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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。 

2010

ー表紙に寄せてー 

12月号 

もくじ 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4・5 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 

‥‥‥‥‥ 8～13 

‥‥‥‥ 14～18 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19～21 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22 

‥‥‥‥‥23～28 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31～33

巻頭言（監事　片山　公則） 

理事会 

公示 

笑顔ヘルＣキャンペーン 
（水俣・上益城・宇土・天草・玉名・八代） 

委員会だより 
（厚生管理・社保・学校歯科・地域保健） 

九地連厚生行事 

つどい 

郡市会だより 
（熊本・玉名・天草・荒尾・上益城・菊池） 

歯の健康ランド 

会長の動静 

会務報告 

再春館サンクス
イルミネーション
2010。 
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ですが、とにかく
人が多く疲れました。
行くなら平日です。（Ｈ.Ｋ） 
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平成18年４月より堤前会長の下また現在は浦田会長の下で､ 監事

を務めてまいりました｡ 阿蘇郡の歯科医師会の役職に就いていたものの､ 県歯の会計におけ

る予算及び決算また一般会計のお金の流れに困惑した時期もありました｡ が､ 定期的な会計

研修会及び月例監査時に､ 前野前監事より ｢公正不偏の立場で些細なことでも是々非々で行

いなさい｣ という基本姿勢を指導して頂き現在に至っています｡

浦田執行部になり22年度診療報酬改定では､ 2.09%久し振りのアップになり､ 会員にもや

や安堵感はあるものの現実の歯科医院経営は､ 益々厳しくなってきているようです｡ この様

な中､ 現在平成23年度の予算編成が行われています｡ 会計担当常務の指示のもと厳しいチェッ

クを受けながら､ 無駄をなくし､ 会員の為になる事業計画を立て予算要求をする様にと各所

管担当理事に指示がなされています｡ ここ数年収入決算額１億５千万前後で推移しています

が､ 将来的には､ 会費の減収などによりさらに厳しさも増すものと考えられ､ 今まで以上の

合理化を進めねばならない時代になってきています｡

業務及び会計監査が職務である我々監事は､ 前述の予算編成又業務執行についてチェック

を行っています｡ 毎月の理事会においても会務報告､ 会計報告､ 又各委員会の業務決算報告

があり､ その中で疑問点があれば､ その都度質問し説明を求めています｡ また月１回の会計

監査では､ 一般会計において各委員会の事業費のチェック､ 経費について､ その他の会計に

ついては無作為にピックアップし､ 伝票と領収書､ 元帳との突き合わせを行います｡ さらに

年２回､ 会長､ 専務､ 会計担当常務､ 吉永公認会計士､ 事務局長､ 他３名の事務職員出席の

もと総合的な監査を行い代議員会及び総会時に監査報告を行っています｡ 委員会活動に目を

向けますと､ 日歯生涯研修制度において平均取得単位数 (事業参加者の平均取得数) が全国

１位となったことは､ 安心・安全歯科医療推進制度の事業計画が実を結んだ結果です｡ また

医療事故・医療トラブルを担当している医療対策も､ 全国に先がけて医療安全管理対策書を

作成､ そしてトラブル回避の為､ 診療時間を割いて解決に努力され､ 未入会者の入会動機に

なっていることは､ すばらしい活動結果だと思います｡ 今後は他の委員会にも可能な限り出

席し､ 活動状況を把握する事が課題です｡

地域保健担当理事が地域いきいき通信で述べているWHOバームス歯科部長の2025年歯科

保健医療形態の予側は､ 確実に迫っている様です｡ その事実に対応する施策を ｢歯及び口腔

の健康づくり推進条例｣ の制定を機に､ 歯科医師会として考えていくことが重要課題だと思

います｡

最後になりますが“利は義の和なり”本当に利を得ようとすれば ｢いかにする事が義か｣

義と利の調和を考え医療を行うことが最も必要な時代だと考えます｡

※義：正しい道・真の思いやりを持った心
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11月24日 (水) 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前野副会長を除く全役
員出席のもと､ 議長を浦田会長､ 議事録署名人を片山理事､ 前田理事として第８回理事会が開催
された｡
開 会：小島副会長

『本日の報告にも入っておりますが､ 国会
で継続審議中であった保険業法等に関連する
法律の一部改正案が成立しました｡ 現在開催
中の臨時国会では現時点で53の法案中３つし
か成立していないと聞いておりますが､ そう
いった状況下での成立です｡ 今後､ 日歯が新
法人に移行しても従来どおり福祉共済や年金
を自主運営する道が開けましたが､ 公益への
移行についてはまだまだ厳しいものがあると
思います｡ 先日､ 生きがいを支える国民歯科
会議から日歯に提言がなされました｡ 提言内
容を一言で言えば､ ①歯の治療から脱却して
食べる幸せをはっきり打ち出す歯科医療に転
換してほしい②今後は歯周病やむし歯の治療
だけでなく､ 咀嚼・嚥下まで考えた歯科医療
を行ってほしい③診療室での歯科医療にとど
まらず､ 在宅診療を含めた本来の医療を進め
てほしい､ 以上３つです｡ 本県におきまして
も先般成立しました歯科保健条例を踏まえ､
また日歯や各都道府県歯と連携しながら‘生
きがいを支える歯科医療’を推進してまいり
たいと思いますので､ 先生方のご協力をよろ
しくお願いいたします｡ 本日も慎重審議の程
よろしくお願い申し上げます｡』

会会務務報報告告：： (自：10月22日～至：11月18日)
総 務：理事会､ 常務理事会､ 選挙管理委

員会､ 各委員会事業計画・概算要
求協議､ 学齢期歯科保健指導者講
習会､ 日歯理事会､ 生きがいを支
える国民歯科医療シンポジウム､
全国歯科保健大会､ ベストスマイ
ル・オブ・ザ・イヤー授賞式

学 術：ＢＰ製剤と顎骨壊死に関する講演
会

社会保険：九州厚生局との打合せ､ 近県社保
担当者会議､ シニア倶楽部社保研
修会

地域保健：笑顔ヘルＣキャンペーン､ ねんり
んピック2011運営委員会､ 各郡市

地域保健担当者会議
厚生・管理：未就業歯科衛生士リカバリー研

修会､ シニア倶楽部､ 歯科衛生士
卒後研修会､ 熊本国税局管内税務
指導者協議会

広 報：会報編集・校正､ ＮＨＫテレメッ
セ､ ＴＫＵ医療あれこれ

学校歯科：学校歯科研修会､ 衛生士会との合
同懇談会､ 全国学校歯科保健研究
大会

医療対策：医療相談苦情事例報告
センター・介護：つばき学園との打合せ
学 院：推薦入試､ 自衛隊隊内生活体験反

省会
国保組合：三役打合せ会､ 理事会
以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

会会務務報報告告そそのの２２：：
１. 日歯報告
浦田会長より､ 以下のとおり資料に基づい

て説明・報告が行われた｡
○日歯役員選挙の公示
日歯としては､ 新法人への移行時期によっ
て役員任期が前後する可能性があるので､
その旨を但し書きに記載している｡ 都道府
県歯会としても公示に記載した方がよいと
の話があり､ 本県の公示にも明記する｡

○都道府県事業助成金の交付
日歯が新法人に移行したとしても､ 使途を
きちんと明記すれば各都道府県歯会に事業

浦田会長あいさつ
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助成金を支出できる旨､ 内閣府から了解が
とれた｡ したがって､ 本県においても新法
人に移行したとしても､ 各郡市に事業助成
金を支出できる｡
○日歯税務委員会作成の診療報酬の特例が廃
止された場合の税負担増についてのシミュ
レーション
○ＢＰ系薬剤投与患者への対応Ｑ＆Ａ
日医と日歯が共同してＱ＆Ａを作成した｡
近いうちに会員へ発送される｡
２. 退会会員
○鶴田 実馬 会員 (終身／熊本市) 87歳
11月２日ご逝去
○毛利 明 会員 (一般／宇土郡市) 64歳
11月13日ご逝去
○坂口 貴章 会員 (一般／熊本市) 48歳
11月11日付歯科医師免許返納
３. 職員人事
○本会総務課 入枝 順子 10月25日付採用
４. 名義後援使用依頼
○第59回 ｢熊本小児保健研究会｣ ／熊本小児
保健研究会
５. 木下大サーカス熊本公演ポスター及びチ
ラシ配布依頼
全会員発送時に同封する｡
６. ｢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｣ の成立
日歯や各都道府県歯の与党民主党議員への
働きかけの結果､ 11月12日開催の国会で可決・
成立した｡
７. 九地連関係・三地区・全国大会等の23年
度開催県
本県では､ 九州各県医療管理担当者会と熊
本国税局管内税務指導者協議会を担当する｡
８. 平成23年１月・２月・３月の行事予定
２月５日 (土) に､ 臨時総会 (会長､ 監事､
日歯代議員､ 日歯予備代議員選挙)､ ３月５
日 (土) に､ 通常代議員会・総会が予定され
ている｡
９. 義歯刻印に係る要望書
日歯から厚労省に対して､ 医療保険制度の
中に義歯刻印に係る費用が算定出来るよう働
きかけてもらうための要望書を､ 本県が中心
となって九地連名義で提出した｡
10. 第33回九州口腔衛生学会総会の開催期日
平成23年10月23日 (日) 県歯会館において
開催する｡ 大会長は本会会長が務める｡
11. 委員会事業実施報告
○学校歯科委員会： ｢学校歯科研修会｣

(10月23日)
○総務委員会： ｢新入会員研修会｣

(11月６日)
12. 各会計10月末現況
西野常務理事より､ 資料に基づいて報告

が行われた｡
13. 12月行事予定
理事会は27日 (月) 午後５時より開催予定
である｡
14. その他
○西野常務理事より､ 各委員会の23年度予算
の再協議を理事会終了後に行う旨の話があっ
た｡

協協 議議：：
１. 平成23年度総務部門の事業計画案 [承認]
原案どおり承認し､ ３月の通常代議員会・
通常総会に議事として提出することとした｡
２. 各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会
議 [承認]
12月４日 (土) 午後３時より県歯会館にお
いて開催する｡ 各郡市より提出された事前質
問について回答の擦り合わせを行い､ 社保に
関する質問が多いため､ 勇理事に出席しても
らうこととした｡
３. 学院設置運営規則の一部改定 (案) ・学
院使用規程の一部改定 (案) [承認]
原案どおり承認し､ 設置運営規則について
は３月の通常代議員会に議事として提出する
こととした｡
４. 平成22年度特別会計収入支出予算 (案)
[承認]
(１) 熊本県歯科医師会8020推進事業会計収
入支出予算 (案)

(２) 熊本県歯科医師会早産予防モデル事業
会計収入支出予算 (案)
原案どおり承認し､ ３月の通常代議員会・
通常総会に議事として提出することとした｡
５. 平成22年度通常代議員会の日程 (案)
[承認]
３月５日 (土) 午後２時より､ 県歯会館４
階ホールにおいて開催する｡
６. 平成22年度通常総会の日程 (案) [承認]
３月５日 (土) 午後５時より､ 県歯会館４
階ホールにおいて開催する｡ ２月５日 (土)
の臨時総会 (会長等選挙) が実施されなけれ
ば､ 会長等の選出が議案として追加される｡
７. 理事の時間
(１) 厚生・管理委員会……歯科医師・歯科
衛生士の現状､ 税務調査と注意点

(２) 広報委員会……会報作成の流れ､ ホー
ムページの利用状況

(３) 総務委員会……10年後の会費収入
以上､ 各担当理事より説明等が行われた｡

監事講評：遠山監事､ 片山監事
閉 会：中嶋副会長

(広報 加藤 久雄)
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任期満了に伴う会長・監事・日歯代議員 (うち１名は会長が兼任する) ・同予備代議員につい
て､ 下記のとおり選挙規則第11条により公示する｡
なお､ 任期は平成23年４月１日から平成25年３月31日までとなるが､ 熊本県歯科医師会が公益
法人制度改革関連３法に基づき組織変更を行った場合には､ 任期は新法人における定款､ 関係諸
規則及び法律等により変更となるので､ あわせてご理解を賜りたい｡

平成23年１月14日
社団法人熊本県歯科医師会

会 長 浦 田 健 二
記

１. 選挙の期日・場所
期 日 平成23年２月５日 (土) 臨時総会

午後３時より (投票時間は午後３時～午後６時)
場 所 熊本県歯科医師会館

２. 会長・監事・日歯代議員・同予備代議員立候補又は推薦届出期間及び届出先
届出期間 自 平成23年１月14日 (金) 午前８時30分

至 平成23年１月21日 (金) 午後５時
受付時間 月曜日から金曜日 午前８時30分より午後５時まで (但し､ 土・日祭日は除く)
届 出 先 選挙管理委員会 (受付：事務局長)

３. 会長・監事・日歯代議員・同予備代議員立候補者又は推薦候補者辞退期限
平成23年１月26日 (水) 午後５時まで

４. 期日前投票の期間及び場所
期 間 平成23年２月４日 (金) 午後７時～午後９時
場 所 熊本県歯科医師会館

５. 郵送投票
郵送投票申請希望者は､ 県歯選挙管理委員会宛に所定の用紙を用いて､ 郡市名､ 会員番号､
氏名､ 申請理由等を記載し､ 下記期間内にＦＡＸ又は郵送にて届け出る｡
①投票申請期間 平成23年１月14日 (金) ～１月26日 (水) 午後５時
②投票用紙の送付日 平成23年１月27日 (木)
③郵便局留めによる投票の締切日 平成23年２月４日 (金) 午後５時必着

６. 選挙権者又は被選挙権者となる資格
選挙権者となる資格 平成22年12月７日までに会員となりたる者
被選挙権者となる資格 選挙日において会員として引き続き２年以上在籍した者

７. 無投票当選
会長等の選挙について､ 届出期間に立候補又は推薦候補者が定員を超えなかった場合は､ 無
投票となり､ ２月５日 (土) の臨時総会並びに期日前投票､ 郵送投票の実施を取り消し､ ３
月５日の通常総会において当選結果に従い､ 選出を議決する｡

お 知 ら せ

１. 立候補または候補者の推薦を予定されている方は､ 関係書類をお渡しいたしますので､
本会事務局へお申し出ください｡

２. 届出書類の配布は､ 届出期間開始日の７日前 (平成23年１月７日 (金)) から届出期間
終了日 (平成23年１月21日 (金)) までといたします｡

３. 届出書は､ 届出期日までに本会事務局 (選挙管理委員会あて) までご提出のもののみ有
効とさせていただきます｡

社団法人熊本県歯科医師会選挙管理委員会
委員長 福 田 民 男

公公 示示
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わが国に居住している歯科医師は､ 歯科医

師法に基づき氏名､ 住所などを､ ２年ごとに

届け出ることが義務付けられており､ 今年は

この届出の年にあたりますので､ 届け出を忘

れずに行ってください｡

また､ 医療従事者等についても､ 医師同様

に､ 各法律に定められた届出が必要です｡ 医

療機関等を開設されている方は､ 職員の皆様

への周知についてもよろしくお願します｡

記

１ 提出期限 平成23年１月17日 (月)

(１月15日 (土) が閉庁日に当たるため)

２ 調査日：平成22年12月31日現在

３ 歯科医師免許をお持ちの方 (未就業の方

も届出が必要です)�届出票について
・医療機関などにお勤めの方

12月中旬頃までに､ 各保健所から勤務先

を通じてお届けします｡

・勤務先に届出票が届かない場合やお勤め

でない方

各保健所窓口または厚生労働省ホームペー

ジ (http://www.mhlw.go.jp/) にて入

手できます｡

※熊本市保健所からの配付時期について

は､ 熊本市保健所にお問い合わせくだ

さい｡�届出先について
住所地を管轄する保健所

(勤務地を管轄する保健所でも届出可)

※届け出を行わない場合は､ ｢医師等資

格確認検索システム｣ に氏名等が掲載

されません｡

４ 歯科衛生士・歯科技工士として就業中の

方 (未就業の方は届出は不要です)�届出票について
・12月中旬頃までに､ 各保健所から勤務先

を通じてお届けします｡

・勤務先に届出票が届かない場合などは､

以下の問い合わせ先にお問い合わせくだ

さい｡�届出先について
・就業地を管轄する保健所

５ お問い合わせ先

熊本市保健所 (096) 364-3186

有明保健所 (0968) 72-2184

菊池保健所 (0968) 25-4156

八代保健所 (0965) 33-3197

阿蘇保健所 (0967) 32-0535

人吉保健所 (0966) 22-3107

御船保健所 (096) 282-0041

水俣保健所 (0966) 63-4104

宇城保健所 (0964) 32-2416

山鹿保健所 (0968) 44-4121

天草保健所 (0969) 23-0172

県庁各課

【医師・歯科医師・薬剤師関係】

県庁健康福祉政策課 (096) 333-2194

【歯科衛生士・歯科技工士関係】

県庁医療政策総室 (総務･医事班)

(096) 333-2205

歯科医師､ 医療従事者の方は届け出をお忘れなく

―熊本県健康福祉部―
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11月7日(日)午前11：00より上通りびぷれす広場において､
熊本県歯科医師会・歯科衛生士会と熊本日日新聞社による8020
歯からはじめる ｢笑顔ヘルCキャンペ―ン｣ の中央イベントが
行われた｡ 笑顔ヘルCキャンペーンは､ いい歯の日にちなんで
｢180万熊本県民お口の健康運動として｣ 歯の健康の重要性に関
する意識の高揚と健康維持に必要な正しい知識の普及を図るこ
とを目的としたイベントである｡ 小島副会長の開会の挨拶によ
りイベントが始まった｡ イベントの内容は､ お口の何でも相談､
アンケート､ 口臭チェック・歯磨き指導､ 人形劇､ ストローゴ
ルフ､ 歯科衛生士専門学院の紹介であった｡ ストローゴルフは､
今年初の試みとして行ったが､ 来場した子どもたちは夢中でタ
イムを競っていた｡ また､ ヘルＣフォトコンテストで募集した
｢笑顔｣ をテーマとした150点あまりの作品も会場に展示され､
足を止め写真を笑顔で見られる人の姿を多く目にした｡ 来場者
は1,400人を超え､ 前年を上回る大盛況ぶりであった｡ 口臭チェッ
クが人気で並んで計られる方もいた｡ 来年もますます県民の方々
にイベントをアピールし､ 歯の健康に対する意識を高めていき
たいと思う｡

����������������
中中央央イイベベンントト ������������

王ちゃん､ 花ちゃん

ブラッシング指導や口臭測定コーナー
口臭測定は､ 人気｡

小島副会長による開会の挨拶

いろんな相談にやさしく回答

人形劇が始まると子供たちの目は輝きます｡

������������ �
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(広報 加藤久雄､ 立本尚史)

多くの方が来場し会場は人でいっぱいに！

恒例の小田会員の登場

歯磨きの大切さを子供たちに伝えます

衛生士会の皆さんの迫真の演技

みんなでタイムを競いました

笑顔をテーマにした写真の展示｡
多くの人が足を止め見る姿が……
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11月７日 (日) 午前10時より午後４時まで､

嘉島町のイオンモール・ジャスコ店内におい

て上益城郡歯科医師会主催､ 上益城郡衛生士

会協力のもと ｢笑顔ヘルCキャンペーン｣ が

開催された｡

内容は､ 無料歯科相談・健診､ ブラッシン

グ指導､ 位相査顕微鏡による口腔内細菌チェッ

ク､ パネル展示､ 知覚過敏相談等で､ 600名

程の来場者があった｡

会場には開始早々､ お年寄りから親子連れ

まで様々な年齢層の方々が来場され､ むし歯

治療､ 矯正や入れ歯の相談等受診者は､ 258

名に上った｡ 受診者には､ 健康手帳､ 歯ブラ

シ､ 歯磨剤を配布し､ 子供達には､ 風船や当

たればフィギュアのおもちゃがもらえるくじ

引きも用意された｡

昨年は､ 店内が広く開催場所が分かりづら

く受診者が少ないという課題があったが､ ポ

スターや会場を示す矢印を店内に置かせても

らったこと､ また衛生士会の協力で出務者を

増員できたこと､ 位相差顕微鏡のより有効な

活用とブラッシング指導を行ったことで､ 昨

年の倍の受診者につながった｡

来年からはさらにフッ素塗布や口臭測定コー

ナー等内容を充実させ､ さらに他郡市で行っ

ている余興的イベント等を取り入れることに

より､ もっと来場者や受診者を増やして行き

たい｡ それにより､ 地域住民や県民に歯科医

師会としての活動やお口の健康をアピールで

きると考える｡ (佐藤 昭彦)

������������
11月６日 (土)､ 水俣市主催“自分で作ろ

う､ 元気な未来”をテーマとした健康祭りが

開催され､ 本会も ｢笑顔ヘルＣキャンペーン｣

の一環として参加した｡

衛生士会の協力のもと､ 無料歯科健診､ 口

臭測定､ ブラッシング指導､ 乳児を対象とし

た無料フッ素塗布､ 妊婦健診を実施した｡

また､ 親子を対象とした ｢きらきら歯ッピー

コンテスト｣ の優秀家族の審査､ ｢8020運動｣

該当者の選考を行い､ 水俣市長より賞状､ 記

念品が贈与され､ 記念写真撮影が行われた｡

普段なかなか測定の機会が無く､ また関心

も高い為だと思われるが歯科健診に次いで口

臭測定希望者が多かった｡

来場者には歯ブラシ､ 歯磨き剤が配布され､

子供たちにはくじ引きによるキャラクターグッ

ズがプレゼントされ喜ばれていた｡

この健康祭りには健康相談コーナーに加え､

血管年齢測定､ 毛髪水銀測定､ 骨密度測定な

どもあり､ 水俣・芦北医師会､ 看護協会､ 栄

養士会の地域医療に対する強い熱意が感じら

れた｡

乳幼児から高齢者まで幅広く多くの市民で

賑わい､ 盛りだくさんの内容であった｡ 健康

への関心を高めてもらう良い機会であり､ 同

時に楽しい催しであった｡

(深水 達)

������������
健康祭りの一環として行われた

� �

相談者にも懇切丁寧な対応
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11月13日 (土) 午後１時30分～４時まで､

天草市の栖本福祉会館において ｢2010天草市

健康フェスタ｣ の一環として笑顔ヘルＣキャ

ンペーンが開催された｡

健康フェスタとのタイアップは２回目とな

り来場者数が130人を超え､ 歯科啓発事業の

一端を担っていると思われる｡ 例年の歯科医

師､ 歯科衛生士による無料歯科相談､ 健診､

フッ素塗布､ 及びブラッシング指導に加え今

回歯科衛生士学院コーナーを設けた｡ 学院紹

介や顎模型を設置し､ 実際来場者にスケーリ

ングを行ってもらい将来歯科衛生士になられ

るかもしれない児童や学生たちで大盛況となっ

た｡ また歯科予防ポスター展示や身体測定､

食事バランスチェック､ 骨密度測定､ 健康相

談､ 運動紹介､ マルチ情報のコーナーも設置

して ｢健康フェスタ｣ として歯科中心に毎年

６月２回､ 11月１回の計３回開催される｡

天草市を中心に､ 熊日新聞社､ 花王と協力

し推進してきた事業であり､ 年々来場者が増

えており歯科的健康の重要性が啓発される一

大イベントとなっている｡

(小田 哲也)

�������������������� �
毎年恒例 ｢笑顔ヘルＣキャンペーン｣ の無

料歯科相談が開催された｡ 11月６日 (土) の

午後１時30分～４時30分まで､ 宇土シティー

センターコートにおいて会員歯科医師10名と

歯科衛生士５名の計15名が参加して行われた｡

(前半と後半に分かれて２交代制)

秋晴れも手伝って会場は多くの買い物客で

賑わっていた｡ 来場者にはアンケート用紙を

記入してもらい､ 歯科医師による無料相談や､

歯科衛生士による無料フッ素塗布や位相差顕

微鏡での口腔内の細菌の検査なども行い､ 歯

ブラシや歯磨き粉などの口腔ケア商品の無料

配布も行われ､ 多くの方に喜ばれた｡ 中でも､

位相差顕微鏡コーナーは､ 大人にも子供にも

人気があり､ 自分の口の中の細菌が動いてい

る様子に参加者は興味深げに見入っていた｡

年々､ 歯科治療に関する情報がメディアや

ネットから得やすくなったせいか､ 来場者の

相談内容のレベルが高まりつつあると実感し

た｡ 私たち地元歯科医はこのような地域密着

型のイベントを通じて､ 地域住民の皆様へよ

り良い情報の発信をこれからもしていかなけ

ればならないと思った｡ (アンケート記入総

数105名､ 来場者総数約120名)

(青山 泰子)

���������������
歯の相談に応じる先生とスタッフ

� �

児童や学生たちで大盛況
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11月14日(日)に､ ｢笑顔ヘルCキャンペーン｣

の一環として､ 玉名市にある九州看護福祉大

学にて､ 玉名市健康食育福祉フェアのイベン

トに参加､ 歯科相談､ フッ素塗布を行った｡

午前10時より午後２時までの４時間の開催で

あったが､ 総計182名が来場された｡

その内訳は､ 乳幼児59人､ 小中高生31人､

18歳以上92人だった｡ 中でも意外だったのは､

成人の内20代の方が31人と最多で､ 次いで30

代の22人､ 40代の13人､ 60代の10人､ 50代の

９人､ 70代７人という構成だった｡ シニアの

方が多い地域での開催にもかかわらず､ 20代､

30代の参加が多かったのが印象的だった｡ そ

のほとんどは､ 乳幼児や小学生の保護者の方々

であったとも推察される｡ 育児中はなかなか

自身のことに時間を割けないお母様方がお子

様と一緒に健診を受けている姿が見受けられ

た｡ 実際に健診を行う中でまず感じたのが､

ほとんどの方の歯が ｢きれいだなあ｣ という

ことだった｡ その上で､ 歯の着色や歯並びに

ついての相談があった｡ 特に歯並びついては､

その対応方法や開始時期についてなど､ 内容

が実に専門性の高いところにまで及んだ｡ こ

れまで歯の疾患に大きなウエイトを占めてき

たむし歯の相談は､ ほんの数件程度であった｡

玉名においても､ 個々のデンタルIQは益々

向上してきており､ 予防や歯列への関心が高

くなってきていることを強く感じた｡

特に､ お母様方のお子様への予防意識レベ

ルが高いように思われた｡ 中高年の方々にお

いては､ やはり歯周疾患の相談､ 健診が主だっ

た｡ 日頃のブラッシングの適正さを確認され

る方は､ 特に熱心にその指導を受けられた｡

フッ素塗布コーナーも同様に盛況で､ 開催時

間中常に満員といった状態で､ スタッフの方々

は休む暇もないほどだった｡ そのスタッフの

方々も､ 一人一人を大切に､ 個々の要望に合

わせた処置､ 指導を行った｡ 帰る際､ 満足さ

れた様子の方が多く中には受付へ ｢よかった

です｡ ありがとうございました｡｣ と笑顔で

声をかける方もいた｡ 玉名という故郷に帰っ

てきて半年の私にとって､ 健診を通した地元

の方とのふれあいは､ 皆様の暖かさも感じる

ことができたひとときだった｡

(甲斐 美和)

������������� �

次は､ 私の番

一人一人大切に対応

20代が最多



熊歯会報Ｈ.22.12

13

11月20日 (土) 午前10時～午後３時､ 八代
市ふれあいフェスタ (主催：八代市・八代市
社会福祉協議会) の会場内で､ 笑顔ヘルＣキャ
ンペーン・無料歯科相談健診を行った｡
やつしろハーモニーホールの３階の会議室
を使って､ 健康増進課のヘルスアップコーナー
(主に､ 体組成測定・血管年齢測定・骨密度
測定ほか食事指導・禁煙相談・認知症状相談
などの内容) の隣室で､ ３年前から健診を行
うようになった｡ ヘルスアップコーナーを訪
れた人たちの中で､ 歯科のコーナー希望の方
に､ 相談・健診を行った｡ 当初は160～190人
の来場者であったが､ 今年は209人の方々が
訪れた｡
アンケート (209人のうち194人が回答) を
行ったところ､ 138人の方 (約71％以上) が､
ふれあいフェスタの中に歯科相談・健診があ
ることを既に知っていて､ 大分､ 周知されて
きていることが分かった｡ また､ 歯の衛生週
間事業に比べると､ 主に障がい者や介護福祉
関係の団体が集まるということもあり､ 60歳
以上の方々の割合 (194人中42人で､ 約22%)
が高く､ その意味でも､ この催しをこの時期
に行う意味があると考えられた｡ 午後からは､
市民ホールで三笑亭夢之助の講演があり､ 認

知症の話もあったらしい｡ 我々歯科もこの催
しで高齢社会のふれあいに参加した実感があっ
た｡
また､ アンケートの意見要望の中には､
・毎年参加しています｡ 口の中のチェックが
できるのでありがたいです｡
という､ 感謝の言葉や､
・8020を達成するためにはどんなことが大切
ですか？
など質問が書かれていて､ 高齢者の健康に対
する意識の高さが感じられた｡

(山口 透)

��������������� �

仲よく歯磨き

209名の来場者

無料歯科相談・健診

※社会保険・学術講演会

日 時 平成22年12月25日 (土) 午後５時～午後７時
場 所 熊本県歯科医師会館 ４Ｆホール
対象者 熊本県歯科医師会会員のみ
第１部 『社会保険の現状と将来』

講師：森岡俊介 日歯社保担当理事
第２部 『社会保険を生かした点数アップの方法』

講師：森岡俊介 先生 (東京都開業)
※森岡先生の講演に先立ち､ 本会社会保険委員会による適切なレセプト請
求に関する社保説明会も開催いたします｡
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10月２日 (土) 午後２時より､ 県歯会館に

おいて九州各県厚生担当者会が開催された｡

まず､ 日歯報告が日歯日高潤二常務理事より

行われた｡ その主な内容は､ 新法人移行に向

けた共済事業を取り巻く環境と日歯福祉共済

制度の見直しについて以下のとおりであった｡

６月23日日歯厚生委員会で取りまとめられ

た答申書の要旨は､ 先の通常国会で成立に至

らず､ 次回臨時国会で継続審議予定の ｢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｣ が成立し規制が緩和されることを

前提として､ 次のように結論付けた｡ 日歯福

祉共済制度は､ 自主運営を継続することが最

良と考えるが､ 現行の月額負担金8,500円と

死亡共済を主とする共済金額800万円の制度

下では､ 財政破綻を来たすことが財政シュミ

レーションにより明白であることから､ 制度

の健全性を保つため､ 必要な制度改正を可及

的速やかに行うべきと考える｡ 日歯年金制度

は､ 公益法人制度改革を踏まえても､ 従来ど

おりの形態で運営を継続することが最良と考

える｡

ただし､ 両制度の運営継続のためには､ 法

人改革も絡んで､ 他にもいくつかの阻害要因

があり､ これからも次のような要望を政府に

行っていく必要がある｡

(１) 両制度について､ 公益目的事業比率

の算定対象から除外されるよう要望す

る｡

(２) 両制度から発生した運用収益の２分

の１を公益目的事業財産に充当しない

よう要望する｡

(３) 両制度の貸借対照表上の正味財産

(資産－負債) を遊休財産としてみな

さないよう要望する｡

(４) 日歯年金制度の基金から発生する運

用収益について､ 従来通り非課税措置

を継続するよう要望する｡

次に､ 協議に入り､ ｢平成22年度九州各県

厚生関係事業計画並びに予算について｣ ｢各

県提出協議題について｣ に､ 各県より活発な

意見が出され､ 予定時刻を越えて閉会となっ

た｡

(厚生・管理 宮本 浩幸)
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各県より活発な意見が出された

�� ―九州各県厚生担当者会―�����
必要な制度改正を速やかに！

�
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10月５日 (火)､ 厚生労働省と日本歯科医

師会の共催による平成22年度社会保険指導者

研修会が､ 東京都千代田区の日本教育会館で

開催された｡ 本会からは勇理事と清水が出席

した｡

この研修会は､ 歯科医学・医術の進歩発展

に対応し､ 社会保険診療内容の向上を図り､

かつ国民歯科医療の要請に応える目的をもっ

て実施されている｡

講演では日歯の渡辺常務理事と厚労省の鳥

山歯科医療管理官が ｢最近の社会保険診療の

動向について｣､ 学術研修では福岡県開業の

緒方克也氏が ｢地域で診る障がい者歯科｣､

愛知県心身障害者コロニー中央病院の石黒光

歯科部長が ｢障がい者歯科医療における病院

歯科の役割と問題点｣ について講演された｡

挨拶で日歯の大久保会長が､ 現在の歯科医

療の実態をふまえながら､ 歯を残すことによ

る ｢健康寿命｣ の延長､ 在宅医療の充実によ

るQOLの向上が､ 今後の歯科医師会の活動

に重要であることを述べられた｡

一方､ 講演では渡辺常務理事により22年度

点数改定の総括を述べられた後､ 今後の課題

について､ 医療保険と介護保険の連携と充実､

国民のための歯科医療の充実と体系の強化を

挙げられた｡ 鳥山医療管理官からはレセプト

オンライン化の状況の説明､ 今後の支払基金

のあり方の検討などを述べられた｡

午後から学術講演が行われ､ 緒方氏より障

がい者の歯科疾患の実態､ それに伴う歯科治

療の注意点等について

・丁寧なプライマリーケアに徹する｡

・専門医との情報の連携を維持する｡

・継続した管理が地域の役割｡

・発達成長や退行老化を観察し､ それに合っ

た口腔衛生を提供する｡

・障がいと障がい者を理解し､ 福祉の視点

から共に生きる感覚を持つ｡

以上のことが重要であると訴えられた｡

石黒氏からは障がい者治療における病院歯

科の現況や､ 今後の障がい者に対する対応上

の問題､ それに対する対策等として

・２次医療機関の拡充・新設が困難な状態

・障がい者､ その親の高齢化で遠方の受診

が困難

→１次機関での障がい者の受け入れを

避けて通れない

→障がいの知識と理解が必要

・医療ケアを要する患者の増加

→一定のリスク管理､ 歯科衛生士や他

職種との連携が必要

以上のことを把握するよう述べられた｡

講演の後の質疑応答では､ 出席者から多く

の質問が出され､ 開業医がいかに障がい者治

療に対していろいろな問題や不安を抱いてい

るかが浮き彫りにされたようであった｡

開業医として専門医､ 歯科衛生士並びに医

療スタッフとの連携がいかに重要であるかを

考えさせられた研修会であった｡

(社会保険 清水 雅英)
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―社会保険指導者研修会―

勇理事・清水副委員長が出席

��



� ����熊歯会報 Ｈ.22.12

16

10月23日 (土) 午後３時より県歯会館４Ｆ

ホールにて､ 学校歯科研修会が開催された｡

研修参加人数は109名であった｡

前野副会長の挨拶の後､ 河原副委員長より

｢学校歯科健康概論｣ が説明された｡ 学校歯

科保健活動は､ 歯科保健教育・歯科保健管理・

組織活動から成ることをスライドを使って解

説された｡ また､ ご自身の行かれている学校

での健診以外の活動内容の話があった｡ 次に

大林理事より ｢健康管理｣ について講演され

た｡ 保健管理では健康診断・健康相談・保健

施設設備への指導助言などがあり､ 健康診断

の流れについても述べられた｡ 今回学校歯科

委員会で作成した ｢早見表｣ に沿って健康診

断を行うことや､ ＣとCO (要観察) とCO

(要精検) の違いやＧとGOの意義や歯列咬合

“２”(要精検)の基準などについて詳しく説

明された｡

次に､ 岩本委員長より ｢保健教育｣ につい

て講演があった｡ 保健教育は保健学習と保健

指導から成り､ 子供の発達段階に即した学校

歯科保健教育の狙いや内容について説明され

た｡ 『ただ健診をするだけではなく ｢生きる

力｣ を育てていくということが大切である』

と解説された｡

最後に､ 日本学校歯科医会理事でもある渡

辺専務理事より ｢組織活動｣ について講演が

あった｡ 先生が校医をされている美里町との

連携活動内容を具体的に説明があった｡ また､

今年11月に施行される ｢熊本県歯及び口腔の

健康づくり推進条例｣ についての説明もあっ

た｡

講演も終わり､ 質疑応答では３名の会員よ

り質疑があり､ 今年の学校歯科研修会も盛況

のうちに終了した｡

なお､ 平成25年度第77回全国学校歯科保健

研究大会は熊本で開催されます｡

(学校歯科 山口 一彦)
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― 学校歯科研修会(日本学校歯科医会 学校歯科医基礎研修) ―��
｢生きる力｣ が大切です

｢早見表｣ に沿って行ってほしい

今年も盛況であった
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10月30日 (土) 午後３時より県歯会館にお

いて各郡市地域保健担当者会議が開催された｡

冒頭の挨拶で宮坂常務理事よりこの度の ｢熊

本県歯及び口腔の健康づくり推進条例｣ 施行

までのプロセスと概略を､ そして ｢学齢期歯

科保健指導者講習会｣ についての説明があり､

また､ 浦田会長より本県のDMFが全国でワー

スト２位である現状その対策について説明が

あった｡

報告に移り

｢熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例｣
について県議会において条例可決までの経過､

そして今後の展開として､ ｢学齢期歯科保健

指導者講習会｣ を県内11地域振興局にて開催

し､ 条例とフッ化物応用の説明会を歯科関係

者､ 市町村関係者､ 教育委員会､ 学校関係者､

保育所関係者等を対象に説明会を開催､ 最終

的に条例推進マニュアルを作成する｡

｢平成22年度ヘル歯ー元気8020支援事業｣
について､ ｢歯と全身の健康に関する地域支

援｣ として ｢学齢期歯科保健指導者研修会｣

を阿蘇､ 熊本市､ 宇土郡市 (宇城) の３地区

で開催､ ｢歯周病予防に関する指導者講習会｣

を玉名､ 水俣芦北､ 上益城の３地区で開催､

｢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｣ をテーマに ｢モデル地域にお
ける研修会､ 医療連携連絡会｣ を菊地､ 天草

の２地区において開催し研修会終了後に ｢医

療連携に関する検討会｣ を開催する｡

｢早産予防モデル事業｣ については､ 前回
天草地区にて推進したプロセスに基づき､ 今

回人吉､ 球磨地域で地元産科医療機関､ 医師

会､ 歯科医師会､ 行政､ および熊本大学医学

部産科研究機関において事業が遂行される｡

次に協議に移り､ 特に意見が多かった今回

の条例制定を受けての ｢フッ化物応用に関す

る基本的な考え方及び県歯科医師会､ 各郡市

歯科医師会のそれぞれの役割｣ について､ 各

郡市からフッ化物の保管法､ 施行法などの意

見が出るなか､ 関係者､ 関係各団体の理解を

いかに得るかに意見が集中し､ 歯科医師会と

してはあくまで学術団体としてのスタンスを

推進すると言うことでまとまった｡ また ｢ヘ

ル歯ー元気8020支援事業｣ の進展状況､ 今回

地域保健委員会で作成した ｢標準的な成人歯

科健診システム 熊本バージョン｣ の説明が

あり､ ｢熊本県糖尿病対策推進会議｣ との連

携について現状と今後の展開について､ そし

て中央と各郡市で開催される ｢笑顔ヘルＣキャ

ンペーン｣ の内容と日程についての説明で今

年度の地域保健担当者会議は終了となった｡

その後､ 懇親会においても地域保健につい

ての話題はつきず､ これからの多くの事業を

推進する為の貴重な会議となった｡

(地域保健 小田 哲也)

これからの地域保健活動にとって貴重な会議となった
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本県のむし歯の現状と対策について
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10月30日 (土)､ 31日 (日) の２日間 (午

前９時30分から午後４時30分まで) のコース

で本年度２回目の 『未就業歯科衛生士のため

のリカバリー研修会』 が､ 27名の参加のもと

熊本歯科衛生士専門学院において開催された｡

初日は竹下理事の挨拶があり､ その後､ 九

州看護福祉大学の金子憲章教授から 『歯周疾

患と治療』 という演題で､ 歯周組織の解剖､

歯周病の原因・症状､ 検査､ 治療､ メンテナ

ンスについて講義があった｡ 次に大塚学院専

任教員から 『スケーラーについて』 と題して

講義があり､ 今回は､ 特に超音波スケーラー

について詳しい説明があった｡

昼食後は 『プロービング・スケーリング・

ルートプレーニング』 の実習が､ 学院専任教

員の指導のもと行われた｡ 患者役・術者役・

アシスタント役を交代で行い､ 患者役として

非常に痛い体験をされた方もいたようである｡

休憩を挟んで学院の岩切教務主任から 『歯科

保健指導』 という演題で､ 歯科衛生士の業務､

口腔衛生用具の基礎知識､ 歯科保健指導の流

れ､ 及びそのポイントについて講義があり､

１日目の研修会は終了した｡

２日目は､ まず野中学院専任教員により

『PMTC』 の演題で､ バイオフィルム､ PMT

Cの必要性､ 術式と必要器材について講義が

あり､ 次に逢坂学院教務部長により 『フッ化

物の応用』 の演題で､ う蝕の原因は細菌､ 食

物､ 歯質の３つの因子があり､ その予防のた

めに特にミュータンス菌感染防止､ 断乳 (卒

乳)､ フッ化物の応用法について講義があっ

た｡

昼食後は術者役と患者役を相互に行う 『相

互実習組』､ マネキンを中心に行う 『マネキ

ン実習組』 に分かれ､ スケーリング・PMTC

実習が､ 学院専任教員の指導のもとに行われ

た｡ 初日は戸惑いも見られたが､ ２日目は次

第に慣れて表情にも余裕がでてきたようだっ

た｡

実習終了後に再就職支援について説明が行

われ､ 最後に竹下理事より修了証が受講生に

授与されて今回の研修会は終了した｡

前回までの研修会を受講された数名が職場

復帰されている｡ さらに多くの方に復帰して

頂き､ ｢歯科衛生士免許｣ を活かしてもう一

度輝かれることを期待したい｡

(厚生・管理 境 俊之)
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―第２回未就業歯科衛生士のためのリカバリー研修会―�� ������

特に､ 超音波スケーラーの説明

もう一度輝かれることを期待
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10月17日 (日) に佐賀市のみどりの森県営
球場ならびにブルースタジアムにおいて､ 第
63回九州歯科医学大会野球大会が行われた｡
１回戦の宮崎県には投打に圧倒して勝利した
が､ 準決勝で惜しくも福岡に敗れて､ ２年ぶ
りの優勝は叶わなかった｡
1回戦
(ブルースタジアム)
山口完投勝利､ 河合４打点

(熊) 山口―渡辺洋
(宮) 前田､ 土持―弓場
▽三塁打 福井 (熊) ▽二塁打 河合 (熊)､
山口 (熊)､ 田代 (宮)
初回､ 先頭打者福井の左越え三塁打を足が
かりに１点を先制すると､ その後満塁から河
合の３点適時二塁打で合計４点を奪って､ 試
合の主導権を握った｡ 山口は､ 初回と３回に
走者三塁のピンチを招いたが､ それぞれ犠飛
による最小限の失点で切り抜けた｡ その後は
しばらく膠着状態が続いたが､ ５回に渡辺洋
の内野安打で中押し､ ７回には２番手投手か
ら田中､ 山口､ 河合の３連打などで２点を加
えて試合を決定づけた｡ 最後に失策や連打な
どで１点を失ったが７回３失点 (自責２) の
完投勝利､ 熊歯野球部は４年連続の１回戦突
破となった｡
準決勝
(ブルースタジアム)
熊歯打線あと一歩及ばず

(福) 川村―神本
(熊) 山口―渡辺洋
▽三塁打 平良 (福)､ 川村 (福)
先発山口は初回に先頭打者の右越え三塁打
で出塁を許したが､ 後続を断ち切って無失点
に切り抜けた｡ 熊歯は続くすぐ裏の攻撃で先

頭打者福井の
四球を足がか
りに相手内野
失策で１点を
先制した｡ 山
口は毎回のよ
うに得点圏に
走者を許す苦
しい投球であったが､ 要所を締めて得点を許
さなかった｡ しかし､ 熊歯も１点をリードし
ているとはいえ､ ５回まで無安打と山口を援
護することができなかった｡ 最小リードを守
りたいところであったが､ ７回一死から連続
長短打で同点とされると､ 内野安打などから
一死満塁のピンチを招いた｡ 続く打者を二飛
(インフィールドフライ) に打ち取ったが､
落球と悪送球により２点を勝ち越された｡ 熊
歯は二死から井野が中前打､ 続く右山の四球
によって､ 長打が出れば同点のチャンスを迎
えたが､ あと一歩及ばなかった｡
大会前は負傷で本調子といえなかった山口
であったが､ 賞賛の言葉しかない｡ また､ リー
ドされた最終回に二死から安打で出塁した井
野､ 10球粘って四球を選んだ右山の粘り､ 最
後まで諦めずに声援を送るベンチの一体感は
素晴らしかった｡ 残念な結果に終わったが､
今年も大きな事故なく大好きな野球をやれる
喜びを味わえたことが何よりである｡
尚､ 今季から九州地区歯科医師会野球連盟
会長に千場正昭氏､ 同幹事長に温 永智氏が
就任されたことを報告します｡
謝辞：会場まで応援に来て頂きました浦田健
二会長､ 執行部の先生方ならび事務職員の方々
にこの場をお借りいたしまして厚くお礼を申
し上げます｡
参加者：菅原､ 藤本､ 上田､ 有田､ 中山､

河合､ 渡辺洋､ 吉崎､ 右山､ 村上､
井口､ 田中､ 井上､ 井野､ 西､ 福井､
宮本､ 椿､ 山口､ 岡､ 久保

(井上 真樹)

―第63回九州歯科医学大会野球大会―

気迫の投球 山口

九地連厚生行事

野 球

熊 本 ４ ０ ０ ０ １ ０ ２ ７

宮 崎 １ ０ １ ０ ０ ０ １ ３

福 岡 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ３

熊 本 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

準決勝敗退､ 熊歯２年ぶり優勝ならず
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10月17日 (日) に佐賀県総合運動場テニス

コートにて､ 第22回九州歯科医学大会の厚生

事業 (テニス大会) が行われた｡ 熊本県から

は肥後もっこす (６人)､ 火の国 (６人)､ 混

成 (２人) の３チーム計14名が参加した｡

今年の肥後もっこすチームは､ 九地連初の

女性の優勝と前人未到の５連覇を狙うため､

いつもの山根､ 山口(一)､ 山口(英)､ 八木､

男顔負けのパワフルテニス豊田彩､ 華麗な柔

らかなテニスの城井かおりの美人２人を加え

て結成された｡ 予選リーグは楽をしたいとこ

だったがいきなり去年準優勝のかちがらす

(佐賀県) が同じリーグに入りどうなるかと

思いきやあっさり勝利｡ 他の予選２試合も勝

利し決勝トーナメントに進出した｡ 予選の城

井､ 豊田ペアの成績は２勝１敗と好調だった｡

決勝トーナメントは長崎県､ 鹿児島県を撃破

し決勝で博多と対戦することになった｡ 博多

には高校時代の全日本ランキング８位の先生

が新会員になっており熊本常勝軍団切り込み

隊長の山口(一)が奮闘するも山口(一)､ 八木

ペアが惜敗｡ 山根､ 山口(英)ペアは今大会も

全勝だったが城井､ 豊田ペアも健闘したが敗

退で博多に２－１で負け準優勝となった｡

一方､ 火の国チームは今年も予定通りコン

ソレーションでの優勝を目指し試合に臨んだ｡

まずは予選リーグであるが､ ここで異変が生

じた｡ 相手は強豪福岡山笠チーム､ 当然先を

見据えて調整の試合となるはずなのだが､ Ｔ

枝・Ｏ塚ペアは初めから全開状態で､ 接戦を

制し勝利してしまう｡ これが悲劇の始まりで

あった｡ さらに､ 何を考えたのかＯ塚先生は

その後､ 体力温存も忘れ､ みんなの制止も聞

かず壁打ちに行ってしまった…｡

その後､ 予定通りコンソレーションに回り､

初戦は昨年度本戦準優勝のかちがらす (佐賀

県) チーム､ １勝１敗で勝負はＴ枝・Ｏ塚ペ

アに託された｡ 気になってＴ枝先生にスコア

を聞いてみると５対３でリード (勝利確信の

ピ－スサイン付) とのことで､ 皆で大盛り上

がりで応援していると､ 急減速し３ゲーム連

取され大逆転負け｡ 気を取り直してリコンソ

レーションに｡ 相手はフェニックス (宮崎県)

チーム､ またまた１勝１敗で勝利はＴ・Ｏペ

アに託された｡ 普段であれば当然勝って当然

の相手に見えたのだが､ すでに２人は疲れて

棒立ち状態で当然の如く敗戦｡ ペース配分を

考えていれば…｡

また､ 三隅・木村ペアの混成チームは､ リ

コンソレーションの決勝でフェニックスに敗

れたものの､ 準優勝の金星を上げた｡

今大会の敗因は熊本のムードメーカーであ

る高松の不在が全体的に響いた｡

来年はかならず参加してもらいたいところ

である｡ 友枝中心に来年奪還誓い…｡

試合終了後は毎年恒例の焼き肉屋で､ 試合

のことは忘れたかのように大盛り上がりであっ

た｡

(飯田 誠治・八木 俊晃)

九地連厚生行事

テニス 博多に新星現る！常勝軍団の運命は!?

来年は､ 奪還を誓い
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10月17日(日)８年振り､ 私にとっては16年
振りの佐賀での大会でした｡ この時期､ 以前
は朝から結構寒くて､ 試合前はアキレス腱を
切らないようにと､ 入念に準備体操をしたも
のでしたが､ 今は暑くも寒くもなく､ 剣道の
試合にはちょうどいい季節です｡
大会の結果は団体戦Ａチームはまたも一本
差で､ 宮崎チームに敗れ､ 準優勝でした｡ ５
人制で１勝１敗３分､ １勝は中嶋隆志選手､
１敗は私､ 田ノ上輝で､ 五分五分で引き分け
となり､ 代表者戦まで行きましたが､ 武運無
く､ 優勝は次回長崎でという結果になりまし
た｡ 今回はＢチームも健闘して､ 予選リーグ
で１勝あげる事ができました｡
個人戦は一般の部で中嶋選手が３位､ シニ
ア (50才以上で､ 強い人は一般に出てる) の
部で､ 田ノ上が初優勝､ 正直嬉しかったです｡
個人戦の後､ 団体戦の決勝があったのですが
やはり団体戦で優勝できなかったのですが､
すごく残念です｡ ｢自分が２本負けせんかっ
たら｣ と今でも､ 思ってしまいます｡ まあ40
年以上剣道やっていると､ 良かった事はあま
り覚えていませんが､ ｢あの一本が｣ という
場面はよく覚えているものです｡
試合が終わって､ 西田先生と九地連のテニ
スの試合を見ていた時､ シニアですが､ 初め

て優勝できたので､ 妻に ｢年寄の部で優勝し
ました｡ デヘッ｣ とメールしましたが､ ｢さっ
さと帰って来い｡ 家の仕事が待ってるぞ｣ と
いう､ いつもながらの返信でえ､ トホホでし
た｡ 会員の皆さんも､ ゴルフ､ ボーリング､
野球､ テニス､ その他色々､ 自分なりに打ち
込んでおられるものがあると思いますが､ 家
人からの ｢覚えめでたし｣ とは､ なかなかい
かないのが現実だと思います｡ 私なんか､
｢先生治療上手ですねえ｣ と言われるより､
｢田ノ上君､ いい剣道するねえ｣ と言われた
方が､ うんと嬉しいです｡ ただし､ どちらも
まだ言われた事はありません｡
では来年こそ優勝して､ この記事が書ける
ように稽古に励みます｡ (田ノ上 輝)

団体戦で準優勝

九地連厚生行事

剣 道

今年は､ わがボーリング部は例年と大きく
違っていました｡ 春野先生が､ ご病気で九地
連不参加となったことは非常に痛かったので
すが､ 数年ぶりに新規加入してくださる先生
が現れたのです｡ 井尾先生です｡ 先生はボー
リングに掛ける情熱が半端なく､ また､ 主将
の菊竹先生の音頭もあって､ 部員一丸となっ
て大会に向けた練習に取り組んだのです｡ 今
まで練習なんて大会前に一度集まるくらいで
した｡ ところが今年は毎週集まって練習した
のです｡ それも､ 全日本で優勝したプロボー
ラーの指導つきで！
練習は非常に充実し､ 皆､ 大会上位入賞に
自信を持って望むことができました｡
如かして､ その結果は・・・
｢臥薪嘗胆』 三国干渉を画策したロシアに

対する怒りのスローガン｡ 当時の日本国民は､

この言葉を心に秘め､ 後の日露戦争に勝利し
ました｡
わがボーリング部も､ この言葉をかみ締め､
来年は満足のゆく結果を残すことを誓います！
(つまり､ 今年はごめんなさい｡)

(宮井 祐)

臥 薪 嘗 胆ボウリング

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

シニアの部で田ノ上会員優勝

プロボーラーの指導つきで練習した成果は？
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第１回熊本県歯科医師会
郡市対抗親睦ゴルフ大会開催さる

11月14日 (日)､ あつまるレークカ

ントリークラブにおいて､ 各郡市より

79名の参加のもと第1回郡市対抗親睦

ゴルフ大会が開催された｡ この大会は､

熊本市 (稲葉逸郎会員､ 合沢康生会員)

玉名市 (犬束美尚会員) 八代市 (中川

純一会員) 下益城郡 (渡辺賢治会員)

などの各郡市のゴルフ愛好会のメンバー

が世話人となり企画運営された｡

競技は18ホールストロークプレーをダブル

ペリア方式のハンデ計算で行われ､ 個人戦な

らびに郡市連合チーム対抗の団体戦 (上位３

名のスコア合計) を競った｡

個人戦は､ ベテランの味を発揮した元島博

信会員 (熊本市) が優勝､ ゴルフに夢中の御

手洗肇会員 (人吉市) が準優勝､ 70歳になっ

ても益々お元気な神戸威会員 (上益城郡) が

３位に入賞されました｡

団体戦のチーム構成は①熊本市Ａ②熊本市

Ｂ③熊本市Ｃ④宇土郡市､ 天草郡市⑤玉名郡

市⑥荒尾市､ 鹿本郡市⑦菊池郡市､ 阿蘇郡市

⑧上益城郡､ 下益城郡⑨八代⑩水俣・芦北郡

市､ 人吉市､ 球磨郡の10チームで､ 優勝が熊

本市Cチーム､ 準優勝が八代チーム､ ３位が

水俣・芦北郡市､ 人吉市､ 球磨郡チームでし

た｡

快晴に恵まれた日曜日､ 好プレー､ 珍プレー

の中､ 会員相互の親睦を深めると共にストレ

ス発散となる心地よい一日になったようです｡

また､ 県歯浦田会長､ 熊本市歯清村会長､

県歯沢田事務局長ほか個人､ 団体より多数の

協賛賞をいただきましたこと､ 心より御礼申

し上げます｡

(郡市対抗親睦ゴルフ大会世話人会 渡辺 賢治)

第１回熊本県歯科医師会郡市対抗親睦ゴルフ成績
順位 競技者名 アウト イン GROSS HDCP NET

優 勝 元島 博信 43 44 87 18.0 69.0

準優勝 御手洗 肇 44 50 94 24.0 70.0

３位 神戸 威 49 46 95 24.0 71.0

４位 尾上 宏 41 42 83 12.0 71.0

５位 中原 孝 40 36 76 4.8 71.2

順位 競技者名 アウト イン GROSS HDCP NET

６位 中川 純一 45 41 86 14.4 71.6

７位 坂井 満 43 47 90 18.0 72.0

８位 與儀 実彦 41 43 84 12.0 72.0

９位 中野 敬輔 39 40 79 6.0 73.0

10位 井口 泰治 42 43 85 12.0 73.0

順位 競技者名

11位 稲葉 逸郎

12位 工藤 隆弘

13位 荒木 浩一

14位 田中 正

15位 北川 隆之

16位 竹田 博文

17位 若槻 正幸

18位 田代 正博

19位 福嶋 修治

20位 渡辺 博

21位 中原 正弘

22位 安田 光則

23位 清水 雅英

24位 湯本光一郎

25位 上元 健一

順位 競技者名

26位 山本 源治

27位 甲斐 利博

28位 河合 隆一

29位 千場 正昭

30位 合澤 康生

31位 大嶋 健一

32位 野田 和夫

33位 大林 裕明

34位 山本 浩喜

35位 出口 諭

36位 河野 哲朗

37位 松本 光示

38位 城 直秀

39位 渡辺 洋

40位 樋口 博一

順位 競技者名

41位 國崎 貴裕

42位 神山 久志

43位 山内 透

44位 �� 稔

45位 椛島 稔明

46位 永田 英樹

47位 本田 亘

48位 河野 敬明

49位 津田 勝久

50位 三笘 司

51位 若江 秀敏

52位 藤崎 圭一

53位 七川 洋二

54位 上田 忠

55位 松本 信久

順位 競技者名

56位 増田 了

57位 奈良 健一

58位 山本 宏

59位 山室 紀雄

60位 古賀 明

61位 市原 誓志

62位 奥田 洋実

63位 渡辺 賢治

64位 中根 俊吾

65位 友田 長広

66位 三隅 晴具

67位 田上 大輔

68位 齊藤 忠継

69位 秋山 喬

70位 大森 秀則

順位 競技者名

71位 秋山 清

72位 坂口 馨

73位 田尻 光子

74位 田中 弥興

75位 犬束 美尚

76位 明受 清一

77位 清村 龍朗

78位 関 光輝

79位 河上 正

���������������������������������
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９月29日 (木)､ 県歯会

館３Ｆ市会議室において､

第４回熊本市歯科医師会学

術講演会を開催した｡ 山鹿

中央病院 消化器科の木庭

郁朗氏をお招きし､ 『ルー

チン胃内視鏡検査で発見した口腔・咽頭病変

の検討』 と題してご講演があった｡ 参加者は

予想以上に多く､ 研修室がいっぱいになるほ

どの盛況でぶりであった｡

講演では､ 胃拡大内視鏡やNBI光源など内

視鏡機器の進歩に伴い､ 口腔・咽頭病変(上

皮異形成､ ガン)の発見が容易になってきた

ことを､ 症例を交えてわかりやすく説明して

いただいた｡ NBI光源というのは､ 通常光と

は違う周波数の異なる光であり､ これを粘膜

にあてて内視鏡で観察することによって粘膜

表層部と深層部の血管を区別することが可能

となり､ これまでルゴール不染帯としてしか

指摘できなかっ

たような上皮異

形成や表在ガン

を容易に発見で

きるようになっ

たとのことであっ

た｡ これまで発

見された疾患と

しては､ 口腔では乳頭腫や上皮異形成､ 咽喉

頭では乳頭腫､ 上皮異形成やガンの腫瘍性病

変だけでなく､ 硬口蓋外骨種や閉塞型睡眠時

無呼吸症候群 (Obstructive SAS) などがあ

げられた｡

また睡眠時無呼吸症候群については､ 病態

を内視鏡化でわかりやすく解説され､ 会員一

同興味深く講演をきくことができた｡

今回の講演から初期病変発見の重要性をあ

らためて認識させられた｡

(小野 秀樹)

熊本

わかりやすく解説される木庭郁朗氏

10月22日 (金) 午後６時

30分より司ロイヤルホテル

において平成22年度臨時総会が行われた｡ 冨

永会長の挨拶に始まり､ 新入会の甲斐会員の

紹介が行われた｡ 続いて議長､ 副議長が選出

され平成22年度上半期の会務報告から各郡市

会長・専務会議報告､ 代議員会報告､ 評議員

会報告､ 国保組合会報告､ 社保担当者会議報

告､ 医療対策委員会報告を各担当者から報告

があり､ そのまま議事に移った｡

○第１号議案

平成21年度 (社) 玉名郡市歯科医師会会計

歳入歳出決算 (案) の承認を求める件

○第２号議案

平成21年度玉名郡市歯科医師共済互助会決

算 (案) の承認を求める件

玉名 ―臨時総会―
○第３号議案

平成21年度玉

名郡市歯科医

師連盟､KDMU

決算(案)の承

認を求める件

第１～３号議

案については会

員からの承認を得る事が出来た｡ 平成21年度

の収支決算会計監査が適正である事を監事か

ら報告があった｡ 協議事項では公益法人制度

改革､ 入会金減額について意見交換が行われ

最終的に結論が出ず検討委員会を設けて対応

することになった｡

総会終了後懇親会会場に席を移して楽しい

宴のひと時を過ごした｡ (永廣 有伸)

�����������������
冨永会長の挨拶
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10月23日 (土) ２時より天草市の東光寺本

堂にて第52回歯牙供養祭が行われた｡ 松田教

裕常務理事の開会の辞のあと､ 東光寺住職の

読経が流れる中､ 会員１人１人が抜去歯牙の

奉られた仏壇に焼香を行った｡

続いて久々山会長による祭文奏上が行われ､

｢超高齢化社会が進む中､ 歯科医師会として

も歯科保健､ 歯科医療に対する 『啓発』 『理

解』 を深めていく努力がまだまだ必要であり､

歯牙に対し感謝の念を捧げ､ 歯を愛する歯科

医師たらんと誓いを新たにする所存である｡｣

と述べられた｡

さらに東光寺住職からも継続することの重

要性､ 感謝することの大切さを切々と説かれ､

先達の先生方の偉大さと半世紀以上継承され

てきたことの感慨に改めて浸っていた｡

(槌本 亮二郎)

天草

本堂にて厳かに

―第47回天草歯科学会―

���������
歯牙供養祭に引き続き３時より天草市のホ

テルサンロード５Ｆ会議室において第47回天

草歯科学会が行われた｡ 講師は伊東歯科口腔

病院の伊東隆利院長で演題は ｢日常臨床に役

立つ歯科小手術について｣｡

伊東会員は全国に名前の轟く口腔外科の大

家であり､ 今回は一般開業医にとって日頃の

臨床で役に立つような話ということで､ 分か

りやすくかみ砕いてお話いただいた｡ ｢口腔

外科の基本はやはり抜歯｣ と言うことで､ 時

間を５分間隔で分けてへーベル､ 骨削合､ 分

割の ｢抜歯のワン､ ツー､ スリー｣ といった

話や､ 多少GPにとってはチャレンジ感のあ

る骨のグラフトを用いたインプラントなどの

症例まで幅広くたいへん有意義な内容の講演

だった｡ そんな中でも､ 慌てずに基本事項の

再確認をすることを力説されるなど､ 初心に

立ち返って自分自身の診療を見つめ直すには

たいへんよい機会となった｡

(槌本 亮二郎)

｢基本に忠実に｣ と伊東会員
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10月26日 (火) 午後７時

30分より､ 荒尾市医師会館
において本年度の荒尾市歯
科医師会救急救命講習会が
開催された｡ 荒尾市民病院
救急科部長兼ICU部長 松

園幸雅氏と荒尾市医師会救急医療担当理事
西芳徳氏を講師に迎え､ まず松園氏より初期
救命の概念､ 方法手順についての講演があり､
｢何より重要なのは早く119番通報して救急シ
ステムを立ち上げることである｡｣ と締めく
くった｡ 続いて西氏による質疑応答の後マネ
キン４台を使用した実習の時間となった｡ 要
救護者発生から気道､ 呼吸､ 循環の確保各々
について､ AEDの使用法を､ 荒尾市消防署
救急救命士の協力のもと､ 各会員交代で反復

して練習した｡ 実習終了後西氏による総括が
あり､ 松園氏より有明地域BLS (basic life
support) 研修修了証が会員を代表して弥山
会員に手渡され､ 本年度の救急救命講習は終
了した｡ (馬場 一英)

荒尾

10月30日 (土) 午後４時
30分より､ 御船町のクレイ

ンパレスで第２回上益城郡三師会合同研究会
が行われた｡
玉置専務理事司会進行のもと､ 座長に医師
会の小屋迫学術担当理事を選出し､ 江藤会長
が ｢今回２回目となるこの会が､ 少しでも皆
様の日頃の診療の連携に役立つような会とな
りますよう祈念いたします｡｣ と挨拶を行った｡
この後さっそく講演会に移り ｢口腔と全身
の健康｣ をテーマに､ ①歯周病と糖尿病②摂
食と嚥下についてという演題で①入江英仁会
員②森永博臣会員がそれぞれ講演を行った｡

上益城 ―三師会合同研究会―

医師会から､ ｢血糖値をコントロールするう
えで､ 歯周病治療が大切であるということ､
また口腔内と義歯を清潔に保つことで細菌数
を減少させ誤嚥性肺炎を引き起こさないよう
に予防しなければならない｡ そのために摂食
機能を確立させることが大事であるというこ
とが理解できた｡｣ と総評頂いた｡
続いて上益城郡薬剤師会杉本会長の乾杯で
懇親会が始まり､ 日頃あまり触れ合うことが
できない医師会､ 薬剤師会の方々と様々なお
話をさせて頂き有効な時間を過ごすことがで
きた｡ (佐藤 昭彦)

�������� 実習する会員

日頃の診療の連携に役立つよう

摂食機能を確立させることが大事
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10月30日 (土) ６時30分

より玉名文化センター研修

室に於いて荒尾・玉名合同

の学術研修会が行われた｡

講師に宮崎大学医学部附属

病院麻酔科ペインクリニックの田中信彦氏に

より 『歯科領域における痛みの診断と治療』

という演題で講演が行われ､ 色々な症例を見

せて頂いた｡

痛みの生理学的な分類は１侵害受容性 ２

神経障害性に分類される｡ 侵害刺激は３本の

神経 (第１次､ 第２次､ 第３次) を経由して

侵害受容器から大脳皮質に上行する｡ 侵害受

容性疼痛は正常な痛みの伝達であり､ 生体の

防御反応である｡

一方神経障害性疼痛は､ 腫瘍や血管による

神経繊維の圧迫､ 障害による異常な痛みの伝

達と受容からなる｡ 侵害受容性疼痛は､

NSAIDなどの痛み止めが治療薬として効果

がある｡ 神経障害性疼痛の治療では第一選択

薬は､ ３環系抗うつ薬 (トリプタノール)､

SNRI (トレドミン) カルシュウムチャネル

リガンド (ガバペン､ プレガバリン)､ 局所

リドカイン (リドカインパッチ) 第二選択薬

はオピオイド鎮痛薬 第三選択薬は抗痙攣薬

(テグレトール､ デパケン) SSRI (パキシル)､

抗不整脈薬 (メキシチール) NMDA拮抗薬

(メジコン､ ケタミン) である｡

口腔顔面痛の分類は１歯原性疼痛 (歯髄及

び歯周組織に由来する痛み) ２非歯原性疼痛

(三叉神経痛､ 帯状疱疹後神経痛､ 神経血管

性疼痛､ 筋膜性疼痛､ 頸椎疾患､ その他非定

型歯痛､ 舌痛症､ 顎関節症) に分類される｡

非歯原性疼痛である三叉神経痛の症状は顔面

皮膚､ 口腔粘膜および歯槽部分に発作的に起

こる鋭い電撃痛

食事､ 会話､ 洗面などに伴う軽度の機械的

刺激や温度刺激がトリガー部位の加わる事に

よって痛みが誘発される罹患領域の感覚障害

はほとんどない｡

治療法としては１薬物療法 カルバマゼピ

ン (テグレトール) クロナゼパム (ランドセ

ンリボトリール) メキシレチン (メキシチー

ル) ２神経ブロック 三叉神経ブロック､ 星

状神経節ブロック ３手術療法 神経血管減

圧術が行われている｡

まとめとして疼痛の診断と治療

１､ 患者が痛みを訴える時には､ 器質的原因

が明確でなくてもそれを理解する態度をと

る事が大切である｡

２､ 難治性疼痛の場合､ 痛みの強さだけを診

るのではなく､ その患者の日常生活にどの

程度の影響を及ぼしているかを診る事が大

切である｡

３､ 痛みの治療の目的は､ 生活の質を維持す

る事である｡

患者が痛みを訴えた時痛み止めを処方して

良くなるのがほとんどであるが､ 痛み止め

では解決しない疼痛があることを今回の講

演会で学んだ｡

(永廣 有伸)

玉名

感謝状を受け取る田中氏
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11月６日､ ７日に恒例の玉名郡市歯科医師
会旅行に行ってきた｡ ｢博多山笠｣ で有名な
櫛田神社に参拝した後､ 今年はロマンチック
に ｢博多湾のディナークルーズ｣ まるで新婚
旅行のよう､ とはるか昔を思い出された先生
方もおられると思う｡ しかし､ 残念ながら日
はとっぷり暮れ､ 宴会会場からは真っ暗で何
も見えない｡
デッキからようやく博多の夜景を拝む事が
でき､ 美味しい料理を頂き､ 満足で法華クラ
ブ福岡に移動､ 有志のみで博多の夜で二次会
を楽しんできた｡
翌朝､ ホテルでの朝食の後､ 下関に出発｡
昨晩のアルコールも残っているのに､ バスの
中でもビールで盛り上がった｡
そして､ 一行は ｢海峡ゆめタワー｣ に到着､
今NHKで放送されている､ ｢龍馬伝｣ でもち
きりの下関を眼下に見渡した｡ 長州藩士の三
吉慎蔵を頼り､ 最後に龍馬とお龍が暮らした
場所との事だ｡ 山口県は伊藤博文､ 佐藤栄作､
安倍晋三､ 菅直人など９人の歴代総理大臣を
輩出したそうだ｡ この下関もかつては
桂小五郎や高杉晋作など名士が集い､
源平合戦の地 ｢壇ノ浦｣､ 小次郎と武
蔵の ｢巌流島｣､ 歴史的重要な街を感

慨深く眺めた｡
その後､ ｢唐戸市場｣ ではフグ三昧の昼食
を頂いた｡ 市場では握りたての寿司の屋台が
沢山並んでいて､ 一番のお薦めは ｢白子の軍
艦巻き｣ だ｡ 家族に持ち帰りたかったのです
が､ 残念ながら時間が経ちすぎるので､ 冷凍
したフグや煎餅を買い込み､ 帰路に着いた｡

下関ではフグの事を ｢ふく (福)｣
というそうだ｡ 今回参加された先生
方に福あれ！

(西村 真悟)

11月12日 (金) 19時30分より玉名文化セン
ターにおいて県歯の医療対策委員会から片山
理事と冨屋委員長を招いて医療対策講演会が
行われた｡
まず片山理事の講演では ｢安心安全な歯科
医院を求めて｣ という演題にて講演いただき､
先日県歯から配布された医療安全管理対策書
に沿って説明があった､ 安全管理のための体
制作りが必要という事で院内感染対策､ 医薬
品の安全管理､ 医療機器の安全管理等のアウ
トラインを話され､ マニュアル作成の手順や
様々な報告書､ 記録表に関する記入方法につ
いて話があった｡
続いて冨屋委員長の講演では ｢苦情に関す
る通知書の説明と実際の事例をあげての対応
手段について｣ という事で､ 事故や苦情が起
きてしまった場合の対応方法やそれを知らせ
るための通知書記入方法等について話があり､
実際に今どのような事故や苦情が多く寄せら
れているかといった､ 私たちが聞くとハッと
するドキッとするような事例を話された｡

玉名

１時間半の講演であったが私たちが安心・
安全な歯科治療を行う為には医院内の安全管
理体制の徹底と､ 患者さんとのインフォーム
ドコンセントや患者さんに対する気配りや心
配りがとても大切なこととあらためて感じた｡

(山本 浩喜)

���������������参加者に福あれ

医療安全管理対策書の活用を

―医療対策講演会―
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11月17日 (水) 午後８時

より､ 菊池郡市歯科医師会

館にて､ 講師に熊大医学部

麻酔科にて研修経験もお持

ちの今村友信会員を招いて

救急医薬品セミナーが開催

された｡

郡市会では２年前より緊急時に対応できる

ようにと会員に救急薬品を配布している｡ 今

回のセミナーは配布した薬品の作用機序を理

解し､ 臨床で緊急事態に遭遇した際､ 正しく

薬品を用いることができるようにという目的

で昨年につづいて開催された｡

まず､ 今村会員より､ ボスミン､ エフェド

リン､ アタラックスＰ､ セルシン､ ペルジピ

ン､ 硫酸アトロピン､ デカドロンなどの薬剤

について､ 作用機序､ 使用する際の具体的な

希釈方法､ 投与方法などの説明が行われた｡

その後､ 今村歯科のスタッフにより､ 妊婦

の歯科治療中に ｢過換気症候群｣ が誘発され

たとの想定で､ また､ もう１ケースは､ 局麻

時の ｢神経原性ショック｣ が起ったとの想定

でロールプレイが行われ､ より臨床的な対応

ができるように研鑽した｡

質疑応答では､ １) アナフィラキシーショッ

クと神経原性ショックの鑑別診断について

(アナフィラキシーの場合､ 抗原となるもの

を特定できることが多い)､ ２) 局麻中毒の

対処法 (酸素投与とともにセルシン20ｍｇ筋

注､ 血管確保できればセルシン10ｍｇ静注)

などの質問がでた｡ 最後に模型を用いて血管

確保の実習を行い閉会した｡

高齢化社会を迎え基礎疾患を持った患者の

歯科治療は否応なしに増加してくる｡ 臨床現

場でもショックなどのケースにいつ遭遇する

とも限らない｡ 継続的にこのようなセミナー

を開催し､ 研修を積んでおくことが重要と思

われる｡

(城 敦哉)

菊池

関心が高く参加者多数
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歌うお姉さん) によるオーラルケアクイズ､

中島学園の学生さんによる人形劇とブラッシ

ング指導､ ラビッツとミッフィーによる劇と

クイズが行われ､ たくさんの子供たちの元気

な声が会場内に響いていた｡

今年で18回目となる ｢歯の健康ランド｣ で

すが､ ｢毎年来てるよ！｣ という言葉を頂い

たり､ また､ 参加者の笑顔で帰られる姿を見

て､ このイベントの素晴らしさをあらためて

実感することができ､ また､ 毎年のことなが

ら､ 心地よい充実感を得ることができた｡

最後になりましたが､ このイベントにご参

加ご賛同頂いた全ての方々に感謝するととも

に､ 今後とも末長くご協力賜りますよう宜し

くお願い致します｡

(新樹会議長 隈井 隆弘)

10月31日 (日)､ 熊本県若手歯科医師新樹

会の年間最大イベント ｢歯の健康ランド｣ が､

熊本市動植物園にて開催された｡

午前８時集合｡ パラパラと小雨の降る中､

中島学園の学生､ (株) サンスターのスタッ

フ､ イベントスタッフとともに会場の準備を

行い､ いざ､ 開園｡ 小雨は降り止むことなく､

スロースタートな感じではあったが､ ぼちぼ

ち来園者も増えていき､ 第１回目のステージ

イベント (｢オーラルケアクイズ｣ ｢ブラッシ

ング指導｣ ｢ミッフィーとうたおう!!｣) のこ

ろ (12時) には雨も止み､ 気付けば､ ステー

ジ前の観客席は沢山の親子連れで満席｡ その

後､ 天気も回復し､ 終わってみれば､ 800名

近くの参加者があった｡

参加者の多くは､ ブラッシング指導コーナー､

～フッ素洗口コーナー､ ～歯科健診コーナー

と順番に受けられ､ 最初は子供だけのつもり

が､ ｢ついでにわたしも!!｣ と､ 一緒に指導

や健診を受けるお父さん､ お母さんの姿もあ

り､ また､ 親子揃ってフッ素洗口を行う姿も

見受けられ､ 参加者の口腔内に対する意識の

高さをあらためて感じた｡ 各コーナーの最後

には､ (株) KAWARYO九州から提供いた

だいた､ 子供たちの一番の楽しみであるくじ

引きを行い､ ｢やったー､ １等だ!!｣ ｢あ～､

５等だった…｣ と声をあげ､ 笑顔でおもちゃ

を選ぶ子供たちの姿が､ とても印象的だった｡

恒例のステージイベントでは､ 新樹会ドク

ターとラビッツ (ステージ上で進行や､ 歌を

沢山の親子連れで満席

��������������

恒例のオーラルケアクイズ

今年も中島学園の学生さんの協力を得て
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

鶴田 実馬 先生
平成22年11月２日 ご逝去 87歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和28年10月１日
毛利 明 先生
平成22年11月13日 ご逝去 66歳�郡 市 名：宇土郡市�入会年月日：昭和55年12月23日

※年末年始の事務局休業のお知らせ

仕事納め 平成22年12月28日 (火) 午後５時・業務終了

年末・年始休業期間 平成22年12月29日 (水) ～平成23年１月３日 (月)

仕事始め 平成23年１月４日 (火) 午前８時30分・業務開始
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11月 

場所 行事内容 時間 曜日 日付 

県歯会館 

東京国際フォーラム 

東京国際フォーラム 

五和町コミュニティセンター 

県庁 

山形テルサ 

東京・帝国ホテル 

東京・帝国ホテル 

県歯会館 

県歯会館 

県歯会館 

県歯会館 

上天草市 

不知火公民館 

県歯会館 

県歯会館 

県歯会館 

日歯会館 

日歯会館 

県歯会館 

県歯会館 

県歯会館 

熊本市 

県歯会館 

ＫＫＲホテル 

県歯会館 

阿蘇市 

第１５回常務理事会 

日歯広報打ち合わせ会 

生きがいを支える国民歯科医療シンポジウム 

(熊本県主催）学齢期歯科保健指導者講習会（天草地区） 

第７回県医療対策協議会 

第３１回全国歯科保健大会 

第７回日歯対外ＰＲ小委員会 

ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー授賞式 

国保三役打合せ会 

近県社会保険担当者会議 

衛生士会との合同懇談会 

幸山政史熊本市長挨拶の為来館 

故毛利明会員（宇土郡市）告別式弔辞奉呈 

学齢期歯科保健指導者講習会（宇城地区） 

リスクマネジメント　甲斐氏との打合せ 

ライオンズクラブ椿幸雄ガバナー表敬訪問 

第１６回常務理事会 

第８回日歯広報正副委員長及び小委員長打合会 

第９回日歯理事会 

熊本歯科衛生士専門学院同窓会との懇談会 

第８回理事会 

第５回国保理事会 

歯科医療に関する県議会議員との懇談会 

日本補綴歯科学会九州支部学術大会（１日目） 

日本補綴歯科学会九州支部学術大会懇親会 

会務運営打合せ 

故宇治信孝会員（阿蘇郡市）告別式弔辞奉呈 

19：00

11：00

13：00

13：30

15：30

12：30

12：00

13：00

19：30

14：00

15：00

15：00

14：00

13：30

16：30

18：30

19：00

17：00

13：00

18：30

19：00

19：00

19：00

13：00

19：00

20：30

11：00

水 

木 

金 

土 

月 

火 

土 

日 

月 

火 

水 

木 

水 

木 

金 

土 

月 

月 

11月3日 

11月4日 

11月5日 

11月6日 

11月8日 

11月9日 

11月13日 

11月14日 

11月15日 

11月16日 

11月17日 

11月18日 

11月24日 

11月25日 

11月26日 

11月27日 

11月29日 

11月1日 

出席 摘要 日付 所管 

小島副会長、渡辺専務理事、西野常務理
事 

臨時職員採用試験　面接者：６名 10月22日 

総務 

浦田会長 四国地区役員連絡協議会全体会（高知新阪急ホテル） 

23日 
遠山・片山監事 月次監査　９月末現況監査 

八木理事、永田委員長他全委員 
総務委員会　（１）次年度委員会事業計画・予算（案）　（２）県歯ガイドブック2010最終校正 
（３）諸規則の検討 

浦田会長 四国地区役員連絡協議会分科会（高知新阪急ホテル） 24日 

小島副会長、西野・伊藤常務理事、牛島理
事、堀田委員 

総合政策推進プロジェクト会議 

25日 
福田委員長他全委員、浦田会長、渡辺専
務理事、八木理事 

第７回選挙管理委員会 

八木理事 
総務小委員会 
（１）県歯ガイドブック2010最終校正（印刷会社・事務局との打合せ）　（２）新入会員研修会 

中嶋副会長 第25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） 

26日 浦田会長他全役員 
第７回理事会 （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 
（２）平成22年度臨時総会の開催　（３）通常代議員会・総会までの手続きスケジュール　ほか 

浦田会長他全役員 幸山政史熊本市長来館　表敬訪問 

八木理事 都道府県男女共同参画推進検討会議（日歯会館） 
27日 

竹下理事 県へき地保健医療対策に関する協議会（熊本テルサ） 

宮坂常務理事 学齢期歯科保健指導者講習会打合せ　（１）昭和薬品化工㈱との打合せ 28日 

松岡・竹下・牛島理事、添島委員長 県歯科技工士国家試験委員会（県庁） 29日 

浦田会長 熊大薬学部創立125周年記念式典（ホテルキャッスル） 31日 

浦田会長 故宇治信孝会員（阿蘇郡市）告別式弔辞奉呈（阿蘇市） 

11月１日 
大林理事、宮本委員、増田会長（八代） （熊本県主催）学齢期歯科保健指導者講習会（八代地区）（八代ハーモニーホール） 

浦田会長他常務理事以上全役員、八木理
事 

第15回常務理事会 （１）平成23年度総務部門の事業計画案　（２）平成23年１月・２月・３月の行事予定 
（３）九州各県専務理事連絡協議会　ほか 

八木理事 都道府県情報管理担当理事連絡協議会（日歯会館） ２日 

浦田会長、小島副会長、渡辺専務理事、八
木理事 

生きがいを支える国民歯科医療シンポジウム（東京国際フォーラム） ３日 

31

会 務 報 告 自　平成22年10月22日 至　平成22年11月18日 



出席 摘要 日付 所管 

総務 

浦田会長 第31回全国歯科保健大会（山形テルサ） 

６日 
小島・中嶋副会長、渡辺専務理事、片山・
前田・松岡・勇・八木・牛島理事 

新入会員研修会 

渡辺専務理事 県歯野球部納会（熊本市） 

浦田会長 第７回日歯対外ＰＲ小委員会（東京・帝国ホテル） 

８日 

浦田会長 ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー授賞式（東京・帝国ホテル） 

渡辺専務理事、八木理事 総務小委員会　（１）各郡市会長・専務理事連絡協議会打合せ 

中嶋副会長、渡辺専務理事、西野常務理事、
前田・田上・勇・牛島理事 

各委員会事業計画・概算要求協議（学術、社会保険、地域保健） 

田上理事、田代会長（阿蘇郡市） 
学齢期歯科保健指導者講習会（阿蘇地区）　受講者：73名（会員10名、学校関係者41名、行政関係９名、
幼稚園・保育園関係者９名、衛生士会３名、スタッフ１名（阿蘇プラザホテル） 

17日 
渡辺専務理事 都道府県専務理事連絡協議会（日歯会館） 

浦田会長 第８回日歯広報正副委員長及び小委員長打合会（日歯会館） 

浦田会長 第９回日歯理事会（日歯会館） 18日 

前野副会長、牛島理事、添島委員長他全
委員 

ビスフォスフォネート製剤と顎骨壊死に関する講演会 
受講者：148名　講師：上田歯科医院　上田忠先生（八代歯科医師会会員）、公立玉名中央病院長　中
野哲雄先生（日本骨粗鬆症学会評議員） 

10月28日 
学術 

牛島理事 九州各県学術担当者会（佐賀県歯会館） 30日 

田中委員長他１委員 社会保険個別相談会　相談者：１名 

10月23日 

社会保険 

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）個別指導立ち会い・個別相談会　（３）シニア倶楽部社保研修会　ほか 

中嶋副会長、勇・前田理事 九州厚生局との打合せ 26日 

田中委員長、金本・工藤委員 保険個別指導（熊本テルサ） 28日 

浦田会長、勇・前田理事、田中委員長他２
委員 

シニア倶楽部社会保険研修会　受講者数：36名（熊本ホテルキャッスル） 
30日 

渡辺委員 社会保険個別相談会　相談者：１名 

田中委員長他１委員 社会保険個別相談会　相談者：１名 11月６日 

金本委員 保険個別指導（ＫＫＲホテル） 11日 

浦田会長、中嶋副会長、渡辺専務理事、勇・
前田理事、田中委員長他７委員 

近県社会保険担当者会議 13日 

宮坂常務理事、田上・加藤理事 第３回笑顔ヘルＣキャンペーン打合せ　（１）笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント最終確認 10月29日 

地域保健 

浦田会長、宮坂常務理事、田上理事、川瀬
委員長他全委員 

各郡市地域保健担当者会 30日 

宮坂常務理事、加藤理事 歯の健康ランド（熊本市動植物園） 31日 

荒尾市会員 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔荒尾市〕（至８日）（荒尾市会員診療所） 11月１日 

水俣・芦北郡市会員 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔水俣・芦北郡市〕（水俣市もやい館・口腔保健センター） 
６日 

宮坂常務理事、宇土郡市会員 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔宇土郡市〕（宇土シティ） 

宮坂常務理事、上益城郡会員 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔上益城郡〕（ジャスコクレア熊本店） 

７日 小島副会長、宮坂常務理事、田上・加藤理
事、川瀬・立本委員長他４委員 

笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント（熊本市・上通ぴぷれす広場） 

宮坂常務理事 ねんりんピック2011第１回運営委員会（県庁） 
８日 

宮坂常務理事、原賀会長（鹿本郡市） （熊本県主催）学齢期歯科保健指導者講習会（鹿本地区）（鹿本地域振興局） 10日 

澤田事務局長他１名 
崇城大学市民ホール使用許可申請の受理に関する審査会 
（1）平成24年度九州歯科医学大会会場（崇城大学市民ホール） 

11日 
大林理事、冨永会長（玉名郡市） （熊本県主催）学齢期歯科保健指導者講習会（玉名地区）（玉名地域振興局） 

前野副会長、渡辺専務理事、西野常務理事、
片山・大林・加藤理事 

各委員会事業計画・概算要求協議（医療対策、広報、学校歯科） 

八木理事、永田委員長他１委員 総務小委員会　（１）公益法人制度改革 

渡辺専務理事、宮坂・西野・伊藤常務理事、
松岡・八木・竹下理事 

各委員会事業計画・概算要求協議（厚生・管理、センター・介護、総務） 12日 

浦田会長 故毛利明会員（宇土郡市）告別式弔辞奉呈（上天草市） 14日 

浦田会長、中村宇土郡市歯会会長、河原
副委員長他１名 

学齢期歯科保健指導者講習会（宇城地区）　受講者：67名（会員８名、学校関係者36名、行政関係８名、
幼稚園・保育園関係者11名、衛生士会３名、一般１名）（不知火公民館） 

15日 
福田委員長他全委員、渡辺専務理事、八
木理事 

第８回選挙管理委員会 

浦田会長 リスクマネジメント甲斐氏との打合せ 

16日 

浦田会長、渡辺専務理事 ライオンズクラブ椿幸雄ガバナー表敬訪問 

浦田会長他常務理事以上全役員、八木理
事 

第16回常務理事会 （１）口腔医学国際シンポジウムの出席 
（２）九州各県歯科医師会専務理事連絡協議会への提出協議題 
（３）木下大サーカス熊本公演チラシ配布依頼　ほか 

浦田委員、久々山会長（天草郡市） （熊本県主催）学齢期歯科保健指導者講習会（天草地区）（五和町コミュニティセンター） 
４日 

八木委員長、西野委員、吉永会計士 新法人設立検討臨時小委員会 

浦田会長 第７回県医療対策協議会（県庁） 

５日 小島副会長、渡辺専務理事、西野常務理事、
八木・牛島理事、堀田委員 

総合政策推進プロジェクト会議 

田上理事、小田副委員長他３委員 地域保健小委員会　（１）標準的な成人歯科健診 
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前野副会長、渡辺専務理事、大林理事、岩
本委員長他５委員 

学校歯科研修会　受講者：109名 10月23日 

学校歯科 

渡辺専務理事 第６回日学歯理事会（茨城・つくば国際会議場） 27日 

浦田会長、渡辺専務理事、大林理事 全国学校歯科保健研究大会（至29日）（茨城・つくば国際会議場） 28日 

渡辺専務理事 第４回日学歯学術第三委員会（日歯会館） 11月９日 

浦田会長、渡辺専務理事、宮坂常務理事、
田上・松岡・大林理事他５委員 

衛生士会との合同懇談会　（１）標準的な成人歯科健診プログラム　（２）訪問診療の課題 
（３）条例における各地の反応　ほか 

13日 

渡辺専務理事 第７回日学歯理事会（日歯会館） 17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） 18日 

片山理事、冨屋委員長 医療相談　（１）紛争事例についての医療相談　（２）九州各県医療安全対策担当者会準備 10月27日 

医療対策 

前野副会長、勇理事、原田委員 医療対策小委員会　当該歯科医師より医療相談 28日 

片山理事、冨屋委員長他１委員、遠山監事 
医療対策小委員会　（１）双方向コミュニケーションガイド　（２）九州各県歯科医療安全対策担当者会 
（３）平成23年度予算額 

29日 

前野副会長、岡田副委員長他１委員 
医療対策小委員会　（１）口腔保健センターにおける事故・苦情発生時対応マニュアル 
（２）歯科衛生士学院における事故発生時対応マニュアル校正 

片山理事、冨屋委員長 九州各県歯科医療安全対策担当者会（大分県歯会館） 30日 

片山理事、冨屋委員長他１委員 医療対策小委員会　（１）医療相談　（２）講演会 11月２日 

前野副会長、岡田副委員長他１委員 
医療対策小委員会　（１）口腔保健センターにおける事故・苦情発生時対応マニュアル・フローチャート校正 
（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・フローチャート校正 

４日 

前野副会長、片山理事 医療対策小委員会　医療苦情の増加にともなう検討事項 ６日 

前野副会長、原田委員 医療対策小委員会　会員への医療倫理について（お願いとご協力）の通達文書 ８日 

前野副会長、岡田副委員長他１委員 
医療対策小委員会　（１）口腔保健センターにおける事故・苦情発生時対応マニュアル・フローチャート校正 
（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・フローチャート校正 

９日 

片山理事、冨屋委員長 医療相談　（１）医療事故事案についての損保との協議　（２）ニュースレター原稿チェック 10日 

片山理事、冨屋委員長 玉名郡市歯会医療対策講演会（玉名文化センター） 
12日 

前野副会長、原田委員 医療対策小委員会　医療相談 

岡田副委員長他１委員 
医療対策小委員会　（１）口腔保健センターにおける事故・苦情発生時対応マニュアル・フローチャート校正
（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・フローチャート校正 

15日 

片山理事、冨屋委員長 医療対策小委員会　紛争事例についての協議・当該歯科からの返書の内容 17日 

前野副会長、原田委員 医療対策小委員会　医療相談 18日 

H.22.12

出席 摘要 日付 所管 

伊藤常務理事、竹下理事、明受委員、菊池
郡市会員 

熊本農業フェア2010・しっかり噛んで健康家族（１日目）（合志市） 
13日 

地域保健 
天草郡市会員 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔天草郡市〕（栖本福祉会館） 

明受委員、菊池郡市会員 熊本農業フェア2010・しっかり噛んで健康家族（２日目）（合志市） 

14日 宮坂常務理事 「長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」制定記念県民大会式典・講演・懇親会（長崎市） 

玉名郡市会員 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談〔玉名郡市〕（九州看護福祉大学） 

竹下理事、池嶋委員長他３委員 
厚生・管理小委員会　（１）未就業歯科衛生士リカバリー研修会　（２）シニア倶楽部 
（３）歯科衛生士卒後研修会　ほか 

10月22日 

厚生・管理 

兼子賢之会員 下益城郡健康診断（宇土市・働く婦人の家） 23日 

竹下理事他２委員 第２回未就業歯科衛生士リカバリー研修会（１日目）　１日目受講者数：20名（学院校舎） 

30日 浦田会長他常務理事以上全役員、勇・前田・
竹下理事他５委員 

シニア倶楽部　参加者数：41名（熊本ホテルキャッスル） 

竹下理事、池嶋委員長 第２回未就業歯科衛生士リカバリー研修会（２日目）　２日目受講者数：19名（学院校舎） 31日 

竹下理事、池嶋委員長他３委員 
厚生・管理小委員会　（１）歯科衛生士リカバリー研修会　（２）シニア倶楽部 
（３）講演会「歯科衛生士の仕事は楽しい」　ほか 

11月10日 

竹下理事 熊本国税局管内税務指導者協議会（宮崎県歯会館） 11日 

竹下理事、池嶋委員長他１委員 厚生・管理小委員会　（１）歯科衛生士卒後研修会事前打合せ　（２）緊急時対応マニュアル 13日 

竹下理事、池嶋委員長他４委員 歯科衛生士卒後研修会　受講者：73名 14日 

加藤理事、立本委員長他３委員 広報小委員会　（１）会報11月号・第１回校正 
10月22日 

広報 

加藤理事 テレメッセ打合せ　（１）10月28日放送分 

加藤理事 ＴＫＵ広報番組「医療あれこれ」収録　（１）11月３日（水）放送分（口腔保健センター） 25日 

加藤理事 ＮＨＫテレメッセ出演（ＮＨＫ熊本） 28日 

加藤理事、立本委員長他１委員 広報小委員会　（１）会報11月号・第２回校正 11月１日 

宮坂常務理事、加藤理事、立本委員長他
全委員 

広報委員会　（１）会報12月号・編集 15日 

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） 11月２日 
センター・介護 

松本委員長 つばき学園との打合せ（熊本市） ６日 

伊藤学院長他試験官６名 学院推薦入学試験 10月23日 

学院 
伊藤学院長他４委員 学院入学試験委員会　（１）平成23年度推薦入学試験 27日 
 学院推薦入学試験合格者発表　合格者：39名（学院校舎） 30日 

伊藤学院長、前野副会長他２名 自衛隊隊内生活体験反省会 11月５日 

浦田理事長、上野副理事長、桑田常務理
事 

国保三役打合せ会 11月９日 
国保組合 

澤田事務局長他３名 組合地区国保運営協議会職員研修会 18日 
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免責

日

ショート、ミドル、ロングコースの比較

従 来 の 所 得 補 償 保 険 と は 全 く 違 い ま す。

1年間もしくは2年間補償免責
期間

免責「0」日

ミドルコース
〈従来の所得補償保険〉

ロングコース
〈団体長期障害所得補償保険〉

ショートコース 免責「0」日

3年間～
70歳まで補償

そ
の
日
か
ら

こ
れ
か
ら
は・・・

今
ま
で
は・・・

免
責「
4
」日

も
し
く
は「
7
」日

180日間限定補償

免
責「
3
6
5
」日

免責
期間

Love＠ゼロ
アット

誕生
※

※保険金ご請求の際には、医師の診断書が必要となります。

熊本県歯科医師会　広告修正版　天地 242ｍｍ×左右 170ｍｍ

社団法人 熊本県歯科医師会  会員の皆様へ

◆この広告は団体所得補償保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「団体所得補償保険のあらまし」「重要事項説明」をよくお読
みください。ご不明な点等がありましたら、上記までお問い合わせください。

Love＠ゼロ
アット

（注） は、所得補償保険のペットネームです。「　　　　　      」

休診初日から
補償

割安な掛金
団体割引30％

自宅療養
OK

約２４％割安 約２6％割安 約２7％割安

男女共通（当社比）

比較してください！！
の東京海上日動のLove＠ゼロ

アット

ご加入を決めるのは、先生方ご自身です。

Love＠ゼロ
アット

ショートコース

（所得補償保険）

ミドルコース
（従来の所得補償保険）

コース名（商品名） 補償額 免責
日数

補償
期間

無事故戻し
返戻金

月額保険料
40歳 50歳 60歳

その日から　　最大900万円（　　）をお受取りいただけます。補　償
期間中

【ご参考】ロングコース（団体長期障害所得補償保険）の保険料
 《ご契約条件》月額３０万円（日額１万円相当）補償、補償期間７０歳まで、
                   免責日数３６５日、無事故戻しなし

（団体割引３０％適用後）《月額保険料》

男　性
女　性

年齢性別 ４０歳 5０歳
6,723円
9,144円

16,450円
20,553円

※日額について：1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日として日割り計算により算出します。

月額30万円
（日額1万円相当）

月額30万円
（日額1万円相当）

０日

4日

18０日

1年

なし

あり

3,840円 5,070円 5,520円

5,040円 6,840円 7,530円

しかも掛金は・・・
実際に比較して
ください。

TEL 096-343-6400
FAX 096-343-9599

〈引受保険会社〉東京海上日動火災保険株式会社  （担当窓口）熊本支店　営業課
〈取扱代理店〉

有限会社 ケイ・デー・エム・ユー

※保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレット「所得補償保険のあらまし」をご覧ください。

所得補償保険に

愛をこめて

Love＠ゼロ
アット

新型

10-T-05314　平成22年11月作成

社団法人  日本歯科医師会の会員

15口ご加入
の場合

担当者 ： 田尻

〒860-0863  熊本市坪井2‒4‒15  熊本県歯科医師会館内



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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 今年も残りわずかとなりましたが、

皆さん無事故、無病で１年間過ごせ

ましたでしょうか？ 

　不景気、不恐のこの時代、何もな

い事が逆に一番いい事ではないでし

ょうか？ 

 あと数日間、カゼなどひかれない

様頑張って過ごしましょう。 

 来年こそは、いい年になる様に期

待したいものですね！　　　（Ｍ.Ｎ.） 




