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社団法人　日本歯科医師会 

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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巻頭言（監事　遠山　啓介） 

理事会 

特集1 『歯・口腔の健康づくり推進条例』可決！ 

特集2　むし歯予防と健康意識の 
　　　　　　　　　　 向上をめざして 

委員会だより 
（社保・厚生管理・広報・学術） 

郡市会だより 
（天草・荒尾・菊池・阿蘇・八代・人吉） 

つどい 

新入会員 

会長の動静 

会務報告 

 

泥んこの子供
の笑顔と白い歯
のコントラストが
テーマにどんピシ
ャでした。 
　　　　（Ｎ・Ｔ)



監事を拝命し早や１年半が経過した｡ その間､ 執行部の間近に居

ながらも､ 客観的にその業務､ 会計の執行状況を評価すべく努力してきたつもりである｡

我々監事には､ 理事会､ 代議員会等への出席の義務がある｡ 毎月理事会の終了時､ 監事講

評なるものを求められる｡ その際､ 断片的な事は言えても､ 中々､ 総括的な事は言えないの

で､ この場を借りて感想を述べてみたい｡

いつの時代にも､ その時々に応じて歯科界特有の難問があった｡ しかし､ 思うに､ 今日の

歯科界ほどに ｢難問の山積する｣ 状況は過去にも存在しなかったのではないか｡ 私達歯科医

師を取り巻く現状を鑑みるとき､ その前途のどこにも､ 希望ある展望が開けているようには

思えない｡ まさに､ 逼塞状況である｡

低迷したままの歯科の診療報酬､ 歯科医師の需給問題等々､ 事例を枚挙すれば遑がないほ

どである｡ そしてこの様な問題は､ 歯科医師個々人の診療の在り方に切実に関わってくる｡

しかし､ それらは､ 我々個人の裁量､ 対応を超えた課題であり､ 本来的に歯科医師会 (県歯､

日歯) の活動に委ねるより他ない事案である｡

そのような厳しい現実をも視野に入れ､ 浦田執行体制が発足してから一年半｡ 会長の掲げ

た五つの基本方針を達成すべく､ そして明るい展望を見いだすべく､ 会長以下､ 各理事､ 委

員会とも様々な事業を展開し健闘している｡ その業務は広範多岐にわたる｡ 紙面の都合上､

残念ながら､ その詳細について触れ得ない｡ その基本的意義は会員のためであり､ 地域医療

の発展のためである｡

一日たりとも､ 役員､ 職員ともその業務､ 職務を停止することは出来ない｡ 例えば､ 医事

処理の問題にしても､ 待ったなしである｡ 勿論､ そのように目に見える形の仕事ばかりでな

く､ 地域社会における歯科医療の大切さを理解して貰うような活動も必要である｡ そのよう

な多岐に渉る問題を包括しながら､ 執行部は職員の助力を得て､ 一丸となって真摯に会のた

めに努力を傾注している｡

また､ 様々な事業の遂行に際しても､ 必ず達成度､ 反省点､ 改善点など事後評価が行われ

ていることである｡ それは､ 予算執行における費用対効果を考慮する上に､ 無駄を排除する､

或いは反省点を見いだす大切なポイントになっている｡

さて､ 今後とも県歯会は公益法人改革､ そして九州歯科医学大会､ 全国学校保健研究大会

の熊本開催など､ 重要課題を幾つも抱えている｡ しかし､ 現執行部の任期はあと半年足らず

である｡ 今後の県歯の業務遂行の基礎固め､ そして県歯会の益々の発展のために頑張って欲

しい｡
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10月26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７回理事会が開催された｡
開 会：前野副会長
挨 拶：浦田会長

10月８日に ｢熊本県歯及び口腔の健康づく
り推進条例｣ が､ 定例県議会において､ 賛成
46､ 反対１で可決成立しました｡ 口腔保健条
例の制定について､ 熊本県は10月６日に成立
した長野県についで全国で12番目になります｡
このことに関連して､ 10月16日の九州歯科医
学大会において､ 佐賀県は､ 小学校における
フッ素洗口の普及率が95％を越え､ 新潟県を
抜いて全国１位となったというお話がありま
した｡ なぜフッ素洗口をここまで普及させる
ことができたかというと､ 佐賀県は数年前に
DMF歯数が全国ワースト１位となり､ 全国
で最もむし歯の多い県となったことがきっか
けで､ 県知事によるトップダウン手法でむし
歯予防を推進したとのことです｡ それが､ 今
では九州で最もむし歯の少ない県となり､ 基
調講演をされた新潟大学大学院の宮崎秀夫教
授によると､ このままのペースで順調にいけ
ば､ 早い将来に､ むし歯のない県で全国１位
となるだろうとのことでした｡ 熊本県も条例
が出来たことをきっかけに､ フッ素洗口につ
いて､ これまで以上に積極的に取り組んでい
くことになりますが､ 条例が制定されて安心
するのではなく､ この条例に我々が､ これか
らどのように関わっていくかがより重要とな
ります｡ 県民への周知ももちろん必要ですが､
まずは､ 会員へ､ 内容をきちんと周知し､ 行
政による歯科保健に関しての協力要請があっ
た際には､ 率先して協力する体制を構築する
等､ 条例を活かすことが､ 条例が制定された
最も大きな意義ではないかと思います｡ 今後
は､ そのようなことを十分に考慮した上で､
それぞれの立場で推進して頂きますよう宜し
くお願い致します｡

報報 告告
総 務：臨時代議員会､ 第６回理事会､ 第

13回・14回常務理事会､ 総合政策
推進プロジェクト会議､ 8020支援
事業ワーキング委員会､ 学齢期歯
科保健指導者講習会ワーキング委
員会､ 新法人設立検討臨時小委員

会､ 熊日新聞社取材対応､ 九州歯
科医学大会､ 三地区役員連絡協議
会､ 第８回日歯理事会､ 県医療審
議会

学 術：熊本有病者歯科医療研究会・講演
会､ BP製剤講演会

社会保険：保険個別指導､ 個別相談会､ 九州
各県社会保険担当者会､ 社会保険
指導者研修会､ 日本歯科医学会実
施のタイムスタディ調査の内容に
関わる説明会

地域保健：第２回笑顔ヘルＣキャンペーン打
合せ会､ 九州各県地域保健担当者
会､ 8020支援事業､ 学齢期歯科保
健指導者講習会

厚生管理：九州各県医療管理担当者会､ 九州
各県厚生担当者会､ 未就業歯科衛
生士リカバリー研修会

広 報： ｢熊歯会報｣ 10月号校正､ 11月号
編集､ NHKテレメッセ打合せ

学校歯科：県高等学校保健会第２回理事会､
第３回日学歯学術第三委員会､ 県
PTA災害見舞金安全会判定審査
委員会

医療対策：顧問弁護士との協議会､ 菊池郡市
医療苦情・相談研修会､ 医療相談
報告

セ・介護：県介護支援専門員更新研修､ 九州
各県地域保健担当者会､ 口腔保健
センターカルテ・会計チェック､
口腔機能・栄養改善研修会

学 院：役職員会､ 自衛隊隊内生活体験､
入学試験委員会

浦田会長あいさつ

口腔保健条例の制定､ 全国で12番目



熊歯会報Ｈ.22.11

5

国 保：全協理事長・役員研修会､ 社会保
険指導者研修会､ 全歯連通常総会

事 業 課：東京海上との打合せ
以上､ ９月24日から10月21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. 日歯報告・支払基金報告
・保険業法等の一部を改正する法律の一部を
改正する法律案
日歯より､ 法案成立に向けて､ 地元選出
の特に与党・民主党の国会議員への働きか
けについて要請があったため､ 近々､ 県選
出の民主党議員を訪問し､ 要望書を提出し
たい｡

・税制改正に関する要望
日歯と日歯連盟は､ 与党民主党に対して､
所得税・法人税関係 (租税特別措置法26条､
67条)､ 事業税非課税の特例措置の存続､
消費税についての特例措置の構築等の税制
改正に関する要望書を提出している｡

・日歯代議員会､ 同予備代議員の選出
・信書に該当する文書の取扱い
紙レセプトを送付する場合は､ 宅急便は認
められず､ 郵便事業株式会社の信書便しか
利用できないので注意してほしい｡

・歯科医師需給に関する要望
・ (指導・監査に係る) 要望に対する回答
・高知県歯と口の健康づくり条例
条文の中でフッ素についての記載が無く､
代わりに ｢市町村が行う科学的に根拠のあ
る効果的なむし歯予防対策｣ という表現と
なっている｡

・日歯生涯研修の都道府県別データ
本県は､ 参加率は低下しているが､ 達成
率､ 平均取得単位数が伸びている｡ 特に平
均取得単位数について､ 熊本県は全国１位
であり､ 前年度比23.0％増となっている｡

・支払基金報告
免除申請・猶予届の提出状況､ 請求レセ
プトに占める原審査査定の推移等の資料に
ついて､ データから､ 熊本県が全国平均と
比べて､ 点数も件数も大幅に上回っている
ことが読み取れる｡
２. 表彰
・厚生労働大臣表彰

浦田健二 会員 (宇土郡市)
表彰式：第31回全国歯科保健大会

11月６日 (土) ／山形県
・日本歯科医師会会長表彰

増田憲元 会員 (玉名郡市)
表彰式：第31回全国歯科保健大会

11月６日 (土) ／山形県
・文部科学大臣表彰

那須智治 会員 (人吉市)

表彰式：第62回全国学校保健研究大会
11月18日 (木) ／群馬県

・熊本県高等学校保健功労者表彰
伊東 宏 会員 (天草郡市)

表彰式：熊本県高等学校保健研究協議大会
１月21日 (金) ／熊本県

３. 日本歯科医師会選挙人の推薦
日歯代議員：小島博文､ 中嶋敬介 会員
熊本市地区：清村正弥､ 松本一之 会員
城北地区 ：福嶋修治､ 田代正博 会員
城南地区 ：江藤寛文､ 若江秀敏 会員
４. 職員人事
総務課 山西恵美 10月31日付退職
５. 熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例
の制定
本県の条例の成立過程､ 内容についての報
告がなされた｡ なお､ 詳細については､ ｢熊
歯会報｣ 11月号に特集記事として掲載し､ 全
会員へ周知する｡
６. 関係機関・団体からの推薦依頼
・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
中嶋敬介副会長を推薦する｡
(任期：平成22年10月１日～23年９月30日)

７. 名義後援使用依頼
・第９回日本臨床医療福祉学会／日本臨床医
療福祉学会

・第１回熊本スペシャルニーズ歯科研究会講
演会／熊本スペシャルニーズ歯科研究会
８. 平成22年度熊本県学校保健会協力寄付金
本年度の協力寄付金は807,000円であった
との報告がなされた｡
９. ねんりんピック2011に係る協力依頼
・運営委員会委員の推薦 [熊本県ねんりんピッ
ク推進室]
宮坂圭太常務理事を推薦する｡
(任期：平成22年11月１日～事業終了)

・健康フェアへの協力
地域保健委員会にて対応する｡
10. 平成23年度県に対する予算要望書の提出
本会並びに県歯連盟との連名により､ 口腔
保健センター補助金の増額並びに施設設備の
整備費の助成について､ 自民党熊本県連へ要
望書を提出している｡
11. 平成23年度各委員会概算要求協議日程
(案)
今年度の協議日程として､ 11月８日 (月)､
11日 (木)､ 12日 (金) の三日間を予定して
いる旨の報告がなされた｡ なお､ 都合が悪い
場合は専務理事と相談し調整することとした｡
12. 第63回九州歯科医学大会 (佐賀県) 参加
者数及び厚生行事結果

○熊本県参加者
(会員34名､ 従業員･家族５名)

○厚生行事
・野球…ベスト４
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・テニス (団体戦) …準優勝
・剣道 (団体戦) …準優勝
・剣道 (個人戦)
中嶋隆志会員…準優勝 (一般の部)
田ノ上輝会員…優勝 (シニアの部)

・ゴルフ…８位
13. 日歯社会保険担当森岡理事の講演会の開
催
｢社会保険・学術講演会｣
日時：12月25日 (土) 午後４時より
場所：熊本県歯科医師会館４階ホール
14. 平成22年度シニア倶楽部社会保険研修会
日時：10月30日 (土) 午後３時
場所：熊本ホテルキャッスル地下１階
15. 平成22年度シニア倶楽部の運営
日時：10月30日 (土) 午後５時
場所：熊本ホテルキャッスル地下１階
16. 防犯カメラ (学院) の設置
学院敷地内に防犯カメラを６台設置する｡
また設置業者については､ ３社に見積りを依
頼し､ 最も設置費用が安価であった㈲サイト
に決定した旨の報告がなされた｡
17. 学院臨床実習施設 (各郡市)
臨床実習施設について､ 18診療所の申し込
みがあった｡ これらの診療所について､ ２年
生の臨床実習場として登録する旨の報告がな
された｡
18. ヘル歯－元気8020支援事業
今年度の8020支援事業の一つに､ 歯と全身
の健康に関する地域支援があり､ ｢学齢期歯
科保健指導者講習会 (熊本市会場のみ名称が
学齢期歯科保健推進説明会)｣ と ｢歯周病予
防に関する指導者講習会｣ を開催する｡ また､
二つ目として､ 歯周病ハイリスク支援者に関
する医療機関連携､ 推進事業を実施する｡ な
お､ ｢学齢期歯科保健指導者講習会｣ につい
ては､ 委託事業を開催しない地域 (８保健所
圏域) では､ 熊本県主催により同名の講習会
が開催される予定であり､ 本会は講師派遣に
ついて協力をすることになっている｡
19. CT撮影紹介システムの利用
CT撮影紹介について､ システムが整った
ため､ 10月29日付で全会員に文書にて通知し
た｡ また､ 12月18日 (土) に ｢CT撮影に関
する研修会｣ の開催を予定している｡ なお､
CTネットワークについて､ 本会はあくまで
紹介を行うだけであり､ 仲介は行わない等の
報告がなされた｡
20. 委員会事業企画
・社保委員会
｢電子レセプト請求届出手続き説明会｣
○事業実施予定日：平成22年11月20日(土)

午後５時
21. 委員会事業報告
・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｣
○実施時期：平成22年９月24日 (金)

午後７時30分～
・厚生管理委員会

｢厚生・管理講演会｣
○実施時期：平成22年８月28日 (土)

午後３時～５時30分
22. 各会計９月現況
23. 11月行事予定
24. その他
○佐賀県の歯科医師取り消し処分事例

(中嶋副会長)
○九州厚生局への苦情・相談 (前田理事)
○安心・安全歯科医療推進制度の追加修了証
の発行 (牛島理事)

協協 議議
１. 日歯主催の全国地方新聞掲載PRにおけ
る本県の記事内容 (承認)
文言を一部修正の上､ 熊日新聞社へ入稿す
ることとした｡
２. 平成22年度臨時総会の開催 (承認)
会長・監事､ 及び日歯代議員・同予備代議
員の選挙が行われる場合の臨時総会について､
２月５日 (土) 午後３時より開催することと
した｡
３. 通常代議員会・総会までの手続きスケジュー
ル (承認)
通常代議員会・総会までのスケジュール案
について､ 原案通り承認し､ 今後新たに予定
される会務等については､ このスケジュール
を考慮の上､ 実施することとした｡
４. 規程・会則の一部改正 (案) (承認)
・大規模広域事故､ 事件及び地震災害等緊急
出動に関する規程

・熊本県警察歯科医会会則
以上の規程､ 会則について､ 原案通り承
認した｡ なお､ 会則については､ 通常代議
員会に議案として上程することとした｡
５. 部活動補助金交付申請 (承認)
九州歯科医学大会・厚生行事補助金につい
て､ 申請のあったボウリング部､ 剣道部につ
いて､ それぞれを交付することとした｡
６. その他
○ビスフォスフォネートのポスターについて
(牛島理事) (承認)
２案のうち､ 多数決により決定した｡ な
お､ 文字のレイアウト､ フォントサイズを､
より見やすくするために､ 一部調整するこ
ととした｡
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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口腔保健条例は､ 平成22年10月８日 (金)
９月定例県議会で諮られ､ 賛成多数により可
決成立し､ 名称を ｢熊本県歯及び口腔の健康
づくり推進条例｣ として11月１日より施行さ
れる｡ 可決までの道のりを以下のとおり報告
する｡
県議会における自民党議員の一般質問にお
いて平成16年９月議会､ 19年12月議会､ 22年
２月議会で問題提起がなされた｡ このことか
ら本年度､ 自民党県連の文教治安・厚生合同
部会において､ 議員提案条例として準備が進
められることとなった｡
＜経緯＞
○第１回 (４／23) 合同部会が開催され､ 条
例 (案) づくりが始まる｡
○第２回合同部会 (５／７) 県歯科医師会､
県歯科衛生士会との意見交換会を行う｡
(県歯会より､ 条例に組み入れていただきた
い内容を提示し､ 要望した｡)
○第３回合同部会 (５／20) フッ化物洗口の
現場視察 (玉東町木葉小学校・山鹿市八幡
保育所) と視察後､ 関係者との意見交換会
○第４回 (５／27) ・第５回 (７／20) 合同
部会で条例素案についての協議
○歯科保健推進市町村トップセミナー (県下
市町村長対象) において
｢フッ化物洗口によるむし歯のない町づくり｣
｢地域歯科保健におけるフッ化物の応用に
ついて｣ の２題の講演を県が実施 (８／４)
○県歯科医師会から自民党県議会厚生部会長
宛に条例の修正案を提出
○合同部会で県歯科医師会が自民党県議会議
員､ 熊本県関係課､ 養護教諭に ｢歯と口腔
の健康づくりについて｣ の講演を行い､ 意
見交換会を実施 (８／24)

自由民主党､ 民主・県民クラブ､ 公明党､
無所属改革クラブの共同提案による議案とし
て提出すべく､ 超党派による本条例検討委員
会を６月定例議会で承認され発足した｡ 条例
(案) の策定には209人からのパブリックコメ
ントをいただき､ その他のご意見やパブリッ
クコメント対する考え方も公表した｡

自由民主党の溝口幸治議員は ｢関係する歯
科医師等の役割､ 食生活・食育関係者の役割､
家庭の役割､ 関係者の役割を明らかにしたこ
とや､ 歯磨き､ フッ化物洗口を行う学校への
支援を明確に規定したところなどが､ 本県の
特徴ではないか｣ と提案理由の中で述べてい
る｡

ここに条例の全文を掲載する｡ アンダーラ
インは編集部で作成
熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例
(目的)
第１条 この条例は､ 歯及び口腔の健康づく
りが全身の健康の保持増進に重要な役割を
果たしていることにかんがみ､ 県民の歯及
び口腔の健康づくりに関し､ 基本理念を定
め､ 並びに県の責務及び歯科医師等､ 保健
医療関係者､ 教育関係者､ 福祉関係者､ 食
生活・食育関係者及び県民の役割等を明ら
かにするとともに､ 県民の歯及び口腔の健
康づくりに関する施策の基本となる事項を
定めることにより､ 県民の歯及び口腔の健
康づくりに関する施策を総合的かつ効果的
に推進し､ もって県民の健康の保持増進に
寄与することを目的とする｡
(定義)
第２条 この条例において､ 次の各号に掲げ
る用語の意義は､ それぞれ当該各号に定め
るところによる｡
(１) 歯科医師等 歯科医師､ 歯科衛生士及
び歯科技工士をいう｡

(２) 保健医療関係者 保健医療サービスを
提供する者で､ 歯及び口腔の健康に関す
る活動､ 指導､ 助言又は医療行為を行う
もの (歯科医師等を除く｡) をいう｡

(３) 教育関係者 学校教育法 (昭和２２年
法律第２６号) 第１条に規定する学校又
は同法第１２４条に規定する専修学校に
おいて､ 幼児､ 児童､ 生徒又は学生の歯
及び口腔の健康に関する指導を行うもの
をいう｡

(４) 福祉関係者 福祉サービスを提供する
者で､ 歯及び口腔の健康に関する活動､

―可決への道のりと今後―

｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯････････････････････････口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔のののののののののののののののののののののののの健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康づづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣ 可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！�
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指導､ 助言又は医療行為を行うものをい
う｡

(５) 学校等 保育所､ 幼稚園､ 小学校､ 中
学校及び特別支援学校をいう｡

(６) 食生活・食育関係者 地域及び学校等
において栄養指導､ 食生活の相談等食育
推進活動に携わる管理栄養士､ 栄養士､
調理師､ 食生活改善推進員等をいう｡

(７) 保険者 健康保険法 (大正11年法律第
70号)､ 船員保険法 (昭和14年法律第73
号)､ 国民健康保険法 (昭和33年法律第
192号)､ 国家公務員共済組合法 (昭和33
年法律第128号)､ 地方公務員等共済組合
法 (昭和37年法律第152号)､ 私立学校教
職員共済法 (昭和28年法律第245号) 及
び高齢者の医療の確保に関する法律 (昭
和57年法律第80号) の規定により医療に
関する給付を行う全国健康保険協会､ 健
康保険組合､ 市町村､ 国民健康保険組合､
共済組合､ 日本私立学校振興・共済事業
団及び後期高齢者医療広域連合をいう｡

(基本理念)
第３条 歯及び口腔の健康づくりは､ すべて
の県民がその年齢又は心身の状況に応じた
良質な歯及び口腔に係るサービスの提供を
受けることができるようにすることを旨と
して､ 行われなければならない｡
(県の責務)
第４条 県は､ 前条に規定する基本理念 (以
下 ｢基本理念｣ という｡) にのっとり､ 歯
及び口腔の健康づくりに関する総合的かつ
効果的な施策を策定し､ 及び実施する責務
を有する｡
(市町村との連携等)
第５条 県は､ 市町村と連携し､ 及び協力し
て歯及び口腔の健康づくりの施策を策定し､
及び実施するよう努めなければならない｡
(市町村等への支援)
第６条 県は､ 市町村が歯及び口腔の健康づ
くりに関する施策を策定し､ 及び実施する
場合には､ その求めに応じ､ 情報の提供､
技術的な助言その他必要な支援を行うもの
とする｡
２ 県は､ 保健医療関係者､ 教育関係者､ 福
祉関係者､ 事業者及び保険者が行う歯及び
口腔の健康づくりの活動に対し､ 広域的又
は専門的見地からの情報の提供及び助言を
行うものとする｡

(歯科医師等の役割)
第７条 歯科医師等は､ 基本理念にのっとり､
県が実施する歯及び口腔の健康づくりに関
する施策並びに市町村が実施する歯及び口
腔の健康づくりに関する保健サービスに協
力するよう努めるものとする｡
２ 歯科医師等で組織される団体は､ 県民が
行う歯及び口腔の健康づくりに関する取組
を支援するための研修を実施するよう努め
るものとする

(保健医療関係者､ 教育関係者､ 福祉関係者
及び食生活・食育関係者の役割)
第８条 保健医療関係者､ 教育関係者､ 福祉
関係者及び食生活・食育関係者は､ 基本理
念にのっとり､ 県民が行う歯及び口腔の健
康づくりに関する取組を支援するよう努め
るものとする｡
２ 保健医療関係者､ 教育関係者､ 福祉関係
者又は食生活・食育関係者でそれぞれ又は
連携して組織される団体は､ 県民が行う歯
及び口腔の健康づくりに関する取組を支援
するための研修を実施するよう努めるもの
とする｡
(事業者及び保険者の役割)
第９条 事業者は､ 基本理念にのっとり､ 事
業所で雇用する従業員の歯科に関する健康
診断の機会の確保その他の歯及び口腔の健
康づくりに関する取組を行うよう努めるも
のとする｡
２ 保険者は､ 基本理念にのっとり､ 被保険
者及びその被扶養者の歯科に関する健康診
断の機会の確保その他の歯及び口腔の健康
づくりに関する取組を推進するよう努める
ものとする｡
(県民の役割)
第10条 県民は､ 歯及び口腔の健康づくりに
関する知識及び理解を深めるよう自ら努め
るものとする｡
２ 県民は､ 県及び市町村が実施する歯及び
口腔の健康づくりに関する施策又は保健サー
ビスを活用するとともに､ 歯科医師等の支
援を受けることにより､ 歯及び口腔の健康
づくりに関する取組を行うよう努めるもの
とする｡
３ 保護者は､ 家庭において､ その子どもの
むし歯及び歯周病の予防及び早期治療の勧
奨､ 健康な食生活の実現その他歯及び口腔
の健康づくりに関する取組を行うよう努め
るものとする｡
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(歯科保健医療計画)
第11条 知事は､ 県民の歯及び口腔の健康づ
くりに関する施策を総合的に推進するため､
歯及び口腔の健康づくりに関する基本的な
計画 (以下 ｢歯科保健医療計画｣ という｡)
を定めるものとする｡
２ 歯科保健医療計画には､ 次に掲げる事項
を定めるものとする｡
(１) 歯及び口腔の健康づくりに関する基本
的な方針

(２) 歯及び口腔の健康づくりに関する目標
(３) 歯及び口腔の健康づくりに関する施策
(４) 前３号に掲げるもののほか､ 歯及び口
腔の健康づくりに関する施策を総合的か
つ効果的に推進するために必要な事項

３ 知事は､ 歯科保健医療計画を定めようと
するときは､ あらかじめ市町村､ 歯科医師
等､ 保健医療関係者､ 教育関係者､ 福祉関
係者及び食生活・食育関係者の意見を聴か
なければならない｡
４ 知事は､ 歯科保健医療計画を定めたとき
は､ これを公表しなければならない｡
５ 前２項の規定は､ 歯科保健医療計画の変
更について準用する｡
(施策の推進)
第12条 県は､ 県民の歯及び口腔の健康づく
りを推進するため､ 次に掲げる施策を実施
するものとする｡
(１) 県民が生涯にわたり歯及び口腔の健康
づくりについて知識及び理解を深めるた
めに必要な啓発並びに県民の歯及び口腔
の健康づくりに寄与する人材の育成を推
進すること｡

(２) 乳幼児及び少年 (小学校就学の始期か
ら満18歳に達するまでの者をいう｡) に
対し､ 市町村､ 歯科医師等､ 保健医療関
係者及び教育関係者との連携を図り､ 歯
磨き､ フッ化物応用その他のむし歯及び
歯周病の予防のための対策を推進するこ
と｡

(３) 障害者､ 介護を必要とする者又は妊婦
に対し､ 市町村､ 歯科医師等､ 保健医療
関係者及び福祉関係者との連携を図り､
口腔機能の向上又は歯周病の予防のため
の対策を推進すること｡

(４) 前各号に掲げるもののほか､ 歯及び口
腔の健康づくりを図るために必要な施策
を推進すること｡

(学校等への支援)
第13条 県は､ 幼児､ 児童及び生徒のむし歯

及び歯周病を予防するため､ 学校等におけ
る歯磨き､ フッ化物洗口の普及その他の効
果的な取組に関し必要な措置を講ずるもの
とする｡
２ 県は､ 学校等においてフッ化物洗口が実
施される場合は､ 学校保健安全法 (昭和33
年法律第56号) 第５条の規定による学校保
健計画又はこれに準じた計画に位置付ける
ことその他のフッ化物洗口の的確な実施の
ために必要な助言を行うものとする｡
(歯科保健等に関する実態調査)
第14条 県は､ 県民の歯及び口腔の健康づく
りに関する施策を実施するため､ 県民の歯
科保健及び歯科疾患の実態について必要な
調査を行うものとする｡
(年次報告)
第15条 知事は､ 毎年度､ 歯及び口腔の健康
づくりに関する施策を取りまとめ､ 議会に
報告するとともに､ 公表するものとする｡
(財政上の措置)
第16条 県は､ 歯及び口腔の健康づくりに関
する施策を推進するため､ 必要な財政上の
措置を講ずるよう努めるものとする｡

附 則
１ この条例は､ 平成22年11月１日から施行
する｡
２ この条例の施行の際現に定められている
歯及び口腔の健康づくりに関する県の基本
的な計画であって､ 県民の歯及び口腔の健
康づくりに関する施策を総合的に推進する
ためのものは､ 第１１条第１項の規定によ
り定められた歯科保健医療計画とみなす｡

今後の展開
○県内11地域振興局にて歯科関係者､ 市町村
関係者､ 教育委員会､ 学校関係者､ 保育所
関係者などを対象に､ 条例とフッ化物応用
の説明会を開催
○県薬剤師会との意見交換会を継続し､ フッ
化物応用説明会を開催
○熊本県学校歯科研修会 (10／23) にて報告
学校のフッ化物応用ついても研修会開催予
定
○各郡市地域歯科保健担当者会議 (10／30)
においても説明し､ 会員に周知徹底をはか
る｡
条例を推進していくためには会員の先生方
のご支援ご協力が必要です｡

(常務理事 宮坂 圭太)
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熊本県歯科医師会は ｢フッ化物応用に関す

る指針｣ (H20年) の中で､ 関係者や地域住
民の合意に基づくフッ化物応用を推進し､ 熊
本県歯科保健医療計画に掲げられているフッ
化物応用についての目標を達成するために､
各ライフステージにおける関係機関が主体と
なった具体的フッ化物応用プログラムの策定
を学術団体として支援することを表明した｡
この度､ ｢熊本県歯及び口腔の健康づくり

推進条例｣ の制定を受け､ フッ化物応用をと

りまく環境は一変し､ 現状に合った ｢熊本県

歯科医師会としての基本的な考え方｣ をより

踏み込んだ形で示す必要が生じた｡ 今回の

｢フッ化物応用に関する基本的な考え方｣ は

上記の経緯を踏まえて地域保健委員会で検討

したものである｡

【フッ化物応用に関する基本的な考え方】

子どもたちのお口の健康を守り､ 増進させ
ることは家庭・地域社会・学校・専門家が連
携しておこなうべき課題である｡ 歯科医師会
は子どもたちのお口の健康を守るために乳幼
児期及び学齢期のフッ化物利用を優先順位の
高いものとして推奨し､ 全面的に支援するも
のである｡

１. 熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例
の中の ｢フッ化物洗口｣ の位置付け
熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例は

単にフッ化物洗口のための条例ではない｡ 歯

科保健の向上を通じて県民の健康を維持促進

し､ 豊かな生活を手に入れるための一つのス

テップを目指している｡ そのような視野にた

ち歯科保健を推進する手段の一つとして､ む

し歯予防に効果のあるフッ化物の有効利用を

考えていくものである｡

２. フッ化物応用の現状と今後の方向性
フッ化物の利用法は洗口に限らず幾種類も

あり､ 現場や現状に合わせて選択されてきて

おり､ そのむし歯予防効果も実証されている｡

また､ 調剤された洗口液は普通薬として取り

扱われ､ フッ化物洗口はすでに県下の多くの

幼稚園・保育園で実施されており､ 少数では

あるが学校においても実施されている｡ さら

に卒園後も学校でのフッ化物洗口の継続を希

望する保護者の声も多い｡ 全国で最低ランク

に位置する熊本県のむし歯罹患率を考え､ む

し歯予防のさらに先の目標である子ども達の

健康意識向上を促すためにも､ フッ化物洗口

は利用を考えるべきツールである｡

３. むし歯予防の取組について (コミュニティ
ケアとしてのむし歯予防)
むし歯予防は家庭でも積極的に取り組むべ

き課題であるが､ 学校保健安全法の第14条に

｢学校おける疾病の予防処置｣ が定められて

おり､ 当然学校においても取り組むべき事項

である｡

また､ むし歯だけにとどまらず生活習慣の

乱れや健康意識の脆弱化に見られるセルフ・

エスティームの未発達が家庭での教育力､ 生

活力の低下に起因している場合が多い｡ その

ような現状に対して健康格差を是正するため

の地域､ 社会からのサポートとして､ ヘルス

プロモーションにおけるコミュニティケアが

求められていると考えるべきである｡

４. 地域保健推進に関する基本的ルールから
みたフッ化物応用
フッ化物応用に限らず､ 地域保健を推進し

ていく際には､ その地域における政策決定に

関わる人々と保健専門職が､ 正しい情報にも

とづいて保健政策を決定しなければならない｡

説明や議論の基となる情報には ｢議論や検討

に耐えうる科学的根拠 (効果と安全性)｣ が

求められる｡ その点に関しては､ 熊本県のむ

し歯罹患率が全国水準と比較してかなり深刻

―フッ化物応用に関する基本的な考え方―

むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむしししししししししししししししししししししししし歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防とととととととととととととととととととととととと健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意識識識識識識識識識識識識識識識識識識識識識識識識のののののののののののののののののののののののの向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上ををををををををををををををををををををををををめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざししししししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててててててて�
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な状況にあることはまぎれもない事実であり､

また､ フッ化物洗口は集団で行われるとき継

続性が保たれやすく､ その効果と安全性は日

本歯科医学会や日本口腔衛生学会等の多くの

学術的な専門団体により確証されている｡

一方､ 地域における保健政策を決定する場

合､ 一つの方法でなく複数の方法を提示し､

その中からそれぞれの地域に適した方法を選

択し､ 組み合わせるという発想も必要である｡

フッ化物応用についても､ 現場や現状に合っ

た方法と組み合わせについて､ 関係者が一緒

に考えていかなければならない｡

５. 環境整備 (健康格差の是正) と健康教育
(ライフスキル教育) の補完性
健康格差を是正するための環境整備として､

社会全体で子ども達の歯を守るための園や学

校におけるフッ化物応用は､ 子ども達の歯を

守り､ 輝く白い歯とすてきな笑顔をつくり出

す｡ それは､ 子ども達のかけがえのない自信

につながり､ そこに自分自身を大切にする気

持 ｢セルフ・エスティーム｣ の向上がある｡

一方､ 生きる力を育むための健康教育は自

分自身で健康を守ることを身につけ､ 将来に

わたっての健康保持増進につながる｡ つまり

自律的健康管理の修得は､ 環境整備を生涯に

わたって生かすための能力を獲得することに

なる｡ ｢環境整備と健康教育は互いに補完し

あう｣ ということを､ フッ化物応用に関わる

全ての関係者の共通認識とすべきである｡

(地域保健担当理事 田上 大輔)

※ 日歯生涯研修DVDセミナー及びＣＴ研修会

日 時 平成22年12月18日 (土) 14：30～18：30

場 所 熊本県歯科医師会館 ４Ｆホール

(１) ＤＶＤセミナー (14：30～16：15)

日歯生涯研修ＤＶＤセミナー＆ディスカッション

(２) ＣＴ研修会 (16：30～18：30)

講 演 ｢ＣＴ (３Ｄ) データを臨床活用する為に

―依頼する側､ 受ける側の連携に必要な知識を検証する―｣

説明会 ＣＴ撮影ネットワークご利用にあたって

※上記研修会は別々の受講が可能です｡
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平成22年９月18日 (土) 午後４時より県歯

会館において ｢電子レセプト請求免除・猶予

届出手続き説明会｣ が開催された｡

今回は､ 歯科医院経営の根幹でもある､ 電

子レセプト請求に関することとあって200余

名もの参加があり､ 関心の高さが伺えた｡ 当

日は免除・猶予届出の書類の受付を行うため､

支払基金側から３名､ 国保連合会側から２名

の職員の方も参加された

中嶋副会長より電子レセプトに至った経緯

とそれに対する今回の説明会の趣旨の説明が

あった｡ また来賓として支払基金の浦川熊本

支部長よりご挨拶を賜り､ 現在の電子レセプ

ト請求の普及状況を説明され､ 医科､ 調剤は

８割以上だが､ 歯科においては１割にも満た

ないということであった｡

引き続き､ 支払基金の渡辺事業管理課長よ

り免除届出・猶予届出の説明が行われた｡ 免

除に関しては､ レセコン未使用と常勤歯科医

師が全員65歳以上の場合､ 猶予に関しては､

レセコン購入５年 (保守管理契約中) とリー

ス期間中の場合について､ それぞれに関する

用紙記載の注意点並びに添付書類について分

かりやすく説明をされた｡

その後､ 質疑応答に入り､ 多くの会員が電

子レセプト移行に対して疑問や不安を感じて

いるらしく､ 様々な質問があった｡ 完全移行

が平成27年度からのため､ その間の再度の猶

予届出の提出の仕方や､ 手書き免除の場合の

努力義務に強制力があるのかなどいろいろな

観点からの質問が出された｡ 支払基金側から､

それらの質問に対する的確な回答がなされて

有意義な説明会であった｡

説明会終了後は､ 会員が持参した免除・猶

予届出書類､ 添付書類の確認を支払基金､ 国

保連合会の職員の方が行い､ 約130名の会員

が書類のチェックを受け､ 提出を行った｡

最終的に電子レセプト請求は､ 事務の簡素

化､ 算定誤りの軽減を目的としていくためオ

ンラインに収束していく模様である｡

従って､ これからも電子レセプト請求に関

する情報に注意を払っていくことはもちろん､

われわれ社会保険委員会も会員に対する今後

のサポート並びに情報伝達が大事である｡

(社会保険 清水 雅英)

������������ 電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセププププププププププププププププププププププププトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求へへへへ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のののの関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高ままままままままままままままままままままままままるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる

免除・猶予届出書のチェックを受ける参加者

―電子レセプト請求免除・猶予届出手続き説明会―

説明する渡辺基金事業管理課長

挨拶をする中嶋副会長

��
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10月２日 (土) 午後２時より宮崎県歯会館

において ｢平成22年度九州各県社会保険担当

者会議｣ が開催され､ 本県からは､ 前田理事､

田中委員長､ 反後副委員長の３人が出席した｡

今回は､ 各県の社会保険事務局が九州厚生

局に一元化されてから２回目の会議となり､

各県の社会保険委員の連携が重要となるため､

それぞれの先生方が緊張した面持ちの中で始

まった｡

宮崎県歯根井社保委員長の司会進行により､

宮崎県歯鬼村副会長よる開会の辞の後､ 宮崎

県歯田島会長と日歯渡辺常務理事が挨拶を行っ

た｡

お二人の挨拶では共通して､ これからは各

県歯科医師会､ 日歯とのつながりを密にし､

情報を共有して検討中の課題の解決に対応し

ていくことを話された｡

その後､ 出席者の自己紹介の後､ 座長・副

座長を選出し会議の本題に入った｡

最初に日歯渡辺常務理事より日歯報告があ

り､ 保険医療費動向調査の結果報告と平成22

年度診療報酬改定の残された課題と次期改定

への対応について説明された｡

次に､ 各県の事業・予算報告､ 各県提出協

議題､ 日歯への要望等へと会議が進行し､ 各

県提出協議題に関しては､ それぞれの項目に

対して日歯渡辺常務理事がコメント並びに適

切なアドバイスをされたことで協議内容がさ

らに充実し､ 各県からも様々な意見が出され

活発かつ建設的な会議であった｡

協議後の日歯への要望では､ 初めに前田理

事が､ 本県における厚労省の共同指導におい

て日歯の森岡理事に立会っていただいたこと

へのお礼を述べた｡ 本県からの日歯への要望

としては､ 保険診療上の解釈にかかわる様々

な情報を厚労省等と協議して､ 日歯より会員

へ通知していただくようにお願いした｡

全体を通して緊張感のある雰囲気の中､ 非

常に充実した会議であった｡ 全ての日程が終

了した後､ 懇親会の場へ移り､ さらなる情報

交換や意見交換を行い各県の先生方が親睦を

深め､ 九州各県が一体となった１日でもあっ

た｡

(社会保険 反後 雅博)

������������ 次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定へへへへ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のののの課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題とととととととととととととととととととととととと対対対対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応応応応

―九州各県社会保険担当者会議―

日歯との密な連携を!!

各県の連携が重要

保険診療上の解釈を日歯から会員へ！

��
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10月２日 (土) 午後２時より長崎県歯会館

において､ ｢平成22年度九州各県医療管理担

当者会｣ が開催された｡ 本県より､ 医療対策

委員会岡田委員､ 厚生・管理委員会池嶋が出

席した｡ 長崎県歯田川専務理事の開会の辞の

後､ 長崎県歯許斐会長より ｢歯科界の厳しい

状況の中で､ 医療管理の分野は (医療安全､

医療経営､ 税務､ 労務関係､ スタッフの雇用

問題など) 重要である｡ 各県において､ 委員

会の構成､ 範囲も違うため､ 各県において優

先順位もまちまちであるが､ いろいろな視点

から､ 他県の状況､ 意見も聞け､ 委員会の運

営にも非常に有用である｡ 本日の会議が有意

義なものとなり､ 各県の会員の方々の役に立

つことを祈念する｡｣ との挨拶があった｡

座長・副座長選出ののち日歯中尾常務理事

より①介護に関する骨子の件 ②日歯福祉共

済死亡共済金 ③口腔保健法成立が棚上げさ

れている件 ④歯科医師需給問題 ⑤次期診

療報酬改定 (介護保険と同時改定) にむけて

の対策 ⑥国民にむけてのアピールとしての

シンポジウムの件について日歯報告があった｡

その後､ 協議に移った｡

(１) 平成22年度各県医療管理関係事業計画

及び予算

各県より報告

(２) 各県提出協議題

①政府や日歯が推奨する ｢電子マニフェ

スト｣ 制度についての各県の取り組み

【佐賀県】

②電子マニフェストの普及状況

【沖縄県】

①②について協議

電子マニフェストが有用であることは

承知しているが､ 各県とも電子マニフェ

ストの普及率は低い｡ 現在､ 電子マニフェ

ストの取扱業者が１社であるため､ 普及

を勧めることが難しい｡ 沖縄県では､ 団

体契約であるため普及率90％を超えてい

る｡

③歯科衛生士の減少傾向に歯止めをかけ

ようとする事業 【大分県】

④ ｢離職歯科衛生士対策その後の進展・

歯科技工士確保対策｣ 【宮崎県】

③④について協議

歯科衛生士学校の志望者が減少してい

ることに対しての対策……高校へＰＲに

行く､ オープンキャンパス､ 新聞広告､

奨学金貸与など｡ 本県もだが､ 更に深刻

な県も多かった｡ 本県では本年度､ 退職

に歯止めをかけるための講演会 (衛生士

のモチベーションアップを目的とした)

を開催予定である｡ 離職歯科衛生士の掘

り起こし対策……離職歯科衛生士を対象

とした研修会は何県かで実施されている

が､ 本県の研修会の参加者が多い (他県

は有料研修会) 就業までどう結びつける

かが課題と思われる｡

������������ 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全なななななななななななななななななななななななな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とととととととととととととととととととととととと健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全なななななななななななななななななななななななな経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営ををををををををををををををををををををををををささささささささささささささささささささささささららららららららららららららららららららららららにににににににににににににににににににににににに目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指ししししししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててててててて

―九州各県医療管理担当者会―

積極的な意見交換が成された

��
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⑤各県における会員診療所に対する経営

向上のための方策・支援 【佐賀県】

各県学術､ 経営､ スタッフ向け講演会

など様々な研修会を開催｡ ……税務ダイ

ジェスト､ 労務管理手引書の作成・配布

している県もある｡

⑥新型インフルエンザ対策 【宮崎県】

感染防護用品の確保について宮崎県で

はマスクなどの備蓄を完了している｡ そ

の他の県では､ 備蓄も含め対策は本年度

はとくに進んでいないとのこと｡

⑦過度な広告 【鹿児島県】

各県対応はほぼ同じ (適切な広告につ

いての情報を会員向けに提供)

⑧各県におけるヒヤリハット事例及びそ

の対処法またはスタッフ教育

【佐賀県】

⑨各県における歯科医院のリスク管理

【佐賀県】

⑧⑨協議

ほとんどの県において対策書を作成

している｡

ヒヤリハット事例をまとめて会員向

けに配布し医療安全の講演会を開催し

ている……宮崎県

医療事故､ 苦情について､ 詳細や特

定できる内容は変えて会員へある程度

開示している県と全くしていない県と

がある｡

⑩歯科衛生士初任給基準額 (参考額) の

設定 【長崎県】

３年課程に移行したことに伴って対

応もまちまち｡ 各歯科医院に任せてい

る､ 参考額を提示している､ １万円アッ

プを会員に通知しているなど｡

(３) 日歯への質問

①｢都道府県医療安全・医療管理・税務

担当理事連絡協議会｣について､ 今後

の開催予定をお聞かせください｡ ……

２年に１度の開催だが､ １年に１度に

できないか……【福岡県】

予算にも関わることなので､ 要望と

して持ち帰り報告する｡

②医院に常備する救急薬剤について､

日歯のお考えをお聞かせ願いたい｡

【佐賀県】

歯科医師会が一括購入して各医院に

配布することは自粛して頂きたい｡ お

のおので対応願いたい｡

③電離放射線漏洩検査において､ 歯科医

師会で測定器を購入して歯科医師が測

定したものを検査記録として認められ

るか 【鹿児島県】

……認められる

(４) 九州各県医療管理担当者会の開催時期

について

現行どおり､ ｢10月の第１土曜開催｣

を基本とする､ と決定｡ 例外として各県

担当者会が開催地として重なった場合は

担当県が開催日を検討する場合もある｡

以上､ 積極的な意見の交換があり､ 途

中時間も気にされたが､ 次期開催県挨拶､

長崎県歯福富副会長の閉会の辞をもって

終了した｡

来年､ 本担当者会は熊本にて開催予定

である｡

(厚生・管理 池嶋由希)厳しい状況のなかで医療管理は重要
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10月２日 (土) 午後２時より大分県歯会館

２階ホールで､ ｢平成22年度九州各県広報担

当者会議｣ が開催された｡ 本県から加藤理事､

佐藤副委員長の２名が出席した｡

大分県歯古賀副会長開会の辞の後､ 大分県

歯丸尾会長ならびに日歯小谷田常務理事の挨

拶があり､ 座長に大分県歯柴崎理事､ 副座長

に福岡県歯安河内室長を選出した｡

続いて小谷田常務理事より日歯報告があり､

患者の目線から歯科医療に期待することを提

言としてまとめる ｢生きがいを支える国民歯

科会議｣ の概要説明があった｡ また今年も11

月７日､ いい歯の日前日の全国地方紙新聞に､

日歯と都道府県歯がコラボして広告を載せる

ことが､ 決定している旨の報告があった｡

提出協議題
１) ホームページ・携帯サイト関連

各県共に会員専用ページのアクセス数

を増加させるのに苦慮しているようであ

る｡ 魅力あるコンテンツを検討しアクセ

ス数を伸ばしていくよう課題が残された｡

また携帯サイトでは若い人のアクセスが

多いことから､ 衛生士学校の情報を発信

すればという意見があった｡

２) 対外ＰＲ活動

各県共にテレビ・ラジオ・新聞等マス

コミを活用する広報活動が非常に大切で

あるという認識はしているが､ 費用対効

果の面から積極的なＣＭは行わず県歯側

から各メディアへ情報提供を行い取材依

頼し報道に取り上げてもらえるようにし

ているに留まっている｡

また各報道機関とのパ

イプ作りを充実させる

ためメディアの医療担

当者との意見交換会を

行なっている｡ 本県と

しても､ 現在年間５回

のテレビ出演があり､

また地元新聞にコラム掲載を企画中であ

るので､ これらを継続しさらに拡張して

いかなければならない｡

３) 会報誌関連

会報誌において､ 毎月発行と隔月発行

にしている県が半々であるが､ 情報の鮮

度を保ちタイムラグを少なくするために

は毎月発行は欠かせない｡ またコスト削

減という観点から隔月発行にしている県

と比較しても本県の予算はさほど変わら

ない｡ 本県としては､ 会員へのサービス

のためにも毎月発行を継続していく予定

である｡

日歯への要望
本県要望 ｢噛むことの大切さを国民にア

ピールする啓発を目的とするテレビＣＭは

できないか｣ 予算的には非常に苦しい｡ 費

用対効果､ 国民全体へのアピールを考える

と新聞掲載が妥当と思われる｡ しかし都道

府県からの意見が強く出れば､ 日歯として

も対応していく｡

今回Web siteの活用により､ 会報誌の

これからのあり方についても意見が出され

次年度への協議持ち越しとなった｡ 全県､

費用対効果を常に念頭に置き､ 少しでも会

員のためになる活動を練るための充実した

会議であった｡

(広報 佐藤 昭彦)
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―九州各県広報担当者会議―�����
今年も全国地方新聞に広告掲載

日歯小谷田常務
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10月30日 (土) 佐賀県歯会館において九州

各県学術担当者会が行われ､ 本会からは学術

担当理事牛島が出席した｡ 佐賀県歯の塚本専

務理事の開会に続き､ 佐賀県歯の寺尾会長か

ら挨拶があり､ ２週間前に行われた九地連に

おける各県の参加協力のお礼を述べられた｡

続いて日歯学術委員会の佐貫直通委員長が挨

拶を述べられた｡

出席者紹介のあと､ 座長に佐賀県歯経営管

理部の林田俊彦理事､ 副座長に長崎県学術担

当の村橋秀夫理事が選出された｡ まず日歯の

佐貫直通学術委員長より日歯報告があり､ Ｅ

システムの活用状況や日歯生涯研修セミナー

および日歯生涯研修ライブラリーなどの説明､

学会との連携などの話があった｡

続いて協議事項に入り､ (１) 平成22年度

各県学術関係事業計画および予算 (２) 各県

提出協議題 (３) 日歯への質問要望 (４) 九

州各県学術担当者会の開催時期 (５) その他

の項目について協議がなされた｡ 各県提出協

議題としては､ (１) 特別研修への対応 (２)

Ｅシステムの運用 (３) 市郡学術委員会との

すみ分け (４) 同窓会学術との協議会 (５)

市民公開講座 (６) 訪問診療口腔ケア関連の

講演会 (７) 能動的研修事業 (８) 異業種と

の連携講演会 (９) 紙媒体の電子化 (10) 生

涯研修制度への取り組み (11) 学術講演会の

企画運営 (12) 講演会のデータベース化

(13) 会員の研修レベルアップがあり､ それ

ぞれについて､ 各県の対応や意見等が協議さ

れた｡ 特に本会の安心・安全歯科医療推進制

度自体に関して､ あるいはそれに付随して日

歯生涯研修の単位獲得向上に関する質問も多

く､ また日歯も生涯研修に対するインセンティ

ブをどう会員に与えるかという点について､

本会の制度を参考にさせていただいている旨

の発言があった｡

次に各県からの日歯への質問要望があり､

(１) 新型インフルエンザ (２) 日歯生涯研

修の今後の展開 (３) 生涯研修セミナーのテー

マ (４) 生涯研修セミナー講師選定 (５) 日

歯生涯研修の専門医制度の展望 (６) 日歯コ

ンテンツの著作権､ それぞれについて､ 日歯

佐貫学術委員長から丁寧な回答があった｡

最後に佐賀県歯の古賀正章常務理事の挨拶

により閉会した｡ 会議終了後は四季彩ホテル

千代田館にて懇親会が行われ､ 時間の都合上

会議では十分話を聞くことができなかったこ

となどについて､ 各県膝を交えて話し合うこ

とができ､ 有意義な時間を過ごすことができ

た｡ 折しも当日は九州一周駅伝が佐賀を通過

する日で､ また唐津くんちやバルーンフェス

タ間近とあって､ 佐賀市全体が活気づいてい

たようであった｡

(学術 牛島 隆)
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―九州各県学術担当者会―�����
安心・安全歯科医療推進制度に多くの関心が寄せられた

発言する牛島理事
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第１回天草郡市三師会学

術研究会が８月21日 (土)
午後５時よりホテルアレグ
リアガーデンズ天草で行わ
れた｡
『医歯薬の三師会の連携

を密にするために､ それぞ
れに関係がある項目の勉強

会を一緒に行う』 という趣旨で計画され､ 第
１回の今回は､ テーマを ｢ビスフォスフォネー
ト関連顎骨壊死 最新のコンセンサスは？ ｣
として学術研究会が行われ､ 多くの医師､ 歯
科医師､ 薬剤師が参加した｡
医科の方より骨粗鬆症の治療で有名な公立
玉名中央病院中野哲雄院長に ｢ビスフォスフォ
ネートの功罪｣ で第１講演をいただき､ 歯科
の方から熊本大学口腔外科の篠原正徳教授に
｢ビスフォスフォネート製剤による顎骨壊死
について その診断と治療 ｣ で第２講演を
いただいた｡
第１講演でビスフォスフォネートの作用機
序を具体的な処方症例を交えて説明がなされ
た｡ 第２講演で実際の顎骨壊死の症例とその
治療経過が示された｡
ビスフォスフォネート製剤については近年

処方されてい
る患者に顎骨
壊死の報告が
相次ぎ､ 歯科
にとって治療
時のリスクと
して捉えられ
ている｡ この
リスクをどう
評価するか､
現時点での明
確な基準が分
からず､ 歯科医師にとって臨床で戸惑う問題
になっている｡
今回の講演会では患者のQOLに重点をお
き､ なおかつどういう場合(処方期間､ 内容)
が危険かということに言及しながらの講演で
あった｡ 特に第２講演で篠原教授が ｢ビスフォ
スフォネートには謝らなくてはならない｣ と
の切り出しで話をされたのが様々な意味を含
んで印象的だった｡
我々は処方を受けた患者の歯科治療を安全
に行うためにも､ 患者の服薬情報を把握して
適切な判断をしなければならない｡

(内崎 祐一)

天草

真剣な表情の参加者

残暑厳しい９月４日 (土)
より１泊２日の日程で会員
旅行が開催された｡ 昨年の

雲仙に続いて２年連続の開催である｡
当日は午前９時に荒尾駅前に集合し､ バス
で車路､ 本日の目的地である安芸の宮島､ 厳
島神社を目指した｡ 車中では､ 早速ビールで
酒盛りが始まり, これから始まる楽しい旅へ
のはなむけの祝杯をあげた｡ 途中､ めかりサー
ビスエリアで休憩をはさみ､ バスで弁当の昼
食を済ませ､ 午後２時ごろ宮島口に到着し､
渡船で航路､ 宮島に渡り､ 厳島神社､ 紅葉谷
公園､ 宮島ロープウェイで観光し参加者全員
が初体験となる日本三景の一つ､ 安芸の宮島
を楽しんだ｡ 観光を終え､ ロープウェイの駅
より帰路､ 桟橋へはみんなで徒歩で向かうこ
とに､ 酷暑の折できるだけ近道で行きたい私
たちは､ 行きに通った神社を経由するルート
ではなく､ 案内看板に従い桟橋を目指した｡
｢なんかおかしくない？｣ 誰かがつぶやいた
時には山の上､ はるか眼下に桟橋を見下ろす
所に私たちは居た｡ 選択したルートは山越え
して桟橋に向かう車道であった｡ このまま進
むか､ 戻るか話し合った結果､ 進むことに｡
約１時間のトレッキングをこなし､ ｢バスで
飲んだアルコールが全部抜けた｡｣ の感想を
残し､ 無事に桟橋に到着する事が出来た｡ 宮
島での滞在時間は予定より１時間伸び３時間

荒尾 ―会員旅行―
となり､ 午後
５時半ごろ本
日の宿､ 宮島
グランドホテ
ルに到着した｡
チェックイン
後大浴場で宮
島でかいた汗
を流し午後七
時から宴席が
開かれ､ 午後
９時迄瀬戸内
海の食材を堪能し杯を交わした｡
２日目は､ 朝食を済ませ､ 午前７時半に宿
を後にし､ 呉の大和ミュージアムに午前８時
半に到着し､ 約２時間に亘って､ 戦艦大和､
呉造船所にまつわる展示品を見学した｡ 興味
深い展示の数々に､ 時間が足りないと訴える
参加者が大半で､ 後ろ髪をひかれつつミュー
ジアムを後にした｡
バスは最後の訪問地､ 岩国錦帯橋に午前11
時半に到着し､ 地元の名物､ 岩国寿司の昼食
を取ってから錦帯橋見学へ｡ ロープウェイで
岩国城に向かうもの､ 資料館を見学するもの
に分かれ､ 各々錦帯橋を満喫した｡ 多くの土
産物と､ 楽しかった旅に疲れた参加者を乗せ
たバスは午後６時､ 荒尾に無事到着し今回の
旅行は終了した｡ (馬場 一英)

�� � �����
安芸の宮島
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10月１日 (金) 健康診断

終了後の午後８時より､ 菊
池市 ｢笹乃家｣ にて例会お
よび医療対策セミナーが開
催された｡
まず､ 荒木会長が挨拶を

兼ね､ 公益法人制度改革に
むけての郡市会の動きにつ

いて説明を行った｡ 次に､ 還暦を迎える三隅
会員､ 原田会員に記念品が贈呈され､ 両会員
が ｢まだまだ気持ちを若くもって頑張ります｣
と挨拶した｡
その後､ 宮川副会長による代議員会報告､
各担当理事による委員会報告がなされ､ 特に
レセプト電子化免除・猶予届けを希望する場
合は手続きを急ぐようにとのことであった｡
引き続き県歯より片山医療対策理事を招き､
医療対策セミナーが開催された｡
今回､ 片山理事は､ 県歯より送付した ｢医療

安全管理対策
書｣ 十二分に
活用してほし
いと強調され
た｡
たとえば患

者側から歯科
医院でどのよ
うな安全管理
対策を行って

いるか､ などの質問が出た場合に有効である
との説明があった｡ さらに具体的な使用方法
としてヒヤリハット報告書､ ミーティング議
事録などの記入方法を示された｡
その後､ 最近増加している個々の医療相談
事例から３例ほど取り上げて､ 具体的な対応､
注意すべき点について説明があった｡
片山理事は､ ｢簡単な言葉であるが 『説明
と同意』 がもっとも重要であり､ くどいくら
いに患者に説明すべきである｡｣ と締めくく
られた｡
郡市会では､ 毎年この時期に例会とあわせ
て医療対策セミナーを開催している｡ 昨今の
医療苦情相談件数の増加も勘案し､ 毎年継続
して行うことで､ 会員と患者との良好な相互
関係の構築の一助となればよいと感じた｡

(城 敦哉)

菊池

まだまだ気持ちは若い

10月２日 (土) 阿蘇郡市
医師会館において､ 救急薬

品､ 救急対応について国立病院機構熊本医療
センターの中島 健歯科口腔外科医長を講師
に迎えおよそ２時間にわたり講演があった｡
歯科医院に備えるべき救急薬品 (アドレナ
リン注0.1％シリンジ､ ニトロペン舌下錠､
バイアスピリン､ セルシン等)｡ 救急に必要
な器具 (AED､ 酸素ボンベ､ リザーバー付
バッグバルブマスク [B.V.M] 等) について
の説明｡ ヒヤリハットニアミスを減らせば医
療事故は防げる (減らせる) という事｡ アナ
フィラキシーや薬物のショック等､ さまざま
なショックがある｡ しかし実際のところ､ ショッ
クの大半は､ 神経性ショックで患者の痛み､
不安等で起こる事が多く日々の診療の中で問
診､ 特に診療前の患者の体調チェック等が適
切に行われることでかなり防げるのではない

阿蘇 ―救急薬品､ 救急対応についての講演会―

かという話であった｡
講演会終了後､ 懇親会にも参加してもらっ
て､ 多くの質問にも答えて頂いた｡ どうもあ
りがとうございました｡

(乕谷 真)

��������������
診療前の体調チェックが重要

医療安全管理対策書を活用してほしい
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10月９日16時より八代ロ

イヤルホテルにて平成22年
度八代歯科医師会総会が行
われた｡
進行役を中川専務理事､

議長に坂井会員､ 副議長に
若槻会員が選出された後､

増田会長から電子レセプト請求免除・猶予届
出､ 平成25年から実施される新高齢者医療制
度の負担増に対する展望､ そして口腔の健康
づくり推進条例が県議会に提案され､ 今後ど
のような方向付けをされるか熱い視線が注が
れているとの言葉があった｡
県歯の医療対策委員会副委員長でもある岡
田会員から会員にモラルの向上を呼びかけた｡
会務､ 会計､ センターなどの経過報告ならび
に議事として平成21年度の決算の承認を求め
る第１号議案から第４号議案まで全会一致で
滞りなく決議された｡ その後､ 県歯中嶋副会
長より電子レセプト請求免除・猶予届出､ 混

合歯列期の処置､ 歯科疾患管理料など詳しい
説明と質疑応答があった｡
総会終了後､ 来賓を招いて懇親会が行われ
た｡
懇親会では素晴らしい料理が振舞われ､ あ
ちらこちらで歓談の輪が作られた｡
最後に福田民男会員より来賓に感謝の言葉
と日本の明るい未来を祈り万歳三唱し､ 会は
終了した｡ (山口 貴久)

八代

議案は全て承認可決

平成22年９月５日 (日)
午前９時30分より､ 人吉市

人吉第二中学校にて､ 平成22年度熊本県総合
防災訓練が行われた｡ 訓練は､ 熊本県の主催
のもと､ 人吉市､ 錦町､ あさぎり町､ 多良木
町､ 湯前町､ 水上村､ 相良村､ 五木村､ 山江
村及び球磨村､ 芦北町の共催で実施され､ 63
機関､ 団体約1000名が参加した｡
蒲島熊本県知事の挨拶､ 田中人吉市長の挨
拶後に､ 各部門にわかれて行われた｡ 各部門
では､ 熊本県警察医会川口陸奥男会長､ 熊本
大学大学院法医学分野西谷陽子教授の挨拶後
訓練が始まった｡ 概要は､ 大雨のため人吉市
が一部地域で避難勧告を発令｡ 土砂崩れなど

により死者
が出たとの
想定で､ 検
視訓練を行っ
た｡
県歯は､

医師会と合
同で歯牙標
本を用いた
身元不明者
死体の個人

人吉 ―熊本県総合防災訓練―

識別訓練を実施した｡ 警歯科医会の犬束美尚
会員､ 人吉代表の武末憲一会員､ 球磨郡代表
の中原孝典会員､ ベテランの先生方の指導の
元で滞りなく検視活動を終了した｡
私が特に検視について驚いたのは､ 矢毛石
陸男会員の話の中で､ うじ虫の大きさで死体
の死亡時刻を割り出すことや､ うじ虫を擦り
つぶして検査することにより､ 生前その人が
どのような物を常習していたかが見当がつく
ことだった｡ 白骨した死体の少ない情報の中
で､ 歯というものが検視に重要な役割を示す
ということが分かった｡

(瀬戸 雄行)

�����������
検視を行っている場面

歯が検視に重要であることが分かった
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９月20日 (祝)､ 熊本県民総合運動公園野球場にて渡辺賢治専務理事始球式のもと６県対抗親
善野球大会が行われた｡ 毎年九地連野球大会の前哨戦として行われるこの大会も今年で22回目を
迎えた｡

熊歯打線爆発､ ２連勝!!
―第22回６県対抗親善野球大会―

(井上 真樹)

第一試合

木屋好リリーフ､ 上田６県対抗８年ぶり勝利

熊 本 ０ １ ０ ０ ０ ０ ６ ７
宮 崎 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

(熊) 山口､ 河合､ 木屋､ 上田―渡辺洋
(宮) 前田､ 土持―弓場
▽三塁打 西 (熊) 山口 (熊)
▽二塁打 井口 (熊)

参加者：菅原､ 藤本､ 上田､ 有田､ 中山､
河合､ 渡辺洋､ 吉崎､ 右山､ 井口､
田中､ 井上､ 井野､ 西､ 福井､ 宮本､
椿､ 山口､ 木屋､ 渡辺裕､ 樋口､ 原田､
江頭､ 村上､ 吉住､ 結城､ 岡､ 久保

(その他の試合結果)
福岡南５－０佐賀 福岡西８－６鹿児島
福岡西３－２佐賀 宮崎 ３－４福岡南
謝辞：早朝よりお世話して頂きました (株)

カドカワの吉住央氏と優メディックス
の結城秀士氏にこの場をお借りしまし
て厚くお礼を申し上げます｡

第一試合
先発山口が先頭打者に２球投げたところで
負傷降板｡ 緊急登板の河合が１点を失うが､
３番手の木屋が４回を無失点に抑えた｡ 打線
は先制された直後に山口の三塁打を足がかり
に同点とするが､ その後は得点圏に走者を進
めることがあったが､ ホームまで迎えること
ができなかった｡ ようやく７回に井口と田中
の連打などで一死満塁のチャンスを作ると､
渡辺洋の２点適時打で勝ち越した｡ その後も
内野守備の乱れや西の左越え３点適時三塁打
などでさらに得点を加えて､ ６点のビックイ
ニングとした｡ 尚､ ６回から登板した上田が
２回を無失点に抑えて､ 本大会８年ぶりの勝
利投手となった｡

尚､ MVPには木屋と河合が選ばれた｡

第二試合
初回に先制されるが､ すぐ裏の攻撃で福井
の二塁打を足がかりに田中の左前適時打で同
点に追いついた｡ 続く２回には失策と四球で
チャンスを貰うと､ 右山の中前適時打で勝ち
越した｡ その後も福井の犠飛などで２点を加
えると､ ２点差に迫られた５回には田中､ 河
合､ 渡辺裕の３連続安打や江頭の中前２点適
時打などでさらに３点を加えた｡ その後も６
回に福井の右越え二塁打で駄目を押した｡ 河
合は３失点完投勝利｡
本稿が掲載される頃は九地連の結果はわかっ
ているが､ 昨年からの課題であったタイムリー
欠乏も改善された｡ 山口の負傷は少し心配で
はあるが河合は順調な仕上がりをみせて､ 本
大会に向けて大きな弾みになる大会であった｡

第二試合

河合完投勝利

鹿児島 １ ０ ０ １ ０ ０ １ ３
熊 本 １ ３ ０ ０ ３ １ ｘ ８

(鹿) 中園―山口
(熊) 河合―田中
▽二塁打 福井２ (熊) 田中 (熊)

好リリーフの木屋投手

ナイスボール??
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全日本歯科医師ソフトテニス大会
―本県より２名参加―

平成22年９月19日 (日)､ 愛知県名古屋市

東山公園テニスセンターにおいて､ 第56回全

日本歯科医師ソフトテニス大会が開催された｡

大会前日９月18日 (土) には､ 名古屋国際

ホテルで懇親会があり､ 大会会長の愛知県歯

の宮村会長､ 日本歯科医師ソフトテニス連盟

武田会長の挨拶の後､ 地元名古屋で人気のハ

ワイアンバンドの余興とともに､ 大会参加者

の親睦がはかられた｡

大会は９時より開会式があり､ その後30℃

を越す真夏日の炎天下のもと､ 白熱した試合

が行われた｡

熊本県からは､ G・OBの部に千場敏昭会

員 (熊本市)､ OBの部に川瀬博美会員 (下益

城郡) が参加し､ G・OBの部で､ 桃谷 (佐

賀県) ・千場組が優勝､ OBの部で､ 佐藤 (福

岡県)・川瀬組が優勝した｡

試合終了後､ ビアパーティーが行われ､ 来

年開催の東京都有明テニスの森公園テニスコー

トでの再会を約束して終了した｡

(川瀬 博美)

凄いぞ！ ２名とも優勝

日本歯科新聞フォトコンテスト
日本歯科新聞で表紙を飾る写真を募集しています｡ 奮ってご応募ください｡

募 集 概 要
■選 考 基 準 日本歯科新聞の新春特集号を飾るにふさわしいもの｡ テーマは ｢絆｣｡

デジタル写真､ 紙焼きとも可｡ デジタル写真はJPGEデータ､ 紙焼きは六つ
切りサイズに限ります｡

■応 募 資 格 歯科医療従事者､ 歯科関連大学､ 企業､ 団体所属の方｡ １人１点｡ 未発表
のものに限ります｡

■応 募 方 法 写真タイトル､ 氏名､ 住所､ 電話番号､ 年齢､ 職業を記入の上､ メールに添
付して送付､ または紙焼きもしくはデータの入ったCD-Rを郵送して下さい｡
応募作品は返却いたしません｡ 予めご了承ください｡

■締 め 切 り 2010年12月３日 (金) 必着
■賞及び賞品 最優秀賞 賞状､ 賞金３万円

優 秀 賞 賞状､ 賞金１万円
特 別 賞 賞状

■発 表 日本歯科新聞 新春特集号 (2011年１月１日付) 紙面

問い合わせ・送付先
〒101-0061 東京都千代田区三埼町2-20-4
㈱日本歯科新聞社 ｢フォトコンテスト｣ 係

E-mail : jdl@yacht.ocn.ne.jp
TEL : 03-3234-2475 (担当：竹前・伊藤)
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

�宗 康隆
(タカムネ ヤスオ)

熊本市本荘1-1-1

熊本大学医学部附属病院

勤勤務務医医会会員員

中井 大史
(ナカイ ダイシ)

熊本市子飼本町4-14

伊東歯科口腔病院

添島 義和 先生
平成22年10月２日 ご逝去 73歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和38年４月22日
宇治 信孝 先生
平成22年10月29日 ご逝去 66歳�郡 市 名：阿蘇郡市�入会年月日：昭和48年４月１日



10月 

場所 行事内容 時間 曜日 日付 

熊本市 

支払基金 

県歯会館 

日歯会館 

スクワール麹町 

ホテルクレメント徳島 

日歯会館 

日歯会館 

日歯会館 

熊本テルサ 

県庁 

武雄センチュリーホテル 

武雄市文化会館 

佐賀県各所 

県歯会館 

県歯会館 

県歯会館 

日歯会館 

高知新阪急ホテル 

高知新阪急ホテル 

県歯会館 

県歯会館 

茨城・つくば国際会議場 

学院校舎 

ホテルキャッスル 

県歯会館 

ホテルキャッスル 

ホテルキャッスル 

長野県・松本市 

故添島義和会員（熊本市）告別式弔辞奉呈 

第708回支払基金幹事会 

第13回常務理事会 

第６回日歯対外PR小委員会 

全歯連通常総会 

九州・中国・四国地区役員連絡協議会 

ベストスマイル賞最終審査 

第６回日歯ホームページ企画小委員会 

第６回日歯対内広報小委員会 

県保健医療推進協議会 

第２回県医療審議会 

九地連役員会 

九州歯科医学大会 

九州歯科医学大会厚生行事 

第14回常務理事会 

社会保険小委員会 

学院入学試験委員会 

第８回日歯理事会 

四国地区役員連絡協議会全体会 

四国地区役員連絡協議会分科会 

第７回選挙管理委員会 

第７回理事会 

全国学校歯科保健研究大会（至29日） 

第２回未就業歯科衛生士リカバリ－研修会（１日目） 

シニア倶楽部社会保険研修会 

各郡市地域保健担当者会 

シニア倶楽部 

熊大薬学部創立125周年記念式典 

一志忠廣日歯常務監事旭日小綬章受章祝賀会 

12:00

15:30

19:00

14:00

13:00

15:00

16:00

13:00

15:00

14:00

15:40

11:00

13:30

‐ 

19:00

20:45

19:30

13:00

15:30

９:30

19:30

19:00

10:00

９:30

15:00

15:30

17:00

10:00

16:30

月 

火 

水 

木 

土 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

火 

水 

木 

土 

日 

月 

火 

木 

土 

日 

土 

10月４日 

10月５日 

10月６日 

10月７日 

10月９日 

10月12日 

10月13日 

10月14日 

10月15日 

10月16日 

10月17日 

10月19日 

10月20日 

10月21日 

10月23日 

10月24日 

10月25日 

10月26日 

10月28日 

10月30日 

10月31日 

10月２日 

出席 摘要 日付 所管 

清村議長、増田副議長他全議員、浦田会

長他全役員 

浦田会長他全役員 

宮坂常務理事、田上・大林・加藤理事、齊

藤理事（熊本市）、長山理事（宇土郡市） 

加藤・竹下理事 

宮坂常務理事、澤田事務局長 

浦田会長 

小島副会長、渡辺専務理事、西野常務理事、

八木理事、永田委員長 

浦田会長 

浦田会長 

浦田会長 

浦田会長他常務理事以上全役員、八木理

事 

浦田会長 

宮坂常務理事、田上・大林理事他 

八木委員長、西野委員、吉永会計士 

小島副会長 

臨時代議員会 

〔議事〕第１号～第９号議案 

〔協議〕（1）公益法人制度改革　（2）未入会者対策　（3）時局対策 

第６回理事会 

（1）新入会員の承認　（2）各委員会の平成23年度事業計画・予算　（3）部活動補助金交付申請　ほか 

第２回学齢期歯科保健指導者講習会ワーキング委員会 

（1）学齢期歯科保健指導者講習会 

熊日新聞社取材対応 

在宅歯科医療連携室事業打合せ県庁担当者からの説明 

第６回日歯広報正副委員長及び小委員長打合会（日歯会館） 

新公益法人制度勉強会 

講師：公益法人支援協会幹部３名 

一志忠廣日歯常務監事旭日小綬章受章祝賀会（長野県・松本市） 

故添島義和会員（熊本市）告別式弔辞奉呈（熊本市） 

第708回支払基金幹事会（支払基金） 

第13回常務理事会 

（1）３月の通常代議員会・総会までの手続きスケジュール　（2）ねんりんピック2011に係る協力依頼 

（3）平成23年度県に対する予算要望書の提出　ほか 

第６回日歯対外ＰＲ小委員会（日歯会館） 

学齢期歯科保健指導者講習会事前打合せ 

（1）（熊本県主催）学齢期歯科保健指導者講習会の講習内容 

新法人設立検討臨時小委員会 

元島博信会員出版記念会（ホテルキャッスル） 

25日 

27日 

28日 

29日 

10月１日 

２日 

４日 

５日 

６日 

７日 

９月24日 

総務 

澤田事務局長他１名 県議会９月定例会（県議会）「熊本県歯及び口腔の健康づくり条例」可決 ８日 
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出席 摘要 日付 所管 

H.22.11

八木理事、高橋副委員長他１委員 

浦田会長、小島副会長、渡辺専務理事、西

野常務理事、澤田事務局長 

中嶋副会長 

前野副会長 

浦田会長 

浦田会長 

浦田会長 

小島副会長 

宮坂常務理事 

浦田会長 

渡辺専務理事、宮坂常務理事他３理事、江
藤会長・玉置専務（上益城）犬束専務（玉名）、
永田専務（水俣芦北）、明受理事（菊地）、
小田理事（天草） 

渡辺専務理事、八木理事、永田委員長他１

委員 

浦田会長 

浦田会長、渡辺専務理事 

田尻係長、木下書記 

浦田会長 

浦田会長、渡辺専務理事 

浦田会長、渡辺専務理事 

小島副会長、渡辺専務理事、西野・伊藤常

務理事、牛島理事、堀田委員 

浦田会長他常務理事以上全役員、八木理

事 

浦田会長 

牛島理事、井上副委員長他３委員 

小島副会長、牛島理事 

田中委員長他３委員 

中嶋副会長、勇・前田理事、田中委員長他

全委員 

前田理事、金本・橋本委員 

前田理事、田中委員長、反後副委員長 

勇理事、清水副委員長 

勇理事、清水副委員長 

反後副委員長他１委員 

浦田会長、中嶋副会長、西野常務理事、勇・

前田理事 

宮坂常務理事、田上・加藤理事 

田上理事、川瀬委員長 

田上理事、川瀬委員長他全委員 

水上正太会員 

池嶋委員長、岡田副委員長 

竹下理事、有働副委員長他４委員 

北川隆之会員 

池嶋委員長、岡田副委員長 

小島副会長、渡辺専務理事、西野常務理事、

竹下理事他５委員 

前野副会長 

稲留裕士会員 

総務小委員会　（1）ガイドブック校正 

九州・中国・四国地区役員連絡協議会（ホテルクレメント徳島） 

八代歯会総会懇談会（八代ロイヤルホテル） 

陸上自衛隊西部方面隊創隊五十五周年記念行事（陸上自衛隊健軍駐屯地） 

ベストスマイル賞最終審査（日歯会館） 

第６回日歯ホームページ企画小委員会（日歯会館） 

第６回日歯対内広報小委員会（日歯会館） 

第４回県医療・保健・福祉連携学会第４回企画実行委員会 

学校薬剤師へのフッ化物応用についての説明（県薬剤師会館） 

県保健医療推進協議会（熊本テルサ） 

8020支援事業ワーキング委員会 

（1）歯周病予防に関する指導者講習会 

（2）歯周病ハイリスク者の支援に関する医療機関連携の推進 

総務小委員会 

（1）選挙管理委員会　（2）新入会員研修会 

第２回県医療審議会（県庁） 

九州歯科医学大会厚生行事（武雄市文化会館） 

九州歯科医学大会受付事務職員説明会（武雄市文化会館） 

九地連役員会（武雄センチュリーホテル） 

九州歯科医学大会（武雄市文化会館）　本県参加者：39名 

九州歯科医学大会厚生行事（佐賀県各所） 

総合政策推進プロジェクト会議 

第14回常務理事会 

第８回日歯理事会（日歯会館） 

学術委員会 

（1）10／28ＢＰ製剤講演会　（2）11／27・28日本補綴歯科学会　（3）ＣＴネットワーク　ほか 

第53回熊本有病者歯科医療研究会・講演会（国立病院機構熊本医療センター） 

社会保険個別相談会　相談者：２名 

社会保険委員会 

（1）会員向け発行物　（2）個別指導立ち会い・個別相談会　（3）九州各県社保担当者会　ほか 

保険個別指導（県庁） 

九州各県社保担当者会（宮崎県歯会館） 

社会保険指導者研修会（東京・日本教育会館） 

日本歯科医学会実施のタイムスタディ調査の内容に関わる説明会（東京・日本教育会館） 

社会保険個別相談会　相談者：１名 

社会保険小委員会　（1）審査の現状分析 

第２回笑顔ヘルＣキャンペーン打合せ 

九州各県地域保健担当者会（福岡県歯会館） 

地域保健委員会 

（1）各郡市地保担当者会議　（2）フッ化物応用　（3）ヘルＣキャンペーン　ほか 

八代健康診断（八代口腔保健センター） 

厚生・管理小委員会 

（1）九州各県医療管理担当者会　（2）協議題回答・持参資料　（3）式次第・確認 

厚生・管理委員会　（1）九州各県厚生担当者会のシナリオ　（2）緊急時対応マニュアル 

（3）歯科衛生士リカバリー研修会　ほか 

菊池郡市健康診断（菊池国際ホテル笹の家） 

九州各県医療管理担当者会（長崎県歯会館） 

九州各県厚生担当者会 

県歯剣道部壮行会（熊本市） 

球磨郡健康診断（あさぎり町保健センター） 

９日 

10日 

12日 

13日 

14日 

15日 

16日 

17日 

18日 

19日 

21日 

10月１日 

21日 

９月25日 

30日 

10月２日 

５日 

９日 

19日 

10月１日 

２日 

19日 

９月25日 

28日 

29日 

10月１日 

２日 

15日 

８日 

学術 

社会保険 

地域保健 

厚生・管理 

総務 

加藤理事、立本委員長他１委員 

加藤理事、佐藤副委員長 

宮田・岩崎委員 

広報小委員会　（1）会報10月号・第２回校正 

九州各県広報担当者会（大分県歯会館） 

臨時代議員会取材 

29日 

10月２日 

９月25日 

広報 
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出席 摘要 日付 所管 

加藤理事 

加藤理事、立本委員長他全委員 

宮坂常務理事、加藤理事、立本委員長 

加藤理事 

渡辺専務理事 

前野副会長 

渡辺専務理事、大林理事、岩本委員長

他１委員 

渡辺専務理事、大林理事、岩本委員長

他４委員 

西野常務理事 

前野副会長、片山理事、冨屋委員長他

２委員 

前野副会長、岡田副委員長他２委員 

片山理事、冨屋委員長他１委員 

冨屋委員長他２委員・遠山監事 

片山理事 

片山理事、冨屋委員長他１委員 

前野副会長、片山理事、冨屋委員長 

前野副会長、岡田副委員長他１委員 

前野副会長、片山理事、冨屋委員長他

６委員、遠山監事 

前野副会長、岡田副委員長他１委員 

片山理事、冨屋委員長 

片山理事、冨屋委員長 

前野副会長、岡田副委員長、我那覇委

員 

松本委員長 

松岡理事、松本委員長 

堀尾副委員長 

松岡理事 

松岡理事 

堀尾副委員長 

宮坂常務理事、松岡理事、松本委員長

他４委員 

伊藤学院長他２役員 

前野副会長、伊藤学院長他２名 

出口副学院長他２名 

浦田会長、伊藤学院長他６委員 

浦田理事長 

上野副理事長 

浦田理事長 

竹下理事 

テレメッセ打合せ　（1）10月28日放送分 

広報委員会　（1）会報11月号・編集 

ヘルＣ写真コンクール審査会　（1）ヘルＣ写真コンクール審査　応募総数：145点 

テレメッセ打合せ　（1）10月28日放送分 

第３回日学歯学術第三委員会（日歯会館） 

県高等学校保健会第２回理事会（熊本西高校） 

学校歯科小委員会 

学校歯科研修会打合せ 

学校歯科委員会 

（1）学校歯科研修会　（2）学齢期歯科保健指導者講習会 

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） 

顧問弁護士との協議会（熊本市） 

顧問弁護士と損保ジャパンとの打合せ 

医療対策小委員会　（1）熊本県警察歯科医会会則の検討 

（2）大規模広域事故・事件及び地震災害等緊急出動に関する規程の検討 

医療対策小委員会　損保ジャパンとの打合せ 

医療対策小委員会　（1）双方向コミュニケーションガイド作成 

（2）センター・学院の事故・苦情対応マニュアル（３）ニュースレター原稿 

菊池郡市歯会医療苦情・相談研修会（菊池国際ホテル笹の家） 

医療相談　紛争事例（当該会員出席）当該患者に対する回答文 

医療対策小委員会 

（1）23年度予算案　（2）センター・学院の危機管理マニュアアル　（3）医療苦情事案 

医療対策小委員会　（1）口腔保健センターにおける事故発生・苦情発生時対応マニュアル 

（2）歯科衛生士専門学院実習中における事故発生時対応マニュアル　（3）歯科医師の倫理規範 

医療対策委員会　（1）事例報告・検討　（2）口腔保健センター・学院危機管理マニュアル 

（3）「双方向コミュニケーション」ガイド　ほか 

医療対策小委員会 

（1）口腔保健センターにおける事故発生・苦情発生時対応マニュアル 

（2）歯科衛生士専門学院実習中における事故発生時対応マニュアル　（3）歯科医師の倫理規範 

医療対策小委員会 

（1）紛争事例についての医療相談（２件）　（2）来年度予算　（３）ガイドブックの検討 

医療相談　当該患者面談 

医療対策小委員会 

（1）口腔保健センターにおける事故発生・苦情発生時対応マニュアルの校正 

（2）歯科衛生士学院実習中における事故発生時対応マニュアルの校正 

県介護支援専門員更新研修（KKRホテル） 

九州各県地域保健担当者会（福岡県歯会館） 

県介護支援専門員更新研修 

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） 

口腔機能・栄養改善研修会（菊陽町） 

県介護支援専門員更新研修（火の君総合文化センター） 

センター・介護委員会 

（1）障がい児（者）口腔ケア事業　（2）介護者歯科実技研修会 

学院役職員会（学院校舎） 

自衛隊隊内生活体験（至15日）（北熊本駐屯地） 

自衛隊隊内生活体験（至23日）（北熊本駐屯地） 

学院入学試験委員会 

全協理事長・役員研修会（八重洲富士屋ホテル） 

社会保険指導者研修会（東京・日本教育会館） 

全歯連通常総会（スクワール麹町） 

東京海上との打合せ　新所得補償保険の紹介 

13日 

15日 

16日 

19日 

９月28日 

10月１日 

６日 

20日 

21日 

９月24日 

28日 

29日 

10月１日 

６日 

８日 

12日 

15日 

18日 

19日 

20日 

21日 

９月27日 

10月２日 

５日 

８日 

15日 

10月４日 

13日 

20日 

９月30日 

10月５日 

７日 

10月20日 

学校歯科 

医療対策 

センター・介護 

学院 

国保組合 

事業課 

広報 
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社団法人 熊本県歯科医師会 会員のみなさまへ 2010年度 

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 

�お手頃な保険料で、死亡保障・入院保障を準備できます。 

�入院1日目から保障の対象となります。（医療保障プラン） 

�保険期間は1年で、毎年保障の見直しができます。 

�配偶者・お子様も会員ご本人とセットでお申込みになれます。 
　※団体定期保険（Ｓ51）は配偶者のみとなります。 
�医師の診査がなく、告知書の提出のみで簡単に申込みになれます。 

�団体定期保険（Ｓ51）・新医療保障保険（団体型）それぞれ剰余金があれば、

配当金として還元されます。保険金・給付金のお支払状況等によっては

配当金が0になる場合があります。 

�付帯サービス（健康コール24などのサービスを利用できます。）（医療保障

プラン） 

Ｈ21年度の配当金個人還元率は、（Ⅰ）団体定期保険より約40％、（Ⅱ）新医療保障保険団体型よ
り約40％が加入者全員に還元されました。 
 

Ⅰ．団体定期保険（Ｓ51）（死亡保障プラン）会員・配偶者 
　　　　＜災害保障特約（Ｓ51）＞ 

Ⅱ．新医療保障保険（団体型）（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＞ 

申込締切日：毎月15日 
保険期間：2010年8月1日（保障が開始する日） 
　　　　　～2011年7月31日 

申込書提出先：熊本県歯科医師会　事務局 

グループ保険制度の7つの特徴 
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４日（土） 

７日（火） 

18日（土） 

21日（火） 

25日（土） 

27日（月） 

第２回各郡市会長・専務理事連絡会議 

第17回常務理事会 

CT撮影に関する研修会 

第18回常務理事会 

社会保険・学術講演会 

第９回理事会 

発行日／2010年11月15日発行 
発行人／浦田　健二 
発行所／社団法人　熊本県歯科医師会 
　　　　〒860-0863 熊本市坪井2丁目4-15 
　　　　TEL　096ー343ー8020 
　　　　FAX　096ー343ー0623 
　　　　URL http://www.kuma8020.com 
印刷所／コロニー印刷 

　世界中が固唾を呑んで見守ったチ
リ鉱山事故。70日もの間、地下
700mに閉じ込められながらも奇跡
の生還を遂げた33人の救出劇はまる
で映画のワンシーンのようでした。
正直な所、あの状況では助からない
だろうと思ったのですがやはり家族
への強い思いが奇跡を起こしたんで
しょうね。本当に感動的な再会でし
た（涙） 
　余談ですが救出用トンネル貫通ま
でにかかった日数も33日だそうで、
やっぱり7と3はラッキーナンバーな
のでしょうか？？？　　　　（I.K.） 


