
熊本県歯科医師会 

歯の衛生に関する「図画・ポスター、習字」宇城市立 不知火小学校六年　上田有紗様 

July
No.663

July
No.663

7
2011



一
、
専
門
職
と
し
て
歯
科
医
学
と
歯
科
医
療
の
発
展
の
た
め
に
尽
く
し
、
医
療
倫
理
の 

　
　
実
践
に
務
め
る
。 

一
、
専
門
職
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
、
法
を
遵
守
し
適
切
な
説
明
を
行
い
、
常
に
愛
情 

　
　
を
持
っ
て
患
者
の
た
め
に
社
会
的
使
命
を
果
た
す
よ
う
に
努
め
る
。 

一
、
自
己
の
知
識
、
技
術
、
経
験
を
社
会
の
た
め
に
提
供
し
、
社
会
福
祉
お
よ
び
国
民 

　
　
の
健
康
向
上
の
た
め
に
努
め
る
。 

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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古今東西歴史的な英雄と呼ばれている人はたくさんいます｡ 日本

で言えば､ 織田信長・豊臣秀吉・西郷隆盛等 (主観ではありますが) 枚挙に暇がありません｡

私はこの英雄達の事を考える時､ 必ずその偉業の陰で死んで行った､ たくさんの名も無き人々

に思いを馳せます｡

豊臣秀吉が天下を手中に治めるまでに､ いったいどれくらいの人々が死んで行ったのでしょ

うか｡ しかも彼らの名はほとんど歴史上に出て来ません｡ 先日もある幕末のテレビドラマで､

長州軍の兵士から鉄砲で撃たれて､ 幕府軍の兵士がバタバタと倒れていくシーンがありまし

たが､ あの兵士達は何という名前だったのでしょうね｡ 浦田？それとも渡辺？彼らには確か

に名前があったのでしょうし､ 親兄弟､ 妻子やたくさんの友もいたはずです｡ 夢や希望もあ

り､ そして何より彼らの数十年に及ぶ人生の歴史があったはずです｡ それが歴史の間で意味

もなく死んで行かなければならなかった事に､ 非常な無念を覚えたことでしょう｡

今回の東北の大震災でもたくさんの方が亡くなりました｡ 大半は津波によって亡くなった

のですが､ この方たちの恐怖､ 理不尽に死んで行かなければならない無念さを考えると本当

にやるせない気持ちになります｡

どんな時代のどういう状況であれ､ 人が無意味に死んで行くのは決してあってはならない

事だと思います｡

実は私も３月11日の地震発生時に､ 羽田空港の出発ロビーに居ました｡ 地震のあまりの衝

撃に､ 一時､ ｢死｣ を考えました｡ 幸い､ 今こうして元気に生きているわけですが､ それは

生かされていると言った方が良いかもしれず､ いまさらな

がら､ 一歯科医師として地域のために､ 歯科医師会のため

に何が出来るのか､ 何をすればよいのか､ 何をやりたいの

かを自問自答する毎日です｡ 非力ではございますが､ 二期

目浦田執行部の副会長として悔いを残さないように努力し

てまいりたいと思います｡ 御指導､ 御鞭撻の程よろしくお

願い申し上げます｡
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開 会：宮坂副会長
挨 拶：浦田会長

５月28日から６月３日にかけて､ 伊藤学院
長をリーダーとして計６名の先生方に東日本
大震災の身元確認作業に宮城県の方に出動し
ていただきました｡ 無事に任務を済まされて､
伊藤先生含め６名の先生方大変お疲れ様でし
た｡ 後日､ 警察歯科医会研修会の事例発表と
いう形で､ 今回出動された方々に報告してい
ただく機会を設けるよう予定しております｡
先週土曜に各郡市会長・専務会議が開催さ
れ､ 公益法人制度改革の対応等について意見
交換を行いました｡ いただいた意見を踏まえ
ながら､ 一般と公益のどちらに移行するのか､
９月の代議員会あるいは総会の開催も必要に
なると思いますが､ そこに向けて議論を深め
ていく必要があります｡ 今年の３月までには､
政府が共済事業の取り扱いについて新たな方
針を示すといった情報もありましたが､ 大震
災の影響で何も決まっていない状況です｡ こ
のままどちらに移行するかの決定を先延ばし
に出来ない時期に来ておりますので､ 粛々と
進めて行きたいと思います｡
我々執行部がスタートしてもうすぐ３ヶ月
になります｡ 新しく役員になられた先生も慣
れて来られたと思いますので､ 今後､ いろい
ろな課題に本格的に取り組んで行きます｡ ご
協力の程よろしくお願いいたします｡

会会務務報報告告：：(自：５月23日～至：６月19日)
本会総務：理事会､ 常務理事会､ 各郡市会長・

専務理事連絡会議､ 日歯臨時代議
員会､ 歯科保健事業圏域説明会

学 術：学術講演会
社会保険：九州厚生局との打合せ､ 日歯疑義

解釈委員会
地域保健：歯の衛生週間事業､ 県糖尿病対策

推進会議
広 報：ＴＫＵ広報番組 ｢医療あれこれ｣

収録
学校歯科：学校歯科保健推進大会
医療対策：医療相談苦情事例報告､ 医療安全

管理対策書研修会
センター・介護：障がい児 (者) 歯科研修会

学 院：出口前副学院長への感謝状伝達､
役職員会､ 運営審議会､ 入学試験
委員会

国保組合：コンプライアンス研修会
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. 会長報告
○審査に関する苦情等相談窓口 (基金)
保険者よりも医療機関からの相談の方が多
かった｡
○査定に関する職員寄与率の推移 (基金)
画面審査が増えてきて､ 職員寄与率が上昇
傾向にある｡
○原審査査定件数､ 原審査査定点数率､ 再審
査請求件数率､ 再審査査定割合の推移 (基
金)
今後､ 推移を見守る必要があるので､ 毎月
の理事会で関係資料を提出する｡
○東日本大震災関係資料 (日歯)
・被災地への歯科医師等の歯科医療従事者
の派遣
・身元確認作業への都道府県別派遣状況
・東日本大震災における被災会員の就業所
及び自宅に関する被災状況
・福島原発事故における会員の就業所の警
戒区域等の指定状況
・義援金の現況
・国の第一次補正予算の概要 (被災地にお
ける仮設歯科診療所や歯科巡回診療車の
整備､ 歯科衛生士等の養成所の復旧整備)

２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
・熊本県医療・保健・福祉連携学会企画委員
／熊本県医師会

６月22日(水)午後６時より県歯会館 第１会議室において浦田会長ほか大林理事を除く全役員
出席のもと議長を浦田会長､ 議事録署名人を加藤､ 松本理事として第４回理事会が開催された｡
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小島 博文 副会長
任期：平成23年４月１日～平成24年３月31日
・財団法人熊本さわやか長寿財団運営協議会
委員／(財)熊本さわやか長寿財団
松岡 拓治常務理事
任期：平成23年７月１日～平成25年６月30日
・熊本県歯科技工士国家試験委員会委員／熊
本県健康福祉部医療政策課
松岡 拓治 常務理事､ 牛島 隆理事､
椿 誠理事､ 添島 義樹委員長
任期：委嘱の日～平成25年９月30日
・熊本県へき地保健医療対策に関する協議会
委員／熊本県へき地医療支援機構
椿 誠 理事
任期：委嘱日～平成24年３月31日
３. 口腔保健センター管理運営委員会委員長・
副委員長の任命
・委員長 松岡 拓治常務理事
・副委員長 松本 信久理事
４. 名義後援使用依頼
・薬物乱用 ｢ダメ｡ ゼッタイ｡｣ 普及運動事
業／熊本県薬務衛生課
・ ｢生と死を考える会全国協議会2011年度全
国大会｣
／生と死を考える全国協議会
５. 職員による会館チェック結果
６月初めに点検を行った｡ 今後､ 補修が必
要と思われる箇所については､ 業者に見積を
依頼した上で､ 補修すべきかどうか決定する｡
６. 病院歯科体制推進事業
県より依頼のあった全県的な病診連携体制
を検討する病院歯科検討部会の委員に､ 本会
より１名ないし２名の代表を派遣する予定で
ある｡
７. 理事・監事登記手続き
・理事・監事登記手続き完了
平成23年５月12日 (熊本地方法務局)
・理事変更登記完了届出書及び監事異動届書
提出
平成23年５月18日 (熊本県医療政策課)
８. 東日本大震災義援金募金
本会会員を中心として859万７千円の義援
金が集まり､ 日歯へ全額送金した｡
９. 事務局のプリンター・パソコンのリース
本会のメールサーバーとして使用している
パソコンについて､ 半年前より不具合が出て
メールの送受信に支障を来たすようになった
ため､ 同じく耐久年数を過ぎたプリンターと
ともにリース替えを今月中に行う｡ なお､ リー
ス替えにあたっては統一条件で３社に見積を
依頼して､ 提示金額が一番安い業者に決定し
た｡
10. 懇親会開催報告書
今後､ 懇親会を開催した場合は､ 原則とし
て領収書や請求書を添付して提出する｡
11. 平成22年度口腔保健センター事業報告

12. 委員会事業企画
○社会保険委員会： ｢歯科衛生士の業務に関
する社会保険説明会｣ (７月23日)､
｢ニューフェイス社保研修会｣ (８月27日)

○医療対策委員会： ｢医療対策講演会｣ (11
月27日)
○学術委員会： ｢学術講演会｣ (９月25日)
13. 委員会事業実施報告
学術委員会： ｢歯内療法講演会｣ (５月28
日)
14. 医療苦情に対する通知
６件の通知を送付した｡
15. 各会計５月末現況
16. ７月行事予定
10月８日 (土) 日歯大久保会長の講演会､
11月５日 (土) に新入会員研修会を予定して
いる｡
17. その他
○医療安全管理対策書について､ 本会ホーム
ページへ掲載する｡
○溝部訴訟の概要 (保険医療機関指定取消処
分等取消請求控訴事件) について､ 勇常務理
事より説明が行われた｡
○２１世紀プロジェクト答申書に基づく理事
対象アンケートの集計結果をもとに今後の事
業内容を検討する｡

協協 議議：：
１. 新入会員の承認 [承認]�木信一郎 (熊本市・一般)､ 太田 文隆
(熊本市・一般) 計２名の入会を承認した｡
２. 第65回九州歯科医学大会の運営

[一部承認]
組織図や各部の業務内容､ 準備予定表につ
いては承認した｡ 開始時間等を含めた内容に
ついては､ 今後煮詰めていくこととした｡
３. 退職役員､ 代議員会議長・副議長､ 代議
員､ 委員会委員の表彰者 [承認]
本会の表彰規程に沿って､ 退職役員､ 代議
員会議長・副議長､ 代議員には感謝状と記念
品を､ 委員会委員には感謝状を贈呈すること
とした｡
４. 平成22年度各会計収入支出決算 (案)
[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｡
５. 医療相談を受け付ける団体への対応 [承
認]
相談があった会員へもう一度事情を聞くと
ともに､ 嘱託弁護士に法的な問題がないか確
認を行うこととした｡
６. 火災・災害給付の申請 [承認]
本会の共済互助規則に沿って､ 火災給付金
と災害休業給付金を支給することとした｡
監事講評：片山監事､ 西野監事
閉 会：中嶋副会長

(広報 加藤 久雄)
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今回の東北大震災で犠牲となられた方の身元確認作業のため日歯の派遣要請を受け６名の先
生方､ 大部彰義会員 (阿蘇郡市)､ 矢毛石陸男会員 (上益城郡)､ 角岡秀昭会員 (熊本市)､ 松田
光正会員 (天草郡市)､ 内�祐一会員 (天草郡市)､ 伊藤明彦会員 (菊池郡市) が宮城県に出動
されました｡ 期間５月28日～６月３日､ 無事に現地での活動を果され戻られましたので､ 出動
された会員の先生方を代表して派遣のリーダーを務められた伊藤明彦会員に､ 浦田会長と共に
お話を伺います｡

浦田会長) このたびは急遽熊本に出動依頼が
決まり､ それにもかかわらず６名の先生方
にはご遺体の身元確認作業に出動いただき､
会員を代表してお礼申し上げます｡ また今
回､ 身元確認の協力医として多く先生方に
手をあげていただきそれも合わせて感謝申
し上げたいと思います｡ ６名の先生方には､
講演会なども検討しておりますが､ その前
にぜひともご苦労話をお聞かせいただきた
いということでこのような機会を設けまし
た､ よろしくお願いします｡
加藤) それではまず始めに今回の身元確認の
募集に手を挙げられた動機やお考えはどの
ようなものでしたか？
伊藤) テレビの報道などで目を覆いたくなる
ような震災の場面をみて､ 自分も歯科医師
として何かできることはないか､ 最終的に
は歯の検案そういったことになるのではと
思っておりました｡
多くの会員の先生方は行きたいという思い
があっても､ いきなりの要請ですからどう
しても出動は限られてしまいます｡ 私の場
合､ 代診がおりましたので､ 任せてでも自
分が行かなければという思いでした｡ ６名
先生方の中には､ 実際診療所を閉めて行か
れた方もおられました｡
加藤) 行かれる前はどのような心境でしたか

伊藤) 出動要請は､ 東北に近い地域から始ま
たようでなかなか本県に回らず､ ｢まだか､
まだか｣ という思いでした｡ 実際５月18日
の出動が決まってからは､ ｢やっときたか｣､
｢やるぞ｣ という思いと同時に､ ｢私で出来
るのだろうか｣ という不安もありました｡
ただ､ 検案の経験のある先生が３名入って
いらっしゃったことは私にとって非常に心
強いものでした｡ 後で聞いたのですが経験
者の先生方も､ 未曾有の大震災で今までと
は比較にならない数のご遺体を検案する必
要が出てくることへの不安があったとのこ
とでした｡
加藤) 現地では具体的にどのようなことをさ
れてきたのでしょう
伊藤) 出動当日は天候不良でかなり遅れて仙
台に着きましたが､ すぐに宮城県歯科医師
会大規模災害対策本部身元確認班による検
案・照合についての講義と実習を受けまし
た｡ 次の日６名が２名ずつ３チームにわか
れ検案医師３名と合流し､ ３チーム３名体
制で県警車両３台で検案所 (石巻市､ 南三
陸町､ 気仙沼市) へと向かいました｡ 私た
ちが行う仕事は､ ご遺体の検案 (口腔内を
診査し記録用紙に記載) と照合 (記録用紙
とカルテなどの生前記録､ レントゲン写真
を比較し同一人物かどうかの判定) の２つ

東北大震災報告
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でした｡ 被災から2ヶ月が過ぎ､ 検案のご
遺体は､ 瓦礫よりと海から発見される場合
とではかなり異なっていました｡ 瓦礫から
のご遺体は､ 土にまみれ蛆虫が身体中に発
生し､ 顎骨が骨折していたりと損傷が激し
いものも多い一方､ 海からのご遺体は､ 変
色はあり一部魚などに食べられたような痕
があるが､ 巨人様観を呈し､ きれいな状態
が多かったようでした｡ ただし､ 全部のご
遺体で舌は肥大し口腔内の観察には大変苦
労いたしました｡ 検案に関しては､ 口腔内
の観察・記録・チャートの作成と再確認に
40分から１時間ほどかかりました｡ (歯牙
の残存数､ 顎骨の損傷程度によって差異が
ある) 口腔内記録が間違っていた場合は､
以後の照合を無駄にし､ ひいては返すこと
が出来るご遺体をご遺族に返せないという
ことが起こりかねないというものでした｡
われわれの使命は､ 一刻も早くご遺体をご
家族の元へ返すことでした｡ 県警の鑑識に
よると､ ご遺体の損傷がだんだんとひどく
なり､ 口腔内記録の情報が一番早期に確認
できる確率が高く重要になっているとの話
がありました｡
浦田会長) ご遺体の中で部分床義歯に刻印が
あったとお聞きしました｡ 日歯も厚労省に
保険診療のなかで義歯に刻印が出来るよう
な診療体制を作ってもらいたいと要望して
いますが､ その辺を少し詳しくお聞かせ下
さい｡

伊藤) 今回我々も､ 局部床義歯に名前の入っ
たご遺体を検案する機会があり驚きました｡
そこには､ ○○と書かれてあったために容
易にカルテが手に入り照合ができ､ すぐに
身元が確認され御遺族へ連絡が取れるとい
う事例がありました｡
浦田会長) 県歯が県警との話しをしながら九
地連を通して日歯に要望し､ 県警の方から
も警察庁を通じて厚労省に要望を出すとい
うことをH22年度に行いました｡ こういう
事例があるとさらに必要性を強く感じ､ こ
れからも日歯に要望し続けたいと思います｡

伊藤) 今回は義歯に名前がありましたがクラ
ウン (金属冠) とか､ またむし歯がない方
もおられため節目の健診とかにレントゲン
写真､ 口腔内模型・写真など撮ったりして
データーとして蓄積しておけば大規模災害
や犯罪においても非常に役立つものと思わ
れます｡ 今一度何が必要か､ 何かのシステ
ムに組み込むことが出来ないかを検討して
いく必要があります｡

加藤) 実際の現地に行かれ活動されての感想
をお聞かせ下さい｡
伊藤) 照合においては､ 日頃の私たちの予診
記録・カルテが重要になってくるため､ 今
後治療における充填面・補綴方法など記載
の正確さを歯科医師・歯科衛生士が再認識
していかなければならないと思いました｡
宮城県歯科医師会では､ 災害担当の先生方
が災害直後から検案を行い､ 他県からの歯
科医師に身元確認のレクチャーをしたり､
現場で撮られたレントゲン写真などを毎日
整理されており､ また宮城県警､ 自衛隊､
ボランティアの皆様が､ 献身的に働かれて
いる姿を目の当たりにし､ 本当に頭の下が
る思いでした｡
加藤) 最後に今回のご経験を踏まえ将来起こ
る可能性のある大規模災害等に関して､ 県
歯会としてどのようなものを準備し整備す
る必要があると思われますか
伊藤) 起きてほしくはありませんがいつ起こ
るかもしれない災害に備えて､ 本県でもす
ぐに対応が出来るように行政・警察・自衛
隊との連携をもう一度再確認し､ 講演・実
習を定期的に行っていく必要性を感じまし
た｡ 歯科医師会においても､ 指揮命令系統
の再確認､ すぐ出動し､ 身元確認ができる
体制作りが必要です｡ 最後に今回の震災で
犠牲となられた皆様に哀悼の意を表します｡
加藤) 本日はお忙しい中､ 貴重なお話をあり
がとうございました｡

(広報 加藤 久雄)
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６月５日 (日) 午後１時より県歯会館４階ホールにて､ 歯の衛生週
間の一環として ｢歯の祭典｣ が開催された｡ 12時半の受付開始から､
参加者が次々に訪れ､ 約160名の来場者で会場が埋め尽くされた｡ 宮
坂副会長の開会の辞で幕を開け､ 主催者を代表し､ 蒲島知事の代行で
熊本県健康福祉部健康局長伊藤敏明氏の挨拶があり､ 続いて浦田会長
より挨拶があった｡ 表彰式では､ まず ｢高齢者のよい歯のコンクール｣
において､ 熊本県賞；矢次幸弘様 (熊本市)､ 熊本県歯科医師会賞；
久保田光喜様 (宇土郡市)・井上ツミ子様 (八代市) 8020優秀賞；水
本トシ子様 (玉名郡市)・島田貢様 (菊池郡市)・井手昭蔵様 (阿蘇郡
市)・吉瀬健様 (下益城)・野口文子様 (水俣芦北)・深水清様 (人吉
市)・五島文子様 (天草郡市) の計10名の入賞者の表彰が行われた｡
次に､ 歯の衛生に関する ｢図画・ポスター､ 習字｣ の表彰が行われた｡
この部門では､ 熊本県賞・熊本県教育委員会賞・熊本県歯科医師会賞
の３つの賞があり､ それぞれ１年生から６年生までの合計36名が表彰
された｡
その際､ 表彰を受ける我が子を写真やビデオに撮られる父兄の姿が､
数多く見られた｡ 最後に､ ｢くまもと歯の健康文化賞｣ は､ 玉東町と
八代市食生活改善推進員協議会の２団体が受賞し､ その後それぞれの
活動報告を前者では代表として､ 前田移津行氏､ 後者では犬童榮子氏
が発表された｡ その発表内容に会場の参加者も､ 興味深く聞き入って
いた｡ テレビの報道関係者の来場もあり､ 撮影が行われていた｡
午後２時30分定刻に渡辺専務理事が閉会の辞で､ 今年も盛会のうち
に ｢歯の祭典｣ が終了した｡ (地域保健 赤尾浩彦)

160名が参加

今今年年はは､､ テテレレビビ

テレビ局も取材に

宮坂副会長の開会の辞

熊本県福祉部健康局長
伊藤敏明氏の挨拶

浦田会長挨拶
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高齢者のよい歯のコンクール入賞者

関関係係者者もも来来場場

大林理事の審査経過報告

渡辺専務理事の閉会の辞

熊本県賞：矢次幸弘様

少し緊張ぎみ？

高齢者よい歯のコンクール入賞者の表彰

上通りアーケードにて作品の展示

おめでとうございます

うれしそう
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１) 受賞の感想

大変嬉しく思います｡

２) 普段の生活で気をつけていること

かかりつけ歯科医院で２か月毎にメイン

テナンスを受けています｡

定年後より歯間ブラシを使用するように

しています｡

ブラッシングは朝､ 夕で特に就寝前に丁

寧に行っています｡

なるべく甘味物､ 塩分を控えるようにし

ています｡

肉より魚が好きです｡

魚釣りが好きだが､ 家族が心配するので

家庭菜園を趣味でジャガイモなど作ってい

ます｡

腰痛があるので積極的な運動はやってい

ないが旅行は好きです｡

高齢者よい歯のコンクール熊本県賞 矢次幸弘様

賞状を手に記念撮影

矢次幸弘様にインタビュー
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①受賞しての感想 (受賞してどう思いましたか？)
②今回､ 作品を仕上げるにあたって工夫したこと気をつけたことは何ですか？

���� � � � ���� �� ���
①初めての受賞でとてもうれしかったです｡

②顔を大きく､ 歯をいっぱいに描きました｡

＜審査員コメント＞
画面いっぱいに大きくとりいれた人の表情

がおもしろく､ また､ 大きな眼が印象的です｡

はみがきをしようという気持ちをみんなによ

びかけた気持ちがよくでています｡

玉東町立木葉小学校 １年 �� ������ �������
①うれしい

②顔を大きく描きました｡

＜審査員コメント＞
歯みがきをしている友達のまわり

に､ とても楽しいおはなしがたくさ

んあります｡ ２年生らしい絵です｡

山都町立馬見原小学校 ２年 �� ����� ������
①とても嬉しかった｡

②失敗しそうだったけど､ 指も使って塗りま

した｡

肌色を赤黄白を使って自分だけの色を作っ

たこと｡

＜審査員コメント＞
歯みがきをしている人の色と､ まわりの黄

色の対比がとても鮮やかで見る人をひきつけ

ます｡ 歯みがきの大切さがよくわかります｡

天草市立島子小学校 ３年 �� ������� ������
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①歯科健診の様子を描きました｡ 一生懸命描

いて受賞出来て嬉しいです｡

②口を大きく開けたところを気をつけて描き

ました｡

＜審査員コメント＞
４年生としてのポスターは､ 初めての学習

でしょうが､ 画面全体に大きな動きがあり､

白衣の白い色が効果的です｡ 顔や手の色を工

夫するともっとすばらしいポスターになった

でしょう｡

玉名市立鍋小学校 ４年 �� ������� �����
①嬉しいです｡

②文字とか人の顔を描くときに､ 表

情を出すところを工夫しました｡

＜審査員コメント＞
歯ブラシを持ったたくさんの人の

表情と明るく楽しい様子がよく描け

ています｡ 健康で明るい人が､ みる

人をひきつけます｡ このポスターを

かく時も楽しかったでしょう｡

宇城市立豊川小学校 ５年 �� �������� ����
①熊本県賞というとても高い賞をも

らいとても嬉しく思います｡

②おばあさんの歯みがきしていると

この口の感じや表情を工夫しまし

た｡

＜審査員コメント＞
ポスターでは､ よびかけのことば

がとても大切です｡

めざせ8020の色が赤の強い色でか

かれていて､ まわりの青い色とかか

れた二人の絵が､ よく調和しています｡

宇城市立不知火小学校 ６年 �� ������ �����
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＜審査員コメント＞

すなおに元気いっ
ぱいに書けています｡

熊本市立画図小学校 １年 ������ ��� �� 宇土市立走潟小学校 ４年 ������ �� ��� �
＜審査員コメント＞

４字の配置もうま
くまとめ､ 名前もよ
く入っています｡

＜審査員コメント＞

３文字の字くばり
もうまく､ 名前もう
まくはいっています｡

玉名市立小天東小学校 ２年 ������ ��������� 宇土市立花園小学校 ５年 ������ ����� �
＜審査員コメント＞

筆づかいもうまく
て名前も上手に書け
ました｡

＜審査員コメント＞

｢かむ力｣ が力強
く書けて､ 伸びやか
さが良い｡

宇城市立松橋小学校 ３年 ����� ����� �� 宇城市立豊福小学校 ６年 ������ �� �� �
＜審査員コメント＞

６字の字配りもう
まく､ 筆づかいも上
手に書けました｡
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熊本県の北西部に位置します玉東町が､ 今

回 ｢くまもと歯の健康文化賞｣ の栄を賜り､

深く感謝を申し上げます｡ 当町は､ 平成７年

10月より町内の全ての保育園でフッ素洗口事

業を開始し､ 平成19年２月からは､ 全小中学

校でもフッ素洗口事業を実施して来ておりま

す｡ フッ素洗口事業の実施時の平成７年当時

では､ 中学３年生の一人当たりのむし歯本数

が約５本でしたが､ 現在では､ １本と改善し

ております｡ この取組みは､ 町内の歯科医師・

保育園・学校・ＰＴＡ・教育委員会・健康づ

くり担当課が連携し､ 推進を後押しする ｢歯

科保健連絡会議｣ を軸に各機関との意見交換

を密にし､ 子どもに歯の大切さについての話

や､ ブラッシング指導等も含めて推進を図っ

て来た賜物であり､ 長年に亘る実績と功績が

認められたものと思います｡ 今後も､ 町づく

����
りは人づくり､ 人づくりの基本は心身の健康

です｡ 心身の健康づくりの入り口である歯の

健康づくりを今回受賞した賞に恥じないよう

8020事業をさらに邁進して参りたいと考えて

います｡

団体の部

①受賞した感想

八代市食生活改善推進員協議会は､ ｢私た

ちの健康は私たちの手で｣ をスローガンに､

地域の他団体との連携を取りながら､ 食生活

改善普及､ むし歯予防､ キャンペーン等に積

極的に協力､ 参加しております｡

すばらしい ｢歯の健康文化賞｣ をいただき､

これからの活動に会員一同頑張っていきたい

と思います｡

ありがとうございました｡

②口腔ケアについて

食生活改善推進員になるための養成講座の

中で､ 一番重要な ｢口腔健康について｣ 講話

を受けます｡ ｢口は健康の入口｣ のテーマで､

調理実習､ 歯科衛生士による専門的な講話と

｢歯の磨き方｣ の実技指導を受け､ ｢もしも､

私の歯がなくなってしまったら！｣ のテーマ

���������������
で､ グループワークを行います｡ その他､ 推

進員の研修会でも ｢健口体操｣ の講話､ 実技

を受けます｡ 歯の大切さを解りやすく取り入

れた指導を受け､ 地域活動を行う推進員とし

て､ 参加者と一緒に楽しく実施出来るように､

地域に広めて頑張っています｡
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ついた｡
午後からは､ 大会議室にて講演会を開催し
た｡ 13時より､ 『摂食嚥下の基礎と口腔ケア』
と題して､ 西田歯科医院院長・西田宗剛会員
に､ 続いて14時30分より熊本県歯科衛生士会
熊本市支部の皆様により 『なぜ､ お口の健康
体操は大切なのか？』 と題しての講演と､ 肥
後にわかのようなデモンストレ―ションによ
り､ おもしろく､ わかりやすく､ また実習も
入れて､ 口腔周囲の機能低下による障害とそ
れを緩和させる方法を話され､ 100名を超え
る来場者の方々も熱心に聞き入っていた｡
会場受付では､ 子供たちの楽しみのひとつ
である､ これも恒例になっている ｢くじによ
るおもちゃの争奪戦｣ がにぎやかに繰り広げ
られていた｡
今年も､ ２回目となるこの会場に多くの方
が来場されて盛況のうちに終了した｡
今後も､ このイベントが市民の皆様の口腔
の健康増進にお役にたてるよう､ いろいろな
企画を考え口腔衛生の啓蒙に努力していきた
いと思う｡ (田中 弥興)

梅雨の走りを思わせる雨の降る６月５日
(日)､ むし歯予防週間恒例の 『2011歯の祭典』
が大江のウェルパルくまもとで熊本市､ 熊本
市歯科技工士会､ 熊本県歯科衛生士会熊本市
支部の共催を得て開催された｡
午前10時30分より､ オープニングとして小
学生バンド ｢Book Bear｣ による ｢未来へG
o！Go！｣ ～わくわく8020ソング～など５曲
の演奏が披露され､ イベントに華を添えた｡
11時より始まり､ あいにくの雨にもかかわ
らず約870名の市民が来場され､ 各イベント
ブースで熱心に話を聞かれたり､ 模型に彩色
されたりしていた｡ イベントブースは､ 歯の
何でも相談､ 矯正歯科相談､ 小児歯科､ 口臭
測定､ 歯科衛生士会､ 歯科技工士会､ お口の
介護予防､ 熊本歯科衛生士専門学院､ 8020オー
プンハウス､ フッ素洗口体験､ “お口の元気”
の11コーナーにて､ スタッフの皆さんが工夫
を凝らした歯の衛生に関する正しい知識を､
一般の方にわかりやすく説明された｡ また､
相談コーナーでは目的意識を持ってこられた
方が多く､ 熱心に相談をされている姿が目に

小学生バンド ｢Book Bear｣ による演奏 お口の健康体操を楽しく説明

歯科材料を使って工作 １人１人にわかりやすい説明

各地のイベントから
� � � � � �

―歯の祭典―

雨の中でも大盛況熊 本 市
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―歯の衛生週間事業―

来年もまた来ます山 鹿 市

は皆笑顔で会場を後にされ､ ｢来年もまた来

ます｡｣ といって帰られる家族連れが多くみ

られた｡ (平井 淳也)

６月４日 (土) 午後２時から４時まで山鹿

市健康福祉センターにて山鹿市歯科医師会に

よる歯の衛生週間事業無料歯科健診が開催さ

れた｡ 子供から高齢者まで幅広い年齢層で約

100人の来場者があった｡ 内容は歯科医師に

よる口腔内健診､ 歯科相談､ 衛生士によるブ

ラッシング指導､ 希望者にはフッ素塗布が行

われた｡ また本年度は位相差顕微鏡を活用し

て口腔内細菌を実際観察してもらった｡ 来場

者は興味深く観察され､ プラークコントロー

ルに対する動機付けに有効であった｡

会場は終始和やかな空気に包まれ､ 山鹿市

民､ 山鹿市歯科医師会会員､ 衛生士会､ 行政

とのコミュニケーションが図られた｡ 来場者

こんなバイ菌がいるよ��������������������������������������������������
―歯の衛生週間イベント―

70代が元気だぞ！人 吉 市

ジングを可能にする一つの条件であると思え

た｡ また､ 子供のむし歯予防のためにはシュ

ガーコントロールがもっとも大切であり､ 現

代の子供が今の高齢者のように長寿を全うす

る為には､ 有害な物質を小さい頃から摂取し

ないことも大切なことである｡

(瀬戸 雄行)

６月４日 (土) 13時30分よりゆめマート人

吉店において､ 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) 人吉市教育委

員会の後援､ 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｡

歯科医師会は､ 今藤会長をはじめとして会

員の先生方による､ 無料歯科健診・相談・70

20の表彰を行った｡ 来場者数は115名､ 7020

の高齢者良い歯のコンクールの表彰は24名の

方が受けられた (内8020は10名｡) 今年も､

今藤ひとみ会員による高齢者の嚥下力検査が

行われ25名の受診者があった｡ 衛生士会の方々

によるフッ素塗布・ブラッシング指導も65名

(大人２名を含む) の受診者があり賑わいを

みせた｡ 今回感じたことは､ 高齢者と呼ばれ

る70代がとても元気なことである｡ これは､

7020達成者をみて思ったことだが､ 歯とかみ

あわせがあることが､ より元気でアンチエイ

晴れやかに表彰
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―やつしろ歯の祭典―

４会場で2000名近くの来場者八 代 市

いスペースでありながら多くの買い物客で賑

わっていた｡

八代歯科医師会の活動拠点である口腔保健

センターでは特に家族そろって訪れる来場者

が多く､ 毎年楽しみにしていますという声も

多く聞かれた｡

氷川町公民館ではこの歯の祭典のために氷

川町誌への折込チラシや広報車による宣伝､

町内放送など氷川町職員も広報活動に力を入

れていた｡ その成果であろう３時間の短い時

間にもかかわらず､ 247名の来場があった｡

こちらでは咬合力ガムによる咬合力の測定や

RDテストなどが人気であり､ こちらでも技

工士会による指人形が好評であった｡ また壁

に貼ってある小学生の歯に関する図画ポスター

が来場者の目を和ませていた｡

祭典終了後､ 午後６時より八代ロイヤルホ

テル屋上ビアガーデンにて関係団体を含めて

反省会を行った｡ 中川会長より ｢来年ももっ

と多くの来場者に来ていただきましょう｡｣

と挨拶があり､ 乾杯後も今年の反省点を来年

に生かす活発な意見交換が行われた｡

今回の歯の祭典も1996名という多くの来場

者があり､ 地域住民にも歯の衛生週間という

イベントが広く認知されてきたことをうかが

わせた｡ １年に１回､ 直接住民の皆さんに接

し､ 歯の大切さをアピールできるこの機会を

我々歯科医師も大切にしなければならないと

思う｡ (岩崎 晃司)

今年も６月４日 (土) に恒例の ｢やつしろ

歯の祭典｣ が開催された｡

昨年と同様やつしろハーモニーホール､ ゆ

めタウン八代､ 八代歯科医師会口腔保健セン

ター､ 氷川町公民館の４会場で行われた｡ こ

の日は天候に恵まれ晴天で､ それぞれハーモ

ニーホール1055人､ ゆめタウン八代479人､

八代歯科医師会口腔保健センター215人､ 氷

川町公民館247人の来場があり､ ４会場の来

場者の合計は1996人となり､ 史上最多の来場

者であった｡

メイン会場であるハーモニーホールでは10

時より八代市長､ 氷川町長､ 八代保健所所長

ほか多数の来賓に出席いただいた中で開会式

が行われ､ 小学生の図画ポスターコンクール

の上位入賞者､ 高齢者のよい歯のコンクール

の受賞者の表彰式が行われると同時に歯科相

談､ 矯正相談､ ブラッシング指導､ フッ化物

塗布､ 口臭測定､ 口腔ケアグッズの展示など

が､ 各ブースに分かれて行われた｡ そのほか

にも八代市のはつらつ健康課の健康相談､ 八

代市食生活改善推進員協議会の朝ごはんカー

ドバイキング､ 八代郡市薬剤師会のくすりの

相談などのコーナーがあり､ いずれも家族連

れなどで賑わいを見せていたが､ 特に人気だっ

たのは八代技工士会による指の模型作りで､

今年もたくさんの子供たちが参加していた｡

ゆめタウン八代では歯科相談のほかに指模

型作り､ フッ化物洗口が行われた後､ 子供向

けに風船やおもちゃの抽選会などを行い､ 狭

親子で健診

大盛況
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―歯とお口の健康展―

家族連れで賑う菊池郡市

６月５日(日)午前10時から午後３時まで､
ゆめタウン光の森で ｢歯とお口の健康展｣ を
開催した｡ 朝､ 開始と同時に多くの来場者が
つめかけ､ 特に家族連れの方が多く､ 会場が
狭く感じるほどだった｡ 歯科健診・相談､ 位
相差顕微鏡のむし歯菌発見､ 口腔内カメラを
用いてのお口のなかをみてみようなど来場者
の関心が高く､ 休憩なしノンストップのハー
ドスケジュールで681名の来場者数となった｡
先生方もやり遂げた満足感にあふれていた｡
また今回から､ 歯科医師会の働きかけで行政
も初参加し､ 地域ぐるみの健康展となり､ よ
り一層の健康向上の推進ができたのではない
かと思われる有意義な一日となった｡

狭く感じるほどおおにぎわい

皆で力を合わせて

―よい歯の広場―

地域住民とふれあえるイベント玉名郡市

に根付いているのが感じられた｡
歯の予防活動を通じて､ 普段の診療では出
来ない地域住民とのふれあいを行える良い機
会になった｡

(永廣 有伸)

６月11日 (土) 午前10時から午後４時まで
ながす未来館において､ 歯の衛生週間事業
『よい歯の広場』 が開催された｡ 例年玉名市
の協力で玉名市保健センターで行われていた
が､ 今年は長洲町に協力を頂きながす未来館
で行われた｡
子供から大人まで地域住民の方々が多数来
場され､ 歯科健診､ 相談､ フッ素塗布､ ブラッ
シング指導､ 栄養相談､ 子供達に人気のくじ
引きコーナーなどが行われた｡
初めて玉名市以外での開催のため人が集ま
るかどうか心配されたが､ 地元長洲町を中心
に205人が来場された｡ 来場者は歯に関して
の意識が高く､ 特にお母さん方は子供の口の
健康､ 噛み合わせや歯並びについて熱心に相
談されていた｡ またリピーターも多く見受け
られ､ 場所が変わってもよい歯の広場が地域

マンツーマンでの仕上げ磨き指導

��������������������������������������������������(南 信之)

歯みがき戦士 ｢ミガクンジャー｣
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―歯の衛生週間イベント―

口臭検査のコーナーも増設宇土郡市

年は大人の来場が多かったようだった｡ 口臭
検査や位相差顕微鏡などで実際に体感できる
コーナーが興味を引いたのかなとも思う｡ ま
た次回もぜひ取り入れていきたいと思った｡

(青山 泰子)

６月４日 (土) 午後１時30分から４時30分
まで宇土シティのセンターコートにおいて､
歯の衛生週間イベントを開催した｡ 前半組と
後半組に分かれ2交代制で担当し､ 中村会長
をはじめ会員歯科医師12名と歯科衛生士5名､
計17名の参加で行われた｡ 毎年の流れで会場
の設営､ 役割分担などスムーズにできた｡ 受
付でアンケートに記入してもらい､ 歯の健康
相談や希望者にはブラッシング指導やフッ素
塗布を行った｡ 今年は口臭検査のコーナーも
増設し､ 位相差顕微鏡による細菌検査はとく
に子どもに人気で､ 画面の中で細菌が動く様
子に ｢こんなのが口の中にいるんだ｡｣ と驚
いていた｡ そのほかには､ 歯ブラシや洗口液
などをセットにした口腔ケア製品の配布､ パ
ネル展示も行った｡ (アンケート記入88名､
来場者総数100余名)
例年通りの来場者数であったが､ とくに今

生まれて初めての体験 自分の細菌観察

―健康福祉まつり―

雨天でも大盛況荒 尾 市

また荒尾市のう蝕罹患率が全国平均を上回っ
ている現状とフッ素塗布事業がはじまるとい
うことが市民にどれだけ伝わっているかは現
時点では定かではないが､ 毎年このコーナー
に訪れる方々の口腔内への関心の度合いを鑑
みると近い将来､ 荒尾市民の口腔内の改善に
期待できるのではないかと思えた
午後３時までと短い時間であったが訪れた
多くの方が各イベントに満足いただき､ 一年
に一度のビッグイベントは大盛況のうちに幕
を閉じた｡ (坂田 輝之)

梅雨入り直後の６月５日 (日) 午前９時30
分より､ 荒尾市総合文化センターにおいて第
８回荒尾市健康福祉まつりが開催された｡
本事業は､ 荒尾市地域福祉保健医療福祉推
進協議会主催で､ 市内の様々な医療福祉関連
団体の協力のもと､ 楽しい健康啓蒙イベント
として､ 毎年開催され､ 今年で第８回目とな
るが市民に定着している｡ その中で､ 毎年好
評の口腔衛生コーナーを荒尾市歯科医師会は
荒尾市歯科衛生士会､ 荒尾市歯科技工士会と
担当し､ 健診､ フッ素塗布､ ブラシング指導､
位相差顕微鏡を用いた歯の健康相談､ 福引き､
口腔衛生用品展示､ 技工物展示､ 石膏人形色
つけ､ パネル展示などを設置した｡ またアン
ケート回答者と健診受診者には､ 歯ブラシ､
マウスウォッシュなどのケアグッズを配布した｡
あいにくの小雨模様で本年度は来場者が少
ないのではという予測に反し､ 晴天だった年
に勝るとも劣らない500名を超える参加者で
溢れかえった｡ 各コーナーでは､ 単なるスク
リーニングにとどまらず､ 歯科医療のあるべ
き姿を市民にありのままPRできたのではな
いかと思えた｡

｢うちの子の口の中は？｣ 熱心なお母様方

��������������������������������������������������
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―天草市健康フェスタ2011 ―

全身の健康フェスタとして定着天草郡市

歯科医師会久々山会長よりそれぞれ総評をい
ただき､ 大雨の中にもかかわらず多数の来場
者となり歯科を中心とした有意義な啓発フェ
スタとなった｡
天草西地区は牛深総合体育館において､ 午
前９時～12時まで､ 歯科相談､ 健診を中心と
したほぼ同様のコーナーを設置しフェスタを
開催､ この日も大雨の中多数の人が来場され
健康の大切さを認識していただき大盛況のう
ちに閉会となった｡
衛生士学院の岩切先生はじめスタッフの方々
にはこの度のフェスタ開催に際し多大なる尽
力を尽くしていただきこの場をお借りしてお
礼を申し上げます｡

(小田 哲也)

６月11日 (土) 天草中央及び19日 (日) 天
草西地区において ｢天草市健康フェスタ2011｣
を開催した｡
天草中央においては天草市中央保健福祉セ
ンターにて午後１時～４時まで､ 医師会､ 薬
剤医師会､ 歯科技工士会､ 歯科衛生士会との
共催で歯科相談､ 健診､ ブラッシング指導､
フッ素塗布､ 禁煙相談､ 薬相談､ 歯科技工士
コーナーや骨密度､ 血管年齢測定コーナー等
を設置しフェスタを開催､ ｢全身の健康フェ
スタ｣ として定着している｡ また､ 今年から
｢衛生士学院紹介｣ コーナーを設け来場者に
大人気､ 将来的に天草に多くの歯科衛生士が
誕生し活躍して頂きたい｡ ｢歯の衛生週間｣
ポスター表彰では､ 安田天草市長､ 天草郡市

―お口の健康展―

来場者267名

回を重ねるごとに､ 市民の口腔衛生に対す
る関心は高まってきており､ 本年度の来場者
数は267名と盛況であった｡

(田染 直子)

６月４日 (土) イオンモール宇城バリュー
(宇城市小川町) において､ 午後１時半から
熊本県宇城保健所､ 熊本県歯科医師会､ 熊本
県歯科衛生士会後援､ 下益城郡歯科医師会主
催で恒例の歯の衛生週間事業 ｢お口の健康展｣
が開催された｡
歯科医師会からは大久保和之会長をはじめ
５名の会員の先生､ 歯科衛生士３名､ 熊本県
歯科用品組合から２名の協力を得て行われた｡
来場者にアンケートに答えていただき､ お
もちゃや口腔衛生グッズの無料配布を行った｡
無料歯科健診､ 相談コーナーでは､ 熱心に相
談を受ける子供連れの母親の姿が多く見受け
られた｡ 歯磨き指導､ フッ素塗布コーナーで
も､ 会員の先生やスタッフが奮闘しながらも
丁寧に対応を行った｡

高まる口腔衛生に対する関心

��������������������������������������������������
下益城郡市

歯科健診

上手に歯磨き
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熊 本 市 (会長 清村 正弥)
①年間行事､ 事業について
対内
・新入会員オリエンテーション
事業
・レセプトオンライン化への対
応
・インターネットファックスに
よる
全会員対内連絡網構築
・園医､ 校医の推薦
・学校歯科医の研修
・親睦大会の開催
・会員､ 家族､ スタッフへの健康診断
・代診派遣制度の管理
・スタッフ研修セミナー
・会報 ｢中岳｣ 年４回発行 (６.９.12.３月)
・ ｢かわら版｣ 毎月発行 (年12回)
・三歯会座談会
・労務､ 歯科医療管理経営研修会
・医療相談
・学術講演会
・本会ホームページ維持関連
・保険診療に関する説明会､ 講習会の開催
・支部別の社保説明会

対外
・医療､ 保健､ 福祉制度への対応
・関係諸機関との連携
・歯科保健施策の推進
・8020達成事業の推進
・小学校での歯磨き巡回指導
・企業健診
・歯の衛生週間行事
・対外広報誌作成
・熊本市8020健康づくりの会との協議会
・用品商組合会との協議
・妊婦健診

②郡市会の内部で現在問題となっていること
１) 幼稚園､ 保育園､ 小学校､ 中学校でのフッ

素洗口事業
熊本県による条例制定を機に､ 県下の自
治体へ表記の事業が23年度から実施され
ることとなっているが､ 熊本市はその実
施対象外となっている｡ 税金を払ってい

る県民として､ 平等性をどのように担保
するのか行政の方からの説明を待ちたい｡
また熊本市独自でこの事業を行うにあた
り､ 一斉に開始したいのでもうしばらく
時間がほしいという行政からの説明が昨
年なされていたが､ 市立幼稚園でのフッ
素洗口が個々の園で独自に行われている
ことが先日判明した｡ 行政の担当部局に
玉東町､ などの実例を挙げて説明を待ち
たい｡

２) 公益法人改革への対応
公益法人改革への対応として会の事業仕
分けを行い公益性の50％超を確保した｡
また改革に合わせた定款の改定作業もほ
ぼ終了し､ 日歯､ 県歯の申請と歩調を合
わせるべく待機しているところである｡

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

インターネットファックスによる
全会員対内連絡網構築

夢：公益法人改革への対応が一巡した後､ 会
の在り方を再構築し､ 新しい時代に合っ
た組織に変革し､ 会がずっと長く活動で
きるようになれること｡

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
キャッチフレーズはないですが､ シンボル
マークとして熊本城の石垣をデザインしたも
のを会員章などに使っています｡
特徴は会員数が多いので､ いろいろな考え
方を持った会員で構成されていること｡

(古川 猛士)

各各 郡郡 市市 新新 執執 行行 部部 紹紹 介介
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心して日々の診療に携わることができるよ
う最新の情報を正確に提供すること｡
・行政や他団体との連携を強化する｡
・近隣郡市会との再編協議を継続する｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・特になし

(中村 進)

宇土郡市 (会長 中村 進)
①年間行事､ 事業について
・宇城三郡市合同学術講演会の開催
・地域歯科保健事業の推進 ｢フッ化物の応用
に関する研修会｣
・ ｢歯の衛生週間｣ および ｢笑顔ヘルＣキャ
ンペーン｣ 事業
・ ｢安心安全セミナー｣ の開催
・健康診断
・会員旅行
・その他
②郡市会の内部で現在問題となっていること
・行政と歯科医師会のエリアのズレから生じ
る連携不足､ そしてそのために地域歯科保
健事業を推進するための対応がスムースに
いかないこと｡
③郡市会で現在計画している事業および将来
の夢
・第一に会員同士の親睦に努め､ 全会員が安

進んでいる市内小中学校統廃合による学校医
の適正配置を行い､ 全会員の力をして荒尾市
民の口腔内の健康に対するモチベーション強
化をはかり､ 不幸にして歯科疾患に罹患して
も早期発見､ 早期治療がおこなわれることで
生涯不自由な食生活を過ごすことなく､ いわ
ゆる ｢健康寿命｣ を延ばせることが本会の夢
といえよう｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
キャッチフレーズなるものは特に決めては
いないものの､ 本会は毎月高い出席率を誇る
例会や懇親会の場など､ 普段から若手と中堅､
年長組との親睦が様々なところではかられて
いることもあり県下でもフレンドリーな会だ
と自負している｡ これもひとえに先人達が築
き上げてきた伝統を重んじる姿勢や学閥を超
えた人間関係が構築されてきた賜物ではない
かと思う今日この頃である｡

(坂田 輝之)

荒 尾 市 (会長 福嶋 修治)
本年度､ 改選の年ではあったが福嶋修治会
長､ 執行部役員も留任し新年度がスタートし
た｡
①年間行事､ 事業について
・６月以降主なものは次の通りである
・６月 荒尾市健康福祉まつり参加
・７月 荒尾市三師会総会
・８月 会員・家族・スタッフ健康診断
・９月 荒尾市防災訓練参加
・10月 荒尾市玉名市合同学術講演会
その他に毎月の通常例会､ 理事会の開催
浦田県歯会長をお招きしてのタウンミーティ
ング､ 救急救命講習会､ 会員研修旅行や寿賀
の会､ 荒尾市医師会､ 薬剤師会､ 玉名市歯科
医師会との様々な厚生事業等を企画準備中で
ある｡
②郡市会の内部で現在問題となっていること
熊本県が平成21年度文科省学校保健統計調
査において12歳児DMFT指数が全国ワース
ト２位という不名誉な統計が出た上､ さらに
県内でも高いう蝕有病者率から見て取れる荒
尾市の子供達の口腔内に関する健康の重要性
と将来的危機感が浸透していないことではな
いだろうか｡
③郡市会で現在計画している事業および将来
の夢
②の問題を解決するためにフッ素洗口事業
の実現に向け関係者への説明と協力依頼､ 健
康福祉まつり等､ 公の場での啓蒙活動や昨今

��������������������������������������������������
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協力

・プロジェクトＤＭへの参加計画

・在宅歯科医療連携室整備事業への参加計画

・伊東歯科口腔病院と山鹿市歯科医師との医

療連携

・衛生士会やケアマネージャーとの勉強会

・歯周治療の計画的勉強会

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
｢みんなでつくろう歯科医師会｣

(神山 久志)

山 鹿 市 (会長 神山 久志)
①年間行事､ 事業について
・例会､ 理事会 (毎月)

・総会､ 臨時総会

・歯の衛生週間事業 (６月)

・忘年会 (12月) 新年会 (１月)

・山鹿市三師会への参加

・歯っぴー便り 年１回発行予定

・三地区釣り大会及びゴルフ大会への参加

・山鹿市民医療センターとの医療連携及

び勉強会

②郡市会の内部で現在問題となっていること
・植木町の熊本市との合併による会員数減少

(11名熊本市へ)

・未入会者対策

・入会金問題

③郡市会で現在計画している事業および将来
の夢
・事務所移転計画

・フッ素洗口事業への山鹿市への働きかけと

出前講座を充実させ､ 歯科保健に対する住

民の意識の向上を図りたい｡ 特に､ 歯周病

健診の健診率のUPに努めていきたい｡

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・三師会合同の行事が運営され､ お互いの連

携が取りやすくなってきている

・新規に開業された若い先生が増えてきてお

り､ 若手の先生の総会や例会の出席率はよ

く､ 会務に協力的である｡

・各委員会活動が活動的に行われている｡

・スローガン

｢地域に信頼される歯科医師像の確立に向

かって｣ (荒木 靖)

菊池郡市 (会長 荒木 靖)
①年間行事､ 事業について
・５月､ ３月通常総会

・１月新年例会

・奇数月に例会開催

・６月第１日曜 ｢歯の祭典｣

・三師会旅行

・三師会学術研修会 年１回開催

・郡市学術講演会

・毎月第３木曜日 理事会

・菊池地域歯科保健連絡協議会

②郡市会の内部で現在問題となっていること
・公益法人改革に向けての対応

・未入会者対策

③郡市会で現在計画している事業および将来
の夢
・ ｢郡市会の10年後のあるべき姿｣ を検討し

たい｡

・ ｢歯とお口の祭典｣ の実施にあたり､ 地域

住民を巻き込んだ事業へと発展させていき

たい｡

・学校健診､ 郡市の市町で行われる歯周病健

診､ 母子保健事業､ 事業所健診､ さらには

��������������������������������������������������
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広 報１. 広報紙の発行
②郡市会の内部で現在問題となっていること
現在のところ問題はございません｡
③郡市会で現在計画している事業および将来
の夢
現在第15回阿蘇の歯まつりが平成23年６月
11日 (土) 高森町にて開催されます｡
今回初のこころみとして医師会コーナーを
設置し､ 健康相談､ 血圧測定を行います｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
何を行うにも全員で!!がモットーの阿蘇郡
市歯科医師会､ 何かあればみんなで集まり話
し合いどうにか良くしていこう!!と急がずあ
せらず一歩一歩前へ進んでいきます｡

(乕谷 真)

阿蘇郡市 (会長 市原 誓志)
①年間行事､ 事業について
学 術１. 例会の開催

２. 各種研修会の開催
①口腔ガンについての研修

地域歯科１. 歯の衛生週間事業 (阿蘇の歯ま
つり) の実施
２. 口腔衛生思想の普及啓発 (歯科
保健計画の推進)
３. 三師会活動への参加 (医歯薬連
携の充実)
４. 各市町村や保健所との連携によ
る歯科保健の充実
１歳半児健診､ ３歳児健診､ 80

20高齢者コンクール
厚 生１. 会員､ 従業員の健康管理

２. 会員親睦旅行の実施
３. 城北役員連携協議会への参加

社 保１. 保険診療扱いに対する研究と対
応
２. 社保研修会の実施

学校歯科１. 学校健診及び口腔衛生指導
２. フッ化物利用の推進

医療対策１. 介護認定審査会への参加
２. 訪問歯科障害者歯科への取り組み��������������������������������������������������

になっています｡ 当郡以外の相談者がほとん
どで､ 苦情等もかなりあり､ 色々とアドバイ
スを交え歯科医院への受診を促しています｡
この事業は､ 権威のなくなりつつある ｢歯科
医師会｣ の回復､ ひいては当郡の会員にも帰っ
てくるものと信じ､ 力を注いでいる事業です｡
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
上益城郡歯科医師会で一番誇りとしている
のが､ ｢会員の和｣ です｡
当郡の会員は27名ですが､ ありがたいことに
団結力が強く､ 会合において､ 高齢の先生や
病気の先生を除けば､ それ以外はほとんど出
席です｡
今後もこの ｢会員の和｣ を壊さないよう､ 会
員みんなで新たな ｢上益城郡歯科医師会｣ を
作り上げていきたいと思っています｡

(玉置 孝信)

上益城郡 (会長 玉置 孝信)
①年間行事､ 事業について
１. 毎月第三火曜日に月例研修会
２. 歯の衛生週間､ １週間の無料歯科健診・
相談
３. ６月､ 親睦を兼ねた臨時総会
４. ８月､ 家族・従業員レクレーション (昨
年130名以上の参加)
５. 10月､ 郡三師会合同研究会 (今年は郡薬
剤師会担当)
６. 11月､ ｢クレア｣ にて ｢笑顔ヘルCキャ
ンペーン｣
７. 11月､ 宇城三郡市合同学術講演会
②郡市会の内部で現在問題となっていること
内部での問題はありませんが､ 事業がマン
ネリ化しないように､ また､ 現在の歯科界で
は各医院､ 医院運営は大変な状況下におかれ
ていると思います｡ そのために ｢歯科医師会｣
としてできること､ 何か方策はないものかと
思案しています｡ それは未入会員の問題に対
する解決にもつながるものだと考えます｡
③郡市会で現在計画している事業および将来
の夢
患者数減少により一人あたり平均点の増加
は必然､ 増患のためには地道に啓発していく
以外にないと思います｡
｢笑顔ヘルCキャンペーン｣ も今年６年目を
迎えますが､ 年々相談者も増え､ 300名近く
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③郡市会で現在計画している事業および将来
の夢
・医､ 歯､ 薬､ 三師会で会合を持ち連携を密

にする事

・学校でフッ素洗口事業が開始され､ 学校歯

科医と学校との関係が深まり､ それが歯科

医師及び歯科医師会の地位の向上につなが

る事

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
特にありませんが､ 会員皆仲良くやってい

かねばと思っております｡

(大久保和之)

下益城郡 (会長 大久保 和之)
①年間行事､ 事業について
・通常総会 (４月)

・忘年会 (12月) 又は新年会 (１月)

・理事会 (年３～４回)

・宇城健康フェスタ (５月) に参加

・歯の衛生週間事業 (６月)

・学術講演会 (年１～２回)

・宇城三郡市合同役員会及び学術講演会(11

月)

・宇城地域糖尿病対策推進会議 (医師会と合

同で年４回)

・会員の親睦旅行

②郡市会の内部で現在問題となっていること
・町村合併により下益城郡歯科医師会と云う

名称が適さなくなった事

・非会員の増加

・会員数の減少の為､ 年会費の見直し

��������������������������������������������������
③郡市会で現在計画している事業および将来
の夢
・医科・歯科・薬科及び行政との連携による

地域医療福祉提供の充実

・会員の職業環境の改善

④郡市会のキャッチフレーズや特徴
・親睦､ 地域貢献

(犬束 美尚)

玉名郡市 (会長 冨永 英俊)
①年間行事､ 事業について
・よい歯の広場 (長洲町)

・城北地区役員連絡協議会

・ボウリング大会及びスタッフ永年勤続表彰

・福寿会

・会員旅行

・講演会 (学術､ 社保､ 学校歯科､ 医療対策､

他)

・学校歯科のためのポスター作成

②郡市会の内部で現在問題となっていること
・保険指導・審査のきびしい環境

☆ 歯の衛生週間イベント記事掲載のため 残りの各郡市新執行部紹介は８月号に掲
載します｡ 御了承下さい｡



学校側との密な話し合い､ PTAの方々への
御理解､ それらを上手に遂行しないと折角の
条例が台無しになってしまいます｡ 私達歯科
医師も今一度子供達の口腔健康の為には何を
してやるべきか､ 学校医としてどのようなア
プローチが出来るかを皆様と共に考えて参り
たいと思います｡ 先生方の御理解と御協力､
御鞭撻を宜しくお願い致します｡

―平成23年度事業計画―
１. 学校歯科保健活動の推進
２. 8020達成事業の推進
３. 学校歯科保健推進大会の開催
４. 平成24年度 ｢第62回全国学校保健研究大

会｣ 及び平成25年度 ｢第77回全国学校歯
科保健研究大会｣ への対応

５. 歯の衛生週間事業への協力
６. 関係諸機関との連絡・協議
７. ホームページの充実

理事の抱負
｢熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例｣

を受けてから～
２期目も学校歯科担当理事を務めさせて頂
きます｡ もう ｢不慣れですので・・｣ という
言葉は許されない立場になり､ 会の運営に努
力精進してまいりますので宜しくお願い致し
ます｡ さて今年は昨年来 ｢フッ素洗口条例｣
の施行を受けて､ 県庁の体育保健課､ 健康づ
くり推進課と共に ｢圏域説明会｣ を５月現在
遂行している日々です｡ 各郡市の市町村並び
に学校関係者の方々と意見の交換を行ってい
ますが､ 我々歯科医師会はもとより学校歯科
医としての自覚と勤勉さが必要不可欠な要素
になっているのを痛切に感じます｡ そこには
健診の仕方､ 子供達の歯科知識に対する向上､

学校歯科委員会 (理事 大林裕明)

役 職 氏 名 所属郡市
委 員 長 河 原 正 明 山 鹿 市
副委員長 浦 田 琢 二 天草郡市

委 員

田 畑 祐 亮 荒 尾 市
宮 � 修 一 八 代
宇 治 信 博 阿蘇郡市
勇 雅 大 山 鹿 市

熊歯会報 Ｈ.23.７

26

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間よよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろししししししししししししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいししししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
★委員会紹介
その２
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理事の抱負
平素より会報作成にご協力頂き感謝申し上
げます｡ 引き続き広報を担当させて頂くこと
になりました２年間よろしくお願いします｡
前期の最後では､ 県民の皆様へ歯の健康の大
切さの普及を目的に､ また会員診療所にお一
人でも足を運んで頂ければという思いで熊日
朝刊に歯科コラムを3ケ月にわたり無料連載
いたしました｡ 今期も何とか再度掲載できる
ように努力していく所存です｡ また県歯ホー
ムページをリニューアルし､ 特に会員専用ペー
ジのさらなる充実をめざし､ 会員の皆様にホー

ムページを有効に活用していただけるように
と思っています｡ 今期は､ 様々な広報活動を
幅広く行っていきたいと考えていますので､
ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上
げます｡

―平成23年度事業計画―
１. 熊歯会報の発行
２. 発行物の見直し検討
３. ニュースレターの発行
４. ホームページの管理補助
５. 対外的な広報活動の推進
６. 8020達成事業の推進
７. 情報の整理､ 管理､ 保管

広報委員会 (理事 加藤久雄)

役 職 氏 名 所属郡市
委 員 長 佐 藤 昭 彦 上益城郡
副委員長 立 本 尚 史 熊 本 市

委 員

宮 田 正 孝 熊 本 市
岩 崎 晃 司 八 代
坂 田 輝 之 荒 尾 市
永 廣 有 伸 玉名郡市
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５月28日(土)午後２時30分より県歯科医師

会館４階大ホールにて熊本県学術講演会が開

催された｡ 今回は歯内療法の講演内容とあっ

て多数の会員の先生方に加え､ さらに松風の

共催というご協力もあり県外からも数名の先

生とあわせ174名の参加者となった｡ 浦田会

長の開会の挨拶後､

｢Modern Endodontics 10年前の常識

は現在の非常識 ｣ と題し､ 神奈川歯科大学

口腔治療学講座 歯内療法学分野 石井信之教

授に講演して頂いた｡

最近の歯科治療の対象者は疾病層だけから

健康層にも拡大し､ より審美的に患者のニー

ズは変わってきている｡ 歯内療法も10年前と

比べると材料や機材の開発､ 進化により大き

な変化を遂げている｡

１､ 診断 CT＋マイクロスコープ

２､ 無菌処置 ラバーダム

３､ 根管形成 ステンレススチールファイル

→NiTiファイル

４､ 根管洗浄 Naclo＋H2O2→Naclo＋

UltraSonic

５､ 根管貼薬 FC→Ca(OH)2

６､ 根管充填 Hot obturation､

レジンシーラー

７､ 抜歯対象歯が残る？

これらを軸に説明された｡

まず､ 診断は歯科用CTにより､ 根管を立

体的に精査でき､ さらにマイクロスコープに

より根管口を拡大して見ることができる｡ ま

た､ 根管内を無菌的に処置するにはラバーダ

ムは欠かせないとのことだった｡

根管形成するとき特に彎曲根管の場合ステ

ンレススチールファイルでStep back法にて

拡大していたが､ NiTiファイルを使用し､

Crown down法にて必要最低限の拡大に抑え

る｡

根管洗浄は次亜塩素酸ナトリウム10％と過

酸化水素水の交互洗浄していたが､ 次亜塩素

酸ナトリウム0.5％とUltraSonicにてしっかり

洗浄する｡

根管貼薬は以前FC､ FG､ パラホルムなど

を使用していたが､ 生体為害作用が強い為､

現在は水酸化カルシウム製剤を使用されてい

る｡

根管充填は抜髄根管の場合は水平加圧根充

(ラテラル)で問題ないが､ 感染根管の場合､

根尖部の感染歯質を完全に除去すると根尖口

が大きくなるため封鎖性の高い垂直加圧根充

(バーティカル)を選択するとのことであった｡

また､ シーラーは水平加圧根充(ラテラル)の

場合レジン系シーラーを使用した方が封鎖性

が良くなる｡

そして難治療症例は

①歯根破折 40% ②ファイル破折 16%

③穿孔 12% ④不定愁訴 20%

⑤その他 12%

などがあるが､ クラック程度の歯根破折､ 穿

孔に対してはMTAセメントにより良好な経

過が見られるとのことであった｡

これらの機材､ 材料を駆使することにより

10年前までは抜歯対象だった歯牙が保存でき

るようになったとの説明にて石井教授の講演

は終了した｡

歯科界においても機材､ 材料の開発､ 進化

は目覚ましく､ 10年前は当たり前､ 常識だっ

たことが､ 現在では時代遅れ､ 非常識となっ

てしまう｡ ゆえに常にアンテナを張り､ 新し

い情報を臨床の中に取り込んでいくことの大

切さを感じさせられた講演であった｡

(学術 井上 裕邦)
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歯内治療の新しいコンセプトを話される
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５月14日 (土) 午後３時から､ 県歯会館３

階研修室において､ 株式会社リスクマネジメ

ント・ラボラトリー 熊本支店長の甲斐大童

氏をお招きし､ 『事業資金の借り方返し方』

という表題で､ 講演があった｡ 会員のみなら

ず､ 奥様方も多数出席され､ その ｢目からう

ろこ｣ の講演内容に､ 参加者から驚きの声と

共に鋭い質問も飛び､ 熱気を帯びた講演会と

なった｡ この講演は､ 現在借入がある方や今

後の事業展開を見据えている方々だけではな

く､ 人生設計のなかで､ 将来お金が必要な場

面においても､ 大いなる威力を発揮する内容

であった｡ 以下にポイントのみご報告する｡

お金を借入する場合､ (又はしている場合

は再度)

チェックすべて４つのポイント

①金額

②利子 (利息)

低ければ低いほど良い｡ 借入金額､ 返済期

間が 『事業資金』 に近い 『住宅ローン』 を例

にとる｡ 借入金額3000万､ 元利均等払い､ 期

間35年とし､ 固定金利で利子がそれぞれ２％､

３％､ ４％とすると､ 返済総額はそれぞれ

4,173万円､ 4,849万､ 5,579万となる｡ 利子が

１％違うと支払額が約700万違ってくる｡ こ

れなら､ 是が非でも利子引き下げ交渉をすべ

きであろう｡

③期間

現金を持っているなら短ければ短いに越し

たことはない｡ ｢税金対策で借金はあったほ

うが……｣ という考えはあまりしないほうが

良い｡ 税金対策になるのは金利部分のみであ

り､ 元金は収入として課税対象になる｡ つま

り借金に所得税がかかる｡ それより､ 借金な

しの健全な収入が課税対象になるほうが絶対

良い｡ (税金を払ったら､ 後はぜんぶ自分の

自由に出来るお金だから｡)

④借入方式

元利均等か､ 元金均等か｡

元利均等 毎月の返済額は一定｡ 最初は返

済額に占める利子の割合が高い｡ 徐々に利子

が減り､ 元金返済部分が次第に増える方式｡

元金均等 返済する元金部分が一定｡ 毎月

の返済額は利子の返済額が減るのにあわせて

ほんの少しずつ減ってゆく｡

繰上返済とは､ 返済プランどおりに返済す

るのではなく､ 金銭的に余裕が出来たときに

返済額を上乗せする方法｡ これはあたかも達

磨くずしのように､ 一番上 (返済終盤の少な

い利子) はそのままで､ その間を抜く (利子

の高い期間を抜き消してしまう) 方法である｡

単に返済期間が短くなるだけではない｡ 先ほ

どの例で言えば､ 金利３％の場合､ ローン開

始から５年後に50万繰上返済すると､ 利子が

679,295円消える｡

つまり､ 50万使って120万円返したことに

なる｡ 繰上返済は､ 元利均等払いのときの､

返済を開始してからの期間が早ければ早い程､

効果が絶大｡ 疑問に思われる方は､ 是非次回

の講演会に足を運んでもらいたい｡ 今後この

経営セミナーはシリーズ化する予定で､ ご出

席の際には､ 甲斐講師から､ 懇切丁寧に説明

してもらえるだろう｡

(総務・厚生 宮井 祐)
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皆が驚く解説をされる甲斐氏
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６月11日 (土) 午後３時より県歯科会館４
階大ホールにて､ 学校歯科保健推進大会が開
催された｡ 神奈川歯科大学健康科学講座口腔
保健学分野 木本一成 准教授の紹介が行わ
れ､ ｢児童生徒の健康づくりを考える｣ 熊
本県歯及び口腔の健康づくり推進条例施行を
受けて－という今まさに学校歯科に関係する
すべての方々に聴講していただきたい演題で
執り行われた｡ 悪天候にもかかわらず総人数
197名 (会員､ スタッフ､ 行政関係者､ 学校
関係者､ 衛生士､ 衛生士専門学院の学生) の
方々が参加された｡
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く､ 県
民の健康を維持増進するためのひとつの手段
としてフッ化物の応用があることを説明され
た｡ フッ化物応用には､ 全身応用としてフロ
リデーションの説明があり､ 沖縄のことを例
にあげられ有効性を説明された｡ 局所応用と
してフッ化物歯面塗布､ フッ化物洗口､ フッ
化物配合歯磨剤についての基本的な方法､ 濃
度の説明があった｡ 現在の日本では､ 施設に
おけるフッ化物洗口が当該児童生徒の６％､
フッ化物配合歯磨剤の市場占有率89％と局所
応用だけで､ 欧米と比較しフッ化物応用の普
及､ 考え方の違いを示された｡
フッ化物洗口法の特徴
・確実な予防効果がある｡
・安全性が確保されている｡

・実施方法が簡便で
ある｡
・費用対効果が高い｡
・集団に応用できる｡
(集団応用では管
理が行いやすい｡)
(集団応用では継
続性が保たれる｡)
・ (家庭応用では保
護者の意識や理解
度に左右され継続
性に問題がみられる場合がある｡)
・自律的応用による予防意識の向上 (教育効
果) がみられる｡
といった特徴をあげられた｡
熊本県の集団フッ化物洗口実態調査 (2010
年) では､ 保育園､ 幼稚園がほとんどで､ 小
学校､ 中学校の実施率がかなり低く､ １人平
均永久歯う蝕経験歯数も全国的にみて多い状
況である｡ それに対して佐賀県では以前多かっ
たものの現在ではフッ素洗口実施率が全国で
最も高く､ う蝕経験歯数も激減してきている｡
県の条例が施行された今､ 児童生徒の健康
づくりを考えるうえで市町村レベル､ 現場責
任者､ 現場担当者､ 保護者等､ 学校歯科にか
かわるすべての関係者の連携が重要だと認識
させられた｡ 今後の課題が理解でき､ 明日
につながる有意義な講演であった｡

(学校歯科 宇治 信博)
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―学校歯科保健推進大会―�� ���

フッ化物応用は有効
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｢熊歯会報｣ の表紙写真を募集します｡

下記の要領でお送り下さい｡
①季節感があり､ 人物が写っているもの (人の動きが感じとれるもの) 記念撮影的なものは
不可です｡ 各地で季節ごとに行われる祭り､ イベント､ などを特に希望します｡ ただし人
物が入る写真ですので個人情報保護にはご注意ください｡
②写真は､ A４サイズにプリントアウトしたものをお送りいただくかデータ (CD､ メール
等) でお願いします｡ (返却は致しません)
③簡単な写真説明をお願いします｡ 字数20～30字程度
④ご提出頂いたすべての写真を表紙として使用するのではなく､ 表紙写真として採用するか
は広報委員会で判断いたします｡ また､ 写真を県歯ホームページで使用することがありま
すので､ ご了承下さい｡
⑤提出先 県歯事務局 広報担当 緒方まで
メールアドレスjimu@kuma8020.com (広報委員会)
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５月21日 (土) 午後４時

より菊池市笹乃家にて平成

23年度通常総会が行なわれ

た｡ 開会の辞に続き荒木会

長挨拶では､ 無事に２年間

の任期を会員のご協力とご

理解のもと終えることができたという謝辞の

後､ 次年度会長就任に当たっての基本方針

｢地域に信頼される歯科医師像の確立に向かっ

て｣ と題して､ 法人化・会計の見直し・これ

からの歯科医師会の方針を掲げ頑張ってまい

りますと決意を表明された｡

報告
(１) 会務報告 (２) 委員会報告 (３) 代

議委員会報告 (４) 新入会員紹介 熊本リ

ハビリテーション病院歯科 辻 友里会員

の紹介と病院歯科の説明と挨拶があり､ 今

後菊池郡歯科医師会での抱負を述べられた｡

議事
第１号議案

平成22年度(社)菊池郡歯科医師会一般会計

歳入歳出決算の承認を求める件

第２号議案

平成22年度(社)菊池郡歯科医師会特別会計

会館会計歳入歳出決算の承認を求める件

弔慰金見舞金制度歳入歳出決算の承認を求

める件

医療安全対策事業歳入歳出決算の承認を求

める件

会計監査報告

第３号議案 顧問に関する件

協議では､ 歯の健康展･8020支援事業・フッ

素洗口に関する報告を各担当理事が説明をし

て議事・協議が滞りなく終了した｡ 閉会の辞

後同会場にて県歯浦田会長・菊池保健所上野

所長をお迎えして工藤会員の乾杯後懇親会を

和やかに過ごし､ 中山会員の１本締めでお開

きとなった｡

(田中 弥信)

菊池

決意も新たな荒木会長
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５月21日に､ うなぎのと

くながにおいて､ ｢祝いの

会｣ が有志により､ 催され

た｡ 有志といっても､ ほと

んどの会員が出席である｡

田中穣会員は ｢喜寿｣｡ 江

藤寛文会員が ｢還暦｣｡ 鮫田誠也会員と寺�
恵多朗会員が ｢厄入り｣ である｡

会の運営に多大な貢献をされてこられた田

中会員は､ 今回は体調不良のため参加はなら

ず､ 残念であった｡ 鮫田会員と寺崎会員は､

若い先生らしく､ 今後とも､ 仕事の事や歯科

医師会の事を頑張っていくむね､ 決意を述べ

られていた｡

江藤会員は､ 昔の話から述べられ､ ｢まだ

まだ現役です！｣ といつもの笑顔で､ 眉毛を

動かされながら､ 語っておられた｡ 江藤前会

長は ｢会長をやり､ 得るものがたくさんあっ

た｡｣ と後に､ 膝詰めでさしむかいの時に､

語ってもおられた｡ 年齢を重ねても､ 周りの

人から素直に吸収できるその姿勢には感銘を

うけた｡

(東 正也)

上益城

寿賀の先生方

６月４日 (土) 午後6時

より宇城市松橋町にある日

本料理のお店 ｢吉田｣ において､ 中村会長の

還暦のお祝いが開かれた｡ 森 義和専務理事

の進行のもと､ まず八木副会長より開会の挨

拶で ｢会長は60歳という大きな節目を迎えら

れました｡ 今後ともこれまでどおり地域のた

め宇土郡市のためご活躍されますことを願う

とともに､ これからも健康でますますお元気

でいてください｡｣ とお祝いの言葉があった｡

引き続き､ 県歯の浦田会長の ｢中村会長､

本日は誠におめでとうございます！｣ という

乾杯の音頭とともに会員一同からもお祝いの

言葉が飛び交った｡ 次に､ 会員を代表して村

田会員より記念品の贈呈がなされた｡

中村会長より ｢宇土郡市の会長に就任し､

今年で2期目となりました｡ 今後とも皆様の

お力添え､ ご協力を宜しくお願いします｡ 今

宇土 ―還暦祝―

����������
日はこのような会を開いて頂きありがとうご

ざいます｡｣ とお礼の挨拶があった｡ 会員同

士お酒を酌み交わし､ あっというまにお祝い

ムード一色の夜宴が過ぎていった｡ 午後9時

30分ごろ勇監事の一本締めで会はお開きとなっ

た｡ 外は心地よい風が吹き､ ほろ酔い気分で

各々の家路についた｡ (青山 泰子)

健康に留意してますますご活躍を
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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｡

一一 般般 会会 員員
太
(オオタ フミタカ)
田 文隆

熊本市帯山1-44-1
アイ歯科・矯正歯科ク
リニック

①今後のインプラント
治療の展望について｡

②診療自体にうちこめる比重がもう少し
増えたスタイルにできれば､ 患者さん
に提供できる部分も増加し､ もっと喜
びを共有できるものになるのではない
かと思っております｡

③診療に於いては専門である矯正治療を
一般治療に活かし､ 幅広い包括的な医
療が提供できるよう心がけております｡

④今以上に地域医療に貢献して参りたい
と思っております｡

�
(タカキ シンイチロウ)
木 信一郎

熊本市出水２丁目2-35
千馬ビル１Ｆ
高木歯科クリニック

①インプラント､ 矯正
など｡
②最新の歯科技術と最高のサービスを提
供することと考えています｡
③アットホームな歯科医院です｡
④さらに地域に密着した医院にしていき
たいと思います｡
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会 務 報 告 自 平成23年５月23日
至 平成23年６月19日

所管 日付 摘要 出席

総務

５月23日 歯科保健事業圏域説明会 (天草郡市) (天草教育会館)
久々山天草郡市歯会長､ 浦田琢二会

員

24日

県ＤＶ対策関係機関会議 (県庁) 澤田事務局長

県要保護児童対策地域協議会 (県庁) 緒方書記

歯科保健事業圏域説明会 (阿蘇郡市) (かんぽの宿阿蘇) 田上理事

第２回新法人設立検討臨時委員会 牛島委員長他全委員､ 吉永会計士

25日

歯科保健事業圏域説明会 (玉名郡市) (玉名地域振興局) 大林理事､ 冨永浩義議会員

第３回理事会

(１) 新入会員の承認 (２) 各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議の報告・協議

(３) 第62回全国学校歯科医協議会の開催会場 ほか

浦田会長他全役員

26日

ねんりんピック2011熊本実行委員会第３回総会 (熊本テルサ) 浦田会長

第32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) 中嶋副会長

歯科保健事業圏域説明会 (八代) (やつしろハーモニーホール) 田上理事､ 宮本名留彦会員

第１回県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会 (県庁) 中嶋副会長

28日 東日本大震災身元確認出勤者見送り (熊本空港) 浦田会長

30日 県ごみゼロ推進県民会議総会 (熊本市国際交流会館) 澤田事務局長

６月１日

歯科保健事業圏域説明会 (下益城郡) (松橋ホワイトパレス) 渡辺専務理事､ 真田志会員

第５回常務理事会

(１) 退職役員､ 代議員会議長・副議長､ 代議員､ 委員会委員の表彰者 (２) 火災・災害

給付の申請 (３) 医療相談を受け付ける団体への対応 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員､ 牛

島理事

２日

第168回日歯臨時代議員会 (日歯会館) 浦田会長､ 小島副会長

熊本調停協会連合会総会 (ＫＫＲホテル) 前野調停委員

歯科保健事業圏域説明会 (上益城郡) (御船町カルチャーセンター) 田上理事､ 岩本知之会員

第10回県医療対策協議会 (熊本テルサ) 宮坂副会長

日歯･被災地復興に向けて元気を送る会～日歯･日歯連盟新役員との集い～(東京･ホテルニューオータニ) 浦田会長､ 小島副会長

３日 県老人クラブ連合会第１回｢健康・生きがいづくり支援事業推進委員会｣(県総合保健福祉センター) 田上理事

４日
月次監査

Ｈ22年度､ Ｈ23年４・５月末監査
片山・西野監事

５日 県薬剤師会通常総会 (ホテル日航) 小島副会長

６日 県地域リハビリテーション支援センター運営委員会 (県医師会館) 松岡常務理事

８日 第716回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

10日 県総合防災訓練第１回説明会 (宇城総合庁舎) 澤田事務局長

13日 職員人事評価打合せ
渡辺専務理事､ 八木常務理事､ 牛島

理事

14日
第６回常務理事会

(１) 新入会員の承認 (２) 名義後援使用依頼 (３) 病院歯科体制推進事業 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員､ 牛

島理事

16日 甲斐隆博県体育協会会長歓迎会 (熊本テルサ) 浦田会長

17日

審査委員会合同懇談会 (熊本市) 浦田会長､ 渡辺専務理事

総合政策プロジェクト・警察歯科医会打合せ

(１) 委嘱状伝達 (２) 研修会開催 (３) 組織図 ほか
小島副会長､ 牛島理事

18日

第１回各郡市会長・専務理事連絡会議

(１) 公益法人制度改革 (２) 熊本県むし歯予防対策事業並びに8020運動推進事業

(３) 口腔保健センターの運営

浦田会長､ 小島・中嶋・宮坂副会長､

渡辺専務理事､ 松岡・八木常務理事､

田上・大林・牛島理事

県医師会総会 (県医師会館) 中嶋副会長
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所管 日付 摘要 出席

総務 18日
福歯大県同窓会定時総会懇親会 (ＫＫＲホテル) 浦田会長

鹿大歯学部同窓会県支部懇親会 (熊本市) 浦田会長､ 渡辺専務理事

学術

５月27日
学術委員会

(１) リカバリー研修会 (２) 熊本県歯科医学大会 (３) バイタルサインセミナー ほか
椿理事､ 添島委員長他５委員

28日

(株) 松風共催学術講演会

受講者：174名

講師：神奈川歯科大学 石井信之教授

浦田会長､ 小島副会長､ 椿理事､ 添

島委員長他全委員

社会保険

５月28日

社会保険個別相談会

相談者：２名
田中委員長他３委員

社会保険委員会

(１) 会員向け発行物 (２) 個別指導・集団的個別指導 (３) 衛生士向け社保説明会､ ニュー

フェイス社保研修会

中嶋副会長､ 勇常務理事､ 前田理事､

田中委員長他10委員

31日 九州厚生局との打合せ 浦田会長､ 勇常務理事､ 前田理事

６月１日
第１回日歯疑義解釈委員会 (日歯会館) 前田理事

第１回日歯保険適用検討委員会 (日歯会館) 前田理事

８日 保険個別指導 (水前寺共済会館) 清水・反後副委員長

９日 保険個別指導 (水前寺共済会館) 渡辺副委員長､ 金本委員

11日
社保保険小委員会

(１) 衛生士向け社保説明会
田中委員長他３委員

17日 保険個別指導に関する打合せ (九州厚生局熊本事務所) 前田理事

地域保健

５月26日 ｢熊本さわやか大学校｣ 熊本校講演 (県総合福祉センター) 椿賢会員

６月３日 歯の衛生週間・無料歯科健診 (水俣・芦北郡市) (至９日) (水俣・芦北郡市会員診療所) 水俣・芦北郡市会員

４日

歯の衛生週間・無料歯科健診(上益城郡) (至10日)※嘉島町：至７月２日(上益城郡会員診療所) 上益城郡会員

歯の衛生週間・無料歯科健診 (熊本市) (至10日) (熊本市会員診療所) 熊本市会員

歯の衛生週間行事 (八代) (八代市､ 氷川町) 八代会員

歯の衛生週間行事 (人吉市) (ゆめマート人吉店) 人吉市会員

歯の衛生週間行事 (宇土郡市) (宇土シティ) 宇土郡市会員

歯の衛生週間行事 (山鹿市) (山鹿市健康福祉センター) 山鹿市会員

歯の衛生週間行事 (下益城郡) (イオンモール宇城バリュー) 下益城郡会員

５日

歯の衛生週間行事 (荒尾市) (荒尾市総合文化センター) 荒尾市会員

歯の衛生週間行事 (菊池郡市) (ゆめタウン光の森店) 菊池郡市会員

歯の衛生週間行事 (熊本市) (ウェルパルくまもと) 熊本市会員

歯の衛生週間・歯の祭典

出席者：160名

浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理

事､ 八木常務理事､ 田上・大林・加

藤理事､ 川瀬委員長他10委員

11日
歯の衛生週間行事 (玉名郡市) (ながす未来館) 玉名郡市会員

歯の衛生週間行事 (天草郡市) (天草健康福祉センター) 天草郡市会員

16日 第１回県糖尿病対策推進会議 田上理事

19日 歯の衛生週間行事 (天草郡市) (牛深総合体育館) 天草郡市会員

広報

５月23日
広報小委員会

(１) 会報６月号・第１回校正
加藤理事､ 佐藤委員長他３委員

26日
ＴＫＵ広報番組 ｢医療あれこれ｣ 収録

(１) ６月１日 (水) 放送分 (口腔保健センター)
加藤理事
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所管 日付 摘要 出席

広報

31日
広報小委員会

(１) 会報６月号・第２回校正
加藤理事､ 佐藤委員長他１委員

６月15日
広報委員会

(１) 会報６月号・編集
加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

学校歯科

５月24日 県学校保健会第１回総務委員会並びに企画委員会 (県庁) 浦田会長､ 宮坂副会長､ 大林理事

６月１日
学校歯科委員会

(１)学校歯科保健推進大会の役割分担(２)歯の祭典(３)県教育センター教職員研修会 ほか
大林理事､ 河原委員長他全委員

８日 日学歯第１回制度委員会 (日歯会館) 大林理事

11日

学校歯科保健推進大会

参加者：197名

講師：神奈川歯科大学 木本一成准教授

浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理

事､ 大林理事､ 河原委員長他４委員

16日 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) 西野監事

17日

県学校保健会前年度理事会 (交通センターホテル) 浦田会長､ 宮坂副会長､ 大林理事

県学校保健会第１回評議員会並びに理事会 (交通センターホテル)
浦田会長､ 宮坂副会長､ 大林理事､

河原委員長

医療対策

５月31日 医療相談 冨屋理事､ 犬束委員

６月10日 八代歯会医療安全対策書研修会 (八代歯会口腔保健センター) 岡田委員長

14日

医療対策小委員会

(１) 医療安全管理対策書の各郡市歯科医師会の研修 (２) 医療事故報告書の整理

(３) インプラント事例の検討

冨屋理事､ 岡田委員長他２委員

15日
医療対策小委員会

(１) 事例通知書発送準備 (２) 紛争事例についての協議
冨屋理事､ 永松副委員長

17日
医療対策委員会

(１) 事例報告検討 (２) 各郡市医療相談担当者会 (３) 医療対策講演会 ほか
冨屋理事､ 岡田委員長他７委員

センター･介護

５月27日
障がい児 (者) 歯科連絡協議会

熊本スペシャル歯科研究会との協議

宮坂副会長､ 松岡常務理事､ 松本理

事

31日 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) 五島委員

６月２日
センター・介護委員会

(１) 口腔保健センターアンケート (２) 障がい児者研修会 (３) 今後の日程

松岡常務理事､ 松本理事､ 堀尾副委

員長他２委員

学院

５月27日 出口前副学長への感謝状伝達 浦田会長､ 伊藤学院長

６月３日 学院役職員会 伊藤学院長他２役員

７日
学院運営審議会 浦田会長､ 伊藤学院長他７役員

学院入学試験委員会 浦田会長､ 伊藤学院長他６役員

９日 熊専各連 ｢お仕事体験フェア｣ (熊本市) 奥村課長他１名

11日 歯の衛生週間行事 (天草郡市) 学院コーナー (天草保健福祉センター) 岩切次長

国保組合

５月27日 国民健康保険組合コンプライアンス研修会 (厚生労働省) 上野副理事長

６月８日 県組合地区国保運営協議会 (県医師会館)
浦田理事長､ 上野副理事長､ 桑田常

務理事

６月９日 第57回全協通常総会 (横浜ロイヤルパークホテル) 浦田理事長
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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 

�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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古株ではございますが、新たな気持ちで2年

間お世話になります。 

広報の更なるご愛読をお願い致します。（N.T） 
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第9回常務理事会 

九州各県厚生担当者会 

第10回常務理事会 

第6回理事会 

第112回都道府県会長会議 
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