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歯科医師の倫理綱領
　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。
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新語・打ち言葉
最近､ 話し言葉と書き言葉に加え､ ｢打ち言葉｣ という言葉が新

造されている｡

メールによるコミュニケーションが ｢打ち言葉｣ である｡ メールの普及によって若い人を

中心に､ メール用の言葉が使われる｡ 例えば ｢了解しました｡｣ などの言葉である｡ 子供と

のコミュニケーションが主にメールというのが現実でしょうか？話し言葉では､ 相手の表情

などで言葉に表現できない感情が読み取れる｡ 書き言葉では､ 一瞬に消える話し言葉でなく､

幾度となく読み返すことができるという責任の重たさがあり､ 行間にある何かを読み取ると

いうことになる｡ その挟間にあるのが､ 打ち言葉である､ 簡便に人に何かを伝える手段とし

て､ とくに携帯メールが発達して以来､ 簡便で大切なコミュニケーションの手段である｡ 相

手の時間にとらわれないのが､ 最大のメリットであるが､ デメリットは相手が見えないこと

である｡ 感情が伝わらない分､ 文章に温かみをあたえるために (＾ｖ＾)(^o^)などの ｢絵

文字｣ が多用される｡ 内容は自由であるのだが､ 書き手のわがままに内容が左右される｡ 話

し言葉みたいに､ さえぎることも出来ないのである｡ 自己満足の文章であればある程､ 迷惑

である｡ メールの場合､ 一対一でないことも多く､ なおさら問題は複雑である｡

最後は書き言葉
ただ､ 自己満足の文章を､ 一方的に送りつけるのは､

甚だ失礼な話だと思うのである｡ メールでの議論も､

思うに本題とかけ離れていくことの修正が､ なかなか

難しい｡ 最終的には､ 電話や会議になるのは必須であ

る｡

｢打ち言葉｣ から始まり ｢話し言葉｣ の会談になり､

最後は ｢書き言葉｣ のきちんとした文章で終わるのが

良いのではと考えるようになった｡

本会もペーパーレス会議を実施しているが､ 事前のFAXや会計業務の小さな数字に関す

るものは､ やはり紙媒体にはかなわない｡

私事ではあるが､ 医院のFAXを完全ペーパーレス化している｡ パソコンで管理し､ 必要

なものだけをパソコンで見てプリントアウト出来るようにしている｡ また､ 返事もパソコン

上でFAXに記入してそのまま返送出来るようにした｡

しかし､ 紙媒体が無くなることはありえない！

広報のお仕事
広報もいろいろ媒体がでてくると､ 何にでも対応しなければならず､ 苦慮する場面もおい

おいでてくるのだが､ 最後は話し合いと､ 書き言葉に集約される｡ 高校時代からの私の座右

の銘 ｢正確敏速｣ であるが､ 正確と敏速は相反することで､ そういかないのが本音である｡

双方向の地デジ時代はそこまで来ている｡ メディアはまだまだ変化していく｡ 携帯電話やメー

ルが無かったころもつい最近のことのように思える｡ デジタル化の波に乗り遅れないよう､

しっかり頑張りたい｡

����������������
常務理事 �� ��
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７月28日 (火) 午後７時より県歯会館第一会議室にて浦田会長ほか全役員出席のもと議長を浦
田会長､ 議事録署名人を加藤､ 八木理事として第５回理事会が開催された｡
開 会：中嶋副会長

日歯作成のマニュアルは､ できるだけ活用を

衆議院が解散したことにより､ 与党である
自民・公明の議員立法で上程されておりまし
た ｢歯科保健法｣ は残念なことに廃案となり
ました｡ しかし､ 総選挙が終わり自民党政権
が継続しても､ また民主党に政権が替わった
としても､ 各々が ｢歯科保健法｣ を提出する
という話は聞いております｡ 日歯報告につい
ては後ほど詳しく行いますが､ １点だけ ｢成
人歯科健診・保健指導マニュアル｣ が出来上
がりましたので､ 活用出来る点は活用してい
くように担当所管で検討をお願いします｡
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：６月23日～至：７月23日)
総 務：理事会､常務理事会､各郡市会長･

専務連絡協議会､ 役員・委員会委
員合同会議､ 事業・会計監査､ 推
奨歯科医院制度運営委員会､ 日歯
理事会､ 日歯役員勉強会､ 城北地
区役員連絡協議会

社会保険：九州厚生局との打合せ､ 個別指導
地域保健：各郡市担当者会議､ 日本口腔衛生

学会九州地方会
厚生・管理：健康診断
広 報：熊歯会報編集・校正
学校歯科：日学歯総会､ 日学歯理事会､ 日学

歯 ｢学校歯科医生涯研修制度｣ 基
礎研修会､ 天草郡市学校歯科研修
会

医療対策：医療相談苦情事例報告
センター・介護：介護者歯科実技研修事業ワー

キング委員会､ 県介護支援専門員
更新研修

学 院：九州厚生局指導調査､ 研修旅行
国保組合：監査､ 理事会､ 臨時組合会

会会務務報報告告そそのの２２：：
１. 退会会員
○安田 直幸 (一般､ 熊本市)
６月24日ご逝去
※出席者全員で黙祷を行った｡
○天村 正美 (一般､ 熊本市)
６月30日付閉院のため
○�田 隆資 (勤務医) ６月30日付

２. 日歯報告
浦田会長より､ ７月16日に開催された日歯
役員勉強会の内容について､ 資料に基づいて
詳細な説明がなされた｡
３. 後援名義使用・チラシ配布依頼
○学術講演会／日大松戸歯学部同窓会熊本
県支部
○ ｢地域自殺対策緊急強化事業｣ における
研修会／熊本県精神保健福祉協会
○西日本臨床小児口腔外科学会学術大会

会長あいさつ要旨



熊歯会報Ｈ.21.９

5

○第21回日本レーザー歯学会学術大会 (チ
ラシ配布)
以上､ ４件の依頼を承諾した｡
４. 関係機関・団体からの役員推薦依頼
①熊本県医療安全推進協議会委員
片山幸博理事
任期：就任の日～Ｈ23. ３. 31
②熊本県歯科技工士国家試験委員会委員
松岡拓治理事､ 竹下憲治理事､ 牛島隆理
事､ 添島義樹学術委員長
任期：委嘱の日～Ｈ23. ９. 30
③第24回全国健康福祉祭くまもと大会
｢ねんりんピック2011 (ふれ愛) 熊本｣
実行委員会委員 浦田健二会長
任期：委嘱の日～Ｈ23. 10. 31
④日本歯科医師会地域保健・産業保健ネッ
トワーク事業担当 田上大輔理事
任期：Ｈ21. ７. １～Ｈ22. ３. 31
⑤熊本県救急医療連絡協議会委員
中嶋敬介副会長
任期：Ｈ21. ８. 28～Ｈ22. ３. 31
⑥熊本県へき地保健医療対策に関する協議
会委員 竹下憲治理事
任期：Ｈ21. ４. １～Ｈ22. ３. 31

５. 教育研修に係る講師派遣依頼／熊本県立
教育センター
河原正明学校歯科副委員長を派遣する｡
６. 事業実施報告
○地域保健…各郡市担当者会議
○医療対策…各郡市担当者会議､ 熊大口腔
外科との協議会､ 熊本県警との協議会

７. 平成20年度口腔保健センター事業報告
資料に基づいて報告が行われた｡
８. 新入会員送付物一覧
理事会終了後に､ 各所管の担当役員により､
古かったり現状にそぐわないものを選別して
もらうこととした｡
９. 各会計６月末現況
資料に基づいて報告が行われた｡
10. ８月の行事予定
８月に開催予定だった都道府県会長会議は､
９月に延期となった｡

協協 議議：：
１. 新入会員の承認 [承認]
親子会員１名､ 勤務医会員１名､ 計２名の
入会を承認した｡

２. 熊本県歯科医師会入会金 [継続]
９月の臨時代議員会では協議題として提出
し､ 理解を得られる資料を準備して説明する
こととした｡
なお､ 次回の理事会でも協議することとし
た｡
３. 熊本歯科衛生士専門学院使用規則の廃止
と使用規程の新設 [承認]
９月の臨時代議員会に議事として提出する
こととした｡
４. 平成21年度臨時代議員会の日程 (案)

[承認]
提出された日程に沿って進行することとし､
報告及び議案項目を承認した｡
５. 平成21年度臨時総会の日程 (案) [承認]
提出された日程に沿って進行することとし､
報告及び議案項目を承認した｡ なお､ 総会の
協議題からは入会金について外すこととした｡
６. 退職役員等の表彰者 [承認]
本会表彰規程に該当する役員及び代議員会
議長・副議長退職者､ 代議員退職者を､ ９月
の臨時代議員会時に表彰することとした｡
７. 平成20年度特別会計収入支出決算 (案)

[承認]
○平成20年度熊本歯科衛生士専門学院収入
支出決算 (案)
○平成20年度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)
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. 第48回全日本学校歯科保健優良校表彰の
推薦 [承認]
熊本市立弓削小学校と山鹿市立千田小学校
の２校を推薦することとした｡
９. 熊本県歯科医師会準会員規則の内規 (案)

[承認]
提出された内規を承認した｡
10. 推奨歯科医院制度 [継続]
特別会員の制度への参加を認めることとし､
基準達成のための条件は一般会員と同等とす
ることとした｡
さらに､ 名称変更については運営委員会で
候補を絞り､ 最終的には次回の理事会で決定
することとした｡

監事講評：片山監事､ 遠山監事
閉 会：小島副会長

(広報 加藤 久雄)
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学 院：学院三役会､ 教務委員会
国 保：国保連合会通常総会
以上､ ７月24日から８月20日までの総務､ 各
委員会他の動きについて､ 浦田会長及び担当
各役員より報告がなされた｡

報報 告告そそのの２２
１. 退会会員

浜崎敏子会員 (天草郡市) ７月31日ご逝去
杉野弘武会員 (熊本市) ７月31日付閉院

２. 日歯報告
○医療費の動向の評価
医療費動向の評価は単純に総額と改定率を
比較するのでなく､ 日数補正を行った上で
の１日当りの医療費や受診延べ日数を考慮
して比較する必要があり､ また金属パラジ
ウム価格の見直しによる伸びを考慮する必
要ある｡ その結果､ 平成20年度の改定率は
0.42％であるが､ これらを考慮した実質の
１日当たり医療費の伸びは0.785％である
こと等の報告があった｡
なお､ この報告は､ 会長により､ パワーポ
イントを用いて行われた｡
３. 後援名義使用依頼
○第38回熊本県人権教育研究大会／熊本県人
権教育研究協議会
４. チラシの配布依頼
○日本補綴歯科学会九州支部学術大会
○市民のための救急講座／熊本県医師会
５. ｢介護予防研修会｣(仮)の講師依頼／熊本
地域リハビリテーション支援協議会
熊本県歯科衛生士会・福本会長並びに松岡
理事に講師依頼を行っている旨の報告がなさ
れた｡
６. 中嶋敬介日歯予備代議員の辞任届出の受理
中嶋敬介日歯予備代議員の辞任届を７月27
日に受理し､ ８月７日に日本歯科医師会に届
け出を行った旨の報告がなされた｡

８月25日 (火) 午後７時より県歯会館第１会議室において､ 浦田会長ほか全役員および清村代
議員会議長､ 増田代議員会副議長の出席のもと､ 議長を浦田会長､ 議事録署名人を竹下､ 牛島理
事として第６回理事会が開催された｡

会長あいさつ要旨
全国的に新型インフルエンザが流行してお
り､ 熊本でも感染者が続出しています｡ どう
か先生方も体調管理には十分に気をつけて､
日々の会務運営に取り組んでいただきたいと
思います｡
さて､ 今回は議長､ 副議長にも理事会へ同
席いただき､ ９月19日に開催される臨時代議
員会の議案について協議することになってい
ます｡ のちほど議長､ 副議長には忌憚のない
ご意見を伺いたいと考えております｡ 宜しく
お願い致します｡
また､ 今週末はいよいよ衆議院議員総選挙
の投票日です｡ ご存知のとおり､ 自民党の劣
勢が報道されており､ 政権交代の可能性があ
るということです｡ 結果如何によっては歯科
界が不利益をこうむる事があるかもしれない
と危惧しておりますが､ どちらにしても､ 歯
科医師会としては県民の為の歯科医療を推進
するという信念は変らないと思っております｡
本日も､ 慎重､ 且つ円滑に審議していただく
ようにお願い致します｡

報報 告告
総 務：第５回理事会､ 第９・10回常務理

事会､ 熊本県への地域医療再生計
画 (案) の説明､ 医療・保健・福
祉連携学会第３回企画実行委員会､
第１回熊本空港緊急計画連絡協議
会

学 術：日歯生涯研修セミナー
社会保険：保険だより､ 保険個別指導
地域保健：笑顔ヘルＣキャンペーン打合せ会
厚生管理：未就業歯科衛生士の為のリカバリー

研修､ 共済互助打合せ
広 報：｢熊歯会報｣ ８月号校正､ ９月号

編集､ メールニュース
学校歯科：県高等学校保健会養護教諭研究協

議会､ 熊本市西部ブロック養護教
諭研修会講演､ 九州地区学校歯科
医会役員連絡協議会､ 県PTA災害
見舞金安全会判定審査委員会

医療対策：医療事故・相談事例報告､ 医療相
談､ 医療事故処理規程

センター・介 護：都道府県介護保険担当理
事連絡協議会
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７. 関係機関・団体からの役員推薦依頼
○天皇陛下御即位20年熊本県奉祝委員会委員
[浦田健二会長 任期：平成21年８月５日
～22年３月31日]
８. 事務局担当業務一覧
○事務局担当業務一覧
○各種委員会担当職員一覧
○歯科衛生士専門学院校務職員分掌
９. 地域医療再生臨時特例交付金
①口腔ケア・口のリハビリ支援センター (仮称)
の設立
②在宅診療設備整備事業の充実
③障がい児 (者) 歯科診療の充実 (案)
以上について､ 熊本県へ説明を行っている｡
今後は､ 県医療審議会を経て､ その可否につ
いては県議会で最終決定という運びとなる｡
10. 平成21年度熊本県学校保健功労表彰の決
定
表彰者12名を決定し､ ９月18日に開催され
る臨時代議員会において表彰する｡
11. 会員発送時の郵送方法の見直し
会報､ ニュースレターの発送業者を㈱シティー
ラインに変更した｡ なお､ 郵送コストは従来
の半額以下となる｡
12. 代議員会・各郡市会長及び担当者会議等
の旅費の口座振込
現在､ 旅費は､ 会議当日に現金にて支給し
ているが､ 今後は口座振込みにて行う｡ なお､
振込先は会費引き落としの口座を予定してい
るが､ 出席者より別の口座への振込みを希望
する申し出があった場合には､ その都度対応
する｡
13. 医療安全管理体制推進特別事業及びアン
ケート調査
第５次医療法改正により､ 平成19年度より､
医療機関における医療安全に関する管理体制
の整備が義務付けられたが､ 同事業は､ 医療
安全の確保をより効率的に推進することを目
的としたものであり､ 県内の歯科医療機関の
医療安全に関する現状を調査することが事業
内容に組み込まれており､ 会員向けに ｢歯科
医院の医療安全対策状況についての実態調査
アンケート｣ を行う｡
14. 事業実施報告
○医療対策委員会… 『顧問弁護士・損保会社・
医療対策委員会協議会』
15. 事業企画書の提出
○厚生・管理委員会… 『未就業歯科衛生士の
ためのリカバリー研修』 と 『最良の医療を
提供するために』
○総務委員会…県歯会長タウンイミーティン
グ
16. 各会計７月末現況
17. ９月行事予定
18. その他
○バイタルサインセミナー (牛島理事)

協協 議議
１. 新入会員の承認 (承認)
一般会員１名を承認した｡
２. 平成21年度臨時代議員会の会務報告

(承認)
一部修正の上､ 原案通り承認した｡ また､
９月３日に代議員へ日程資料を発送する予定
としているので､ 修正がある場合は８月28日
(金) 迄に専務理事､ 或いは事務局に申し出
ることとした｡
３. 平成21年度臨時代議員会の日程資料

(承認)
原案通り承認した｡
４. 平成21年度臨時総会の日程資料 (承認)
原案通り承認した｡ また､ 修正がある場合
は８月28日 (金) 迄に専務理事､ 或いは事務
局に申し出ることとした｡ なお､ 日程資料は
当日配布とする｡
５. 熊本県歯科医師会会費・負担金減免申請

(承認)
申請のあった会員について､ 減免を承認した｡
６. 平成21年度熊本県教育委員会指定､ 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｣ 助成金交付申請 (承認)
原案通り承認し､ 助成金10万円を交付する
こととした｡
７. 医療苦情に関する通知文書 (承認)
[様式１] 医療苦情に関するお知らせ､ [様
式２・３・４] 医療苦情に関する通知書につ
いて原案通り承認した｡ なお､ 様式１～３は
医療対策委員会名で通知し､ 様式４について
は､ 役員・委員会任期内に同一医療機関で３
回以上苦情があった場合に､ 医療対策委員会
に加えて理事会・裁定審議委員会名で通知す
ることとした｡ また､ 裁定審議委員会の名称
を使用することから､ その是非については裁
定審議員会の決定に委ねることとした｡
８. 推奨歯科医院制度名称変更 (承認)
会員より募集した制度名について､ 推奨歯
科医院制度運営委員会において５案を選定し､
その５案について､ 理事会において票決を行っ
た結果､ 『安心・安全歯科医療推進制度』 に
決定した｡ 従って､ この名称を臨時代議員に
おいて報告することとした｡ なお､ 認定証の
文面については､ 委員会において再度検討す
ることとした｡
９. 天災による会員への協力募金 (承認)
８月31日付文書において日歯より依頼があっ

た ｢中国・九州北部豪雨及び台風９号による
被害に対する募金｣ について､ ８月31日付文
書にて会員へ協力依頼をすることとした｡ なお､
役員は３口以上の募金依頼を行った｡
10. その他
監事講評：片山監事､ 遠山監事
閉 会：中嶋副会長

(広報 加藤 久雄)
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６月13日(土)午後４時より県歯会館第１会

議室において各郡市学術担当者連絡協議会が

本会学術委員会と各郡市学術委員会が互いに

情報交換することを目的として開催された｡

最初に浦田会長から､ 自身が掲げられた５

つの使命の項目を全うしていくこと､ そのた

めにも各郡市の要望も聞きながら県歯との連

携プレーができるように､ 今日の意見も参考

にしたいという挨拶があった｡ 小島副会長か

ら推奨歯科医院制度の早期の充実化､ 渡辺専

務理事からは会務報告があった｡ その後､ 座

長に牛島理事が選出され､ 会が進行された｡

まず､ 県歯学術委員より､ 今年度事業計画､

生涯研修セミナー､ 平成20､ 21年度日歯生涯

研修単位取得状況､ 各郡市研修会Ｅシステム

登録状況､ Ｅシステムアンケート結果報告､

推奨歯科医院制度について報告がなされた｡

また､ 各郡市理事からも21年度事業計画につ

いての報告があった｡

次に以下の4項目の協議を行った｡ ①推奨

歯科医院制度支援員､ ②各郡市会講演会の連

携と県歯会講演会開催 (ニュースレターを通

じ情報交換をする)､ ③一般の方を交えた講

演会 (行政､ 議員も含め､ 歯科分野への理解

を深められるように)､ ④診療により良い材

料､ 機材､ システム､ アイデアの情報交換を

するためには､ などである｡

とりわけ協議項目１の支援員を含めた､ 推

奨歯科医院制度に関しては活発な意見交換が

なされた｡ 事前のＥシステムのアンケート調

査によると､ 各郡市とも約80%以上の返信率

があり反応は高いものの､ アクセス経験率は

約半々である｡ アクセス方法がわからない､

代行希望などの要望もあり､ 会員全員に推奨

歯科医院制度を浸透させるためには､ まだま

だ今後の検討課題はあるといえる｡ しかし会

員全体のレベルアップを計り､ 県民へのアピー

ルや社会的に今より認められるため企画され

た制度であるのだから､ それが会員のために､

自分のために生かせるよう､ 一人一人の協力

が必要になってくるであろう｡ 県歯でも各会

員の気持ちが少しでも汲み取れる様､ 情報交

換を密にしたいと思っている｡ 何か不安､ 疑

問があれば遠慮なく問い合わせをしていただ

きたい｡ (学術 城井 かおり)

������������ 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をををををををををををををををををををををををを使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいここここここここここここここここここここここここななななななななななななななななななななななななそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそうううううううううううううううううううううううう!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����� ―各郡市学術担当者連絡協議会―

推奨歯科医院制度について活発な意見交換がなされた

イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンププププププププププププププププププププププププラララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトにににににににににににににににににににににににによよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬咬合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建

―日歯生涯研修セミナー―

８月２日(日)県歯会館４Ｆ大ホールにおい

て､ 日歯生涯研修セミナーがおこなわれた｡

ここ３年はDVDによる日歯生涯研修セミナー

だったが､ 今年度は４年振りのライブセミナー

となった｡ 参加者は会員148名､ 県外参加者

15名の計163名であった｡

テーマは 『いつまでもおいしく食べて頂く

ために』 PartⅢ インプラントによる咬合

������������������������������������������������������������������
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再建 であり､ 講師に九州大学大学院歯学

研究院 古谷野 潔教授､ 東京歯科大学 関

根 秀志准教授に来熊して頂いた｡

浦田会長の挨拶の後､ 早速､ 古谷野教授に

よる ｢咬合の回復と咀嚼機能の長期維持に役

立てるインプラント治療のファンダメンタル｣

と題し講演に移った｡

現在の高齢化社会において､ 欠損歯列の咬

合状態を改善し､ その後長期にわたって咀嚼

機能を維持することは､ 歯科医師に課せられ

た重要な課題であり､ インプラントは咬合支

持の確立に大変有効であるとともに､ 残存歯・

組織に対する力の負荷を軽減し､ 欠損の拡大

の防止にも役立つ｡

しかし､ インプラントは欠損補綴の一選択

肢であり､ 口腔外科学､ 歯科補綴学､ 歯周病

学などの専門知識と専門的治療手技が関わる｡

よって患者の ｢希望｣ と ｢主訴｣ を区別し､

主訴から患者の問題点を明確にし､ 治療ゴー

ルをきちんと設定した上でトリートメントプ

ランを立案する｡ その際､ 専門知識・技術と

臨床的エビデンス及び経験に基づいて､ プロ

フェッショナルとして考慮し ｢患者がインプ

ラント希望だから｣ という理由だけで治療内

容を決めてはならないと言われた｡

そして､ インプラント治療に伴う外科的偶

発症と補綴的偶発症について説明された｡

～外科的偶発症～
神経損傷､ 出血､ 初期固定不良､ 埋入窩の熱

傷､ 術後の長期間の痛み､ 手術部の感染､

上顎洞・鼻腔底・下顎下縁への穿孔

～補綴的偶発症～
クリアランス不足､ 補綴装置による舌房侵害､

スクリュー緩み､ スクリュー破折､ インプラ

ント破折､ 上部構造の破損・破折など

このような偶発症を避け､ インプラント治療

を安全確実に進めるために以下のことが大切

であると話された

・・ 自分のレベルに見合ったケースを選択す

る

・・ CTを利用して外科的､ 補綴的偶発症の

予防をはかる

・・ 歯科医師だけでなく診療チーム全体の総

合力の向上を図る

・・ インフォームドコンセントを徹底する

・・ 材料は十分に用意し､ 悪い結果も想定し

て準備しておく

・・ 診療情報はすべて遅滞なくカルテに記載

し､ 記録を残す

・・ 失敗から目を背けずに学ぶ

午後からは関根准教授より ｢欠損歯列に対

するインプラント治療の適用にあたり｣ と題

し講演がおこなわれた｡

欠損歯列を①少数歯欠損症例：咬合欠損グ

ループ､ ②複数歯欠損症例：咬合欠陥グルー

プ､ ③多数歯欠損症例：咬合崩壊グループ､

④少数歯残存または無歯顎症例：咬合消失グ

ループに分けてそれぞれの問題点､ 注意点を

解説された｡

また､ インプラントアバットメントの既製

タイプ､ 自家製タイプについてと､ 自家製タ

イプの中でも鋳接タイプ､ 形成タイプ､ CA

D/CAMタイプの利点､ 弱点についても説明

された｡

そして､ インプラント材料､ 術式は目まぐ

るしく発展・変化しているが､ インプラント

治療を受けた患者にとっては､ それが唯一の

インプラント治療であり､ 治療経過を長期に

わたり記録し､ 生じた問題点を明らかにして

今後の発展の材料とすることがインプラント

治療に携わる者としての責務であると話され

た｡

講演終了後､ 座長に日歯学術小林慶太委員､

県歯学術担当牛島隆理事と古谷野教授､ 関根

准教授を交えたディスカッションが行われた｡

４年振りの日歯ライブセミナーということ

もあり､ 会場からも多くの質問が寄せられ､

大いに盛り上がった｡

インプラントの認知度が上がるに従い､ ク

レーム､ 訴訟も増えてきている現在､ より安

心安全なインプラント治療を行うにあたって

両講師の講義内容は肝に銘じるべきだと再認

識させられた｡

(学術 井上 裕邦)
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７月11日 (土) 午後３時から熊本県歯科医

師会館で､ 各郡市地域保健担当者会議が､ 小

田副委員長の進行により開催された｡ 宮坂常

務理事の挨拶､ 出席者紹介､ 座長選出､ 報告

が行われた｡

講演Ⅰでは､ ｢地域保健委員会活動方針｣

と題して､ 田上理事による講演があった｡ 講

演Ⅱでは､ ｢8020推進員の具体的活動｣ と題

して､ 吉良直子熊本市中央保健福祉センター

所長補佐による下記の内容の講演があった｡

歯科保健はマイナー

歯科保健はマイナーです｡ この言葉で講演

は始まりました｡ 歯科保健活動を広げていく

ためには､ ①市民ボランティアを育てる､ ②

根拠を作る､ この２項目に力を入れました｡

具体的には､ ①を達成するためには､

・人集め

・活動の展開

こまめに回る｡ 顔見知りになる｡

・自主活動

気持ちを伝える (継続性を担保)

・ヘルスプロモーションという考え方を広め

る

・市民共働の流れを作り出す

・自助､ 共助､ 公助の考えを広める (地域福

祉)

・8020推進員の育成

・歯科保健推進協議会の設置

以上のことが必要と考えられます｡

市民との出会い～育成から協働へ

第10回 (平成20年度) くまもと歯の健康文

化賞を受賞された谷口恭彦氏との出会いで､

地域での活動が大きく展開しました｡ 谷口氏

は､ 8020推進中央連絡会会長として熊本市託

麻原校区において小学校と地域住民と協働で

8020運動を推進しました｡

また､ この取り組みを皮切りに､ その活動

を他校区の小学校､ 市民にまで広げ､ ｢歯っ

ぴーかむカムひごまるカルタ大会｣､ ｢歯っぴー

かむカムひごまる体操｣ など独自の企画を考

案､ 実行し､ お口の健康づくりを楽しく推進

していくことができる活動として普及させま

した｡

8020推進小学生の育成

活動の中の8020推進小学生の育成では､ 同

じ校区内の13校中６校が参加しました｡ 参加

児童総数は123名になりました｡ 参加学校は､

託麻原小学校､ 城東小学校､ 出水南小学校､

出水小学校､ 白川小学校､ 白山小学校でした｡

学校では､ 歯みがきリーダーの研修や全校

生徒の前で口の体操をしたり､ 年代別に地域

の人の歯の本数を調べました｡ 地域の人や校

医の先生が来てくれて嬉しかったです｡

その後ワークショップでは､ ①歯と全身の

健康に関する普及啓発､ ②歯周病ハイリスク

者の支援に関する医療機関連携､ ③8020推進

員の具体的活動と育成支援､ 以上の３項目に

ついて議論が進められた｡

地域保健活動は ｢植林｣ 作業と同じである｡

いまやっている活動がすぐに効果として現れ

ることは難しいが､ 10年後に私たちが歯科医

師として活動が出来るように､ あるいは､ 私

たち歯科医師の後継者が､ 例えその名称がど

のような形に変わろうとも､ 同じように､ 歯

科保健を中心とした活動に携わることができ

るようにするのが､ 地域歯科保健活動の目的

である｡

(地域保健 桐野 美孝)
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７月18日 (土) 午後３時から県歯会館で､
平成21年度熊本県歯科医師国民健康保険組合
臨時組合会の会合が開催された｡ 総議員30名
中28名の出席により会議の成立を上野副理事
長が宣言し開会された｡ その後議長に稲葉逸
郎議員 (熊本市)､ 副議長に秋山雅治議員
(球磨郡) が選出された｡
理事長挨拶

『４月より国保組合の新執行部が発足し
ました｡ ２年間頑張っていきますのでよろ
しくお願いします｡
｢経済財政改革の基本方針 (骨太の方針)

2009｣ を受けて平成22年度予算において社
会保障費の自然増分2200億円の削減は行わ
れない事になりました｡ これは０に戻った
だけであり､ 来年の点数改正に向けてどう
したらプラスに持っていけのるか､ これか
らの交渉が大事になってきます｡ 但し､ 政
府の方もまもなく衆議院選挙が行われ､ 結
果次第で自民党になるのか民主党になるの
か分かりませんが､ 歯科医師会としては必
要な歯科医療費の確保のために淡々と対応
していきたいと思います｡
骨太の方針2009の中に今回初めて ｢生涯
を通じて歯及び口腔の健康を保持する社会
を目指し､ 8020運動を推進する｣ と言う文
言が明記されました｡ これは大変重要な事
で､ これから8020を推進するという事に対
して財政の裏付けが出来たという事であり､
行政と話をする時に大きな意味を持ってく
ると思います｡
今回緊急対策と言われる中で､ 医療に関
連しては①地域活性化経済危機臨時交付金
②地域医療再生臨時特例交付金の2つの補
助金が出ています｡ 特に地域医療再生臨時
特例交付金は医療に特化した交付金であり､
歯科医師会としても何か出来る事がないか
検討中であります｡』
次に議事録署名人に秋山議員 (熊本市)､
山内議員 (上益城郡) が指名され､ その後組
合員物故者に対して黙祷が行われた｡ 続いて
上野副理事長と桑田常務理事から､ 会務報告
及び業務報告が行われた｡ 議題は以下の６議
案が上程された｡

―臨時組合会―

第１号議案：熊本県歯科医師国民健康保険組
合規約一部改正 (案) の承認

第２号議案：平成21年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合歳入歳出補正予算
(案) の承認

第３号議案：平成20年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合歳入歳出決算

第４号議案：平成20年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合歳入歳出決算剰余
金処分 (案) の承認

第５号議案：平成20年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合役職員退職手当積
立金特別会計歳入歳出決算

第６号議案：平成20年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合役職員退職手当積
立金特別会計歳入歳出決算剰余
金処分 (案) の承認

監査報告：矢毛石監事より適正に処理されて
いる旨の報告が行われた｡

質問：古川議員 (熊本市)
Ｑ：役職員退職手当積立金の額が､ 大き
いように思えるが？
Ａ：国保組合の役員及び職員の退職積立
金であり､ 規約に則った必要な金額で
す｡ (補足：年度始めに役員及び職員
全員分の退職金を確保しておく決まり
になっています｡ 昨年度は任期満了に
伴う役員のみの退職金でしたので支出
は小額でした｡)

採決に移り第１号～第６号議案は､ いずれ
も賛成多数で原案通り可決承認され､ 最後に
中原理事の閉会の辞で終了した｡

(国保 森口 茂樹)

社会保障費の自然増分の削減は行われない
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下下顎顎無無歯歯顎顎ののイインンププラランントト治治療療

現在､ 部分欠損から無歯顎まで､ 幅広い症例に適応されているインプラント治療であるが､

1965年ブローネマルク教授が､ 最初に手がけたのは､ 下顎の無歯顎であったことは､ 皆さんご存

知だと思います｡ そして, 約45年進化し続けている無歯顎のインプラント治療について､ 私見を

述べさせていただきます｡

一般に､ 下顎の無歯顎にインプラントを応用する場合､ 可撤性にするのか固定性にするのかと

いうことで大別されます｡

１. インプラント支台オーバーデンチャー ２. 固定性インプラントブリッジ

・ドルダ－バー ・ボーンアンカードブリッジ

・ボールアタッチメント ・インプラントブリッジ

・磁性アタッチメント ・オールオン４

可撤性であるインプラント支台のオーバーデンチャーは､ 通常２～４本のインプラントが用い

られ､ 比較的低価格であること､ 外科的侵襲が小さくてすむこと､ 術後が着脱式のため清掃性に

優れていること等から多くの症例に使われてきました｡

また､ 一方､ 多くの患者が希望される固定性のインプラントブリッジにおいては､ オトガイ孔

間４～６本のインプラントのカンチレバーによるボーンアンカードブリッジ､ ６本以上のインプ

ラントを臼歯部まで植立するインプラントブリッジが行われてきました｡

しかしながら､ 優れた長所を備え､ 多くの患者にQOLの向上をもたらしてきたインプラント治

療も､ 一般的には３つの問題点①不自由な治療期間の長期化､ ②治療費の高額化､ ③大きな外科

侵襲､ 等の短所があり､ 治療を躊躇させる原因となってきました｡

近年､ ポルトガルのPaulo Malo 先生が考案されたオールオン４コンセプトは､ これらの問

題を解決すべく､ 世界中で注目を集めております｡ これは､ ノーベルの即時荷重のコンセプトに

基づき臼歯部のインプラントを傾斜埋入させることで､ カンチレバーの小さい補綴設計とし､ 最

低４本のインプラントで､ 無歯顎のインプラント補綴を終了するというものです｡

この治療法を用いることで､ 臼歯部に十分な骨量が存在しない場合にも､ 即日に固定性の仮歯

を提供することが可能になり､ 予知性の高い治療が行えるようになりました｡

また､ 最近では､ CTによる診断が､ インプラント治療にかかせないものとなってきました｡

そのCTデータをもとに､ コンピューター上で３Dビジュアルによる診査､ 診断､ 埋入シュミレー

ションを行い､ 精密なサージカルテンプレートを作ることによって､ より安全に確実なオペを行

うことが可能となりました｡ 代表的なものとしては､ Nobel Guideがあります｡

１. プロセラソフトウエアーを用いた３Dビジュアルによる診査､ 診断､ 治療計画の作成

２. サージカルテンプレートを用いた上部構造の事前作成｡

３. Teeth in hourコンセプトによる即時荷重

４. このテクニックを用いることにより､ オペの時間も短縮され､ 術後の腫れ・出血も少な

く､ 手術直後より､ 固定性式の仮歯が装着できることから､ 快適な治癒期間を過ごせるようになっ

てきました｡

『結論』
下顎の無歯顎に､ インプラントを応用することにより､ かなりのレベルまで患者満足度を向上

できることは確かです｡ それが可撤性であれ固定性であれ､ 外科処置を伴う処置であることをしっ

かりと認識し､ しっかりとした診断と治療計画を立案して､ より予知性の高い､ より安全で快適

な処置を行うべく､ 日々の研鑽を積んでいきたいと考えています｡

球球磨磨郡郡 稲稲留留 裕裕士士 会会員員
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〈 各種アタッチメント 〉

① ②

③

①ドルダーバー､ ②ボールアタッチメント､
③磁性アタッチメントです｡ このように､ ２
本のインプラントに､ 各アタッチメントを接
続し､ 義歯側にもそれに適合するアタッチメ
ントを取り付けることにより､ 義歯を安定さ
せることが可能となります｡

73歳の女性です｡ 臼歯部に十分な骨が存在しない､ このような症例においても､ 予後不良な下
顎前歯部を戦略的に抜歯し､ 骨質の良好な､ 前歯部領域に４本のインプラントを､ ２本をまっす
ぐ､ 後方2本のインプラントを傾斜埋入し､ 台形の､ しっかりとした支持をえることによって､
固定性の補綴物を､ 提供することが可能となりました｡

〈 オールオン４の術前､ 術後 〉
術 前 術 後
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〈 コンピュータ上でプランニング 〉

〈 プロビジョナルレストレーション 〉

〈 術 直 後 〉

サージガイドと､ プロビジョナルレストレーション
送られてきた､ サージガイドをもとに､ 術後の､ 模型を制作し､ 術直後に使用する､ プロビジョ
ナルレストレーションを製作します｡

ノーベルガイド
CTデータをもとに､ コンピューター上で安全に手術ができるよう､ 下顎管をさけた埋入のシ
ミュレーションをおこない､ サージガイドを､ メールオーダーします｡

ノーベルガイドによる術直後
出血も少なく､ 下顎管をさけた適切なポジションにインプラ

ントが埋入され､ 即日に､ このような､ スクリュー固定式の､
プロビジョナルレストレーションにて､ 食事をすることが可能
になりました｡ そして､ インテグレーションが確認されたら､
改めて最終補綴物の製作にかかります｡

※カラー写真を本会ホームページ､ 会員のページに掲載しております｡
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応や､ 会員に対する情報伝達方法につ

いて｡

阿蘇郡市

１) 各郡市の入会金の現状と減額の予定

の有無について｡

荒尾市

１) 地域歯科保健活動に対する行政から

の予算や補助金の有無についてお聞か

せ願いたい｡

以上の議題について事前に各郡市で回答を

検討されていることもあり非常に密度の濃い､

熱い討議が繰り広げられ各郡市が抱える組織

運営上の問題点を互いに解決していった｡ 白

熱した討議によりやや時間が押したものの､

ほぼ予定時間内に会議は無事終了し､ その後

同ホテル２階に場所を移し懇親会が催された｡

ここでは和やかな雰囲気の中､ 互いに酒を酌

み交わしながら､ 互いの親睦を深め､ 各郡市

間の更なる協調を確認して閉会を迎えた｡

なお翌日12日 (日) には玉名カントリーク

ラブに於いて親睦ゴルフが行われました｡

(馬場 一英)

梅雨終盤の､ ７月11日

(土) 荒尾市のホテルニュー

まるよしに於いて､ 第25回

城北地区役員連絡協議会が

25名の各地区の役員の参加

の下開催された｡ 県歯から

は浦田健二会長､ 小島博文副会長､ 渡辺賢治

専務理事､ 県歯連盟より久々山芳文連盟長を

来賓として迎えた｡

会議は午後４時より本年の担当である福嶋

修治荒尾市歯科医師会会長の挨拶より始まり､

来賓の方々の挨拶の後､ 福嶋会長を議長に選

出し協議へと移った｡ 今回の協議会は､ 各地

区より協議題を事前に提出して頂き､ 回答を

予め地区ごとに協議した上で本会に臨む､ と

いうスタイルで開催された｡ 各地区の提出議

題は以下の通りです｡

玉名郡市

１) 各郡市歯科医師会での介護保険への

対応について

鹿本郡市

１) 他郡市の歯科医師会員の活動 (越境

した広告､ 訪問診療など) について

２) 訪問診療､ 会社､ 学校､ 保育園等に

おける歯科保健指導､ 看板､ 広告､ 市

町保健所等へのアプローチなどを他の

郡市会員が行った場合どのように対応

するか｡

日常､ このような歯科医療､ 歯科保

健活動を行う範囲当該郡市にとどめる

べきか､ ５郡市で話し合いコンセンサ

スを得たい｡

３) 学校医､ 園医の担当について他郡市

歯科医師会での現状と､ 新入会員が入

会した場合の担当の割り振りについて｡

菊池郡市

１) 例会､ 総会への出席率アップに対す

る各郡市歯科医師会の取り組みについ

て｡

２) 各郡市におけるホームページへの対

荒尾

熱い討議が行なわれた

順位 競技者 郡市名

１ 北野 正民 荒 尾 市

２ 椛島 稔明 〃

３ 藤岡 憲昭 鹿本郡市
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ものではないが高齢化社会の中､ ｢いざ｣ と
いうとき適切に行動できるよう普段からスタッ
フを巻き込んだトレーニングをルーティンに

する必要性を痛感した｡
(馬場 一英)

７月13日 (月) 荒尾市医師会館に於いて､
会員を対象にした､ 救急救命講習会が行われ
た｡ 講師は荒尾市医師会より救命専門医であ
る､ 西芳文氏と荒尾市消防署より救急救命士
数名をお迎えした｡
まず西氏より大規模災害時の対応について
の話があり､ 被災者のトリアージにおいては
死亡診断書を書くこともできる歯科医師の役
割は重要であると唱えた｡
続いて救急救命士の方の指導のもとマネキ
ンを使用した実習に移った｡ 意識喪失者の確
認からＡＥＤの使用までの一連の行動につい
て３グループに分かれ反復練習を行った｡ 私
たち歯科医師にとってＤＯＡのシチュ
エーションというのは頻繁に遭遇する

ＢＰ製剤投与患者への対応について協議され､
ＢＰ製剤投与開始前に歯科処置を済ませる､
口腔外科処置前３ヵ月に投与中止するなど三
師会のコンセンサスを確認した｡
今年も三師会が中心となって地域の健康づ
くりを牽引することを確認し総会を終了した｡
引き続き懇親会が行われ､ 荒尾市出身のサッ
クス奏者によるソロ演奏､ 薬剤師会の女性に
よる花笠音頭舞踊､ カラオケ大会などの余興
が催され､ 会を超えて親睦を深めながら盛会
の中閉会の時を迎えた｡

(馬場 一英)

７月24日 (金) 午後７時よりホテルヴェル
デにおいて､ 平成21年度荒尾市三師会総会な
らびに懇親会が開催された｡ 本会は荒尾市の
医師会､ 歯科医師会､ 薬剤師会が互いに協力
して地域医療活動を推進することを目的とし
て組織されたもので､ 各会の交流と親睦を図
るために年１回この時期に総会が開催される｡
当日は開会後､ 議事に先立ち会員物故者へ
黙祷､ 新入会員の紹介が行われた後､ 福嶋修
治歯科医師会長を議長に選出し､ 議事へと移
り以下の項目について順次報告､ 討議､ 承認
がなされた｡
１. 平成20年度事業報告
２. 平成20年度決算報告
３. 平成20年度監査報告
４. 平成21年度事業計画 (案)
①健康福祉まつり (結果)
②いきいき健康づくり教育講座
③会員福祉研修
５. 平成21年度収支予算 (案)
６. その他
第６項では､ 三師会共通のトピックである

荒尾

マネキンでトレーニング

―三師会総会―

ＢＰ製剤についても三師会で確認

�������������



―臨時総会―
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さらに各郡市会長専務理事連絡協議会報告､
城北地区役員連絡協議会報告と続いた後､ 議
事として ｢コピー機買い替えについて｣ の議
案を可決した｡
最後に協議として宮川副会長より ｢公益法
人改革への対応について｣ 現状説明がなされ
総会を終了した｡
今回の総会はいつもより出席者も多く､ レ
セプトオンライン請求に対する会員の関心の
高さを伺わせた｡

(城 敦哉)

７月29日 (水) 午後８時
より菊池郡市歯科医師会館
にて平成21年度臨時総会が
開催された｡ 原賀副会長の
開会の辞に続き､ 荒木会長
が､ 菊池郡市歯科医師会と

しての方向性として､ これまで掲げてきた
｢地域に信頼される歯科医師像の確立に向かっ
て｣ というビジョンを継続し､ 会員一丸となっ
て頑張っていこうという旨の挨拶を行った｡
その後､ 各委員会報告に移った｡ 社保委員
会からは､ 株式会社モリタの担当者を招き､
｢レセプトオンライン請求の現状と今後の動
向について｣ と題し､ 勉強会を催した｡ さす
がに会員の関心は高く､ 講演後､ 活発な質疑
応答が交わされた｡ また､ 学術委員会からは､
県歯より伊藤明彦常務理事をお招きし､ 推奨
歯科医制度についての説明と現状報告を行っ
た｡ そのなかで伊藤常務理事は､ 会員の全体
のレベルアップを目指し､ 非会員との差別化
を図るのが大きな目的であることを強調され､
郡市会員の協力を求められた｡

菊池

―平成21年無料検診・相談―

方の､ 予防に対する患者さんの啓発が行われ
ているようだった｡ ご高齢の方々の楽しみは
やはり食だと思うので､ 重要なことを担って
いると感じた｡

(瀬戸 雄行)

６月６日 (土) 13時30分
より､ ゆめマート人吉店に

おいて､ 人吉市教育委員会､ 人吉球磨衛生士
会､ 熊本県歯科用品商組合の協賛｡ 人吉球磨
地域歯科保健推進協議会 (歯ッピーネット)
の後援｡ 人吉歯科医師会の主催で､ 歯の衛生
週間のイベントが開かれた｡
歯科医師会からは､ 今藤新会長をはじめと
して13名の会員が出席して､ 無料歯科検診・
相談と､ 7020表彰を行った｡ 来場者数は118
名で､ そのうち7020の高齢者よい歯のコンクー
ルの表彰を受けられた方は22名いらっしゃっ
た｡ 衛生士会の方々のフッ素塗布､ ブラッシ
ング指導､ 会員による歯科相談を行った｡ 平
成18年度の7020が18名からすると高齢での歯
の維持率が向上している｡ 各歯科医院の先生

人吉
���������

7020を目指して

全員真剣に聞き入った



―還暦祝い―
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坂本会員のお人柄もあって祝宴は大いに盛

り上がり盛況のうちに､ 矢毛石会員の一本締

めでお開きとなった｡

(佐藤 昭彦)

８月７日 (金) 午後７時

30分より嘉島町の ｢とくな

が｣ において､ 坂本彰宏会

員の還暦を祝う会が行われ

た｡ 清村常務の司会進行に

より会は始まり､ 有志代表

挨拶として江藤会長より坂本会員が昭和57年

山都町 (旧矢部町) に開業されてから現在に

至るまでの功績を披露され､ 祝辞を述べられ

た後河端副会長より記念品が贈られた｡

続いて坂本会員より ｢健康に留意してこれ

からも会のためにも頑張りたい｡｣ とお礼の

挨拶があり､ 祝宴が始まった｡ 後輩思いの坂

本会員の周りには､ 若い会員がすぐ取り囲み

続いてベテラン会員も含めて大きな輪ができ

皆からお祝いの言葉と杯を受けられた｡

上益城

坂本会員を囲んで

―移動例会―

最終日インチョン空港には､ 満足顔のおじ

さんが､ マニイッソッソヨ！ (たくさんいま

したの意味)｡ 両手にキムチやのりや､ 免税

店で買った物､ 奥さんに頼まれた？○○クリー

ムを抱えて､ 無事熊本に着いたのでありまし

た｡ (武市 功雄)

去る７月18日から20日に

かけて､ ９年ぶりに海外へ

の移動例会を行った｡ これは昨今のウオン安

もあり､ ｢たまには韓国でも行ってみよう｡｣

の会長の鶴 (？) の一声で実施とあいなった｡

参加者は会員および会員の家族を含めて11

名､ それぞれがそれぞれの期待？を胸に､ 午

前11時に阿蘇くまもと空港に集合､ ソウルに

旅立った｡

無事インチョン空港に着き､ ホテルにチェッ

クイン後､ 全員でお待ちかねの夕食はもちろ

ん韓国と言えば､ 焼肉､ 思い思いにサンチュ

に巻いて…イゴ マシソヨ!!

２日目は､ 初訪韓の先生は､ キョンボクク

ンやソウルタワーなどを観光､ 中には複数回

訪れている先生もおられて､ 延世大学で歯科

交流もされたようで……

鹿本
��������
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���������������������������������田尻 征久
熊本市出町4-26-101
たじり歯科クリニック
①義歯
②歯科分野での地域医
療への貢献

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
色を教えてください｡

④今後の抱負は何ですか｡

会員投稿募集およびメールニュース配信のご案内
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
会報をもっと気軽に読んでいただけるよう会員のための投稿コーナーのページを設け

ることとなりました｡ 趣味はもちろん社会に対して思うこと､ 娯楽的な映画・本の紹介､

紀行､ 何でも結構です｡ どしどし御投稿ください｡ ただし会に対する意見や要望などは､

対外的な広報誌であることから掲載の対象とはいたしません｡ 御了承ください｡ なお､

会へのご意見やご要望は､ 『会長への手紙』 にお願いいたします｡

また､ 投稿の内容により掲載できない場合もありますことを御理解ください｡

※現在､ 広報委員会では､ 会員向けのメールニュース配信の準備を進めています｡ まも
なく配信を開始しますので､ 奮って御登録ください｡ 登録は本会HP会員専用ページ
で受け付けています｡ (広報委員会)

� �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

浜� 敏子 先生
平成21年７月31日 ご逝去63歳�郡 市 名：天草郡市�入会年月日：昭和61年８月26日

③若さ
④地域住民のデンタルＩＱの底上げに力
を入れること
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○所在地
〒860-0018 熊本市船場町下１丁目17-16

アルテハイム熊本１Ｆ－Ｃ�096-355-5118
Lunch Time 11：30～14：30
Dinner Time 18：00～22：30
月曜日定休 (日曜ランチのみ営業)
○店の雰囲気
｢フランス食堂｣ としているので気軽に
フレンチを楽しんでいただきたいです
○収容人数・席数 16席
○店長紹介
福岡のホテルやレストランで10数年修業
をしてきて地元熊本で昨年念願の独立
○料理の種類・特徴・おすすめ料理
ランチは日替りのプティコース
ディナーはアラカルトメニュー (約30種
類) を中心に事前ご予約でフルコース料
理 (￥3500～) も用意しております｡

���������������

バターから手作りにこだわった料理をぜ
ひご堪能ください｡

洗馬橋

中中央央郵郵便便局局
ココンンビビニニ

慶慶徳徳加加来来病病院院

慶慶徳徳小小学学校校

市電

坪
井
川

1Ｆ 右� 中央
コン

慶徳

慶徳

○所在地
〒861-1331 菊池市隈府946�0968-25-2398 18：00～２時位 (８月中
旬に営業時間変更予定)
○店の雰囲気
20代後半～男女
○収容席数
40席 カウンター､テーブル､個室､広間
○店長紹介
神田祐樹35才｡ 19才より博多で和食修業
後2007年に開店
最近､ ゴルフと自転車 (ＭＴＢ) にはまっ
てます｡
○料理の種類・特徴・おすすめ料理
・天然物､ 国産物の食材にとことんこだわ
り安心､ 安全､ 安価で提供できるよう日々
がんばっております｡
・人気メニュー (鰻の石焼ひつまぶし)
(特上お刺身盛り合せ)

(特大きんきの五目あんかけ) などなど
単品180円～

・サービス 生ビール一杯サービス

松本石油

肉の有働

タクシー乗り場フフララワワーービビルル

ローソン
市
民
広
場

���



会 務 報 告 自　平成21年7月24日
至　平成21年8月20日

八木理事、永田委員長他１委員総務小委員会　（１）選挙規則7月24日

総　務

浦田会長福歯大同窓会三十周年記念講演・式典・祝賀会（グランド・ハイアット福岡）25日

浦田会長支払基金幹事会（支払基金）
27日

渡辺専務理事、片山・竹下理事歯科医療安全管理体制推進特別事業打合せ

中嶋副会長第４回九州地方社会保険医療協議会熊本部会（熊本市国際交流会館）

28日

浦田会長県医療対策協議会委員委嘱状伝達

浦田会長、小島・前野・中嶋副会長、
渡辺専務理事

第４回副会長会議

浦田会長他全役員
第５回理事会
（１）新入会員の承認　（２）熊本県歯科医師会入会金　
（３）学院使用規則の廃止と使用規程の新設　ほか

浦田会長第３回日歯広報正副委員長及び小委員長打合会（日歯会館）
29日

伊藤常務理事菊池郡市・推奨歯科医院制度説明会（菊池郡市歯会館）

澤田事務局長九州各県事務局長連絡会（大分県歯会館）31日

渡辺専務理事、田上理事他職員１名8020支援事業打合せ　（１）ワーキング部会・事前打合せの開催
8月1日

伊藤常務理事第22回全国有床診療所連絡協議会総会懇親会（ホテル日航熊本）

浦田会長故浜闢敏子会員（天草郡市）告別式参列（有明町）2日

浦田会長他常務理事以上全役員、
八木理事

第９回常務理事会
（１）平成21年度臨時代議員会・総会の会務現況報告　（２）歯科医師国民年金基金か
らの説明会開催依頼　（３）熊本県歯科医師会会費・負担金減免申請　ほか

4日

浦田会長第４回日歯対外ＰＲ小委員会（日歯会館）5日

渡辺専務理事、宮坂常務理事、松岡・
八木理事

県への地域医療再生計画（案）の説明（県庁）6日

木下書記労働保険事務組合推進員合同研修会（ホテルキャッスル）

7日
浦田会長九州看護福祉大・二塚学長との対談　熊日新聞９月６日付朝刊掲載予定

小島副会長、渡辺専務理事、八木
理事

選挙規則検討打合せ
坂本弁護士との打合せ

前野副会長、遠山・片山監事監査打合せ・月次監査　（１）監査報告書校正　（２）21年７月分月次監査

浦田会長、前野副会長鹿児島大学歯学部同窓会県支部総会・懇親会（熊本市）
8日

浦田会長、牛島理事学院同窓会定期総会・懇親会（交通センターホテル）

小島副会長県医療・保健・福祉連携学会第３回企画実行委員会

9日

西野常務理事、片山・竹下理事他
４委員

歯科医療安全管理体制推進特別事業打合せ
（１）アンケート修正　（２）講演会開催・講師選定　（３）事業検討会の開催

10日

浦田会長他18役員理事勉強会　講師：熊本県医師会北野邦俊会長

渡辺専務理事事務局職員面談

12日

渡辺専務理事事務局職員面談

13日

渡辺専務理事、宮坂常務理事、田上理事、
武藤・隈井会員（阿蘇郡市）、中川・
山口会員（八代）他職員１名

8020支援事業・ワーキング部会事前打合せ

14日

17日

浦田会長県体育協会第１回財務特別委員会（ホテル日航）

浦田会長他常務理事以上全役員、
八木理事

第10回常務理事会
（１）新入会員の承認　（２）平成21年度臨時代議員会の会務現況報告　
（３）平成21年度臨時総会の日程資料　ほか

18日

浦田会長第４回日歯ホームページ企画小委員会（日歯会館）

前野副会長第１回熊本空港緊急計画連絡協議会（くまもとエミナース）
19日

浦田会長第４回日歯対内広報小委員会（日歯会館）

小島副会長県医療対策協議会（県庁）

渡辺専務理事、牛島理事、添島委
員長他４委員

日歯生涯研修セミナー　打合・予演8月1日

学　術

出　　　　席摘　　　　　　　　　　要所　管所管名

浦田会長、渡辺専務理事、西野常
務理事、牛島理事、添島委員長他
全委員

平成21年度日歯生涯研修セミナーライブ講演会
出席者：163名（内、県外15名）

2日

中嶋副会長玉名郡市社保研修会（玉名市文化センター）7月24日

社会保険
前田理事、田中委員長他４委員社会保険個別相談会　相談者：３件

25日 中嶋副会長、勇・前田理事、田中
委員長他７委員

社会保険委員会
（１）会員向け発行物　（２）個別指導立会い　（３）個別相談会日程　ほか

H.21.９
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社会保険

田中委員長、清水副委員長、橋本
委員

保険新規個別指導（県庁）8月5日

前田理事、清水副委員長社会保険個別相談会　相談者：２名8日

前田理事国保連合会との勉強会　出席者：14名（審査委員７名、連合会職員７名）18日

前田理事保険個別指導（ＫＫＲホテル）19日

宮坂常務理事、田上・加藤理事、
川瀬委員長他職員１名

第１回笑顔ヘルＣキャンペーン打合せ会
（１）笑顔ヘルＣキャンペーン　（２）各郡市イベント　（３）中央イベント　ほか

８月６日地域保健

坂田輝之会員荒尾市健康診断（荒尾市ふれあい福祉センター）8月1日

厚生管理

伊藤常務理事、竹下理事、宮本委員厚生・管理小委員会　未就業歯科衛生士の為のリカバリー研修打合せ5日

竹下理事、池嶋委員長、有働副委
員長、瀬井委員

厚生・管理小委員会
（１）新型インフルエンザマニュアル作製　（２）新規事業　
（３）歯科医療安全管理体制推進事業　ほか

6日

西野常務理事、竹下理事他２名共済互助打合せ　今後の共済互助11日

前野副会長、池嶋委員長、有働副委員長厚生・管理小委員会　（１）九州各県医療管理担当者会提出協議題（２）企画書14日

竹下理事他５委員
厚生・管理小委員会
（１）医療広告「厚生・管理だより」　（２）新型インフルエンザ　
（３）未就業ＤＨリカバリー研修　ほか

19日

加藤理事、立本委員長他４委員広報小委員会　（１）会報８月号第２回校正７月29日
広　報

加藤理事、立本委員長他４委員広報委員会　（１）会報９月号編集８月17日

大林理事、河原副委員長他２委員学校歯科小委員会　マウスガードポスター作製打合せ7月29日

学校歯科

大林理事、岩本委員長他全委員
学校歯科委員会
（１）学校歯科ホームページ　（２）マウスガードポスター　（３）今後の行事確認

8月6日

大林理事、田畑委員九州地区学校歯科医会役員連絡協議会（佐賀市・マリトピア）8日

宮坂常務理事県高等学校保健会養護教諭研究協議会18日

大林理事熊本市西部ブロック養護教諭研修会講演19日

西野常務理事県ＰＴＡ災害見舞金安全会判定審査委員会（県総合福祉センター）20日

前野副会長、岡田副委員長医療対策小委員会　熊本県歯科医師会医療事故処理規程・委任状改訂作業7月27日

医療対策

冨屋委員長、岡田副委員長医療相談　医療相談28日

前野副会長、片山理事他２委員医療対策小委員会　損害保険ジャパンとの打合せ29日

前野副会長、岡田副委員長
医療対策小委員会
（１）熊本県歯科医師会医療事故処理規程・委任状改訂作業　
（２）他県の事故処理規程検討

8月3日

冨屋委員長、松永委員
医療対策小委員会
（１）社保委員会との合同講演会資料作り　（２）医療事故・紛争事例（１件）

5日

前野副会長、岡田副委員長医療対策小委員会　熊本県歯科医師会医療事故処理規程・委任状改訂作業7日

片山理事、冨屋委員長、岡田副委
員長、遠山監事

坂本弁護士・損保ジャパンとの協議会
（１）平成20・21年度事故・紛争事案　（２）医療事故・紛争報告書の書式変更につい
て経過報告　（３）医事処理規程の見直し（熊本市）

8日

前野副会長、片山理事、冨屋委員長、
遠山監事

医療対策小委員会　医事処理規程改正13日

松岡理事都道府県介護保険担当理事連絡協議会（日歯会館）7月29日

センター
介護

松岡理事口腔保健センターカルテ・会計チェック（口腔保健センター）8月4日

松岡理事、松本委員長他４委員
センター・介護委員会
（１）九州各県地域保健担当者会　（２）介護者歯科実技研修事業

6日

宮坂常務理事山鹿中央病院職員研修会（山鹿中央病院）11日

出　　　　席摘　　　　　　　　　　要日　付所　管

岩切主任他１名保健福祉センターとの反省会7月24日

学　院

第１回学院体験入学　参加者：51名25日

第２回学院体験入学　参加者：31名8月8日

伊藤学院長他２名学院同窓会懇親会（交通センターホテル）9日

伊藤学院長、出口副学院長、逢坂
教務部長他全職員、西野常務理事

学院三役会
（１）学院会計　（２）研修旅行残金の処理　（３）仮進級への対応　ほか

11日

伊藤学院長、出口副学院長、逢坂
教務部長他４委員

第２回学院教務委員会
（１）仮進級への対応案　（２）ストライキ及び・台風・大雨、地震時の授業の取り扱
い案　（３）平成21年度臨床実習指導担当歯科衛生士研修会案

19日

浦田理事長熊本県国保連合会通常総会（ＫＫＲホテル熊本）７月27日国保組合

H.21.９
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社団法人  熊本県歯科医師会 会員のみなさまへ

グループ保険制度のご案内グループ保険制度のご案内会員専用

＜災害保障特約＞
（死亡保障プラン）会員・配偶者

（医療保障プラン）会員・配偶者・こども
＜手術特約/家族特約/家族手術特約＞
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6日（火）

17日（土）

20日（火）

27日（火）

31日（土）

第13回常務理事会

九州歯科医学大会

第14回常務理事会

第8回理事会

シニア倶楽部
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　今年の夏も暑かったですね。
　一日中クーラー漬けでしかも
不健康な生活の私には本当に堪
えます。
　しかし、その暑さを一時忘れ
させてくれたのが世界陸上や女
子バレーWGPでした。何といっ
てもボルト選手の連続世界新！
あと狩野舞子選手の可愛さ！！ど
ちらも目に焼き付いています。
　スポーツっていいですね。

（Ｋ.Ｉ）


