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未曾有の大災害から５ヶ月がたち､ 復旧も復興も望まれるほどには進まない現在､ 被災者

の皆様にかける言葉も思い当たりません｡ 千年に一度の災害には千年に一度の対処をと希望

するだけです｡ ２万人を超える犠牲者のご冥福をお祈りいたします｡

原発事故の見通しもたちませんが､ 我が国の抱える問題も山積しています｡ 我々の関わる

医療福祉においても同様です｡ 障がい者関連の事項について述べたいと思います｡

先月の末の報道によると､ 政府の障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会は､ 現行の障

害者自立支援法に代わる新法 ｢障害者総合福祉法｣ (仮称) の骨格となる提言を行い､ 障害

福祉サービスの利用者負担の無料化などが求められました｡

同部会は８月末までに最終的な提言をまとめ､ これを受けて厚生労働省が総合福祉法案を

作成し､ 来年の通常国会に提出して､ 2013年８月までに施行する予定です｡

2006年４月に施行された自立支援法では､ それまで身体､ 知的､ 精神､ それぞれに別建て

であった福祉サービスを一つにまとめ､ サービス利用費を原則１割負担としました｡ これを

応益負担と言いますが､ 多くのサービスは無料だったのです｡ これにより多くの障害者の負

担が増えたため､ 批判が集中し､ 政府は自立支援法の廃止と新法制定を決めた (2010年) と

いう経緯があります｡

この日の部会では､ 厚労省が新法に関する提言素案を提示し､ 光熱費などの負担を除き､

日常生活などで ｢障害に伴う必要な支援は無料にすべきだ｣ とし､ 公的な支援を求めました｡

その支援内容は､ まず就労や日中活動など７分野について ｢全国共通の仕組み｣ で提供する

支援と､ 福祉ホームなど地域ごとに提供する支援とに分けて再編すること｡ 次に就労支援で

は現行の仕組みを再編し､ 施行から３年後をめどに内容を見直すとされています｡

20年も前のお話で恐縮ですが､ 有名幼稚園に入園するいわゆる ｢お受験｣ という言葉が流

行した時代があります｡ 某幼稚園の案内の中にその教育内容として ｢自律を図る｣ とありま

した｡ 説明によると ｢人は自立すべきものであるが､ そのためにはまず自律が必要｣ だそう

です｡

当たり前のことですが､ 自律のためにはそれなりの知識と経験が必要です｡ 加えて知能も｡

健常者には当然のことでも障がい者には無理なことがあります｡ 障がい者治療で苦労する原

因の多くは ｢自律｣ 出来ない方に､ 我慢していただくとか理性ある行動を求めざるえないと

ころにあります｡ そういう方には生活全般にわたり介助等をしなくてはいけません｡ どうし

ても入所や通所の障がい者施設は必要ですし､ 提言のように地域で支援する体制づくりが求

められています｡

自立支援法が総合福祉法と名前を変え､ サービスを無償化しようとも障がい者診療の課題

は変わりません｡ ただ､ 医療費の自己負担が減少する点では評価いたします｡
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挨 拶：浦田会長
８月２日､ 国会において我々の念願でもあ
りました ｢歯科口腔保健の推進に関する法律｣
が参議院の議員立法という形で提出され､ 全
会一致で成立しました｡ 成立の大きな力となっ
たのは､ 歯科医師である与野党６名の議員の
先生方が協力され行動されたからだとお聞き
しております｡ 本県でも昨年 ｢歯及び口腔の
健康づくり推進条例｣ が成立しましたし､ 法
律も条例も両方とも理念法ではありますが､
我々歯科医師にとって大きな後ろ盾になると
認識しております｡ また､ 田上理事の言葉を
お借りしますと､ 我々が今後歯科関係事業に
携わるにあたって､ 行った方がよい事業から
行わなくてはならない事業に移行し重要度が
増すことになると思います｡ そういった意味
で我々が中心となって住民の健康のために尽
力しなければなりませんし､ 先生方と一緒に
なって事業を進めて行きたいと思いますので
ご協力の程よろしくお願いいたします｡ 本日
は９月の臨時代議員会について協議しますの
で､ 代議員会の議長と副議長にもご出席いた
だいております｡ 様々なご意見をいただきな
がら慎重審議の程よろしくお願いいたします｡

会会務務報報告告：： (自：７月26日～至：８月18日)
本会総務：理事会､ 常務理事会､ 新法人設立

検討臨時委員会､ 野田毅衆議院議
員との面談､ タウンミーティング､
総合政策推進プロジェクト会議

学 術：肥満・糖尿病 栄養と口腔保健推
進セミナー

社会保険：ニューフェイス社会保険研修会打
合せ

地域保健：各郡市地域保健担当者会
広 報：会報編集・校正

学校歯科：九州地区学校歯科医会役員連絡協
議会､ 日学歯制度委員会学校歯科
医報酬に関する小委員会

医療対策：医療相談苦情事例報告
センター・介護：障がい児 (者) 口腔ケア地

域リーダー育成事業
総務・厚生：健康診断
学 院：中国留学生受入検討打合せ
国保組合：臨時組合会
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. 表彰
○日本歯科医師会会員有功賞
堤 直文 会員 (熊本市)
表彰式：第169回日歯代議員会２日目

平成23年９月９日 (金) 午前９時
於 日歯会館

○熊本県学校保健功労表彰
甲斐利博会員 (熊本市)､ 西川庄次会員
(熊本市)､ 千場正昭会員 (熊本市)､
坂口 馨会員 (玉名郡市)､ 藤波好文会員
(熊本市)､ 大嶋健一会員 (熊本市)､
伊東泰蔵会員 (熊本市)､ 遠山啓介会員
(熊本市)､ 牧 正仁会員 (熊本市)､
永野 忠会員 (熊本市)､ 田上 恵会員
(熊本市)､ 與儀実彦会員 (熊本市)､
松本光示会員 (熊本市)､ 冨永祐司会員
(熊本市)､ 玉置孝信会員 (上益城郡)､
川原雄次会員 (八代)､ 岩村公一会員 (熊
本市)､ 小田哲也会員 (天草郡市)､
松田教裕会員 (天草郡市)､ 松本信久会員
(天草郡市)､ 八木義博会員 (宇土郡市)

計21名
表彰式：熊本県歯科医師会臨時代議員会

平成23年９月17日 (土) 午後３時

８月23日(火)午後７時から県歯会館第１会議室において浦田会長ほか中嶋副会長を除く全役
員出席のもと議長を浦田会長､ 議事録署名人を椿､ 田上理事として第６回理事会が開催された｡
開 会：宮坂副会長
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２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
・第62回全国学校保健研究大会熊本大会準備
委員／熊本県教育庁
澤田 雅治 事務局長
任期：平成23年７月26日～実行委員会設立

まで
３. 名義後援使用及び協賛・広告掲載依頼
【後援】
・第８回スペシャルオリンピックス日本・熊
本地区大会
第１回スペシャルオリンピックス日本九州
ブロック大会／スペシャルオリンピックス
日本・熊本
・第59回 ｢手足の不自由な子どもを育てる運
動｣ ／(財)熊本県肢体不自由児協会
・部落差別をはじめあらゆる差別をなくす第
40回熊本県人権教育研究大会／熊本県人権
教育協議会
・第３回熊本口腔粘膜疾患研究会講演会／熊
本口腔粘膜疾患研究会
・第58回熊本有病者歯科医療研究会・講演会
／熊本有病者歯科医療研究会
・日中保健・医療・福祉フォーラム／日中保
健・医療・福祉フォーラム実行委員会
【協賛・広告掲載】
・日本健康相談活動学会第８回学術集会／日
本健康相談活動学会
４. 委員会事業企画
○学術委員会：
・ ｢日歯生涯研修DVDセミナーおよび会員
発表｣ (11月13日)
・ ｢バイタルサインセミナー｣ (12月４日)
○センター・介護委員会：
・ ｢障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育
成事業歯科健診｣ (９月10日・24日)
※県庁との委託契約の時期によっては､ 事業
の延期または中止の可能性もある｡
・ ｢口腔保健センター従事者医療対策研修会｣

(９月29日)
５. 委員会事業実施報告
○学術委員会： ｢各郡市学術担当者会｣

(７月16日)
○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)
○センター・介護委員会： ｢障がい児 (者)
歯科研修会｣ (６月26日)
６. 各会計７月末現況
７. ９月行事予定
８. その他
○浦田会長より､ 基金の原審査査定件数､ 原
審査査定点数率､ 再審査請求件数率､ 再審
査査定割合の推移について報告があった｡

協協 議議：：
１. 新入会員の承認 [承認]
大坂 栄樹 (山鹿市・一般) １名の入会を
承認した｡
２. 会務報告 (平成23年度臨時代議員会)

[承認]
一部修正し､ その他追加・訂正があれば24
日 (水) までに事務局へ連絡することとした｡
スケジュール通り､ 代議員会日程とともに26

日 (金) には代議員へ送付することとした｡
３. 平成23年度特別会計熊本歯科衛生士専門
学院会計収入支出補正予算 (案) [承認]
原案どおり承認し､ ９月の臨時代議員会・
臨時総会に議案として提出することとした｡
４. 平成23年度臨時代議員会の日程資料

[承認]
一部修正し､ その他追加・訂正があれば24
日 (水) までに事務局へ連絡することとした｡
スケジュール通り､ 26日 (金) には代議員へ
送付することとした｡
５. 臨時代議員会協議題の資料 [承認]
代議員会日程とともに26日 (金) には代議
員へ送付することとした｡
６. 平成23年度臨時総会の日程資料 [承認]
追加・訂正があれば事務局へ連絡すること
とした｡
７. 未入会者対象研修会の開催並びにチラシ
の送付 [承認]
未入会者へ研修会を開催する旨の案内文書
と入会促進チラシを送付することとし､ 入会
促進チラシについては内容を一部修正するこ
ととした｡ また､ 送付することについては､
事前に郡市会長へ報告することとした｡
８. 文書取扱規程内規の一部改正 (案) [承認]
原案どおり承認し､ ９月１日より施行する
こととした｡
９. 平成23年度 ｢生きる力をはぐくむ歯・口
の健康つくり調査研究事業｣ の助成金交付
申請 [承認]
申請のあった山鹿市へ10万円を助成するこ
ととした｡
10. ｢中国・四国｣ ｢九州｣ 地区歯科医師会役
員連絡協議会の提出協議題
何か提出協議題があれば､ 渡辺専務理事ま
たは事務局まで連絡することとした｡
11. 災害時用ベストの購入 [承認]
医療従事者用べスト (紺色) を20着購入す
ることを決定し､ 検視訓練等の際に活用する
こととした｡
12. 学院の空調機器の交換 [承認]
学院本館の方の空調が15年経過し耐用年数
が過ぎている関係で調子が悪くなってきてお
り､ 次年度に交換する方向で今後進めていく
こととした｡
13. 代診派遣制度の見直し [承認]
提出された見直し案に沿って進めて行くこ
ととした｡
14. その他
○県学校保健会の協力寄付金について､ 役員
各自も昨年と同様の寄付を行うこととした｡
○毎年､ 九州各県医療管理担当者会において
医療苦情に関する協議題が提出されている
が､ 別に九州各県歯科医療安全対策担当者
会も開催されているので､ 医療苦情に関す
る協議題についてはそちらに提出してもら
うよう本県から提案することとした｡

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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７月16日 (土) 午後４時より県歯会館２Ｆ
第１会議室にて､ 各郡市学術担当者会が開催
された｡ 学術委員会井上副委員長の司会進行
のもと､ 議事に先立ち､ 小島副会長より開会
の辞が､ また､ 浦田会長より開会の挨拶で日
歯の震災義援金の状況についての報告及び各
方面での連携の重要性について述べられた｡
続いて渡辺専務理事より会務報告が為され､
糖尿病診療情報提供書及び､ 歯科保健条例制
定に伴うフッ化物応用についての対応につい
ての説明があったのち､ 椿学術担当理事を座
長に報告から議事へ入った｡
先ず､ 堀川委員より､ 今年度事業計画につ
いて､
１. 学術研修 ｢Back to the Basic｣ 推進
事業
２. 生涯研修事業への対応､ 会員支援
３. 先進歯科医療の情報収集及び提供
４. デンタルスタッフ対象スキルアップ講
演会の開催
５. 安心安全歯科医療推進制度に係る講演
会 (救命救急など) の開催
６. 医科との学術連携推進
７. 他委員会との合同研修会
８. 各郡市歯科医師会､ スタディーグルー
プ､ 九州各県歯科医師会との学術連携推
進
９. 診療､ 経営支援に役立つ情報等の提供
以上について報告があった｡ 続いて各郡市学
術担当者より平成23年度事業計画､ 研修会の
Ｅシステム登録状況についての報告が為され
た後､ 椿理事より安心安全歯科医療推進制度
について､ 各郡市の担当者に基準達成率の向
上を要請した｡
続いて以下４項目の協議が行われた｡
(１) 各郡市からの質問､ 要望

テーマを絞った講演会活動をしてほ
しいという要望に対して ｢Back to
the basic｣ の学術委員会のスローガ
ンの確認､ 歯周病と全身疾患への更な
るエビデンスの要望に対しての対応､

最新パソコンに対応していない日歯Ｅ
システムへの県歯の対応､ 日歯生涯研
修で義務付けられた特別研修の安心安
全医療推進制度での扱い､ 委員会主催
研修会のウェブ配信の要望への問題点､
スタッフのスキルアップを目的とした
研修会開催の要望に対して､ 認定衛生
士制度の設立を検討中であることの説
明､ 県歯の各メディアへの対応､ 以上
について話し合われた｡ また各郡市主
催の研修会の情報をオープンとするこ
とが提案された｡

(２) 衛生士のリカバリー講習会について
(荒尾市)

今年度より学術委員会担当となった｡
(３) 医師会との合同研修会について

(阿蘇郡市)
医師会との合同研修会を行っている

郡市の状況について
(４) 大規模災害発生時の対応について

(天草郡市)
災害発生時マニュアルの存在の確認､

以上について協議された｡
今後とも私たち学術委員会は会員の先生方
一人ひとりの意見をできるだけ汲み上げ､ 情
報交換を密にし､ 主催行事の充実を図ってい
く所存ですので､ 要望､ 疑問等ございました
ら､ 県歯､ 担当者にお気軽にお尋ねください｡

(馬場 一英)
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―各郡市学術担当者会―

安心安全へ向けて

�� ���
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７月23日 (土) 午後４時から､ 県歯会館に

て､ 歯科衛生士の業務に関する社会保険説明

会が開催された｡

反後副委員長の司会進行にて会議が開始さ

れ､ 浦田会長のあいさつに続き､ まず田中委

員長から､ 個別指導の現状について説明があっ

た｡

野田委員からは歯科衛生士の一般臨床業務

について､ 歯周組織検査・歯科衛生実地指導・

SPTについて具体的な症例を交えながら説明

があった｡

桐野委員から訪問診療における保険請求に

関して歯科衛生士業務を中心とした訪問診療

について説明があった｡ 訪問歯科衛生実地指

導については交付文書の具体的な記載方法､

介護保険については､ 介護保険用カルテ・サー

ビス一覧・介護保険給付請求書の具体的な記

載例を示しながら解説を行なった｡

反後副委員長からの歯科衛生士の院内業務

については､ 窓口業務と院内業務の２種類の

業務について､ 歯科医師が診療補助の指示に

習熟することと歯科衛生士は高度な診療補助

業務に対応できる技能を身につけることが必

要であることの重要性の説明があった｡

前田理事の質疑応答の後､ 中嶋副会長から

の閉会の挨拶では､ 歯科衛生士として､ 患者

さんへの治療前の十分な説明が重要であると

の確認があった｡

今回の説明会は､ 初めての企画であったが､

200名を超える多くの歯科医師､ 歯科衛生士

の方々が熱心に聴かれ､ 明日からの保険診療

の一助となれたのではないかと思われる｡

(桐野 美孝)

������������ �� ���
盛会であった｡

�� 業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務のののののののののののののののののののののののの十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分なななななななななななななななななななななななな理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解解をををををををををををををををををををををををを―歯科衛生士の業務に関する社会保険説明会―

県歯ホームページの会員専用ページに県歯主催､ 各郡市

主催､ 各歯科大学同窓会熊本県支部主催の講演会情報が掲

載してあります｡ 御活用下さい｡

(広報委員会)
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７月30日 (土) 午後４時から県歯会館にて

平成23年度熊本県歯科医師国民健康保険組合

臨時組合会が開催された｡ 事務局による点呼

が行なわれ､ 総議員30名中24名の出席により

会議の成立を上野副理事長が宣言し開会され

た｡ その後議長に稲葉逸郎議員 (熊本市)､

副議長に秋山雅治議員 (球磨) が選出され､

浦田理事長の挨拶があった｡

理事長挨拶
４月より国保組合２期目となりますがよろ

しくお願いします｡

３月の組合会で今後の検討として２点ほど

お話をしました｡ １点目は定率補助の事で国

保組合に対して国から32％の補助金が入って

きていたが､ 23年度はそのまま､ 24年度以降

は16％に削減されそうだと話したと思います｡

ところが3月の国会に議案として提出される

予定が大震災の影響でストップしていて､ 今

のところ24年度に法令施行するのは今の状況

では無理だという事で少し余裕ができた｡ た

だ､ 震災復興に向けて財源が議論されている

中で､ 今後の情勢を考えると国保組合を取り

巻く状況も厳しくなってくる｡ そういう意味

で国保の保険料をどうするかという議論は､

少し時間的余裕はできたが､ 将来的な展望と

して国の情報を聞きながら考えていく必要が

あるのでシュミレーションの体制を準備して

今後検討していく上で何か問題あれば提示し

―臨時組合会―
ていきたい｡

２点目は､ コンプライアンスという事で４

月より担当の役員を決め､ 組合会にも毎回施

行の状況を報告しないといけない｡ 今回規約

の改正の件で､ 組合員は県内区域としてきた

が､ 少し地域を広げる議案をあげさせて頂い

ている｡

平成22年度の決算も支払準備金の積み立て

を崩す必要があるかもしれないと言っていた

が何とか取り崩さずにすみ､ 若干余裕ができ

た｡ 補助金の削減も延び､ 24年度はあたふた

しなくてもすむ｡ 将来的展望は厳しいが､ 少

なくとも23年､ 24年もしくは25年くらいまで

は運営に関しては切羽詰まった状況ではない

と今のところ言えるので安心して欲しい｡

次に議事録署名人に藤波議員 (熊本市)､

南議員 (菊池) が指名され､ その後､ 組合員

物故者に対して黙祷が行なわれた｡ 続いて上

野副理事長と桑田常務理事から､ 会務報告及

び業務報告が行われた｡ 議題は以下の６議案

が上程された｡

第１号議案：熊本県歯科医師国民健康保険組

合規約一部改正 (案) の承認に

ついて

第２号議案：平成22年度熊本県歯科医師国民

健康保険組合歳入歳出決算につ

いて

第３号議案：平成22年度熊本県歯科医師国民

健康保険組合歳入歳出決算剰余

金処分 (案) の承認について

第４号議案：平成22年度熊本県歯科医師国民

健康保険組合役職員退職手当積

立金特別会計歳入歳出決算につ

いて

第５号議案：平成22年度熊本県歯科医師国民

健康保険組合役職員退職手当積

立金特別会計歳入歳出決算剰余

金処分 (案) の承認について

組合の状況も厳しくなってくる
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第６号議案：平成23年度熊本県歯科医師国民

健康保険組合歳入歳出補正予算

(案) の承認について

監 査 報 告：原田監事より適正に処理され

ている旨の報告が行われた

採決に移り第１号議案～第６号議案は､ い

ずれも賛成多数で原案通り承認可決された

事前質問はなく､ 続いて協議に移り執行部よ

り以下の説明があった｡

１､ 特定健診 (40歳以上対象) について

7,500円の家族コースを新たに設けた

２､ 今後の保険料の展望について

大震災の影響で国保組合に対する補助

金カットが延期になり今のところ時間的

余裕ができた｡ また､ 積み立てを崩す予

定だったのが平成22年度からの繰越が予

算より多かった為､ まだ取り崩さずにい

る｡ 現在のところすぐにと言うことはな

いが､ これから震災に関する財源問題等

が出てきて急に変更があるかもしれない

ので､ 対応できるように準備しながら様

子を見ていきたい｡

最後に守永理事の閉会の辞で散会となった｡

(森口 茂樹)

原案どおり承認可決

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｡

親親 子子 会会 員員
大
(オオサカ エイキ)
坂 栄樹

山鹿市熊入町316
大坂総合歯科

①子供の成長
②エビデンスに基づい

た歯科医療
③・セレックによるセラミック修復
・口腔外科医､ 矯正専門医による専門
的治療

④地域の為に頑張ります｡

������������������������������������
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７月９日､ 県歯会館４階

にて､ 九州歯科大学保健医
療フロンティア科学分野安
細敏弘教授をお招きし､ 口
腔乾燥症の原因と対処方法
について講演があった｡
講演では､ 口腔乾燥症を

中心に味覚障害や舌痛症を
含めてこれらの病態や治療法について詳しい
解説があった｡ 講演には歯科医師のほか口腔
ケアに熱心な歯科衛生士も多数参加し､ また
最後には唾液検査の実習もあり非常に内容の
ある講演会となった｡ (講演内容)口腔乾燥症
は器質的変化を伴うシェーグレン型口腔内乾
燥症 (SS型口腔乾燥症) と器質的変化の見
られない非シェーグレン型口腔乾燥症 (非S
S型口腔乾燥症) に分類され､ 日常遭遇する
のはほぼ非SS型口腔乾燥症である｡ その背
景として多数の薬剤の服用､ 舌や口腔周囲筋
の機能低下の問題があり､ また全身的にも歩
行困難や閉じこもりといった問題を抱えてい
ることが多い｡ 口腔乾燥症の検査としては､
唾液検査や口腔周囲筋の機能検査が有用であ
る｡ 唾液検査では､ 安静時と刺激時に分けて
検査する必要があり､ 安静時唾液で､ 0.25�
／分､ 刺激時で１�／分が正常でひとつの目
安にする｡ 筋機能検査では舌や口腔周囲筋の
筋力をチェックする｡ この他咀嚼も重要で､
早食いをしていないか片噛みしていないかな

ど注意する必要がある｡ 治療としては､ 対症
療法として含嗽と保湿を行いながら､ MFT
による口腔周囲筋のトレーニング､ 咀嚼指導
などが中心になる｡ MFTは指導するだけで
は長続きしないため､ 口腔体操日誌などを毎
日記録してもらうことで継続したトレーニン
グを習慣化してもらう必要がある｡ この他唾
液減少に対し､ SS型ではサリグレンやサラ
ジェンが適応だが､ 非SS型では漢方薬 (白
虎加人参湯､ 慈陰降火湯) を用いることがあ
る｡ 舌痛症､ 味覚異常も口腔内乾燥症と同じ
で､ 咀嚼障害や筋機能低下による唾液減少が
問題であることが多いので､ やはり機能面へ
のアプローチをしっかり行う必要がある｡

(小野 秀樹)

熊本

７月19日 (火) 御船町カ
ルチャーセンターにて､ ７

月の研修会が開催された｡ 演題は２つであっ
た｡
演題１. ｢東日本大震災身元確認出動を終
えて｣ 演者､ 矢毛石睦男会員｡ 県歯会員の中
から､ 手をあげられた６人の１人としての､
行ってみて､ 見てみないとわからないお話を
された｡ 身体の損傷が激しかった御遺体｡ ま
た､ 死後硬直のお話とか身につまされる内容
であった｡ なにより､ 診療を中断し､ 現地に
行かれたその愛､ 奉仕の心に対し､ 私たちは
尊敬の念を禁じえない｡
本当にお疲れ様でした｡
演題２. ｢本年度の保健所立入検査に関し
て｣ 演者､ 県歯医療対策委員会 岡田長久委
員長｡ 医療安全管理対策書に沿い､ 新しい内
容も加え､ 質問にも答えながら､ 解説をして
いただいた｡ こういう日頃の診療には直接関
係ないけれど､ 避けては通れない内容につい

上益城 ―研修会―

���������
て､ 教えていただけるのは大変ありがたいこ
とである｡
ありがとうございました｡
その後､ 恒例ポテト村で演者を囲み､ 懇親
会となった｡ 上益城のように､ まとまってワ
イワイやれる状態がイイと思われる｡

(東 正也)

口腔ケアに熱心な歯科衛生士も多数の参加があった

恒例の懇親会
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７月22日 (金) 午後７時

30分より玉名文化センター
において熊本県歯科医師会
の役員 (浦田会長､ 渡辺専
務理事､ 前田理事､ 大林理
事) を招いてタウンミーティ
ングが行われた｡ 浦田会長

挨拶後まず東日本大震災の熊本県歯科医師会
における支援活動についての報告があった｡
その後県歯の23年度活動計画についての話
から､ 今よく話題にのぼる県歯の公益法人制
度改革についての詳しい説明､ メリット､ デ
メリットについての話｡ 熊本県におけるむし
歯予防対策事業､ 8020運動推進事業に対する
取り組み方について郡市歯科医師会側から行
政に積極的に働きかけて是非この事業を成功
させてほしいという事であった｡
また口腔保健センターについて､ 以前は休
日診療を行っていたが廃止し､ 現在は障がい
者診療のみを週３日行っている現状であり､
当センターの今後の課題として歯科医療連携
の拠点としての役割をどう進めていくかとい

う事であった｡
それと学校歯科からは ｢フッ化物洗口ガイ
ドライン｣ に沿って洗口法等をぜひ普及させ
てほしいという事と､ 社保からはレセプトの
記載漏れや算定漏れ等がないように各医院十
分に注意してほしいという事であった｡
最後に ｢県歯会員何でも相談窓口｣ があり
ますので何か困った事やわからない事があれ
ばお気軽にお問い合わせ下さいという事であっ
た｡

(山本 浩喜)

玉名

真剣に聞き入る会員

７月22日 (金) 午後7時
よりホテルヴェルデにおい

て､ 平成23年度荒尾市三師会総会並びに懇親
会が開催された｡ 本会は地域医療活動推進と
連携強化を目的として医師会､ 歯科医師会､
薬剤師会で組織されたもので､ 意見交換と親
睦を深めるため年１回開催されている｡
田中正会員の司会進行で開会､ 東日本大震
災の犠牲者と今年初めに急逝された医師会の
野川勉先生に対し黙祷を行い､ 高橋洋三師会
会長 (医師会会長) 挨拶の後､ オブザーバー
として参加された田上大輔理事が自己紹介の
後､ 新入会員 (医師会､ 薬剤師会のみ) の紹
介が行われた｡
議事ではＨ22年度､ Ｈ23
年度の各議題に関して報告､
質疑､ 承認がなされ総会が
滞りなく終了後､ 懇親会に
移行し､ その中で山本宏荒
歯会副会長による講話が行
われた｡ 演題は ｢フッ素洗
口｣｡ 荒歯会が本年度､ 積

荒尾 ―三師会総会＆懇親会―

����������
極的に取り組む活動であるフッ素洗口に関す
る基本的事項から定着させることの必要性を
医師会､ 薬剤師会会員をメインに約15分にわ
たり講演され､ 理解と協力を求めた｡
宴の最中で行われたものの､ 医師会､ 薬剤
師会の方々が講演最後まで聞き入る姿が印象
的であった｡
また最後まで参加された田上理事が ｢他郡
市以上に荒尾市の三師会が結束している理由
がよくわかった｣ とおっしゃられたのが印象
深かった｡

(坂田 輝之)

聞き入る三師会々員
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７月23 (土) 24 (日) の

二日に渡り､ 毎年恒例の八
代歯科医師会の親睦旅行が
行われた｡ 行き先は今回は
福岡､ 新鮮なイカと温泉を
楽しむ旅である｡
気温も急上昇､ うだるよ

うな暑さの中､ みやざき歯
科医院の駐車場に集合しバスで出発であった
が､ 暑さのせいかバス発車前よりビールを飲
みだす会員もいたようだ｡
昼間からビールを飲みつつ､ トイレ休憩し
福岡へ｡ 17時過ぎにホテルに到着し１時間ほ
ど休憩後､ 会食のため中洲の河太郎へ出発し
た｡ 河太郎ではイカをメインとした新鮮な海
の幸に舌鼓を打ち､ ビールから焼酎､ 日本酒
を堪能し会員同士杯を交わした｡
その後は２次会に移動し､ 個々に夜を楽し
んできた｡
二日目はホテルをチェックアウト後､ 博多
駅のアミュプラザ博多を１時間程度散策した
後､ 二日市温泉大丸別荘に出発！立派な建物
と日本庭園､ ゆったりと気持ちの良い温泉に
浸りながら日頃の診療の疲れをいやすことが
出来たと思う｡ 皆ハダカの付き合いで親睦を
深めた｡ 昼食は食前酒に始まる日本料理のコー
スで､ 普段はお目にかからないような素晴ら

しい料理を楽しみ､ また日本酒を注しつ注さ
されつで盛り上がった｡
楽しかった二日間はあっという間に過ぎ､
途中サービスエリアに寄り道しながら16時過
ぎにみやざき歯科医院の駐車場に到着した｡
そして明日からの診療に向かう活力となるよ
うな楽しい研修旅行を企画してくれた厚生委
員会の先生方に感謝しつつ､ それぞれ家族や
スタッフへのお土産を手に家路へと向かった｡

(宮� 修一)

八代

風情のある温泉旅館で心身ともにリラックス

７月23日 (土) 午後４時
から県歯会館にて､ 県歯執

行部及び社保委員会の先生方をお招きして､
タウンミーティング及び社会保険説明会が開
催された｡ 執行部から浦田会長・中嶋副会長・
渡辺専務理事・勇励常務理事に参加していた
だいた｡
会務報告として①東日本大震災の支援②23
年度事業計画③公益法人制度改革 (移行登記
による役員の任期) ④地域歯科保健活動概要
(むし歯予防対策事業8020運動推進事業) ⑤
口腔保健センターの現状と今後の役割⑥今後
の大きなスケジュール⑦第65回九州歯科医学
大会⑧会長への手紙⑨社保に関する要望､ 質
問⑩会員なんでも相談窓口⑪親睦ゴルフ大会
ボウリング大会などについてである｡
さらに厚生労働省の定めた ｢フッ化物洗口
ガイドライン｣ を踏まえ ｢フッ化物洗口実施
要領｣ と学校における ｢う蝕予防のためのフッ
化物洗口実施マニュアル｣ の留意事項の確認
が行われた｡
また､ 社保説明会では診療時において起こ
るカルテ入力など記載についての確認が行わ
れた｡
適正な診療であっても､ 摘要記載などが不

阿蘇 ―タウンミーティング及び社保説明会―

�����
十分であれば正しい評価を得ることが難しい
事など ｢社会保険危機管理｣ として表現され
た｡ 診療行為から､ それを正しくカルテに記
載して､ 正確にレセプト請求することが必要
で､ 患者を優先するあまりカルテ作成まで注
意が行かないことなど､ 診療現場で起こりう
る問題などの確認があった｡
その後､ 紅蘭亭にて懇親会が行われた｡ こ
の懇親会においても先程のタウンミーティン
グ及び社会保険説明会についての話し合いが
行われ非常に活気ある会であった｡

(九野 克之)

ニコやかに渡辺専務
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会 務 報 告 自 平成23年７月26日
至 平成23年８月18日

所管 日付 摘要 出席

総 務

７月26日

日本スポーツ振興センター福岡支所業務運営委員会 (福岡ガーデンパレス) 宮坂副会長

第34回九州地方社会保険医療協議会熊本部会 (ＫＫＲホテル) 中嶋副会長

支払基金審査委員懇談会 (ホテルニューオータニ) 浦田会長

第５回理事会

(１) 新入会員の承認 (２) 平成23年度臨時代議員会手続きスケジュール

(３) 一般社団法人への移行決定 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

28日
タウンミーティング (菊池郡市) (菊池郡市歯会館) 浦田会長､ 渡辺専務理事､ 大林理事

第４回新法人設立検討臨時委員会 牛島委員長他２委員､ 吉永会計士

８月３日

第９回常務理事会

(１) 平成23年度臨時代議員会の会務報告 (２) 平成23年度臨時代議員会の日程資料

(３) 平成23年度臨時総会の日程資料 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員､ 牛

島理事

４日 第１回県保健医療推進協議会計画検討専門委員会 (ＫＫＲホテル) 渡辺専務理事

５日

総合政策推進プロジェクト会議

(１) 未入会者勧誘チラシ内容検討 (２) 未入会者対象研修会案内文検討

(３) 衛生士卒後研修会

小島副会長､ 八木常務理事､ 牛島・

椿理事､ 伊藤学院長

月次監査

７月末現況監査
片山・西野監事

６日

野田毅衆議院議員との面談 (野田毅議員宅) 浦田会長､ 澤田事務局長

九州大学歯学部同窓会県支部設立25周年記念式典・祝賀会 (ホテルキャッスル)
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理

事

８日 タウンミーティング (熊本市)
浦田会長､ 渡辺専務理事､ 八木常務

理事､ 牛島理事

10日
第１回県後発医薬品安心使用・啓発協議会 (熊本テルサ) 松岡常務理事

第718回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

16日 県体育協会第１回財務特別委員会 (ホテル日航) 澤田事務局長

17日

第10回常務理事会

(１) 新入会員の承認 (２) 名義後援使用依頼

(３) ｢中国・四国｣ ｢九州｣ 地区歯科医師会役員連絡協議会の提出協議題 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員､ 牛

島理事

学 術 ７月31日 肥満・糖尿病 栄養と口腔保健推進セミナー (グランド・ハイアット福岡) 椿理事

社会保険

７月30日

社会保険個別相談会

相談者：３名

中嶋副会長､ 前田理事､ 田中委員長

他５委員

社会保険委員会

(１) 会員向け発行物 (２) 個別指導立会い・個別相談会

(３) ニューフェイス社保研修会 ほか

中嶋副会長､ 勇常務理事､ 前田理事､

田中委員長他全委員

８月３日
社会保険個別相談会

相談者：１名
渡辺副委員長他２委員

６日 ニューフェイス社会保険研修会打合せ
中嶋副会長､ 前田理事､ 清水副委員

長他５委員

12日 ニューフェイス社会保険研修会打合せ 中嶋副会長､ 前田理事他２委員

社会保険 17日
社会保険個別相談会

相談者：２名
中嶋副会長､ 勇常務理事､ 金本委員
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所管 日付 摘要 出席

社会保険 18日 保険新規個別指導 (県庁) 中村悟・宇治・金本委員

地域保健
７月30日

地域保健小委員会

(１) 歯周病ハイリスク者支援のための医療機関連携・展開マニュアル

(２) 医科歯科連携モデル事業講演資料 (３) 各郡市地域保健担当者 ほか

宮坂副会長､ 田上理事､ 川瀬委員長

他１委員

８月２日 県老人クラブ連合会健康づくり講演会 (小国町山村開発センター) 乕谷会員

広 報

７月28日
広報小委員会

(１) 会報８月号・第２回校正
加藤理事､ 立本副委員長

８月17日
広報委員会

(１) 会報９月号・編集
加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

学校歯科

８月６日 九州地区学校歯科医会役員連絡協議会 (大分県歯会館) 大林理事､ 田畑委員

10日 日学歯制度委員会第１回学校歯科医報酬に関する小委員会 (日学歯分室) 大林理事

12日

学校歯科委員会

(１) 出張日程の確認 (２) フッ化物洗口に対する対応

(３) 薬剤師会との関係 ほか

大林理事､ 河原委員長他全委員

16日 県公立学校新規採用養護教諭研修会 (県立教育センター) 河原委員長

18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

医療対策 ８月12日 熊本県警との協議会 (熊本市)

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理

事､ 冨屋・牛島理事､ 岡田委員長他

１委員

センター･介護

７月30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

８月６日

センター・介護委員会

(１) 障がい児 (者) 歯科口腔ケア地域リーダー育成事業 (２) 介護者歯科実技研修会

(３) 口腔保健センター運営検討会 ほか

宮坂副会長､ 松本理事､ 平井委員長

他５委員

12日
センター・介護小委員会

(１) 口腔センター診療スケジュール (２) 九州口腔衛生学会

松岡常務､ 松本理事､ 平井委員長他

３委員

総務･厚生
７月30日 荒尾市健康診断 (荒尾市中央公民館) 小林委員､ 疋田貴之会員

８月６日 九州各県厚生担当者会 (宮崎県歯会館) 牛島理事､ 池嶋委員長

学 院

７月29日 学院教務委員会 伊藤学院長他６委員

８月６日
第２回学院体験入学

参加者：39名

10日 中国留学生受入検討打合せ 伊藤学院長他１名

11日 学院終業式 伊藤学院長

12日 学院生夏季休暇 (至９月21日)

国保組合 ７月30日

第４回国保理事会 (臨時)

(１) 平成23年度臨時組合会

浦田理事長他全役員､ 稲葉・秋山議

員

国保臨時組合会

(１) 規約一部改正 (案) の承認 (２) 平成22年度歳入歳出決算 (３) 平成22年度歳

入歳出決算剰余金処分 (案) の承認 ほか

24議員､ 浦田理事長他全役員





編 

集 

後 

記 

　携帯をスマートフォンに替えました。少し前

までデカい、重い、高いと悪いイメージしか無

かったのですが最近の機種はむしろ普通の携帯

よりコンパクトになっています。たくさんの機

能があり間違いなく便利なのですが、何でもす

ぐネットで検索しネットで購入してしまう自分

に危機感を覚え始めました。依存症という言葉

がありますが、情報世界に依存している、まさ

にそんな感じです。 

　特に広報を担当している私たちは日頃からも

っと自分の頭で考え、自分の言葉で表現してい

く事が大切だと改めて思いました。（ I .K ） 
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1日（土） 

5日（水） 

8日（土） 

15日（土） 

19日（水） 

23日（日） 

26日（水） 

29日（土） 

九州各県医療管理担当者会 

第13回常務理事会 

日歯大久保会長講演会 

九州歯科医学大会 

第14回常務理事会 

第33回九州口腔衛生学会総会 

第8回理事会 

シニア倶楽部 

EEEEEEEEEEEEEEE

行 事 予 定 

くまもとサプライズキャラクター『くまモン』 

くまもとサプライズ熊本県許可第1086号 




