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Kumamoto Dental Association

Ｈ25年度笑顔ヘルＣキャンペーン 写真コンクール会長賞「えがお」
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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。

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

クールの会長賞「えがお」岡田孝一様の作品

です。「坪井川下り」の１シーンでしょうか。

その明るい笑顔で元気に力強く舟をこぐ様子

が目に浮かびます。　　　　　　 　 （H．K）
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広報をお預かりし３期目となります加藤でございます｡ 日頃より会報作成などにご協力頂

き､ 特に委員会報告・郡市会報告を執筆頂いている担当の皆様には感謝申し上げます｡ 会報

に関しましては､ ７月より表紙などのレイアウトをリニューアル致しましたが､ 今後は中身

も少しずつ変えて行きたいと考えています｡ 会員の皆様に如何にお読み頂けるようにするか

考えながら広報委員会一同､ 常に工夫し作成しております｡ 熊歯会報は､ 会務の報告・記録

という意味合いが大きのですが､ 会員のための冊子でもあるわけですから､ 寄稿や自由投稿

などの数が増えもっと掲載できれば､ お目通し頂く機会も増えるのではと思っております｡

ただ対外的な広報誌でもあるため懇親会や旅行に関して､ どの程度の内容までを掲載するの

か､ どこで線を引くのか､ 兼ね合いが難しく､ いつも頭を抱えているところです｡ ところで

今年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

そく宮坂副会長のもと企画を立案し､ 総額800万の３案を７月に提出しました｡ 結果､ 県歯

は､ 予算約300万で､ フッ化物洗口を県民に普及啓発するためのキャンペーンソングならび

にテレビCM､ DVDの作成を担当することとなりました｡ テレビCMは､ 10月初めよりRKK

番組 ｢ちびっ子タイム・このゆびとーまれ!!｣ のCM枠で毎週火曜日､ 30秒ではありますが､

すでに始まっております｡ 来年３月初旬まで放送される予定です｡ ぜひ一度御覧頂ければと

思います｡ また現在広報委員会では学校歯科委員会と協力し､ DVDを作成しております｡

見られる方の対象により分かりやすいように､ 子どもバージョンと大人バージョンに内容を

分け台本を作りました｡ 子ども達には楽しんで見てもらえるようくまモン隊に出演してもら

いました｡ さらに議会前で大変お忙しい中にもかかわらず蒲島知事にも御出演頂いたばかり

か､ 知事御自身のお申し出により自らもフッ化物洗口をしていますよというシーンも収録さ

せて頂きました｡ 心より感謝申し上げます｡ 今後いろんな場面で利用していただけるよう工

夫を重ね完成させたいと考えています｡ そもそも始まりは､ 平成21年の学校歯科保健調査で

都道府県別の12歳児１人平均永久歯う蝕経験歯数が全国ワースト２という結果をうけ､ 翌年

11月には､ ｢熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例｣ が施行されたわけですが､ ワースト

２位であったことは､ 我々熊本県歯科医師会でも重く受け止めなければなりません｡ フッ化

物を利用したむし歯予防対策を推進していくことになりましたが､ 県民の皆様のお口の健康

に寄与する使命を担う歯科医師会としましては､ この事業において先頭に立ち推進していく

義務があります｡ 私たちは､ 歯科における2大疾患であるむし歯と歯周病の治療に長く関わっ

てまいりましたが､ この事業を進めれば確実にむし歯は減ることになると思います｡ むし歯

も歯周病も症状が進行するととてもやっかいではありますが､ 予防ができます｡ 悪くなって

から治療するという風潮を改め､ 全身の健康に大きく関わる歯の健康の重要性をもっと県民

の皆様に広く理解していただくことも広報の重要な役割だと思っております｡ それと同時に

私たちも１歩進んだ歯科界のさらなるステップを目指し､ 邁進しなくてはならないと考えま

す｡
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10月17(木)､ 18日(金) の両日､ 市民会館崇城大学ホー

ル､ 熊本市国際交流会館において ｢第77回全国学校歯科保

健研究大会｣ が開催された｡ 心配された台風も前日に日本

列島を通過して当日は好天に恵まれ全国から1190名の参加者

を集めた｡

45年ぶりの熊本大会であり､ 主催県として２年前の愛媛大

会､ 昨年の群馬大会と視察を行い､ 最大の ｢おもてなし｣ が

できるように実行委員会はじめ､ 関係各所の方々と検討に検

討を重ねて準備を進めてきた｡ 大会は17日午後からの開催で

あったが､ くまモンのお出迎えによ坊さんを加えたアトラクショ

ンで開会前からに盛り上がった｡

メインテーマは､ ｢生きる力｣ をはぐくむ歯・口の健康づく

りの展開を目指して､ サブテーマとして ｢学校歯科保健で取

り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える｣ を掲げ､

１日目の開会式・表彰式では､ 宮坂副会長の開会宣言に始

まり､ 文部科学省からスポーツ・青少年局の久保公人局長､

日本歯科医師会の大久保満男会長､ 他関係所管からのご臨

席を賜った｡ 表彰式では文部科学大臣賞などの表彰が行われ

受賞校を代表して熊本市の城東小学校､ 松田正二郎 校長

より謝辞があった｡

基調講演では ｢食育と口腔機能｣ をテーマに東京医科歯

科大学黒田敬之名誉教授の講演があり､ 引き続きシンポジウ

ムが行われた｡ 食は健康の源であり最近では食の安全上の問

題､ 生活習慣病､ 伝統ある食文化の消失など食をめぐる様々

な問題が起きている｡ こういう社会情勢の中､ 子どもたちが

食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ健康で心

豊かなたくましい大人に成長していくためにも学校歯科保健

は大変重要な役割を担っていると考えさせられる講演会であっ

た｡

懇親会では､ 大会史上初めてという着座形式をとり､ ゆっ

くりと郷土料理や地酒を堪能して頂いた｡ 又､ 当県の渡辺専

務理事が発案されたくまモンのお土産付きくじは大好評であっ

た｡ さらに､ 小島副会長の挨拶も好評で翌日には ｢熊本の夜

を十分楽しめた｡｣ という声を耳にした｡

２日目の領域別研究協議会にも席が足らないほどの大勢の

出席者にご参加いただき､ 閉会式では無事､ 次期開催県の

島根にバトンタッチして幕を閉じた｡ 大会後､ ｢大変素晴ら

しい大会であった｣ という数多くの意見を頂いた｡ 大会実行

委員長である浦田会長､ 大林理事他多くの先生方のご尽力

及び関係各位の協力により盛況に開催できたことをこの場を

借りてお礼申し上げます｡

(学校歯科 河原正明)

����������特 集

当日は好天に恵まれた

くまモン・よ坊さんによるお出迎え

くまモン・よ坊さんによるアトラクション

参加者全員で国歌斉唱

下村文部科学大臣代理の久保局長主催者挨拶
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日学歯清水会長の主催者挨拶

浦田会長の主催者挨拶

日歯大久保会長の来賓祝辞

表彰校の代表者

シンポジウムも開催された

城東小学校松田校長の謝辞

小島副会長の閉会のことば

熊本の夜を楽しんでもらえた�� � � � � � � � � � � ����������������������������
��

●優秀賞
熊本県 熊本市立城東小学校

●奨励賞
熊本県 益城町立益城中央小学校

平成25年度 第52回全日本
学校歯科保健優良校表彰熊本市立城東小学校が優秀賞を受賞
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11月27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中嶋副会長を除く全役
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６回
理事会が開催された

����������
会総務部会､ 昭和薬品化工株式
会社との打合せ､ むし歯予防の
学習会､ 第63回全国学校保健研
究大会

医療対策：医療相談・苦情事例報告､ 熊本
市歯会医療相談・苦情に関する
勉強会

センター・介護：在宅歯科事業ワーキング
委員会､ 口腔ケア指導者養成研
修会､ 摂食・嚥下研修会､ 障が
い児 (者) 口腔ケア地域リーダー
事業､ 口腔保健センター従事者
医療対策研修会

総務・厚生・医療管理：健康診断 (下益城
郡､ 球磨郡)､ くま歯キャラバ
ン隊 (熊本市東部４支部)､ が
ん連携運営協議会､ 病診連携運
営協議会

学 院：学院入学試験委員会､ 学院自衛
隊隊内生活体験､ 学院高校推薦・
指定校推薦入学試験､ 学院役職
員会､ 学院教務委員会､ 熊歯衛
祭

国保組合：国民健康保険組合被保険者全国
大会

事 業 課：奥様医業経営塾第４・５講

３３.. 報報告告事事項項
１. 退会会員
・�宗 康隆 会員 (第３種会員)

平成25年９月30日
２. 表彰
・叙勲 旭日双光章

関 剛一 会員 (熊本市)
瑞宝双光章
安光 千年 会員 (阿蘇郡市)

３. 名義後援使用依頼
・日本小児歯科学会一般公開講座／日本小
児歯科学会
・第62回 ｢熊本小児保健研究会｣ ／熊本小
児保健研究会
・第16回日本医療マネジメント学会熊本支
部学術集会／日本医療マネジメント学会
４. 週刊現代掲載記事に対する抗議文
｢週刊現代｣ 10月12日号に掲載された記

事 ｢歯医者にダマされてはいけない｣ につ
いて､ 日本歯科医師会より抗議文が出され
た旨の報告がなされた｡
５. 新型インフルエンザ等対策等特別措置
法第２条第７号に基づく指定地方公共機

１. 開会：小島副会長
２. 挨拶：浦田会長

今年も残すところ１ヶ月あまりとなりまし
た｡ 先生方には７月より執行部にお入りいた
だいて､ やがて５ヶ月となるところですが､
すでに次年度の事業計画､ 予算案を作成して
いただいています｡ 今年度事業の遂行がまだ
まだこれからというところで､ 次年度の事業
計画を立てるということは非常に難しいと思
いますが､ 短い期間の中で諸事業を見定めて
いただき､ 対応していただきたいと思います｡
しかしながら､ なかなか難しい作業となる
ことも事実で､ そのようなときに心の糧にし
てほしい言葉を紹介したいと思います｡ １つ
目は､ 成功して順調な時こそ慎重にならない
といけないという意味の故事で 『書経』 の中
の ｢満は損を招き､ 謙は益を受く｣ というも
のを挙げたいと思います｡ これは､ 人間は慢
心しているとよくないことがおきるので､ 常
に謙虚な気持ちを以って努力する人間にしか
福は来ないということを表しています｡ 何事
も順調だからといって､ 驕ることなく､ 謙虚
な気持ちでいることが､ 会務をはじめ物事を
遂行するうえでとても重要だといえます｡ ２
つ目は､ 逆に失敗したり､ 不安なことがあっ
たりする時にはどうしても人間は狼狽してし
まうものですが､ そのような時に､ 私が常に
言い聞かせている言葉に ｢安心立命｣ という
ものがあります｡ これは心を安らかにして､
身を天命に任せて､ どんなことがあっても動
じない心持ちを養っていくという意味です｡
これらの言葉を常に肝に銘じながら､ 残り僅
かな今年を大過なく乗り切り､ 新しい年を迎
えたいと思いますので､ 先生方におかれまし
ても､ この言葉を参考に業務を遂行していた
だきますよう宜しくお願い致します｡

２２.. 会会務務報報告告
総 務：第５回理事会､ 第８・９回常務

理事会､ 災害対策臨時委員会､
社会歯科学研究会秋期研修会､
県災害医療提供体制検討委員会､
都道府県専務理事連絡協議会､
第３４回全国歯科保健大会､ 日
本歯周病学会九州地区臨床研修
会懇親会

学 術：第２・３回日歯学術・生涯研修
委員会､ 九州各県学術担当者会､
エピペンインターネットシンポ
ジウム､ 各郡市学術担当者会

社会保険：保険個別指導､ 社会保険個別相
談会､ レセプトチェックセンター

地域保健：笑顔ヘルＣキャンペーン各郡市
無料歯科相談､ 中央イベント､
歯の健康ランド､ 九州口腔衛生
学会

広 報： ｢熊歯会報｣ 11月号校正､ 12月
号編集､ フッ化物洗口啓発用
ＤＶＤ撮影・収録

学校歯科：第77回全国学校歯科保健研究大
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関の指定
本会が､ 新型インフルエンザ等対策等特
別措置法第２条第７号に基づく指定地方公
共機関に指定されたこと､ また､ これに伴
い業務計画を作成する必要があるのでその
準備を進めていく旨の報告がなされた｡
６. 日本小児歯科学会九州地方会学術講演
会
同講演会の前日に ｢九州｣ ｢中国・四国｣
地区役員連絡協議会が開催され､ 浦田会長
が不在の為､ 宮坂副会長が主催者挨拶を行
なう｡
７. 二地区歯科医師会役員連絡協議会の提
出協議題
二地区歯科医師会役員連絡協議会に提出
された協議題に対する本県の回答について
の報告がなされた｡
８. 平成２５年度 ｢くま歯キャラバン隊｣
実施状況
｢くま歯キャラバン隊｣ 実施状況につい

ての報告がなされた｡ 実施回数が少ないの
で､ 今後も各郡市に開催を呼びかけたい｡
９. 学院地下機械室ポンプ工事
学院地下機械室の貯水槽の汲み上げポン
プのうちの１基が作動しておらず､ その代
替工事を行なう必要があるため､ 常務理事
会で協議の上､ 施工した旨の報告がなされ
た｡ なお､ 業者選定については､ ２社に見
積もりを依頼し､ 見積り金額が安かった岩
永組に決定した旨の報告が併せてなされた｡
10. ｢保険医療機関｣ の取消事例
元保険医療機関の指定の取り消し相当及
び保険医の登録取り消し事例についての報
告がなされた｡
11. 糖尿病・歯周病医療連携概要説明書
糖尿病・歯周病医療連携概要説明書､ 並
びに阿蘇郡市において実施した糖尿病診療
情報提供書の授受状況の報告があり､ 歯周
病治療により､ HbA1c値が0.39低下し､ 広
島スタディにて報告された内容と一致して
いる旨の報告がなされた｡ また､ 併せて､
阿蘇郡市にて医科・歯科・薬科による医療
連携事業を新たに実施すること並びにその
事業で使用する同意書についての説明がな
された｡
12. 熊本型早産予防対策事業
熊本型早産予防対策事業における健診者
数の現況報告がなされた｡
13. ＤＭ熊友パス
糖尿病患者の連携手帳・ＤＭ熊友パスに
ついての説明がなされ､ 歯科に関する項目
も多数掲載されている旨の報告がなされた｡
また､ 医療機関連携を進める為に､ 本会ウェ
ブサイトのトップページより､ 糖尿病医療
連携ツールをダウンロードできるようにし
ていることが併せて報告された｡
14. カーボカウント＆インスリンポンプセ
ミナーチラシの同封依頼
会員への定期発送時に､ Ⅰ型糖尿病患者
を対象とした同セミナーのチラシを同封す
ることについて､ 常務理事会で協議し､ 昨
年同様に承認した旨の報告がなされた｡
15. 熊本県学校保健会協力寄附金
今年度の熊本県学校保健会協力寄附金に
ついての報告がなされた｡
16. 第77回全国学校歯科保健研究大会の参
加者数
第77回全国学校歯科保健研究大会の参加
者数 (参加者総数1,190名 [県内参加者556
名]) についての報告がなされた｡
17. 委員会事業実施報告
・学校歯科委員会
｢第77回全国学校歯科保健研究大会｣
開催日：平成25年10月17日～18日
・地域保健委員会
｢糖尿病・歯周病医療連携研修会｣
開催日：平成25年11月2日
・学術委員会

｢各郡市学術担当者会｣
開催日：平成25年11月16日

18. 委員会事業企画
・学術委員会
｢学術講演会｣
開催予定日：平成26年4月27日

19. 会計10月末現況
20. その他
○がん連携事業
○在宅診療に関するアンケート

５５.. 連連絡絡事事項項
１. 平成26年１月～３月の行事予定
２. 12月行事予定
３. その他

６６.. 承承認認事事項項
１. 新入会員の承認 (承認)
第３種会員２名の入会を承認した｡
※平成25年度 入会状況 (11月末現在)
第１種13名､ 第２種４名､ 第３種４名
２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼 (承認)
原案通り､ 熊本県医療安全推進協議会委
員として渡辺専務理事を推薦することを承
認した｡
３. 部活動補助金交付申請 (承認)
原案通り､ 第２回全国歯科医師野球大会
への部活動補助金交付を承認した｡
４. その他
○日本プライマリ・ケア連合学会 ｢第９回
九州支部総会・講習会｣ の後援 (承認)
原案通り承認し､ 後援することとした｡

７７.. 議議題題
１. 平成25年度第２回臨時代議員会の日程
(案) (承認)
原案通り承認した｡
２. 第２回各郡市会長・専務理事連絡会議
の報告・協議 (承認)
原案通り承認した｡
３. 社会歯科学研究会秋期研修会の熊本開
催依頼 (承認)
社会歯科学研究会より依頼があった秋期
研修会を熊本県にて開催することについて､
本県で開催することを決定した｡ なお､ 実
施時期､ 担当所管等については今後改めて
検討することとした｡
４. 平成26年度総務の事業計画(案)(承認)
原案通り承認した｡
５. 国の新たな経済対策に対する要望書の
提出 (承認)
本会と県歯連盟とで連署にて要望書を提
出することについて､ 原案通り承認した｡
６. 平成26年度日本口腔衛生学会シンポジ
ウムの開催 (承認)
原案通り承認し､ 準備を進めることとし
た｡
７. 平成26年度九地連研究事業申請書 (承
認)
原案通り承認し､ 九地連に事業申請書を
提出することとした｡
８. 安心・安全歯科医療推進制度のロゴマー
ク (案) (承認)
提出された複数のロゴマークより投票に
より選定した｡
９. その他

８８.. 協協議議事事項項
１. 時局対策
２. その他

９９.. 監監事事講講評評
会計現況について､ 予算額と執行額を比
較すると､ 執行額が上回っている事業があ
るので､ 留意してほしい (久々山監事)

1100.. 閉閉会会：：宮宮坂坂副副会会長長 (広報 加� 久雄)

�
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会員の皆様及び各郡市の執行部の皆様には､ 日頃より委員会活動にご理解とご協力を頂き感謝

申し上げます｡ さて､ 高齢化社会が叫ばれる中､ 行政から委託される事業もその対策としての内

容がここ数年でかなり増えてきております｡ センター・介護委員会に現在委託されています主な

事業を列挙しますと

①在宅歯科医療推進事業 (医療政策課より委託)

訪問歯科診療に携わる人材の育成､ 県民に対する周知・啓発､ 及び在宅歯科医療に関する現状の

把握等を行うことにより､ 在宅歯科医療の推進体制の整備を図ることを目的とする｡

②高齢者の口腔ケア推進事業 (健康づくり推進課より委託)

高齢者施設等の介護職員が､ 口腔ケアの基本的な技術を身につけ､ 施設等にて口腔ケアを実践し､

生活習慣として定着することで高齢者の生活の質の向上を図ることを目的とする｡

③介護者歯科実技研修事業 (健康づくり推進課より委託)

要介護者及び介護予防対象者のQOL (生活の質) の向上を図るために､ 対象者の口腔機能の維

持・向上に寄与する人材を養成し､ 市町村における介護予防の取組みの効果的かつ効率的な支援

につながる体制づくりを図ることを目的とする｡

④障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業 (障がい者支援課より委託)

各障害保健福祉圏域に障がい児 (者) の歯科医療・保健の向上を推進する指導者を育成すること

により､ 県下の障がい児 (者) の歯科医療・保健の向上を図る｡

以上の４事業があります｡ 事業を進めていく上では行政の区分けとして管轄保健所単位での事

業を行うのが基本となります｡ 保健所によっては２つの郡市歯科医師会が存在するところもあり､

委託事業を展開するうえで理解しにくいところも多いと思います｡ 特に②の高齢者の口腔ケア推

進事業につきましては､ 昨年は日程的な事情も有り､ 各郡市の会長の先生方に承認をいただき委

員会での対応で実施させて頂きました｡ 本年度は各保健所圏域で介護・看護職に口腔ケアをより

広げて欲しいと言う行政からの依頼があり､ 郡市への負担も考えましたがやはり地域に広める上

では各郡市歯科医師会の協力なくしてはこの事業の展開は難しいと考え実施する事になりました｡

口腔ケアを多職種に理解して頂きますと要介護者の口腔状態について気をつけるようになってい

ただけますし､ ひいては患者紹介にもつながります｡ 又､ いろんな会議や研修会に参加しますと

他職種の先生方は私たちが考えている以上に歯科との連携についてその必要性を考えていらっしゃ

るのを感じます｡ 私達歯科医療従事者もその需要に答えられるように研鑽していく必要があると

思います｡ 社会は診療室での臨床に加えて､ 病院や施設､ 在宅などにおける歯科訪問診療と言う

臨床の取り組みを求めています｡ この対象は高齢者であるだけでなく､ 多くの障がいを有する方々

も含まれます｡ 加えて､ 歯科医師が経験したことのない､ ターミナルケアまで担う可能性が出て

きました｡

委託事業につきましてはまだ本年度分も終了していない中､ 新年度の委託事業の打診が県庁の

担当者から既に来ている状態です｡ 各郡市への負担ができるだけかからないように見直しを含め

て検討していきたいと考えています｡ 各郡市からのご要望などございましたら遠慮なくご連絡く

ださい｡ できるだけご要望に添えるような事業展開をして行きたいと考えています｡ ９月から各

委託事業がスタートしておりますが各郡市のご協力とご理解の程何卒よろしくお願い申し上げま

す｡ (センター・介護 松本 信久)

特 集

―熊本県委託事業―
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調な立ち上がりであった｡ しかしながら､ ２

番手井口が､ 先頭打者に左前安打で出塁を許

すと､ 失策や暴投に適時打が絡み４点を奪わ

れて逆転された｡ 結局､ 井口は１／３回で交

代した｡ ３番手西は井口が残した走者を返さ

れたが､ この回を何とか切り抜けた｡ 反撃し

たい熊歯は､ 続く４回に安打と四球でチャン

スを作ると､ 敵失と河合の適時打で同点に追

いついた｡ しかしながら､ ２イニング目に入っ

た西が､ 連続四死球と制球が乱れて勝ち越し

を許すと､ さらに交代した河合も連続長短打

を浴びるなど､ 相手に傾いた流れを止めるこ

とが出来なかった｡ ５回は失策の走者を許す

も無失点に抑えたが､ この回終了で無念の時

間切れとなった｡

参加者：菅原､ 藤本､ 上田､ 有田､ 河合､
渡辺洋､ 吉崎､ 右山､ 田中､ 井口､

井上､ 井野､ 西､ 福井､ 宮本､ 山口､

椿､ 岡村､ 樋口､ 宇治､ 渡辺裕､

江頭､ 岡､ 久保

謝 辞：球場まで応援に来て頂きました浦田
健二会長､ 執行部の先生方ならび事

務局の方々に厚く御礼を申し上げま

す｡

(井上 真樹)

10月20日(日)､ 鹿児島市の県立鴨池球場な

らび鴨池市民球場に於いて､ 第66回九州歯科

医学大会野球大会が開催された｡ 当日は火山

灰が舞うという状況であったが､ 天候には恵

まれて､ 絶好の野球日和であった｡ 我々は､

１回戦で大分県と対戦したが､ 逆転負けで､

２年ぶりの初戦敗退となった｡ 尚､ 試合に先

立ち開会式で､ この１年間の物故会員の方々

に対しての黙祷を行った後日本歯科医師会大

久保満男会長のご挨拶ならび激励があった｡

先制､ 先発上田好投も､ 継投崩れ逆転負け｡

１回戦
鴨池市民球場

熊本県 ２ ０ ０ ３ ０ ５

大分県 ０ ０ ５ ６ ０ 11

(５回終了時間切れコールド)

(熊) 上田､ 井口､ 西､ 河合―渡辺洋､ 田中

(大) 武藤秀―武藤晃

▽三塁打 二ノ宮､ 矢野英､ 吉田 (大)

初回に熊歯は､ 先頭の田中が二塁内野安打

で出塁､ 次打者井口の時に盗塁すると､ 中前

適時打で本塁に向かい入れた｡ さらに､ 井口

が盗塁などで三塁へ進むと､ 山口の左犠飛で

１点を加えて２点を先制した｡ 守る熊歯は先

発上田が､ ２回打者６人を完全に抑えて､ 順

日歯大久保会長挨拶

２年ぶり､ １回戦敗退

野 球��������������

開会式の様子
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｢死のグループ｣ の中での予選通過の難しさ

を彷彿させるかのような出来事であった｡

団体戦の出場選手は以下の通り｡

(Ａチーム) (Ｂチーム)
先鋒 三森 近藤

次鋒 太田 中井

中堅 中嶋 澤木

副将 西田 徳永

大将 牧野 田ノ上

一方､ 個人戦においては優勝こそ逃したも

のの一般の部で､ ２位太田､ ３位三森､ ベス

ト８中嶋､ 中井が入賞を果たし､ 何とか一矢

を報いた｡

試合結果と体力的に憔悴しきった帰りの新

幹線の中で､ 気づいたら一通のメールが届い

ていた｡ 私を帰熊以来可愛がって頂いている

大好きな剣道部の先輩の１人､ Ｔ先生からの

｢前略・・・熊歯会報の原稿頼む！｣

のメール｡ ｢何で負けた時に！書

くことないやん！｣ と思いながら

も今回私にとっての初記事を報告

させて頂くこととなった｡ 来年は

もっと良い記事が掲載できるよう

部員の皆さん絶対優勝しよう！そ

してお疲れ様でした！ (Ｔ先生も

長年の原稿執筆お疲れ様でした！)

(太田 文隆)

10月20日(日) 我々を歓迎するかのように

桜島からの降灰に見舞われる中､ 九州歯科医

学大会剣道大会が､ 今年は鹿児島アリーナに

おいて開催された｡ 試合は団体戦と個人戦が

行われ､ 団体戦においては各県合わせて全11

チーム､ 熊本県からはＡ､ Ｂの２チームが出

場した｡ 剣道は１チーム５人制 (前から先鋒､

次鋒､ 中堅､ 副将､ 大将) で対戦し､ ５人の

うち勝者数の多い方が勝ちとなる｡ 試合形式

は､ まず全11チームが２パートに分かれ予選

リング戦という方式 (くじ引きにより順番に

リング表に振り分けられ､ 自分のチームの前

後２チームとの対戦勝敗数により順位が決め

られる方式：結構くじ運も大事！) により予

選が行われ､ 各パート上位２チームが決勝トー

ナメントへ進出し頂点が争われる｡

我が熊本県チームは昨年､ Ａ､ Ｂチームで

優勝､ 準優勝と好成績を挙げているだけに､

今年も連覇を目指して盤石の布陣を敷いて試

合に臨んだ｡

注目の団体戦の結果は､ Ａチームが大分､

福岡Ａと対戦し１勝１敗の第１パート予選６

チーム中３位｡ Ｂチームが長崎Ａ､ 佐賀 (今

年の優勝チーム) と対戦し１敗１分けの第２

パート予選５チーム中４位と､ 他県の先生方

が口をそろえて ｢どうせ熊本が優勝だろ！｣

との前評判に反して両チームとも予選敗退し

た｡ 勝負は時の運というが､ まさに今年の結

果はまるでサッカーワールドカップ予選での

個人戦入賞者

団体戦連覇ならず

剣 道��������������

熱戦が繰り広げられた
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８位､ 春野会員―９ゲーム総合16位と健闘し

た｡

が､ なんといっても圧巻は年間2000ゲーム

以上投げ込む井尾会員｡ 毎日仕事をしながら

休まず６ゲーム投げ続けてやっと達成するこ

の数字｡ 個人タイトルで個人戦２位､ ９ゲー

ム総合２位｡ (ハンデ無しなら両方共１位)

ゲームスコア251点でハイゲーム賞獲得｡

チーム戦の入賞にも大きく貢献する､ 正に大

車輪の活躍だった｡

其のチーム戦は

２人チーム戦３位(宮井・井尾)

４人チーム戦３位(春野・伊藤・宮井・井尾)

という成績であった｡

来年の宮崎で､ さらなる飛躍を期待するに

十分な結果であった｡

(宮井 祐)

10月20日(日) に鹿児

島サンライトボールで行

われた九地連ボーリング

大会で､ 我が熊本県歯ボー

リング部は見事復活を果

たした｡

部員数減少とモチベー

ションの低下でここ10年

近くボーリング部は低迷

していた｡ が､ 一昨年か

らの菊竹・春野・井尾の

３会員を中心とした立て

直し策､ それに加え側面

より渡辺専務理事をはじ

めとした県歯のサポート

のおかげで､ 部員も大幅に増えた｡

今年新たに河野宏和・秋山清 両会員を新

入部員として迎え､ 鹿児島九地連での決戦に

向けて花見には背を向け､ ゲリラ豪雨の梅雨

を泳ぎ切り､ 溶鉱炉の夏をさも涼しげにかわ

し､ ボーリングの鬼―井尾会員のもと､ 毎週

の特訓を積み重ねた｡

そしてついに12名の戦士を鹿児島に送り込

むことに成功した！

若手のホープ・水俣の星・マジシャンDr.

伊藤､ 四国八十八ヶ所のマラソン巡礼に闘志

を燃やすお遍路・奥田会員､ 小脳出血で一時

どっかの人になったが､ 見事現世復活を果た

した､ ボーリング部主将・キセキの菊ちゃん……

その他・略｡

サンライトボールでの試合はレーンコンディ

ションがハードで､ 参加者全員が苦しんだ｡

我がボーリング部員も例外ではなかったが､

そんな中､ 古参組が奮闘！西銘会員―個人戦

復活大躍進！

ボウリング��������������
チーム戦､ 個人戦共に大活躍であった
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11月４日(月) 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､ 熊本県歯科衛生士会､ 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｡ 田上常
務理事の開会の挨拶によりイベントが始まった｡
イベントの内容は､ 歯科に関するアンケート､ 無料歯科相
談､ 口臭チェック､ ブラッシング指導､ 人形劇､ 輪投げコー
ナー､ 熊本歯科衛生士専門学院の紹介､ 笑顔ヘルＣ写真コン
クール応募作品展示､ また広場の大型ビジョンを使用して歯
の衛生に関する啓発映像の放映や歯の健康に関するパネル展
示も行なわれた｡ 無料歯科相談では､ 家族で来場し熊本日日
新聞社の取材を受け､ おみやげの歯ブラシと歯磨き剤を手に､
みんな笑顔になる一幕もあった｡ 口臭チェックコーナーでは､
面白そうと興味を持たれた方が数多くが並び､ 人形劇や輪投
げコーナーでは､ 子供達とお母さん達が一緒に楽しんでいた｡
ヘルＣフォントコンテストで募集した ｢笑顔｣ をテーマとし
た写真展示には､ 来場者だけでなく通行人も立ち止まり､ 写
真に見入る光景が数多く見うけられた｡ 今年も来場者は1000
名を突破し大盛況であった｡ 来年もイベントを大いにアピー
ルし､ さらにはイベントを通して県民の方々に歯の健康に対
する意識を高めていきたい｡ (地域保健 椛島 稔明)

田上常務理事の開会の挨拶

午前11時より中央イベントが始まった

口
臭
チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー
に

多
く
の
人
が
並
ぶ

�����������������������
―中央イベント―

無料歯科相談

今
年
も
学
院
を
大
い
に
ア
ピ
ー
ル
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田上常務のトークが絶妙くまモングッズを目当てに大人気の輪投げコーナー

ぺぺぺペランさんによる紙芝居

写真コンクールの作品を熱心に見られる方も今年も大活躍のキリンさん

人形劇に釘付けフッ素マン登場

歯のクリーニングを体験
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11月４日(月) 午前10時より､ 水俣市もや
い館にて水俣市主催の ｢健康まつり｣ が開か
れた｡ 水俣・芦北郡市歯科医師会も ｢笑顔ヘ
ルＣキャンペーン｣ の一環として午前中に永
田英樹会員､ 午後には深水逹会員､ また歯科
衛生士会も午後４時までイベントに参加した｡
イベントとしては本会において無料歯科健
診を行い､ 来場者の歯と口の健康について相
談を受け､ 相談に来られる方々の歯科への関
心の高まりや予防に対する意識の向上を感じ
ることができた｡ またむし歯が少なく口腔内
の状態のよい親子を対象とした ｢きらきらハッ
ピーコンテスト｣ と ｢8020運動｣ 達成者への
審査を行い､ ｢きらきらハッピーコンテスト｣
優秀者と ｢8020運動｣ 達成者には市より表彰
状と記念品の贈呈が行われた｡
歯科衛生士会としてはブラッシング指導､
無料フッ化物塗布などを行った｡ 今年も数多
くの参加者がブラッシング指導やフッ化物塗
布を受け､ 健康に対する意識の高さがうかが

われた｡
健康まつり全体としては医師会､ 薬剤師会､
看護師会､ 栄養士会など多数の団体が参加し
ており､ 来場者は会場をまわりスタンプを集
めるというイベントが行われていた｡ 会場は
親子連れやご高齢の方も含め多数 (約150名)
の参加があり盛況となった｡
水俣・芦北地区でも近年高まりつつある歯
科への関心に対し､ 他団体との連携を深め､
より地域に貢献できる会として活動していけ
ればと思う｡ (伊藤 延隆)

��������
―水俣・芦北郡市―

にぎやか ｢健康まつり｣

―八代―

����������
ト､ 口腔ケアグッズプレゼント､ さらにくじ
によるおもちゃのプレゼントを行った｡ 今年
度は例年に比べると､ 子供が少なく､ 主に障
がい者や介護福祉関係の団体が集まるという
こともあり､ 60歳以上の方々の割合が多かっ
た｡ 歯科相談では､ 義歯､ 矯正､ 歯周病､ 定
期健診の期間などの質問が多く､ 熱心に回答
を聞いて下さり､ 啓発活動の効果の広がりを
感じることができた｡ 今後も､ この催しをこ
の時期に開催する意味があると思われた｡

(松下 哲也)

11月16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｡
市民ホールでは､ テレビでお馴染みの宮川
俊二氏が ｢地域のつながりの大切さ キャス
ターの目から見た地域おこし｣ と題して､ 福
祉講演会が開かれた｡
やつしろハーモニーホールの３階の会議室
では､ 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､ 禁煙相談､ 心理士による心の健康
相談､ 筋力チェックなどの内容) が行われた｡
その隣室で､ ６年前から歯科健診を行うよう
になった｡ ヘルスアップコーナーを訪れた人
たちの中で､ 歯科のコーナー希望の方に相談・
健診を行い､ 今年度は174名 (大人128名､ 子
供46名) の来場者があった｡
今回も､ 無料歯科健診・相談と歯科衛生士
によるブラッシング指導､ バルーンプレゼン

子どもも上手に健診を受ける
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11月9日(土) 午後１時30分より午後４時ま
で､ 栖本福祉会館 (天草市東保健センター内)
に於いて､ ｢天草市健康フェスタ2013東地区｣
との共催で ｢笑顔ヘルCキャンペーン｣ を開
催した｡
会場は歯科健診､ ブラッシング指導､ フッ素
塗布のコーナーを設置し熊本県歯科衛生士会
天草支部の多大な協力で各コーナー担当者は
多くの来場者に懇切丁寧に対応した｡ 対応す
るにあたり ｢予防｣ について非常に関心が高
く､ スタッフの説明を熱心に聞き入る来場者
が多いと感じた｡
｢健康｣ をテーマとしたイベントに約200人
の来場者があり､ 大変重要な啓発事業として

確立していた｡ 医師会､ 薬剤師会及び行政関
係のブースも充実し､ ｢医科歯科連携｣ の一
躍を担うキャンペーンとして更なる発展を願
う｡ (小田 哲也)

10月27日(日) 午前９時より午後４時まで､
上益城郡嘉島町のイオン熊本店内１階催事場
にて､ 上益城郡歯科医師会主催により熊本県
歯科医師会・熊本日日新聞社の後援と歯科衛
生士会共催のもと､ 笑顔ヘルＣキャンペーン
の一環として無料歯科健診・相談が行われた｡
花王 (株)､ グラクソ・スミスクライン
(株)､ (株) KAWARYO九州､ アサヒプリ
テック (株) 協賛により､ ご来場された方全
員に､ 健診後､ 歯ブラシ､ 歯磨き粉､ 風船､
おもちゃ等､ 多数の景品を差し上げる形式で
行われた｡
約１ヵ月前より､ 上益城郡歯科医師会会員
の歯科医院とイオン熊本の店内､ また､ 各役
場､ 健康センター､ 保育園､ 幼稚園､ 小中学
校には､ 同企画のポスターを掲示し､ この事
業の周知徹底を行い､ 集客の準備を行ってき
た｡ また､ 各歯科医院を通じ､ 事前に健診景
品交換スタンプ券の配布も行ってきた｡
当日は､ 晴天に恵まれ､ 早朝から多数のお
客さんが訪れ､ 同時に来場者､ 健診者も多く､
大変にぎやかな健診なった｡ 総計としては､
927名の来場があり､ その内健診者は､ 514名
となり､ 地域住民の今回の健診への関心の高
さがうかがえた｡
訪れる健診者のほとんどは､ 小学生以下の
子供であった｡ 歯医者は､ いつの時代も子供
にとっては怖い存在であることには間違いな
いようである｡ 健診にもかかわらず､ 最初か

ら泣いて口を開けない子がいたり､ おもちゃ
に釣られて思わず口を開けていた子もいたり､
さまざまであったが､ 休日をショッピングセ
ンターで過ごす家族にとっては､ 微笑ましい
光景の一つとなった｡ 子供の相談としては､
むし歯はもちろんのこと､ 生活習慣・食事､
指しゃぶりなどの習癖､ 歯列不正及び不正咬
合等が多かった｡ また､ 成人健診者の中には､
インプラント治療に対する苦情や質問等も数
件あり､ 現在の歯科医療の風潮を感じさせら
た｡
今回の笑顔ヘルＣキャンペーンの無料歯科
健診・相談は､ 多数の地域の住民の皆様の健
康に少しでも寄与できたのではないだろうか？
来年以降も､ 衛生士会・他の業者の皆様の力
をお借りしながら､ 微力ながら､ 地域社会に
貢献することが出来れば幸いである｡

(工藤 智明)

�������������

健康をテーマとしたイベントとして確立した

―上益城郡―

�����������
―天草地区―

���
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ご家族で参加された方が多かった
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10月12日(土) 午後２時より福岡県歯科医

師会館において､ 九州各県社保担当者会が開

催された｡ 本県からは田中・椿両理事と清水

が出席した｡

会議に先立って福岡県歯山本副会長と日歯

堀常務理事より挨拶があった｡ 堀常務は日歯

社会保険報告として24年度診療報酬改定に対

しての評価､ そして次期改定に向けた基本的

理念と要望内容につていて講演された｡

特に次期改定の重点対応事項として､
①初再診料について②既存技術評価につ

いて③在宅歯科医療について④特別対応

を要する歯科医療について⑤周術期を含

む口腔機能管理について⑥新規技術､ 検

査等について

を挙げられた｡ しかし財源確保や消費税問題

等も絡んでくるため､ すべての項目を満足で

きる結果に持っていくには非常に困難を極め

るが､ 全力を尽くしていきたいとの所存であっ

た｡

また､ 積み残し案件として
①文書提供の在り方②告知・通知の主要問

題の整理

を挙げられた｡ 特に文書提供に関しては現場

からの要望も強く､ 会員の負担軽減のために

は重要課題であるとの認識であった｡

次に協議に入り､ 各県社保関係事業計画並
びに予算についての報告の後､ 各県提出協議

題について各県担当者より説明と報告がなさ

れた｡ 毎年のことであるが各県ごとに解釈に

相違がある項目が多々あり､ 会員が混乱を生

ずることがないように九州各県が一丸となっ

て保険解釈を統一していくべきだと痛感させ

られた｡

さらに日歯への要望及び質問に移り､ 堀常
務からは個人的な見解が述べられた｡

会議は予定時間を30分ほど超過し､ 各県の

保険診療に対する関心の高さや不満を認識す

ることができた有意義な会議であった｡

その後､ 懇親会に移り堀常務をはじめ各県

担当者と社会保険関係だけでなく歯科全般に

対する意見を語り合いながら親睦を深めた｡

また､ 新たに各県社保担当者間の連絡を密に

していくためにメーリングリストを作成し､

年1回の会議での情報交換､ 意見交換にとど

まらず常に連絡できる状態を作り九州各県の

担当者が一丸となって活動していくことを誓

い合った｡

毎回のことであるが複雑化する保険の解釈､

電子請求への完全移行等山積する問題は多々

あるが､ 本県社保委員会の活動はもとより､

各県との繋がりを強めながら､ 今後も会員の

ための社保委員会の活動を行っていきたい｡

(社会保険 清水 雅英)

会員のための社保活動を

―九州各県社保担当者会―

連携を強化して対応���������� �� ��



熊歯会報Ｈ.25.12

17

10月５日(土) 午後２時より大分県歯科医

師会館にて九州各県厚生担当者会が開催され

た｡ 本県より八木義博常務理事､ 池嶋が出席

した｡ 大分県歯柴崎明彦副会長による開会の

辞で会議が始まった｡ 大分県歯長尾博通会長､

日歯守田邦昭常務理事より挨拶があり､ 出席

者紹介の後､ 大分県歯木村哲也専務理事が座

長に､ 福岡県歯江里能成理事が副座長に選出

された｡

次に日歯守田邦昭常務理事より日歯報告が

あった｡ ｢消費税引き上げに伴う社会保障へ

の上乗せの要望｣ ｢2015年開催予定の介護に

関する日歯主催のフォーラム｣ についてであっ

た｡

その後協議に移行した｡

(１) 平成25年度九州各県歯科医師会厚生関

係事業計画及び予算について

(２) 各県提出協議

①各県における会費の減免審査基準について

(宮崎県)

②各県における会費及び修身会員の年齢引き

上げについて (佐賀県)

③会費の減免措置について (宮崎県)

④役員研修旅行について (宮崎県)

⑤福祉共済制度あるいはそれに類似する制度

における現在の問題点及び展望について (鹿

児島県)

⑥各県独自で行っている会員のための魅力的

な事業について (鹿児島県)

⑦会費未納者へはどのように対応しています

か？ (沖縄県) について意見の交換を行った｡

どの県も将来的に予想される会員数及び会費

収入の減少への対応に苦慮されているようだ｡

(３) 日本歯科医師会への要望について

①日本歯科医師会会費免除規定の適用者の現

状について (大分県)

②福祉共済制度改正における立替払い・前払

い・高齢者前払いの廃止に伴い発生した貸付

残高の保証人の返済について (大分県)

(４) その他

①代診派遣制度についての質問 (大分県)

②クラブへの補助金について (佐賀県) 以上

説明､ 意見交換があった｡

大分県歯柴崎明彦副会長の閉会の辞をもっ

て会議は終了した｡ 次回は福岡県にて開催予

定である｡

(総務・厚生・医療管理 池嶋 由希)

協議事項多数

―九州各県厚生担当者会―

どうなる？消費税���������� �� ������ � �
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11月２日(土) 午後３時より県歯会館にて

｢糖尿病・歯周病医療連携研修会｣ が行われ

た｡ 冒頭､ 浦田会長が ｢今回の糖尿病と歯周

病をはじめがん連携､ 歯周病と早産予防､ な

ど今後ますます医療連携の重要性は増してく

る｡ しっかり研修していただき今後につなげ

ていただきたい｣ と挨拶し､ 研修会がスター

トした｡

まずはじめに､ 熊本大学大学院生命科学研

究部付属臨床医学教育研究センター古川昇准

教授による ｢糖尿病の基礎知識と最近の話題｣

の講演が行われた｡ 糖尿病とは ｢インスリン

作用の相対的不足により引き起こされた持続

する高血糖を主徴とし､ 特有の細小血管症を

伴う疾患｣ をキーワードとした糖尿病の病態､

分類・診断､ 合併症､ 管理・治療について分

かりやすくご講演いただいた｡ さらに､ 今年

５月に開催された日本糖尿病学会で採択され

た熊本宣言について､ さらにDM熊友パス

(糖尿病地域連携パス) の紹介があった｡

次に､ 学術担当の井上理事が､ ｢糖尿病と

歯周病について｣ と題し､ 糖尿病・歯周病相

互の関連性について学術的な観点､ 並びに最

新のエビデンスに基づいて講義を行った｡ 20

13年に糖尿病学会が発表した ｢科学的根拠に

基づく糖尿病診療ガイドライン2013｣ を示し､

糖尿病と歯周病は相互に負の影響を与えるこ

と､ メタアナリシスによれば､ 重症の糖尿病

患者に歯周治療を行うと歯周治療を行わなかっ

たコントロール群と比較してHbA1cは0.4％

改善することなどを説明した｡

その後､ 地域保健委員会から ｢糖尿病歯周

病医療連携マニュアル｣ の説明が行われた｡

まず､ 田上常務理事が総論として ｢糖尿病歯

周病医療連携の概要｣ と題しこれまでの経緯､

HbA1cを共通の指標とした今後の連携のあ

り方等について詳細に解説した｡ 次に城副委

員長から､ ３つのケースを想定し､ 実際の帳

票を用いた医科歯科相互でのやりとりの方法

について､ 伊藤委員からは糖尿病歯周病医療

連携報告書の記載方法について注意点を示し

ながら詳細に説明が行われた｡

最後に､ 実際に現在挙がっている質問事項

に回答する形で社保委員会の椿理事が ｢診療

情報提供書及びSPTの算定について｣ 具体的

かつ臨床現場に即した講演を行った｡

糖尿病と歯周病が相互に負の影響を与える

ことは明確なエビデンスが蓄積されてきてい

る｡ これまでも各診療所単位では医科との連

携は行われてきたと思われるが､ 今回の研修

会がより多くの会員の先生方に医療連携につ

いて系統だてて理解し､ 行動するきっかけと

なれば幸いであると思われた｡

(地域保健 城 敦哉)

糖尿病に関して講演される古川准教授

―糖尿病・歯周病医療連携研修会―

医療連携を進めましょう���������� �� ��
医療連携を解説される田上常務理事
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９月28日(土)､ 鹿児島県のホテル・レクス

トン鹿児島に於いて､ 平成25年度九州各県歯

科医師会歯科医療安全対策担当者会議が開催

され､ 当県からは冨屋栄祐理事､ 永松聖隆副

委員長が出席した｡ 鹿児島県歯科医師会森原

久樹会長の挨拶､ 日歯瀬古口精良常務理事の

挨拶の後､ 日歯より報告があった｡

１. 歯科医療安全ネットワーク事業の今後の

対応

２. 平成26年度歯科医療関係者感染症予防講

習会の対応

３. 医療安全全国共同行動における診療所部

会への対応

について説明があり､ 又､ 立ち入り検査､

偶発症に対する救急対応・医療事故・感染症

対策について述べられた｡

要望及び質問は､ インプラントに関する日

歯の対応についてであったが､ 日本歯科医学

会による歯科インプラント治療指針等の説明

があった｡

抜髄症例で提訴の事例も報告されたが､ 患

者と医療提供者とのコミュニケーション・ギャッ

プが明らかである｡ 他の事例においても良好

な患者－医療者関係 (ラポール) を形成する

為に､ しっかり説明義務を果たすのはもちろ

ん､ 患者の訴えを把握することが重要で､ １

つでも欠けると苦情になる｡ 本県において昨

年度の苦情内容の８割強が対応や説明の不備

であることから､ 九州各県がかかえている問

題の根源は同じであると思われる｡

その後､ １. 平成24年度事業計画・予算

２. 各県提出協議題について 各県が抱える

問題点や対応､ 意見等を紹介し協議検討を行っ

た｡

(医療対策 永松 聖隆)

当県からは冨屋理事と永松副委員長が出席した

―九州各県歯科医療安全対策担当者会―

他県でも苦情の大半は
対応や説明の不備

���������� ����
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県委託事業 ｢障がい児 (者) 口腔ケア地域

リーダー育成事業｣ として10月19日 (土) 14

時から､ 八代発達支援事業所 さくらにて歯

科健診､ ブラッシング指導を行った｡ センター

介護委員会松本理事他２名､ 施設協力医増田

了会員､ 八代郡市歯科医師会福田俊博会員､

そして各歯科医院歯科衛生士５名の計10名の

参加であった｡ さくらにおいては重度心身障

がい児 (者)､ 自閉症､ ダウン症､ 知的障が

い児 (者) が通所されており､ 約40名の方々

の口腔内を健診した｡ 中には最初なかなか口

を開けてくれず､ 保護者､ 施設職員の方の協

力でどうにか口腔内を診ることができた児童

もいたが､ 最後は笑顔で健診､ ブラッシング

指導を終えることができた｡ 事前アンケート

で保護者､ 施設職員の方から､ 自己管理が困

難で､ 歯磨きをさせてくれないので困ってい

る､ 矯正治療は可能か等の質問があり､ 健診

結果も含めて我々歯科医師の説明を熱心に聞

かれていた｡ ここ数年この事業を継続して行っ

ているが､ 施設､ 各個人において歯科の介入

が必要な方が見受けられる｡ 口の中から健康

にという観点からも､ 障害があるないにかか

わらず歯科が介入することにより､ 本人だけ

でなく､ 保護者や周りの支援者の悩み､ 介助

負担を軽減できるよう歯科医師として協力し

ていくことが大切だと思った｡

(センター・介護 平井 淳也)

歯科医師の説明を熱心に聞く

―障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業―

介助負担を軽減できるように���������� �� �����

されている方が多いようで､ 歯の咬耗が観察

された｡

むし歯及び欠損部位に対しては､ 処置され

ており､ 今後､ 定期的に歯科健診及び歯石除

去を行うように助言を行った｡

(センター・介護 井手 裕二)

同じく県委託事業 ｢障がい児 (者) 口腔ケア

地域リーダー育成事業｣ として

11月２日(土) 午後２時より芦北町にある､

知的障がい者施設 ｢みつば学園｣ の歯科健診､

ブラッシング指導を行なった｡ 場所は､ 肥薩

おれんじ鉄道の ｢佐敷駅｣ の近くで､ 芦北イ

ンターチェンジから５分のところにあります｡

田浦町の藤崎圭一会員､ 芦北町の井上真樹

会員と伴に､ センター・介護委員会の松本理

事､ 松岡委員､ 今藤委員と井手の６名のドク

ターと６名の歯科衛生士で歯科健診及びブラッ

シング指導を行った｡ 知的障がい者施設内の

61名 (20歳代後半～70歳代後半) の歯の状態

は､ 歯科健診があるためか､ 比較的に磨かれ

ていたが､ 歯石沈着及び歯肉の炎症が多くみ

られた｡ また､ ブラキシズム (歯ぎしり) を

定期健診の助言を行った
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９月14日(土) 午後５時より県歯

会館第１会議室において､ 各郡市歯

科医師会医療相談担当者会が行われ

た｡ 進行は､ 原田委員､ 開会の挨拶

を小島副会長が行った｡

報告・協議として､ 冨屋理事から

各郡市担当者に対して､

①医療事故処理規程

②事例発生から対応処理までの過程

③医療苦情に関する通知書送付の流

れ

④医事・紛争報告書

⑤平成23年度事例分析

⑥平成24年度事例分析

⑦平成24年度の実際の事例について説明があっ

た｡

特に伝えられたのは､ 平成24年度の苦情相

談事例内容についてであり､ 事例件数139件

の内､ 上位４位が (１事例に対して複数の該

当項目があるが) 歯科医院の対応・態度 (47

件)､ 料金の問題 (41件)､ 治療内容 (31件)､

説明不足 (23件) が占めており､ ほとんどが

歯科医師の問題である｡ 患者に対し､ 医療人

として適切に対応していれば､ 患者が苦痛を

感じることなく､ 歯科治療を受ける事が出来

る訳である｡ その事を各郡市の会員が集まる

場において､ 各会員に伝えて欲しいと伝えら

れた｡

その後に､ 事前質問に対する回答を行い､ 苦

情の処理の対応を学んだ｡

次に､ 犬束委員が､ 患者への対応方法 (担当

者の心得) について話をした｡ 基本姿勢とし

て､ 私たちは､ 困っている・不安に思ってい

る相談者 (患者等) の問題を解決するための

手伝いとなる事が目的で､ 相談者の立場になっ

て思考することが大切であると語られた｡ 医

療対策委員会作成の ｢DOSからPOSへ－よ

り良い信頼関係のために－｣ の冊子の中から

引用され､ 殺人刀活人剣 (さつにんとうかつ

にんけん) の視点を持つことの大切さを伝え

られた｡

その後､ 質疑・応答が行われ､ 閉会を渡辺

専務理事が行った｡

苦情件数の大半が､ 歯科医師側の問題が多

く､ 最近は､ 歯科医院での清潔・不潔の苦情､

制服での通勤・外出・買い物等､ 医療人とし

てのモラルが問われる件が多くみられ､ 我々

は歯科医療の原点に立ち返り､ 安心・安全の

歯科医療を提供して行く必要がある｡

(医療対策 我那覇生純)

医療人として適切な対応を

―各郡市歯科医師会医療相談担当者会―

医院側の対応を再考して���������� ����
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11月13日(水) 午後７時30分より県歯会館

４階ホールにて60名以上の参加者のもと､

(株)ファイザーの共催でwebシンポジウムが

開催された｡

井上理事の挨拶後､ インターネットを使用

した中継で日本大学歯学部 歯科麻酔学講座

見� 徹 准教授の講演があった｡

先ず歯科治療中の全身管理について講演が

あり､ 治療前､ 治療中､ 治療後のバイタルサ

インのチェック記録が重要であること｡ 特に

心拍数に注意し頻脈 (100回/１分 以上) に

なっていないかがポイントとのことだった｡

歯科治療中の致死的な偶発症として１､急
性心筋梗塞 ２､脳血管障害 ３､薬剤性アナ
フィラキシーがあり､ 全てにおいて酸素投与
は必須であり､ 迷ったら救急車を呼ぶことが

重要とのことだった｡

薬剤性のアナフィラキシーの場合は救急車

が到着するまでの間に行っておくこととして

・起因物質の使用中止

・患者を仰臥位に寝かせ､ 下肢挙上

・意識状態のチェック

・モニタによるバイタルサインのチェック

・酸素投与

・可能なら静脈路の確保

・アナフィラキシー補助治療薬 (エピペン)

を筋肉注射する

・嘔吐､ 吐き気がある場合は体と顔を横に向

ける

救急車到着後､ 必ず緊急処置を行った歯科

医師が同行し､ 医師に状態を説明することが

重要とのことだった｡

次にアナフィラキシーの発生起序､ 主なリ

スク因子､ 徴候と症状の出現頻度について説

明があった｡

歯科におけるリスク因子として､ 特に歯科

用局所麻酔薬 (防腐剤､ 抗酸化剤を含む)､

ラテックス (ラバーダム､ 手袋､ 印象材､ 根

管充填材)､ その他薬剤等が挙げられた｡

徴候と症状出現頻度として､ 皮膚症状､ 呼吸

器症状､ めまい・失神・血圧低下､ 腹部症状

の順である｡

アナフィラキシーの薬物治療として第一選

択肢はアドレナリンであり､ 使用法の簡便さ

から､ エピペンが推奨されるとのことだった｡

実際にエピペンの使用法について説明､ 動画

があり､ 最後に緊急時に適切な対応を行うた

めの歯科医院の条件として

・適切な生体情報モニタが備えられている

・酸素吸入装置が備えられている

・緊急薬品 (エピペン､ 注射用器材) 緊急用

品 (バッグバルブマスク､ AEDなど) が

備えられている

・生体情報モニタや緊急薬剤､ 用品の管理が

行き届いており使用法に習熟している

以上のことが挙げられた｡

その後質疑応答があり､ 意見交換がなされ

講演は終了となった｡

短時間であったが緊急時の対応について内

容の濃い講演会であった｡

(学術 内野 玲)

質疑応答､ 意見交換が多数

―エピペン インターネットシンポジウム―

歯科治療時の全身管理の
重要性と緊急時の対応

���������� ��



今年度は１回だけの開催予定である

｢奥様医業経営塾｣ を昨年度同様､ ㈱リ

スクマネジメント・ラボラトリーの協力

により開催しました｡ お子様の夏休みな

どを避けた時期で計画｡ ９月17日､ 八木

常務理事の挨拶で開講し､ ２週間ごとに

下記の内容にて研修が行われました｡

第１講 確定申告書・決算書の見方

税理士法人熊和パートナーズ

代表社員 岡野 訓 氏

第２講 マネー講座 (ローンの借り方､

返し方､ 金融商品の選び方)

㈱リスクマネジメント・ラボラトリー

ファイナンシャルコンサルタント

緒方陽一郎 氏

第３講 クリニックに関わる税金・税務調査

知識

税理士法人熊和パートナーズ

代表社員 岡野 訓 氏

第４講 クリニックのための人事労務

クロスフィールズ人材研究所

代表社労士 三浦 修 氏

第５講 クリニックのための相続対策・まとめ

㈱リスクマネジメント・ラボラトリー

支店長 甲斐大童 氏

今までは全６講に分けて開催していました

が､ 日頃､ 医院の経営事務や家事とお忙しい

女性が対象のため､ 受講することが負担にな

らないよう､ 今回は､ 同じ内容を５講に凝縮

して計画しました｡ 皆さんが初対面同士｡ 最

初は自己紹介から始まり､ 静かに始まった経

営塾もすぐに話しやすい雰囲気になり､ 毎回､

回を重ねるごとに質問もポンポン飛び交いま

した｡ ただ受講するだけでなく､ 聞きたいと

ころで質問が出来るのは､ 少人数ならではの

良さでしょう｡ また､ 経営塾の時間内だけで

なく､ 受講時間が終わったあとの帰り足が進

まないほど､ プライベートの話にも花が咲く

様子でした｡ 最終日の11月12日には､ 牛島常

務理事の挨拶で､ ｢皆さん､ 役に立ちました

か？｣ との問いかけに､ ほとんどの方が首を

縦に何度も振る姿に､ この経営塾の成功を感

じました｡ 最後に修了証授与にて閉講｡ 恒例

の全員での写真撮影を終え､ もう解散と分かっ

ていても､ 帰り足は重く､ ｢全員のメールア

ドレスを交換しよう！｣ とのお声で､ アドレ

スを記入したり､ 携帯電話で送りあったりし

て､ なかなか離れられない光景は､ 女子高生

と変わらない明るさ漂う空間でした｡ 今まで

は､ ｢また同じ内容を受講したい｣ という感

想をよく耳にしていましたが､ 今回は､

｢夫婦でもう一度受講したい｣

｢兄弟にも伝えて､ 受講してもらいたい｣

｢夫が参加したがっています｣

という意見がとても多く､ 経営について､ 夫

婦二人三脚で頑張ろうという姿勢に､ 歯科界

のよりよい未来の一助になったのではないか

と感じました｡

(事務局 田尻 康代)
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皆さんニコやかに

―第５回 ｢奥様医業経営塾｣―
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����� 郡市会報告

―歯恩の碑清掃作業―

�������
９月28日(土) 午後３時より本渡南公園内の

｢歯恩の碑｣ とその周辺の清掃作業を行なった｡
暑い夏の日差しがまだ残る土曜の午後に本渡

南公園に会員有志が集まり､ 翌週に予定されて
いる ｢歯牙供養祭｣ の準備として､ ｢歯恩の碑｣
の清掃を行なった｡
参加した会員は皆それぞれノコギリや剪定バ

サミ､ 脚立､ ほうきなどの機材を持ち寄り作業
を行なった｡ １時間程の作業で､ 枝が伸びてい
た植木もさっぱりとした姿になり､ スッキリ綺
麗になった歯恩の碑の前で記念撮影を行い解散
となった｡ (内� 祐一)

天草郡市歯科医師会

歯恩の碑の前にて

―第50回天草歯科学会―
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10月５日(土) 午後３時より天草ホテルサン

ロード５階大会議室で第50回天草歯科学会が､
行われた｡ 本日は午後２時より近くの南公園歯
恩の碑の前で歯牙供養祭が執り行われた後に続
けて開催された｡ 天草歯科学会は､ 会員の学術
知識や技術の向上を目的に､ 天草がまだ離島で
あった半世紀前より続く年に１回の勉強会 (講
演会) である｡ 今回は第50回の記念大会で､ 講
師に熊本大学の篠原正徳教授をお招きして 『歯
科医師が遭遇する口腔外科疾患の診断と治療』
のタイトルで講演を頂いた｡ 講演では多くの興
味深い症例を提示して頂いたが､ 講演の途中で
は我々聴講者に知識の自己採点を求める場面も
あり､ 程よい緊張感を持って講演を拝聴するこ
とができた｡

｢この症例スライドの疾患名は何だろうか｣
という事を意識して講演に臨むことは自分の知
識の再確認と新しい知識の取り込みで､ 非常に
有意義であった｡ 講演後は会場を変えて､ 天草
の幸を用いた懇親会が１次会､ ２次会と行われ､
色々な事柄に話題の花が咲いた｡(内� 祐一)

多数の会員が参加した

―歯牙供養祭―

����
10月５日(土) 午後２時より台風接近の雨の

中､ 本渡南公園歯恩の碑前において第55回天
草郡市歯科医師会歯牙供養祭が行われた｡ 布
井専務理事の開会の辞の後､ 山本会長の祭文
奏上が行われ､ その中で歯牙に対する感謝の
念と､ 地域医療への関わりが広がっていく今
日の更なる精進の想いを述べられた｡ 読経が
続く中､ 会員一人ひとりが焼香をし､ 自分な
りの思いを込めて合掌した｡

歯牙に感謝

(槌本亮二郎)
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10月26日(土) から27日(日) にかけ

て菊池郡市三師会旅行が医師会14名､

歯科医師会14名､ 薬剤師会３名の計31

名の参加で行なわれた｡ 歯科医師会か

らも例年より多くの先生に参加をして

頂いた｡ 天候に恵まれ予定通り出発し､

全員がバスに乗車するや否やビールと

おつまみセットが支給され､ さっそく

宴会が始まった｡ ビールだけではなく

ハイボールや焼酎も準備されていて､

お酒を楽しむ先生にとっては至れり尽

くせりの環境ではなかったかと思う｡

日常から開放されてリラックスしていた｡

宿泊先の別府湾ロイヤルホテルに到着し､ ホ

テル内の宴会場で懇親会が催された｡ 例年この

旅行は料理の質が高いので楽しみにしている｡

日頃あまり話すことのない近くて遠い隣人であ

る､ 医師・薬剤師の先生方とも酒を酌み交わす

ことにより､ 親交を深めることが出来るので非

常に有意義な時間だと思われる｡ 歯科医師会の

会員の先生方同士も､ 世代を越えて日頃話せな

い､ どうでもいいような話で盛り上がっていた｡

その後は二次会参加したり､ 街に麻雀に行かれ

たり､ 次の日に備えたりと別府の夜を各々満喫

されたことと思う｡ ホテルの大浴場が最高で､

別府湾を一望出来､ 朝日が東から上ってくるの

を眺めながら入れる露天風呂は朝からセロトニ

ン全開にしてくれた｡

ゴルフ組の先生方はゴルフに賭ける思いが強

いので､ 前日の夜はほどほどで撤収された先生

が多かったようだ｡ 今回のコースは別府ゴルフ

倶楽部､ 九州で２番目に古い伝統のある､ 自然

の地形を活かしたアップダウンの激しい､ 難し

いコースで行われた｡ しかし､ その分コースか

らの景色は素晴らしく､ 由布岳を望みながら回

れるホール､ 別府湾を眼下に望みながら回れる

ホールなど開放的な時間を過ごすことが出来た｡

秋晴れで風もなく穏やかな気候はゴルフをする

には最高のコンディションだった｡ ちなみに､

優勝は風邪をひいて熱のある中参加された北川

先生だった｡

観光組は大分県国東半島周辺の探索であった｡

安心院 (あじむ) の葡萄工房 (ワイナリー) で

はシャンパンはシャンパーニュ地方のスパーク

リングワインの事を指すと教えられた｡ その後

豊後高田の昭和の町へ移動､ この町は ｢再現｣

ではなく､ 元々あった街並みに手を加えたもの､

との説明を受ける｡ ｢昭和ロマンの蔵｣ には昔

懐かしい玩具やヒーロー､ 雑誌､ ポスター等が

所狭しと陳列されてあった｡ その他､ ドッポン

便所､ 五右衛門風呂 (効果音付き)､ 木の机の

小学校教室 (オルガン付き) など､ 思い出が過

ぎ去っていくアイテムが満載であった｡ また､

無料ボンネットバスで市街地を一回りでき､ 車

掌役の女性が漫才師の様で笑いっぱなしであっ

た｡ バスは一路国宝の ｢富貴寺｣ へ移動｡ 重要

文化財阿弥陀如来坐像がある｡ 建物内には多く

の仏画が描かれているが､ 殆どが掠れて何とか

シルエットが判別できるぐらいだが､ その分歴

史を感じさせた｡

医師会の会長が話していたが､ このように仲

の良い三師会は珍しいとのことで､ その理由の

一つにこの旅行が大きく寄与しているのは間違

いないとのことであった｡

(工藤謙太郎)

菊池郡市歯科医師会

親交を深める有意義な時間
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11月７日(木) 荒歯会例会終了後の午後８時

より､ 荒尾市医師会館において国立病院機構熊
本医療センター歯科口腔外科の中島健部長を講
師としてお迎えし ｢誤嚥性肺炎への対応と課題｣
という演題で約１時間30分ほどご講演いただい
た｡
講演の中で誤嚥性肺炎に罹患する患者の特徴

は日常生活の自立度が低下して低栄養状態から
サルコペニアになり､ 免疫力の低下､ 口腔機能
の低下､ 摂食嚥下障害を起こしており､ この現
状改善はこれからの医科歯科連携の本丸ととら
えなければならないということを様々な知見､
データ紹介､ センターでの実際の取り組み (医
科から嚥下評価の依頼が増え､ 内視鏡を用いた
診査を行い判定､ 口腔細菌の減少と咳反射・嚥
下反射の改善目的とした口腔ケアの実施､ 欠損
状態､ 口唇､ 舌､ 頬などの機能低下状態､ 唾液
の分泌量の低下状態などを踏まえた最良な摂食
法の指示など) を症例を踏まえた多くのスライ

ドを用いて説明して下さった｡
当日は午後８時開始という遅い時間にも関わ
らず､ コデンタルスタッフの参加もあったこと
は､ 現在そして近い将来､ 起こるであろう荒尾
市の高齢者医療問題の解決の一助となればとい
う思いが表れた結果では無いかと感じた｡

(坂田 輝之)

わかり易い講演をして下さった中島部長

荒尾市歯科医師会

―口腔ケアと口腔リハビリ実技習得型セミナー―
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10月26日(土) 午後２時から４時30分まで､

阿蘇市農村環境改善センターにおいて日本摂食・
嚥下リハビリテーション学会認定士､ 日本音楽
療法学会認定士等の資格をお持ちの歯科衛生士
の尾形由美子氏をお招きし､ ライオン歯科材株
式会社､ UKデンタルの御協力の下､ 口腔機能
の維持改善を主眼に置いた実習を交えたセミナー
が行われた｡
当日は会員及びスタッフ､ 看護師､ 歯科衛生

士､ 保健師､ ケアマネージャー､ 介護士のみな
さん86名の方々の参加があった｡ 口腔ケアは技
術だけでなく､ 口腔ケアを必要とされている方
とその家族との人間関係を築くことで､ ケアが
進めやすくなるということを教えて頂いた｡
また実習に於いては､ クリームパンを用いて

左右どちらを咬む際によく使うかをさぐったり､

舌の役割､ 嚥下のしくみなどいろいろわかりや
すく解説された｡ 歯科医師､ 歯科衛生士には当
たり前と思うことでも看護師､ 保健師､ 介護関
係の方々にとっては､ まさに ｢目からうろこ｣
のような話も多く関係業種間の連携が必要だと
感じられた｡ (乕谷 真)

阿蘇郡市歯科医師会

口腔機能についてわかりやすく説明
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10月23日(水)､ 澤木孝明支部長の発案により

熊本市東部４支部としては初となる支部主催の
｢歯科臨床セミナー｣ が開催された｡
研修内容は､ ｢くま歯キャラバン隊｣ から､

県歯医療対策委員会岡田長久委員長による医療
対策についてと県歯社保委員会渡辺洋委員によ
る社会保険についての２本立てで行われた｡
岡田委員長には､ 実際に歯科医師会に寄せら

れた最近の医療相談20症例近くについて､ 実際
の対応や留意点も含めて詳しく講演頂いた｡ 現
実に回避の難しい症例もあるが､ 医療相談事例
のおよそ半数が ｢説明不足｣ と ｢歯科医院の対
応・態度｣ である現状を鑑みると､ 岡田委員長
が話された ｢事前の分かりやすい説明｣ の重要
性を改めて感じた｡ 社保渡辺洋委員には､ 社会
保険の要点について講演頂いた｡ 実際の臨床に
おける精密検査やパノラマ等の画像診断､ SPT
算定の際の留意点等についてポイントを絞って
詳しく解説頂き､ またセミナー最後には県歯社
保委員会井口泰治委員から歯科疾患管理料につ
いての要点を教えていただいた｡
今回､ 東部４支部のセミナー開催は初の試み

であったが､ 平日夜にもかかわらず､ 支部会員
の過半数を大きく上回るご参加を頂き､ また岡

田委員長・渡辺委員・井口委員の充実した講演
内容とトークにより､ 質問も相次ぐ大成功のセ
ミナーとなった｡
その後の懇親会には牛島隆会員も参加され､
お酒も料理も会話もすすむ楽しいひとときとなっ
た｡ また今後もこういう会を通して親睦を深め
ていけたらと思う｡

(上野 啓之)

熊本市歯科医師会

会員を前に解説される渡辺洋委員

―城北地区役員連絡協議会―
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11月９日(土)､ 県歯会館にて城北地区役員連
絡協議会が行われた｡ 参加者は､ 菊池郡市の宮
川俊弥会長他役員､ 阿蘇郡市の市原誓志会長他
役員､ 荒尾郡市の山本宏会長他役員､ 玉名郡市
の森隆文会長他役員､ 議長は山鹿市の神山久志
会長が行い､ 来賓として県歯から､ 浦田健二会
長､ 渡辺賢治専務理事､ 上野亮一国保副理事長
にも出席頂き総勢28名であった｡
協議事項として､ ｢選挙支援体制について｣､
｢フッ化物洗口事業への対応｣､ ｢執行部と会員
の融和について｣､ ｢在宅歯科診療における郡市
会としての対応と現状について｣､ ｢AEDの管
理について｣ の５つの協議題について５郡市の
担当者が回答していった｡ どの協議題について
もその郡市の特性があり､ 郡市によって対応の
違いがあったり､ 我が郡市でも参考になる意見
が多数あった｡ 県歯の浦田会長や渡辺専務から
も御意見を頂いた｡ 上野国保副理事長には国保
の値上げについて解説頂いた｡ 後半はかなり活
発な意見交換が行われ､ 予定の１時間をオーバー
しそうになったが､ 神山議長の意向でぴったり
１時間で会議を終えた｡
懇親会は場所を変え､ ホテル日航熊本で行わ
れた｡ ５郡市の会長､ 役員と来賓の浦田会長､
渡辺専務も引き続き御参加頂き､ お酒と食事を

頂きながら各郡市の先生と会話を楽しんだ｡
乾杯の時､ 玉名の森会長より ｢今は２年に１
度になったが､ 城北地区の連絡協議会は存続し
ていくべきである｡｣ と挨拶があった｡ 次回は
菊池の主催で行われる予定だ｡ 私は初めて参加
したが､ 各地区の連絡協議会は､ 普段あまりお
会いしない近隣の郡市の会員の皆様との意見交
換やお話ができて大変有意義であった｡

(小林 聡)

山鹿市歯科医師会

活発な意見交換が

―東部４支部くま歯キャラバン隊―

治療前の説明が大事
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10月26日(土) 午後４時30分より､ 人吉市の

あゆの里２Ｆエルダンジュにて､ 第12回城南五

郡市歯科医師会連絡協議会が行われた｡ 人吉市

歯科医師会の愛甲専務理事の進行で､ 中原副会

長が持参してくださった人吉名産のみそ饅頭を

食べながら和気あいあいと交流を深めましょう

との挨拶により開会された｡

最初に各郡市歯科医師会会長挨拶並びに出席

者紹介があり､ 理事が初めてという先生方の緊

張した挨拶もあった｡ また会長職を辞して後､

理事として活躍されている会員もおられた｡

次に人吉市歯科医師会與田桂三会長の座長の

もと各郡市の協議題の審議が行われた｡ 協議内

容は以下のとおり

１､ 各郡市のフッ化物洗口の進行状況について｡

２､ 各郡市の会員の入会金､ 年会費について｡

３､ 各歯科医師会の会計の人数について｡

４､ 在宅ネットワーク作りを行っているが､ 各

郡市の取り組みは｡

５､ 各郡市の学校医について｡

６､ 各郡市の医科歯科連携の現状について｡

以上のことで協議が行われ速やかに会は進行

された｡

次に､ 熊本県歯科医師会の浦田会長より､ 郡

市の先生への労いの言葉とこれからに医科歯科

連携の重要性について話された｡

熊本県歯科医師国保組合の上野副理事長より

歯科医師国保についての話があった｡

社保の中嶋副会長による､ ナイトガードの有

効性についての勉強会の案内が行われた｡

次年度の開催地である､ 水俣・芦北郡市歯科

医師会にバトンが受継がれ､ 人吉歯科医師会斉

藤常務理事の閉会で幕を閉じた｡ 同会場にて､

午後６時半より人吉の厚生理事である花田会員

の進行により懇親会が行われ､ 各郡市の会員達

の親睦が深められた｡

明けて翌日親睦を更に深める為に､ 晴天の中､

球磨カントリー倶楽部において18人の会員達に

よるゴルフ大会が行われた｡

地元の利？で､ 優勝は人吉歯科医師会の湯本

光一郎会員､ 準優勝は山本源治天草郡市会長､

三位は人吉市歯科医師会入江正昭会員だった｡

これからも城南五郡市の連携をとりながら歯科

医師会が益々盛り上がる事を祈念します｡

(瀬戸 雄行)

人吉市歯科医師会

活発な意見交換がなされた

18名の会員が参加
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(その３)

霊山寺から走り遍路がスタート������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
背にはリュック
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１番札所の霊山寺､ 白衣姿のマネキンがお出迎え

７番札所の十楽寺は竜宮城のよう

トイレは共同､ ９時就寝翌朝５時出発

旅館吉野での夕食

菅元首相も立ち寄ったビニールハウス
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川瀬ペア優勝

―第59回全日本歯科医師会テニス大会―

11月２日(土)､ ３日(日) に名古屋市にお

いて､ 第59会全日本歯科医師ソフトテニス大

会が開催された｡ 11月２日(土) 午後７時よ

り､ 名古屋国際ホテルにおいて､ 前夜祭が開

催された｡ 愛知県歯科医師会渡辺正臣会長の

代理として副会長の先生のあいさつから始ま

り､ 次に全日本歯科医師ソフトテニス連盟の

土橋博一会長､ 大会委員長の愛知県歯科医師

会ソフトテニス部の岡田由美部長のあいさつ

があり､ 懇親会が始まった｡ 途中､ 余興とし

て､ 愛知県歯科医師会の弦楽合奏団の演奏が

あった｡ 大会出場者は､ 次の日の健闘を互い

にちかい､ 懇親を深めていた｡ 次の日､ 11月

３日(日) 午前９時より､ 東山公園テニスセ

ンターにおいて､ 開会式があり､ ９時30分か

ら試合が開始された｡

熊本県からは千場敏昭 (熊本市) 会員と､

私､ 川瀬博美 (熊本市) が､ 45才以上のクラ

スに出場し､ 佐藤義輝 (福岡)・川瀬博美

(熊本) ペアが優勝｡ 千場敏昭 (熊本)・三ヶ

山茂樹 (大阪) ペアが準優勝であった｡

午後３時すぎ､ 表彰式が終了し､ また来年

の再会を約束し､ 第59回大会は閉幕した｡

来年の第60回記念大会は､ 平成26年10月25

日､ 26日大阪市マリンテニスパーク北村にお

いて開催されることに決まった｡

(熊本市 川瀬 博美)

見事ペアで優勝

仕事納め 平成25年12月28日(土) 午後12時30分・業務終了

年末・年始休業期間 平成25年12月29日(日) ～平成26年１月３日(金)

仕事始め 平成26年１月４日(土) 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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―歯の健康ランド―

���������������������������
10月27日(日)､ ｢歯の健

康ランド｣ が熊本市動植物

園で開催された｡

例年天候に大きく左右さ

れるこのイベントであるが､

今年は晴天に恵まれ開園と

同時に多くの来場者で賑わっ

た｡ 歯科相談コーナーでは､

お子さんのむし歯や歯並び

等に関心を持たれる保護者

の方が多く早期発見し治療

を勧めることができた｡ ブ

ラッシングコーナーでは保

護者の方が熱心に質問され

ていて中島学園の生徒さん

が丁寧に指導していた｡ 磨き方を教わって､

｢さっそく今日からやってみる!!｣ と楽しそ

うに取り組んでくれる姿が目立った｡ フッ化

物洗口コーナーでは､ ｢幼稚園､ 保育園でやっ

てたよ｡｣ という子供が年々増えているが､

過去形の言い方で多くは小学生になるとされ

ていないのが現状だと実感した｡ 保護者の方

の多くも興味をもたれ子供と一緒に洗口され

ていた｡ 有効性や安全性､ 小学校までできれ

ばさらに予防効果が上がることなど説明でき

たのがよかった｡ それぞれのコーナーでスタ

ンプラリーを行い､ 最後の景品コーナーでは

ミッフィーの絵本､ 歯ブラシ､ 歯磨剤 (サン

スター提供)､ おもちゃや文房具等の景品

(KAWARYO九州提供) を手にするとニコ

ニコ笑顔でみんなとても楽しそうなのが印象

的だった｡ また､ 恒例のステージイベントで

はオーラルケアクイズ､ 中島学園の生徒さん

による人形劇やラビッツ (歌って踊れるお姉

さん) とミッフィーによるショーが行われ､

会場は満席であった｡ 今年で21回目となった

｢歯の健康ランド｣ ですが､ 歯の健康の啓発

活動として今後も頑張ってまいります｡ この

イベントにご参加､ ご賛同いただいたすべて

の方々に感謝するとともに､ 今後とも新樹会

活動にご協力賜わりますようよろしくお願い

いたします｡

共催：熊本県若手歯科医師 新樹会

熊本県歯科医師会

後援：熊本市／熊本市歯科医師会／熊本県歯

科衛生士会／熊本日日新聞社／

熊本放送／テレビ熊本／熊本県民テレ

ビ／熊本朝日放送／熊本県歯科用品商

組合

協賛：サンスター株式会社

(新樹会議長 宇治 信博)

大盛況
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平成27年４月診療分から免除又は猶予等の例外措置に該当するものを除いて､

電子レセプト請求 (オンライン請求又は電子媒体による) が義務付けられていま

す｡

現時点で ｢免除｣ 扱いの医療機関は､ 診療所の移転や医療法人化などで医療機

関番号に変更がない限り免除扱いとなり､ 届出等は不要です｡ ただし､ 医療機関

番号に変更があった場合は ｢様式第５号 書面による請求開始届出書｣ を提出し

て届出を行えば､ 引き続き紙レセプトの提出ができます｡

さらに､ 現時点で ｢猶予｣ 扱いの医療機関は､ 平成21年11月25日以前に購入ま

たはリースしたレセコンで､ 電子請求に対応していない場合ですが､ 電子請求の

準備が整い次第､ 電子請求に移行しなければいけません｡ 猶予期間は平成27年３

月31日までであり､ 平成27年4月診療分からは電子化が義務付けられます｡

【免 除】

①レセコン未使用 (手書き) の場合

②常勤の保険医が全員65歳以上 (平成23年４月1日時点・昭和21年４月２日以

前生まれ) の場合

⇒ただし､ 65歳未満の常勤者を雇用した場合､ 速やかに届出をし､ 届け出

た月の翌々月から電子請求を行ってください｡

【猶 予】

①平成21年11月25日以前の購入から５年経過､ 又は保守管理契約終了の月末ま

で (保守契約延長含め最長平成27年３月31日まで)

②平成21年11月25日以前のレセコンリース (延長含め最長平成27年３月31日ま

で)

電子レセプト請求の猶予期間である平成27年３月31日まで､ およそ１年４か月

となっております｡ レセ電請求へ移行するのに２～３か月かかりますので､ 使用

中のレセコンメーカー等に問い合わせの上､ 余裕をもって対応の準備を進めてく

ださい｡

レセ電請求の猶予期限が迫る！

平成27年４月診療分から電子請求 ｢猶予｣ 医療機関は電子請求

に移行､ ｢免除｣ の医療機関は引き続き紙レセプトへ
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会 務 報 告 自 平成25年10月21日
至 平成25年11月24日

所管 日付 摘要 出席

総 務

10月21日
故田上学会員 (熊本市) 告別式弔辞奉呈 (熊本市) 浦田会長

第７回県医療・保健・福祉連携学会第２回企画委員会 小島副会長

23日

第５回理事会
【承認事項】 (１) 新入会員の承認 (２) 部活動補助金交付申請
【議 題】 (１) 名義後援使用依頼 (２) 平成25年度8020事業予算明細書案

(３) 安心・安全歯科医療推進制度運営規定の一部改正案
【協議事項】 (１) 時局対策

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

24日
8020支援事業ワーキング委員会
(１) 糖尿病・歯周病医療機関連携研修会講演内容打合せ

田上常務理事､ 椿・井上理事､ 川瀬
委員長他１委員

25日

第61回全国調停委員大会 (ホテルニューオータニ大阪) 前野会員

災害対策検討臨時委員会
(１) 委嘱状伝達 (２) 災害対策マニュアル

小島・宮坂副会長､ 渡辺専務理事､
全常務理事､ 加藤・松本・椿理事､
伊藤学院長

26日 城南五郡市連絡協議会 (人吉市・あゆの里) 浦田会長､ 渡辺専務理事

29日 九州地方社会保険医療協議会熊本部会 (KKRホテル) 中嶋副会長

30日
県医療審議会 (県庁) 浦田会長
月次監査
９月末現況監査

久々山・西野監事

31日 県保健医療推進協議会 (県庁) 浦田会長

11月１日 災害時の医療救護に関する会議
小島副会長､ 渡辺専務理事､ 八木・
牛島常務事理他

２日
糖尿病・歯周病医療連携研修会
参加者数：137名

浦田会長､ 田上常務理事､ 椿・井上
理事他７委員

３日
職員研修旅行 (鹿児島県) 澤田事務局長他職員

社会歯科学研究会秋期研修会 (徳島県歯会館) 浦田会長､ 牛島常務理事

４日 社会歯科学研究会秋期研修会 (徳島県歯会館) 浦田会長､ 牛島常務理事

５日
第８回常務理事会
(１) 非会員診療所貸出のニュースレター掲載依頼 (２) 平成26年１月～３月の行事予定
(３) 平成26年度総務の事業計画案 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

６日 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

７日 支払基金副審査委員長会議 (東京) 中嶋副会長

８日 新型インフルエンザ等対策に関する説明会 (県庁) 澤田事務局長

９日 城北地区役員連絡協議会 浦田会長､ 渡辺専務理事

11日 各委員会概算要求協議 (総務・厚生・医管､ 学術､ 地域保健､ センター・介護)
宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
八木・牛島常務理事､ 松本・井上理
事

12日

RKKラジオ ｢ミミー号｣ 収録 (熊本市)
11月18日 (月) 放送分

牛島常務理事

第１回県災害医療提供体制検討委員会 (メルパルク熊本) 牛島常務理事

各委員会概算要求協議 (広報､ 学校歯科､ 医療対策､ 社会保険)
小島・中嶋・宮坂副会長､ 渡辺専務
理事､ 八木常務理事､ 加藤・大林・
冨屋・田中・椿理事

13日 都道府県専務理事連絡協議会 (日歯会館) 渡辺専務理事

14日 第49回九州調停委員大会 (アクロス福岡) 前野会員

15日 第34回全国歯科保健大会会長招宴 (大分市) 浦田会長

16日

第34回全国歯科保健大会 (大分市・iichiko総合文化センター) 浦田会長

熊本矯正歯科研究会講演会・忘年会 (アークホテル熊本) 宮坂副会長

日本歯周病学会第６回九州地区臨床研修会懇親会 (熊本ホテルキャッスル) 渡辺専務理事､ 牛島常務理事

17日 日本歯周病学会第６回九州地区臨床研修会 浦田会長､ 井上理事

19日
第９回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 学術委員会事業企画案
(３) 平成25年度口腔衛生学会シンポジウムの開催 ほか

浦田会長他小島・宮坂副会長を除く
常務理事以上全役員

21日 朝日大学との懇談会 (熊本市)
浦田会長､ 小島副会長､ 八木常務理
事

22日 県歯科技工士国家試験委員会 (県庁)
牛島常務理事､ 井上理事､ 堀川委員
長､ 片山副委員長

学 術

10月22日 第２回日歯学術・生涯研修委員会 (日歯会館) 牛島常務理事

26日 九州各県学術担当者会 (ホテル・レクストン鹿児島)
牛島常務理事､ 井上理事､ 堀川委員
長

11月13日
エピペンＲ�インターネットシンポジウム 受講者：57名
講師：日本大学歯学部歯科麻酔学講座准教授 見� 徹 先生

井上理事､ 片山副委員長他２委員

16日 各郡市学術担当者会
渡辺専務理事､ 八木・牛島常務理事､
井上理事､ 片山副委員長他４委員

20日 第３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

10月26日

社会保険個別相談会
相談者：１名

田中理事､ 桐野・橋本福祉委員長他
１委員

社会保険委員会
(１) 会員向け発行物 (２) 指導立ち合い､ 個別相談会日程 (３) 近県社保担当者会議

田中・椿理事､ 清水委員長他13委員

11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

10日 県歯科衛生士会チーフ育成研修会 橋本副委員長

14日 保険個別指導 (KKRホテル) 金本副委員長､ 渡辺・中村委員

15日
社会保険個別相談会
相談者：１名

金本副委員長他２委員
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所管 日付 摘要 出席

社会保険 11月22日
社会保険委員会
(１) 会員向け発行物 (２) 指導立ち合い､ 個別相談会日程
(３) 近県社保担当者会議 ほか

中嶋副会長､ 田中理事､ 清水委員長
他12委員

地域保健

10月26日 九州口腔衛生学会幹事会 (福岡県歯会館) 田上常務理事

27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) 上益城郡歯会会員

歯の健康ランド (熊本市動植物園) 宮坂副会長､ 加藤理事

29日

第２回笑顔ヘル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

地域保健委員会
(１) 8020支援事業・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６委員

11月３日
笑顔ヘルCキャンペーン無料歯科相談 [水俣・芦北郡市]
(水俣市総合もやいなおしセンター ｢もやい館｣)

水俣・芦北郡市歯会会員

４日
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)
来場者数：1,101名

田上常務理事､ 加藤理事､ 川瀬委員
長他８委員

８日

笑顔ヘルCキャンペーン無料歯科相談 [荒尾市] (荒尾市会員診療所) 荒尾市歯会会員

笑顔ヘルCキャンペーン無料歯科相談 [球磨郡] (球磨郡会員診療所) 球磨郡歯会会員

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

９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

16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21日
テレメッセ打合せ
(１) 10月31日 (木) 放送分

加藤理事

22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

啓発用DVDの打合せ
加藤理事

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

28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

31日

NHKテレメッセ収録 (NHK熊本放送局)
(１) 10月31日 (木) から11月22日 (金) に放送延期

加藤理事

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１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啓発用

DVDの打合せ
加藤理事

６日
フッ化物洗口啓発用DVD撮影・収録 (熊本市立山本小学校)
(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啓発用

DVDのくまモン隊撮影
勇委員

12日 県健康づくり推進課との打合せ 宮坂副会長､ 大林・加藤理事

15日
広報委員会
(１) 会報12月号・編集

加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

18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

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

加藤理事､ 立本副委員長､ 勇委員

21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29日 熊本市教育長に全国学校歯科保健研究大会のお礼挨拶 (熊本市役所) 浦田会長､ 大林理事､ 澤田事務局長

31日
第77回全国学校歯科保健研究大会総務部会
県教育委員会､ 市教育委員会､ トップツアー､ ジャクプランニング
(１) 参加者状況 (２) 大会評価

浦田会長､ 渡辺実行委員長他９名

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鹿本鹿北支所)
主催：ＪＡ熊本中央会

小林聡委員

６日
むし歯予防の学習会 (長陽保健センター)
主催：NPO法人子育て支援ワーカーズぺぺぺぺらん

宇治委員

７日
第63回全国学校保健研究大会 (至８日) (秋田ビューホテル)

第63回全国学校歯科医協議会 (秋田ビューホテル) 浦田会長､ 小島副会長

13日
昭和薬品化工株式会社との打合せ 宮坂副会長､ 大林理事､ 河原委員長
歯及び口腔の健康づくり指導打合せ
発表打合せ

大林理事､ 河原委員長､ 東田英典会
員

14日 県教育長に全国学校歯科保健研究大会のお礼挨拶 (県庁)
浦田会長､ 小島副会長､ 大林理事､
澤田事務局長

15日 子どもの虐待防止を考えるシンポジウム (パレアホール) 大林理事

21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

10月23日 熊本市北部３支部医療対策研修会 永松副委員長､ 温委員

25日 熊本市歯会医療相談・苦情に関する勉強会 冨屋理事

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) 委員提出協議会 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他７委員

センター・介護

10月28日
在宅歯科医療推進事業ワーキング委員会
パンフレット・リーフレット最終校正

松本理事､ 平井委員長､ 山田副委員
長､ 赤尾委員他１名

31日
口腔ケア指導者養成研修会 (阿蘇市農村環境改善センター)
受講者：26名

田上常務理事

31日
口腔保健センター従事者医療対策研修会
受講者：19名
講師：冨屋栄祐 理事

松岡センター長､ 松本理事､ 平井委
員長他２委員
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所管 日付 摘要 出席

センター・介護

11月２日 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業歯科健診 (みつば学園) 松本理事他

５日
センター・介護委員会
(１) 摂食・嚥下研修会 (２) 講話・検診 (３) リーフレット・パンフレット
(４) 口腔ケア指導者養成研修会 (５) 介護者歯科実技研修事業

松本理事､ 平井委員長他４名

７日
口腔ケア指導者養成研修会 (やつしろハーモニーホール)
受講者：96名

松下会員､ 山田副委員長

９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：20名

宮坂副会長､ 松本理事､ 山田副委員
長他５委員

10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：20名

宮坂副会長､ 松本理事､ 山田副委員
長他５委員

県歯科衛生士会チーフ育成研修会 山田副委員長

11日
在宅歯科事業ワーキング委員会
(１) 在宅歯科医療実施状況調査修正 (２) パンフレット・リーフレット修正

宮坂副会長､ 田上常務理事､ 松本理
事､ 平井委員長他３委員

13日

口腔ケア指導者養成研修会 (菊池郡市医師会立病院)
受講者：40名

高木会員､ 松岡委員

口腔ケア指導者養成研修会 (九州看護福祉大学)
受講者：46名

田中会員､ 平井委員長

15日 県介護実習・普及センター運営委員会及び介護機器普及事業運営協議会 (県総合福祉センター) 松本理事

16日 たんぽぽ広場親子療育 (熊本再春荘病院) 松本理事､ 松岡委員他２名

23日 在宅医療推進フォーラム (東京商工会議所) 松本理事

24日 口腔ケア指導者養成研修会 (白梅の杜) 蓑田会員､ 松本理事

総務･厚生･医療管理

10月23日
くま歯キャラバン隊 (熊本市東部４支部)
受講者：18名

岡田医対委員長､ 渡辺社保委員

25日 球磨郡健康診断 (あさぎり町免田保健センター)

26日 下益城郡健康診断 (宇城市働く婦人の家)

11月１日
総務・厚生・医療管理小委員会
ガイドブック検討

牛島常務理事､ 池嶋委員長他２委員

６日 がん連携運営協議会
小島副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
八木・牛島常務理事､ 松本理事

17日 県がん診療連携協議会セミナー がんと向き合う ｢私のカルテ｣ (パレアホール) 牛島常務理事

18日
病診連携運営協議会
熊本機能病院との連携

渡辺専務理事､ 牛島常務理事､ 松本
理事他２名

21日
病診連携運営協議会
熊本託麻台リハビリテーション病院との連携

宮坂副会長､ 牛島常務理事､ 松本理
事他４名

安心･安全 11月22日
安心・安全歯科医療推進制度運営小委員会
(１) 安心・安全歯科医療推進制度のＰＲ (ロゴマークの検討､ 広報誌を利用したＰＲ)

牛島常務理事

学 院

10月21日 学院入学試験委員会 浦田会長､ 伊藤学院長他５名

23日
学院自衛隊隊内生活体験 (至25日) (自衛隊北熊本駐屯地)
１年生Ｂ班：27名

伊藤学院長他２名

25日 自衛隊会食会 (北熊本駐屯地) 伊藤学院長

26日 学院高校推薦・指定校推薦入学試験 伊藤学院長他５名

29日 学院入学試験委員会 浦田会長､ 伊藤学院長他６名

11月２日 学院高校推薦・指定校推薦入学試験

11日 学院合同ソフトバレーボール大会 (県立体育館) 伊藤学院長

12日 学院役職員会 伊藤学院長他２名

16日 県医療人育成総合会議 (熊大医学部) 伊藤学院長

18日 第３回学院教務委員会 伊藤学院長他５名

24日 熊歯衛祭 (学院文化祭) 伊藤学院長他２名

国保組合

10月22日
第３回国保理事会
(１) 保険料

浦田理事長他全役員

24日 第１回全協実行運動本部委員会 (八重洲冨士屋ホテル) 浦田理事長

26日 城南五郡市連絡協議会 (人吉市・あゆの里) 上野副理事長

11月９日 城北地区役員連絡協議会 上野副理事長

12日 組合地区国保運営協議会事務連絡会・研修会 (国保連合会) 澤田事務局長他３名

20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､ 上野副理事長

事 業 課
10月29日 奥様医業経営塾 第４講

11月12日 奥様医業経営塾 第５講 牛島常務理事
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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
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編集後記

4日（土）

7日（火）

8日（水）

22日（水）

29日（水）

事務局仕事始め

第13回常務理事会

学院始業式

第14回常務理事会

第8回理事会

1 行事予定 January

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 

11月の連休を利用して我々広報委員会（理事は欠
席）は台湾旅行に行って参りました。もちろんツアー
コーディネーターは知る人ぞ知るアジアンマスターの
あのお方（匿名希望）です。福岡空港を出発して2時
間半、台北の桃園空港に降り立った直後に感じたの
は日本では考えられない南国のような熱気と湿度で
した。送迎車に乗り込み右側通行の道路を走り出し
てみると原付バイクの多さにまず驚かされます。信号
待ちの様子はまるでバイクレースのスタートのようで
す。加えて車の運転の荒さ、尋常ではありません。何
度も事故を目撃しました、、怖っ。市内観光の後の夕
食は初めて味わう台湾料理です。日本人の味覚に合
わせた中華という感じですね。締めに激ウマの
チャーハン、ご馳走さまでした。食事の後は当然飲
み会、そこで我々は台湾の更なる奥深さを知ること
になるのですが、、字数制限のため割愛させていた
だきます（汗）。2日目は世界4大博物館の一つ、故
宮博物院を見学し、そのスケールの大きさと中国人
の手先の器用さに感嘆しました。昼食の点心料理を食べてから向かったのは映画「千と千尋の神隠し」のモデルとなった町、
九份です。雨とPM2.5に煙る？幻想的な眺めは自分が本当に映画の中にいるような錯覚を覚えました。
台湾の最後の晩餐はなんとモンゴル料理です。陰＆陽のシンボルを模した鍋を使い二つの味を味わえる火鍋料理、辛いけ

ど箸が止まらない美味さでした。食後に疲れ気味の3人で有名な足ツボマッサージ店に挑戦、美人のマッサージ嬢を期待する
も登場したのはプロレスラート見紛うようなムキムキマン！想像を絶する痛みを歯を食いしばって耐えるはめになったのっです
がこれも良い思い出になりました（笑）最終日も由緒ある神社巡りお参りしたり、忠烈祠で衛兵交代式を見学した後は超有名
ホテルで飲茶料理を頂くなど盛りだくさんの内容でもう思い残す事はありません。台湾を満喫した3日間、まだまだ書き足りない
（書けない？）事も一杯ありますがこの辺で筆を置かせていただきます。いつかまた訪問できる日を願って、、再見！     （I.K）

最終日、台湾を代表するホテル圓山大飯店の前で。


