり､

昨年に比べて33人の増加が見られた｡

ハーモニーホールでは10時より八代市長､

八代保健所所長他､ 多数の来賓に出席頂いた

中で開会式が行われ､ クイズ大会､ 衛生士に

よる発表会､ 小学生による図画ポスターコン

クール､ 高齢者向け8020の表彰が行われ､ 来

場者は853人と大盛況であった｡

ゆめタウン八代では来場者407人で､ 歯科

相談､ ブラッシング指導､ フッ化物洗口､ フッ

化物歯面塗布が行われた後お子様向けに風船

の配布､ くじ引きコーナーでの催しなどの精

力的な活動の甲斐あり多くの来場者を獲得す

る事ができたと思われる｡

口腔保健センターでの来場者は116人であ

り､ フッ化物塗布､ ブラッシング指導の後グッ

ズ､ キシリトール入りガム､ 技工士会による

石膏で作られたグッズの配布が行われ好評を

得た｡

氷川町公民館では来場者が134人で宮原小

生徒による絵画の展示､ 衛生士手作りの歯に

良いお菓子コーナーなど工夫を凝らした催し

物が見受けられ各会場の独創性が見られた｡

来場者の動向としては子供の口の健康につ

子供についての質問が多かった

八 代

―歯の祭典―

今月号の郡市関係の記事は､ 衛生

週間のイベントを中心に掲載いた

しました｡ ｢郡市会だより｣ は､

紙面の関係上､ 次号となります｡

御了承ください｡

(広報委員会)

お 断 り



熊歯会報 Ｈ.21.７

16

熊 本 市 (会長 清村 正弥)
①年間行事､ 事業

対内

・新入会員オリエンテーション事業

・レセプトオンライン化への対応

・インターネットファックスによる

全会員対内連絡網構築

・園医､ 校医の推薦

・学校歯科医の研修

・親睦大会の開催

・会員､ 家族､ スタッフへの健康診断

・代診派遣制度の管理

・スタッフ研修セミナー

・会報 ｢中岳｣ 年４回発行 (６.９.12.３月)

・ ｢かわら版｣ 毎月発行 (年12回)

・三歯会座談会

・労務､ 歯科医療管理経営研修会

・医療相談

・学術講演会

・本会ホームページ維持関連

・保険診療に関する説明会､ 講習会の開催

・支部別の社保説明会

対外
・医療､ 保健､ 福祉制度への対応

・関係諸機関との連携

・歯科保健施策の推進

・8020達成事業の推進

・小学校での歯磨き巡回指導

・熊本市思春期歯科保健推進モデル事業

・歯の衛生週間行事

・対外広報誌作成

・熊本市8020健康づくりの会との協議会

・用品商組合会との協議

②郡市会の内部で現在問題となっていること
１) 新規２事業のスムーズな立ち上げ

レセプトオンライン化への対応､ インター

ネットファックスによる全会員対内連絡網構

築をスムーズに完遂させなければなりません｡

理事全員と新規２事業実施に向けて起ち上げ

た臨時委員会との協力の下､ 一刻も早く､ 全

会員診療所へのネットスパート設置完了を目

指していく｡ そして､ 公益法人改革に向け準

備をしていくこと｡

２) 次の新型インフルエンザへの対応

今回の新型インフルエンザを近い将来必ず

発生する鳥インフルエンザが変異して発生す

る次の新型発生時の ｢予行演習｣ と捉え､ 社

会に見られた混乱を教訓として十分に生かし

て､ 本会あるいは各診療所での対応に役立て

る｡

③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
事業計画：公益法人改革への対応

レセプトオンライン化への対応

インターネットファックスによる

全会員対内連絡網構築

夢：公益法人改革への対応が一巡した後､ 会

の在り方を再構築し､ 新しい時代に合っ

た組織に変革し､ 会がずっと長く活動で

きるようになれること｡

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
キャッチフレーズはないですが､ シンボル

マークとして熊本城の石垣をデザインしたも

のを会員章などに使っています｡

特徴は会員数が多いので､ いろいろな考え方

を持った会員で構成されていること｡

(田中 弥興)

各各 郡郡 市市 執執 行行 部部 紹紹 介介
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いることから､ 定期的に三師会の会合をもっ

て連携を深め情報交換をしていきたい｡

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・特にありませんが､ 会員数23名の小所帯で

すので会員全員が安心して診療に励むこと

ができるよう県歯会と連携してきめ細やか

な対応と情報の伝達をしていきたい｡

(中村 進)

宇土郡市 (会長 中村 進)
①年間行事､ 事業
・宇城三郡市合同役員会

・宇城三郡市合同学術講演会の開催

・地域歯科保健事業の推進

・ ｢歯の衛生週間｣ および ｢笑顔ヘルＣキャ

ンペーン｣ 事業

・研修旅行

・健康診断

・その他

②郡市会の内部で現在問題となっていること
・市町村合併に関する検討と対応

会員の開業地が３市 (宇土市､ 宇城市､

上天草市) にまたがっているため､ 各行政

区との間にズレが生じている｡

③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・医科､ 歯科の連携の必要性が高まってきて

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・玉名郡市医師会との連携

(犬束 美尚)

玉名郡市 (会長 冨永 英俊)
①年間行事､ 事業
・良い歯の広場 (歯の衛生週間)

・ボーリング大会 (デンタルスタッフファミ

リー対象)

・永年勤続表彰

・会員旅行

・新年会 (行政他､ 関係各方面との懇談会)

・福寿会

他､ 学術関係等講演会７～８回開催

②郡市会の内部で現在問題となっていること
・公益法人制度改革への対応

・ ｢九州看護福祉大学｣ 口腔保健科設立への

協力のあり方

③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・玉名郡市内全保育園､ 幼稚園でのフッ素洗

口の実施

��������������������������������������������������
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月の第一日曜日は三師会が中心となり市内30

以上の事業所や団体が協力して行う ｢荒尾市

健康福祉祭り｣ が開催され､ 数千人の来場者

で賑わいます｡ また昨年より虫歯予防デーに

併せた荒尾競馬での冠レースの開催､ さらに

今年は蔵本千恵子会員の古希､ 福嶋修治､ 松

本孝治両会員の還暦､ 馬場一英会員の厄入り

を祝う会を６月に予定しており､ ７月に荒尾

で開催の城北地区歯科医師会役員連絡協議会､

有明海でのキス釣り大会の準備と併せててん

やわんやの状態です｡

今後の会の課題としては

①小､ 中学校の統廃合に伴う学校歯科健診の

システム変更

②収支のバランスを欠く会独自の共済互助制

度の見直し

③財政健全化のための資産運用の検討

などがあります｡

内外共に幾つかの問題を抱えていますが､

これからも住民に信頼される地域密着型の歯

科医師会を目指して活動の輪を広げて行きた

いと思っています｡

(田中 正)

荒 尾 市 (会長 福嶋 修治)
荒尾市歯科医師会は吉田公典前会長の勇退

に伴い､ ４月より福嶋修治会長の下新執行部

が発足しました｡ 県下でも平均年齢の低い会

ですので､ 新執行部も若返ってフレッシュな

顔ぶれとなっています｡

当会は他の郡市に比べ会員数は少ないので

すが永年事務所を構え常勤の事務員を配して､

全員参加の例会を毎月開催しています｡ これ

により ｢いち早い情報の伝達と開示｣ を行う

のが会のモットーです｡

例会では主に報告と協議が行われ､ それぞ

れの事項に対し全員の共通認識のもと会の方

針を定める様図っています｡

また月に１回全員が会する事は､ 会員相互

の理解やコミュニケーションを深めるために

とても良い事だと考えます｡

新執行部にとってこれから２年間での最重

要案件は､ 他郡市に遅れをとっている地域歯

科保健協議会 (仮称) の立ち上げです｡ ４月

より乳幼児健診の際､ 希望者にはフッ素塗布

を行うなど少しづつ前進してはいますが､ 他

と比べて高い虫歯罹患率を下げるには協議会

を作り他の団体と協調して活動する必要があ

ります｡ ５月には行政サイドと３回目の懇談

を持ちましたが､ 具体化に向けて更なる検討

が必要と感じました｡

年間の事業は三師会､ 玉名郡市､ 20を超え

る保健医療福祉に関する行政との会議など多

岐にわたります｡

特に玉名郡市とは以前より合同の学術講演

会､ 親睦行事 (ゴルフ､ 釣り､ ボーリング､

麻雀)､ 連絡協議会や年末懇親会などを通し

て交流を深めてきました｡

直近 (５月末現在) の予定として､ 例年６
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・会員の歯科医療の充実に資する事業を展開
することはもとより､ 住民のライフステー
ジに応じた歯科保健サービスを提供できる
よう､ 県・市・町とも連携を深めていきた
い｡ 歯科医師および歯科医師会のステータ
ス向上に努めたい｡
今年度から､ 山鹿市内６保育園にてフッ
化物洗口事業が始まりました｡ 更に普及す
ることを期待しています｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・毎月､ 全会員による例会を行い､ 会員間の
意思疎通をはかっています｡

(原賀 滋久)

鹿本郡市 (会長 原賀 滋久)
(社) 鹿本郡市歯科医師会は､ 平成21年２

月20日に､ 臨時総会を開催し､ ①社団法人の
解散､ ②社団法人の残余財産の新歯科医師会
への寄付､ ③清算人就任を議決したのち､
｢社団法人｣ でない鹿本郡市歯科医師会設立
総会を行い､ ①新歯科医師会の発足､ ②会則､
③役員､ ④1,000円の会費減額を議決しまし
た｡ これにより､ 現在は社団法人の解散手続
きを継続しながら､ 新歯科医師会として活動
しています｡
①年間行事事業
昨年度までの社団法人と同じ事業規模､ 事
業内容で､ 社会貢献や会員福祉に取り組むこ
とにしています｡ (1,000円／月の会費減額を
行ったが､ これは社団法人維持にかかる経費
が削減できた為可能となった)
②郡市会の内部で現在問題となっていること
・植木町の熊本市との合併問題
・需給バランスの崩れや歯科医師としての倫
理観の低下等が原因と思料するが､ 他郡市
会員の鹿本郡市内での活動
・学校歯科医師の担当校の見直し
・入会問題
③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢

り､ 若手の先生の総会や例会の出席率は
よく､ 会務に協力的である｡

・各委員会活動が活動的に行われている｡
・キャッチフレーズ
外 (地域) に向かって－棚からぼた餅は
降りてこない
｢人間は絶望に向かっては歩けない｡

希望に向かってしか歩けない｡ この希望
が､ 棚からぼた餅のように外から降って
くるものではなく､ 自らが絶望の中を切
り開いて初めて､ その希望が先に灯る｡
それからしなくてはならないことは､ 自
分たちの仕事の大切さを国民に訴えなが
ら､ 同時に必死になって自分たちの仕事
を全うすることだと確信する｡ そうして
歯科医療の未来を切り開きたい｣ (日
歯大久保会長挨拶から)

(荒木 靖)

菊池郡市 (会長 荒木 靖)
①年間行事､ 事業
・５月､ ３月通常総会
・１月新年例会
・奇数月に例会開催
・６月第１日曜 ｢歯の祭典｣
・三師会旅行
・三師会学術研修会 年１回開催 (今年担当：
歯科医師会)
・菊池鹿本合同学術講演会 ８月22日 (土)
(今年担当：菊池郡市)
・毎月第３木曜日 理事会
・菊池地域歯科保健連絡協議会
②郡市会の内部で現在問題となっていること
・公益法人改革に向けての対応
・未入会者対策
③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・ ｢歯の祭典｣ の実施にあたり､ 地域住民を
巻き込んだ事業へと発展させていきたい｡
・学校検診､ 郡市の市町で行われる歯周病健
診､ 母子保健事業､ 事業所健診､ さらには
出前講座を充実させ､ 歯科保健に対する住
民の意識の向上を図りたい｡ 特に､ 歯周病
健診の健診率のＵＰに努めていたい｡
・郡市会のホームページを充実させ会員相互
の意見や情報交換､ 住民への啓発につなげ
ていきたい｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・新規に開業された若い先生が増えてきてお

��������������������������������������������������
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・現在28名の会員数ですが以前はもっと少な
い人数でしたので何をやるにも全員参加が
当たり前になっています｡ それ故､ 会員個々
の責任も大きく､ 会合にはほぼ全員が出席
しています｡ これが今まで阿蘇郡市歯科医
師会を牽引してこられた諸先輩方が築き上
げられた伝統と言えましょう｡ 最近は若手
の会員も増えてきましたが､ この伝統は守
り続けられています｡ 一方､ ２年に一回行
われる県外総会では一泊旅行を企画し､ 大
いに楽しみ､ 医師会､ 薬剤師会と共同開催
される三師会ゴルフにも積極的に参加して
楽しいときを過ごしています｡ このように､
まじめにするときはまじめに楽しくする時
は大いに楽しくをモットーにこれからも活
動していく阿蘇郡市歯科医師会です｡

(乕谷 真)

阿蘇郡市 (会長 田代 正博)
①年間行事､ 事業
・学術的な例会､ 各種研修会の開催 (概ね､
２ヶ月に１回)
・各市町村や保健所との連携による地域歯科
保健の充実と歯科保健計画の推進､ 歯の衛
生週間事業 (阿蘇の歯まつり) の実施
・会員､ 従業員の健康管理と親睦旅行
・社保研修会の実施
学校検診および口腔衛生指導の充実と学校
歯科保健活動の活性化
・介護認定審査会への参加および訪問歯科､
障害者歯科への取り組み
②郡市会の内部で現在問題となっていること
・未入会会員の対応の仕方
③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・６月13日に毎年恒例となっている第14回
｢阿蘇の歯まつり｣ が南小国町で開催され
ます｡ 毎年郡内の市町村を回って行われ､
フッ素塗布や歯科相談等､ 阿蘇地域歯科連
絡協議会の各団体と各地区の行政と連携し
て行われます｡ 開催当初は各地区を一回り
したら一応終了する予定でしたが､ 地域住
民や行政からも継続してほしいとの希望が
あり､ 今までの実績を再確認し新しい企画
を入れたりしながら､ 進化した ｢歯まつり｣
をめざして企画､ 開催しています｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴

八 代 (会長 増田 了)
①年間行事､ 事業
・歯の衛生事業
・会員の厄入り厄晴れ及び寿賀のお祝い
・学術講演会 (年間２回)
・技工士会との親睦会
・会員研修旅行
・補助者講習会
・新年会
・三師会協議会
・休日救急診療 (口腔保健センターにて)
・学校健診への健診協力医の派遣
・幼児健診､ 複合健診､ ヤング健診への健診
医の派遣

ｅｔｃ
②郡市会の内部で現在問題となっていること
・非会員が増加傾向であること
・行事､ 事業が増加してきており､ 会議への
出務や会員への通知､ 伝達等の事務量が増
大してきている｡

��������������������������������������������������
③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・会員の生活基盤の安定化
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・会員の為に!! 地域住民の為に!!

(中山 万弘)
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が協力して医療連携を密接にし､ 地域住民

の健康増進を図ろうというもので､ 今後の

充実を期待しているところです｡

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・上益城の伝統として､ ｢和｣ があります｡

種々の会合や研修会､ 懇親会には多数の先

生方にご参加いただいています｡ 大先輩の

先生方から若手の会員まで､ 上益城郡の懇

親会は皆仲が良くとても楽しく盛り上がり

ます｡ 今後も諸先輩方に築いていただいた

この和を大事にして行かねばならないと考

えています｡ (江藤 寛文)

上益城郡 (会長 江藤 寛文)
①年間行事､ 事業
・歯の衛生週間事業 (６月・無料健診)

・笑顔ヘルＣキャンペーン (嘉島町クレア・

歯の健康相談)

・家族従業員レクレーション (サントリービー

ル公園)

・臨時総会 (一泊旅行)

・宇城三郡市合同学術講演会 (上・下益城・

宇土合同)

・上益城郡三師会合同役員会・懇親会・研修

会

・月例研修会 (御船町カルチャーセンター)

忘年会・総会など

②郡市会の内部で現在問題となっていること
・未入会が増えていること

③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・３年ほど前から始められた事業ですが､ 上

益城郡内の医歯薬三師会で懇親の輪を広げ､

将来は共通のテーマで研修等を行っていこ

うという試みがあります｡ 各立場の専門家��������������������������������������������������
つながればと思っています｡ 又､ この研修

会に多数の会員の参加があり､ 将来月１回

の研修会に発展することを願っています｡

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・会員皆､ 仲良く､ 地域に根ざした歯科医師

会

(右山 裕則)

下益城郡 (会長 大久保 和之)
①年間行事､ 事業
・通常総会 (４月)

・忘年会 (12月) 又は新年会 (１月)

・理事会 (年３～４回)

・歯の衛生週間時の歯の検診及び相談 (６月)

・研修会 (年３～４回)

・宇城三郡市学術講演会

・会員親睦旅行 (２～３年に一度)

②郡市会の内部で現在問題となっていること
・会の事業に対する積極的参加､ 及び出席率

をいかに上げるか｡

・入会金､ 年会費の額

・定款の改定 (現状に合わない所がある為)

・未入会者対策

③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・３～４回の研修会が会員のレベルアップに
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・球磨郡歯科医師会との合同学術講演会 (球
磨郡主催)
・ ｢人歯会報｣ の編集・発行
・人吉市成人歯周疾患検診
・会員の健康診断
・研集旅行
・新年会
・人吉市との連絡協議会
・歯科医師会に入会した先生が､ 入会して良
かったと今以上に思えるような会ができる
こと｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・コンパクトな地域性によるのかもしれませ
んが､ 人吉市歯科医師会の特徴は伝統的に
｢会員の和｣ を重んじる気風を代々受け継
いでいるところでしょうか｡
・キャッチフレーズは､ 『和と共生』

(相良 吉正)

人 吉 市 (会長 今藤 隆文)
①年間行事､ 事業
・毎月の理事会と例会､ 及び例会時のＤＶＤ
研修
・ ｢歯ッピーネット｣ 事業
・歯の衛生週間の無料健診､ フッ素塗布､ 高
齢者の表彰等｡
・市との契約に基づく乳幼児､ 小中学校健診
と保健指導｡
・球磨郡歯科医師会との合同理事会と学術講
演会｡
・ ｢人歯会報｣ の編集＆発行｡
・成人歯周疾患検診､ 健康診断｡
・研修旅行､ 三師会ゴルフ大会や毎月定例の
ゴルフコンペ｡
・ ｢いい歯の日｣ の無料相談､ 保健指導｡
・広報ひとよしへの毎月の寄稿による啓蒙活動｡
・新年会における祝賀＆表彰｡
・人吉市との連絡協議会｡
・年間を通しての訪問歯科診療｡
・介護認定審査会や介護事業｡
・高齢者の健康教室への出務｡
・10月の臨時総会と年度末の総会､ 等を行なっ
ている｡
②郡市会の内部で現在問題となっていること
・球磨郡歯科医師会との合併問題・会員の高
齢化・休日診療
・歯科医師会の公益法人化や新たな推奨歯科
医院制度への対応｡
・歯科衛生士の不足(郡市へ帰って来ないこと)
③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・６／６ (土) の歯の衛生週間行事

いる｡ (本年は未定)
②郡市会の内部で現在問題となっていること
・郡内に歯科医師会未入会者が多く､ 問題と
なっている｡
③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・人吉歯科医師会との合併を､ 検討委員会を
作成しつつ､ 推進してきた｡ 現在も鋭意進
行中である｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・会員数は少ないが､ 和気あいあいと仲良く
役割を分担の上､ 活動している｡

(高野 秀司)

球 磨 郡 (会長 秋山 喬)
本年４月より秋山喬新会長以下新執行部が
発足し､ 既に活動を開始しているが主に６月
以降の活動について述べる｡
①年間行事､ 事業
・本年８月に球磨郡主催にて学術講演会を予
定している｡
期日未定だが､ 無料歯科検診を主体とした
従来のハッピーネットフェスタに準じた企
画がある｡
期日未定だが､ 本年は５郡市連絡協議会
の開催が球磨郡担当になる予定である｡
(従来より､ ５郡市連絡協議会として近隣
５郡市で各郡市の問題点等の話し合い並び
に連絡広報活動を､ ５郡市で順番に実施し
ている｡)
次に人吉総合病院を中心に､ 年３回程度
実施予定の臨床歯科研修会を予定している｡
年に７～８回の理事会・例会 (理事会と例
会は主にあさぎり町ポッポー館にて行うが
例会は､ 時に地元料亭で例会終了後の飲食
歓談を伴う)
例年､ 忘年会は行わず新年会を実施して
いる｡ (全会員の参加と地元政治家諸氏も
招待して､ 親睦を深めている)
２年に一度の楽しい慰安旅行も予定して

��������������������������������������������������
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②郡市会の内部で現在問題となっていること
・市町村合併に伴う大矢野町の会員の加入問
題
・訪問診療に関する問題
③郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・医師会および薬剤師会との合同研修会を企
画し地域連携医療の強化を図る｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・現執行部２期目になり､ 地域に根ざした歯
科医師会を目指しまします｡
・Yes, we can !

(槌本亮二郎)

天草郡市 (会長 久々山 芳文)

①年間行事､ 事業
・口腔衛生週間
・６・６(土) 天草市健康フェスタ2009

(天草市民センター)
６・14(日) 同 (一町田公民館)
11・14(土) 歯の健康まつり(栖本福祉会館)
・歯牙供養祭９月下旬～10月上旬天草市 (本
渡地区) で開催予定
歯恩の碑清掃 (開催日の１～２週間前)
・天草歯科学会供養祭同日開催予定
・会員厚生デンタルゴルフ
５・17三師会ゴルフ＆親睦会
６・６(土) 還暦祝い (岡田)

厄入り祝い (青砥)
・在宅医療口腔ケア講習会
在宅歯科医療研修会 (スタッフ含む)
・学術研修会
毎月１回 会員発表､ 衛生士セミナー
救急救命実技講習会 (AED､ 認定医)

外来講師による研修
・休日診療
日曜・祝日休日当番医制で各医院持ち回り��������������������������������������������������
理事の抱負
浦田会長は､ その就任のインタビュー (新

聞社の) で､ 本県で一番遅れているのは ｢障
がい者歯科診療｣ とお答えになりました｡ 歯
科大や歯学部が無いという条件はさておき
(全国でそういう県は32もあります)､ 口腔領
域のケアを必要とする ｢ハンディ｣ をもつ方々
へのサービスの需要は高く､ 現状としてそれ
に充分答えているとは言えません｡ 同じく､
高齢者､ 要介護者へのそれも社会的な問題と

なっています｡ これから２年間不才ではあり
ますが､ 対応してゆく所存です｡

平成21年度事業計画
１. 障がい者歯科診療の運営
２. 障がい者関連医療機関との連携､ 協力
３. 関連諸機関との連絡､ 協議
４. 障がい者歯科診療研修会の実施
５. 高齢者福祉医療関連の情報収集と発信
６. 介護保険・後期高齢者医療制度関連への

対応

役 職 氏 名 所属郡市
委 員 長 松 本 信 久 天草郡市
副委員長 堀 尾 愼一郎 熊 本 市

委 員

井 手 裕 二 熊 本 市
山 田 貴 之 八 代
平 井 淳 也 鹿本郡市
五 島 嘉 人 熊 本 市

センター介護委員会 (理事 松岡 拓治)

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間よよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろししししししししししししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいししししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

★新委員紹介 その２������������
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理事の抱負
広報委員会の使命は､ 正確な情報をより早
く会員の皆様にお伝えすることだと思ってい
ます｡ 熊歯会報の内容を見直し､ 趣味のコ－
ナ－など新たに設け､ 皆様にもっと読んでい
ただけるよう内容のさらなる充実を計りたい
と思います｡ また､ お伝えする情報の内容に
より､ ニュ－スレタ－と会報をうまく使い分
けていきます｡ これからの２年間の私の最大
の課題は､ 広報本来の役目である対外ＰＲで
す｡ 限られた予算の中で歯科医師会のがんば
りをいかにして県民の皆様にお伝えすること
が出来るかということに全力を注ぎたいと思
います｡ ご協力のほどよろしくお願いいたし
ます｡

役 職 氏 名 所属郡市

委 員 長 立 本 尚 史 熊 本 市

副委員長 佐 藤 昭 彦 上益城郡

委 員

宮 田 正 孝 熊 本 市

城 敦 哉 菊池郡市

岩 崎 晃 司 八 代

西 正 浩 熊 本 市

平成21年度事業計画
１. 熊歯会報の発行
２. 発行物の見直し検討
３. ニュースレターの発行
４. ホームページの管理補助
５. 対外的な広報活動の推進
６. 8020達成事業の推進
７. 情報の整理､ 管理､ 保管

�����������������������������������������������
広報委員会 (理事 加藤 久雄)

理事の抱負
今期より初めて総務委員会が設置され､ 担
当させていただくことになりました｡
所管としては､ 総務全般､ 経理､ 定款諸規
則等の改定､ 会館の管理､ 事務局運営の効率
化､ 職員の労務・人事考課等々多岐にわたり
ます｡ また､ 重点項目としては､ 公益法人制
度改革への対応､ 未入会者対策､ 選挙制度へ
の対応等があげられます｡
常に､ 最終的に会員の先生方の利益に繋が
るかどうかを意識しながら､ 着実に進めて行
きたいと考えています｡ ご指導のほど､ よろ
しくお願いいたします｡

総務委員会 (理事 八木 義博)

役 職 氏 名 所属郡市

委 員 長 永 田 英 樹 水俣･芦北郡市

副委員長 高 橋 裕 輔 菊池郡市

委 員
杉 村 勇 宇土郡市

堀 田 浩 史 熊 本 市

平成21年度事業計画
１. 総務の事業計画に関する事項

２. 経理に関する事項

３. 定款諸規則等の改定に関する事項

４. 渉外及び行政との交渉に関する事項

５. 会館の管理､ 備品に関する事項

６. 調査・ＩＴに関する事項
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５月23日 (土) 午後３時より熊本県歯科医
師会館４階大ホールにて厚生・管理委員会主
催でスタッフ接遇講演会が開催された｡ 受講
者は240名を超し､ 池嶋委員長の司会のもと
西野常務理事より挨拶があった｡ 講演内容の
立ち居振る舞いについて､ 仕事としてのみな
らず普段から活用していただき､ よりエレガ
ンスな人格になれる様にしっかりと学んで欲
しいと述べられた｡
初めに歯科衛生士会による ｢磨いて輝く歯
科衛生士｣ と題し寸劇､ 歯科衛生士会の紹介
が行われた｡ 今年の寸劇は新人歯科衛生士の
教育を題材にし､ 患者の診療室内への誘導か
ら退室までの基本的動作や言葉のかけ方､ ま
た ｢悪い院長先生｣ を例に挙げ､ 診療室での
喫煙や仕事中機嫌が悪くスタッフにあたる等
についての設定だった｡ 少し大げさに表現さ
れていたが､ リーダーシップとなるべく院長
先生について考えさせられる一幕だった｡
続いて (有) ｅＲｉａ・ハート 川内えり労
務管理事務所代表 川内恵理先生より～もっ
と素敵になれる 立ち居振る舞い“エレガン
ス”～ (デンタルクリニック・スタッフとし
てのソーシャルマナー) と題して講演があっ
た｡
マナーで心がける点として ｢思いやり｣ は
言葉や態度で表現すると伝わりやすい｡ 医療
の技術にマナーが加わると医院のプラス点と
して患者に評価される｡ 状況に応じて患者へ
気配りをし､ 日ごろよりマナーを意識して自
然に発揮できるようにしたい｡
人の第一印象は､ 見た目・声のトーン・話
し方・話の内容で決まる｡ 特に電話応対では
相手の顔 (表情) が見えないため声のトーン・
話し方で判断され注意が必要となる｡
続いて受講生全員が実際に体を使い､ 立ち居
振る舞いのレッスンを受けた｡
姿勢のレッスン
猫背の解消法として､ 肩を上げ､ 後ろにそらし､
肩を降ろすと正しい姿勢が作れる｡

身のこなしレッスン
スマイルコーチングとして笑顔は心・目元・口元
で決まる｡ とくに医院内ではマスクをしているので
目しか見えていないので特に目元は重要

言葉のレッスン
相手と話をするとき ｢明るく・優しく・美しく｣
に心がける
明るく 話の内容が明るいこと (＋の言葉) 明る

い調子・笑声・電話も笑顔で応対
笑顔でないと､ 明るい声は出ない｡

優しく 易しく・優しく (内容をわかりやすく・
専門用語はさける)

美しく 敬語を使いこなす
・クッション言葉 (恐れ入りますが・申
し訳ありませんが等､ マイナスの内容
を伝える前置きで使う)
・依頼形 (｢とってきてください｣ と命
令形ではなく､ ｢とってきてもらえま
すか｣ と依頼する形でお願いする)
・肯定形 (ミスに対し､ ｢何でミ
スしたの｣ ではなく､ ｢できる
ようにするにはどうしたらいい？｣
と肯定的に問いかけると良い)

コミュニケーションのレッスン
ラポール 信頼関係をつくるためペーシングとミ

ラーリングが大切とされる
ペーシング ペースを相手に合わせる
こと
呼吸を合わせる・ペースを見ながら引っ
ぱっていくと､ 患者も話しやすい
ミラーリング 言葉の復唱をすること
確認により患者の安心感を構築

������������
―スタッフ接遇講演会―
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医療の技術にマナーを加える
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話材 いろいろな話の引き出しを作っておき､
患者との会話でその場に応じたコミュ
ニケーションを計る

次に､ 事例を８つ挙げ､ こんな状況のとき
あなたならどう対応するかについて受講生に
問いかけ式の質問があった｡
①やる気のない挨拶の改善
②笑顔のない医院は活気のない医院の改善
③患者を曖昧に誘導した場合だらだらした動
作の改善
④やる気が見られないだらだらとした動作の
改善
⑤言葉遣いの悪いスタッフの改善
⑥予約問い合わせの電話応対がしどろもどろ
にならないために
⑦予約時間が患者の意向に添えない場合の対
処

⑧患者からのクレーム対応・など
以上それぞれの場面においてどう対処して
いくかスタッフ全員で考え､ 今後のためにマ
ニュアルを各歯科医院で作成しておくことが
大切とした｡
最後に竹下理事より歯科衛生士会の方々､
川内先生へ講演のお礼､ また受講生が医院に
帰って報告してもらう事で､ より医院の活性
化に繋がれば幸いと謝辞を述べられ終了した｡
今回の講演内容をさらに検討し､ より充実
した講演会を目指して行きたいと思います｡
院長を含めデンタルスタッフのより高い意
識の構築を行う事が､ ひいては歯科業界の社
会的地位の向上に繋がると思われます｡ 今後
も院長・奥様を含め多数の方の受講を願って
います｡

(厚生・管理 有働 秀一)

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｡��真由美
熊本市健軍2丁目13-15��歯科医院
②患者さんへ心配りを
忘れず､ 安心して来
院していただけるよ
うな診療を心がける｡

④地域に密着した､ 信頼されるような歯
科医院をめざしたいです｡

一一 般般 会会 員員
添島 英輔

添島歯科医院

熊本市桜町1-28-205

勤勤務務医医会会員員������������������������ �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

安田 直幸 先生
平成21年６月24日 ご逝去 57歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和59年４月24日
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