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公益社団法人  日本歯科医師会

― 歯科医師の倫理綱領 ―

表紙に寄せて

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。

2つの台風が過ぎ、朝晩の暑さもやわらぎ

すっかり秋めいて来ました。9月は祭りの季節

です。

平成24年度笑顔ヘルC写真コンクール・

入賞作品『祭りの笑顔』（岩崎光雄様）
（H.K）

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。
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この度､ 常務理事を拝命いたしました｡ 学術､ 総務・厚生・医療管理が所管で､ その他が

ん患者医科歯科医療連携事業､ 安全安心歯科医療推進制度､ 災害対策等を担当しております｡

また７月から日本歯科医師会の学術委員にも就任いたしました｡ ｢粉骨砕身｣ 会員の先生方

に少しでもお役に立てるよう､ 会務に尽くしてまいりたいと存じます｡

さて､ ４月から始まりましたがん患者医科歯科医療連携事業ですが､ モデル事業となって

いるがん拠点病院も､ 電子カルテシステムや患者紹介の段取りが少しずつ出来上がり､ ４月

～７月の４ケ月間で､ 58名の患者さんが連携歯科医院へ紹介されており､ ｢今後もっと増え

るだろう｣ とがん拠点病院側の運営委員の先生がおっしゃっておりました｡ 来年度県下18カ

所のがん拠点病院に事業が広がれば､ かなり多くの患者さんについて連携することができる

のではないかと期待しているところです｡

全国的にもこのがん連携事業は取り組まれ始めており､ 全国で連携１登録者数は7,455名､

連携２登録者数は4,633名 (H25. ６現在､ 日歯公表) となっておりますが､ 実際に患者さん

の紹介が行われている県はまだ少なく､ 熊本県は比較的連携が進んでいるという結果が日歯

のアンケート調査から分かりました｡ 他県で連携が進んでいるところは､ 医科側が非常に積

極的であるということを伺っておりますが､ 本県にもそれは当てはまると思います｡ 諸先輩

方が何年もかけて築いてきたプロセスが効果を出しはじめ､ がん連携も医科側が非常に積極

的に働きかけてきてくれています｡ また熊本県の第６次保健医療計画､ 平成25年度歯科医療

計画､ 第２次がん対策推進計画等､ がん連携について､ 医科歯科連携を推進する旨の記載が

なされるなど､ 行政のバックアップ体制も整いつつあります｡ そういった意味では､ 医療連

携は今さまざまな巡りあわせがとても良くなってきていると感じております｡ しかし同時に

我々歯科にとって今は最も重要な時でもあると思います｡ ここで私達がきちんと患者さんに

対応し､ 医科のほうへ応えることで､ 結果をある程度だしていかなければ､ ｢歯科と連携し

ても上手くいかない｣ ｢何も変わらない｣ ということになれば､ 連携も立ち消えてしまう危

険をはらんでいることを意識しておく必要がありま

す｡ また連携事例が増えるとともに､ 様々な問題点

もでてくることが予想されます｡ 連携患者を紹介さ

れた会員の先生方には､ しっかりとした対応をお願

いしたいところです

連携講習のビデオでもご講演されていらっしゃっ

た､ ｢がん連携のパイオニア｣ 静岡がんセンターの

大田洋二郎先生が志半ばにして､ ご出張先のドイツ

で､ 心筋梗塞で急逝されました｡ 大田先生のご冥福

をお祈りすると同時に､ がん連携がさらに発展して

いくことを望んでやみません｡
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―第３回理事会―

公益社団法人の場合は協議という形式ではな
く議題としてきちんと採決を行う必要があり
ます｡ 本会は一般社団法人ではありますが､
慣れるという意味で理事会の運営方法を今回
より少し変えさせていただいております｡ 慣
れるまでは不手際もあり､ そこら辺は徐々に
改革して行きたいと思います｡ 10月には全国
学校歯科保健研究大会も本県担当で開催いた
しますので､ しっかりと対応していかなけれ
ばいけません｡ 先生方の更なるご協力をよろ
しくお願いいたします｡

会会務務報報告告：： (自：７月５日～至：８月22日)
本会総務：理事会､ 常務理事会､ 臨時代議員

会､ 裁定審議委員会､ 選挙管理委
員会､ 九地連協議会・総会､ 県健
康福祉部との懇談会､ 県教育庁と
の懇談会

学 術：日歯学術委員会
社会保険：各郡市社会保険担当者会議､ 九州

厚生局・県庁との打合せ
地域保健：各郡市地域保健担当者会議､ 8020

支援事業打合せ
広 報：テレメッセ打合せ､ フロンティア

ビジョン創立十周年記念式典
学校歯科：全国学校歯科保健研究大会実行小

委員会・総務部会､ 児童生徒の心
と体の健康づくり推進事業推進委
員会､ 九州地区学校歯科医会役員
連絡協議会

医療対策：医療相談苦情事例報告､ 東京歯科
大学同窓会県支部蘇山会講演会

センター・介護：在宅診療に関する委託事業
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開会：小島副会長
挨拶：浦田会長

現在､ 各所管において様々な事業が進行中
で､ いろいろと大変な時期ですが､ 先生方の
ご尽力に感謝申し上げます｡ 国の方では､ ８
月６日付けで社会保障制度改革国民会議の報
告書が出されました｡ 当日資料として机上配
布しておりますので､ 後程お目通しをお願い
します｡ 社会保障制度改革推進法の基本的な
考え方に ｢社会保障は､ 自助を基本としつつ､
自助の共同化しての共助が自助を支え､ 自助・
共助で対応できない場合に公的扶助等の公助
が補完する仕組みが基本である｣ との見解が
述べられています｡ 要はまず自分で努力し､
それを地域や保険組合のようなもので支え､
それでも駄目な場合は国が面倒を見るといっ
た内容です｡ また､ ｢所得の高い国保組合に
対する定率補助について､ 廃止に向けた取組
を進める必要がある｣ との見解も懸念する内
容です｡ さらに､ 既に閣議決定されましたが､
｢70～74歳の医療費自己負担について､ 法律
上は２割負担となっており､ １割負担となっ
ている特例措置を止めるべきである｣ といっ
た見解も含まれています｡ 以上の事に関して
は､ 社会保障制度改革が財源が無いのでどう
にかしなければいけないという財源論が先行
してそれが結論になりつつあるということで
非常に懸念されるところです｡ もう一方､ ８
月22日付けで日歯より社会保障制度改革国民
会議報告書への見解というタイトルの意見書
が出されました｡ こちらも当日資料として机
上配布しておりますので､ 是非お目通しをお
願いします｡ 社会保障制度改革については､
国が今後どのような施策を行うか注視すると
ともに､ 先生方にも身近な問題として更に認
識を深めていただきたいと思います｡
本日の理事会資料をご覧になってお分かり
になるかと思いますが､ 連絡事項､ 承認事項
や議題といった形式に少し変えさせていただ
きました｡ 先生方は九地連協議会に出席され
日歯報告をお聞きになっていたと思いますが､

８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ほか全役員､ 伊藤学院長
出席のもと議長を浦田会長､ 議事録署名人を久々山､ 西野両監事として､ 第３回理事会が開催
された｡

����������
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各郡市担当者会議､ 摂食・嚥下研
修会

総務・厚生・医療管理：健康診断､ 県がん患
者医科歯科連携事業連携講習､ ファ
イザー製薬との打合せ

学 院：体験入学
国 保：臨時組合会､ 全協九州支部総会・

役職員研修会､ 資格調査
以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

報報告告事事項項：：
１. 表彰
・日本歯科医師会会長表彰

久々山芳文 会員 (天草郡市)
表彰式：11月16日 (土)
第34回全国歯科保健大会 於：大分県

・救急医療功労者知事表彰
八代歯科医師会口腔保健センター
表彰式：９月５日 (木) 於：県庁

・日本歯科医師会創立110周年記念､ 日本歯
科医師会会長表彰
50年以上日歯会員であった者：
吉良 直衛会員 (熊本市)
奥田 實会員 (熊本市)
師井 淳吾会員 (熊本市)
工藤 喜孝会員 (玉名郡市)
前野 昭会員 (山鹿市)
石田 龍佑会員 (山鹿市)
児玉 範俊会員 (阿蘇郡市)
澤田 稔会員 (八代)
15年以上都道府県歯科医師会役員であっ
た者：故 吉田 公典会員 (荒尾市)
15年以上郡市会長であった者：
松本 文雄 会員 (宇土郡市)

２. 退会会員
・添島 英輔会員 (第３種会員)
平成25年７月31日付第２種会員入会のため
３. 名義後援使用依頼
・第42回熊本県人権教育研究大会／県人権教
育研究協議会
・第10回スペシャルオリンピックス日本・熊
本地区大会／スペシャルオリンピックス日
本・熊本
・平成25年度黄色い羽根募金運動／県移植医
療推進財団
・子育てすくすく☆子ども博2013／テレビ熊
本 ≪医師派遣依頼≫
４. 中規模県歯科医師会連合会の提出協議題
の回答
各所管において回答を作成した｡ 追加・訂
正があれば渡辺専務理事に連絡する｡
５. 会館チェックに伴う補修
６月に実施した点検結果をもとに提出され

た見積書に沿って補修する旨の報告がなされ
た｡
６. 平成２５年度県民提案による健康づくり
モデル事業
ヒアリングや調整会議を経て､ 総額800万
円の予算のうち､ 本会には300万円が委託さ
れることになった｡ 残りは九州看護福祉大学
ら３団体に委託される｡
７. 学院 (衛生士の育成事業) ・口腔センター
(社会的弱者支援事業) 会計現況の予算額
の訂正
収支計算書には記載の必要が無い勘定科目
の１つを削除した旨の報告がなされた｡
８. 団体定期保険
加入率を上げるために､ 未加入の役員や常
任委員会委員への加入勧奨を行う｡
９. 第５回奥様医業経営塾
９月17日 (火) ～11月12日 (火) の隔週火
曜日に計５講開催する｡
10. 未入会者研修会の効果
計３回開催して１８医療機関の参加があり､
そのうち７医療機関が入会した｡
11. 会計７月末現況
12. 委員会事業企画
・地域保健委員会：
｢標準的な成人歯科健診モデル事業｣
｢糖尿病･歯周病医療連携研修会｣(11月２日)
・熊本小児歯科懇話会： ｢小児歯科研修会｣
(12月８日)
本会としては共催として対応する｡
13. 委員会事業実施報告
・地域保健委員会：
｢医療連携戦略 (糖尿病･歯周病)｣
８月10日に開催された各郡市地域保健担当
者会議の協議を踏まえての報告がなされた｡
14. その他
○伊藤学院長より､ 10月６日 (日) に開催す
る合同就職説明会への会員事業所の参加が
予想より少ない旨の報告があり､ 参加呼び
かけの依頼がなされた｡
○中嶋副会長より､ 金属裏装ポンティックの
保険の取扱いについて説明がなされた｡

連連絡絡事事項項：：
１. 常務理事会開催日の変更
９月以降毎月１回目を､ 第１水曜日開催か
ら第１火曜日開催に変更する｡
２. 常務理事会開催日の変更
理事会開催日を25日 (水) から24日 (火)
に変更する｡
３. その他
○牛島常務理事より､ ９月15日に開催される
｢市民のための救急講座 (於：パレアホー
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ル)｣ への参加呼びかけの依頼がなされた｡

承承認認事事項項：：
１. 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
[承認]
原案どおり推薦することとした｡
２. 兼職役員の変更 [承認]
原案どおり変更することとした｡

議議題題：：
１. 新入会員の承認 [承認]
梶原 武彦 (熊本市／第１種)､ 福井 偉功
人 (熊本市／第１種)､ 林 英臣 (天草郡市／
第１種)､ 添島 英輔 (熊本市／第２種)､ 松
原 明日香 (熊本市／第２種) 計５名の入会
を承認した｡
２. 平成25年度総務の事業計画 ｢諸規則・規
程の整備｣ の取り組み [承認]
諸規則・規程を再度見直し､ 定款・諸規則
集を本年度内に作成するために､ 臨時委員会
を設置することとした｡ 委員会の人選は今後､
浦田会長と渡辺専務理事で検討する｡
３. 一般社団法人熊本県歯科医師会表彰規程
の一部改正 (案) [承認]
原案どおり一部改正することとした｡
４. 二地区役員連絡協議会の提出協議題 [承
認]
提出協議題があれば､ 渡辺専務理事まで連
絡することとした｡
５. 退職委員への感謝状 [承認]
退任された14名の先生方へ感謝状を送付す
ることとした｡
６. 藤枝社会保険労務士との契約 [承認]
提出された委託契約書の内容のとおりに契
約することとした｡
７. 名義後援使用及び協賛依頼 [一部保留]
ＮＰＯ法人食事ケアサポーターズからの依
頼は保留することとし､ 熊本ルネッサンス県
民運動本部からの依頼については断ることと
した｡
８. 平成25年度第１回各郡市会長・専務理事
連絡会議の報告及び協議事項 [承認]
一部報告を追加し､ 各郡市会長・専務理事
へ会議開催のお知らせとともに連絡すること
とした｡
９. 平成25年度 ｢生きる力をはぐくむ歯・口
の健康づくり調査研究事業｣ 助成金交付
[承認]
菊陽町立武蔵ヶ丘北小学校に10万円を交付
することとした｡
10. 第52回全日本歯科保健優良校の推薦 [承
認]
益城町立益城中央小学校と熊本市立城東小

学校の２校を推薦することとした｡
11. 日本歯科医療管理学会への入会 [承認]
九州の他県の加入状況を勘案して団体とし
ては入会せずに､ 担当理事が個人会員として
入会することとした｡ 会費は本会で負担する｡
12. 菊池郡市歯科医師会からの重要書類保管
依頼に対応するための契約書 [承認]
一部文言を修正した上で承認した｡ 契約書
の取り交わしについては菊池郡市と調整する｡
13. 団体傷害総合保険の契約変更 [承認]
９月１日付けで往復途上傷害補償のある保
険契約へ変更することとした｡
14. 熊本県警察歯科医会役員及び理事会メン
バーの選出 [承認]
原案どおり承認し､ ご就任いただく役員に
は就任依頼書を送付することとした｡
15. 安心・安全歯科医療推進制度 運営委員
会委員の委嘱 [承認]
原案どおり承認し､ 就任依頼書と委嘱状を
送付することとした｡
16. 熊本県民テレビからの本会ホームページ
掲載 ｢休日当番医｣ リンク許可のお願い
[承認]
リンクを許可することとした｡
17. 平成25年度所管別年間事業予定 [承認]
内容について追加・訂正等あれば､ 渡辺専
務理事または事務局まで連絡することとした｡
18. その他
○県学校保健会協力寄附金について､ 役員は
基本的に３口以上寄附することとした｡

協協議議事事項項：：
１. 第77回全国学校歯科保健研究大会
大会当日の日程及び役員の役割分担につい
て説明及び協議がなされた｡
２. 健康づくりモデル事業に係るキャンペー
ンソング
１案と２案が提示された中で､ １案を推薦
する意見が多かった｡
３. 熊本空港航空機事故消火救難総合訓練の
参加
９月18日 (水) 午後３時30分より熊本空港
で実施される訓練への参加者について､ 呼び
かけ先も含めて協議された｡
監事講評：
久々山監事より､ 現役員は就任してまだ約
２ヶ月だが､ 25年度としてはもう５ヶ月が過
ぎようとしているので､ 来年３月までの年度
内に各事業計画が予算内で遂行出来るかどう
か再度見直しをお願いしたい旨の発言があっ
た｡
閉 会：中嶋副会長

(広報 加� 久雄)

�



数アップが社保委員会の責務だと認識してお

ります｡ 今期の社保委員会は人数も増やし､

ベテランの経験に新人の斬新な意見を取り入

れて活動して行きます｡ 各郡市の社保担当と

の連携も重要ですので､ ご協力の程､ 宜しく

お願いします｡

理事の抱負 (理事 椿 誠)
今期､ 社保担当理事を拝命しました椿 誠

です｡ 前期は学術を担当させて頂きました｡

今期より新しい分野で仕事をさせて頂く事に

なりましたが､ 今まで学術委員会で学んでき

た事をどの様に社保委員会に取り込む事がで

きるかを考えていこうと思います｡ 同時に各

郡市の社保委員会との連携､ また九州各県､

日歯との連携をどのように行っていくかも考

えていこうと思います｡ 先日､ 参議院議員二

期目当選となられました石井みどり議員も選

挙前に､ 保険点数改定・保険医療機関の指導

のあり方にメスを入れたいとおっしゃってお

られました｡ 会員の皆様､ 今こそ立ち上がり

ましょう！宜しくお願い致します｡

(理事 田中 文丸)
この度､ 社保担当理事を拝命しました田中

文丸です｡ 社保委員10年の経験を活かして､

｢会員の為の社保委員会｣ を取りまとめて行

きたいと思います｡ 常々､ 平均点数について

の要望を頂いていますが､ 会員の為には総点

社会保険委員会 (理事 田中 文丸)

役 職 氏 名 所属郡市

委 員 長 清 水 雅 英 人 吉 市

副委員長

金 本 良 久 熊 本 市

桐 野 美 孝 玉名郡市

橋 本 英 樹 山 鹿 市

委 員

南 信 之 菊池郡市

田 中 栄 一 宇土郡市

宇 治 寿 隆 熊 本 市

渡 辺 洋 熊 本 市

反 後 雅 博 熊 本 市

井 口 泰 治 熊 本 市

隈 井 隆 弘 阿蘇郡市

兼 子 賢 之 宇土郡市

山 口 貴 久 八 代

中 村 直 寿 天草郡市

野 田 和 宏 上益城郡
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理事の抱負
本委員会は“地域に潜在する歯科保健医療

の顕在化と歯科医療のパイを拡大する”を合

言葉に活動しています｡

具体的には ｢歯周病ハイリスク者支援のた

めの地域連携パスの構築｣ をメインテーマと

して､ “早産予防”“糖尿病対策”“標準的

な成人歯科健診”の３つの切り口から事業を

展開しています｡

これらの事業は歯科医療需要を開拓すると

同時に､ 結果的に総合医療費を抑制すること

が期待されます｡ また､ 地域からの医療流出

を防ぎ､ 患者の生活圏の中で地域完結型の保

健・医療・福祉を推進する点でも公益性が担

保されていると自負しています｡

これからの２年間､ 会員の皆様のご理解と

ご協力をお願い致します｡

地域保健委員会 (常務理事 田上 大輔)

理事の抱負
今期より医療管理部門も加え､ 総務・厚生・

医療管理委員会を担当いたします｡ 少々長い

名前の委員会ですが､ 経営安定・診療支援・

組織強化・会員の融和・地域社会との連携と

あらゆる場面で関わりますので､ さまざまな

方向を視野に捉え､ 事業内容をさらに充実さ

せてまいります｡

主な委員会扱い内容

＜総務部門＞名簿作成・ガイドブック作成・
新入会員研修等

＜厚生部門＞健康診断・シニアクラブ・共済
制度・代診派遣・九地連厚生事業等

＜医療管理部門＞労務・財務・医院経営・医
療安全・スタッフ教育等

＜その他＞がん連携事業・災害対策・キャラ
バン隊等

総務・厚生・医療管理委員会 (常務理事 牛島 隆)

役 職 氏 名 所属郡市

委 員 長 池 嶋 由 希 熊 本 市

副委員長 宮 井 祐 八 代

委 員

工 藤 智 明 上益城郡

小 林 聡 山 鹿 市

三 森 康 弘 阿 蘇 郡

長 山 千 帆 天草郡市

三 隅 賢 祐 熊 本 市

役 職 氏 名 所属郡市

委 員 長 川 瀬 博 美 熊 本 市

副委員長 城 敦 哉 菊池郡市

委 員

椛 島 稔 明 荒 尾 市

小 田 哲 也 天草郡市

赤 尾 浩 彦 阿蘇郡市

二 宮 健 郎 熊 本 市

宮 本 名 留 彦 八 代

伊 藤 延 隆 水俣･芦北郡市
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８月10日 (土) ～13日 (火) ３泊４日の日程で､ 元気の森かじか (下益城郡美里町) におい

て①小児１型糖尿病患児とその家族 ②医療､ 保健､ 学校関係者など小児１型糖尿病の療養指

導に関心のある者を対象とした熊本県糖尿病協会主催の小児糖尿病サマーキャンプが開催され

た｡ 小児糖尿病サマーキャンプとは､ 1型糖尿病患者の小・中・高校生を対象に３日から７日間

の ｢小児糖尿病サマーキャンプ｣ を行い､ 子供たちが自然の中での集団生活を通じてインスリ

ン自己注射や血糖自己測定など自己管理に必要な糖尿病の知識・技術を身につけるとともに､

メンタルケアの場ともなっており､ ともに励む仲間を作る場を提供している｡ 今年度は北海道

から沖縄まで全国40ヶ所で開催されているが､ 私たち歯科医師の社会貢献であるTOOTH

FAIRYの支援も受けて活動している｡ 今回の熊本での参加者は､ 参加児童24名 (年齢：１歳～1

8歳)､ 児童保護者30名､ 児童兄弟15名､ つぼみの会OG・OB12名､ 関係者 (期間内合計人数) 看

護師21名､ 医師15名､ 歯科医師３名､ 栄養士29名､ 薬剤師３名､ 理学療法士４名､ 検査技師３

名､ 日本財団２名､ 学生ボランティア30名であった｡

今回のキャンプにおける歯科保健活動は､ ８月11日 (日) の午後3時半より午後4時半まで､

３名の歯科医師で参加児童とその兄弟39名の歯

科健診・指導・相談を行い､ その後20分の歯科

講話､ ガムを使っての咬合力と唾液量の測定・

観察と指導を行った｡

子どもたちの口腔内は､ むし歯もほとんど無

く健康に保たれていたが､ ほんの数名の子ども

にはむし歯や歯石沈着､ 歯肉炎も見られた｡ 注

射だけではなく､ 時にはお菓子やジュースで血

糖をコントロールしないといけない子どもたち

にとって､ カリエスのリスクは高いと考えられ

る｡ 児童だけでなく保護者や関係者もたくさん

参加され､ 質問もたくさん出た大変充実した歯

科保健活動であったと感じた｡ 来年度も参加したいと思う｡

(専務理事 渡辺賢治)

―第45回肥後っこスマイルサマーキャンプ―

����������報告

むし歯は思ったより少なかった

児童だけでなく保護者や関係者も参加
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７月27日 (土) 午後４時より県歯会館で各

郡市社会保険担当者会議が開催された｡ 本年

度は､ 一般社団法人への移行に伴う役員・委

員任期の関係で７月の開催となった｡

金本副委員長の司会のもと出席者の紹介の後､

中嶋副会長､ 田中理事､ 椿理事の挨拶が行わ

れた｡ 中嶋副会長が､ ｢本年度より社保委員

会の人数も増え､ 今まで以上に手厚い対応が

できるようになったこと｡ また､ 会員の為に

より充実した委員会活動が行えること｡｣ な

どを述べられた｡ 会議は､ 中嶋副会長を座長

に選出し､ 進行した｡

まず､ 報告として椿理事より､ 今後の県歯

社保委員会活動予定について説明があり､ 定

期発行物に関しては例年通り｡ 主要発刊物に

関しては､ ｢保険診療ハンドブック｣ のほか､

｢訪問診療ハンドブック｣ ｢請求事務ハンドブッ

ク｣ ｢受付事務ハンドブック｣ を予定してい

る旨の説明があった｡ また､ ｢電子レセプト

の現状｣ と題し､ 平成27年４月からの原則電

子レセプトへの移行まで２年を切っており､

準備期間等を考慮すると､ 早期対応の必要性

について説明があった｡ 平成25年４月末現在

の歯科医療機関のレセプト請求状況について

は､ 熊本県と全国との比較､ 医科・歯科・調

剤薬局との電子レセプト請求の割合について

説明があり､ 歯科における電子レセプト請求

は約50％であること｡ これを踏まえて､ 中嶋

副会長より ｢電子レセプトにおける突合と縦

覧点検｣ と題し､ 現在の利点・欠点､ 今後の

課題に関して説明があった｡

次に､ 田中理事より､ ４月の九州厚生局熊

本事務所指導医療官の異動､ ６月に行われた

厚生労働省共同指導及び集団的個別指導の内

容に関して説明があった｡ また ｢周術期口腔

機能管理料と摂食機能療法の算定について｣

と題して､ その算定方法・算定要件､ 紹介状・

報告書の記載例､ 作成時の注意点についての

説明があり､ 摂食機能療法の算定に関しては､

８月10日に ｢社保・学術・センター介護合同

研修会～摂食・嚥下研修会～｣ においても説

明を予定している旨の話があった｡ さらに､

事前質問・アンケートに関しては､ 県歯や各

郡市の新体制発足から､ 本会議までの期間が

短かったこともあり､ 事前質問・要望はやや

少なめではあった｡ その中の ｢歯科における

抗生剤､ 鎮痛剤､ 含嗽剤などの適応について

まとめてほしい｣ との要望に関しては､ ｢委

員会の発行物で特集を組む予定である｣ との

回答であった｡ 協議に移り､ ｢各郡市との連

携及び個別指導対策について｣､ ｢正しい算定

のためのレセプトチェックについて｣ に関し

ては､ 委員会報告をはじめとした県歯社保委

員会からの発行物による情報を､ 郡市会員ま

できちんと通達していただけるよう､ 意見交

換を行い､ また､ 各郡市へ出向いて講演等を

行っていくキャラバン隊について話し合いが

行われた｡

報告事項・協議事項を通して､ さまざまな

意見が出され､ 予定時間では足りないほど充

実した会議であった｡ 緊張感のある会議の後

は､ 各郡市社保担当者と県歯社保委員会との

連携がさらに深まるように､ 懇親会へと場所

を移し､ さらなる情報や意見交換を行った｡

(社保 隈井 隆弘)

充実した会議であった

―各郡市社会保険担当者会議―

各郡市への情報提供､
連携強化をめざして

���������� �� ��
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８月10日 (土) 午後３時より､ 県歯会館４

階ホールにて､ 摂食・嚥下研修会が開催され

た｡ 宮坂副会長の挨拶後､ 社会保険委員会

田中理事により､ 摂食機能療法の算定にあたっ

ての必要事項と摂食機能療法の算定の流れに

ついての説明があった｡ その後､ 大阪大学大

学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 舘

村卓准教授により ｢３つのキーワードで考え

る摂食嚥下障害｣ の演題のもと約３時間にわ

たり講演が行われた｡ 独特の関西弁で始まっ

た講演は､ いつの間にか話に引き込まれ会場

内は笑いながら楽しく講演を聴かせていただ

いた｡ 講演では､ 最近の主な死因別死亡数で

肺炎が､ 悪性新生物､ 心疾患､ に続いて第３

位になり､ 80歳以上では､ 第１位ということ

であった｡ また､ 誤嚥性肺炎で亡くなられた

患者の92％は65歳以上ということであった｡

その後､ 何故経口摂取が望まれるのかにつ

いて説明された｡

・経鼻栄養チューブや胃瘻などの非経口的栄

養法が長期的には栄養障害になる｡

・多様な料理法によってバランス良く栄養を

摂取できる｡

・早期離床・早期歩行によるリハビリテーショ

ン｡

・非経口摂取代替栄養法が非人間的である｡

・QOLの改善｡

以上の事について詳しく述べられ､ 経鼻栄養

チューブにより栄養管理が行われていた患者

さんが､ 経口摂取できるまでの映像を交え説

明された｡

まず口腔～咽頭の感受性の改善をするため

に口腔リハビリテーション (脱感作・ストレッ

チ) を行い､ 次に口腔ケア (口腔清掃) を行

う｡ ①誤嚥性肺炎の予防②舌運動領域の拡大

③頬筋・閉口筋のストレッチ④口峡の開大量

の改善 その後前口蓋弓のマッサージを行い､

経口摂取訓練を開始した｡ 単一回嚥下訓練､

連続嚥下訓練を行うと､ 約半年で50ml/回の

注入が可能になり､ 舌の上に載せると舌運動

により嚥下でき､ シリンジでの注入中に口唇

閉鎖可能になった｡ 介入１年後にはソフト食

が摂取可能になっていた｡

他にも､ 車椅子やベッド上での誤嚥防止姿

勢として､ うなずき・姿勢保持・足底接地が

重要であるとのことであった｡

舘村准教授のご両親の事例も交えて話され

た講演は､ 笑い混じりの､ 楽しく有意義な講

演であった｡

(センター・介護 青砥 圭吾)

―摂食・嚥下合同研修会―

なぜ経口摂取なのか？���������� �� �� �� �� �� ��



熊歯会報 Ｈ.25.９

12

保険料の値上げは来年３月に結論

７月27日 (土) 午後４時から､ 県歯会館に
て熊本県歯科医師国民健康保険組合第２回臨
時組合会が開催された｡ 事務局による点呼が
行われ､ 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｡
新議員になり初めての組合会のため議長に
田中議員 (熊本市)､ 副議長に犬束議員 (玉
名郡市) を選出し議事に入った｡
－理事長挨拶－
本日は25年度新議員になり､ 始めての組合
会となります｡ 本組合には２つの大きな問題
があります｡ ①組合員資格確認調査 ②保険
料の値上げについて です｡ 国保組合に対す
る定率補助金削減の問題は先の参院選の結果
を受けて凍結状態となる｡ しかしながら､ 将
来的には国保改革は予断を許さなくなると思
われる｡ 本組合も含めてどの保険者も財政難
であるが､ 今後国保組合成立のいきさつも含
めて議員の皆様に対する働きかけを強めてい
きたい｡ 特に若い組合員比率の大きい当組合
では､ 前期高齢者負担金・後期高齢者支援金
の負担が大きいが国の法律には従わざるを得
ないので､ 協議の中で今後の国保組合の運営
について先生方の色々なご意見を賜りたい｡
次に議事録署名人に井出議員 (熊本市)､
阿久根議員 (菊池郡市) が指名され､ その後､
組合員物故者に対して黙祷が行われた｡ 続い
て上野副理事長と桑田常務理事から､ 会務報
告・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24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24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24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２回臨時組合会―

第５号議案：平成24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

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｡

第６号議案：平成25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

谷口議員 (熊本市) ・温議員 (熊本市) か
ら議案について質問がなされた後､ 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｡
谷口議員 (熊本市) ・井出議員 (熊本市)
から事前質問が提出されており執行部からの
答弁がなされた｡
続いて協議に移った｡
執行部より保険料の値上げについて､ ６月
の第１回臨時組合会での説明に加えていくつ
かの試算及び以下の課題について説明があっ
た｡
１) 矯正専門医､ 自費のみの会員に対する賦

課法
２) 分院に対する賦課の導入
３) 給与が低い乙種組合員に対する負担への

配慮
４) 自家診療の廃止
この後､ 協議題に対して活発な意見が交換
された｡ 保険料の値上げについては組合員か
らの色々な意見を踏まえ来年３月の組合会ま
でに結論を出す予定である｡
最後に瀬井理事の閉会の辞で散会となった｡

(国保 守永 純一)

活発な意見が交換された

����������
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６月15日 (土) 午後６時より熊本市練兵町の

和食料理 『仲むら』 において､ 中野敬輔会員の
古希のお祝い会を開催した｡ はじめに､ 中村会
長より ｢この度は70歳という節目を迎えられお
めでとうございます｡ ますますのご活躍とご健
康を願い､ 今日は会員みんなで盛大にお祝いし
たいと思います｡ 中野先生おめでとうございま
す！｣ とお祝いの言葉を述べられた｡ 次に村田
会員､ 長山千帆会員より会を代表して記念品と
花束が贈られた｡ 中野会員は､ ｢早いもので､
70歳を迎えました｡ ゴルフや麻雀､ パチンコと
３つの趣味をうまい具合に掛け持ちしてぼけ防
止に励んでおります｡ すると､ ゴルフで先日県
の大会で１３位入賞を果たすことができました｡
これからもますます自信を持って頑張っていき
ます｡｣ と明るい笑いを誘いながら挨拶をされ
た｡ 田中副会長の乾杯の挨拶で祝宴が始まり､
お酒とともに話も盛り上がり楽しく時間が過ぎ
ていった｡ 後半で､ 中野会員を囲んで集合写真
を記念に撮影した｡ せっかくだからと､ お店が

用意してくれた紫の羽織と帽子を身につけてパ
チリ｡ 最後に勇会員の一本締めで会はお開きと
なった｡ 古希の由来 ｢人生七十古来稀なり｣ に
あるように､ 昔は70年生きるのは稀だったこと
からきているそうだ｡ 今もなお若々しく元気に
活躍され､ さらに趣味も充実されているお姿に
私も励まされる思いだった｡ これからのご健康
とご活躍を会員一同心より願ってお祝いの報告
としたい｡ (坂口 泰子)

若々しく元気で

����� 宇土郡市歯科医師会 �����

―歯科医師会・薬剤師会合同研修会―

��������
７月２日 (火) 午後７時30分より､ 人吉市商
工会議所にて講師に田上大輔地域保健担当常務
理事を招いて､ ｢糖尿病と歯周病｣ 啓発共同事
業に伴なう研修会が行われた｡ 生活習慣病であ
る糖尿病の合併症には､ 網膜症､ 腎症､ 神経障
害､ 末梢血管障害､ そして歯周病がある｡ 歯周
病が進行すると､ 炎症によって出される物質
TNF-α (炎症性サイトカイン・生理活性物質)
がインスリンの血糖値をコントロールする働き
を妨げて糖尿病の状態を悪化させる｡ 医師と歯
科医師の共通のパイプラインである薬剤師に協
力をしてもらうことにより､ 糖尿病患者の減少､
予防に協力していただきたいと熱く語られてい
た｡ 講演終了後､ 薬剤師会の方々は､ 歯周病を
治療することで､ 国民医療費が削減できるとの
グラフに関心をもたれていた｡ 私も､ 砂糖の過
剰摂取による糖化で､ 血管壁に傷がつき､ その
修復の為にコレステロールが集まり動脈硬化の

原因となり､ それに対しての抗コレステロール
薬の過剰投与による､ ビタミンＤ欠乏それに伴
う骨粗しょう症の発生の構図があるような気が
する｡ 歯科医師がもっとシュガーコントロール
を患者に啓発しなくてはならないと思った｡

(瀬戸 雄行)

人吉市歯科医師会

糖尿病に関して改めて学習中

郡市会報告
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―総会―
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６月29日 (土)

午後３時30分より

県歯会館３階県研

修室にて一般社団

法人熊本市歯科医

師会定時総会が開

催された｡ 総会の

後半では役員選挙

が開催され､ その

結果､ 役員全員の

選出と新会長の選

任がなされた｡

総会では議長に

矢毛石豊会員､ 副

議長に片山晃紀会

員を選出して､ まず今期をもって退任される清

村正弥会長より､ ４年３カ月にわたる会務の遂

行について総括があり､ 役員及び会員に対して

感謝の言葉があった｡ また､ 成果としては任期

の間に公益法人改革の対応が無事終わったこと､

継続事項としては会費の定額制への一本化､ フッ

化物洗口事業の推進を述べられた｡

総会では報告及び議事の議案は全て承認可決

された｡

協議

１. 本会の会員増に伴う支部区割りの見直しに
ついて

２. 本会会費の徴収方法について
３. その他�デンタルダイヤモンド社との契約について�歯科医師国保組合員の資格調査､ 保険料に

ついて�熊本市歯科医師会への入会率について
特に会費問題はこれからも議論を重ね､ 来年

４月までには定額制への一本化にしたいとの執

行部からの回答があった｡

最後の議案は一般社団法人になって､ 次の執

行部を決める初の選挙で､ 郵送投票253名直接

投票32名の一般会員285名で投票が行われた｡

一般会員総数372名の過半数を超えたので本選

挙は成立し､ その結果13名の全理事候補者と監

事候補者２名のいずれもが過半数の票を獲得し

当選した｡

この後､ すぐに臨時理事会が別室で開かれ宮

本格尚会員が第18代熊本市歯科医師会会長に任

命された｡

新役員
最後に宮本格尚新会長より､ 退任される前執

行部の役員の方々と､ 法人化による初めての選

挙で何かと苦労をおかけした岡本委員長をはじ

めとする選挙管理委員会の先生方への謝辞があ

り､ 会費の定額制への一本化､ フッ化物洗口事

業の二つの継続課題を遂行する決意の挨拶をもっ

て総会を終了した｡

(温 永智)

会費の一本化､ フッ化物洗口を遂行する

����� 熊本市歯科医師会 �����

会 長 宮本 格尚

副 会 長 田中 弥興

副 会 長 渡辺 猛士

専 務 理 事 高松 尚史

常務理事(会計) 古川 猛士

常務理事(庶務) 小野 秀樹

理事(厚生) 瀬井 知己

理事(地保) 井野 健

理事(学術) 大塚 昭彦

理事(学歯) 井手 裕二

理事(広報) 温 永智

理事(医管) 有働 秀一

理事(社保) 渡辺 洋

監 事 稲葉 逸郎

監 事 蔵田 幸一
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７月６日 (土) 午後５時より､ 天

草市内某所にて､ 山本源治新会長就

任祝賀バーベキュー大会が開催され

た｡ 梅雨の合間で､ 一時小雨のぱら

つくこともあったが､ 久々山芳文前

会長をはじめ､ 多数の会員が参加し､

盛会となった｡ 又同日ＢＢＱの前に

行われた石井みどり杯のボウリング

大会においても､ 並み居る強豪をな

ぎ倒し､ 山本新会長の優勝で幕を閉

じた｡ ＢＢＱには､ あわびやこぶし

大の牡蠣などもあり､ 天草の地の珍

味も味わうことができた｡

ＢＢＱ終了後は､ ２次会に席を移し､ 更なる

天草の歯科医療の向上､ 新体制天草郡市歯科医

師会の発展を互いに誓い合って､ 締めくくりと

なった｡ (蓮田 政仁)

天
草
珍
味
に
舌
鼓
を
打
っ
た
Ｂ
Ｂ
Ｑ
大
会

天草郡市歯科医師会

―寿賀の会―
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７月13日 (土) 午後６時30分より､ 嘉島町の

うなぎ・料亭 ｢とくなが｣ にて､ 上益城郡歯科

医師会会員多数参加のもと､ ｢矢毛石陸男会員

の古希を祝う会｣ が行われた｡

まず､ 会員を代表し発起人でもある玉置孝信

会長から矢毛石会員の紹介があり､ 引き続き､

岩田浩志副会長より矢毛石会員に記念品の贈呈

が行われた｡ 紫の祝着に身を包んだ矢毛石会員

より謝辞があった｡

入江英仁会員の乾杯により祝宴が始まった｡

創業120年を誇る大きな日本庭園を眺めながら

の貴重なうなぎの会席料理は､ 祝いに花を添え

た｡

矢毛石会員は､ 臨床をされながら警察歯科医

として長年､ ご尽力されており､ 御巣鷹山の日

航機墜落事故や東日本大震災での歯科医師の果

たした役割を教えて頂

いた｡ また､ 事件､ 事

故､ 災害など改めて､

歯科医師のもつ役割の

重要性を､ 再認識させ

られた｡

矢毛石会員を囲んで

の楽しいひと時は､ 時

間の過ぎるのを忘れさ

せるものとなった｡

若手を代表して内野玲

会員の一本締めにて､

祝宴はお開きとなった｡

(工藤 智明)

紫の祝着に身を包んだ
矢毛石会員

上益城郡歯科医師会
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７月18日 (木) 午後８時より､ 宇土中央公民
館の大広間において､ 宇城消防本部より３名の
消防士の方をお招きし､ ｢AEDと救急蘇生｣ と
題し講話があった｡ 会員とそのスタッフを合わ
せると総勢44名の参加で会場はほぼ満員状態と
なった｡ 会に先立ち､ 中村会長より ｢前回のA
ED研修会はもうかれこれ４～５年前になり､
記憶も薄れていると思います｡ AEDを持って
いても､ いざという時に使えないと何にもなら
ないので､ 今日の研修会でしっかり実践できる
よう覚えて実践に役立てましょう｡｣ と挨拶が
あった｡ 講話の内容は､ ①心肺蘇生法 (胸骨圧
迫) について②AEDの使い方についてで､ そ
れぞれ消防士さんによるデモンストレーション
と会員とスタッフの実践練習を行った｡ AED
の使い方も大事だが､ それよりも救急車が来る
までの間､ 患者の意識が回復するまで胸骨圧迫
(30回→人工呼吸２回→30回→人工呼吸２回→
この繰り返し) をし続けることが重要だ､ と言
われていた｡ 患者が倒れたならば､ 安全な場所
に移動し､①意識の確認→②呼吸の有無→③119
番へ通報､ 周囲にAEDの要請､ の順番で行う｡
実際に人形を使って心肺蘇生を体験したスタッ

フからは ｢意外と疲れる｣ とか ｢なんとか出来
そう｣ など様々な感想が出ていた｡ ３グループ
に分かれ､ ほぼ参加者全員が体験することが出
来た｡ 最後に､ 田中副会長より ｢本当ならば出
来るだけ遭遇したくはないけれども､ 万が一起
きた場合､ 適切な処置が出来るよう日頃からシュ
ミレーションしておきたいと思う｡ 今日の研修
会を大いに役立てたい｡｣ とお礼の言葉を述べ
られ､ 会はお開きとなった｡

(坂口 泰子)

宇土郡市歯科医師会

適切な対処が出来るように

―三師会総会＆懇親会―
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７月19日 (金) 午後７時よりホテルヴェルデ
において､ 平成25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
を深めるため毎年この時期に開催されている｡
総会は開会宣言に始まり､ 急逝された７名の
医師会･歯科医師会会員 (本会は緒方健一会員､
吉田公典会員) に対し黙祷を行い､ 阪口峻一
三師会会長 (医師会会長) 挨拶の後､ 新入会員
の紹介･挨拶が行われた｡
続いて議事に入りH24年度､ H25年度の事業､
決算､ 収支予算といった各議題に関して報告､
質疑､ 承認がなされ滞りなく終了した｡
そしてその後の懇親会では毎年そうだが三師
会会員相互が各テーブルを周り積極的に歓談｡
また余興では例年どおり各会から選抜された会
員のカラオケ､ 薬剤師会会員は有志 (とはいっ

ても20名規模！) でのダンス (今年は ｢くまモ
ン体操｣) が酒宴の場を盛り上げ､ 荒尾市三師
会連携事業が､ 強い絆で押し進められることを
確信した２時間であった｡ (坂田 輝之)

今年はくまモン体操

荒尾市歯科医師会
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―研修旅行―
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７月20日 (土)､ 21日 (日) に八代歯科医師

会恒例の研修旅行が行われた｡ 本年の旅行はい
つもより少し足を延ばし､ 長崎の異国情緒と本
格中華を味わう旅である｡ その趣旨に惹かれた
のか参加者も例年よりかなり多い28名であった｡
午後２時半に集合場所であるみやざき歯科医院
駐車場を貸切バスで出発､ 八代インターから高
速に乗り一路長崎へ向かう｡ 車内にはビールを
片手に皆リラックス､ 飲んでは出し飲んでは出
しを繰り返しながら午後６時､ バスは宿泊場所
のホテルJALシティ長崎に到着した｡ その日の
宴会は中華街入口にある会楽園で行われ､ フカ
ヒレスープや北京ダックなど期待以上の美味し
い中華料理を食べることができ､ 皆大満足であっ
た｡ その後は二次会に参加したり､ 賑やかな街
を散策したり各々自由行動であったが､ 皆日頃
の忙しさを忘れて楽しい時間を過ごせたようで
ある｡
日曜日の集合は朝８時15分､ 早い出発のため

私を含め眠たそうな人が多い｡ 天気は快晴､ し
かもすでに暑い｡ 今日はハードな一日になりそ
うだ｡ バスは目的地の長崎港へ向け出発した｡
長崎港からは高速フェリーに乗り込み､ 端島､
通称軍艦島に上陸する予定である｡ 予定という
のは波の高さによっては上陸できず海上から見
学だけの可能性があるからだ｡ フェリーは200
名を超すツアー客を乗せ､ 滑るように海面を進
んでゆく｡ 映画007の舞台にも選ばれたせいか
外国人の客も多い｡ 途中､ 高島の石炭資料館に

立ち寄り白紙同然
の軍艦島について
の知識を頭に入れ
る｡ 長崎港から南
西へ約18キロ､ 軍
艦島が姿を現して
くるとその迫力に
我々は圧倒された｡
岸壁が島全体を囲
い､ 高層鉄筋アパー
トが立ち並ぶその
外観､ 威容､ ｢軍

艦｣ 島とはよく言ったものである｡ 幸いにも上
陸を許され､ 見学コースをガイドさんの説明を
聞きながら歩いてゆくと､ かつて5300人もの人
間が生活していながら時代の流れのせいで廃墟
になるしかなかった人工島の悲哀が胸を打つ｡
どこもかしこもボロボロだ｡ しかし何故か美し
い｡ 廃墟美とはこういうものを言うのであろう｡
久しぶりに感動を覚え清々しい気持ちで帰りの
船に乗り込んだ｡ 2009年には世界遺産暫定リス
トにも登録されたこの軍艦島､ 一見の価値あり
ですよ､ 皆さん！
長崎港から再びバスに乗り､ 昼食場所の嬉野
温泉へと出発する｡ しかしこの暑さである､ 幸
い熱中症で倒れはしなかったものの､ 皆汗でベ
トベトのドロドロだ｡ しっかり温泉を用意して
くれた厚生委員の方々に心より感謝いたします｡
バスは嬉野のホテル桜に到着し､ さっそくクー
ラーの効いた部屋でビールを飲みながら美味し
い料理を戴く｡ まさに生き返った気分｡ 最後に
温泉を堪能し本当に贅沢な気分に浸ることが出
来た｡ 翌日からの診療も頑張ろうという気にさ
せてくれる楽しく､ そして思い出に残る今回の
旅行であった｡ 午後６時には八代に到着し皆元
気良く解散､ みやげ話を胸にそれぞれの家族の
もとへ帰っていった｡ (岩崎 晃司)

早く温泉に入りたい…皆の思いはひとつ

����� 八代歯科医師会 �����

廃墟が似合う男達
今や世界中が注目の端島(軍艦島)
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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｡

福井偉功人
(フクイ イクト)

熊本市東区
健軍本町29番地８

福井歯科医院

①神社仏閣について
②患者さんに喜んでいただけるような歯
科診療｡
治療後､ 患者さんが笑って帰っていた
だけるようになりたい｡
③当院の一番の特徴はスタッフがよいこ
とです｡
明るい笑顔と笑声､ 丁寧な対応で患者
さんや来客の方をお迎えします｡
④より多くの患者さんに喜んでいただけ
ますよう医院全体でがんばっていきた
いと思います｡ よろしくお願いいたし
ます｡

第第１１種種会会員員

添島 英輔
(ソエジマ エイスケ)

熊本市中央区
桜町1-28-205

添島歯科医院

①健康
②特になし
③ホスピタリティ
④歯科を通して社会貢献する

第第２２種種会会員員
松原明日香
(マツバラ アスカ)

熊本市東区
長嶺南4-11-114

松原歯科医院

①歯周治療と審美歯科
②生涯を通して､ お口の健康と美をサポー
トしていける様な診療
③特にありませんが､ 細かいところまで､
気くばり､ 心くばりが出来る様に心が
けております｡
④楽しく仕事 (歯事) をすることです｡
今後とも宜しくお願い致します｡

林 英臣
(ハヤシ ヒデオミ)

天草市川原町53番

つばさ歯科クリニック

①ＴＰＰ
税と社会保障の一体化｡
②医療安全及び院内感染対策をきちんと
行い､ 安全な歯科診療の提供を行う｡
③特になし
④在宅歯科医療の充実
地域包括ケアの構築
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会 務 報 告 自 平成25年７月５日
至 平成25年８月22日

所管 日付 摘要 出席

総 務

７月８日
県・荒尾市総合防災訓練第２回全体説明会 (荒尾総合文化センター) 木下書記

県健康福祉部との懇談会 (ホテル日航) 浦田会長他15役員

９日

第２回理事会
(１) 新入会員の承認
(２) 菊池郡市歯科医師会からの依頼
(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 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

10日
フッ化物洗口に関する普及啓発事業打合せ (県庁) 宮坂副会長

日本歯周病学会第６回九州地区臨床研修会実行委員会 井上理事

11日 支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

12日 日本口腔顎顔面外傷学会懇親会 (熊本ホテルキャッスル) 小島副会長

13日 阿蘇郡市歯会臨時総会懇親会 (熊本市)
浦田会長､ 渡辺専務理事､ 澤田事務
局長

17日

県庁との打合せ 県民提案による健康づくりモデル事業 (健康長寿推進事業)
健康づくり推進課山内課長､ 三浦課長補佐

宮坂副会長

県医療・保健・福祉団体協議会第１回理事会 (県医師会館) 小島副会長

第１回常務理事会
(１) 九地連協議会提出協議題の回答 (２) 三師会懇談会への提案事項
(３) 県警察歯科医会役員及び理事会メンバーの選任 ほか

浦田会長他小島副会長を除く常務理
事以上全役員

18日

第１回県医療審議会 (県庁) 浦田会長

未入会者研修会
(１) 本会の機構､ 関連事業および諸制度
(２) 保険診療 (３) 医療事故・トラブルへの本会の対応 参加者：５名

浦田会長､ 八木・牛島常務理事､ 冨
屋・田中理事

19日 学院合同就職説明会打合会 八木・牛島常務理事､ 池嶋委員長

20日
臨時代議員会 [議事] 第１号～第２号議案

[協議] (１) 時局対策 (２) その他
中村議長､ 市原副議長他45議員､ 浦
田会長他全役員､ 伊藤学院長

24日 熊本空港緊急計画連絡協議会 (くまもとエミナース) 澤田事務局長

25日 支払基金審査委員懇談会 (熊本全日空ホテルニュースカイ) 浦田会長

26日

九州各県事務局長連絡会 (ホテル・レクストン鹿児島) 澤田事務局長

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

月次監査 ６月末現況監査 久々山・西野監事

27日 県医療ソーシャルワーカー協会創立50周年記念祝賀会 (熊本ホテルキャッスル) 宮坂副会長

29日
第１回健康づくり県民会議幹事会 (県庁)
Ｈ25年度県民提案による健康づくりモデル事業 (健康長寿推進事業) ヒアリング

宮坂副会長

九地連協議会打合せ 渡辺専務理事､ 八木・牛島常務理事

30日
第１回裁定審議委員会

元島委員長他全委員､ 浦田会長､ 小
島副会長､ 八木・牛島常務理事､ 冨
屋理事､ 澤田事務局長

第１回選挙管理委員会
三隅委員長他３委員､ 浦田会長､ 渡
辺専務理事､ 牛島常務理事

31日 第２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) 小島副会長

８月１日 大江九州厚生局長新任挨拶のため来館 浦田会長

１日 会計打合せ 八木常務理事

３日

九州各県会長会議 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長

九地連協議会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長他全役員

九地連総会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長他全役員

５日

県医療政策課との打ち合わせ 浦田会長

第２回常務理事会
(１) 新入会員の承認
(２) ｢生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり調査研究事業｣ 助成金交付
(３) 第52回全日本歯科保健優良校の推薦 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

６日
日本歯科医学会第90回評議員会 (日歯会館) 牛島常務理事

三師会懇談会 (熊本市)
浦田会長他牛島常務理事を除く常務
理事以上全役員

７日

県民提案による健康づくりモデル事業に係る調整会議 (県庁) 宮坂副会長

県救急医療連絡協議会 (県医師会館) 牛島常務理事

日本歯周病学会第６回九州地区臨床研修会実行委員会 井上理事

９日
熊本空港緊急計画連絡協議会消火救難部会・救急医療部会 (くまもとエミナース) 澤田事務局長

歯科審査委員との懇談会 (熊本市) 浦田会長､ 渡辺専務理事

11日
県糖尿病協会小児糖尿病サマーキャンプ歯科講話 (TOOTH FAIRY支援事業) (美里町)
対象児童 (３才～18才) 50名への歯科講話､ 歯みがき指導､ だ液検査

渡辺専務理事

12日 県行幸啓奉迎委員会結成式 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長

18日 熊本歯科衛生士専門学院同窓会定例総会懇親会 (メルパルク熊本) 小島副会長

20日

第３回常務理事会
(１) 新入会員の承認
(２) 平成25年度総務の事業計画 ｢諸規則・規程の整備｣ の取り組み
(３) 一般社団法人熊本県歯科医師会表彰規程の一部改正案 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

22日 県教育庁との懇談会 (熊本市)
浦田会長､ 小島・宮坂副会長､ 渡辺
専務理事､ 八木・牛島常務理事､ 大
林理事､ 澤田事務局長
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所管 日付 摘要 出席

学 術
７月16日

学術委員会
(１) 委嘱状伝達 (２) 写真撮影 (３) 平成25年度事業計画の確認

浦田会長､ 井上理事､ 堀川委員長他
全委員

31日 第１回日歯学術委員会 (日歯会館) 牛島常務理事

社会保険

７月６日

レセプト事前チェックセンター
相談者：２名 (来館・１名､ 電話・１名)

田中理事

社会保険個別相談会
相談者：２名

清水委員長他３委員

13日

社会保険個別相談会
相談者：１名

橋本副委員長

社会保険委員会
(１) 委嘱状伝達 (２) 会員向け発行物 (３) 個別指導立ち合い・相談会 ほか

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他12委員

16日
社会保険個別相談会 (八代市)
相談者：１名

清水委員長

18日 保険個別指導 (KKRホテル) 田中・椿理事､ 清水委員長

24日
社会保険個別相談会 (宇城市)
相談者：１名

金本副委員長他２委員

27日

社会保険個別相談会
相談者：２名

田中理事､ 桐野・橋本副委員長他５
委員

各郡市社会保険担当者会議
中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他12委員

８月２日

社会保険個別相談会 (宇土市)
相談者：１名

田中・渡辺委員

社会保険個別相談会 (宇城市)
相談者：１名

金本副委員長他１委員

５日
レセプトチェックセンター
相談者：３名 (来館・１名､ 電話・１名､ FAX・１名)

田中理事

８日

保険個別指導 (KKRホテル) 金本・橋本副委員長､ 渡辺委員

社会保険小委員会 (１) 各郡市社保担当者会議報告書
(２) 九州各県社保担当者会議各県提出協議題回答
(３) 今後の社保委員会活動への意見・提言回答

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他３委員

地域保健

７月６日
地域保健委員会
(１) 委嘱状伝達 (２) 今年度県委託事業 (３) 九州各県地域保健担当者会 ほか

宮坂副会長､ 田上常務理事､ 川瀬委
員長全委員

18日 熊日新聞社との標準的な成人歯科健診モデル事業打合せ (熊本日日新聞社) 二宮委員

25日
地域保健小委員会
(１) 標準的な成人歯科健診モデル事業 (２) 医科歯科連携研修会
(３) 各郡市地域保健担当者会

田上理事､ 川瀬委員長他４委員

８月10日
各郡市地域保健担当者会
(１) 糖尿病・歯周病医療連携

宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上常
務理事､ 川瀬委員長他７委員

22日
糖尿病予防対策・保健医療関係者研修会 (熊本県立大学) 田上常務理事

県委託事業打合せ (熊本県立大学)
(１) 8020支援事業打合せ

田上常務理事

広 報

７月16日
広報委員会
(１) 委嘱状伝達 (２) 会報８月号・編集

浦田会長､ 加藤理事､ 佐藤委員長他
全委員

19日 フロンティアビジョン創立十周年記念祝賀会 (ホテル日航熊本) 加藤理事

20日 臨時代議員会取材 坂田・永廣委員

22日
広報小委員会
(１) 会報８月号・第１回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他３委員

29日
広報小委員会
(１) 会報８月号・第２回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他２委員

31日
広報小委員会
(１) むし歯予防うがい液 (フッ化物洗口) の有効性に関する普及啓発事業に係る打合せ

加藤理事

８月７日
テレメッセ打合せ
(１) 10月31日 (木) 放送分

加藤理事

19日
広報委員会
(１) 会報８月号・編集

加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

20日
広報・学校歯科合同委員会
(１) むし歯予防うがい液 (フッ化物洗口) の有効性に関する普及啓発事業に係る打合せ

大林・加藤理事､ 立本副委員長､ 勇
委員

学校歯科

７月５日

第77回全国学校歯科保健研究大会実行小委員会
日学歯､ 県教育委員会､ 市教育委員会 (１) 実行委員会設置要綱の一部修正
(２) 実行委員会委員､ 実行小委員会､ 実行委員会ワーキング部会の役員改正および異動
に伴う委員の変更
(３) 第１回実行委員会の次第 ほか

浦田会長､ 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､ 井手会員

16日
第77回全国学校歯科保健研究大会総務部会
トップツアー､ ジャンクプランニング

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､ 井手会
員

18日 県PTA教育振興財団審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事

22日 第77回全国学校歯科保健研究大会全体打合会 (日歯会館)
浦田会長､ 大林理事､ 勇委員､ 澤田
事務局長他１名

24日 児童生徒の心と体の健康づくり推進事業第１回推進委員会 (県薬剤師会館) 大林理事

８月１日 熊本市教育委員会への全国学校歯科保健研究大会人的協力依頼 (熊本市役所) 大林理事､ 澤田事務局長
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総務･厚生･医療管理

７月12日
総務・厚生・医療管理委員会
(１) 委嘱状伝達 (２) 委員名簿および担当職員
(３) 総務・厚生・医療管理委員会の業務 ほか

宮坂副会長､ 牛島常務理事､ 池嶋委
員長他全委員

20日 天草郡市健康診断 (天草地域健診センター)

27日 荒尾市健康診断 (荒尾市医師会館)

28日
県がん患者医科歯科連携事業 連携講習１
受講者：75名

渡辺専務理事､ 牛島常務理事､ 渡辺・
工藤委員

８月８日
ファイザー製薬との打合せ
アナフィラキシー補助治療薬剤エピペン使用者研修会

牛島常務理事

10日 天草郡市健康診断 (天草地域健診センター)

22日 山鹿市健康診断 (鹿本中央公民館)

学 院

７月16日 全衛協九州地区会三校連絡会議 (学院校舎) 伊藤学院長他１名

17日
学院研修旅行 (至20日) (北海道)
第48期生：42名

逢坂副学院長他２名

19日 学院合同就職説明会打合会 伊藤学院長

27日
第１回学院体験入学
参加者：40名

８月８日 第１回学院教務委員会 伊藤学院長他７名

10日
第２回学院体験入学
参加者：44名

８月12日 学院生夏季休暇 (至９月20日)

国保組合

７月10日 全歯連通常総会 (日歯会館) 浦田理事長

16日
第１回国保臨時理事会
(１) 理事の互選 (２) 平成25年度第２回臨時組合会日程

浦田理事長他全役員

22日 県国保連合会通常総会 (KKRホテル熊本) 田代課長補佐

27日
第２回国保臨時組合会
(１) 規約一部改正 (案) の承認 (２) 平成24年度歳入歳出決算
(３) 平成24年度歳入歳出剰余金処分 (案) の承認 ほか

24議員､ 浦田理事長他全役員

８月10日

九歯連役員会 (ホテルニューオータニ熊本) 浦田理事長

全協九州支部総会 (ホテルニューオータニ熊本) 浦田理事長､ 上野副理事長他２名

全協九州支部役職員研修会 (ホテルニューオータニ熊本) 浦田理事長､ 上野副理事長他２名

所管 日付 摘要 出席

学校歯科

８月５日

第77回全国学校歯科保健研究大会総務部会
トップツアー､ ジャンクプランニング
(１) 運営マニュアル (２) ８／29実行委員会
(３) 当日の受付・来賓

大林理事､ 河原委員長他全委員､ 井
手会員

６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

９日 県教育委員会へ全国学校歯科保健研究大会人的協力依頼 (県庁) 大林理事､ 澤田事務局長

15日 県PTA教育振興財団審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事

17日 九州地区学校歯科医会役員連絡協議会 (那覇市) 大林理事､ 田畑委員

18日
第52回県学校保健研究協議大会事前打合せ会 (人吉市カルチャーパレス) 河原委員長

第52回県学校保健研究協議大会 (人吉カルチャーパレス) 浦田会長､ 河原委員長他３委員

19日
第77回全国学校歯科保健研究大会打合せ
(１) 来賓誘導 (２) 役割分担 (３) プログラム

渡辺専務理事､ 大林理事､ 河原委員
長

20日 県高等学校保健会養護教諭研究協議会 宮坂副会長

医療対策

７月19日
医療対策委員会
(１) 新委員紹介 (２) 事例報告検討 (３) 各郡市医療相談担当者会 ほか

浦田会長､ 冨屋理事､ 岡田委員長他
全委員

８月７日
医療相談
当該歯科医師との医療相談

冨屋理事､ 永松副委員長他１委員

17日 東京歯科大学同窓会県支部蘇山会講演会 冨屋理事

センター･介護

７月11日
センター・介護委員会
(１) 委嘱状伝達 (２) 委員会名簿 (３) 年間行事 ほか

浦田会長､ 松本理事､ 平井委員長他
５委員

24日
在宅歯科事業ワーキング委員会
(１) 事業遂行の班分け (２) 各郡市担当者会 (３) 社保学術センター介護合同研修会

松本理事､ 平井委員長､ 山田副委員
長

27日
センター・介護委員会
(１) 委託事業役割分担 (２) 社保学術センター介護合同研修会打合せ

田上常務理事､ 松本理事､ 平井委員
長他全委員

８月８日 第１回健康づくり講演会 (菊池市文化会館) 宮坂副会長

９日 在宅診療に関する委託事業各郡市担当者会議
宮坂副会長､ 松本理事､ 山田副委員
長

10日
社保・学術・センター介護合同研修会 (摂食・嚥下研修会)
受講者：184名
講師：大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座准教授 舘村 卓先生

小島・宮坂副会長､ 松本・井上・田
中・椿理事他９委員

12日 在宅歯科事業ワーキング委員会 松本理事､ 平井委員長他２委員
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1日（火）

15日（火）

17日（木）

18日（金）

23日（水）

第7回常務理事会

第8回常務理事会

第77回全国学校歯科保健研究大会（第１日目）

第77回全国学校歯科保健研究大会（第２日目）

第5回理事会

行事予定 October

6月中頃に、県（熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課）より
むし歯予防うがい液（フッ化物洗口）の有効性に関する普及啓発事業に
係る企画提案の募集がなされました。さっそくM副会長のもと企画を
立案し、総額800万の3案を７月に提出致しました。結果、県歯は、
予算300万でテレビCM・県民啓発用DVD作成を担当することとなり、
10月のCM開始を目指し現在試行錯誤しているところです。特に
DVDは、学校歯科委員会と合同で、今後いろんな場面で利用できる
よう無い知恵を絞り、充分時間をかけ内容を検討しているところです。
10月からのテレビCMは、RKK番組「ちびっこタイム  このゆびとーまれ」
で毎週火曜日、時間は30秒ではありますが５ヶ月間放送する予定で
います。まだあくまでも予定ですので今後変更がなされるかもしれま
せんが、さらに詳細が決まりましたら会員の皆様にお知らせ致します
ので、ぜひご覧頂きたいと思います。今回このような機会を頂き感謝
申し上げます。　　　　　　　　　　　           　　　　 （H.K）

編集後記

くまもとサプライズキャラクター『くまモン』
Ⓒ2010 熊本県くまモン #1086 


