


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。

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。

Ｈ25年度笑顔ヘルＣキャンペーン写真コン

クールの優秀賞「子ども達の笑顔」東祐介様

の作品です。

何かに夢中になっている子ども達の笑顔から

あふれんばかりの元気が伝わってきます。　　

　　　　　　　　　　 　　　　　 （H．K）
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10月17､ 18の両日に渡り ｢第77回全国学校歯科保健研究大会｣ が熊本の地において開催さ

れました｡ 本県での開催は45年ぶりとの事で､ 非常に緊張した大会でしたが､ 会員の先生方､

実行委員会の先生方､ 事務局の方々､ そして企画会社の方々の御協力にて無事成功する事が

出来ました｡ ここに全ての皆様に御礼を申し上げます｡ 学校歯科は昨年､ ｢第62回全国学校

歯科医協議会｣ を同じ熊本の地で開催し2年連続で ｢全国大会規模｣ を経験いたしました｡

“幸か不幸か”現在の学校歯科委員はどちらの大会にも関与することができました｡ 正直疲

れましたが (笑)

さて､ 2020年に東京オリンピックが開催されることとなりました｡ そのプレゼンでの ｢お

もてなしの心を持ってお待ちしています｣ と言う言葉に私はとても感銘を受けました｡ 学校

歯科大会が毎年様々な県にて開催され､ 参加させて頂くと､ 皆様笑顔を持って迎えてくださ

り､ その土地の産物及び観光地を堪能することができます｡ これも ｢おもてなしの心｣ があ

るからだと感じています｡ 我々も来熊された方々に最高のおもてなしが出来るように準備を

して参りました｡ 如何だったでしょうか？きっと喜んで頂いたと信じております｡ この後全

国大会規模ではなくても､ 種々の会合や研修会などを企画していきます｡ その時に他県より

お越しの方々が ｢熊本に来て良かった｡ 是非もう一度来熊したい､ 出来るなら家族と共に｣

と思って頂ける､ そんな心温まるおもてなしの出来る委員会でありたいと思います｡

さて､ 学校歯科委員会は全国大会の開催ばかりでなく､ フッ化物洗口の普及にも邁進して

います｡ 県の委託事業として ｢学齢期歯科保健講習会の開催｣ ｢歯及び口腔の健康づくり指

導班の派遣｣ ｢歯・口の健康づくり推進事業の協力｣ などを､ 各郡市の学校歯科担当者､ な

らびにアドバイザーの先生方に御協力頂いております｡ 平成22年11月に推進条例が施行され

約３年の月日が流れました｡ 徐々にではあります

が､ フッ化物洗口を取り入れる保育園､ 幼稚園､

小中学校が増えてまいりました｡ 2015年には100

％を目指すと行政は頑張っておられます｡ 我々歯

科医師会も協力し一丸となってこの事業を成功さ

せようと努力していますが､ それには会員の先生

方の更なる御協力が必要となります｡ 我々委員会

は必要に応じてサポートをしてまいりますので御

指導御鞭撻の程宜しくお願い致します｡ 又啓発運

動として､ キャンペーンソングやDVD作成を行

い皆様が講演や話し合いの時に少しでもお役にた

てる様､ 広報委員会と共同作成をしております｡

これからも委員一同頑張っていきますので何卒宜

しくお願い致します｡
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―第５回理事会―

化物洗口に関する意見交換会
医療対策：医療相談苦情事例報告､ 九州各県

歯科医療安全対策担当者会
センター・介護：九州各県地域保健担当者会
総務・厚生・医療管理：熊本クリニカルオン

コロジー研究会
学 院：学生合同就職説明会､ 推薦入学試

験
国 保：保険料の見直し
事 業 課：奥様医業経営塾
以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

報告事項：
１. 退会会員
・田上 学会員 (熊本市／終身会員)

10月19日ご逝去
２. 表彰
・文部科学大臣表彰
中野 敬輔 会員 (宇土郡市)
表彰式：11月７日(木) 第63回全国学校保

健研究大会 於：秋田県
３. 第52回全日本学校歯科保健優良校表彰
・文部科学大臣賞 熊本市立城東小学校
・奨励賞 益城町立益城中央小学校
４. 支払基金と国保連合会の審査打合会
厚労省からの通達もあり､ 審査の判断基準
の統一化を図るための協議の場を全国的に設
けることとなった｡ 本県においては､ 来年よ
り年２回 (２月と８月頃)､ 各審査会の代表
者２名ずつが出席し開催することとなった｡
５. ３月の臨時代議員会までのスケジュール
３月15日(土) の会員懇談会を１月号会報
にも掲載することとし､ その他は原案どおり
に手続きを進める｡
６. 平成25年度地域医療・在宅医療広報啓発
事業
県の地域医療・在宅医療広報啓発事業に協
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開 会：中嶋副会長
挨 拶：浦田会長

全国学校歯科保健研究大会は天気に恵まれ
ました｡ さらに､ 今回の大会は1150名を超え
る参加者を数えました｡ また､ 懇親会も450
名近い方にご参加をいただきました｡ ２日目
の領域別研究協議会も各会場溢れんばかりの
ご出席をいただき､ すばらしい大会となりま
した｡ この場を借りて御礼申し上げます｡ た
だし､ 大会前から懸念しておりましたポスター
展示や企業展示の場所については､ 熊本市民
会館の構造上どうしても動線がうまく機能せ
ずに申し訳なかったと思います｡ そうは言い
ましても､ 役員､ 各委員会委員や各郡市会長
をはじめとする会員の先生方､ 職員の皆様の
おかげですばらしい大会となり､ 他県の先生
方からもお褒めの言葉をたくさんいただきま
した｡ 現在､ 熱の冷めないうちにということ
で､ 反省点等の評価を各自出してもらい検討
するということもなされています｡ 今後､ 会
計等を含めた最後の実行委員会を開催し､ 立
派な報告書を作成したいと思います｡ 何はと
もあれ､ 本県が一丸となって大会を無事終了
させることが出来､ またひとつ大きな財産と
なりました｡ 本県のおもてなしの心､ ホスピ
タリティを十二分に発揮した大会だったと思
います｡ あらためて感謝を申し上げます｡ 本
日も慎重審議の程よろしくお願いいたします｡

会会務務報報告告：：
(自：９月20日～至：10月20日)

本会総務：理事会､常務理事会､各郡市会長･
専務理事連絡会議､ 学生合同就職
説明会､ 九州歯科医学大会・厚生
行事

学 術：エピペンインターネットシンポジ
ウム

社会保険：社会保険指導者研修会､ 九州各県
社保担当者会

地域保健：笑顔ヘルＣキャンペーン､ 九州各
県地域保健担当者会

広 報：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､ 九州各県広報担当者会

学校歯科：全国学校歯科保健研究大会､ フッ

10月23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５回理事会が開催
された｡
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力する形で､ テレビやラジオ番組に出演する｡
かかりつけ歯科医については牛島常務理事
が､ 訪問歯科診療については宮坂副会長が､
障がい者歯科診療については松本理事がそれ
ぞれ担当する｡
７. 平成25年度熊本県介護実習・普及センター
運営委員
松本理事が就任することとなった｡
８. 日歯広報 ｢会員モニター｣ の推薦
城北・熊本市・城南の各地区から１名ずつ
選出することとし､ 宇治 信博 会員 (阿蘇
郡市)､ 秋山 清 会員 (熊本市)､ 宮本 名留
彦 会員 (八代) の３名を推薦する｡
９. 平成25年度熊本県歯科医師会合同就職説
明会
10月６日(日) に開催された説明会につい
て資料に基づき報告が行われた｡ 次年度も今
回の反省を踏まえて開催する予定である｡
10. 平成26年度各委員会概算要求協議日程
11月11日(月) と12日(火) に実施する｡ 協
議の基となる予算書や事業計画書は､ 11月６
日(水) までに事務局まで提出する｡
11. エピペンインターネットシンポジウムの
開催
11月13日(水) 午後７時30分より県歯会館
において､ インターネット回線をつなぎ東京
からの講演を生中継する｡ 会員への周知が10
月末発送の１回だけなので､ 各郡市会長・専
務理事・学術担当者に早急に連絡し､ 各郡市
会員に周知してもらうこととする｡
12. 総務関連事業の今後の予定
災害対策関連､ 医科歯科連携システム､ が
ん連携､ 諸規則検討臨時委員会等の今後の予
定について資料に基づき報告が行われた｡
13. 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) に係るキャンペーン
ソング・テレビＣＭの内容
完成したキャンペーンソングと10月８日
(火) より放送開始したテレビＣＭの視聴を
行った｡ さらに､ 事業の一環で作成するフッ
化物洗口を啓発するＤＶＤの収録は､ 11月６
日(水) にくまモン隊も出演し行う｡ 県知事
の出演についても粘り強く交渉する｡
14. ｢いい歯の日｣ の熊日新聞への掲載記事
11月３日に掲載予定の記事内容について､
資料に基づき報告が行われた｡
15. 委員会事業企画
・地域保健委員会： ｢阿蘇圏域における糖尿
病･歯周病 医療連携モデル事業｣
16. 委員会事業実施報告
・学術委員会： ｢日歯生涯研修セミナー｣
(９月８日)
・総務・厚生・医療管理委員会：
｢がん患者医科歯科医療連携事業 歯科衛生
士対象研修会｣ (９月14日)
17. 会計９月末現況
18. フッ化物洗口に関する新聞投稿記事
熊日新聞の読者のひろばにフッ化物洗口を

疑問視する投稿に対しての反論記事が､ 県健
康づくり推進課長名で後日掲載された｡
19. その他
○牛島常務理事より､ 九州歯科医学大会の参
加者数と厚生行事の結果について報告が行
われた｡
○牛島常務理事より､ 日歯広報に同封されて
いた電気のブレーカー業者のチラシについ
て説明が行われた｡
○早産予防対策事業の健診者数を､ がん連携
の紹介患者数と同様､ 毎月理事会で報告し
てほしいとの要望があった｡

連連絡絡事事項項：：
１. 11月行事予定
一部行事の追加や変更を行う｡

承承認認事事項項：：
１. 新入会員の承認 [承認]
寺島 貴史(熊本市／第２種)､ 弘中 美貴子
(第３種) 計２名の入会を承認した｡
２. 部活動補助金交付申請 [承認]
熊本デンタルテニスクラブへ昨年度と同様､
３万円交付することとした｡

議議題題：：
１. 名義後援使用依頼
日本アンチエイジング歯科学会が日本歯科
医学会専門・認定分科会ではない点と今回の
研修会が有料である点を判断材料として､ 後
援しないこととした｡
２. 平成25年度8020事業予算明細書 (案)
[承認]
原案どおり承認した｡
３. 熊本県歯科医師会安全・安心歯科医療推
進制度運営規程の一部改正 (案) [承認]
原案どおり承認した｡

協協議議事事項項：：
１. 時局対策
２. その他
○対外的な広報活動を進めていく方策を今後
検討する｡
○他団体から ｢むし歯予防の学習会｣ への講
師派遣依頼が届いているが､ 提示のあった
日時や日当を見直してほしいとの要望があっ
た｡ 宮坂副会長が窓口となり見直しについ
て交渉することとした｡

監監事事講講評評：：
西野監事より､ 委託事業等の各所管の事業
で各理事が忙しいのが原因と思われるが､ 連
絡が不十分な点も見受けられる｡ 報告・連絡・
相談の徹底を再度お願いしたい旨の発言があっ
た｡

閉 会：宮坂副会長
(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

係者の方々に感謝しています｡

来場者はほとんどが熊本市内､ 他郡市､ 県

外の方たちです｡ しかしながら､ こういった

地道な啓発活動により県民の皆さんが一人で

も多く歯に対する認識を深め､ 歯の重要さを

知ってもらえれば､ という気持ちでいっぱい

です｡

③郡市会のキャッチフレーズや特徴
当郡歯は先代の会長が築き上げてこられた

｢会員相互の和｣ が誇りです｡

④年間行事､ 事業について
毎月第３火曜日に郡歯勉強会 (１時間半程

度)､ 通常総会､ 歯の衛生週間､ 臨時総会､

家族･従業員レクレーション､ 三師会勉強会､

宇城三郡市合同学術講演会､ 笑顔ヘルＣキャ

ンペーン､ 忘年会｡ 年４回の常務会･理事会｡

(玉置 孝信)

①郡市会の内部で現在問題となっていること
別段重要問題はありませんが､ 強いて言う

ならば､ 未入会員をいかにして入会させるか､

他には入会金を下げるにあたり､ 現入会者に

対してどういった措置を講ずるかです｡

これに関しては､ 他郡市の資料や意見を参

考に常務会･理事会で十分な審議を諮り､ 総

会にて決定したいと考えております｡

②郡市会で現在計画されている事業及び将来
の夢
目新しい事業はありませんが､ 毎年行って

いる事業で､ 今年度は10月27日(日) 午前９

時～午後４時までイオン熊本店内にて ｢笑顔

ヘルＣキャンペーン｣ を開催します｡ 年々来

場者数も増加し､ 500名近くを数えるに至り

ました｡ 昨年までは一ヶ月前に院内､ イオン

の掲示板､ 各町村の広報だけでの告知だけで

したが､ 今回はそのほかに各町村役場･保健

所・小学校内にポスターを貼り大々的なPR

を行い､ 夢は大きく来場者数1000名を目指し

たいと思っています｡ そのために動員する歯

科医師・衛生士数､ 協賛していただく業者を

増加し景品も増やしました｡

今はただただ賛同していただいた会員､ 関��������������������������������������������������

上益城郡歯科医師会 (会長 玉置孝信)

(会長 吉永 修)下益城郡歯科医師会

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

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

②郡市会で現在計画されている事業及び
将来の夢
フッ化物洗口の普及

③郡市会のキャッチフレーズや特徴
少人数で会員同士の仲がいいのが特徴

④年間行事､ 事業について
総会

お口の健康展

熊歯キャラバン隊セミナー

健康診断

宇城三郡市学術講演会

その他

(田染 直子)
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お遍路の前にしっかり予習

町石道をひたすら登る

九度山駅からすぐの
慈尊院
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宿防金剛三昧院での夕食は精進料理

５時間半登りやっと大門着

そそり立つ根本大塔
圧倒的なスケールだ

高野山の奥の院への参道には万を越すお墓の群
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日時 ９月８日(日) 午前10時

場所 県歯会館４階大ホール

講師 第１講演

演題 ｢歯周病の病態と治療の基礎｣

慶應義塾大学医学部

中川種昭教授 (歯科・口腔外科)

第２講演

演題 ｢歯の保存の基本：歯内療法

～根管をみる細菌をみる～｣

大阪府開業､ 大阪大学歯学部

木ノ本喜史臨床教授

本セミナーのテーマは､ ｢健やかに生きる

ための歯科医療～人をみる生活をみる口腔を

みる～｣ であり､ 今回は､ 歯周病及び根管治

療に関して２名の講師をお迎えして行われた｡

今回のセミナーは､ ４年に一度の講演形式に

よるセミナーということで､ 県内外から多数

の参加があり､ 総勢174名 (県外からの出席

10名) であった｡ まず､ 浦田会長から開会の

挨拶があり､ 次に司会より講師の紹介が行わ

れた後､ 講演が行われた｡

まず､ 中川教授の講演では､ 歯周病のリス

ク因子及び歯周病治療のポイントについて基

本的な事項を確認しながら解説が行われた｡

歯周病のリスク因子について､ 歯周病は､ 感

染だけで歯周病が成立するのではなく､ 免疫

応答やメタボリックシンドローム (糖尿病や

肥満) などの生体因子､ 喫煙などの環境因子､

咬合力の問題 (咬合因子) などによって引き

起こされる｡ その中でも､ 喫煙によるリスク

は高く､ 非喫煙者の約６倍のリスクがあり､

また治療後の結果にも大きく影響するとの事

であった｡ 次に糖尿病に関しての説明では､

｢糖尿病患者に対する歯周病治療ガイドライ

ン (日本歯周病学会2008)｣ に沿って解説が

あった｡ 糖尿病のコントロールについて､

HbA1cの目標値は､ 最近見直され合併症予

防の観点から７％未満とされている｡ 次に､

歯周治療の実際について､ 症例を呈示しなが

ら解説が行われた｡ まず急性症状に対する薬

剤について､ A.a菌の存在が明かである場合

には､ ニューキノロン系のレボフロキサシン

が有効である｡ また､ 新しく開発されたシタ

フロキサシン (グレースビット) は､ ほとん

どの菌に対して有効であり､ 現在論文を作成

中とのことである｡ 歯周基本治療について､

スケーリング・ルートプレーニングで重要な

ことは､ 切れの良いスケーラーを使用する事

と力の入る正しい持ち方 (改良執筆把持) を

する事であり､ 基本的なことをしっかりする

事が大事とのことであった｡ 次に歯周外科に

ついて､ フラップ手術を中心として､ 術中写

真を交えながら説明があった｡ まず､ 浸潤麻

酔の方法や切開から縫合まで基本的なことの

確認があり､ そして根分岐部病変や再生療法

の説明があった｡ 特に重要な事は､ 切開線の

デザインを明確にして､ 時間をかけて丁寧に

行う事が大事であり､ あとのステップがスムー

ズに行えるとの事であった｡ 次に､ SPT・メ

インテナンスについて､ 歯周病は､ いちど罹

患すると再発しやすいので､ 基本的に３ヶ月

に一度定期的な来院をしてもらっているとの

事であり､ 個々のリスクに応じて短く設定し

歯周及び歯内療法の話に熱心に聞き入る

―日歯生涯研修セミナー―

健やかに生きるための歯科医療���������� ��
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たりしているとの事であった｡ 最後に､

｢“基本に忠実に､ 患者さんの希望に添うよ

うに､ 感染を含めたリスク因子を少なくして

いく”ことで､ 少しでも患者さんの健康に寄

与したいと思っている｣ と述べられた｡

昼食を挟み､ 午後から木ノ本臨床教授の講

演が行われた｡ 講演は､ ｢根管を感染から守

るポイント｣ と ｢感染源はどこにある？｣ の

２点にスポットを当てた内容であった｡ 根管

治療において最も重要なことは､ 根管内に新

たな細菌を侵入させないことであり､ 抜髄処

置だけでなく感染根管治療においても気をつ

けなければならない｡ そこで､ 根管に細菌が

侵入する経路について説明があった｡ まず重

要なことは､ 歯冠部にカリエスを取り残した

まま根管治療を行わないことが大事とのこと

である｡ 次に､ 根管の開放について､ 腫脹を

伴い明らかな排膿や出血がある場合には､ １

～２日程度の開放であれば急性症状を抑える

ために有効である｡ しかし､ 長期間の開放は､

さらに多くの感染を招く可能性があり､ 治癒

の妨げになる｡ 次に､ 仮封について､ 健全な

歯質と接している厚みが､ 3.5㎜以上必要で

あり､ 異物を挟み込まない事が大事とのこと

であった｡ また仮封材について､ 講師はテン

ポラリセメントを使用しているとのことであっ

た｡ 次に､ 根管内に挿入する器具について､

必ず滅菌したものを使用しなければならない｡

また､ 途中のうがいに関しても､ 基本的には

我慢してもらう｡ 次に､ 修復後の再感染につ

いて､ ガッタパーチャとシーラによる根管充

填では､ 漏洩が阻止出来ないので､ 最終的な

修復物の質も根管治療の予後に影響するとの

ことであった｡ 次に､ 歯内療法において､ 感

染源が残りやすい場所・細菌が棲息しやすい

場所について説明があった｡ その場所は､ 感

染物質の多い方から､ カリエス､ 根管の見落

とし､ イスムス・フィン・凹み､ トランスポー

テーション部､ 側枝､ 象牙細管とのことであ

り､ どこに細菌が貯留しやすいかを理解して

おくことが重要とのことであった｡ また､ 根

管のエックス線写真の写り方について､ エッ

クス線上で根管のラインの濃淡が急に変化し

ている場合は､ 根管に分岐・合流・弯曲など

の変化があることが予想出来､ 小臼歯などで

はよく観察する事が重要である｡ 最後に､ 根

管治療では､ 避けることの出来ないメタルコ

アの除去法について､ 動画を交えて紹介があっ

た｡ その方法は､ メタルコアと歯質の間に頬

舌側に２カ所溝を掘り､ ２本のドライバーを

用いて力を加える方法 (ダブルドライバーテ

クニック) であり､ ほとんどの場合これで除

去可能とのことであった｡

二つの講演が終了後､ 質疑応答が行われた｡

質問用紙を回収すると､ 日常臨床の疑問など

多数の質問が集まり､ 約１時間用意してあっ

た質疑応答の時間もあっという間に時間が過

ぎ､ 有意義な時間であった｡ 今回は､ 歯科治

療の基本である歯周治療及び根管治療を再確

認する良い機会となった｡ 最後に､ 井上学術

担当理事より謝辞があり閉会となった｡

(学術 片山 晃紀)
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９月27日(金) 午前11時より日本教育会館

にて､ 平成25年度社会保険指導者研修会が開

催された｡ 阿部義和日本歯科医師会社会保険

委員会委員長の司会の元､ 木倉敬之厚生労働

省保険局長と大久保満男日本歯科医師会会長

より挨拶があった｡ 挨拶の中で木倉保険局長

は､ ｢高齢化が進み､ 厳しい医療行政の中､

全身疾患に関わる歯科の役割が重要である事｣

と､ ｢中医協で先進医療の導入を進める審議

を行っている｣ と述べられた｡ また､ 大久保

会長は､ ｢近年の歯科医師会は､ 新技術の開

発・導入に力を入れている事｣ と ｢FDIにて､

日本は高齢者に対する在宅歯科診療のフロン

ティア的な立場を担っていると発言してきた｣

と述べられた｡

研修会の午前中の内容は､ 講演として ｢最

近の社会保険を取り巻く状況について｣ と題

し､ 田口円裕厚生労働省保険局歯科医療管理

官と堀憲郎日本歯科医師会常務理事の話を伺っ

た｡

田口医療管理官からは､ ｢現在厚生労働省

は在宅医療を推進しており､ 今後も歯科を含

めた在宅医療を推進していく事｣ と ｢消費税

増税に対する補填として､ 初再診料に上乗せ

する事を検討している事｣ の内容であった｡

堀常務理事からは､ 歯科における医療技術・

医療機器・材料の保険導入について､ ｢医科

と比べて歯科は新規技術の保険申請が少ない

ので､ 新たな技術等の保険収載の為に､ 大学

病院等の研究機関に新規技術の開発に頑張っ

て頂きたい｣ と述べられた｡

午後の研修は､ ｢先進医療等について｣ と

云う演題で､ 厚生労働省保険局医療課の小林

一司課長補佐と先進医療会議の赤川安正技術

委員､ 日本歯科医学会の住友雅人会長の３名

の講演が行われた｡

小林課長補佐は､ ｢医科における医療技術

等の現状について｣ と云う題目で､ 医科にお

ける新たな医療技術の保険導入までの流れと

先進医療と保険外併用療養費の関係や混合診

療との違いを説明された｡

一方赤川技術委員は､ ｢歯科にみる先進医

療の現状と課題｣ と云う題目で､ 近年の歯科

における先進医療の現状と本年度に検討され

ている先進医療技術の内容説明をされた｡ そ

れぞれの先進医療は､ 現段階では大学病院等

に限られた施設基準であるが､ 将来的に一般

臨床現場に用いられる期待を感じた｡

住友会長は､ ｢新歯科医療機器・歯科医療

技術産業ビジョン｣ と云う題目で､ 新医療技

術の関係学会から中医協への提出までの流れ

やその評価の方法が紹介され､ 平成26年度診

療報酬改定に向けたスケジュールの説明があっ

た｡

今回社会保険指導者研修会は､ 厚生労働省

が進める在宅医療においての歯科訪問診療の

重要性並びに､ 我々歯科医師にとっての必要

性を再認識させられた｡ また次期診療報酬改

定において､ 新に先進技術を組み込めるかを

期待される内容であった｡

(田中 文丸)

訪問診療の重要性を再認識

―社会保険指導者研修会―

最近の社会保険の状況と
先進医療

���������� �� ��



熊歯会報 Ｈ.25.11

12

９月29日(日) 午前９時30分より､ 県歯会

館4階ホールにて､ ｢がん緩和医療における口

腔ケア｣ と題して､ がん患者医科歯科医療連

携講習が開催された｡ この講習会は､ がん拠

点病院 (現在は､ モデル事業として国立病院

機構熊本医療センター・熊本赤十字病院・済

生会熊本病院の３つの病院だが､ 今後熊本県

下18ヶ所のがん拠点病院へ事業を拡大する予

定) と連携して､ がん患者の口腔ケアと歯科

治療を行っていく為に必要な講習となってい

る｡

はじめに､ 渡辺専務理事の挨拶があり､ そ

の後DVDによる講演が４つの項目に分けて

３時間30分にわたって行われた｡ 現在はがん

治療そのものだけでなく､ 緩和ケアも重要視

されてきている｡ 緩和ケアとは､ 生命を脅か

す病に関連する問題に直面している患者と家

族の痛み､ その他の身体的､ 心理社会的､ ス

ピリチュアルな問題を早期に同定し適切に評

価し対応することを通して､ 苦痛を予防し緩

和することにより､ 患者と家族のQuality of

Lifeを改善する取り組みである (WHO 2002

年)｡ 緩和ケアは ｢苦痛 (つらさ)｣ だけでな

く､ ｢病気の時期｣ や ｢治療の場所｣ 等にも

目を向け､ いつでも､ どこでも､ 切れ目の無

い質の高い緩和ケアを受けられることが大切

である事が解った｡ また､ がん疼痛の評価方

法やその疼痛に対する治療方法､ がん患者と

のコミュニケーションのとり方などの解説の

後､ 実際にこれから私達が外来や訪問先で直

接関係してくるであろう､ がん緩和医療にお

ける口腔ケアの実際として､ 口腔トラブルの

中でも代表的な口腔乾燥・カンジダ感染・口

臭を中心に､ 対処方法など実際の症例を交え

て詳しい説明があった｡

口腔乾燥は進行がん患者の約80％の患者に

自覚症状があるそうで､ 保湿方法としては対

症療法での対応となり､ 水またはレモン水､

２％重曹水､ 氷片を口に含む､ グリセリン含

有の含嗽液､ 人工唾液､ 保湿ジェル､ 保湿ス

プレー､ ごま油等､ いくつかのオプションを

準備して､ 一番好まれる方法を継続して症状

緩和に役立てる事が大事であるとの事であっ

た｡

また､ カンジダ感染においては､ 保湿や口

腔清掃の他に､ 抗真菌薬であるアムホテリシ

ンＢ・ミコナゾール・イトコナゾールがよく

奏効するようだ｡

終末期がん患者の口臭においては､ 臭いが

強く､ 患者だけでなく家族も辛い思いをする

そうで､ 対処方法としては口腔内の汚れの物

理的な除去を行い､ 補助的に揮発性硫化物を

キレート化する口臭予防剤の使用や口腔内の

壊死組織による腐敗臭の場合は､ クリシンダ

マイシンやメトロニダゾールといった嫌気性

菌をターゲットとした抗菌薬を使用する事も

あるとの事であった｡

DVDでの講演後､ 牛島常務理事から､ が

ん患者医科歯科医療連携事業の現在の取り組

みや今後の展開､ 登録方法などの説明があり

終演となった｡

今後､ 国は重点的に在宅緩和ケア医療を推

進する施策を実施しており､ 今後在宅領域で

の医科歯科連携が進むことが期待されるが､

我々もより専門的な知識を持って積極的に緩

和ケアに貢献していかなくてはいけないと感

じた｡

(総務・厚生・医療管理 三隅 賢祐)

DVD講習に聴き入る参加者

―がん患者医科歯科医療連携事業 講習３―

がん緩和医療における
口腔ケア

���������� �� ������ � �
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９月14日(土) 午後４時より ｢がん薬物療

法／放射線療法における歯科衛生士の役割｣

と題して､ サンスター株式会社医科歯科営業

部歯科衛生士の辻本好恵氏が､ がん薬物療法・

放射線療法による口腔内トラブルの種類と口

腔管理の実際について講演され､ 89事業所､

148名の参加があった｡

がん化学療法 (抗がん剤) の口腔内トラブ

ルとして､ 投与から７～14日に口腔粘膜炎､

投与から14日目前後に骨髄抑制 (白血球､ 血

小板の減少) に伴う口腔感染症 (口腔カンジ

ダ症) や急性歯性炎症が認められ､ 免疫抑制

を起こす化学療法において口腔粘膜炎が全身

感染症の重大なリスクとなるため､ 口腔粘膜

炎の管理が重要である｡

口腔粘膜炎の管理として､ 口腔内清潔保持・

口腔内保湿・疼痛緩和が挙げられ､ 口腔内保

湿の方法としては､ 低刺激性の保湿剤 (洗口

液､ スプレータイプ・ジェルタイプ) があり､

粘膜炎が発症した際には非接触性のスプレー

タイプが望ましく､ 疼痛がある場合はアズレ

ン・グリセリン・リドカインを水に溶かした

含漱剤による洗口が有効である｡

放射線療法による口腔内トラブルとして､

口腔粘膜炎 (20Gy照射前後から) ・口腔乾

燥 (20Gy照射前後から) ・味覚障害 (20Gy

照射前後から) ・歯周疾患の重症化・唾液腺

障害 (20Gy照射前後から) ・放射線性う蝕・

顎骨壊死 (治療終了後) などが挙げられ､ そ

の管理として､ 術前から口腔内トラブルの説

明・セルフケア指導・フッ化物の塗布・断続

的な保湿実施の指導が重要であり､ 実際のブ

ラッシング時には粘膜を傷つけないよう鏡を

見ながら行い､ 歯ブラシのブラシ以外の部分

(プラスチックの部分) にワセリンやバター

を塗るなどして接触痛を抑え､ 必要があれば

表面麻酔剤を使用することを勧められた｡

また､ 口腔ケア (スケーリングなど) を行

う際には､ 体位や吸引チップの向きに注意し

て誤嚥への配慮を行い､ 採血データの確認

(白血球数2000／dl以上､ 好中球 500以上､

血小板数４～５万／dl以上) も必要である｡

会に先立ち､ 小島副会長より紹介があった

とおり､ 静岡県立静岡がんセンター歯科・口

腔外科での臨床経験に基づいた充実した内容

だった｡

口腔管理によって重症化の回避・二次感染

予防・疼痛緩和を行い､ 患者のQOLの維持・

向上を図ることで､ 今後､ 周術期だけでなく､

がん緩和医療の場においても歯科衛生士の活

躍が期待される｡ と４階ホールを埋め尽くし

た受講者を激励された｡

(総務・厚生・医療管理 三森 康弘)

がん患者には口腔ケアが特に大切であると話される辻本好恵氏

―歯科衛生士対象研修会―

がん患者さんの口腔ケア���������� �� ������ � �
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10月６日(日) 午前10時から､ 県歯会館４

階大ホールにおいて､ 熊本県歯科医師会合同

就職説明会が行われた｡ これは､ 来春卒業予

定の熊本歯科衛生士専門学院､ 熊本歯科技術

専門学校､ 九州看護福祉大学口腔保健学科の

在校生および既卒者を対象とした就職説明会

で､ 参加学生は就職活動の前に各歯科医院の

特徴や雰囲気､ ドクターや先輩歯科衛生士の

人柄などを知ることができ､ また会員事業所

は自院のアピールをすることで､ 求人につな

がるという双方にとってメリットの多い本会

と学院の初めての合同企画である｡

求人側の会員事業所は48､ 資料のみの参加

が２､ 計50の事業所の参加､ 一方､ 求職側は

計67名 (既卒者３名を含む) の参加があった｡

まず､ 最初に伊藤明彦学院長より各事業所

の担当者へのオリエンテーションが行われ､

各事業所への諸注意事項が述べられた｡ その

後､ 67名の学生が入室し合同就職説明会はス

タートした｡

各事業所には､ ２名まで参加が認められた

ブースが用意されており､ 各医院､ 工夫を凝

らした求人説明が行われた｡ チラシ､ パンフ

レット､ パソコン等を使った職場案内やコル

クボードに院内､ スタッフの写真の展示を行

う医院などもあり､ 新人衛生士への期待の高

さが伺えた｡ また､ 白衣で参加した医院もあ

り､ とても活気に満ちた合同説明会となった｡

学生には､ 地域ごとに分けられた参加事業

所一覧表が配られており､ 一覧表片手に､ お

目当てのブースに向かって､ 真剣に就職説明

を聞き入っていた｡ 学生にとっては､ 一度に

多くの医院のドクター､ スタッフと直に会っ

て話せる機会が設けてあるこの合同就職説明

会は､ 二時間半という短い時間ではあるが､

かなり有意義な時間を過ごすことが出来たの

ではないだろうか｡

今後の歯科界を担う若い力の獲得には､ 各

歯科医院の将来がかかっており､ 歯科医院経

営の必須課題の一つとなっている｡ 特に郡市

地区においては歯科衛生士の確保が難しいと

いう声も多く､ 医院を説明・紹介できる良い

機会になったという参加事業所の感想や各学

校の担当者からも良い企画なので､ 是非今後

も続けていただきたいという要望も頂いた｡

｢人は宝｣ とよく言われるが､ 本日の合同

説明会での縁を活かして､ 将来の歯科界を支

える人材となることを期待する合同説明会と

なった｡

(総務・厚生・医療管理 工藤 智明)

―歯科衛生士合同就職説明会―

初の合同企画���������� �� ������ � �
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９月28日(土) 午後５時より､ ホテ

ル日航熊本にてシニア倶楽部が開催さ

れ､ 31名ものシニア会員が参加された｡

社保説明会の後､ ７階のガーデンバン

ケットに移り､ 晴天に恵まれたので､

庭園での記念写真撮影も行われた｡

八木常務理事の司会進行のもと､ 中

嶋副会長の開会の辞で懇親会が始まっ

た｡ 続いて浦田会長より ｢毎年､ 多く

の先生に参加いただきありがとうござ

います｡ 会の運営はスムーズに進行し

ており､ 先生方のご協力に感謝いたし

ます｡｣ と挨拶があった｡

次に参加者を代表して田中宏会員 (熊本市)

より挨拶があり､ 毎年､ シニア倶楽部の参加

をとても楽しみにしていることを話された｡

その後､ シニア倶楽部参加者で最高齢 (94

歳) の師井淳吾会員 (熊本市) の乾杯により､

宴が始まった｡ しばしの歓談のあと､ 寿賀会

員へ記念品贈呈があり､ 寿賀会員を代表して

坂田光輝会員 (荒尾市) がお礼の言葉を述べ

られた｡ 今回の寿賀会員は別表の通り｡

会場の雰囲気も最高に盛り上がったころで､

カラオケタイムが始まった｡ 今回のトップバッ

ターは武末憲一会員 (人吉市) で､ NHK連

続テレビ小説 ｢あまちゃん｣ のオープニング

曲が流れる中､ 海女の格好で登場された｡ そ

の中で故吉田公典会員 (荒尾市) と今年のシ

ニア倶楽部で一緒に踊る予定だったことを話

され､ 参加者全員で､ 故吉田公典会員の追悼

をかね､ “ぴんしゃん音頭”と“よかばい音

頭”を歌った｡ 和やかな時は流れ､ 多くの先

生にカラオケに参加いただき､ あっという間

に楽しい時は流れた｡ 最後に小島副会長の万

歳三唱をもって懇親会は終了となった｡

参加いただいた先生方に感謝すると共に､ 来

年も多くの先生の参加を期待したい｡

(総務・厚生・医療管理 小林 聡)

パワフルなシニア会員の先生方 (裏表紙にも掲載)

―シニア倶楽部―

毎年盛り上がる宴���������� �� ������ � �
氏名 生年月日 年齢 寿賀

奥田 實 Ｔ３. ９. 13 99 白寿
前野 昭 Ｔ３. ５. 17 99 白寿
大森 正哉 Ｔ３. 12. 15 99 白寿
甲斐 文郎 Ｔ13. １. 10 90 卒寿
龍野 毅 Ｔ12. 12. 15 90 卒寿
井手尾靖子 Ｔ12. ４. 26 90 卒寿
宮島 清子 Ｔ13. １. ２ 90 卒寿
川嵜 正 Ｔ14. ６. 12 88 米寿
四宮 藤雄 Ｔ14. ８. 21 88 米寿
木村 義浩 Ｓ８. ８. 28 80 傘寿
武内 旌表 Ｓ８. ８. 16 80 傘寿
田中 宏 Ｓ８. 11. 19 80 傘寿
中根 俊吾 Ｓ８. 12. 20 80 傘寿
多田 昌司 Ｓ８. 11. 11 80 傘寿
瀬戸 達弘 Ｓ９. ２. 17 80 傘寿
内田 裕治 S12. ２. 24 77 喜寿
宇都宮啓一 S12. １. 23 77 喜寿
才田 雅英 S11. ６. ３ 77 喜寿
林 正之 S12. １. 23 77 喜寿
山室 紀雄 S11. ７. 12 77 喜寿
福田 義朗 S11. ６. ６ 77 喜寿
坂田 光輝 S11. ７. 19 77 喜寿
川上喜久雄 S11. ６. 28 77 喜寿
谷川 元雄 S12. ３. 31 77 喜寿
中村 矢一 S11. ８. 27 77 喜寿
宮本加洲彦 S11. 11. 20 77 喜寿
深川 恭至 S11. ９. 20 77 喜寿
岡田 知久 S19. ３. 17 70 古希
片山 幹夫 S18. ９. 21 70 古希
菅原 洋 S18. 11. ５ 70 古希
牧野 敬美 S18. ５. ２ 70 古希
中野 敬輔 S18. 12. ９ 70 古希
工藤 紘喜 S18. ６. 25 70 古希
矢毛石陸男 S19. ３. 10 70 古希
中津留 豊 S18. 10. 21 70 古希
武末 和貴 S18. ８. 28 70 古希
田崎日出夫 S18. ９. ４ 70 古希
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10月５日 (土)午後２時より長崎県歯科医
師会館において平成25年度九州各県広報担者
会が開催された｡ 本県より､ 広報委員会の加
藤理事と立本副委員長が出席した｡ 長崎県歯
岩永正憲理事より開会の辞の後､ 長崎県歯許
斐義彦会長より挨拶があった｡ 座長副座長が
選出された後､ 日歯倉治ななえ常務理事より
日歯報告があった｡
協 議
(１) 平成25年度各県広報関係事業計画及び
予算について

(２) 各県提出協議題について
沖縄県広報担当者は､ 台風接近による
悪天候のためインターネット・テレビに
よる参加となった｡

各県提出協議
佐賀県
① インターネット会議への各県の対応と
使用ツールについて
離島､ 遠隔地の支部を抱える県は､ 既
に準備しているが使用頻度はまだ少ない｡
使用されているツールについては様々で
ある｡
② 各県の報道関係との連携について
長崎県は､ 亀山会 (長崎県報道関係者
会) 懇談会を通じて取材依頼を行ってい
る｡ 各県にもこれと同様の会が存在する
ので利用願いたい｡

長崎県
テレビを使った広報活動の取り組みに
ついて
スポンサー有っての活動であり各県苦
慮している｡ 九地連・全国単位での単位
での放映を希望｡
また､ 本県では県民を対象にフッ化物
洗口の普及啓発を目的とした熊本県委託
事業 ｢むし歯の予防うがい液 (フッ化物
洗口) の有効性に関する普及啓発事業｣
を行っていることを説明した｡

大分県・鹿児島県
ＨＰのスマートフォンの対応とスマー
トフォン用のＷＥＢサイトについて
一部県がＨＰの閲覧時､ パソコンとス
マートフォンを自動的に認識し閲覧可能
である｡ そのため特別なＷＥＢサイトの
対応はしていない｡

熊本県
① 新たに始
めた対外広
報活動につ
いて
各県とも
新規の対外
活動は少な
い｡ 本県で
は県委託事
業としてキャ
ンペーンソングを使用したテレビCM
(30秒､ 15秒) とフッ化物洗口によるむ
し歯予防の効果を分かり易く解説した映
像付きのDVDを作成していることを説
明した｡
② 大規模災害時での広報委員会の役割と
しての独自のマニュアルの有無について
各県とも広報関連のみを記載した独自
のマニュアルは存在しないが､ 必要性を
節に感じている｡

鹿児島県
① ご当地よ坊さんや各県製作のピンバッ
ジの活用法について
各県それぞれの方法で各種ピンバッジ
を活動に使用されている｡
倉治常務よりよ坊さんの不人気・周知
不足の解消のため日歯として積極的に宣
伝活用を行っていく｡
② 情報伝達手段としてのメールの活用に
ついて
情報伝達手段・費用対効果の面として
もメールの重要性を各県とも認識してい
るが､ 登録者数の伸び悩みに苦慮してい
る｡

(３) ｢九州歯界｣ について
カラー化を含めたリニューアルが賛成
多数で可決された｡ 題字の体裁変更も検
討中｡

台風により参加出来なかった沖縄県のイン
ターネットテレビによる会議参加は､ 多少の
意思疎通の確認が必要な場面も有ったが概ね
良好で有った｡ 費用対効果の面､ 会議参加者
の負担の軽減を考えれば有効な手段と思われ
る｡ (広報 立本 尚史)

沖縄県歯会からのＬＩＶＥ映像

����������
―九州各県広報担者会―

インターネット会議の
有効性を改めて認識

���������� ��
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����� 郡市会報告

―上益城郡三師会合同研修会―

���������������
９月７日(土) 上益城郡三師会合同研修会が､

御船保健所､ 医師会､ 薬剤師会､ 歯科医師会を

含め､ 総勢34名参加のもと､ 上益城郡御船町の

クレインパレスにて開催された｡ 今年度は､ 歯

科医師会の担当になっており､ 清村専務理事の

司会で研修会は始まった｡ 田上大輔地域保健担

当常務理事より ｢糖尿病―歯周病医療連携につ

いて｣ の講演があった｡

まず始めに糖尿病と歯周病の相関関係につい

て詳しい説明があった｡ 糖尿病患者における医

科､ 歯科､ 薬剤師の果すべき役割は重要である

と再認識させられる講演であった｡ DM熊友パ

スや熊本宣言2013 (本年５月､ 熊本で行われた

日本糖尿病学会の中でHbA1cの平均値を７％

未満に保つ宣言) の解説があった｡ 今後の高齢

化社会において､ 地

域住民の健康のため､

強固な医療連携の必

要性を感じる講演で

あった｡

引き続き懇親会が

行われ､ 杉本薬剤師

会会長の乾杯により､

懇親会は始まった｡

普段は接することのない御船保健所の所長､

地域の医師・薬剤師の先生方とコミュニケーショ

ンをとることができ､ とても有意義な懇親会と

なった｡ 最後は､ 荒瀬医師会会長の閉会の辞に

より､ 懇親会はお開きとなった｡

(工藤 智明)

上益城郡歯科医師会

詳しい説明があった

―福寿会―

��������
９月27日(金) 午後７時より料亭 ｢山路｣ に

て福寿会が開催された｡ この会は毎年開催して

おり､ その年に還暦を迎える先生方を福寿会新

入会員として新たにお迎えし､ 長寿のお祝いを

すると共に歯科医師会発展へのご尽力に感謝の

意を表す場として宴席を設けている｡ 今年度は

会員が１名増えて23名となった｡

福寿会会員と執行部合わせて20名の参加があっ

た｡ まずは高�専務理事の開会の挨拶があり､
続いて森会長の挨拶があった｡ 次に会員を代表

して福富会員から挨拶があり宴会が始まった｡

おいしい料理にお酒も進み､ 仕事や会員旅行の

事､ 昔の歯科医師会の話などを語り合った｡ あっ

という間に楽しい時間は過ぎて､ 最後に増田会

員の万歳三唱でお開きとなった｡ 閉会後も話が

尽きず､ ２次会へと場所を移した｡

(永廣 有伸)

全員で記念撮影

玉名郡市歯科医師会

森会長挨拶
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����� �����―人吉球磨郡合同学術講演会―

����������
８月３日(土) 午後３時から人吉市鍋屋本館

にて､ 阿蘇で訪問診療専門で開業されている我

那覇会員を講師にお迎えし訪問診療に関しての

講演会が開催された｡ スタッフも含め80名ほど

の参加があり診療形態が我々と全く違うので普

段聞くことの出来ない話を興味深く拝聴するこ

とができた｡

また訪問先の開拓､ スタッフの定着などいろ

んな努力をされ続けられていると感じた｡ そし

て沢山の資料を頂いたがこれらは実際の現場で

活用され非常に役立っているそうである｡ 質疑

応答では往診基準についての質問があったが､

詳しい回答は懇親会であったとのことである｡

最後に塚本球磨郡会長の謝辞により講習会は終

わり､ 懇親会へ｡ 人吉市歯科医師会の瀬戸 (雄)

会員の司会により進められ､ 我那覇会員の同世

代会員が多いこともあり堅苦しさはなく､ 終始

和やかな会であった｡ 人吉市歯科医師会與田会

長の締めで散会となった｡

(山村 礼二)

球磨郡歯科医師会

往診のノウハウを説明される我那覇会員

―講演会―

�����������
９月12日(木) 午後７時30分より宇城市松

橋町四川料理大明天にて下益城郡歯科医師会

理事会が行われた｡

開会の前に今回は特別にエピペンの使用法

の講習会が設けられファイザーの方より直接､

使用時の注意点やタイミングなどの講習を受

け､ 具体的に練習用キットで実際の感覚を体

験する事が出来た｡ 薬物ばかりか､ 蜂または､

食物でアナフィラキシーショックを引き起し

たというニュースを頻繁に耳にするようになっ

た昨今､ 全く他人事ではないと考えられる｡

その場でエピペンを購入された会員も多かった

ようだ｡

講習会終了後､ 新執行部の写真撮影が済むと､

吉永修会長より挨拶があり､ 引き続き今年度の

事業報告 (健康診断の日程 宇城三郡市学術講

演会の日程報告等)､ 委員会報告と続いた｡ そ

の後､ 食事をしながら懇親会に移ったが､ 終始

安全管理や緊急時の対応等が話題の中心となり､

穏やかな中にも緊張感のある懇親会となった｡

(田染 直子)

下益城郡歯科医師会

講習会終了後に写真撮影
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｢喜寿｣ を迎えて
会員 坂田 光輝 (荒尾市)

今年 ｢喜寿｣ の仲

間入りした私ですが､

日々雑事が多くて､

それに紛れて忘れて

いたことがあります｡

それはぼつぼつ終

活を考えて､ 心の準

備と身の回りの整理

が必要になってきた

ということです｡ ｢縁起でもないことを考え

るな､ 元気で生きることを考えよ｣ という意

見もあるでしょうが､ さすがに77歳を超える

と､ いつお迎えが来るだろうか､ 夫婦のどち

らが先に逝くのだろうか､ 私か妻か､ ……

妻が先に逝くとほぼ５年以内には夫が後を

追うと言われているようですが､ しかし夫に

先立たれても妻はますます元気になり老後を

楽しんでいるようです｡

男性にとっては､ 妻は口うるさくて喧嘩を

することもありますが､ その相手がいなくな

ると緊張感が無くなり毎日ぼんやりと漠然と

過ごしてしまうようです｡

私もそういう事になるかもしれません｡

しかし､ 私が先に逝っても妻のことが心配

だとはあまり考えません｡ 妻は今まで以上に

元気いっぱいに子供や孫たちと一緒に暮らし

ていくだろうと思い､ 安心しているところで

す｡

今年は100歳以上のお年寄りが６万人を超

すだろうといわれています｡

８割は女性で､ 平均寿命も男性79歳､ 女性

が86歳と長生きするデータを考えますと､ 女

性は肉体的・精神的にも男性より断然勝って

いることが分かってきます｡

70歳過ぎの男女とも､ 体を動かしスポーツ

を愉しんでいる人が40％近くいるとのことで

す｡

しかし日々確実に老いていくことは間違い

ない事実で､ 最近は､ 顔は覚えているがなか

なか肝心の名前が思い出せない｡ また昨夜夕

食をしたことは覚えていますが､ でも献立は

何だったのか詳しくは思い出せない､ といっ

たことが多くなった気がします｡

また､ テレビや新聞で ｢健康｣ という２文

字が報道されると､ 敏感に反応して見たり読

んだりして､ 参考になりそうなことは取り入

れることが多くなってきました｡

７年後の東京オリンピックまでは元気で開

会式に行きたいという気持ちでいますが､ ど

うでしょうか…

これからの残された人生は､ ｢あまりクヨ

クヨせず､ 何事にもほどほどに｣､ そして

｢老け込むのはまだ早い､ まだまだ自分は若

いんだ｣ をモットーにして日々暮らしていき

たいと思うこの頃です｡



熊歯会報 Ｈ.25.11

20

寺島 貴史
(テラシマ タカフミ)

熊本市南区田迎6-2-6

てらしま歯科医院

①体性幹細胞やips細胞等の幹細胞によ
る再生医療の歯科治療への応用
②地域に密着し､ 各患者様の生活環境や

第第２２種種会会員員
家庭環境び則した歯科治療を提供する
こと｡
③歯科医師である父が培ってきた地域の
患者様との関係や様々な経験をもとに､
自分の新しい技術や治療法を重ねるこ
とができること｡ 長期経過が診れるこ
と｡
④患者様､ スタッフ､ 家族､ そして自分
が笑顔でいれるように頑張ります｡

� �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

田上 学 先生
平成25年10月19日 ご逝去 90歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和21年11月23日

弘中美貴子
(ヒロナカ ミキコ)

熊本市南区
近見6-16-29

弘中歯科医院

第第３３種種会会員員
久貝喜太郎
(ヒサガイ キタロウ)

熊本市中央区
新屋敷1丁目21-10

新屋敷津田歯科医院

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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会 務 報 告 自 平成25年９月20日
至 平成25年10月20日

所管 日付 摘要 出席

総 務

９月21日 第１回各郡市会長・専務理事連絡会議
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 田上・八木・牛島常務理事

24日

第４回理事会
【承認事項】 (１) 新入会員の承認 (２) 名義後援使用依頼 (３) 共催依頼 ほか
【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 (２) 会員懇談会
(３) 平成25年度委託事業予算案 ほか

【協議事項】 (１) 第77回全国学校歯科保健研究大会確認事項 (２) 時局対策

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

25日
健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査 (熊本西年金事務所) 澤田事務局長他１名
第３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
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

26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
会計勉強会
会計現況の検討

久々山・西野監事､ 渡辺専務理事､
八木常務理事､ 吉永会計士

27日 病診連携・災害対策合同打合せ (１) 災害対策マニュアル (２) 病診連携 渡辺専務理事､ 牛島常務理事

28日
月次監査 ８月末現況監査 久々山・西野監事
九州歯科大学県同窓会80周年記念式典 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長

10月１日
第６回常務理事会
(１) 熊本県歯科医師会安全・安心歯科医療推進制度運営規定の一部改正案
(２) 部活動補助金の交付申請 (３) ３月の臨時代議員会までのスケジュール ほか

浦田会長他全常務理事以上全役員

２日
県社会福祉審議会 (県庁) 小島副会長
第１回県後発医薬品安心使用・啓発協議会 (熊本テルサ) 八木常務理事

６日
学生合同就職説明会
事業所：47件､ 学生：67名

八木・牛島常務理事､ 池嶋委員長他
４名

６日 県歯剣道部壮行会 (熊本市) 浦田会長

９日
支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長
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
昭和薬品化工株式会社との面談

宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 大林理
事､ 河原委員長

警察歯科医会役員会打合せ (１) 警察歯科医会役員会 (２) 警察歯科医会研修会 小島副会長､ 牛島常務理事
12日 県理学療法士協会公益社団法人移行記念祝賀会 (ホテルニューオータニ熊本) 浦田会長

15日
第７回常務理事会 (１) 新入会員の承認 (２) 日歯広報 ｢会員モニター｣ の推薦
(３) 平成25年度熊本県介護実習・普及センター運営委員 ほか

浦田会長他田上・牛島常務理事を除
く常務理事以上全役員

16日 第７回日学歯常務理事会 (ホテル日航熊本) 浦田会長

19日

第66回九州歯科医学大会厚生行事 (宝山ホール (鹿児島県文化センター)) 俳句 田尻・村上・課長補佐他２名
第66回九州歯科医学大会受付事務職員説明会 (宝山ホール (鹿児島県文化センター))
九地連役員会 (宝山ホール (鹿児島県文化センター)) 浦田会長
第66回九州歯科医学大会 (宝山ホール (鹿児島県文化センター)) 浦田会長､ 渡辺専務理事

20日
第66回九州歯科医学大会厚生行事 (鹿児島県内各所)
野球､ 剣道､ テニス､ ゴルフ､ ボウリング､ 囲碁

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木・牛島常務理事

学 術
９月20日

学術委員会 (１) 全国学校歯科研究大会の参加者確認
(２) 九州各県学術担当者会の提出協議題 (３) 各郡市学術担当者会の協議 ほか

井上理事､ 堀川委員長他全委員

10月18日 学術委員会 (１) エピペンインターネットシンポジウム (２) 各郡市学術担当者会 井上理事､ 堀川委員長他全委員

社会保険

９月21日
社会保険個別相談会 相談者：１名 桐野副会長他２委員
社会保険委員会 (１) 会員向け発行物 (２) 指導立ち会い､ 個別相談会日程
(３) シニア倶楽部社保研修会 ほか

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他13委員

26日 社会保険個別相談会 相談者：１名 宇治・反後委員
27日 社会保険指導者研修会 (東京・日本教育会館) 田中理事

28日
シニア倶楽部社会保険研修会 (ホテル日航熊本)
受講者：20名

浦田会長､ 渡辺専務理事､ 椿理事､
清水委員長他３委員

10月５日 レセプトチェックセンター 相談者：２名 (来館・１名､ 電話・１名) 田中理事

８日
保険共同指導 (KKRホテル熊本) 田中理事
社会保険個別相談会 (荒尾市) 相談者：１名 田中理事

10日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 金本副委員長､ 宇治・隈井委員
12日 九州各県社保担当者会 (福岡県歯会館) 田中・椿理事､ 清水委員長

地域保健

９月21日
子育てすくすくこども博2013歯科相談 (至22日) (グランメッセ熊本)
相談者数：78名

川瀬委員長､ 小田・赤尾・二宮・伊
藤委員

25日 青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町) 三森康弘会員
30日 青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町) 三森康弘会員

10月５日 九州各県地域保健担当者会 (佐賀県歯会会館) 田上常務理事､ 川瀬委員長

９日
第１回笑顔へルＣキャンペーン打合せ
(１) 笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント

宮坂副会長､ 田上常務理事､ 加藤理
事

９日 地域保健小委員会 (１) 糖尿病・歯周病医療連携研修会 田上常務理事､ 川瀬委員長他１委員

広 報

９月25日 広報小委員会 (１) 会報10月号・第１回校正 加藤理事､ 佐藤委員長他３委員

27日
県健康づくり推進課との打合せ
(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テレビ

CMの打合せ
加藤理事

30日
県健康づくり推進課との打合せ
(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テレビ

CMの打合せ
加藤理事

30日 広報小委員会 (１) 会報10月号・第２回校正 加藤理事､ 佐藤委員長他３委員
10月５日 九州各県広報担当者会 (長崎県歯会館) 加藤理事､ 立本副委員長
15日 広報委員会 (１) 会報11月号・編集 加藤理事､ 佐藤委員長他全委員
16日 笑顔ヘルＣ写真コンクール審査会 加藤理事､ 立本副委員長

学校歯科

９月25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 渡辺実行委員長他８委員

30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

浦田会長､ 宮坂副会長､ 八木常務理
事､ 大林理事､ 河原委員長他全委員､
井手会員



熊歯会報 Ｈ.25.11

22

所管 日付 摘要 出席

学校歯科

10月１日 フッ化物洗口に関する意見交換会 (玉名市民会館) 大林理事

２日
むし歯予防うがい液 (フッ化物洗口) の有効性に関する学習会 (JA天草会館)
主催：JA熊本中央会

竹中誠也会員

３日 全日本学校歯科保健優良校実地調査 (熊本市立城東小学校) 宮坂副会長､ 澤田事務局長

４日
第77回全国学校歯科保健研究大会ホテルキャッスルとの打合せ 大林理事
むし歯予防対策事業ワーキング委員会
県健康づくり推進課､ 県体育保健課

宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 大林理
事､ 河原委員長全委員

７日

むし歯予防の学習会 (くまもと県民交流館パレア)
主催：NPO法人子育て支援ワーカーズぺぺぺぺらん

勇委員

第77回全国学校歯科保健研究大会会場との打合せ (市民会館崇城大学ホール､ 熊本市国際
交流会館) トップツアー､ ジャンクプランニング同行

澤田事務局長他２名

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) 懇親会 (２) マニュアル (３) シナリオ

渡辺実行委員長他８委員

11日 第77回全国学校歯科保健研究大会懇親会打合せ
渡辺専務理事､ 大林理事､ 河原委員
長

15日

第77回全国学校歯科保健研究大会懇親会打合せ
渡辺専務理事､ 大林理事､ 河原委員
長

第77回全国学校歯科保健研究大会準備､ リハーサル
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

16日 日本学校歯科医会会長招宴 (ホテル日航熊本) 浦田会長､ 小島副会長
17日 第77回全国学校歯科保健研究大会 (第１日目) (市民会館崇城大学ホール) 浦田会長他

18日
第77回全国学校歯科保健研究大会 (第２日目) (市民会館崇城大学ホール､ 熊本市国際交流
会館)

浦田会長他

医療対策
９月28日 九州各県歯科医療安全対策担当者会 (鹿児島県歯会館) 冨屋理事､ 永松副委員長

10月18日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 九州各県医療安全担当者会 (３) 医療対策講演会 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他全委員

センター・介護

９月24日 県介護支援専門員更新研修 (KKRホテル熊本) 山田副委員長
26日 県介護支援専門員更新研修 (KKRホテル熊本) 井手委員
28日 県介護支援専門員更新研修 (熊本交通センターホテル) 青砥委員

28日
摂食・嚥下研修会 (学院校舎)
講 師：東京医科歯科大学高齢者歯科学分野 戸原 玄先生
受講者：21名

宮坂副会長､ 松本理事､ 平井委員長
他５委員

29日
摂食・嚥下研修会 (学院校舎)
講師：東京医科歯科大学高齢者歯科学分野 戸原 玄先生
受講者：21名

宮坂副会長､ 松本理事､ 平井委員長
他５委員

10月３日
在宅歯科事業ワーキング委員会
(１) 訪問歯科診療パンフレット校正 (２) アンケート調査校正

松本理事､ 平井委員長､ 山田副委員
長､ 赤尾委員他１名

５日 九州各県地域保健担当者会 (佐賀県歯会館) 松本理事､ 平井委員長

16日
在宅歯科事業ワーキング委員会
訪問歯科診療パンフレット校正

松本理事､ 平井委員長､ 山田副委員
長､ 赤尾委員他１名

17日 県介護支援専門員更新研修 (KKRホテル熊本) 平井委員長
19日 障がい児 (者) 地域リーダー育成事業歯科健診 (児童発達支援所さくら) 松本理事他

総務･厚生･医療管理

９月20日 玉名郡市健康診断 (玉名市民会館) 加藤恭裕会員
21日 宇土郡市健康診断 (宇土市保健センター)

26日
総務・厚生・医療管理委員会
(１) ガイドブック (２) シニア倶楽部 (３) がん連携講習 ほか

牛島常務理事､ 池嶋委員長他全委員

27日
県がん患者医科歯科連携事業連携講習３ (天草会場・後半) (ホテルサンロード)
受講者：24名

松本理事

28日
シニア倶楽部 (ホテル日航熊本)
参加者：31名

浦田会長､ 小島・中嶋副会長､ 渡辺
専務理事､ 八木常務理事､ 加藤・椿・
田中理事､ 清水委員長他５委員

29日
県がん患者医科歯科連携事業連携講習３ (熊本会場)
受講者：129名

渡辺専務理事､ 牛島常務理事､ 池嶋
委員長他全委員

10月３日
ファイザー製薬との打合せ
(１) エピペンインターネットシンポジウム (２) エピペン使用者研修会

牛島常務理事

５日
八代健康診断 (八代市医師会健診検査センター)
九州各県厚生担当者会 (大分県歯会館) 八木常務理事､ 池嶋委員長

９日 病診連携運営協議会準備委員会
渡辺専務理事､ 牛島常務理事､ 松本
理事他４名

12日 八代健康診断 (八代市医師会健診検査センター)
15日 熊本クリニカルオンコロジー研究会 (ホテルニューオータニ熊本) 牛島常務理事
19日 災害医療提供体制の構築に向けた研修会 (県立大学) 牛島常務理事

学 院

９月20日 学院社会福祉施設臨地実習指導担当者反省会 伊藤学院長他２名
22日 熊専各連体育大会 (熊本市) 岩切主任
25日 学生合同就職説明会打合会 伊藤学院長
27日 学院実習指導担当歯科衛生士研修会 浦田会長､ 伊藤学院長他７名

10月６日 学生合同就職説明会 事業所：47件､ 学生：67名 伊藤学院長

９日
学院自衛隊隊内生活体験 (至11日) (自衛隊北熊本駐屯地)
Ａ班：１年生25名

国保組合

９月20日 全歯連調査委員会 (神奈川県歯科保健総合センター) 桑田常務理事
21日 第１回各郡市会長・専務理事連絡会議 上野副理事長
25日 全協理事長・役員研修会 (東京・八重洲富士屋ホテル) 浦田理事長

26日
第２回国保理事会
(１) 高齢者健康対策事業 (２) 組合員資格確認調査 (３) 保険料 ほか

浦田理事長他全役員

27日 社会保険指導者研修会 (東京・日本教育会館) 上野副理事長
10月16日 全歯連調査委員会 (神奈川県歯科医師国保組合) 桑田常務理事

事 業 課
10月１日 奥様医業経営塾 第２講
15日 奥様医業経営塾 第３講
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75 90cm ※
1,312

2 16-15 TEL096-384-5566
2 9-20 TEL096-379-7311

1909-729 TEL096-249-2811
20-16               TEL0965-35-5030

6.3 /

6,300
10,500

詳しくは担当スタッフまでお気軽におたずねください。

＜熊本営業所＞
お問い合わせ・ご注文は下記まで

熊本東営業所　熊本市東区尾ノ上2丁目16-15　TEL096-384-5566

熊本南営業所　熊本市南区江越2丁目9-20　　  TEL096-379-7311

熊本北営業所　合志市幾久富1909-729　　　 TEL096-249-2811

八代営業所　　八代市田中西町20-16　　　　 TEL0965-35-5030

無料

クリアフォース くまモンマット

ご相談・お見積りは　　　　　　 です。
その他にもさまざまなサ ー ビスメニューがあります

４つの機能＋光速ストリーマ搭載

除湿

集塵

脱臭

上質のうるおいでお部屋
を満たします。

冬も夏もおまかせ、一年中
使える強力除湿。

6.3㎥/分のパワフル吸引。菌・
ハウスダスト・ウイルスを制御。

強力脱臭機能で気になる
ニオイを除去。

加湿

４週レンタル料金　6,300円
初回金　10,500円

その他各用途に合わせた機種ご用意できます。

オリジナルマット（くまモンマット）
サイズ：75×90cm　※各種サイズあり
２週間レンタル料金　1,312円

年末大掃除するなら今！ サニクリーンスタッフにお任せください
お気軽にご相談ください。

換気扇 窓ガラス トイレ エアコン

除加湿除菌清浄機






