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現在､ 歯科界が抱える課題として歯科医師需給問題､ 歯科大学の
定員割れ､ 厳しさを増す歯科医院の経営環境､ また少子高齢化に伴う ｢超高齢社会｣ 時代へ
の対応等､ 問題が山積しています｡ 高齢化の観点からみると ｢2015年｣ がひとつの節目となっ
ています｡ この年は ｢団塊の世代｣ が ｢高齢者｣ になる年で､ 高齢者人口が約3300万人で国
民の４人に１人が高齢者ということになります｡ そして2040年には３人に１人が高齢者とい
うことになるようです｡ この現状を踏まえて我々歯科界も適切な対応をしていかねばなりま
せん｡
日本歯科医師会から発出された文書によれば､ 現在の歯科の置かれている状況は下記のよ
うに記されています｡

(１) 歯科を取りまく社会状況
①人口の減少；我が国の人口は､ 平成17年をピークに減少時代に入り､ 現在127799千人
(平成23年10月１日)
②高齢者の増加；65歳以上の老齢人口は､ 平成22年10月１日現在で29484千人で総人口
に占める割合は23.1％で過去最高
③歯科医院数の増加；平成23年11月末で､ 68514施設で､ 現在も増加中
(２) 歯科疾病構造の変化
これまではう蝕や補綴処置が中心であったが､ 今後う蝕減少と歯周病の増加が予想さ
れる｡

(３) 歯科疾患と全身疾患の関係
近年､ 口腔保健が全身の健康に及ぼす影響に関する研究報告が発表され､ 数々のエビ
デンスが蓄積された｡ 例えば歯の数､ 咀嚼機能と寿命の関連性､ 歯周病と糖尿病の関
連性､ 歯周病と早産等の関連性が明らかになった｡

(４) 国民医療費節減への期待
高齢者における残存歯数と患者１人あたりの１ケ月平均の医療費を調査した結果残存
歯数が20本以上の場合と４本以下の場合には最大1.59倍の開きがみられ､ 残存歯を多
く有する患者の医療費は少ないという研究結果が公表されている｡ すなわち､ 高齢者
の歯科医療を充実させれば､ 結果として国民総医療費を節減することが期待できる｡

以上のようなことから､ 現在或いは今後の歯科医療を考える時､ 特に有病の高齢者が益々多
く各歯科医療にも来院されるわけですから､ 高齢者に対してのきめこまやかな治療の提供を
していかなければなりません｡ また行政や一般市民の方々に対しましては前述した高齢者の
歯科医療の重要性や周術期口腔機能管理､ 誤嚥性肺炎予防の為の口腔ケア等をこれまで以上
に啓蒙啓発していかなければなりません｡
先日放送されていた､ NHKの ｢プロフェッショナル 仕事の流儀｣ で心臓外科医の天野篤
氏が紹介されていました｡ ご存じのように天皇陛下の心臓冠動脈バイパス手術を執刀された
先生です｡ その中で人生の全てを手術に捧げている姿勢が紹介されており､ 非常に感銘を受
けました｡ その先生の座右の銘は ｢一途一心｣ です｡ 一途一心とはひたすらひたむきにと言
うことを表現しており一つのことに命をかけることとも言えます｡
現在歯科医院のおかれている状況､ 又歯科医師会､ 歯科界が抱える課題はたくさんござい
ます｡ しかしそれを乗り越えるにはあくまでも正攻法で愚直に ｢一途一心｣ に取り組むこと
が重要だと考えています｡ 執行部の任期も後わずかですが､ 残された時間､ 県民の為､ また
会員の先生方のお役に立てるよう精一杯努めてまいります｡ 宜しくお願い致します｡
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康づくり推進課との打ち合わせ､
笑顔ヘルCキャンペーン､ 第１回
くまもと21ヘルスプラン推進委員
会

広 報：【熊歯会報】11月号･校正､ 【熊
歯会報】12月号編集

学校歯科：県高等学校保健会第２回生徒保健
委員連絡協議会､ 第76回全国学校
歯科保健研究大会､ 玉東町フッ素
洗口視察､ 第62回全国学校保健研
究大会､ 第62回全国学校歯科医協
議会､ 県ＰＴＡ災害見舞金安全会
判定審査委員会､ ｢県・口の健康
づくり推進事業｣ 研究発表会

医療対策：医療相談・苦情事例報告､ 玉名郡
市歯会医療対策講演会､ 九州各県
歯科医療安全対策担当者会

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歯科健診､ 口
腔保健センターカルテ・会計チェッ
ク､ 九州各県地域保健担当者会､
県介護実習・普及センター運営委
員会並びに介護機器普及事業運営
協議会､ 第３回県在宅医療連携体
制検討協議会

総務・厚生：健康診断 (菊池郡市・球磨郡・
下益城郡)

学 院：学院役職員会､ 学院推薦入学試験､
学院入学試験委員会

国 保：全歯連通常総会､ 組合地区国保運
営協議会事務連絡会・研修会､ 国
民健康保険組合被保険者全国大会

事 業 課：第４回奥様医業経営塾
以上､ 10月19日から11月25日までの総務､ 各
委員会他の動きについて､ 浦田会長及び担当
各役員より報告がなされた｡

報報 告告そそのの２２
１. 退会会員
・唐見 貞喜 会員 (終身／人吉市) 91歳
平成24年11月６日ご逝去
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―第８回理事会―
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開 会：小島副会長
挨 拶：浦田会長

11月8日に開催されました全国学校保健研
究大会､ ならびに､ 全国学校歯科医協議会に
ついて､ 理事の先生方にも多数ご出席いただ
き盛況裡に終えることができました｡ 他県の
先生からも､ 非常に中身が充実した意義ある
協議会であったとの評価を頂いています｡ 来
年度に本県にて開催される､ 全国学校歯科保
健研究大会の前準備という意味でも貴重な経
験になったことと思います｡ これで大きな事
業はひと段落したところですが､ 他にもがん
患者医科歯科連携事業､ 県委託事業等まだま
だ重要な事業はいくつもあります｡ がん患者
医科歯科連携事業については､ 各郡市で講習
会を実施していただいており､ 先生方には大
変お世話になっています｡ この事業は､ 会員
のためにも､ 県民のためにもなる重要な事業
ですので､ 引き続き宜しくお願いいたします｡
また､ 熊本型早産予防対策事業については､
８月から事業が開始され､ 健診に来られる妊
婦さんの数も徐々に増えてきました｡ これは
地道な周知が実ってきているためだと思いま
すが､ 事業終了後には満足のいく結果となれ
ばと願っています｡ このほかの事業について
もそうですが､ 我々が進めている事業が少し
ずつ浸透してきているという手応えを感じて
います｡ 県民のため､ 会員のためと信じてい
る事業を最後までやり遂げたいと考えていま
すので､ 先生方のご協力を最後まで宜しくお
願い致します｡

報報 告告
総 務：第７回理事会､ 第15回・16回常務

理事会､ 8020支援事業ワーキング
委員会､ 岡山県歯会役員との意見
交換会､ 第15回新法人設立検討臨
時委員会､ 第１回県後期高齢者医
療運営協議会､ 第１回県における
医療費の見通しに関する計画検討
委員会､ 奈良県議会厚生委員会県
外調査のため来館､ 九州地方社会
保険医療協議会熊本部会､ 日本歯
科医学会総会､ 都道府県専務理事
連絡協議会､ ｢九州｣ ｢中国・四国｣
地区役員連絡協議会

学 術：九州各県学術担当者会､ 県がん患
者医科歯科連携事業講習､ 県がん
対策推進懇話会､ 日歯生涯研修
DVDセミナー及び会員発表

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､ 個別指導､ 九
州各県社会保険担当者会､ 近県社
会保険担当者会

地域保健：九州各県地域保健担当者会､ 県健

11月28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加藤理事を除く全役員
出席のもと､ 議長を浦田会長､ 議事録署名人を牛島理事・椿理事として第８回理事会が開催さ
れた｡
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・上田 義信 会員 (終身／八代) 91歳
平成24年11月14日ご逝去
２. 関係機関及び団体からの役員等の推薦依
頼
・健康づくり県民会議幹事会幹事／健康づく
り推進課
田上 大輔 理事 任期：平成24年４月
１日～平成25年３月31日
・第13回全国禁煙推進研究大会／全国禁煙推
進研究会
準備委員 八木 義博 常務理事 任期：
事業終了日まで
作業部員 澤田 雅治 事務局長 任期：
事業終了日まで
・熊本県災害医療提供体制検討委員会／熊本
県医療政策課
牛島 隆 理事 任期：１年

３. 名義後援使用依頼
第15回日本医療マネジメント学会熊本支部
学術集会／青磁野リハビリテーション病院
４. 新法人移行後最初の日歯代議員の欠員・
代理
日歯代議員の欠員・代理について､ 代議員
が代議員会を欠席するときは代議員自身が所
属歯科医師会に速やかに報告すること､ また､
新法人移行後は､ 現行制度とは異なり代議員
が欠員となった場合は､ 新たに代議員を選出
するか､ 既に選出されている予備代議員を改
めて代議員として選出する処置が必要となる
こと等の報告がなされた｡
５. 各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会
議事前質問に対する回答
12月１日 (土) に開催される各郡市歯科医
師会会長・専務理事連絡会の事前質問に対す
る回答内容､ および回答者についての確認を
行なった｡
６. センター設備整備事業計画に伴う熊本県
からの交付決定
熊本県障がい者歯科医療設備事業費助成金
について､ 補助金額15,000,000円の交付が決
定された旨の報告がなされた｡
７. 九州地方社会保険医療協議会報告
東京医科大学茨城医療センターが保険医療
機関の指定取り消しの処分を受けたが､ 処分
理由のうち､ 歯科に関係する部分として､ 歯
科外来診療環境体制加算の施設基準を満たし
ていないにもかかわらず不正に診療報酬を請
求していたこと等が報告された｡ なお､ 詳細
については､ 社会保険ファイルに掲載し全会
員へ通知する｡
８. 会員の会費・負担金減免の中止
減免措置を受けていた会員が診療に復帰し
たため､ 減免を中止した旨の報告がなされた｡
９. 学院施設への自動販売機の設置
公益社団法人がんの子どもを守る会への支
援のために新しく自動販売機を設置すること
について､ 学院にある既存の自動販売機に隣
接する形で新しい自動販売機を設置する旨の
報告がなされた｡
10. 学院消防署立入検査改善指示に対する措
置
８月14日､ 熊本市中央消防署の立ち入りの
結果､ いくつか改善指示があり､ 学院校舎脇
の犬走りの庇が３､ ４階からの避難器具 (投
降機) の障害になっていることから撤去する
こととした｡ なお､ 撤去費用については､ 大
部分を設計事務所が負担し､ 12月末までに撤
去作業を完了する予定となっている｡
11. 口腔保健センターユニットの会員への譲
渡結果

口腔保健センターへ新しいユニットを導入
したことに伴い､ 既存のユニットを譲り渡す
旨の通知を会員に行なったところ10件の申込
があったが､ 修理やオーバーホールが難しい
ため､ いずれもキャンセルとなった旨の報告
がなされた｡
12. ｢歯の衛生週間｣ の名称変更に関するア
ンケート
日本歯科医師会から依頼のあった標記アン
ケートについて､ 本会としては名称変更案の
うち ｢歯と口の健康週間｣ を選択し回答して
いる旨の報告がなされた｡
13. 委員会事業報告
・総務・厚生委員会
｢シニア倶楽部｣ 平成24年９月29日 (土)
午後５時～午後７時
・学術委員会
｢日歯生涯研修DVDセミナー及び会員発
表｣
平成24年11月11 (日) 午前10時～午後４時
14. 会計10月末現況
15. 12月行事予定
16. その他
・新法人移行に伴う諸規則の改正 (案) (八
木常務理事)

協協 議議
１. 新入会員の承認 (承認)
一般会員３名の入会を承認した｡
２. 平成25年度総務部門の事業計画 (案)
(承認)
原案通り承認した｡ なお､ 医科歯科連携､
または医療機関連携の文言を追加する件に
ついては次年度以降に改めて協議すること
とした｡
３. 平成24年度通常代議員会の日程 (案)
(承認)
原案通り承認した｡
４. 平成２４年度通常総会の日程 (案) (承
認)
原案通り承認した｡
５. 平成25年１月・２月・３月の行事予定
(承認)
原案通り承認した｡
６. 九州各県歯科医師会専務理事会の事前質
問 (承認)
原案通り承認した｡ なお､ 追加質問があれ
ば12月７日 (金) までに専務理事まで申し
出ることとした｡
７. 日本歯科医療管理学会からの団体入会依
頼
日本歯科医療管理学会の入会について協議
した結果､ 今回の入会は見送ることとした｡
８. 歯科医療ローン日専連プラン・ドゥ (承
認)
原案通り承認し､ 案内文書を全会員へ発送
することとした｡
９. あんしん財団からのチラシ配布依頼
案内チラシの内容､ 並びに取扱団体につい
て､ 協議した結果､ 会員のメリットとなる
ものではないと判断し､ 今回の対応につい
ては､ 見送ることとした｡
10. その他
○医療・福祉連携体制検討会 (地域リーダー
育成研修会) (松岡常務理事)
○次期日本歯科医師会会長選挙 (浦田会長)
監事講評：片山監事､ 西野監事
閉 会：宮坂副会長



熊歯会報 Ｈ.24.12

6

11月４日 (日) 午前11時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､ 熊本日日新聞社による
8020歯からはじめる ｢笑顔ヘルＣキャンペーン｣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｡ イベント内容
としては､ 歯科に関するアンケート､ 無料歯科相談､ 口臭測
定・歯磨き指導､ 人形劇､ 輪投げコーナー､ 笑顔ヘルＣ写真
コンクール入選作品展示､ 熊本歯科衛生士専門学院PRなど
を行った｡ 今年も去年と同様輪投げコーナーが盛り上がり､
人気のくまモングッズもさることながら､ 本物のくまモンが
登場し保護者や子供たちも踊りに参加し大盛況となった｡ ま
た歯科衛生士会主催の人形劇も昨年同様､ 支援事業にちなん
だフッ素に関する劇を行い､ フッ素洗口やフッ素塗布などの
フッ化物の有用性をアピールした｡ ヘルＣフォトコンテスト
で募集された ｢笑顔｣をテーマにした作品の展示や歯科治療
に関するパネル展示も行われ､ 来場者は足を止めて鑑賞する
姿がみられた｡ 時折雨が降る中での開催であったが､ 来場者
は1,500人を超え大盛況となった｡ 来年もさらにイベントを
盛り上げ､ 県民の皆様の歯の健康に対する意識を高めて行き
たいと思う｡ (地域保健 伊藤 延隆)

���������������
宮坂副会長の開会の辞

来場者に学院をアピール

歯科無料相談

くまモンの来場が今年の目玉
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模型を使って歯のクリーニングを体験 歯科衛生士さんによる口臭チェック・歯みがき指導

伊藤会員によるフッ素マン登場 今年も学院は大盛況

くまモンも輪投げに挑戦 田上理事の司会で大いに盛り上がった輪投げコーナー

くまモンもお手伝い 王ちゃん花ちゃんの人形劇
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11月４日 (日) 午前10時より水俣もやい館
にて水俣市主催の ｢健康祭り｣ があった｡ 本
会も ｢笑顔ヘルＣキャンペーン｣ の一環とし
て午前中に蓑田会員､ 午後から浮池会員が参
加､ 歯科衛生士会からものべ８名が参加した｡
午前10時から午後４時まで無料歯科健診､
親子を対象とした ｢きらきらハッピーコンテ
スト｣ 優秀家族の診査､ ｢8020運動｣ の該当
者の診査を行った｡ ｢きらきらハッピーコン
テスト｣ の優秀者と ｢8020運動｣ 達成者には
市より表彰状と記念品贈呈が行われた｡
衛生士会としてはブラッシング指導､ 口臭
測定､ 無料フッ素塗布､ などを行った｡ 口臭
測定は､ 昨年の倍以上の希望があり長蛇の列
をなした｡ 特に高齢者や女性の希望者が多く

健康に対する高い意識がうかがえた｡
｢健康祭り｣ と言う事もあり他に医師会､

薬剤師会､ 看護協会､ 栄養士会など多数の団
体が参加しており､ 来場者はスタンプを集め
てまわるという楽しみもあった｡
午後からは ｢スポーツレクレーション協会｣
との協賛で高齢者の口筋や肺を鍛える目的で
ふきやの大会が行われた｡ 初めての試みであっ
たが30名程度の参加があり､ 笑いありのにぎ
わいをみせていた｡
本会としても､ 医師会や衛生士会との連携
を深め､ 近年高まりをみせる歯科への関心事
を､ 会員一同考えていければと思う｡

(鬼塚 友文)

���������������
10月28日 (日) 午前10時より午後４時まで
嘉島町のイオンモ－ル熊本・イオン熊本店内
において上益城郡歯科医師会主催､ 熊本県歯
科衛生士会・歯科衛生士会上益城郡支部共催､
花王､ グラクソ・スミスクライン､ KAWA
RYO九州協賛のもと ｢笑顔ヘルＣキャンペー
ン｣ を開催した｡
会員歯科医師10名と歯科衛生士11名で無料
歯科健診・歯科相談､ 口臭測定､ ブラッシン
グ指導を行い健診および相談者には健康手帳､
歯ブラシ､ 歯磨剤を配布し子供達には風船配
布､ くじによるおもちゃのプレゼントを行っ
た｡ 日曜日ということもあって子供連れの方
が多く､ 600名程の来場者があり､ 無料歯科
健診・相談者数 (アンケート記入者) は404
名であった｡ また相談内容としては､ ブラッ
シングの仕方､ 矯正､ 歯周病､ 知覚過敏､ 欠
損補綴治療について等が多かった｡
本年度は昨年度より､ 健診者数が減少した｡
原因としては､ お店のオープン時間が朝10時
から７時に変更になり店入口での案内ちらし
配布でインパクトを与える事が出来なかった
ことやクレアでイベントがあったためジャス
コ側にお客さんの流れが来なかったのが大き

かったと思われる｡
来場者の顔ぶれを見ていると､ 子供連れの
家族や年配の方が多く､ 中間層の方々の相談
は少なかった｡ 次年度の対策として､ 近隣の
中学校や高校への働きかけや地域行政への呼
びかけを行い歯科医師会としての活動を理解
して頂くと共に､ 年々高まる口腔内への様々
な関心事に､ 多種多様なコーナーを設置しご
期待に応えられるように努力していきたい｡

(佐藤 昭彦)

�����������
600名もの来場者があり盛況

����

健診中の衰田会員

―笑顔ヘルＣキャンペーン―

―健康祭り―

上手にできました
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11月10日 (土) 午後１時半より４時まで､

栖本福祉会館にて､ ｢笑顔ヘルＣキャンペー

ン｣ を ｢天草市健康フェスタ2012東地区｣ と

共催で開催した｡ 歯科健診相談､ ブラッシン

グ､ フッ素塗布の各コーナーを設置し開始早々

多くの来場者へ対応した｡

年々歯科的健康に関する意識が高くなり熱

心に質問をされる来場者が多く､ 特にむし歯

予防や歯並びについての相談が多くスタッフ

は誠心誠意対応に努めた｡

また､ ｢健康フェスタ｣ との共催で ｢禁煙

相談｣ ｢糖尿病相談｣ 等のコーナーも設置さ

れ医科のスタッフとの意見交換も充実し医科

歯科連携構築の一端を担っている｡

毎年のこのキャンペーンを楽しみにしてい

る来場者も多く､ 啓発活動として最も重要な

事業となっている｡

(小田 哲也)

������������� �
―天草市健康フェスタ―

｢すもっち｣ ｢すもりん｣ も登場

� � � � � � � � � � � � � � �
11月17日 (土) 午前10時から午後３時まで､

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・禁煙指導・認知症状相談

などの内容) の隣室で４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､ 歯科コーナー希望の方に相

談・健診を行った｡

今年度は前日夜からの雨の影響で来場者の

減少が懸念されたが､ それでも歯科会場には

167名の来場者があり､ このイベントが市民

にも浸透していることがうかがわれた｡

来場者の割合は20歳以下68名 (40.7％)､

20歳以上99名 (59.3％) であった｡ その中で

も成人女性の来場者数は75名と全体の55％を

占めており､ 6月の歯の衛生週間事業の時と

比べるとまた違った年齢層の方が来場されて

いることがうかがえた｡

終日､ 歯科健診､ 歯科相談のコーナーでは

熱心にご自分の口に対する相談をされる高齢

者の方も多く､ その意味でもこの催しをこの

時期に開催する意味があると思われた｡

(鶴田 善久)

��������������� �
―八代市ふれあいフェスタ―

20歳以下は68名
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10月１日 (月) 午前11時より東京都の日本

教育会館において､ 平成24年度社会保険指導

者研修会が開催された｡ 今回の研修は､ 平成

24年度保険点数改定に伴い周術期の口腔機能

管理の項目が導入されたことに対しての歯科

医療の役割を再認識させる目的で開催された｡

研修会冒頭の挨拶で日歯大久保会長は､ 国

家の基盤として社会保障制度が最も大切であ

り､ 国民皆保険制度を守っていくのが日歯の

一番大事な仕事であるという認識を示した｡

講演に移り､ 日歯堀 憲郎常務理事と厚労

省保険局歯科医療管理官田口円裕氏が ｢最近

の社会保険を取り巻く状況｣ について講演を

行った｡ 堀常務理事は､ 超高齢化社会におけ

る歯科医療の役割､ 重要性を説かれ､ それに

対する対応として研修などを通じた歯科医師

の ｢質の確保｣ が大事であると言われた｡ 田

口歯科医療管理官からは､ 今後の改定では将

来像を描きながら時間をかけてイメージ作り

をしていきたいと説明があった｡

その後休憩をはさんで研修会に入った｡ 研

修会では千葉大学医学部附属病院歯科・顎・

口腔外科 丹沢秀樹科長より ｢大学病院にお

ける口腔機能管理｣ について､ 東京都立駒込

病院歯科口腔外科 茂木伸夫部長より ｢周術

期の口腔機能管理 (チーム医療) について｣､

山梨県歯科医師会山梨口腔保健センター 中

村弘之部長より ｢歯科のない病院と地域歯科

医師との医科歯科連携｣ について講演が行わ

れた｡

丹沢氏からは口腔ケアにより､ 病原細菌の

検出率の低下並びに術後白血球数・CRP値の

改善が認められ､ これにより術後の回復・治

癒を早める効果がある｡ したがって口腔ケア

とは単なる予防ではなく､ 口腔機能不全症の

治療法であると見解を示した｡

茂木氏からは口腔ケアには共通のツールが

必要であり､ それはブラシ (歯､ 舌)､ うが

い薬､ 保湿剤の３種類であり､ 中でも特に舌

ケアの重要性について説明があった｡

最後に中村氏は､ 地域包括ケアの重要性を

話され､ 急性期からのオーラルマネジメント

に ｢かかりつけ歯科医院｣ こそ積極的に参加

すべきであり､ 地域中核病院との密接な医療

連携は在宅歯科診療のみならず有病者歯科医

療に不可欠であると説明された｡

全体を通じて感じたことは､ 口腔ケアの施

行による誤嚥性肺炎の予防等は以前から言わ

れてきたが､ 最近感染症疾患に対する病原菌

の減少､ それに伴う在院期間の減少などが統

計的にも明らかになった｡ そのため口腔ケア

の重要性は再認識されるべきである｡

ただし､ 清掃のみに重点を置いた口腔ケア

ではなく､ これからは口腔機能の回復も視野

に入れたケアが必要である｡ したがって､ 医

科歯科連携の強化はもちろん ｢かかりつけ歯

科医｣ として積極的に参加することが､ 高齢

者を含めた有病者歯科治療に対する我々歯科

医師の責務だと思われる｡

(社保 清水 雅英)

������������ �� �����
日歯大久保会長挨拶

口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能のののののののののののののののののののののののの回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復もももももももももももももももももももももももも
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―社会保険指導者研修会―
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10月27日 (土) 午後２時より､ アークホテ
ル熊本で浦田会長をはじめ小島副会長､ 渡辺
専務理事､ 各県学術担当理事､ 委員総勢27名
の中､ 九州各県学術担当者会が開催された｡
小島副会長の開会の辞に続き､ 浦田会長､ 日
本歯科医師会学術白尾理英理事より挨拶があっ
た｡ 座長に椿理事､ 副座長に鹿児島県黒木理
事が選出され､ 協議が円滑且つ活発に行われ
た｡ まず初めに､ 白尾理事から日歯の事業計
画と予算､ 生涯研修事業要領の一部改正につ
いてなどの説明があった｡ 続いて各県の学術
関係事業計画及び予算の報告後､ 協議事項は
下記の15項目が提案された｡
１ メーカーや器材商組合との協賛やタイアップ等
について (福岡県)
２ 日歯生涯研修のDVD研修について (佐賀県)
３ 最近一番力を入れている､ 歯・口腔に関連する
全身疾患等に関する研修会の開催について (佐賀
県)
４ G2010に沿ったBLS講習会の各県の開催状況に
ついて (佐賀県)
５ 県と市郡の学術委員会が連携をして歯科外来診
療環境体制加算､ 在宅療養支援歯科診療所など施
設基準にかかる講習会や日本糖尿病協会登録歯科
医のための講習会を計画的に開催しているか (長
崎県)
６ 口腔がん検診について (宮崎県)
７ 熊本県が行っている ｢安心安全歯科医療推進事
業｣ について､ 九州各県で同様な取り組みを行う
予定があるか？ (沖縄県)
８ 出版物 (機関誌､ 広報資料) への広告掲載につ
いて (福岡県)
９ 各歯科医師会による市民向けのリーフレット､
冊子の作成について (大分県)
10 ｢噛む｣ という事に関する一般市民向けの研修
会について (佐賀県)
11 各県歯科医師会が行っている県民向けの行事に
ついて (宮崎県)
12 県民向けセミナーの開催状況について (鹿児島
県)
13 県歯主催の講習会における受講率アップの秘策
について (佐賀県)
14 会員のニーズの把握について (鹿児島県)
15 日歯生涯研修事業の認定研修会について (熊本
県)

とりわけ３の歯・口腔に関連する全身疾患
等に関する研修会については､ 各県かなり力
をいれており､ 長崎､ 大分は糖尿病関連､ 鹿
児島では口腔がん､ 認知症の研修会､ 沖縄で

は睡眠時無呼吸症候群協力医育成､ 障がい者
対象の講演会､ 宮崎では口腔がんの話を分か
りやすくするために ｢食育｣ にからめた研修
会､ 市民講座などの予定もあるとのことだっ
た｡ 小島副会長からは､ ある地域で低体重児
出産に着目したところ､ 結果的にかなりの医
療費の削減にもつながったこと､ 又糖尿病に
おいては推進委員会をつくりメディカルドク
ターとの連携を密にとることなど具体的に熊
本県の活動の説明があった｡ ７項目の熊本県
の安心安全歯科医療推進制度については沖縄
県も今年度から開始されているとのことで､
各県でも検討中であった｡ 最後に日歯へ各県
の質問及び要望に関して､ 白尾理事が回答し
た｡ その中で興味深かったのは
１ 今後､ 開拓が考えられるスポーツ歯学の
今後の展望について
(回答) 新しい分野のスポーツ歯学において
スポーツデンティストを設定する方針がす
でに決定している
２ 今年４月にアメリカ心臓学会 (AHA)
が歯周病とアテローム性動脈硬化症などの
心疾患との因果関係を肯定できないと声明
を出したが､ この件についての日歯のコメ
ントは如何なものか？
(回答) 日本歯周病学会でもアテロームと歯
周病と関係はあるが､ 歯周病を治すことで
アテロームが治るというエビデンスは出て
ないため､ 今後の検討課題として経過をみ

������������ �� ���
今年は本県担当で力が入る

全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身ととととととととととととととととととととととととのののののののののののののののののののののののの関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連のののののののののののののののののののののののの研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会がががががががががががががががががががががががが増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加

―九州各県学術担当者会―
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るために長いスパンが必要である
３ 学術講演会の講師紹介又は仲介のシステ
ムについて
(回答) 希望する講師の講演依頼をするとき
には個別対応で日歯の学術が窓口になるこ
とも可能である

最後に次期開催県である鹿児島県黒木理事
の挨拶後､ 渡辺専務より閉会の辞をもって終
了した｡ 引き続き行われたアークホテルでの
懇親会では､ 一変して和やかなムードとなり､
各県ざっくばらんに情報交換がなされ有意義
なものとなった｡ (学術 城井かおり)

10月27日 (土) 長崎県歯科医師会館におい
て九州歯科医療安全対策担当者会が開催され､
当県からは岡田委員長､ 永松副委員長が出席
した｡ 長崎県歯科医師会 許斐義彦会長の挨
拶､ 日歯 溝渕常務理事の挨拶､ 日歯報告後､
協議に入った｡
１. 平成24年度事業計画・予算について
各県提出の24年度の事業計画書並びに予算
書について報告があった｡ 医療事故・紛争対
応研究会への参加を計画している県もあり､
積極性が窺える計画であった｡
２. 各県提出協議題について
各県が抱える問題点について他県での対応､

意見等を紹介し協議検討を行った｡ 神経障害・
カルテ開示・クレーマー・非会員への対応な
どの事例に対し協議を行ったが特に業務範囲
に関する事例は各県とも苦慮している事案で
あった｡
３. 日歯への要望及び質問について
①歯科医療関連の日歯の相談体制について
各地区での連絡協議会を行い､ 全国規模
の報告会の検討を行っている｡
②自費診療に関する見解
ａ. 契約書並びに同意書等､ 日歯推奨の
文書の作成について日歯より統一文書
作成の予定等はなく各診療所単位の作
成

ｂ. 法的・同義的な契約に係る留意点に
ついて
価格については､ 提示した価格に変
動がない様に又利点長所のみではなく､
短所・リスクも明確に説明するように
する事｡

４. 統一フォーマットによる事例報告
各県より２～３例の事案の報告があった｡
インプラント､ 補綴､ 口腔外科等から駐車
場と多種多様の事案に対し､ 分析検討を行っ
た｡
５. まとめ
当委員会の目標は､ 苦情・医療事故・紛争・
訴訟を限りなく ｢０｣ に近づける事である｡
担当者会議においても各県とも協議の主眼
であると思われるが､ 活動は個々の事例に対
し､ 対応するのみに終始し､ その多様性の協
議を行っているのが現状である｡
次回は鹿児島県担当で行われる｡

(医療対策 永松 聖隆)
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―九州各県歯科医療安全担当者会―

今年は長崎県で行われた

本県からは岡田委員長と永松副委員長が出席
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11月11日 (日) 午前10時より､ 県歯会館４
階ホールにて､ 平成24年度日歯生涯研修DV
Dセミナー及び会員発表が開催された｡ 小島
副会長より日歯の生涯研修事業の意義につい
ての説明と挨拶の後､ 日歯生涯研修セミナー
｢生きるよろこびを支える歯科医療～すべて
のライフステージの健康に寄与するために～｣
をテーマに､ 数名の講師がおられる中､ 今回
は (千葉県会員) 千葉英史氏の ｢初診からメ
ンテナンスまで～歯科診療のポイント｣ をD
VDにて研修を行った｡
また午後からは､ 永田省藏
会員 (熊本市会員) による
｢解らない臨床と顎口腔系と
しての捉え方｣という演題で
講演が行われた｡
DVD千葉氏講演 ｢初診か
らメンテナンスまで～歯科診
療のポイント｣
１. 初診の患者の的確な対応
と個人差 (性格・生活習慣・健康観・経済
的背景等) の配慮が大切と考えられている
こと｡
２. 規格性のあるレントゲン・歯周検査・疾
病の背景などを診査｡
３. 治療計画はベストなプランと最低限必要
であろう処置の計画を用意し柔軟性のある
治療計画を立案し､ 時間を30分前後かけて
説明するとのこと｡
４. 歯周基本治療｡
５. 骨縁下ポケットへの対応 (歯周外科)､
その際 歯周疾患の進行度と回復力を考慮
しその後の修正治療に反映するとのこと｡
６. エンドペリオ病変についてはプロービン
グして付着の状況と急性または慢性炎症か
どうかが大きな判断のポイントとなること｡
７. MTMを行い歯軸に対しての力 (咬合力)
のベクトルを改善｡
８. 補綴処置｡
９. メンテナンスはできるだけ患者の時間的
負担にならないように1回で終わらせるよ
うに心がけているとこと
最後に４症例を提示しそれぞれの症例の診断
と加療のポイントを解説され､ 基礎資料と
その観察の大切さ､ さらに千葉先生の臨床
への姿勢が伝わるDVD研修であった｡
永田会員講演 ｢解らない臨床と顎口腔系と
しての捉え方｣
顎口腔系を取り巻く力と分岐部病変とエン
ドペリオ病変との鑑別について症例の提示を
含め午前のDVD研修での千葉氏のエンドペ

リオの鑑別診断を用い解説がなされた｡
その中でペリオ病変とクレンチングなどの
パラファンクションの関連が考えられる病変
に関して鑑別することが困難であり､ 殆どが
歯列後方歯への応力集中とペリオの炎症が加
わり病態は錯綜している状態であること｡ さ
らにその対合歯は殆どが骨植が良い場合が多
い点などが特徴的であり､ その治療法として
は治療期間が長くなるが自然挺出を試みると
のこと｡

パラファンクションであるブラキシズムに
ついての分類・特徴
・グラインディングと前歯の被害・摩耗 (臼
磨運動)
・クレンチング (臼歯の被害・舌への歯の圧
痕)
・ナッシングと側方の被害 (ICPでの犬歯周
辺できしませるタイプ)
理想的治療方針としては無理なく滑走運動
できるように側方角度は付与し､ 側方ガイド
に関して方向は前方にD型ガイドにならない
よう1歯対2歯の咬合を付与し歯列の最後方歯
のガイドは避けるとのことであった｡
つづいてブラキシズムと顎口腔系への影響
について解説がなされ､ ファセットがあれば
その歯牙の動揺はないことが多く､ 修復補綴
物の材質に関してはその材質の影響によって
は力の影響をより受けやすく歯周組織や
TMJに悪影響が現れる場合があるなどの説
明がなされ､ 特にインプラントの対合歯への
影響を考慮して補綴治療計画を立案しなけれ
ばならない点をご解説いただいた｡
最後に欠損歯列に至る歯列の持つ性質や抱
えるリスクを考えその道筋を予測し臨床に反
映することが大事であり､ ｢気づき・推測し・
仮説を立てる｣ことを経過症例から通し学ぶ
ことの大切さを今回の永田会員の講演から感
じ取れる講演会であった｡(学術 園木 誠)
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―日歯生涯研修DVDセミナー及び会員発表―

気づき・推測し・
仮説を立てる
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10月６日 (土) 午後２時より佐賀県歯科医

師会２階研修室にて九州各県歯科医師会広報

担当者会が開催され本県より加藤理事と立本

副委員長の２人が出席した｡ 佐賀県歯塚本浩

樹専務理事の開会の後､ 日歯倉治ななえ常務

理事より報告があった｡

１. 平成24年度日歯役員合宿勉強会
役員合宿勉強会に

おいて日歯のfacebook

ブログもなくHPも

見づらいとの指摘が

あり検討中｡

２. ｢生きがいを支
える国民歯科会議｣
に係る書籍発行
日歯発刊３冊の

抄本に対する反響､ 販売状況も順調

３. 辰巳芳子ドキュメンタリー映画 ｢天のし
ずく｣
日歯協賛映画 ｢天の雫｣ (NHKエドケーショ

ナル製作) が完成､ 全国ロードショウも決定

した｡ 日歯広報に大久保会長・辰巳先生

(｢いのちと食｣ 筆者) との対談記事を掲載

４. ｢いい歯の日｣ に向けた地方新聞紙面企
画
｢いい歯の日｣ 全国地方紙広告掲載の広告

内容が自由にアレンジ可能となった

５. 日本歯科医師会ホームページ ｢8020日歯
TV｣
8020日歯TVの制作会社の変更により内容

を一新､ アクセス数の伸びがみられる

６. 日本歯科医師会ホームページ・メンバー
ズルーム ｢都道府県歯Weblog｣
日歯都道府県のWEBブログを使用と利用

のお願い

７. 日本歯科医師会ホームページの主なコン
テンツのアクセス数
日歯のHPのアクセス数の伸び各都道府県

へのアンケート調査の協力に感謝等の説明が

あった｡

８. ｢日歯広報｣ における 『都道府県通信』
武雄市つながる部企画課山田恭輔係長より

｢facebookを利用した広報活動の利点および

その効果｣ と題した講演があった｡

｢つながる｣ を武雄市のキーワードにHP

をfacebookに完全移行しユニーク部署名もア

クセス数に繋がっている｡

※facebook (SNS) とは時間と空間を共有す

るための実名主義のコミュニケーションツー

ルであり公器たる環境であるため使用に当たっ

ては個人情報の調整が必要｡

行政としては必要とされる最新の情報発信

が可能となっている｡

協議事項

(１) 平成24年度各県広報関係事業計画及び
予算について

(２) 本県提出協議
１) テレビラジオの出演依頼時のテーマ・
回数・内容についてお聞きしたい｡
多数の県がテーマ依頼を受けその度に

内容に応じて 会長・担当委員が出演し

ている｡ 内容は歯周病・むし歯予防が主

ではあるが佐賀県では歯科医師と県民の

敷居を下げ歯科医師の人間性のアピール

������������ �� ���
多数の議題 慎重審議お願いします
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―九州各県歯科医師会広報担当者会―

倉治常務理事の日歯報告
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も行っている｡

２) 携帯電話・スマートフォンの活用法
各県とも休日当番医の閲覧等が主であ

るが､ 緊急性を要する事項は携帯電話・

スマートフォンの利用を検討また実行し

ている｡ 鹿児島県では10月よりメール連

絡システムを開始し慶弔・緊急連絡に活

用している｡

(３) 日本歯科医師会への質問・要望につい
て
① 日歯発刊の抄本３冊が発刊されていま

すがポスターの周知だけではアピールが

弱いと感じます｡ (沖縄県)

回答) さらなる周知のため大久保会長・辰

巳先生との対談資料等を各県事務局に配

信するのでご利用頂きたい｡

② インプラント治療へのバッシングとも

取れる内容の報道をインターネットニュー

スや､ 日本放送協会が放送した ｢クロー

ズアップ現代｣ 等でも大きくとりあげら

れていますがこれらに関わる内容ついて

日歯からのご説明をお願いしたい｡ (佐

賀県)

回答) 日本放送協会とは日歯より出前勉
強会を実施し歯科医療の啓蒙に努めてい

たが前述の番組は日本放送協会が独自に

制作した番組であり内容については日歯

も大変遺憾であり抗議文を送っている｡

(４) その他
本県､加藤理事より九地連熊本大会の冊

子の配布と多数の参加をお願いした｡

(広報 立本 尚史)

10月27日 (土) 午後２時より熊本市のくま

もと江津湖通園センターにおいて熊本県重症

心身障害児 (者) を守る会の在宅部たんぽぽ

の会の招きで口腔ケア講習会を開催した｡ 参

加者は障がい者とその保護者の方総勢20数名

で､ 口腔保健センターからセンター介護委員

会の松本理事､ 山田委員と衛生士４名の計６

名が出務した｡

最初にたんぽぽの会会長の岩崎智枝子氏の

挨拶があり､ 引き続き山田委員より口腔ケア

の必要性について説明があった後､ 松本理事､

山田委員と衛生士４名により口腔内診査や位

相差顕微鏡でプラークの観察を行った後､ 保

護者のケアする体勢から始まり口唇の圧排法

やデントエラック､ スポンジブラシなどを使

用して一人ひとりの状態にあわせた口腔ケア

の方法を説明､ 指導を行った｡ 会の最後に松

本理事による総括､ 会からの謝辞があり盛況

のうちに終了した｡

参加者の関心はものすごく高く､ また診療

室ではないリラックスした環境の中で行った

ため保護者からの質問も多く､ また普段口腔

センターの診療ではなかなか聞き取れない悩

みや切実な問題を聞き取ることができ､ 今後

の口腔センターでの診療に生かすことができ

るようにしたいと感じた｡

(センター・介護 山田 貴之)

�� �����
参加者に指導中の委員
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―口腔ケア講習会―���
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11月８日 (木) 全国の学校歯科医が参加し

『第62回全国学校歯科医協議会』 がＫＫＲホ

テル熊本で開催された｡ 平日にもかかわらず

学校歯科に熱心な先生方が集まり､ 文部科学

大臣表彰を受賞された先生方のご紹介やシン

ポジウムが行われた｡ この協議会の熊本での

開催は実に49年ぶりとのことで､ 歴史ある協

議会に携わることができた｡

午後４時30分協議会が開会した｡ 浦田会長､

中田日学歯会長の

挨拶の後､ 関係各

所の方々の挨拶が

あり､ その後､ 来

賓紹介・大臣表彰

受賞者紹介・次期

開催県の秋田県歯

科医師会藤原会長

の挨拶があった｡

そして､ シンポジ

ストの日学歯斎藤秀子常務理事の発表を皮切

りに､ 美里町立励徳小学校養護教諭の井上里

美氏､ 熊本市立城東小学校養護教諭の桑田奈

津子氏の研究発表があり､ 最後に大分大学の

住田実教育福祉科学部教授の講演が行われた｡

次に ｢学校へ行こう！～学校､ 家庭ととも

に推進する健康教育と学校歯科医のあり方～｣

についてのシンポジウムが､ 浦田会長を座長

に行われ､ 八木常務理事の閉会の辞まで大変

有意義なものであった｡

協議会終了後､ 引き続き藤田キャスターの

司会で懇親会が行われた｡ 小島副会長の開会

の辞､ 浦田会長の挨拶､ そして秋田県歯科医

師会藤原会長の乾杯の音頭とともに開宴｡ 全

国各地の学校歯科医の先生方と直接お話する

大変良い機会となった｡ 最後は日本学校歯科

医会中田会長の手締め､ 渡辺専務の閉会の辞

まで滞りなく行われた｡ 食事もお酒も大変好

評だったが､ やはり熊本城が見えるというこ

とで､ ライトアップされている熊本城を皆さ

ん写真に収められていた｡

翌日９日 (金) 熊本県民交流館パレアにて､

全国学校保健研究大会の課題別研究協議会が

行われた｡ 我々学校歯科委員会は第７課題の

｢生涯にわたる健康管理の基礎となる歯・口

の健康づくりの進め方｣ に参加した｡ 講師に

愛知学院大学の中垣名誉教授を迎え､ コーディ

ネーターは､ 栃木県宇都宮市教育委員会学校

健康課横島係長が務められた｡ 研究発表は､

長崎県松浦市立今福中学校養護教諭松田氏､

大阪府泉北高等支援学校養護教諭池川氏と学

校歯科医小森氏､ 熊本県津奈木町立津奈木小

学校教諭寺川氏よりあり､ その後質問など活

発な意見交換がなされた｡

(学校歯科 田畑 祐亮)

������������ �� ���
研究発表をされたシンポジストの方々
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―第62回全国学校歯科医協議会―��

挨拶をされる中田日学歯会長

全国から多数参加
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10月27日 (土) 午後２時より沖縄県歯科医
師会館にて､ 平成24年度九州各県社保担当者
会が開催された｡ 沖縄県歯上原泰通副委員長
の司会の元､ 沖縄県歯真境名勉専務理事の開
会の挨拶で会議は始まった｡ 沖縄県歯比嘉奈
津美副会長と日歯豊嶋健治理事より挨拶があっ
た｡ 出席者紹介の後､ 沖縄県歯濟藤委員長を
座長､ 福岡県歯内田理事を副座長として協議
に入った｡ 協議題に先立ち､ 日歯の豊嶋健治
理事より日歯報告として､ ｢厚労省保健局へ

の要請｣ お
よび ｢24年
度改定の現
状と課題｣
について述
べられ､ 中
医協でのや
り取りや24
年度改定で
積み残した
項目につい
てのこれか
らのアプロー

チをどうす
るかなどの
説明があっ
た｡
協議では､
各県歯科医
師会の社保
関連事業計
画とその予
算について
の報告の後､
各県提出協
議題につい
て意見の交換を行った｡ 今後､ 他県の良い所
を参考に改善して行きたいと思った｡ なお､
本県からは､ がん患者医科歯科連携事業の取
組も報告した｡
会議は､ 各県の活発な意見交換の為､ 予定
を15分オーバーして終了した｡ 会議後は､ 会
場を那覇の中心街に移し､ 午後6時より懇親
会を行った｡ 懇親会では大変珍しい焼酎が沢
山用意してあり､ 沖縄ならではの懇親会であっ
た｡ (社保 田中 文丸)

������������ �� ���
がん患者医科歯科連携事業の取組を報告

社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保のののののののののののののののののののののののの現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状とととととととととととととととととととととととと九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県のののののののののののののののののののののののの問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題

―九州各県社保担当者会―

11月10日 (土) 午後２時より山口県歯科医
師会館にて､ 第15回近県社保担当者会議が開
催された｡ 山口県歯野中清貴専務理事による
開会の辞の後､ 山口県歯右田信行会長､ 香川
県歯豊嶋健治会長ならびに本県の浦田健二会
長より挨拶があった｡ 出席者紹介の後､ 慣例
により担当県である山口県歯小山茂幸常務理
事が座長に選出され､ 会議が始まった｡ まず､
報告事項として､ 豊嶋日歯社保担当理事から､
中医協分科会で医療費に対しての消費税問題
が議論され始めていることと歯管算定の文書
提供について支払基金での疑義解釈について
報告が行われた｡
次に協議へ移り､ 各県の提出議題に対し意
見交換が行われた｡ 前段の協議では､ レセ電
への移行率が横ばいの状態の中で､ 算定日記
載等で不公平感が生じないような対応を働き
かけていること､ 又､ 関連診療行為が査定に
つながる疑義が生じた場合は､ なるべく返戻
で各県とも対応している旨の回答が得られた｡
後段では､ 周術期口腔機能管理に対する取

組み､ 歯管・SPT・歯周治療の算定要件の解
釈等､ 又､ パノラマ算定の条件等について有
意義な情報・意見の交換がなされた｡
本県社保委員会としても､ 今回の近県社保
担当者会議における他県の現状を踏まえ､ 電
子請求に協力している医療機関が不平等にな
らないように､ 会員の役に立つ委員会活動に
取り組みたいと思う｡

(社保 反後 雅博)

白熱した審議が行われた
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―近県社保担当者会議―
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24年度改定の現状と課題について話された
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またその力が症状を引き起こすということは

どういうことなのかを考えることが､ その解

決の第一歩である｡｣ と述べられた｡ またナッ

シング､ TCH等の関連事項についても解り

やすく解説していただいた｡

(槌本亮二郎)

歯牙供養祭に引き続き午後３時よりホテル

サンロード５階会議室において第49回天草歯

科学会が行われた｡ 演題は ｢知っておきたい

力のこと 欠損の進行とブラキシズム ｣ 演

者は熊本市で開業の牛島隆会員｡ ｢咬合によ

り歯牙に加わる力は､ その実態を視覚や触覚

でつかむことはできず､ 定量化できないとい

う特徴をもっており､ 非常に捉えづらい｡ 齲

蝕や歯周病については原因や治療方法も確立

され､ 徹底した原因除去によりある程度予防

できるようになっているが､ 力の為害性に関

しては何か問題が起こってはじめて､ 訴えと

してあらわれることが多い｡ 『過度の咬合力

の認識』､ 『歯ぎしりの自覚』 もほとんどない

ため､ 力によって起こりうるトラブルを理解

し､ その危険性に早期に気づくためには､ ま

ず為害性のある力にはどのようなものがあり､

―歯科学会―

������������
10月27日 (土) 午後２時より天草市の東光

寺において第54回天草郡市歯科医師会歯牙供

養祭が行われた｡ 松田教裕常務理事の開会の

辞の後､ 久々山会長の祭文奏上が行われ､ そ

の中で ｢かかりつけ歯科医師として最後まで

患者様の摂食・嚥下の手助けをし､ また歯科

医師会としても地域の方々の歯科保健の向上

に一層努めていかねばなりません｡｣ と述べ

られた｡ 読経の流れる中､ 会員一人一人が焼

香を行い､ そのあとで東光寺の住職が ｢形あ

るものは変化する｡ 形は変わっても変化しな

いものもある｡ 今の時代は生きづらい世の中

ですが､ 形が無くなっても供養するという気

持ちは持ち続けてほしい｡｣ との説教があっ

た｡ ｢つなぐ｣ ということ､ ｢後世に残

す｣ ということ｡ この供養祭は､ 合掌の合間

に様々なことを振り返り､ 自身の生き方を考

える本当に良い機会となった｡

(槌本亮二郎)

住職と参列者で記念撮影

知ってよかった力の話

天草
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10月27日(土)､ 28日(日)

三師会旅行が宮崎にて行わ
れ､ 医師会15名､ 歯科医師
会12名､ 薬剤師会７名合計
34名の参加があった｡ 今回
はゴルフ組18名､ 観光組13
名､ そして３年ぶりで釣り

組ができて３名となった｡
午後３時に菊池郡市医師会館を出発､ 貸切
バスの中では､ 医師会､ 薬剤師会の先生方と､
旧交を温め､ 和気あいあいと話も弾み､ 午後
６時30分宮崎にあっという間に到着した｡
宮崎観光ホテルにチェックインの後､ 料亭
杉の子で夕食､ 地元の海の幸､ 山の幸をふん
だんに味わった後､ 釣り組は､ 翌朝５時20分
にタクシーで出発のため､ ホテルで就寝､ ゴ
ルフ組､ 観光組は､ ２次会３次会へと､ 町に
繰り出していった｡ 次の日ゴルフ組は､ 宮崎
カントリークラブにて８時35分からのスター
トで､ １位は医師会の先生､ ２位は､ わが歯
科医会の北川会員だった｡ 観光組は､ 朝ゆっ
くり起きて鵜戸神宮､ モアイ像､ 青島パーム
ビーチホテルでの昼食でイセエビ料理を堪能
された｡ 釣り組は､ 日向灘でのタイ釣り､ 内

海港から45分進んだ観光組の見学地である鵜
戸神宮前あたりで､ 船酔いに苦しみながらの
釣りとなった｡ 釣果は歯科医師会加藤会員が､
なんと５㎏の真鯛を釣り上げ､ 薬剤師会の先
生が､ シュモクザメ (hammer head shark)
を釣り上げ､ お土産もたくさんの釣りであっ
た｡ 毎年､ 三師会で旅行しているが､ 歯科医
師会以外の知り合いの先生も増えとても楽し
い旅行になっている｡ 今まで､ 参加されなかっ
た先生方も､ 来年から参加されたらとても楽
しいと思う｡ (林 秀樹)

菊池

34もの名参加があった

が､ 胸骨圧迫は上半身の体重をかけないと５
センチ沈み込ませるのはかなり困難で､ 一つ
の目安である２分間継続は非常に大変である
ため､ AEDが準備できない場合などは複数
の人と交代で行う事も大切だと分かった｡
AEDが全国的に普及し､ 心肺蘇生のため
の一次救命処置の重要性とその認知度は高まっ
てきた｡ つまり､ 多くの命を救える環境が整っ
てきたと言えるのではないだろうか｡

(坂田 輝之)

10月30日 (火) 荒尾市消
防署にて平成24年度救急救

命講習会が行われた｡ これは11月４日開催の
荒尾市防災訓練の事前講習も兼ねて行われ､
昨年同様講師に荒尾市医師会から松園､ 西氏
をお迎えし最新の救急救命 (心肺蘇生) の方
法に関してご教授いただいた｡
以下に現在推奨されている､ 一次救命処置
の流れをまとめる｡
① 意識・呼吸の確認
② 緊急通報 (119に電話・AEDの依頼)
③ 胸骨圧迫による心臓マッサージ開始 (頸
動脈が触知しないのを確認後10秒以内に)
④ 気道確保し､ 人工呼吸実施 (100回／分
のテンポで心臓マッサージ30回に対し､ 呼
気吹き込み２回)
なお､ ポイントとして胸骨圧迫は肋骨骨折
も起こし得るがともかく５センチ沈み込む
程度の圧をかけ､ 胸郭が元の高さに戻るの
を確認後､ 次の圧迫を行う｡ またAED使
用後､ 蘇生しなければ救急車が到着するま
で胸骨圧迫と人工呼吸は継続する｡
実習は消防署員の方の指導のもと行った

―救急救命講習会―荒尾
������������

５センチ沈み込む圧で
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11月１日 (木) 司ロイヤ

ルホテルに於いて午後６時

30分より玉名郡市歯科医師

会臨時総会が行われた｡ 冨

永会長の挨拶で総会が始ま

り､ 杉尾会員の司会進行の

もと､ 会務報告 (平成24年度上期) から会長・

専務会議､ 代議員､ 評議員､ 国保委員会､ 等

の報告が行われた｡

次に議題に移り玉名郡市歯科医師会共済互

助会会則の一部改正､ 前年度の玉名郡市歯科

医師会会計決算ならびに共済互助会､ 連盟､

KDMU等の決算報告があり会員に承認され､

会計監査報告も行われた｡

協議に入り､ 玉名郡市歯科医師会では行っ

ていない休日診療について､ 荒尾市歯科医師

会からの提案で荒尾・玉名で合同でしたいと

の申し出があった｡ その理由としては､ 隣の

荒尾市では休日診療を行っていて､ その時に

玉名郡市の患者さんが来院されるとの事｡ 休

日診療への対応について玉名郡市会員がどの

ように考えているか知るため､ アンケート調

査が行われアンケート結果をみて執行部が判

断するとの事であった｡ 在宅診療についても

アンケート調査が行われた｡

臨時総会は無事閉会し､ その後場所を移動

して懇親会が行われ､ 冨永会長並びに執行部

の方々の労をねぎらい杯が酌み交わされ盛況

のうちに会は終宴となった｡

(永廣 有伸)

玉名

の最先端の医療機器の現状を垣間見た大変有

意義な旅であった｡

(塚本 卓也)

11月３日 (土) ４日 (日)

の連休を利用して､ 会員の

研修及び親睦を目的とした大阪への研修旅行

を企画遂行した｡ ２日間ともに天候にも恵ま

れ､ ｢大阪名物食い倒れ｣ を身をもって体感

すべく大阪市内を旨い物を求めてそぞろ歩き

の日々であった｡ たこ焼き､ 串揚げ､ お好み

焼き､ にくすい､ など次々に旨い物の探索に

余念のないメンバーであった｡

観光名所の大阪城に通天閣､ なんば花月に

吉本新喜劇､ 道頓堀､ 北新地など会員皆で十

分に楽しみながらも全員で歯科器材メーカー

を訪問し､ ３時間にわたり説明を受けながら

の質疑応答や最新機材の情報収集など､ 現在

―研修旅行―球磨
��������������

真剣に聴き入る会員

大阪を満喫した
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毎年恒例となっている菊

池郡市三師会 (医師会・歯
科医師会・薬剤師会) の合
同講演会が11月8日 (木)
午後７時30分から約100名
ほどの聴講者を迎え新医師
会病院で開催された｡ 2012
年度は歯科医師会担当でテー

マを ｢高齢期の医療・～認知症・往診・薬剤
の代謝｣ として各演者にテーマに沿ってそれぞ
れの立場で最新の話題を含め講演いただいた｡
１. 薬剤師会； ｢高齢者の薬物療法の効果と
安全性を高める：国立熊本再春荘病院・薬
剤課長 中川義浩氏｣
２. 医師会； ｢認知症の生活障害について：
菊池有働病院院長 大塚直尚氏｣
３. 歯科医師会； ｢歯科における訪問診療に
ついて：高木歯科クリニック 高木公康会
員｣
内容は
① 中川氏；院内のBRONJ発生とBP製剤
長期投与による大腿骨骨幹部不定形骨折
の発生頻度を統計データ等や薬剤の代謝
(長期残留) に関する最近の知見をご説
明いただいた｡
② 大塚氏；認知症の基礎と先生ご自身の
症例を提示し共通する高齢期の特殊性や
ターミナルケアの質の向上に役立てるこ

とができ､ 歯科医院へ通院してこられる､
または 在宅患者への認知症的対応 (対
処) の必要性を再認識できる内容であっ
た｡
③ 高木会員；訪問歯科の実際を写真や症
例を交え説明され今後予測される超高齢
化社会・有病者の医療連携・口腔ケアの
意義をご説明いただき他科への訪問歯科
医療の認知普及に貢献できる内容であっ
た｡
日頃なかなか診療に追われ話し合う機会の
ない医師会・薬剤師会の先生方と講演会を通
じ活発に質問や提案等があり､ 地域の医療連
携をより深める有意義な講演会であった｡

(園木 誠)

菊池

ゆっくり間をおいて出されるとても美味しい
ふぐ料理に舌鼓を打つと､ 自然とお酒も会話
も進み､ 日ごろの疲れやストレスを発散する
事ができた｡ 最後はふぐ雑炊でしめ､ すっか
り満ち足りた気分でホテルに帰った｡
次の日は小雨まじりの中､ 足早にお土産を
買い込み､ 昼過ぎには新八代駅に着き解散と
なった｡

(鬼塚 友文)

11月10日 (土) ・11日
(日) の２日に渡り､ 水俣

芦北郡市歯科医師会恒例の会員研修旅行が行
われた｡ 今回は美味しいふぐが食べたいとの
要望に応えて､ レトロの街散策とふぐ三昧と
題して門司港に行くことになった｡
若江会長はじめ８名の参加で､ 新八代駅に
集合した｡ 待合室では早々と缶ビールを手に
し､ 目を真っ赤にして新幹線さくらに乗り込
む会員もいた｡ 小倉で乗り継いで門司港駅に
着く頃はすっかり暗くなっており､ 夜の大正
レトロ調の駅周辺を早速､ 散策した｡
門司港ホテルの前は入り江のようになって
おり､ 海に囲まれた感じで､ 綺麗な店の灯り
と色とりどりのイルミネーションの輝きが海
に映りとてもきれいだった｡ しかしあいにく
の天候で風が強く肌寒かったので早々とホテ
ルにチェックインした｡
食事は門司歯科医師会ご推薦の富美寿司で
行われ､ 若江会長の乾杯の音頭で宴会が始まっ
た｡ 皿に綺麗に盛られた刺身を見て､ 何人で
一皿なの？と仲居さんに問いかけたら､ 一人
一皿ですよ､ に皆さんにっこり｡ 一品ごと､

―研修旅行―水俣･芦北
����������

有意義な講演会

レトロの門司港駅で
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―歯の健康ランド―

んもたくさん来場され､ ２回目のイベントも

大いに盛り上がった｡ そして､ 午後４時にイ

ベントの終了となった｡ 結果は天気に恵まれ

たおかげで､ 約450名の参加者があり賑わっ

た｡

このイベントは､ ３年連続で雨が降ってお

り､ ここ数年天気に恵まれてなかったが､ 今

年は晴れてくれたおかげで最高だった｡ 来年

も晴れることを願っている｡ 最後になりまし

たが､ イベント開催にご協力いただきました

皆様に心より感謝いたします｡

イベントの内容
オーラルスクエア

・歯科相談コーナー

・歯科矯正相談コーナー

・ブラッシング指導コーナー

・フッ素洗口体験コーナー

ステージイベント (１日２回 各60分)

・ブラッシング指導劇 (中島学園生徒)

・オーラルケアクイズ (新樹会)

・オーラルケア劇 ｢ミッフィーと歌おう｣

(サンスター)

・みんなでポン！ (ゲーム) (サンスター)

(宇都 和寿)

10月28日 (日) 午前10時より午後４時

まで､ 熊本県若手歯科医師新樹会イベン

ト ｢第20回 歯の健康ランド｣ が熊本市

動植物園にて開催された｡ 当日は､ 天気

予報通り､ あいにくの雨模様｡ 午前８時

に動物園入口に集合し､ 準備を行った｡

そして､ 雨が止み､ 晴れ間が出てきた午

前10時にイベントがスタートした｡ 子連

れの来場客が見られ賑わった｡ またスタ

ンプラリーでは､ 歯科相談､ 矯正相談､

ブラッシング指導､ フッ素洗口体験コー

ナーの４コーナーでスタンプを押しても

らい､ １つでもスタンプがあれば､ オーラル

ケアグッズおよびおもちゃ (KAWARYOU

九州提供) がもらえる事としていた｡ ある小

学生の男の子は､ ４個ともスタンプが欲しく

て､ 歯並びが良いにも関わらず､ 矯正相談に

も顔を出し場を和ませてくれた｡

また､ 恒例のステージイベントでは､ 学生

によるブラッシング指導の劇から始まり､ 関

光輝会員とラビッツのオーラルケアクイズ､

そしてサンスターによる劇 (ミッフィーと歌

おう) とゲームが行われた｡ １回目 (午前)

のステージでは､ 天気に恵まれたおかげで盛

り上がることができた｡

午後からも天気に恵まれ､ 動物園のお客さ

多くの参加者でにぎわった

毎年恒例のステージイベント

�����������������������
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初めてのサイクルイベント参加
―ツール・ド・しものせき2012 ―

らも抜かれて脚力の違いを見せつけられまし

た｡ 海を眺め海風を感じながら進むのは気持

ちが良いものです｡ 下りは気持ちよく最高速

63km／hにも達します｡ レース気分でどう

しても競ってしまいスピードが出がちです｡

落車して横たわり救護を受けている方もいま

した｡ コース内には４ヶ所のエイドステーショ

ンがあり､ 角煮まん・温そば・そうめん・お

にぎり・バナナ・饅頭など充実した給食が用

意されています｡ おかげで後半もエネルギー

切れすることなく進むことができました｡ 終

盤は長く緩い上り坂が続き脚に疲労が溜まっ

たところに最後の激坂｡ スタッフが頂上付近

に立ち ｢ここまで頑張れー！｣ の大きな声援

を受けなんとか上りきる事が出来ました｡ そ

れからは下り続きでゴールまでビクトリーロー

ドを進んでいるようで気分が良い｡ 所要時間

７時間30分を超えて無事にゴールできました｡

随所にスタッフが配置され交通整理して頂く

ので走りやすかった｡ また､ 小さな子供やお

婆ちゃんもが沿道に立ち手を振り声援を送っ

てくれ､ エイドでも暖かく歓迎されている雰

囲気がとても良かった｡ ゴール直後は ｢もう

坂なんて見たくない！｣ と思っていましたが､

時が経つにつれ ｢来年はどうしようか？｣ な

どと考えるようになりました｡ 来春はあなた

も自転車に乗ってみませんか？

(宮田 正孝)

下関市をグルッと自転車で巡るロングコー

ス130kmに参加しました｡ この大会は今回も

申し込み当日の午前には締め切られる人気ぶ

りです｡ それでも定員800名をはるかに超え

る991名がエントリーしていました｡ さすが

にこれほどの自転車がズラッと並ぶと迫力あ

ります｡ 事故防止のため１列６名で15秒毎に

スタートです｡ 私は門司歯科医師会の友人ら

と共に出走しました｡ 前半は日本海沿いを角

島まで進むのですが､ 意外とアップダウンが

あり上り坂を必死でペダルを踏む脇を何人か

スタートが待ちどおしい

そうめんを食べる筆者

こ
ん
な
コ
ー
ス
を
走
り
ま
す
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中川 圭二
(ナカガワ ケイジ)

熊本市東区
長嶺東7-11-7

中川歯科

①医院の健全な経営のしかた
②気軽に患者さんが来院できる医院をつ
くりたいと思います｡
③思いやり､ 気配りのできる医院
④診療設備をととのえていきたいと思い
ます｡

一一 般般 会会 員員

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｡

本田壮一郎
(ホンダ ソウイチロウ)

熊本市東区
東町２丁目１番２号
東町グラン歯科

①一般的な保存､ 歯肉､ 歯周処理並び､
インプラント治療等の技術､ 機器､ 機
材に関心があります｡
②労働環境が整う事で､ 従業員の満足へ
努力する事により､ 医療の質を向上さ
せて､ 患者様の満足へ繋がればと考え
ております｡
③総合的な歯科診療が出来ればと思って
おります｡
周囲の医科医院との連携も取っていき
たいです｡
④地域へしっかりとした医療貢献をして
いきたいです｡
歯科医師会の活動の方も､ 何かお手伝
いする事が出来ましたら微力ながら携
わらせて頂きたいと思っております｡
今後とも宜しくお願い致します｡

� �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

上田 義信 先生
平成24年11月14日 ご逝去 91歳�郡 市 名：八代�入会年月日：昭和24年４月１日
唐見 貞喜 先生
平成24年11月６日 ご逝去 91歳�郡 市 名：人吉市�入会年月日：昭和22年８月16日
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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､ 忘れずに届

け出を行ってください｡

また､ 医療従事者等についても､ 歯科医師

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25年１月15日 (火)
２ 調査日：平成24年12月31日現在
３ 対象者：
《歯科医師・医師・薬剤師の各免許をお持ち

の方すべて》(就業中・未就業を問いません)� 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

を通じて配布します｡

・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・配布方法

については､ 熊本市保健所までお問い合

わせください｡� 届出先について

住所地を管轄する保健所に持参又は郵送

(FAX不可)

(勤務先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｡

《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

を通じて配布します｡

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

勤務先を管轄する保健所に持参又は郵送

(FAX不可)

４ お問い合わせ先
熊本市保健所 (096) 364-3186

熊本市中央区大江5-1-1

宇城保健所 (0964) 32-2416

宇城市松橋町久具400-1

有明保健所 (0968) 72-2184

玉名市岩崎1004-1

山鹿保健所 (0968) 44-4121

山鹿市山鹿465-2

菊池保健所 (0968) 25-4156

菊池市隈府1272-10

阿蘇保健所 (0967) 32-0535

阿蘇市内牧1204

御船保健所 (096) 282-0041

上益城郡御船町辺田見400

八代保健所 (0965) 33-3197

八代市西片町1660

水俣保健所 (0966) 63-4104

水俣市八幡町2-2-13

人吉保健所 (0966) 22-3107

人吉市寺町12-1

天草保健所 (0969) 23-0172

天草市今釜新町3530

県庁各課でもお問い合わせを受け付けています｡

【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】

県庁医療政策課 (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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○所在地
〒860-0073 熊本市西区島崎２丁目15-26

鈴木ビル１Ｆ�096-227-6177
○営業時間
昼11：30～14：30オーダーストップ

夜17：00～23：00オーダーストップ

○店の雰囲気
木の香りが残る居酒屋です｡

年配の方が多いです｡

○収容人数
40名

○店長・女将さん・ご主人紹介
はずかしがりやな料理人です｡

○料理の種類・特徴・おすすめ料理・その
他サービス
魚料理を中心としています｡ 中でも魚の

干物を豊富に取り揃えています｡

ですが､ 以前豚料理をやっておりその中

でも豚足が大人気でした｡

飲み放題コーズ 3500円～

11月15日開店しました

井
芹
川
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仕事納め 平成24年12月28日 (金) 午後５時・業務終了

年末・年始休業期間 平成24年12月29日 (土) ～平成25年１月３日 (木)

仕事始め 平成25年１月４日 (金) 午前８時30分・業務開始

年末年始の事務局休業のお知らせ
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会 務 報 告 自 平成24年10月19日
至 平成24年11月25日

所管 日付 摘要 出席

本会総務

10月19日 熊本広域大水害に伴う被災地・被災者支援に対する感謝状贈呈式 (県庁) 浦田会長､ 澤田事務局長

19日
県がん患者医料歯科医療連携事業打合せ
(１) 10/21講演会内容 (２) 事業マニュアル

小島副会長､ 渡辺専務理事､ 松岡常
務理事､ 田上・牛島理事

23日

第１回県後期高齢者医療運営協議会 (県市町村自治会館) 中嶋副会長

第７回理事会
(１) 新入会員の承認 (２) ３月の通常代議員会・総会までの手続きスケジュール
(３) 平成25年度各委員会概算要求協議日程 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

24日 県へき地保健医療対策に関する協議会 (熊本テルサ) 椿理事

25日 第１回県における医療費の見通しに関する計画検討委員会 (熊本テルサ) 勇常務理事

26日

奈良県議会厚生委員会県外調査のため来館 小島・宮坂副会長､ 田上理事

月次監査
９月末現況監査

片山・西野監事

27日
日本歯科衛生士会九州ブロック連絡協議会 (熊本テルサ) 浦田会長

第21回日本口腔感染症学会懇親会 (熊本ホテルキャッスル) 宮坂副会長､ 勇常務理事

28日
日本歯科衛生士会九州ブロック連絡協議会リーダー研修会 (熊本テルサ) 宮坂副会長

宮城県歯会身元確認研修会 (宮城県歯会館) 伊藤学院長

29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

30日 熊本日日新聞社創立七十周年記念パーティー (ホテル日航熊本) 小島副会長

11月６日 中澤九州厚生局長新任挨拶のため来館 浦田会長

７日

第733回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

第15回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 学院施設への自動販売機の設置
(３) 歯の衛生週間の名称変更に関するアンケート ほか

浦田会長他常務理事以上全役員､ 牛
島理事

８日
支払基金副審査委員長会議 (東京) 中嶋副会長

第48回九州調停委員大会 (那覇市民会館) 前野会員

９日
第22回日本歯科医学会総会 (至11日) (大阪市) 浦田会長､ 小島副会長

故唐見貞喜会員 (人吉市) 告別式弔辞奉呈 (人吉市) 渡辺専務理事

10日 第65回九地連剣道大会団体戦優勝祝賀会 (熊本ホテルキャッスル) 小島副会長

12日

第１回県歯科技工士国家試験委員会 (県庁)
松岡常務理事､ 牛島・椿理事､ 添島
委員長

各委員会概算要求協議 (学術､ 医療対策､ センター・介護､ 社会保険)
小島・中嶋副会長､ 渡辺専務理事､
松岡・八木常務理事､ 前田・冨屋・
松本・椿理事

13日 各委員会概算要求協議 (総務・厚生､ 学校歯科､ 地域保健､ 広報)
宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 勇・八
木常務理事､ 田上・加藤・牛島理事

14日 都道府県専務理事連絡協議会 (日歯会館) 渡辺専務理事

15日 県との新公益法人制度に関する個別相談会 (県庁) 澤田事務局長他３名

16日 故上田義信会員 (八代) 告別式弔辞奉呈 (八代市) 浦田会長

17日 ｢九州｣ ｢中国・四国｣ 地区役員連絡協議会 (山口市・ホテルかめ福)
浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木常務理事､ 澤田事務局長

18日
県・八代市総合防災訓練 (球磨川河川敷スポーツ公園)
訓練参加者：13名

牛島理事

19日 第15回新法人設立検討臨時委員会 牛島委員長他全委員

20日
第16回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 平成24年度総務部門の事業計画案
(３) 平成24年度通常代議員会の日程案 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員､ 牛
島理事

21日

第13回県医療対策協議会 (熊本テルサ) 渡辺専務理事

8020支援事業ワーキング委員会
(１) 8020支援事業

宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
大林理事､ 川瀬委員長他５委員

がん患者歯科医療連携事業打合せ
(１) がん連携事業マニュアル作成 (２) 連携講習２

小島副会長､ 松岡常務理事､ 松本・
牛島理事

22日

県災害医療提供体制検討委員会 (県庁) 牛島理事

愛知学院大学歯学部同窓会熊本支部例会 (熊本市) 浦田会長､ 勇常務理事

第13回会計打合せ
渡辺専務理事､ 八木常務理事､ 吉永
会計士他１名
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所管 日付 摘要 出席

本会総務 11月24日

九州各県事務職員研修会 (至25日) (長崎県歯会館) 澤田事務局長他４名

岡山県歯会役員との意見交換会
岡山県歯会：酒井会長､ 伊丹常務理事､ 西岡・田頭理事

浦田会長他９役員､ 社保全委員

学 術

10月19日
学術委員会
(１) 九州各県学術担当者会 (２) 岩崎講師のセミナー

椿理事､ 添島委員長他５委員

20日 菊池地域リハビリテーション推進会議 (熊本リハビリテーション病院) 園木委員

21日
県がん患者医科歯科連携事業連携講習Ⅰ (熊本会場)
受講者：119名

小島副会長､ 松岡常務理事､ 前田・
田上・牛島理事

27日 九州各県学術担当者会 (アークホテル熊本)
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 椿理事､ 添島委員長他全委員

29日 県がん対策推進懇話会 (熊本大学医学部付属病院) 牛島理事

11月１日
県がん患者医科歯科連携事業連携講習Ⅰ (熊本会場・前半)
受講者：80名

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 牛島理事

９日

学術委員会
(１) 11/11ＤＶＤセミナー及び会員発表
(２) 12/２月星先生講演会スケジュール
(３) 歯周病と全身疾患パネル作成

椿理事､ 添島委員長他６委員

11日
平成24年度日歯生涯研修ＤＶＤセミナー及び会員発表
受講者：91名
発表者：永田省藏先生 (熊本市会員)

小島副会長､ 椿理事､ 添島委員長他
４委員

13日
県がん患者医科歯科連携事業連携講習Ⅰ (天草会場・前半) (ホテルサンロード)
受講者：32名

中嶋副会長､ 松本理事

16日
県がん患者医科歯科連携事業連携講習Ⅰ (熊本会場・後半)
受講者：82名

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 牛島理事､ 渡辺社保副委員長

17日
県がん患者医科歯科連携事業連携講習Ⅰ (菊池会場) (菊池郡市歯会館)
受講者：22名

小島副会長､ 牛島理事､ 中村悟社保
委員

22日 熊本国税局管内税務指導者協議会 (大分県歯会館) 椿理事､ 有働委員

24日 県がん患者医科歯科連携事業連携講習Ⅰ (人吉・球磨会場) (サンホテル人吉) 牛島理事

社会保険

10月20日
社会保険個別相談会
相談者：１名

反後副委員長

24日

保険個別指導 (熊本テルサ) 橋本・中村直寿・野田委員

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) 岡山県歯会役員との勉強会 ほか

前田理事､ 田中委員長他全委員

27日 九州各県社保担当者会 (沖縄県歯会館) 前田理事､ 田中委員長

30日
社会保険個別相談会
相談者：１名

渡辺副委員長

11月７日
レセプト事前チェックセンター
相談者：３名 (来館・１名､ ＦＡＸ・２名)

前田理事､ 隈井委員

９日
社会保険個別相談会 (山鹿市)
相談者：１名

橋本委員

10日 近県社会保険担当者会議 (山口県歯会館)
浦田会長､ 中嶋副会長､ 勇常務理事､
前田理事､ 反後・渡辺副委員長

14日
社会保険個別相談会 (山鹿市)
相談者：１名

田中委員長

15日

保険個別指導 (ＫＫＲホテル)
田中委員長､ 渡辺副委員長､ 金本委
員

社会保険小委員会
(１) 周術期治療の診療情報提供書

清水・渡辺副委員長他４委員

24日

社会保険個別相談会
相談者：１名

前田理事､ 田中委員長

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) 周術期治療における文書作成 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

地域保健

10月20日 九州各県地域保健担当者会 (長崎県歯会館) 田上理事､ 川瀬委員長

22日 県健康づくり推進課との打ち合わせ
宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
大林理事
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所管 日付 摘要 出席

地域保健

10月25日
第２回笑顔ヘルＣキャンペーン打合せ
(１) 中央イベント最終確認 (２) 街頭アンケート

宮坂副会長､ 田上・加藤理事､ 川瀬
委員長

28日 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談[上益城郡] (イオンモール熊本・イオン熊本店) 上益城郡会員

30日 第１回くまもと21ヘルスプラン推進委員会 (県庁) 田上理事

11月１日
地域保健委員会
(１) 笑顔ヘルＣキャンペーン (２) ヘル歯ー元気8020支援事業
(３) 早産予防のための市民講座 ほか

田上理事､ 川瀬委員長他５委員

３日
地域保健小委員会
(１) 笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント (２) 人形劇コーナーリハーサル
(３) 口臭測定器

宮本・伊藤委員

４日

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) 水俣・芦北郡会員

笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント (熊本市・上通びぷれす広場)
宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
加藤理事､ 川瀬委員長､ 小田・立本
副委員長他全委員

５日 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談[荒尾市] (至10日) (荒尾市会員診療所) 荒尾市会員

６日 県歯科保健推進会議 (県庁) 田上理事

８日 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談[玉名郡市] (玉名郡市会員診療所) 玉名郡市歯会会員

10日 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) 天草郡市歯会会員

17日 笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談[八代] (やつしろハーモニーホール) 八代歯会会員

広 報

10月24日
広報小委員会
(１) 会報11月号・第１回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他３委員

30日
広報小委員会
(１) 会報11月号・第２回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他１委員

11月15日
広報委員会
(１) 会報12月号・編集

加藤理事､ 佐藤委員長他４委員

22日
広報小委員会
(１) 会報12月号・第１回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他３委員

学校歯科

10月23日 県高等学校保健会第２回生徒保健委員連絡協議会 (くまもと森都心プラザ) 大林理事

24日
第76回全国学校歯科保健研究大会準備視察 (群馬音楽センター) 大林理事､ 河原委員長

第76回全国学校歯科保健研究大会前日夕食会 (高崎ビューホテル) 浦田会長

25日 第76回全国学校歯科保健研究大会 (至26日) (群馬音楽センター)
浦田会長､ 大林理事､ 河原委員長他
全委員

29日 玉東町フッ素洗口視察 (玉東町立山北小学校) 勇委員

１日
全国学校歯科医協議会アナウンサーとの打合せ会
藤田早織キャスター

宮坂副会長､ 河原委員長

２日 第77回全国学校歯科保健研究大会補助金申請 (県庁､ 熊本市役所) 大林理事､ 澤田事務局長

６日
学校歯科委員会
(１) 全国学校歯科医協議会 (２) 全国学校歯科保健研究大会

宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 大林理
事､ 河原委員長他全委員

８日

第62回全国学校保健研究大会 (至９日) (熊本市民会館崇城大学ホール) 浦田会長､ 大林理事

第62回全国学校歯科医協議会 (ＫＫＲホテル熊本)
シンポジスト：４名
参加者：184名

浦田会長､ 小島・宮坂副会長､ 渡辺
専務理事､ 八木常務理事､ 大林理事､
河原委員長他全委員

９日
第62回全国学校保健研究大会課題別研究協議会 (県民交流館パレア)
第７課題：歯・口の健康づくり

大林理事､ 河原委員長他全委員

15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

22日 ｢歯・口の健康づくり推進事業｣ 研究発表会 (山鹿市城北小学校) 宮坂副会長

医療対策

10月19日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 医療対策講演会 (３) 九州各県医療安全担当者会議 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他全委員

27日 九州各県歯科医療安全対策担当者会 (長崎県歯会館) 岡田委員長､ 永松副委員長

31日
医療相談
紛争事例について協議

冨屋理事､ 永松副委員長

11月15日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 医療対策講演会 (３) 九州各県担当者会議 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他６委員

22日 玉名郡市歯会医療対策講演会 (玉名市文化センター) 冨屋理事

センター･介護 10月20日 九州各県地域保健担当者会 (長崎県歯会館) 松本理事､ 平井委員長



熊歯会報 Ｈ.24.12

30

センター･介護

10月25日
高齢者の口腔ケア推進事業打合せ
県庁・衛生士会との打合せ

宮坂副会長､ 松岡常務理事､ 松本理
事

26日 第２回県在宅医療連携体制検討協議会 (県庁) 松岡常務理事

27日

たんぽぽ広場親子療育 松本理事､ 山田委員､ 衛生士４名

センター・介護委員会
(１) 高齢者の口腔ケア推進事業 (２) 介護者歯科実技研修事業
(３) 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業

松本理事､ 平井委員長他３委員

30日 口腔保健センターカルテ・会計チェック 五島委員

11月２日
センター・介護委員会
(１) 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育英事業
(２) 高齢者の口腔ケア推進事業 (３) 介護者歯科実技研修事業

松本理事､ 堀尾副委員長他２委員

10日 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業歯科健診 (くんわの里)
松本理事､ 平井委員長他２委員､ 島
田会員､ 歯科衛生士７名

15日
県介護実習・普及センター運営委員会並びに介護機器普及事業運営協議会 (県総合福祉セ
ンター)

松岡常務理事

17日 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業歯科健診 (たまきな荘)
松本理事､ 堀尾副委員長他１委員､
大林・規工川会員､ 歯科衛生士６名

19日 高齢者の口腔ケア推進事業打合せ
松本理事､ 平井委員長､ 堀尾副委員
長

20日 第３回県在宅医療連携体制検討協議会 (県庁) 松岡常務理事

22日 センター・介護小委員会
松本理事､ 平井委員長､ 堀尾副委員
長

総務･厚生

10月19日 菊池郡市健康診断 (菊池郡市医師会立病院)

26日 球磨郡健康診断 (あさぎり町免田保健センター)

27日 下益城郡健康診断 (宇城市働く婦人の家)

学 院

10月24日

学院自衛隊隊内生活体験 (至26日) (自衛隊北熊本駐屯地)
１年生Ｂ班：29名

岩切教務主任他１名

学院役職員会 伊藤学院長他２名

27日
学院推薦入学試験
受験者：53名

伊藤学院長他６名

29日 学院入学試験委員会 浦田会長､ 伊藤学院長他６委員

11月２日
学院推薦入学試験合格者発表
合格者：46名

12日 学院ソフトバレーボール大会 (県立体育館) 伊藤学院長

14日 九州ブロック専門学校体育大会開会式 (県立体育館) 伊藤学院長

17日 歯科衛生士専任教員講習会､ 全衛協専任教員講習会Ⅴ (大阪市) 大塚専任教員

19日 第２回教務委員会 伊藤学院長他７名

23日 熊歯衛祭 (学院文化祭) 伊藤学院長他５名

国保組合

10月20日 全歯連通常総会 (京都全日空ホテル) 浦田理事長

11月15日 組合地区国保運営協議会事務連絡会・研修会 澤田事務局長他３名

21日 国民健康保険組合被保険者全国大会 (東京・憲政記念館) 浦田理事長

24日
岡山県歯会役員との意見交換会
岡山県歯会：酒井会長､ 伊丹常務理事､ 西岡・田頭理事

上野副理事長､ 桑田常務理事

事 業 課

10月25日
第４回奥様医業経営塾 (第３講)
｢やさしいマネー講座｣

11月８日
第４回奥様医業経営塾 (第４講)
｢クリニックに関わる税金・税務調査知識｣

22日
第４回奥様医業経営塾 (第５講)
｢クリニックのための人事労務｣








