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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。

最近は春に、ほとんどの小中学校で運動会

が行われていますが、私の中では、運動会と

いえば秋というイメージがあります。

子供達の一生懸命踊っている姿をみてると、

なんだか嬉しくなりました。　　　　　（Ｙ．Ｎ）

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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３期目を迎えました浦田執行部におきまして､ 前期に続き医療対策委員会担当理事を拝命

いたしました､ 冨屋でございます｡

今期の医療対策委員会は､ ７年間委員として職務に従事していただきました大川智弘会員

が､ 熊本県におきます九州歯科大学同窓会会長に､ ご就任なさることを機に､ 委員会をご勇

退されました｡ 長年ありがとうございました｡ 全会員を代表いたしまして､ 心からお礼とご

慰労を申し上げます｡

これを受けまして､ 新体制の医療対策委員会は､ 新たに熊本市の五島嘉人会員と同じく熊

本市の椿賢会員をお迎えし､ 小職を含めまして､ 一名増員された10名体制で職務に当たる事

となりました｡

我々､ 医療対策委員会は､ 毎日のように発生する患者からの苦情・相談に対応し､ 発生し

た苦情・相談が､ 会員の皆様の診療上におけるストレスとならない様に､ 事例解決を図る事

を第一に考え､ 皆様の身近に存在する委員会であろうと心掛けております｡

さらに､ 本年度は､ 委員会の新たな目標として､ 公的病院とのネットワークの広域化､ 増

加するクレーマー的事例の迅速円滑な解決､ 長期にわたり会員の皆様のストレスとなる事例

の減数化等を目標と致しまして､ 活動を行ってまいります｡

また､ ある委員からの提言により､ 事例解決だけでなく､ 一歩踏み込んで事例発生予防に

関する活動を実践していきたいと考えております｡

会員の先生方におかれましては､ 各郡市において任命された医療相談担当者から､ 具体的

情報を確実に入手して頂き､ 毎日の診療上において発生を抑えることが出来る苦情事例が､

いかに多いかという事を御認識頂きまして､ 我々と共に苦情事例撲滅を目指していただきた

いと考える次第です｡

医療事故をゼロにすることは､ あるいは不可能であるかもしれません｡ しかし､ 歯科医師・

スタッフ・患者の言動､ 精神的状況を背景とした苦情相談は､ 限りなくゼロに近く､ 減数化

することは可能であると確信致しております｡

我々､ 医療対策委員会は､ ｢是は是､ 非は非｣ という立ち位置を大前提と致しますが､ 我々

歯科医師会会員が､ 歯科医師としてのモラルを堅持して頂いている限り､ 我々医療対策委員

会は､ 会員の皆様のお立場をお守りし､ お力になれるものと考えております｡

最後に､ 会員の皆様方に不幸にして発生した苦情事例に対して､ 皆様方が､ ご自分が中心

になって事例解決の努力をして頂きます限りは､ 私たち医療対策委員会並びに熊本県歯科医

師会事務局は､ 全力を以てご協力を惜しみません｡

大小にかかわらず､ 診療上､ 患者との間に不都合が生じました節は､ 我々医療対策委員会

に､ お気軽にご相談いただきます様に､ お願い申し上げます｡

必ずやお力になれるものと､ 確信を致しております｡
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―第４回理事会―

レセプトチェックセンター､ 国保
連合会との勉強会

地域保健：標準的な成人歯科健診に関する歯
科衛生士会との研修会

広 報： ｢熊歯会報｣ ９月号校正､ 10月号
編集､ むし歯予防うがい液の有効
性に関する普及啓発事業

学校歯科：第77回全国学校歯科保健研究大会
第１回実行委員会､ 同総務部会､
各郡市学校歯科担当・養護教諭研
究会・歯科衛生士会会議､ むし歯
予防対策事業ワーキング委員会

医療対策：医療相談・苦情事例報告､ 各郡市
医療相談担当者会

センター・介護：介護保険審査会､ 在宅歯科
事業ワーキング委員会､ 口腔保健
センター管理運営委員会､ 第１回
各圏域地域リハビリテーション広
域支援センター連絡協議会､ 障が
い児 (者) 口腔ケア地域リーダー
事業打合せ

総務・厚生・医療管理：健康診断 (阿蘇郡市､
水俣・芦北郡市､ 熊本市・上益城
郡､ 天草郡市､ 人吉市)､ 県がん
患者医科歯科連携事業・連携講習
２､ 同連携講習３､ 県がん患者医
科歯科連携歯科衛生士対象研修会
｢がん患者さんの口腔ケア｣､ 県が
ん診療連携協議会幹事会相談支援・
情報連携部会

学 院：第３回学院体験入学､ 学生合同就
職説明会打合せ､ 全国歯科衛生士
教育協議会九州地区会

事 業 課：奥様医業経営塾第１講

以上､ ８月23日から９月19日までの総務､
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開 会：宮坂副会長
挨 拶：浦田会長

10月17日・18日に開催される第７７回全国
学校歯科保健研究大会まで､ 残り期間が1ヶ
月を切り､ 準備も最終段階に入っています｡
おかげさまで､ 1,000名に迫る参加登録をい
ただいている状況です｡ 2020年に開催される
ことが決定した東京オリンピックの招致活動
の際に ｢おもてなし｣ の心というものが注目
されましたが､ 本会では数年前より､ 他県か
らの参加者がある大会・学会等において､ 常
に ｢おもてなし｣ の心をもってお迎えすると
いうことを念頭において､ 準備､ 運営を行っ
て参りました｡ ですから､ 今回の第７７回全
国学校歯科保健研究大会においても､ これま
での成功を踏まえて､ 自信をもって準備を進
めていきたいと思っています｡ 今回も参加者
から､ ｢熊本に来て良かった｣ ｢すばらしい大
会だった｣ 等の感想をいただけるように､ 先
生方の最後の一押し､ ご協力を宜しくお願い
致します｡
それから､ ９月21日 (土) の新聞記事にお
いて､ 2015年３月までに熊本県下のすべての
公立小中学校において､ フッ化物洗口を実施
するという熊本県の方針が掲載されました｡
我々も県委託事業等を通じて､ さらなる支援､
サポートを行なっていきたいと思いますので､
担当の先生方もそうですが､ 担当でない先生
におかれましても､ 引き続きご協力をお願い
いたします｡
それでは本日も慎重審議､ 宜しくお願いい
たします｡

会会務務報報告告
総 務：第３回理事会､ 第４・５回常務理

事会､ 第12回警察歯科医会全国大
会､ 学生合同就職説明会打合会､
中規模県歯科医師会連合会会議､
社会保障と税の一体改革を考える
会､ 第174回日歯臨時代議員会､
日歯創立110周年を祝う会並びに
日歯・日歯連盟役員就任披露パー
ティ

社会保険：保険個別指導､ 社会保険個別相談
会､ 九州厚生局・県庁との打合せ､

９月24日 (火) 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､ 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4回理事会が開催された｡

����������
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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｡

報報告告事事項項
１. 表彰
・厚生労働大臣表彰
小島 博文 会員／熊本市
表彰式：平成25年11月16日 (土) 12：30
第34回全国歯科保健大会於：大分県
２. 新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく指定地方公共機関の指定
熊本県より､ 新型インフルエンザ等対策特
別措置法に基づく､ 指定地方公共機関として
指定された旨の報告がなされた｡
３. ＢＰ系薬剤の起因による顎骨壊死の調査
歯科を標榜している病院に対して､ ＢＰ系
薬剤の起因による顎骨壊死の調査を実施する
旨の報告がなされた｡
４. 公益目的財産額の確定
公益目的財産額：1,484,704,890円
公益目的財産残額が０となると見込まれる
事業年度の末日：平成57年３月31日
５. 平成25年度シニア倶楽部社会保険研修会
の運営
日時：平成25年９月28日 (土) 午後３時～
場所：ホテル日航熊本 ５階 ｢肥後｣
６. 平成25年度シニア倶楽部の運営
日時：平成25年９月28日 (土) 午後５時～
場所：ホテル日航熊本７階

｢ガーデンバンケット｣
７. 委員会事業企画案
○センター・介護委員会
｢口腔保健センター医療対策研修会｣
開催日：平成25年10月31日 (木)
午後７時30分～午後９時
｢熊本リハビリ病院・施設協会病院との医
科・歯科・連携事業｣
８. 委員会事業実施報告
○地域保健委員会
｢各郡市地域保健担当者会｣
実施日時：平成25年８月10日 (土)

午後３時～６時
｢各郡市学校歯科担当者､ 歯科衛生士会､
養護教諭研究会との合同懇談会｣
実施日時：平成25年８月31日 (土)

午後４時～６時
９. 会計８月末現況
10. その他

連連絡絡事事項項
１. 10月行事予定
２. その他

承承認認事事項項
１. 新入会員の承認について (承認)
第１種会員１名の入会を承認した｡
２. 名義後援使用依頼について (承認)
・スペシャルオリンピックス日本・熊本

・日本訪問リハビリテーション協会学術大会
in熊本
・ＮＰＯ法人食事ケアサポーターズ
以上の名義後援使用依頼について､ すべて
原案通り承認した｡
３. 共催依頼について ｢歯の健康ランド｣ ・
新樹会 (承認)
共催依頼について､ 原案通り承認した｡
４. 奉迎活動への協賛依頼について (承認)
天皇､ 皇后両陛下が ｢第33回全国豊かな海
づくり大会｣ にご出席されることとなり､ そ
の奉迎に関する共催依頼について､ 原案通り
承認した｡
５. 第66回九地連学会厚生行事に伴う部活動
補助金交付申請に対する交付額について
(承認)
５団体から申請があり､ すべて原案通り承
認し､ 部活動補助金を交付することとした｡

議題
１. 国民保護法に基づく指定地方公共機関と
しての ｢国民の保護に関する業務計画書｣
の提出について (承認)
原案通り承認し､ 熊本県に提出することと
した｡
２. 会員懇談会について (承認)
会員懇談会について､ 平成25年度第２回臨
時代議員会 (３月15日開催予定) 終了後に開
催することとした｡
３. 平成25年度委託事業予算 (案) について
(承認)
①むし歯予防うがい液 (フッ化物洗口) によ
る歯科保健対策事業
②むし歯予防対策事業
③介護者歯科実技研修事業
④障がい (児) 者口腔ケア地域リーダー育成
事業
⑤高齢者の口腔ケア事業
すべて原案通り承認し､ 平成25年度第２回
臨時代議員会に議案として上程することとし
た｡
４. 入院給付受給権失効の申請の取り扱いに
ついて (承認)
当該入院給付申請書については､ 正当な遅
延理由が認められないことから無効とするこ
ととした｡
５. その他

協協議議事事項項
１. 第77回全国学校歯科保健研究大会確認事
項
担当理事より､ 大会のスケジュール､ 各部
の役割分担等について説明がなされ､ 役職員
の役割についての確認を行なった｡
２. 時局対策
３. その他
監事講評：久々山監事､ 西野監事
閉 会：小島副会長

(広報 加� 久雄)
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各各 郡郡 市市 新新 執執 行行 部部 紹紹 介介

城の石垣をデザインしたものを出版物や会員
章などに使っている｡
特徴は会員数が多いので､ いろいろな考え
方を持った会員で構成されていること｡
④年間行事､ 事業について
対内
・新入会員オリエンテーション事業
・非会員への対策 ・全会員対内連絡網構築
・園医､ 校医の推薦 ・学校歯科医の研修
・親睦大会の開催
・会員､ 家族､ スタッフへの健康診断
・代診派遣制度の管理 ・スタッフ研修セミナー
・会報 ｢中岳｣ 年４回発行 (６.９.12.３月)
・ ｢かわら版｣ 毎月発行 (年12回)
・三歯会懇談会 ・労務､ 歯科医療管理経営研修会
・医療相談 ・学術講演会の開催
・本会ホームページ維持関連
・保険診療に関する説明会､ 講習会の開催
・医療安全に対する講習会
・個別指導に対する対応 ・支部別の社保説明会
・放射線漏洩測定器の貸出し ・社保Ｑ＆Ａの発行
対外
・医療､ 保健､ 福祉制度への対応
・関係諸機関との連携 ・歯科保健施策の推進
・8020達成事業の推進
・小学校での歯磨き巡回指導 ・企業健診
・歯の衛生週間行事 ・対外広報誌作成
・熊本市8020健康づくりの会との協議会
・用品商組合会との協議 ・妊婦歯科健診
・放射線漏洩測定器の貸出し ・医専連への参加
・市役所職員との協議
・十三大市歯科医師会役員連絡協議会への参加
・医歯連携セミナーへの協力 (年３回)

(宮本 格尚)

①郡市会の内部で現在問題となっていること
・熊本県の方が､ 蒲島知事の肝入りによって､
全県下でフッ化物洗口事業が進もうとして
いる中､ 熊本市は政令市移行により､ その
流れから置いて行かれようとしている｡
平成23年度より､ フッ化物洗口のモデル事
業として､ 各区に１校モデル校を設ける事
を目標に動いているが､ 現在はまだ３区に
留まり､ 残りの２区はモデル校がない状況
である｡ 各区に臨時の歯科衛生士も１名ず
つ配備されて体制は整っているので､ 早い
時期に全区で行われるように働きかけてい
きたい｡
・平成27年４月からの会費の均等割１本化に
向けて､ 準備を続けている｡
今年の秋から､ 会員へ向けての説明会を行
う予定である｡
②郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
フッ化物洗口のモデル事業を行政と力を合
わせて押し進めて行きたいと思う｡
最近は新規入会者も増え､ 会員数も400名
に迫ろうとしてるが会員の考え方や要望も様々
なので､ その中で ｢会に入っていて良かった｣
と思われる会のあり方を模索して行きたいと
思う｡
③郡市会のキャッチフレーズや特徴
キャッチフレーズはないが､ 考えてみたい
とも思っている｡ シンボルマークとして熊本

熊本市歯科医師会 (会長 宮本格尚)
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③郡市会の特徴
会員同士の親睦を第一の目的としているこ
と｡
④年間行事､ 事業について
・会員旅行
・三郡市会合同研修会
・会員およびスタッフを対象とした研修会
・無料歯科健診および歯科相談 (６月､ 11月)
・その他

(中村 進)

宇土郡市歯科医師会 (会長 中村 進)
①郡市会内部で現在問題となっていること
・小中学校におけるフッ化物洗口の開始に向

けての対外的な対応および会員の知識の向

上と意思の統一｡

・行政との連携が強化される中､ とくに宇城

保健所の圏域には２つの歯科医師会 (宇土

郡市､ 下益城郡) があるためそれぞれの歯

科医師会の役割分担がはっきりせず両郡市

会が歯科医師会としての一致した行動をと

りにくい｡

・６名の会員が天草郡市会に移籍することに

より会員数が減少し､ その後は会務に携わ

る会員の負担が増えることが予想される｡

②郡市会で現在計画されている事業
①で述べたように行政との連携が円滑に運

ぶようにとの目的で上天草市大矢野町の６名

の会員が平成26年４月より天草郡市会に移籍

すること｡

・在宅歯科診療に於いて､ 医師会の地域医療

センター医療連携室が協力していただける

様になったこと｡

④年間行事､ 事業について
・定時総会
・臨時総会
・学術講演会
・社会保険研修会 (春､ 秋)
・健康診断
・よい歯の広場 (歯の衛生週間行事)
・ボウリング大会
・スタッフ永年勤続表彰
・福寿会 (60才以上の会員)
・会員旅行
・新年会

(森 隆文)

玉名郡市歯科医師会 (会長 森 隆文)
①郡市会の内部で現在問題となっていること
・熊本県の保険点数の平均点が他県と比べて

低いこと

・フッ化物洗口の普及について

・在宅歯科診療における種々の問題への対応

について

・未入会者対策について

②郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
在宅歯科診療を歯科医師会の事業として取

り組んでいます｡ 医師会の協力の元､ ケアマ

ネージャーやヘルパーに声をかけて研修会を

開いたりし､ 患者の掘り起しをはかっていま

す｡ ケアマネージャーやヘルパーから依頼が

あった患者は､ 主治医がいない場合はその患

者の自宅に一番近い歯科医師が在宅診療に行

けるようなシステムを構築中です｡

③郡市会のキャッチフレーズや特徴
・各委員会の活動が会員の協力により活発に

行われていること｡

・ ｢よい歯の広場｣ が玉名郡市に於いて広く

認知され､ 定着し､ 参加者が毎年多いこと｡

��������������������������������������������������
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ので運営は比較的容易であると思う｡

また三師会を通じた医歯薬連携も会員相互

の交流は作られているので､ あとは医療の現

場にこの関係を還元し１人でも多くの患者の

健康増進に努めていければと思う｡

④年間行事・事業について
９月以降計画中のものも含めて次の通りで

ある

10月 全国学校歯科保健研究大会参加

11月 城北地区役員連絡協議会

荒玉麻雀大会

12月 荒玉役員連絡協議会

１月 家族新年会

２月 荒玉合同学術講演会

会員研修旅行

その他に毎月の通常例会､ 理事会といった

会務や寿賀の会､ 医師会､ 薬剤師会､ 玉名郡

市歯科医師会との様々な厚生事業等も企画中

である｡

(坂田 輝之)

荒尾市歯科医師会 (会長 山本 宏)
本年度､ 荒歯会は福嶋修治会長から山本宏
新会長に交代し新たなスタートを切った｡
①現在問題となっていること
糖尿病､ 認知症患者対応､ 寝たきり患者の

摂食､ 嚥下障害といった歯科から医師､ 看護

師､ 施設介護職員への情報提供がうまくいっ

ておらず医科歯科連携事業の重要性がまだま

だ普及していない点と荒尾市の国保の医療費

負担が財源をひっ迫するところまできてしまっ

た点

②現在計画中の事業および将来の夢
本会は医師会との交流事業が比較的多いの

で①の問題を解決するために医科歯科連携の

必要性を今まで以上に様々な場で情報発信し

ていく予定である｡

また介護施設とのコンタクトを本会より積

極的に取るようにし､ 定期的な勉強会が少し

ずつ行われるようになってきたことで､ 誤嚥

性肺炎予防の口腔ケア､ 咀嚼・嚥下機能の維

持が医療費の軽減につながり､ 結果､ 国保の

負担軽減につながるところまで期待したい｡

なおフッ化物洗口は市内モデル校を選定開

始することから始め､ 普及に努めていく予定

である｡

③キャッチフレーズや特徴
キャッチフレーズは特に決めてはいないも

のの､ 本会は毎月高い出席率を誇る例会や様々

な厚生事業で普段から若手と中堅､ 年長組と

の親睦が様々なところではかられている会な

国体セーリング成年男子 ウィンドサーフィン級で
河野宏和会員が７位入賞

国体のセーリング成年男子ウィンドサーフィン級で､ 河

野宏和会員が県勢として14年ぶりに入賞した｡ 試合会場の

若洲海浜公園ヨット訓練所沖は風の変化が大きく､ 天候を

読む力が問われるコースとなっている｡ 初日の第1レース

は11位と振るわなかったが､ その後は安定した力を発揮し

て､ 最終第6レースまで一桁順位を守った｡

※詳細は熊本日日新聞 (平成25年10月2日) に掲載されています｡

報 告
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④年間行事､ 事業について
・例会､ 理事会 (毎月)
・総会､ 臨時総会
・歯の衛生週間事業 (６月)
・忘年会 (12月) 新年会 (１月)
・山鹿市三師会への参加
・歯っぴー便り (年１回発行予定)
・三地区釣り大会及びゴルフ大会への参加
・山鹿市民医療センターとの医療連携及び勉強会
・移動例会

(小林 聡)

山鹿市歯科医師会 (会長 神山久志)
①郡市会内部で現在問題となっていること
・未入会者対策

②郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・フッ化物洗口事業の山鹿市への働きかけと

協力

・プロジェクトＤＭへの参加計画

・在宅歯科医療連携室整備事業への参加計画

・衛生士会やケアマネージャーとの勉強会

・歯周治療の計画的勉強会

・定期的に社保の勉強会を開き､ 正しい保険

請求を行う｡

・山鹿市民医療センターとのがん患者医科歯

科連携事業

③郡市会キャッチフレーズや特徴
｢みんなでつくろう歯科医師会｣

が歯科医師会のあるべき姿を見つける一助と

なれば､ 単に手続上面倒だっただけでなく､

有意義な改革であったと言えると思います｡

地域歯科保健に目を向けると､ フッ化物洗

口については保育園・幼稚園 (菊池市の全園､

他市町の多くで実施中) では既に当然の事に

移行途中です｡ 小・中学校でもこれに続いて

ほしいものです｡ 校医として､ 専門家として

後押しを考えます｡ また糖尿病をはじめとす

る有病者､ 妊婦・高齢者を含むハイリスク者

に健診・指導を行い､ 治療まで結びつけるこ

とも大事な地域歯科医師会の仕事であると思っ

ています｡

今後ともご指導を宜しくお願いいたします｡

(宮川 俊弥)

菊池郡市歯科医師会 (会長 宮川俊弥)
平成25年６月15日の総会により執行部が一

新いたしました｡ 公益法人制度改革により従

来と異なる問題点も見えてきましたので､ 内

部・外部の多くの方のご協力をお願いいたし

ます｡

執行部が変わっても､ 平成12年に策定した

『地域に信頼される歯科医師像の確立に向かっ

て』 という基本方針は揺るがない目標です｡

菊池郡市の地域特性として､ 人口の増加

(菊池市は減少です) が挙げられます｡ 当然

それに伴い歯科医院の増加もあります｡ あり

がたいことに最近開業の方は入会される傾向

にあり､ 平成23年以降に10名の新入会員を迎

えました｡ (９月末現在 会員数64名 年度

内入会予定者３名 地区内非会員数12名)

少人数で､ 全員の団結がないとイベントも

行えない状態から､ それなりの人数となり､

誰かがしてくれるのではという他人任せにな

りかねない状態へと移行しつつあるのを危惧

しています｡

歯科医師会の原点に立ち返り､ 何のために､

どうなることが理想なのかを再考する時期で

はないでしょうか｡ 公益法人制度改革のため

に定款・規則の見直しが必要でしたが､ これ

��������������������������������������������������
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� 三師会活動への参加 (医師会､ 薬剤師会との連
携の充実)� 各市町村や保健所との連携による歯科保健の充
実
１歳児半健診､ ３歳児健診､ 8020高齢者表彰� 熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例への協
力

厚生� 会員､ 従業員の健康管理� 会員親睦旅行の実施

社会保険� 保険診療扱いに対する研究と対応� 社会保険研修会の実施

学校歯科� 学校検診および口腔衛生指導の実施� フッ化物利用の推進

医療対策� 介護認定審査会への参加� 訪問歯科､ 障害者歯科への取り組み

広報� 広報誌の発行
(乕谷 真)

阿蘇郡市歯科医師会 (会長 市原誓志)
市原執行部となって二期目の阿蘇郡市は会
員数25名の少数の歯科医師会ですが､ 広大な
阿蘇郡市に散らばっております｡ それゆえ会
合はほとんど郡市の真ん中になる阿蘇市で行
われます｡ 何をやるにも全員参加でやってい
ます｡ 各部門でいろいろな事業が行われます
が､ 最も大きな事業は今年は終了しましたが､
｢歯まつり｣ 事業でしょうか｡ 過去３年間大
雨で中止を余儀なくされましたが､ ４年ぶり
に開催されました｡ 歯科医師会､ 行政､ 郡市
民が一つになって行われ､ 我々もやりがいが
ある事業です｡
他には､ 糖尿病､ 歯周病医療連携､ 医歯薬
の三師での医療連携を行っていきます｡ また
10月26日には､ 阿蘇郡市主催で､ これから注
目を浴びるであろう ｢口腔ケアから広がる可
能性！｣ と題して口腔ケアセミナーを開催し
ます｡
11月には天草へ会員旅行も企画されていま
す｡ 学ぶ時も遊ぶ時も一生懸命の阿蘇郡市歯
科医師会です｡
年間行事､ 事業について
学術�例会の開催�各種研修会の開催 (含む三師会での共催)
地域歯科� 歯と口の健康週間事業 (阿蘇の歯まつり等) の
実施� 口腔衛生思想の普及啓発 (歯科保健計画) の実
施

その功績により今年､ 熊本県知事賞を受けました｡
・八代歯の祭典
八代ハーモニーホールをメイン会場に全４会場で
行われ､ 毎年2000人を超える来場者があり市民に
定着したイベントになりました｡
・ほかの事業として､ 学術講演会､ 補助者講習会､
技工士会との親睦会､ 会員研修旅行､ 家族同伴の
新年会などをおこなっています｡
・また特徴ある行事として､ ６月の吉日に全会員で
八代宮に賀寿祝い厄入り厄晴れの祈願祭がありま
す｡ (上田 龍吾)

八代歯科医師会 (会長 中川純一)
①内部での問題点
・この４月に一般社団法人に移行しましたが､
定款を改定しているのでそれに伴う諸規則の
見直しが必要になっています｡
・会員の年齢構成が逆ピラミッド型になりこ
のままでは会の運営に様々な点で支障が出て
きそうなこと｡
②計画中の事業や将来の夢
・八代医療圏内に病院歯科がなく様々な連携
事業に支障が生じかねない､ あらゆる機会を
とらえて必要性を訴え誘致できるように力を
入れています｡
③キャッチフレーズや特徴
会員の生活が豊かになるための会であるこ
と｡
④年間行事､ 事業について
・八代口腔保健センター運営
会員の輪番制による休日診療を中心に運営してい
ます｡

��������������������������������������������������
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芦北｣４地区合同学術講演会
・病診連携研修会・水俣総合医療センター懇話会

厚生
・会員､ 関係者健康診断 (８月)
・新年会の開催 (１月､ 家族参加)
・会員の研修旅行・各診療所福利厚生事業
・医療安全管理義務 (院内感染・医療機器､ 医薬品
の安全管理)

公衆衛生
・各市町村のイベントへの参加
・歯の衛生週間 (各医院での無料歯科健診)
・高齢者のよい歯のコンクール
・フッ化物洗口推進

社会保険
・例会時の社保研修会及び質疑応答

(伊藤 延隆)

水俣・芦北郡市歯科医師会 (会長 藤崎圭一)
①郡市会の内部で現在問題となっていること
・未入会者対策・入会金・休日当番医につい

て｡

・会員数が少ないため役割分担が困難なこと｡

②郡市会で現在計画している事業および将来
の夢
・医師会との合同研修会､懇親会での病診連

携の強化｡

・水俣総合医療センターを軸に､ 水俣芦北に

隣接する鹿児島県の歯科医師会との合同学

術講演会､ 懇親会で親睦を深め情報交換｡

③郡市会のキャッチフレーズや特徴
少人数を生かした全員参加・地域密着の歯

科医師会｡

④年間行事､ 事業について
総務
・例会・年５～６回開催
・未入会員対策

学術
・例会時のビデオ研修
・学術講演会
・郡市歯科医師会・年２回 (１回はスタッフ合同)
・医師会との合同研修会・年１回
・日常歯科臨床懇話会・｢伊佐､ 出水､ 薩摩､ 水俣

8020表彰) (６月)
・人吉球磨臨床歯科研修会 (年３回)
・人吉・球磨合同学術講演会 (８月)
・人吉・球磨地域歯科保健推進連絡会 (歯ッピーネッ
ト)
・笑顔ヘルＣキャンペーン (11月)
・研修旅行 (２年に１回程度)
・デンタル・ゴルフ・コンペ (八代と球磨郡との合
同で月１回)
・三師会ゴルフコンペ

(與田 桂三)

人吉市歯科医師会 (会長 與田桂三)
①郡市会の内部で現在問題となっていること
・城南五郡市歯科医師会連絡協議会 (10月26

日 人吉主管) を成功させること

・相良村との､ 乳幼児歯科健診・学校歯科医

等に関する折衝

②郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・近隣郡市歯科医師会との連携

・医歯薬連携

③郡市会のキャッチフレーズや特徴
・目標ですが…

『為せば成る

為さねば成らぬ何事も

成らぬは人の為さぬなりけり』

上杉鷹山

④年間行事､ 事業について
・歯と口の衛生週間行事 (無料歯科健診・歯の相談・

��������������������������������������������������



・学術講演会：毎年８月に人吉市と球磨郡が交互に
主催しているが､ 今年は球磨郡主催で８月３日に
おこなわれる､ 講師は我那覇生純会員､ 演題は訪
問歯科診療の進め方である｡ 会員以外に､ 医院ス
タッフなど広く開かれた講演会となっている
・臨床研修会：これも人吉市と合同で開催される｡
場所は人吉総合病院内､ 年に３回予定している｡
会員の発表や外部講師に依頼しての講演会を通し
て､ 臨床上の技術､ 知識の向上や発展に役立って
いる｡
・無料歯科健診：老健施設を訪問して入所者の歯科
健診､ ご本人や家族の方､ 介護者の悩みの相談を
受け入れる｡ 今まで例年３月末に行われていた｡
今年度は未定
・理事会と例会：およそ２カ月に１回､ それぞれあ
さぎり町にある公共の施設にて会議がおこなわれ
る｡
・新年会：地元の国会議員や県議会議員の方も招待
して､ 毎年１月の末におこなわれる｡
・慰安旅行：２年に１度の会員有志で行われる｡ 今
年は未定｡
・休日当番医：年間２回､ １月と５月の休診日が続
く期間に､ 緊急の歯科患者受け入れとして会員が
順番に担当して休日オンコールとしていたが､ 名
前を改め一般の人にも分りやすいように休日当番
医として担当歯科医院の名前と供に地元紙に載せ
てもらうようにした｡

(久保 隆)
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球磨郡歯科医師会 (会長 塚本卓也)
①問題点
・郡内の未入会者が多いこと｡

・歯科衛生士の不足｡

・会員の人材不足による､ 役職兼任､

一人あたりの仕事量の増加について｡

②現在計画されている事業および将
来の夢
・小学校でのフッ化物洗口計画を､

あさぎり町と多良木町で始めるに

あたり､ ８月にフッ化物洗口の説

明会をあさぎり町で予定している

また､ 錦町でも小学校低学年はすでに実施

済みで全学年のフッ化物洗口へ移行中｡

・老健施設の職員を対象とした口腔衛生指導

の講習会の計画｡

・将来の夢はここ10年で殆んどの先生が還暦

を迎えるにあたり､ 球磨郡の将来の歯科医

療を担ってくれる若手先生達の台頭｡

③キャッチフレーズや特長
会員数わずか14名､ 会長職を解かれた先生

方も積極的に会の活動に参加されて手助けし

てくれます｡ 前々会長は､ 副会長と学術をし

てくれてます｡ 会の運営が上手くいっている

のも､ 会員が協力してくれるお陰です｡

④年間行事､ 事業
・通常総会：毎年４月の下旬にひらかれ､ 重要事項
の議決や会則の変更・会計の決算報告などあり､
そのあとに懇親となる｡
・人吉球磨合同理事会：人吉市とは地域的に近いた
め合同で開かれる事が多い行事についてや､ 人吉
球磨地域が抱える問題点など､ お互いに意見が交
わされ親睦も兼ねて毎年４月に開催されていた｡
今年は７月に役員が交代したため開催日は未定｡

先月号の委員会紹介で所属郡市に誤りがありました｡ 訂正してお詫びいた
します｡

(社会保険委員会) 兼子賢之 (宇土郡市) → (下益城郡)
(総務・厚生・医療管理委員会) 長山千帆 (天草郡市) → (宇土郡市)

� � � � � � � � � � � � � � � � ���� ��������������������
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６／16 天草市歯の健康フェスタ (西地区)
７／６ 天歯ボーリング大会

(石井みどり杯)
８／31 三師会研修会

(呼吸器系の感染症について)
歯科演者： 『誤嚥性肺炎について』

中島健氏 (国立病院)
10／５ 第55回 歯牙供養祭､

第50回 天歯学会
(講師：熊大歯科口腔外科

篠原 正徳教授)
11／９ 天草市歯の健康フェスタ (東地区)
＊１～２ヶ月に一度の学術研修会
＊歯周病健診 (５月～12月の朝７：30～

８：30健診センターにて)
＊介護予防口腔機能向上事業
(10施設にて実施)

＊老健施設の無料健診予定

(布井隆之)

天草郡市歯科医師会 (会長 山本源治)
①郡市会の内部で現在問題になっていること
・非会員の歯科医院における在宅診療も増え

ていて､ 高齢化が進む中､ 歯科医師会会員

による在宅診療のネットワーク作りの必要

性

・統合により小中学校が減少し､ 校医にな

れない先生がでてきているが､ 学校歯科医

の割当をどうするか？

②郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
・平成26年４月より大矢野地区６名の会員の

天草郡市歯科医師会への移管

③郡市会のキャッチフレーズ
・天草地区住民の高齢化の中､ 天草の人々

が､ 恵まれた自然の中でおいしい物を食べ

て笑顔で楽しく長生きできるようにサポー

トできる歯科医師会を目指して頑張ってい

きたいと思います｡

④年間行事､ 事業について
４／13 天歯総会
４／21 三師会ゴルフ＆親睦会
６／１ 天草市歯の健康フェスタ (中央地区)

天歯長寿会
(還暦､ 古希､ 喜寿､ 傘寿の祝い)

丸田 忠勝
(マルタ タダカツ)

菊池郡菊陽町
武蔵ヶ丘北2丁目15-8-4

にじの森歯科
クリニック

①仕事：自院の管理!!
プライベート：生後３ヵ月の娘

第第１１種種会会員員
②患者さんに笑顔で通院してもらえるも
の｡

③笑顔と開放感のある空間作り｡
④地域の皆さんと永くお付きあいできる､
笑顔のあるクリニックを目指します｡

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｡
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(その１)
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８月31日 (土) 午後４時より県歯会館にて､
各郡市学校歯科担当者､ 養護教諭研究会､ 歯
科衛生士会の会議が開催された｡ 浦田会長､
熊本県歯科衛生士会福本厚子会長､ 熊本県養
護教諭研究会川下裕美子会長より挨拶があっ
た｡
議題として
①第77回全国学校歯科保健研究大会について
(出席状況と大会時の運営)
大林理事より､ 10月17日 (木)､ 18日 (金)
の日程の説明､ 役割分担､ 市民会館崇城大学
ホール (メイン会場)､ 熊本市国際交流会館
(２日目の領域別協議会で使用) の会場図を
使用し詳しい説明が行われた｡ 参加申し込み
状況がまだ少ないため､ それぞれの会に持ち
帰って頂き､ より多くの方々に参加していた
だくようお願いがあった｡
②日本学校歯科医会の学校歯科研修制度につ
いて
田畑委員より学校歯科医生涯研修制度 ｢専
門研修｣ について説明があった｡
｢専門研修｣ は学校歯科保健における ｢保健
教育｣ ・ ｢保健管理｣ ・ ｢保健活動｣ の３つ
の領域について研修するもので､ 定められた
年数内にすべての受講を終了すると ｢生涯研
修登録学校歯科医証｣ が交付される｡
今年度は ｢保健管理｣ の研修が熊本で行わ
れるため､ 受講するにはよい機会だと話があっ
た｡
日時：10月18日(金)午後２時受付開始
(第77回全国学校保健研究大会２日目終了後)
場所：熊本市 ｢ネストホテル熊本｣

(旧チサンホテル熊本)
講師：東京医科歯科大学

黒田敬之名誉教授
受講申込期間：８月４日～10月４日
③県民提案による健康づくりモデル事業につ
いて
勇委員より啓発用ＤＶＤとキャンペーンソ
ング､ テレビＣＭの制作状況について説明さ
れた｡
テレビＣＭは10月よりＲＫＫ熊本放送の番組
｢ちびっ子タイム・このゆびと～まれ！！｣
のなかで使用される｡
ＤＶＤの内容としてはフッ化物洗口につい

て収録されており
・なぜ今熊本でフッ化物洗口？・フッ素とは？
・フッ化物の安全性・実際の現場の様子等
チャプター分けがなされており､ 必要なと
ころだけ使用できるようになっている｡ フッ
化物洗口については､ ｢今後講演依頼や質問
等が予想されます｡ 是非ご活用ください｡｣
と説明があった｡
④その他
宮坂副会長よりフッ化物洗口剤 (商品名：
ミラノール､ オラブリス) について ｢週１回
法に関する用法・用量の追加｣ が行われた｡
今後ミラノール､ オラブリスを使用し週１回
法に対応できるようになったと報告があった｡
そのほかにも学校歯科健診について､ 歯科医
師側から､ ｢学校現場でエアー､ 照明が暗い
環境での健診に限界がある｡｣ 健診結果の報
告に ｢Ｃの本数を入れないでほしい｣ などの
意見があった｡ 養護教諭側からは ｢事後処置
については郡市で統一していない｡｣ ｢学校に
よっては使用するソフトによってＣの本数が
出るものがある｡｣ と説明があった｡
この会議でそれぞれの立場としての意見を話
し合い､ 相互理解することができ有意義な会
議であった｡
閉会では再度､ 第77回全国学校歯科保健研
究大会が､ 10月17日 (木)､ 18日 (金) の二
日間､ 市民会館崇城大学ホール (熊本市民会
館) と熊本市国際交流会館を会場に熊本で開
催されるため多くの参加を呼びかけるようお
願いされ終了した｡
会報をご覧の会員の皆様､ 全国大会へのご
参加､ ご協力のほどよろしくお願いいたしま
す｡ (学校歯科 宇治 信博)

活発な意見交換が行われた

― 各郡市学校歯科担当者､ 養護教諭研究会､ 歯科衛生士会合同会議―

全国学校歯科保健研究大会
に多くのご参加を

���������� �� ��
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―第２回学術講演会―
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８月24日(土) 午後３時より､ 県歯会館４階

大ホールにおいて､ (株) グラクソ・スミスク

ラインの共催で､ 第２回学術講演会が開催され

た｡ 東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野の

北迫 勇一助教をお招きし､ ｢Tooth Wearの

臨床対応とガムを用いた再石灰化療法の最前線｣

という演題で講演があっ

た｡ 宮本格尚会長の開

会の辞に続き､ 講演が

始まった｡

これまでう蝕､ 歯周

病は口腔の２大疾患と

言われてきたが､ 現在

ではtooth wearが加

わり､ 口腔の３大疾患と言われている｡ このto

oth wearと称される歯質表面の損失は､ 生活

習慣に大きく影響される疾患であり､ 咬耗､ 摩

耗､ アブフラクション､ 酸蝕が属する｡ この中

で酸蝕の定義とは､ 細菌の関与がない酸による

化学的な歯質の溶解が起こることをいう｡ 今回

の講演では､ 特に酸蝕について詳しく説明があっ

た｡

酸蝕の原因として､ 内因性：逆流性食道炎､
拒食症､ アルコール中毒等｡ 外因性：薬剤 (ビ

タミン剤)､ 職業環境因子､ 過剰な酸性飲食物

の摂取等を挙げられた｡ 中でも､ 健康意識が非

常に高い患者で､ 口腔衛生状態も良好であるが､

２年に渡り黒酢 (pH2.7) を毎晩飲み続けた結

果､ 酸蝕を発症した患者のケースでは､ カウン

セリングの難しさを感じた｡ また､ 医科歯科大

学の調査結果では､ 酸蝕症の罹患率は､ 患者の

22.3％で認められたとのことだが､ 実際の臨床

現場では､ 軽度の白濁は見過ごされているケー

スが多いとのことで､ 自分自身でももう少し注

意深く観察する必要性を強く感じた｡

Tooth Wearの臨床指針として､ ①：フッ化

物配合歯磨剤やデンタルガムの応用､ ②：病的

な場合は､ 接着性コンポジットレジンを用いた

MI conceptに基づく最小限の臨床的介入を推

奨されていた｡ ①に関して､ フッ化物配合歯磨

剤､ MIペースト､ フッ化物配合デンタルガム

(POs-Ca F) 等を利用した､ エナメル質再石灰

化の説明が行われた｡ 重要なことは､ 最低20分

間の微量フッ素イオン口腔内滞留が必要条件で

あるとのことだった｡ また､ 特に興味を引いた

のは､ 歯磨剤の中には酸性が強いものがあり､

過剰な酸性飲食物摂取直後に､ この酸性が強い

歯磨剤でのブラッシングは避けるべきという話

があった｡ 歯磨剤のpH値に関しては､ 現在調

査中とのことで､ 今後の研究発表に期待される｡

講演は約２時間30分にわたり行われたが､ 日

常臨床で常に遭遇している内容が多く､ 非常に

興味深く､ 理解しやすい講演だった｡ 最後に､

学術担当理事である筆者が北迫助教に感謝状の

贈呈を行い､ 講演会は終了した｡

(大塚 昭彦)

熊本市歯科医師会

第３の疾患について聴講する会員と演者の北迫助教
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―救急救命講習会―
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８月30日(金) 荒尾市消防署にて救急救命講

習会が行われた｡ これは９月１日(日) に開催
される有明地域合同総合防災訓練 (実際は台風
接近のため中止) の事前講習も兼ねて行われ､
講師に荒尾市医師会から松園､ 西先生をお迎え
し､ また荒尾市消防署隊員の協力で救急救命
(心肺蘇生) に関するレクチャーと実地訓練を
ご指導頂いた｡
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､ チェアーサイドで必要になった場合は

チェア上で行うのではなく､ 即座に床に下ろし
て行うようにと助言頂いた｡ 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ということである｡

本会では毎年本訓練・講習会を実施している
ので､ 継続的に参加している会員は西先生から
お褒めのお言葉をいただくほど､ 心肺蘇生術も
手慣れたものであった｡
年々AEDは全国的に様々なところに設置さ
れ､ 心肺蘇生のための一次救命処置は誰でも行
えるようになり､ 多くの命を救える環境が整っ
てきたことは非常に喜ばしいことである｡

(坂田 輝之)

見るのとやるのでは大違い

荒尾市歯科医師会

玉名郡市歯科医師会

８月22日(木)､ 27日(火) ２日間にわたり学
術講演会が開催された｡ 講師に東歯科医院勤務
の豊永歯科衛生士をお招きし､ １日目 『歯周治
療に歯科衛生士がどのように関わるか』 (講義)
２日目 『PTC・PMTCのスキルアップ』 (実習)
という演題でご講演頂いた｡
１日目､ まず講義の中で講師が強調されたの
は､ 患者さんが歯肉縁上のプラークコントロー
ル､ つまり口腔清掃を行う事が最も重要である
と説明された｡ その為に患者さんが口腔清掃
(歯ブラシ) がストレスにならないように､ シ
ンプルで効率の良い清掃器具 (歯ブラシ､ 歯間
ブラシ､ タフトブラシ､ フロスなど) を歯科衛
生士が選んであげる事が重要である｡
最後に､ 講師の考えている患者さん中心の歯
周治療：①歯周病が治った｡ ②咬めるようになっ
た｡ ③口の中が気持ちいいという言葉をたくさ
ん聞けるように､ 頑張りましょうと言われた｡
２日目､ PMTC・PTCを講師に実演しても

らい､ １チーム２､ ３人でお互いに実習を行っ
た｡ 参加した歯科衛生士はなんとか身に付けよ
うと一生懸命やっていた｡
今回参加した歯科衛生士の皆さんには､ 勉強
した事を各医院で活かして欲しいと思う｡

(永廣 有伸)

���������������
―学術講演会―

PMTCの解説
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����� �����―家族・従業員合同レクレーション―

���������
８月23日(金) 午後７時より､ 嘉島町のサン

トリー九州熊本工場のビアレストランビールの
森にて､ 毎年恒例の家族・従業員合同レクレー
ションが､ 総勢150名の参加のもと開催された｡
玉置会長の挨拶の後､ 山内会員の乾杯で､ スター
トした｡
８月末の暑さの中､ 診療後のサントリー九州

熊本工場の出来たての生ビールと焼き肉はとて
も美味しく最高であった｡ 普段は､ 接すること
のない会員の奥様や各医院の従業員とその家族
も多数参加しており､ また小さいお子さんも多
く､ 活気のあるにぎやかな楽しいレクレーショ
ンとなった｡
美味しい食事の後は､ お楽しみのゲーム大会｡

小学生以下のお子様は､ 東会員とのじゃんけん
大会が行われた｡ 大人は人数多数のため変則ビ
ンゴゲームとなった｡ ビンゴゲーム大会はとに
かく景品が豪華である｡ 景品目当てに､ 思わず

皆熱狂してしまう｡ 歓喜のビンゴゲーム大会は
１時間ほど続いた｡ 景品の当たった人､ そうで
ない人含め皆､ 和気あいあいの楽しいレクレー
ションであった｡ 最後は岩田副会長の挨拶にて､
お開きとなった｡ (工藤 智明)

上益城郡歯科医師会

じゃんけん大会真っ最中の東会員

―第４回天草郡市三師会学術研究会―

�����������
第４回天草郡市三師会学術研究会が､ ８月31
日(土) 午後４時30分より天草地域医療センター
ヒポクラートで行われた｡
この学術研究会は 『医歯薬の三師会の連携を
密にし､ それぞれに関係がある項目の勉強会を
一緒に行う』 という趣旨で計画された研究会で
ある｡ ４回目の今年は ｢呼吸器感染の予防と対
策 ～誤嚥性肺炎を中心に～｣ というテーマで
学術講演が行われ､ 多くの医師､ 歯科医師､ 薬
剤師さらにコメディカル､ 行政からの参加もあっ
た｡
講演は医科より独立行政法人国立病院機構
熊本南病院呼吸器科部長 山中徹氏より ｢肺炎
の予防と治療～高齢化が進む地域での対策～｣
の演題で､ 歯科の方から独立行政法人国立病院
機構 熊本医療センター 歯科口腔外科部長 中
島健氏より ｢誤嚥性肺炎に対する歯科的対応｣
で講演があった｡
超高齢化が進む天草地域にとって誤嚥性肺炎
に対する対応は介護予防の事業とも直結する大
切な活動になると思われ､ 今後の歯科医療にお
いても対策を考えねばならないと思われた｡
中島氏の ｢ものが食べられないという病名が
ほしい…｣ と言うコメントと ｢歯牙があるのと
咀嚼が出来るのとは別問題｣ というコメントは

高齢者を診療することが多い我々にとって､ ま
さに実感することである｡ 義歯を装着したらす
ぐに食べ物を食べることが出来ると思い､ 患者
の紹介をされる医者や高齢者を連れてこられる
家族も多いが､ 現実問題はそんなに単純でない
ことが講演でも示された｡
｢食形態をその患者に適応した形にすること

が大切である｣ ということで熊本医療センター
での対応を示していただいた｡
それぞれの対応策は一般開業医には困難なも
のが多いが､ 今後の咀嚼困難な高齢者への歯科
的対応のヒントが示されていた｡ (内� 祐一)

天草郡市歯科医師会

誤嚥性肺炎について詳しく説明する
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会 務 報 告 自 平成25年８月23日
至 平成25年９月19日

所管 日付 摘要 出席

総 務

８月23日 第12回警察歯科医会全国大会会長招宴 (郡山市) 浦田会長

24日
第12回警察歯科医会全国大会 (福島県・ホテルハマツ) 浦田会長､ 小島副会長
各大学同窓会熊本支部連絡会懇談会 (KKRホテル熊本) 渡辺専務理事

28日 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

28日

第３回理事会
【承認事項】 (１) 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼 (２) 兼職役員の変更
【議 題】 (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｣ の取組
(３) 表彰規程の一部改正 ほか

【協議事項】 (１) 理事の時間 (２) 健康づくりモデル事業に係るキャンペーンソング
(３) 熊本空港航空機事故消火救難総合訓練の参加 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

29日
県庁との打合せ
健康づくり推進課
(フッ化物洗口)

宮坂副会長

30日
月次監査
７月末現況監査 久々山・西野監事

県医療・保健・福祉連携学会第１回企画委員会 (県医師会館) 小島副会長
９月１日 秋山治夫先生叙勲受章祝賀会 (西鉄グランドホテル) 浦田会長
２日 学生合同就職説明会打合会 八木・牛島常務理事､ 池嶋委員長

３日

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 (熊本テルサ) 小島副会長
第４回常務理事会
(１) 入会に伴う共済互助制度の加入辞退の申し出
(２) 国民保護法に基づく指定地方公共機関としての ｢国民の保護に関する業務計画書｣

の提出
(３) 平成25年度委託事業予算案 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

４日 病診連携打合せ
日本リハビリテーション病院協会からの依頼

渡辺専務理事､ 牛島常務理事､ 松本
理事､ 熊本市古川常務理事・有働理
事

11日
中規模県歯科医師会連合会会議 (アルカディア市ヶ谷) 浦田会長､ 小島副会長
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

12日

社会保障と税の一体改革を考える会 (日歯会館) 浦田会長､ 小島副会長
第174回日は臨時代議員会 (日歯会館) 浦田会長､ 小島副会長
日歯創立110周年を祝う会並びに日歯・日歯連盟役員就任披露パーティー (ホテルニューオー
タニ東京) 浦田会長､ 小島副会長

13日
くまもと食と暮らし・いのちを守るネットワーク第４回事務局会議 (メルパルク熊本) 澤田事務局長
肥後銀行との打合せ 八木常務理事

14日 大久保日歯会長との懇談会 (ホテルニューオータニ東京) 浦田会長
15日 小谷田宏先生藍綬褒章受章を祝う会 (浦和ロイヤルパインズホテル) 浦田会長

16日
六県対抗親善野球大会 (県民総合運動公園) 渡辺専務理事
日本学校歯科医会会長招宴 (ホテル日航熊本) 浦田会長

18日

熊本空港航空機事故消火救難総合訓練 (熊本空港) 伊藤学院長､ 八木常務理事､ 椿理事
他４名

第５回常務理事会
(１) 入会に伴う共済互助制度の加入辞退の申し出
(２) 国民保護法に基づく指定地方公共機関としての ｢国民の保護に関する業務計画書｣

の提出
(３) 平成25年度委託事業予算案 ほか

浦田会長他牛島常務理事を除く常務
理事以上全役員

学 術

９月７日 第１回 ｢口腔ケア｣ 研修会 (熊本リハビリテーション病院) 園木委員

８日

日歯生涯研修セミナー (熊本会場)
受講者：174名 (内県外会員10名)
講師：慶應義塾大学医学部教授 中川種昭先生
大阪府開業 木ノ本喜史先生

浦田会長､ 牛島常務理事､ 井上理事､
堀川委員長他全委員

18日 第１回日歯学術・生涯研修委員会 (日歯会館) 牛島常務理事

社会保険

８月24日

社会保険個別相談会
相談者：１名 桐野・橋本副委員長他３委員

社会保険委員会
(１) 会員向け発行物 (２) 個別指導立ち会い・相談会日程
(３) 九州各県社保担当者会議 ほか

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他11委員

27日 九州厚生局・県庁との打合せ 中嶋副会長､ 田中・椿理事

９月５日 レセプトチェックセンター
相談者：２名 (電話・２名) 田中理事

６日 社会保険個別相談会 (菊池市)
相談者：１名 南委員

12日 保険個別指導 (KKRホテル) 金本・桐野副委員長､ 反後委員

13日 国保連合会との勉強会
出席者：16名 (歯科審査委員８名､ 連合会職員８名) 田中理事

地域保健

８月31日 標準的な成人歯科健診に関する歯科衛生士会との研修会
(１) モデル健診の詳細確認 (２) 健診内容の確認 (３) 健診シュミレーション ほか

田上常務理事､ 赤尾・二宮・伊藤委
員

９月２日 全国健康保険協会熊本支部第１回健康づくり推進協議会 (熊本大学) 田上常務理事
７日 上益城郡三師会講演会 (御船町) 田上常務理事
16日 県糖尿病対策推進会議実務者研修会 (パレアホール) 村上慶会員

19日 地域保健委員会
(１) 8020支援事業 (２) 標準的な成人歯科健診 (３) 糖尿病・医療連携研修会 ほか 田上常務理事､ 川瀬委員長他６委員

広 報

８月26日 広報小委員会
(１) 会報９月号・第１回校正 加藤理事､ 佐藤委員長他２委員

30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

加藤・大林理事､ 立本副委員長､ 勇
委員

９月２日 広報小委員会
(１) 会報９月号・第２回校正 加藤理事､ 佐藤委員長他２委員

９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 加藤理事､ 立本副委員長､ 勇委員
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所管 日付 摘要 出席

広 報
９月17日 広報小委員会

(１) 会報10月号・編集 加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

19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 加藤理事､ 立本副委員長､ 勇委員

学校歯科

８月27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) 実行委員会 (２) マニュアル (３) 来賓控え室 ほか

渡辺専務理事､ 大林理事､ 河原委員
長他３委員､ 井手会員

29日
第77回全国学校歯科保健研究大会第１回実行委員会 浦田実行委員会会長､ 渡辺実行委員

会委員長他36委員

第77回全国学校歯科保健研究大会実行小委員会 浦田実行委員会会長､ 渡辺実行委員
会委員長他15委員

31日
各郡市学校歯科担当・養護教諭研究会・歯科衛生士会会議
(１) 第77回全国学校歯科保健研究大会 (２) 日学歯学校歯科医生涯研修制度
(３) 平成25年度県民提案による健康づくりモデル事業

浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理
事､ 大林理事､ 河原委員長他全委員

９月11日

｢児童生徒の心と体の健康づくり推進事業｣ 推進委員会及び第２回報告書作成委員会 (県
薬剤師会館) 大林理事

むし歯予防対策事業ワーキング委員会
健康づくり推進課
(１) 学齢期歯科保健講演会 (２) 歯及び口腔の健康づくり指導

大林理事､ 河原委員長

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) 今後の確認作業

渡辺実行委員長他６委員

19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

医療対策

８月23日
医療対策小委員会
(１) 事例報告検討 (２) 各郡市医療相談担当者会
(３) 九州各県医療安全担当者会 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他委員

９月４日 医療対策小委員会
担当者会議の打ち合わせ 冨屋理事､ 犬束委員

13日 医療対策小委員会
(１) 事例報告検討 (２) 各郡市医療相談担当者会 (３) 委員提出協議題 冨屋理事､ 岡田委員長他全委員

14日 各郡市医療相談担当者会 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

８月23日 介護保険審査会 (熊本テルサ) 宮坂副会長

９月３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､ 赤

尾委員

口腔保健センター管理運営委員会 浦田会長他常務理事以上全役員､ 松
岡センター長､ 松本理事

５日 第１回県各圏地域リハビリテーション広域支援センター連絡協議会 (くまもと県民交流館
パレア) 松岡センター長

６日 ｢口腔ケア指導者養成研修会｣ 講師打合会 宮坂副会長､ 松本理事､ 山田副委員
長

７日
障がい児 (者)口腔ケア地域リーダー事業歯科健診施設との打合せ (みつば学園) 松本理事､ 藤崎会員
障がい児 (者)口腔ケア地域リーダー事業歯科健診施設との打合せ (児童発達支援所さくら) 松本理事､ 増田会員

12日

センター・介護委員会
(１) 委託事業
・高齢者の口腔ケア推進事業
・在宅歯科医療推進事業
・障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業
・介護者歯科実技事業

松本理事､ 平井委員長他５委員､ 赤
尾委員

19日 在宅歯科事業ワーキング委員会
(１) 在宅歯科治療アンケート検討 (２) リーフレットの修正 (３) パンフレットの修正 松本理事､ 平井委員長他３委員

総務･厚生･医療管理

８月24日
阿蘇郡市健康診断 (阿蘇郡市医師会館) 武藤健史会員
水俣・芦北郡市健康診断 (つなぎ文化センター)

25日 県がん患者医科歯科連携事業 連携講習２
受講者：79名

渡辺専務理事､ 牛島常務理事､ 池嶋
委員長他１名

30日
総務・厚生・医療管理委員会
(１) 県歯ガイドブック (２) がん連携事業歯科衛生士対象研修会
(３)シニア倶楽部 ほか

牛島常務理事､ 池嶋委員長他全委員

９月２日 熊本市・上益城郡健康診断
３日 熊本市・上益城郡健康診断
４日 熊本市・上益城郡健康診断
５日 熊本市・上益城郡健康診断 熊本市・瀬井会員
６日 熊本市・上益城郡健康診断

７日
天草郡市健康診断 (天草地域健診センター)
人吉市健康診断 (人吉市東西コミュニティセンター)

10日 県がん診療連携協議会幹事会相談支援・情報連携部会 (熊本大学医学部附属病院) 牛島常務理事
11日 熊本市・上益城郡健康診断
12日 熊本市・上益城郡健康診断 熊本市・瀬井会員

13日 県がん患者医科歯科連携事業 連携講習３ (天草会場・前半) (ホテルサンロード)
受講者：26名 松本理事

14日
県がん患者医科歯科連携事業歯科衛生士対象研修会 ｢がん患者さんの口腔ケア｣
受講者：148名
講師：サンスター (株) 医科歯科営業部歯科衛生士 辻本好恵先生

小島副会長､ 牛島常務理事､ 池嶋委
員長他５委員

学 院
８月25日 第３回学院体験入学

参加者：43名
９月２日 学生合同就職説明会打合会 伊藤学院長
７日 全国歯科衛生士教育協議会九州地区会 浦田会長､ 伊藤学院長他２名

国保組合 ９月17日 全協職員研修会 (東京・全国町村会館) 緒方書記
事 業 課 ９月17日 奥様医業経営塾 第１講 八木常務理事
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第9回常務理事会

第10回常務理事会

第6回理事会

行事予定 November

先日、患者さんのたっての希望でハーモニカ・コンサートin待合室が開催され
ました（笑い）。75歳からハーモニカを始めたYさんの一生懸命な演奏に感動と
幼い頃の思い出が蘇りました。縁側で宿題のハーモニカの練習していると
下手さに耐えかねたのか　親父が｢ちょっと貸せ！｣と曲名は定かでは有りませんが
「此処は、お国を何百里…離れて遠き…」舌で音を切りリズムを付け懐かしそうに
目を細め優しい表情で演奏してくれました。思わぬ親父の才能に驚きタバコ
臭くなったハーモニカをシャツで何度も拭いたことを思い出しました。
観客はスタッフ+Mおばあちゃん　曲目によっては2つのハーモニカを使って

演奏が続きます 十八番は｢心模様｣心に凍みました。
最後にリクエストはありませんかとのYさんの問いかけにMおばあちゃん「戦友をお願いします」即答された。しばらくの沈黙の後

「その曲は吹けません」とYさん「申し訳ないですが私の心情的なものですが軍歌は勘弁して下さい」との返事だった。
自分的には勇ましく高揚感を持てる軍歌ですが戦中派の人の中には苦い記憶を想い出させるかも知れない。　
20分弱のミニコンサートは惜しまれつつ終了しました。Yさん有難うございました。
後日、判った事ですが親父が吹いてくれたあの曲が｢戦友｣でした・・・。　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（N.T）

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 

マラソン練習会でSL人吉に遭遇あわててカメラを構えた。
汽笛を鳴らし、車輪の駆動音と蒸気音でまるで生き物のように感

じました。肥薩線の葉木駅近くです。　　　　　　　　　（M．M）

マラソン練習会でSL人吉に遭遇あわててカメラを構えた。




