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今期より､ 学術担当理事をさせて頂いておりますが､ 会員の皆様

には平素より学術講演会事業におきまして､ ご協力頂きありがとうございます｡

さて私事ではありますが､ 福岡歯科大学を卒業して今年で18年目､ 熊本に帰って13年目を

迎えます｡ 私が歯科医師になった頃は､ すでにバブルもはじけた後で､ 俗に言う歯科業界の

良い時代を知らない世代となります｡ 熊本に帰ってすぐに､ ある歯科業界の方のお話で 『昔

の歯科医師は普通に働けば銀行の定期がいくつも溜まりよった時代｡ 今は普通に働きよって

も厳しいよ｡ 頑張って働きなさい！』 と言われた事を思い出します｡ 確かにその通り歯科業

界も厳しい時代かも知れません｡ モンスターペイシェントと呼ばれる患者も少なくはありま

せん｡ 患者サイドもこのネット社会において歯科における知識も簡単に得られる時代です｡

しかし我々はその厳しい時代であれ歯科医師を続ける以上は生き残っていかねばなりません｡

その為には常に歯科医学を学び精進していかなければなりません｡

会員の皆様､ 歯科医学の情報収集はどのようにされていますか？

現在においては､ いろんな所で様々な学会・講演会・勉強会等が行われており学べる環境

は整っております｡ しかし､ ほとんどの学会・講演会・勉強会は有料で受講料もさまざまで

す｡ 講習会費が高額な為､ 受講したくても受講出来ないと言われる先生が居られると､ 業者

から耳にします｡ 歯科医療も日々進歩しています｡ 是非､ 歯科医師会主催の無料の講演会を

大いにご利用下さい｡ 県・郡・市の学術委員会は､ 会員の先生方の少しでも為になればと考

えて講演会を企画しております｡ たしかに講演会を聴いてすぐ出来る事ばかりではないかも

しれません｡ しかし､ 何も聞かずにやって行ける時代ではないと思います｡ 毎日の診療がマ

ンネリ化してはいませんか？人の話を聞く事はモチベーションアップにも繋がります｡ 自分

の臨床を見つめ直す為には必要な事ではないでしょうか｡ 各学術委員会は､ 出来るだけ､ 会

員の皆様のご意見を参考に､ 講師の選考を行っていると思います｡ どんどん声をお聞かせ頂

きますようお願い致します｡

最後に私は医局時代 (福岡歯科大学付属病院 第２口腔外科) の恩師である､ 本田 武司

氏の持論であった 『やる気と根性』 と私の持論である 『バランスを保って』 この２つを胸に

今までやってきました､ これからもこの２つで頑張っていこうと思います｡ 微力ではありま

すが今期の残りを皆様のご期待に添えるよう精一杯頑張りますので､ これからもご指導ご協

力の程宜しくお願い申し上げます｡
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開 会：小島副会長
挨 拶：浦田会長

まず､ 今回の７月12日からの九州北部豪雨
で被災された方に対し､ 心よりお見舞いを申
し上げたいと思います｡ 被災者の中には会員
の先生も含まれています｡ それが､ 人的な被
害でなかったことは不幸中の幸いでしたが､
床上浸水の被害をはじめ､ 機械の故障等､ 数
件の被害報告が寄せられています｡ この災害
における損害保険の適用については､ 家財は
ある程度の補償がありますが､ 大雨における
床上浸水等の被害については､ 保険制度上､
見舞金程度の支給しかなされないのが一般的
なようです｡ そこで､ 本会としてどのような
支援が出来るか､ 過去の災害の対応､ 日歯の
動向等を参考にしながら検討したいと思って
います｡ それから､ ７月３日に県庁との懇談
会を行いました｡ 行政の方々から出席者より
多くの意見を頂くことが出来､ 歯科に対する
期待の大きさを感じることが出来ました｡ 期
待と引き換えに､ 我々の責任と義務も重くな
りますので､ これからどのように力を尽くし
ていくかということを先生方と一緒に考えて
いきたいと思っています｡
また､ 歯科は他の医療機関とは違い､ マス
クを用いて診療を行うため､ 医師の顔が見え
ないため､ 患者さんと話をする際にはマスク
を外してほしい､ そして､ できれば歯科医師
会でそのための運動を行ってみてはどうか､
という意見がありました｡ 顔が見えない歯科
医師に治療をしてもらうということで､ 患者
さんは､ 歯科医師に対して､ 不安や不満､ 恐
怖などを覚えるもので､ 最近､ 医療苦情､ 相
談が増えていますが､ 相手の顔が見えないか
らこそ､ 不安や不満が大きくなり､ 苦情等に
繋がっている部分もあるものと思います｡ 一
般の方々､ そして､ 患者さんからの意見にも
真摯に耳を傾けて､ それをしっかりと受け止
め､ 時には我々自身を見直していくことも重
要だと改めて感じました｡ 歯科に対する期待
がある反面､ そのような意見もあるというこ
とを先生方にも是非認識していただき､ 今後
ますます､ 顔の見える歯科医師､ 歯科医師会
であるように一層努力していきたいと思いま
すので､ 今後とも先生方のご協力を宜しくお
願い致します｡

報報 告告
総 務：第３回理事会､ 第７回・８回常務

理事会､ 九州歯科医学大会第２回
実行委員会､ ケイ・デー・エム・
ユー医業経営セミナー､ 県庁との
懇談会､ 第12回新法人設立検討臨
時委員会､ 県との新公益法人制度
に関する個別相談会､ くま歯キャ
ラバン隊 (宇土郡市､ 上益城郡)､
次期医療計画に向けた都道府県担
当者連絡協議会､ 県医療審議会

学 術：都道府県歯科医師会学術担当理事
連絡協議会､ 医療管理講演会

社会保険：レセプト事前チェックセンター､
社会保険個別相談会､ 保険個別指
導､ 集団的個別指導

地域保健：早産予防事業説明会､ 歯科衛生士
との勉強会､ 各郡市地域保健担当
者会

広 報： ｢熊歯会報｣ ７月号・校正､ ｢熊
歯会報｣ ８月号編集

学校歯科：行政､ 養護部会､ 衛生士会との懇
談会､ 日学歯総会

医療対策：各郡市医療相談担当者会､ 医療相
談事例報告

センター・介護：口腔保健センターカルテ･会
計チェック

総務・厚生：大規模災害時のマニュアルの検
討

学 院：県歯科衛生士育成協議会
国 保：国保組合監査､ 国保理事会
事 業 課：第３回奥様医業経営塾 (第６講)
以上､ ６月25日から７月22日までの総務､ 各
委員会他の動きについて､ 浦田会長及び担当
各役員より報告がなされた｡

７月25日 (水) 午後７時より県歯会館第１会議室において､ 浦田会長他全役員出席のもと
議長を浦田会長､ 議事録署名人を牛島理事､ 椿理事として第4回理事会が開催された｡
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報報 告告そそのの２２
１. 退会会員
・荒木陽一会員 (一般会員／宇土郡市)
平成24年６月30日付 病気療養中のため
２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
・県医療・保健・福祉連携学会企画委員／県
医療・保健・福祉団体協議会
小島 博文副会長
任期：平成24年４月１日～平成25年３月31日
・全国健康保険協会熊本支部健康づくり推進
協議会委員／全国健康保険協会熊本支部
田上 大輔 理事
任期：平成24年８月１日～平成26年７月31日
３. 名義後援使用依頼
・ ｢地域歯科衛生活動｣ 事業講演会／県歯科
衛生士会
・リーダー育成研修会､ 新人 (復帰者) 育成
研修会／県歯科衛生士会
・笠原浩松本歯科大学名誉教授講演会／新老
人の会
・熊本小児歯科懇話会第68回例会／熊本小児
歯科懇話会
４. 九州私立保育園研究大会熊本大会におけ
る協賛広告依頼
Ａ４全面､ 掲載費用30,000円で広告協賛を
行う旨の報告がなされた｡ また､ 広告掲載記
事については､ Ａ４サイズの広告スペースの
うち､ 本会と学院で２分の１ずつ担当するこ
ととした｡
５. インプラント治療に関する報道等に対す
る見解
理事会出席者でその文言を読み上げ､ 理事
者全員で共通の認識とするとともに､ 重要な
課題であるため､ 全会員に通知することとし
た｡
６. 会館管理チェックに伴う補修
今年度の会館管理チェックに伴う補修費用
についての報告があり､ その中で早急に補修
する必要のある､ １階の流し台排水について
補修工事を行う旨の報告がなされた｡
７. 夏期の電力需給対策に係る ｢節電実行計
画｣ の取組み
本会の節電実行計画の取り組みについて､
全会員に通知し､ 節電への協力を呼びかけて
いる旨の報告がなされた｡
８. 平成23年度口腔保健センター事業報告
平成23年度の口腔保健センターの事業報告
について､ 受診者数が順調に伸びていること
等の報告がなされた｡
９. 委員会事業企画
・学術委員会
｢日歯ＤＶＤセミナー＆会員発表｣
平成24年11月11日(日)午前10時～午後４時
10. 会計６月末現況
11. ８月行事予定
12. その他
・委員会事業報告

○地域保健委員会
｢歯の衛生週間・歯の祭典｣
開催日：平成24年６月10日 (日)
｢歯科衛生士会との勉強会｣
開催日：平成24年６月30日 (土)

協協 議議
１. 新入会員の承認 (承認)
一般会員１名､ 勤務医会員２名の入会を承
認した｡
２. 社会歯科学研究会への入会 (承認)
団体会員として入会することとした｡ なお､
登録者の３名については､ 会長に一任するこ
ととした｡
３. 平成24年度臨時代議員会・臨時総会の手
続きスケジュール (承認)
原案通り承認した｡ なお､ 臨時代議員会・
臨時総会当日は､ 会館１階ロビーに故宇治壽
康元会長追悼の祭壇を設け､ お別れ会を開催
することを決定した｡
４. 熊本県歯科医師会口腔保健センター償却
資産積立金取崩しの承認を求める件の議案
(承認)
原案通り承認し､ 臨時代議員会・臨時総会
に議案として上程することとした｡
５. 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人及
び補欠選挙人の承認を求める件の議案

(承認)
原案通り承認し､ 臨時代議員会・臨時総会
に議案として上程することとした｡
６. 平成24年度臨時代議員会の日程 (案)
(承認)
原案通り承認した｡
７. 平成24年度臨時総会の日程 (案) (承認)
原案通り承認した｡
８. 安心・安全歯科医療推進制度 (承認)
①基準達成者に対する交付 ②運営規程
③制度の基準を達成するための対策
いずれも全て原案通り承認した｡
９. 養老貸付申請の審議 (承認)
申請を受理することとした｡ なお､ 一般社
団法人への移行に伴い養老貸付制度が廃止さ
れるが､ その周知方法､ 申請期限等について
は改めて協議することとした｡
10. 第65回九州歯科医学大会厚生部の補助金
申請 (承認)
それぞれの部への増額を決定した (俳句を
除く)｡
11. 全国歯科医師会野球大会参加に対する補
助金申請 (承認)
３万円の助成金を支給することとした｡
12. その他
○学校保健会の協力寄付金 (大林理事)
○九州北部豪雨による会員被害状況

(渡辺専務理事)
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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６月30日 (土) 午後４時より (有) ケイ・

デー・エム・ユー主催の医業経営セミナーが

県歯会館３階研修室にて開催された｡ この医

業経営セミナーは昨年に引き続き２回目とな

るが､ 今回も㈱リスクマネジメント・ラボラ

トリー社にご協力いただき開催された｡ 今回

は 『増税に打ち勝つ!!ドクターのための資金

効率改善策』 ～所得税や支払利息の無駄削減

策～というテーマで､ 株式会社RML代表取

締役 清水英孝氏と株式会社リスクマネジメ

ントラボラトリー 熊本支店長 甲斐大童氏

に講演いただいた｡ まず清水氏には､ 退職金

税制における分離課税､ 退職所得控除､ ２分

の１課税の３つのメリットについて上手な利

用法や､ 小規模共済制度についてのこと､ 借

入金の支払利息に関する繰り上げ返済のメリッ

トやタイミングについて､ また定期保険と終

身保険の比較と年金保険や養老保険の裏技な

どについてお話しいただき､ それらをひとつ

ひとつ見るのではなく､ 横串を刺して考える

ことを強調された｡ また甲斐氏には借入金の

支払い利息について､ 銀行との金利引き下げ

交渉や繰り上げ返済の活用とタイミングを､

実例を挙げて､ クリニック開業資金や住宅ロー

ンの利息軽減効果をお話しいただいた｡

最後に参加者にはセミナーアンケートにご

協力いただいたが､ 希望者には今回のテーマ

以外にも､ 法人化､ 経営診断､ マーケティン

グ戦略､ 相続や事業継承､ 資産運用､ 生保・

損保に関することなど､ ㈱リスクマネジメン

トラボラトリー社がアドバイスをしてくれる｡

(有) ケイ・デー・エム・ユーでは､ 前期

より同時に開催されている奥様医業経営塾と

合わせて､ 医業経営に関するセミナーを開催

しているが､ これまで誰も教えてくれなかっ

た医業に関するノウハウは非常に興味深く､

知らないと損をすることさえある｡ 今後また

このようなセミナーを開催していく予定にし

ている｡

(理事 牛島 隆)

������������ 増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税にににににににににににににににににににににににに打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ
―医業経営セミナー―�� ���

｢知らないと損する…｣ と甲斐氏

���

��� ��������������
元会長 故宇治壽康先生追悼のひと時

期 日 平成24年９月15日 (土) 午後１時～午後６時
場 所 熊本県歯科医師会館 １階ロビー
・ご来場の際は平服にてお願い致します｡
※詳細は､ ７月31日付県歯発送物を御覧下さい｡
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昨年に引き続き､ ㈱リスクマネジメント・
ラボラトリーの協力により､ クリニック経営
に関わる女性のための ｢奥様医業経営塾｣ を
企画した｡ 今回もお申込が多く､ ８名限定の
枠に対し､ 10名での開講｡ ４月26日 (木)､
牛島理事の挨拶で開講し､ ２週間ごとに下記
の内容にて研修が行われた｡

第１講 試算書・決算書の見方
第２講 賢いお金の借り方・返し方
第３講 やさしいマネー講座
第４講 クリニックに関わる税金・

税務調査知識
第５講 クリニックのための

人事労務
第６講 クリニックのための

相続対策・まとめ

講師は､ 講座内容ごとに､ ㈱リスクマネジ
メント・ラボラトリー支店長・甲斐氏､ 同社
部長・長尾氏､ 同社ファイナンシャルコンサ
ルタント緒方氏､ 税理士法人熊和パートナー
ズ代表社員・岡野氏､ クロスフィールズ人材
研究所の代表社労士・三浦氏の４名｡

参加された奥様方は､ ｢経営など､ 何も分
かりませんが｣ と最初は不安なお顔をされて
いましたが､ 回を重ねるごとに､ 和気あいあ
いとなり､ ご自身の話を出して､ ｢こんな場

合はどうしたらいいのですか？｣ とご質問も
増え､ 女子会のような楽しい雰囲気｡ ６講が
終わる頃は寂しさを感じた｡ 最終日の７月５
日 (木) には､ 八木常務理事の挨拶と修了証
授与にて閉講｡ その後､ 全員にて記念撮影を
し､ 机を並べた友全員で食事をして解散した｡
｢事業を継承､ 完結するために必要で知ら

ないことが多く参考になった｣
｢知っていると知らないでは大きく変わっ

てくるのでこの経営塾に参加してよかった｣
｢相談しやすく分かりやすかった｡ また復

習したい｣
｢全く分からなかったことが､ 受講によっ

てはっきりした｣
｢銀行の利息関係の話はすごく役に立った｣
｢毎回､ 当院に関係のある話だった｣
｢また企画してほしい｣
｢今までは主人だけが勉強会に参加してい

たが私が参加できてよかった､ 友人にも勧め
たい｣
｢主人任せ､ 税理士さん任せを反省した｣

などの感想をいただき､ この経営塾が実のあ
るものになった｡
(節電で､ 暑い会議室の中､ 汗をかきなが

らの受講になりたいへんだったかと思います｡
ご協力いただきありがとうございました｡)
第４回は､ 秋に開催予定です｡

(事務局 田尻 康代)

―第３回奥様医業経営塾―

ど う 生 き ぬ く か !?

受講お疲れ様でした

できるなら､ 損は避けたい
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超高齢社会の日本において摂食・嚥下障害に対する認知は深まりつつあります｡
しかし､ 一般歯科の外来で実際に摂食・嚥下障害に携わる機会は少なく､ 私自身も現在の職場
(介護老人保健施設併設の歯科) で働くまでは現状を知りませんでした｡
脳血管疾患などの後遺症により経口摂取を禁じられたまま現在の嚥下機能を評価されることな
く経過している方や､ むせながら食事を食べ続けている方がいまだに多い状態です｡ そして､ こ
のような患者に対して妥当な対応が取られていないのが現状だと考えられます｡
熊本でも摂食・嚥下リハビリテーションを行える施設は複数あり､ 専門的な対応を提供できる
環境は整ってきているものの､ 実際に多くの対象患者は在宅や施設に存在しています｡ 今後は更
に多くの対象患者が在宅や一般の介護施設に移行していくため､ 訪問もしくは専門施設以外での
診療の必要性は更に高まるといえます｡ そこで､ 実際に私が訪問診療で携わっている摂食・嚥下
障害患者の症例を紹介させていただきます｡

食食事事ををおおいいししくく､､ 楽楽ししくく
安安全全にに続続けけるるたためめにに！！

仁誠会クリニック ながみね歯科 田尻 陽子 氏

【症例１：75歳女性】
主 訴：口から食べたい
初 診：2011年12月
既往歴：2009年10月 外傷性くも膜下出血
経 過
○2009年10月のくも膜下出血発症後に経管
栄養を開始｡ その後､ 2010年３月に回復
期病院にて嚥下造影検査施行｡ 結果は開
口・咀嚼に時間要するが誤嚥なし｡ １日
１回ゼリーの経口摂取訓練を開始し､ ５
～６口程度はムセなく摂取可能な状態で
あった｡
○2010年５月小規模多目的ホーム“わがま
ま”に入居後も継続して経口摂取訓練を
行っていたが､ 肺炎を２度発症したため
2010年12月より経口摂取訓練は中止され
た｡
○その後､ 肺炎予防のために施設スタッフ
による口腔ケアを徹底して行った結果､
約１年間肺炎を発症することなく体調も
安定してきた｡
○2011年８月に名古屋で行われた摂食・嚥
下リハビリテーション学会で同じような
症例発表を見た施設長の熱意によりご本
人・ご家族の合意のもと､ 当院へ嚥下機
能精査の依頼があり､ 2011年12月訪問診
療での嚥下内視鏡検査を施行した｡

現 症
・左側上下肢麻痺､ 車椅子座位､ 全介助状
態
・従命可だが反応は乏しく発語不可
・痛みの原因となるカリエス､ 咬み合せの
異常､ 歯の動揺は認めない｡

嚥下内視鏡検査
施設スタッフも一緒にモニター上で咽頭内

を確認しながら､ 約１年ぶりの経口摂取を行っ
た｡ (写真１)

結果
○安静時､ 咽頭内に麻痺は認められず､ 唾
液や痰の貯留も確認されなかった｡
○少量のゼリーを摂取していただいたとこ
ろ､ 口腔内に入ってからの反応は遅いも
のの少しずつ咀嚼運動が始まり､ ゆっく
りと咽頭へ送り込まれてきた｡
○咽頭に達してからは比較的早く嚥下反射
(飲み込み) が確認され､ 明らかな誤嚥
は認められなかった｡
○嚥下後に少量の咽頭残留が認められたが､
追加嚥下により解消された｡ (写真２)

写真１

写真２



嚥下内視鏡検査結果
○安静時､ 咽頭内に麻痺は認められず､ 唾
液や痰の貯留も確認されなかった｡
○主食に関しては､ 咀嚼に時間がかかるも
のの十分行われており､ 食塊形成 (飲み
込みやすい形にする) も可能な状態だっ
た｡
○口腔内から咽頭への送り込みは比較的ス
ムーズに行われるものの､ 咽頭に達して
からの嚥下反射は遅く､ 嚥下後の咽頭残
留が顕著に認められた｡
○嚥下後の咽頭への残留物による喉頭侵入
(気管に入りかける) が確認された｡
○副食に関しては､ 咀嚼､ 口腔内から咽頭
への送り込みはスムーズに行われたもの
の､ 嚥下反射は遅く､ 嚥下後の咽頭残留
も認められ､ 少量の誤嚥が確認された｡
(写真４)

食事指導
○ムセや呼吸切迫の原因は嚥下後の咽頭へ
の残留物による喉頭侵入や誤嚥であると
判断されたので､ 残留物を随時クリアに
するため主食や副食を２～３口摂取毎に
ゼリーを摂取する交互嚥下を指導｡

その後の経過
○食事中のムセが減少し､ 呼吸切迫も解消
された｡
○約１年経過で肺炎は発症していない｡

以上２症例ともに実際の摂食・嚥下機能と
栄養摂取方法が乖離しており､ このような方々
を減らしていく為には周囲の“気付き”や
“協力”が必要になってきます｡ 症例１の方
に関しては､ まさに施設側の摂食・嚥下障害
に対する意識の高さのおかげで禁食状態から
楽しみ程度の経口摂取が可能になったと考え
られます｡
今後も少しでも多くの方々が美味しく・楽
しく・安全に食事を続けていかれるよう取り
組んでいきたいと思います｡
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経口摂取指導
○比較的スムーズな嚥下反射が認められた
ので､ 直接訓練としてゼリー１日３口摂
取することから開始した｡
○３週間毎に再評価を行って､ 量や種類を
見直していく｡
○発熱や痰の増量が認められた場合は経口
摂取を見合わせる｡

その後の経過
○７か月経過､ ゼリー10口程度の摂取が可
能になり､ ゼリー以外にもペースト状の
あずき､ トロミ付のコーヒー､ 茶､ 味噌
汁など種類も増やすことができている｡
○発熱や痰の増加も認められていない｡
○経口摂取を再開してから､ 声かけへの反
応も良くなり､ 表情も豊かになった｡
○施設スタッフにより経口摂取時の様子が
毎回詳細に記録されており､ 再評価まで
の状態の変化を把握することができてい
る｡ (写真３)

【症例２：78歳女性】
主 訴：食事中にムセがあり苦しい
初 診：2011年８月
既往歴：2008年 パーキンソン病

2010年 ラクナ梗塞
経 過
○２か月前から食事中のムセが目立つよう
になり､ 呼吸切迫を伴うムセも確認され
ている｡

現 症
○身体の状況
・麻痺なし､ 車椅子座位､ 一部介助
・発語可､ 意思疎通可
・上下部分床義歯安定､ 残存歯に痛みの
原因となるカリエス､ 咬み合せの異常
や動揺は認めない

○食事の状況
・ (主食) 二度炊き (副食) 粗みじん
(水分) 中トロミ
・自立摂取､ 食事時間は約40分間
・食事開始後しばらくしてムセ始め､ ガ
ラガラ声になる

写真３

写真４

この学術レポートは､ 本会ホームページ (会員専用ページ) にもカラー写真にて､ 掲載しております｡



―ボウリング大会―
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６月22日 (金) 19時30分

より､ 毎年恒例行事の玉名
郡市歯科医師会ボウリング
大会が司ボウルにて行われ
た｡ ジメジメした梅雨の時
期にもかかわらず約60名の

参加があり､ 全員日頃のストレスを発散した｡
まず森副会長の始球式でゲームが始まった｡
各レーンでは１球１球に一喜一憂し歓声で盛
り上がった｡

ボウリングの成績は下記の通り､
〈団体戦〉 〈個人戦〉
優勝：大林歯科 優勝：春野 惟一
２位：福富歯科 ２位：脇坂よし子
３位：森歯科 ３位：大林 裕明

その後､ 司ホテルで表彰式と懇親会が行わ
れた｡ 又それに先立ちスタッフの永年勤続表
彰も行われ５年 (５名)､ 10年 (１名)､ 15年
(７名)､ 20年 (２名) の対象者に対して記念
品が贈られた｡
冨永会長挨拶の後､ 懇親会が始まった｡ ス
タートしてあっという間に､ 会場の中央に並
んだおいしい料理の皿がなくなっていた｡ 皆
ボウリングの後だけあってすごい食欲だった｡
ボウリング大会､ 懇親会とも大いに楽しむ事
が出来た｡ 参加者の皆さんお疲れ様でした｡

(永廣 有伸)

玉名

大いに盛り上がる

れた｡ 保険点数について知識を得て､ 正しく
点数請求を行わなければならないと思った｡

(小林 聡)

５月22日 (火) 山鹿市歯
科医師会にて､ 社保の講習

会が行われた｡ 講師は県歯中嶋敬介副会長で
１月に引き続いて講演頂いた｡
内容は４月に行われた点数改正の事項や､
Ｐ治療､ ＳＰＴ等約２時間の予定をオーバー
して熱心に講演頂いた｡ 疑問が持たれそうな
レセプトには摘要欄へのコメントが必要であ
るという事だった｡
参加者は山鹿市歯科医師会の会員の歯科医
師はもとより､ 各歯科医院の女性スタッフが
多数参加しており､ Ｐ治療やレセプトの事な
ど積極的に質疑応答が行われ､ 講演が終わっ
た後も熱心なスタッフが中嶋副会長を取り囲
んで､ しばらく先生は動けない程であった｡
講演終了後は ｢よこて｣ にて懇親会が行わ

―社保講演会―山鹿
������ 団体優勝の大林歯科

熱心に説明



―祈願祭―

熊歯会報Ｈ.24.８

11

����������
６月16日 (土) 午後３時

より八代宮神殿にて人生の

節目を迎えた９人の会員の

祈願祭が厳粛に執り行われ

た｡ 今回の主役は､ 傘寿の

多田昌司会員､ 喜寿の川上喜久雄会員､ 中村

矢一会員､ 宮本加洲彦会員､ 古希の中津留豊

会員､ 還暦の上田龍吾会員､ 厄晴れの松枝勝

興会員､ 山口貴久会員､ 厄入りの宮本名留彦

会員である｡ (残念ながら川上喜久雄会員､

宮本加洲彦会員は体調不良につき欠席された｡)

会員一同が神妙な表情で二礼二拍手一礼を

もって参拝し無事に終了した後､ プロ並みの

腕前を持つ上元健一会員による神殿を背景に

した集合写真の撮影があった｡

引き続き４時から八代ロイヤルホテルにて

祝賀会が催された｡ 司会進行を今�佳昭会員､
世話役を蓑田雄二会員､ 兒玉美穂会員が担当

した｡ 中川会長がお祝いの言葉を述べられ､

その中で本日の主役の紹介があった｡ その紹

介の中で多田会員は､ 昔は派手な青い高級外

車を乗って､ 非常に目立っていたという面白

いエピソードを披露され会場を飽きさせなかっ

た｡ 続いて蓑田会員からも人生の意義につい

ての気持ち引き締まる有難いお言葉を頂戴し

た｡ それから上三垣会員の乾杯により祝賀会

がスタートした｡ 会場は熱気に包まれ､ 毎回

の事であるが､ 食事をせずに会話とお酒に時

間を忘れた｡

今�会員による巧みな？司会進行のおかげ
もあり無事祝賀会は終了した｡

二次会では会場を移り､ 楽しく話題尽きる

事なく賑わいを見せた｡ 多田昌司会員におい

ては昔の若気の至りでの出来ごとを瞳を輝か

せてお話しになり､ 楽しい時間を過ごせた｡

今�会員は司会進行のプレッシャーから解放
され安心したのか､ いつも以上に豪快に振る

舞い三次会の熊本市に行くためのタクシーに

周りの会員を捕まえては放り込み一目散に走

り去った｡

最後に蓑田会員はじめ世話人を担当して頂

いた先生方本当にお疲れ様でした｡

(山口 貴久)

八代

神妙な表情で参拝

参拝中の多田昌司会員と中村矢一会員
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６月９日 (土) に毎年恒

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｡ この日は晴天に恵

まれ､ 各会場で開場を待っている子供連れの
母親の姿が多く見られた｡
メイン会場であるハーモニーホールでは10
時より多数の来賓に出席いただいた中､ 歯の
祭典開会式が行われ､ 続いて小学生の図画ポ
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､
その後､ 皆で記念撮影し和やかな開会式となっ
た｡ 会場内では会員による歯科相談､ 矯正相
談､ 衛生士によるブラッシング指導､ 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実施された｡ その他
にも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､ 八代郡市薬剤師会によ
る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､ 行
列ができるほど人気だったのは八代技工士会
による指の石膏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１階メインホールにお
いて歯科相談のほかに指模型作り､ フッ化物
洗口などが行われた｡ この会場だけのイベン
トとして毎年好評なのが子供たちへの風船プ
レゼントとおもちゃのくじ引きであり､ 特に
風船コーナーでは常時長い行列ができ風船を
受け取った子供たちの笑顔があちらこちらで
見られた｡ ｢八代の風船職人｣ こと宮井会員､
本当にお疲れさまでした！
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揃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３時間という短い時間に
もかかわらず298名の来場者があり関係スタッ
フも嬉しい悲鳴を上げていた｡ また会場の壁
一面に貼られた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｡

この日は天候にも恵まれたこともあり､ ４
会場それぞれに多くの市民の方々に参加して
いただいた｡ 集計してみるとハーモニーホー
ル1060人､ ゆめタウン八代622人､ 口腔保健
センター237名､ 氷川町公民館298人の来場が
あり､ ４会場の合計は2217人となり過去最多
であった昨年の来場者数を更に大幅に更新す
る結果となった｡
祭典終了後は午後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
懇親会兼反省会を行った｡ 酒を酌み交わしつ
つ活発な意見交換ができ非常に有意義な時間
となった｡
今年の歯の祭典も2217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｡ また､ 毎年この日を楽しみにしている
という来場者の声が多く聞かれたことは我々
にとってなによりも励みとなるものである｡
住民の歯の健康に繋がることを行っていくの
が我々の使命であることを自覚し来年の歯の
祭典も頑張っていこうと思う｡

(岩崎 晃司)

八代

宮井会員 ｢いつもより多く膨らませております｣

受賞者みんなで記念撮影

やはり子供連れが多かった (ハーモニーホール)



―第１回学術講演会―
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６月23日 (土)､ 県歯会

館３階市会議室において､
第１回熊本市歯科医師会学
術講演会が開催された｡ 兵
庫県芦屋市ご開業の野坂口
腔外科クリニック､ 野坂泰

弘院長をお招きして ｢CTで検証する､ サイ
ナスフロアエレベーションの落とし穴｣ と題
し､ 上顎洞内の骨造成について､ より確実に
する為の注意点や偶発症などCTによる検証
をもとに話があった｡
講演では､ 『インプラント手術は異物を生
体に埋入することであり､ 生体の反応を利用
する』 という認識が必要であり､ 術前のCT
検査では､ 上顎洞内に病変はないか､ インプ
ラントの軸方向が鼻腔にいかないか､ 洞粘膜
の腫脹 (原因は歯牙or粘膜) の有無などの精
査が必要であり､ 上歯槽動脈の走行や上顎洞
の形態も把握しておかなければならない｡ ま
た､ サイナスフロアエレベーションの術後１
週間に上顎洞粘膜は大きく腫脹するため､ 骨

補填材の移動､ 流出､ 骨造成部の体積の減少､
流出による感染などを生じる恐れがあり､ 対
策としてチタンメッシュとマイクロスクリュー
でトラップドア部を強固に閉鎖することが必
要であると解説された｡
そして確実な診療には従来のパノラマＸ線
による２次元的な評価には限界があり､ 改め
てCTの有用性を再認識させられ､ 参加者も
多く内容の充実した講演会であった｡

(清水 幹広)

熊本

CTの有用性を再認識

本締めを行ったが､ その後もしばらく誰も席
を立たない程､ 会は盛り上がりをみせた｡

(小林 聡)

６月30日 (土) 山鹿市､
｢眺山庭｣ にて�水間潤会

員の古希の御祝いの会が行われた｡ 会には山
鹿市歯科医師会の会員や旧鹿本郡市歯科医師
会であった植木の会員も交えて行われた｡
山鹿市歯科医師会神山会長の挨拶で会が始
まり､ 植木町の河上正会員に乾杯の御発声を
頂いた｡ 会の中程で�水間奨常務理事より花
束の贈呈があり�水間会員との懐かしい話で
会は終始和やかな雰囲気で進み､ サプライズ
で今年叙勲を受けられた石田龍佑会員より詩
吟も詠われた｡
宴の締めくくりとして木庭副会長が�水間

潤会員の益々の御健康と御多幸を祈念して１

―古希の御祝い―山鹿
����������

�水間潤会員の弥栄を祈念します
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６月29日 (金) 19時より､

レストラン ｢アンティーク｣

にて龍野毅会員の米寿と弥

山和誠会員の厄入りを祝う

寿賀の会が､ 多くの会員の

出席のもと行われた｡

残念ながら龍野会員の出席はかなわなかっ

たが､ 荒尾歯科医師会の今や名物会員である

弥山会員を囲んでの祝宴は時間の経過ととも

に非常に盛り上がることとなった｡

それに先立ち､ まず福嶋会長の ｢弥山会員

の厄を皆で少しずつ背負う分､ 今まで以上の

本会活動への協力をお願いしたい｡｣ という

祝辞の後､ 会では恒例となった弥山会員のポー

トレートの記念品贈呈､ 挨拶へと続いた｡ 印

象的だったのは､ 弥山会員が ｢40代の新たな

目標として天草トライアスロンへの参戦のた

めトレーニングをしている｣ という事であり､

公私にわたりアクティブな面には参加者それ

ぞれ良い刺激を受けたのではないだろうか｡

そして北野会員の乾杯の音頭の後は酒宴好

きな弥山会員と本会会員の歓談は笑いとアル

コールが途切れることがなかったことは言う

までもない｡

最後に今回もう一人の主賓であるはずの龍

野会員の出席が実現しなかったのは残念なこ

とであったが､ イベントの多い本会である近

日中に拝顔できること期待したい｡

(坂田輝之)

荒尾

厄入りを祝う

平成24年度臨時代議員会・臨時総会の予告

下記の通り平成24年度臨時代議員会・臨時総会を開催いたしますのでお知らせします｡

記

臨時代議員会 日時：平成24年９月15日 (土) 午後２時～

会場：熊本県歯科医師会館 ４階ホール

※代議員会は公開となっています｡ 傍聴を希望される場合は､

会議場後方に席を用意してありますので､ ご来場下さい｡

臨 時 総 会 日時：平成24年９月15日 (土) 午後５時～ (臨時代議員会終了後)

会場：熊本県歯科医師会館 ４階ホール
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

志賀 矩雄 先生
平成24年６月20日 ご逝去 92歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和23年２月６日

川原 絵美
(カワハラ エミ)

合志市幾久冨1909-1193

伊藤歯科医院

勤勤務務医医会会員員

藤田 智大
(フジタ トモヒロ)

熊本市東区若葉1-1-1

ホワイト歯科

�岡 秀樹
(タカオカ ヒデキ)

熊本市東区若葉1-1-1

ホワイト歯科
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会 務 報 告 自 平成24年６月25日
至 平成24年７月22日

所管 日付 摘要 出席

総 務

６月25日 熊本地域リハビリテーション支援協議会役員会 (県医師会館) 小島副会長

26日 県医療・保健・福祉団体協議会第１回理事会 (県医師会館) 浦田会長

27日

第１回県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進部会 (ＫＫＲホテル熊本) 小島副会長

日歯発行書籍の関係機関配布周り (県庁､ 熊本市役所ほか)
県知事､ 熊本市長ほか

浦田会長､ 澤田事務局長

第３回理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 一井正典氏生誕150年記念誌送付先
(３) 団体定期保険 (死亡保障プラン) 加入者の募集 ほか

浦田会長他大林理事を除く全役員､
伊藤学院長

第65回九州歯科医学大会第２回実行委員会
浦田会長他大林理事を除く全役員､
伊藤学院長

28日
九州地方社会保険医療協議会熊本部会 (ＫＫＲホテル熊本) 中嶋副会長

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

29日
職員夏期賞与支給式 浦田会長

第12回県医療対策協議会 (熊本テルサ) 浦田会長

30日

岐阜県歯会創立百周年記念講演・式典・祝賀会 (岐阜グランドホテル) 浦田会長

県警察医会総会 (リバーサイドホテル熊本) 小島副会長

ケイ・デー・エム・ユー医業経営セミナー
受講者：17名

中嶋副会長､ 八木常務理事､ 牛島理
事

７月１日 県言語聴覚士会一般社団法人化記念祝賀会 (熊本テルサ) 宮坂副会長

３日 県庁との懇談会 (熊本市)
浦田会長他常務理事以上全役員､ 田
上・大林・加藤・松本・牛島理事､
伊藤学院長､ 澤田事務局長

４日

第１回日歯青申連理事会 (日歯会館) 前野日歯青申常任理事

第７回常務理事会
(１) 夏期の電力需給対策に係る節電実行計画の取組み (２) 養老貸付申請の審議
(３) 平成24年度臨時代議員会・臨時総会の手続きスケジュール ほか

浦田会長他常務理事以上全役員､ 牛
島理事

５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

第12回新法人設立検討臨時委員会 牛島委員長他全委員

６日 全国防衛協会連合会青年部会野々口弘基氏会長就任を祝う会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長

７日 熊本市歯科医師会親睦大会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長､ 渡辺専務理事

10日

県との新公益法人制度に関する個別相談会 (県庁)
八木常務理事､ 澤田事務局長､ 吉永
会計士他３名

県病院歯科検討会議 (熊本市)
県庁､ 伊東歯科口腔病院との打合せ (１) 病院歯科検討会の引き継ぎ
(２) 病院歯科機能の分類アンケート内容 (３) 連携室整備事業の経過報告並びに今後

宮坂副会長､ 伊東隆利・隆三会員

損保ジャパン支店長新任挨拶のため来館 浦田会長

本会事業・会計監査
Ｈ23年度決算､ Ｈ24年６月末現況監査

片山・西野監事､ 浦田会長､ 中嶋副
会長､ 渡辺専務理事､ 八木常務理事､
吉永会計士

11日

くまもと食と暮らし・いのちを守るネットワーク第１回事務局会議 (メルパルク熊本) 澤田事務局長

第729回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

コンベンション開催助成・支援制度説明会 (交通センターホテル) 澤田事務局長

12日 損保ジャパンとの打合せ 牛島理事

13日
くま歯キャラバン隊 (宇土郡市) (宇土市民会館)
受講者：16名

浦田会長､ 渡辺専務理事､ 松本理事､
田中社保委員長

17日

第８回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 社会歯科学研究会への入会
(３) 九州私立保育園研究大会熊本大会における協賛広告依頼 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員､ 牛
島理事

くま歯キャラバン隊 (上益城郡) (御船町カルチャーセンター)
受講者：18名

冨屋・田上理事

18日
次期医療計画に向けた都道府県担当者連絡協議会 (日歯会館) 渡辺専務理事

定款・諸規則打合せ
八木常務理事､ 牛島理事､ 福岡弁護
士

19日 歯科医師国民年金基金設立二十周年記念の会 (東京・ホテルニューオータニ) 浦田会長

20日

九州厚生局・井上指導総括管理官来館 小島副会長

九州各県事務局長連絡会 澤田事務局長

第１回県医療審議会 (県庁) 浦田会長

21日 各大学同窓会熊本支部連絡会懇談会 (ホテル日航熊本) 浦田会長

学 術

６月29日 都道府県歯科医師会学術担当理事連絡協議会 (日歯会館) 椿理事

７月７日
医療管理講演会
受講者：334名 講師：岩�小百合先生 (兵庫県いわさき歯科) 浦田会長､ 小島副会長､ 椿理事､ 添

島委員長他４委員

13日
学術委員会
(１) 日歯による ｢インプラント治療に関する報道等に対する見解｣ の紹介
(２) E-systemの問題点 (３) 歯周病と全身疾患パネル ほか

椿理事､ 添島委員長他全委員

社会保険

６月28日 保険集団的個別指導 (ＫＫＲホテル) 浦田会長

30日
社会保険委員会
(１) 会員向け発刊物 (２) 個別指導立会い・相談会 (３) 各班担当研修会 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

７月２日
社会保険個別相談会 (熊本市)
相談者：１名

渡辺副委員長他１委員

７日
レセプト事前チェックセンター
相談者：１名 (ＦＡＸ・１名)

前田理事､ 橋本委員
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所管 日付 摘要 出席

社会保険
９日

社会保険個別相談会 (玉名市)
相談者：１名

田中委員長

社会保険個別相談会 (熊本市)
相談者：１名

渡辺副委員長他１委員

12日 保険個別指導 (熊本テルサ) 渡辺副委員長､ 橋本・隈井委員

地域保健

６月26日
早産予防事業説明会
出席者：57名

宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上理
事､ 川瀬委員長他６委員

28日
地域保健小委員会
(１) 標準的な成人歯科健診

田上理事､ 川瀬委員長他２委員

30日
歯科衛生士との勉強会
(１) 標準的な成人歯科健診

田上理事､ 川瀬委員長他２委員

７月18日
地域保健委員会
(１) 各郡市地域保健担当者会

田上理事､ 川瀬委員長他全委員

21日 各郡市地域保健担当者会
浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理
事､ 田上理事､ 川瀬委員長他全委員

広 報

６月29日
広報小委員会
(１) 会報７月号・第２回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他１委員

７月11日
広報小委員会
(１) 第65回九州歯科医学大会の第２予報の打合せ

加藤理事

17日
広報委員会
(１) 会報８月号・編集

加藤理事､ 立本副委員長他４委員

学校歯科

６月27日
第81回日学歯総会 (日歯会館) 大林理事

県学校保健功労者表彰審査会・県学校保健会表彰審査会 (県庁) 宮坂副会長

７月10日 ＲＫＫ広報番組 ｢夕方いちばん｣ 収録取材 (南関町) 大林理事

19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

20日
行政､ 養護部会､ 衛生士会との懇談会
出席者：14名 (行政４名､ 養護部会６名､ 衛生士会４名)

宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
大林理事､ 河原委員長他４委員

医療対策

６月27日
医療相談
(１) 医療相談 (事例No.2012－033の件) (２) その他の難事例の検討

岡田委員長他１委員

７月４日
医療対策小委員会
(１) 平成24年度各郡市医療相談担当者会議 (２) 今月の事例について検討

冨屋理事､ 岡田委員長他１委員

９日
医療対策小委員会
(１) 平成24年度各郡市医療相談担当者会議事例検討 (２) 上益城郡医療対策講演会

冨屋理事､ 岡田委員長他３委員

13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) 医院提出協議題 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他６委員

21日 各郡市医療相談担当者会
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 冨屋理事､ 岡田委員長他全委員

センター･介護

６月30日 口腔保健センターカルテ・会計チェック 五島委員

７月19日
センター・介護小委員会
(１) 平成24年度後期障がい者歯科診療スケジュール
(２) 施設基準に係る各種届出事項に関する研修会

松本理事､ 平井委員長他２委員

総務･厚生 ７月18日
総務・厚生委員会
(１) グループ保険 (２) 健康診断日程確認
(３) 大規模災害時の対応マニュアルの内容検討

牛島理事､ 池嶋委員長他４委員

安心･安全 ７月10日
安心・安全歯科医療推進制度運営委員会
(１) 基準達成申告書のチェック (２) 規程及び手引きの修正案

牛島理事､ 池嶋委員

学 院

６月25日

学院高校訪問 (八代､ 芦北､ 水俣)
訪問10校

奥村課長

学院高校訪問 (熊本市)
訪問８校

伊藤学院長他１名

26日
学院高校訪問 (玉名､ 荒尾､ 南関)
訪問８校

松岡副学院長他１名

27日
学院高校訪問 (天草)
訪問８校

奥村課長

28日
学院高校訪問 (熊本市､ 宇土､ 松橋､ 人吉､ 球磨)
訪問７校

出口講師他１名

７月６日 県歯科衛生士育成協議会 (学院校舎) 伊藤学院長他２名

11日 お仕事探検フェア (熊本市) 奥村課長

12日 学院教務委員会 (学院校舎) 伊藤学院長他７名

18日
学院研修旅行 (至21日) (北海道)
第47期生：50名

松岡副学院長他２名

国保組合
６月28日

国保組合監査
原田・西野監事､ 浦田理事長､ 桑田
常務理事

第２回国保理事会
(１) 規約および組合会議員選挙規程一部改正 (案) (２) 平成23年度決算
(３) 平成24年度補正予算 (案) ほか

浦田理事長他全役員

29日 全協事務 (局) 長研修会 (東京・全国町村会館) 田代課長補佐

事 業 課 ７月５日
第３回奥様医業経営塾 (第６講)
｢クリニックのための相続対策・まとめ｣

八木常務理事










