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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。

芦北海浜総合公園はつつじが満開で、リュー

ジュにゾーブ。大人も子供も楽しめます。  （Ａ．Ｓ）
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皆さんこんにちは､ 前期は学術担当理事､ 今期は社保担当理事をさせて頂いております椿

です｡ 会員の先生方には日頃より､ 歯科医師会の会務運営にご協力頂き感謝申し上げます｡

昨年の６月より社保担当の前田・勇前理事からこの仕事を引き継ぎ､ 現在田中理事と共に

仕事をさせて頂いておりますが､ この仕事の難しさを身をもって痛感している次第です｡ 早

速今年４月には消費税８％に引き上げられ､ そのような中､ 今回の診療報酬点数改定は行わ

れました｡ 会員の先生方は今回の改定をどう思われますか？きっと様々なご意見があると思

います｡

個人的にはこの度の歯科医療診療報酬については､ 確かにプラス改定かもしれません｡ し

かし､ これで納得出来るものでしょうか｡ 今のままで自分のお子さん・お孫さんに歯科医師

の道に進みなさいと胸を張って言う事が出来ますか？

アメリカではなりたい職業№１は歯科医師だと言う事もご存知でしょうか？比較して良い

ものか疑問はありますが､ 少なくとも診療報酬の差は歴然です｡ 日本の保険診療報酬料の10

倍､ 自費診療料の３～５倍の報酬があるわけです｡ それを思えば､ 当然の結果だと思います｡

現在の日本のシステムはどうでしょうか？

将来的にこの様になる事が私の希望です｡ 真面目にやっているものが報われない様な医療

制度にはうんざりです｡ その為には現状を皆さんと共に再確認し・見つめ直し､ 改める所は

改める｡ 間違っていない事はどんどん国に申し上げる事をしなければ変えられないのではな

いでしょうか？今回の改定でも青本の解釈が一部変更となりました｡ この様に青本も変えよ

うとすれば変えられるのです｡ まずは皆さんの意見を熊本県歯科医師会の意見として取りま

とめ､ その後九州の意見とし､ それを日歯で日本中の歯科医師の意見として取りまとめ最終

的に国に申し上げる｡

現在､ 国政にも歯科医師代表を少ないながらもお送りし､ 私たちの意見を多少は述べる機

会は与えらております｡ しかし､ これもいつまで続くかわかりません｡ 皆さん今ですよ！

歯科界の後輩の為に今出来る事からコツコツとやっていきましょう｡ 皆さん今後ともご協力

ご支援宜しくお願い致します｡

最後に非会員の対策も考えなければ､ 意見が一つに纏まりません｡ 重ねてご協力宜しくお

願い申し上げます｡
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学校歯科：歯及び口腔の健康づくり指導
医療対策：医療相談苦情事例報告
センター・介護：在宅医療講演会打合せ､ 県

との委託事業打合せ
総務・厚生・医療管理：病診連携事業､ がん

患者医科歯科連携事業
学院：入学式
国保組合：保険料の値上げ
以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

４. 報告事項：

1. 第15回 (平成25年度) くまもと歯の健康
文化賞受賞者

・個人 内場 絹代 (歯科衛生士)
熊本県健康福祉部健康づくり推進課推薦

・団体 山鹿市立城北小学校
熊本県教育庁体育保健課推薦
推薦が少なかったので､ 周知時期を早くす
ることや周知する団体の見直し等について
今後検討する｡

２. 職員人事 [採用] 西岡 麻央
平成26年４月１日付 総務課配属

３. フッ化物洗口パンフレットの配付先
本会会員の他に都道府県歯会､ 三師会､
小中学校､ マスコミ等に配布する｡

４. 口腔保健センターの医療事故報告
事故を受けて､ 危機管理マニュアル等の
整備・見直しを行うとともに､ 現在の口腔
保健センター体制改革の必要性について､
行政､ 県議会や熊本市議会に資料を添えて
訴える｡

５. 事業企画
学術委員会：『救命救急講演会』 (７月27日)
安心・安全歯科医療推進制度の必須項目

１. 開会：中嶋副会長
２. 挨拶：浦田会長

４月に入り新しい事業年度となりました｡
現在､ 本会において様々な事業が実施されて
おり､ 会員の先生方にもいろいろと対応して
いただくようお願いしております｡ 今が大き
な変革の時期でもありますので､ 新年度を迎
え新たな気持ちで臨んで行きたいと思います｡
最近読んだ本の中に ｢今日の社会生活の単

位が“個人”から“集団”へと移り､ 組織化
する傾向が強くなってきた｡ そのために個人
というものが集団の中に没却されてしまって
いる｡ しかし､ いかに組織が発達し集団化し
ても､ それを構成する個々人が自己を喪失し
てしまうと集団・組織そのものが崩壊する｡
結局､ 将来を決定するものは､ その集団に参
加する個々人が自己を磨いて集団に参加しそ
の影響を受け､ さらにこれに影響を与えるか
である｡｣ という一節がありました｡ 要する
に､ 歯科医師会は組織化してすばらしい組織
になってきていると思います｡ しかし､ そこ
にいる一人一人が組織に任せてしまって､ 自
分自身の価値を失って主体性を失えば､ 歯科
医師会自体がだめになるということです｡ 結
局は一人一人が輝き､ 自己を磨いて行かない
と組織自体がだめになるということだと思い
ます｡ やはり役員である我々自身が個人を磨
き､ 会に対して影響を与えて､ 本会の会風を
作り上げていくという気概を持って､ 残りの
任期を務めて行きたいと思いますので､ 本年
度もよろしくお願いいたします｡

３. 平成25・26年度会務報告：

(自：３月24日～至：４月20日)
本会総務：理事会､ 常務理事会､ 諸規則・規

程改正検討臨時委員会､ 歯の健康
文化賞委員会､ 新財政支援制度事
業打合せ

学 術：救急救命講演会
社会保険：点数改定説明会､ 九州厚生局・県

庁との打合せ
地域保健：医療機関連携事業評価会議
広 報：ＮＨＫテレメッセ打合せ・収録

４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11回理事会が開催
された｡
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に該当する講演会であり､ また､ 歯科外来
診療環境体制加算の届出に必要な項目を全
て満たす講演会としても開催する｡
６. 会計３月末現況
７. その他
○６月14日(土) に厚生労働省の田口歯科医
療管理官が来熊され､ 今回の診療報酬改定
について会館で講演される予定である｡
○中嶋副会長より､ 支払基金と国保連合会の
審査会におけるいくつかの事例の取り扱い
について報告がなされた｡
○井上理事より､ 福島県歯会から依頼があり
承諾した乳歯収集について､ 資料が届いた
ので､ 本会役員､ 常任委員会委員､ 各郡市
会長・専務や熊本小児歯科懇話会会員に発
送する旨の報告がなされた｡

５. 連絡事項：

１. ５月行事予定

６. 承認事項：

１. 新入会員の承認 [承認]
赤城 忠臣 (熊本市／第２種)､ 井形 龍
(熊本市／第１種)､ 大嶋 寛之 (熊本市／
第２種)､ 緒方 優一 (熊本市／第２種)､
甲斐田 光 (熊本市／第１種)､ 後藤 千恵
(八代／第１種)､ 田中 雄大 (熊本市／第
１種)､ 宮本 徳郎 (上益城／第１種)､ 安
田 和満 (熊本市／第２種)､ 大鹿 明完
(第３種)計10名の入会を承認した｡
※26年度入会状況 (４月末現在) …第１種・
５名､ 第２種・４名､ 第３種・１名
２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
[承認]
・熊本県医療審議会委員／熊本県健康福祉部
医療政策課
浦田 健二 会長
任期：平成26年４月１日

～平成28年３月31日
・熊本県学校保健会理事／熊本県学校保健会

浦田 健二 会長､ 宮坂 圭太 副会長
任期：平成26年６月１日

～平成28年５月31日
３. 名義後援使用依頼 [承認]
・ＮＰＯ法人熊本県難病支援ネットワーク設
立10周年記念行事／ＮＰＯ法人熊本県難病
支援ネットワーク
・禁煙サポーター認定講習会／くまもと禁煙
推進フォーラム・リレー・フォー・ライフ・
ジャパン2014くまもと／リレー・フォー・
ライフくまもと実行委員会
・第19回熊本県国保地域医療学会／熊本県国
民健康保険団体連合会

・第11回スペシャルオリンピックス日本・熊
本地区大会／スペシャルオリンピックス日
本・熊本

７. 議題：

１. 保存期間を経過した文書の廃棄 [承認]
文書取扱規程に基づき廃棄することとした｡
２. 平成26年度定時代議員会までのスケジュー
ル [承認]
原案を一部修正し､ 定められたスケジュー
ルに沿って対応していくこととした｡
３. 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人の
選出 [承認]
原案を承認し､ ６月の定時代議員会に議
案として提出することとした｡
４. 会員送付時の同封依頼に対する費用負担
の基準 [保留]
内規を作成し､ 常務理事会・理事会で再
度協議することとした｡
５. 部活動補助金交付申請書 (ボーリング部)
[承認]
提出された申請書を審議し､ ２万円を交
付することとした｡
６. 日専連のプラン・ドゥの取り扱い [承認]

日専連に対し､ プラン・ドゥへの加入者
全員の現在契約している金利条件を引き下
げるよう要請することとした｡
７. その他
○今年度のクールビズは､ ５月１日より10月
末日まで実施することとした｡

８. 協議事項：

１. 理事の時間 ｢今年度の事業計画｣
○学校歯科委員会 (大林理事)：｢フッ化物洗
口｣､ ｢学校歯科保健推進大会｣
○医療対策委員会 (冨屋理事)：｢医療相談苦
情対応｣
○学術委員会 (井上理事)：｢今年度の学術講
演会予定｣

９. 監事講評：

久々山監事より､ 会員への周知内容の現状
に情報過多の傾向が見受けられるので､ 会員
への情報発信について再度見直す必要がある
との意見が出された｡
西野監事より､ 現在様々な医科歯科連携事
業が実施されており､ 歯科医師として紹介状､
返書や診断書の記載方法について､ 研修会・
講演会または発送文書という形で､ 再度会員
へ周知して欲しいとの要望が出された｡

10. 閉会：宮坂副会長

(広報 加藤 久雄)



熊歯会報 Ｈ.26.５

6

―診療報酬改定説明会―

実質0.12％引き上げ����������
３月28日(金) 午後６時30分より､ 熊本県
立劇場 コンサートホールに於いて､ ４月か
らの診療報酬改定に伴い､ 社会保険医療にお
いて定義されている｢保険医療機関及び保険
医療養担当規則｣等のさらなる理解と保険診
療の質的向上及び適正化を図ることを目的と
して､ 九州厚生局熊本事務所と熊本県ならび
に熊本県歯科医師会共催により診療報酬改定
説明会が行われた｡
まず､ 九州厚生局熊本事務所大橋伸一所長､
ならびに浦田会長より挨拶があり､ その後集
団指導として九州厚生局熊本事務所篠原雄二
指導医療官より平成26年度診療報酬改定の概
要の説明がなされた｡
今回は､ 歯科0.99％の引き上げ率で消費税
補填分 (0.87％) を除いての＋0.12％となり､
歯科医療のさらなる推進として在宅歯科医療
推進､ 周術期における口腔機能の管理等､ 医
療機関相互の連携､ 生活の質に配慮した歯科
医療の充実､ 新規医療技術及び先進医療技術
の保険導入､ 患者の視点に立った歯科医療､
消費税率８％への引き上げに伴う対応 (歯科
診療報酬部分) が挙げられており､ より高度
歯科医療の推進とそれに伴う診療報酬算定方
法の複雑化の傾向となった｡
その後､ 九州厚生局熊本事務所小谷恭子審
査課長より施設基準に関する告示・通知なら
びに届出について説明があった｡
休憩をはさんで､ 田中文丸社保担当理事よ

り､ 告示・通知に関する改定についてスライド

を用いて説明があり､ その後､ 椿誠社保担当
理事より項目別改定内容について､ 清水雅英
社保委員長より交付文書､ 各種届出の説明が
それぞれ行われた｡ 会場内の会員は､ 中途退
場もなく真剣に説明､ 解説に耳を傾けていた｡
今回の改定は､ 2025年 (平成37年) に向け
ての高齢化社会に対応するよう医療提供体制
の再構築､ 地域包括ケアシステムの構築を図
り､ 入院医療・外来医療を含めた医療機関の
機能分化・強化と連携､ 在宅医療の充実等に
取り組むさらなる前進であり､ また平成27年
４月にはレセプトの電子請求化が全面実施さ
れるなどの過渡期に入ってきている｡
特に､ CAD／CAMの導入は､ 歯科技工等
との関連及び特掲診療料の施設基準に係る届
出書等申請によりほとんど取扱い､ 稼動は困
難と思われ､ 歯科医師会としても会員の慎重
な対応を求め､ 現状の把握と対策に向け､ か
つ適正化を図るよう方針を早急に打ち出す予
定にしている｡

(社会保険 南 信之)

真剣に解説に耳を傾ける
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―第２回人吉球磨歯科臨床研修会―
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２月28日(金) 午後７時15分より健康保険人

吉総合病院３階講義室において人吉球磨歯科臨

症研修会が開催された｡ ｢口腔癌の早期発見と

鑑別診断について｣ という演題で鹿児島大学大

学院医歯学総合研究科顎顔面機能再建顎講座顎

顔面疾患制御学分野 杉原一正 教授の特別講演

があった｡ ３月に国立大学法人鹿児島大学を退

職される杉原教授を迎えての講演会を開催した｡

口腔癌の発生頻度は癌全体の２～３％である

が､ ビンロウジなどの噛みタバコの影響で東南

アジアでは35％程度と高くなっていることに驚

いた｡ タバコの発癌性を改めて認識させられた｡

口腔癌は進行が早く予後が良くないものが多く､

放置した場合､ ２年生存率が10％程度である｡

多くは開業歯科医師によって発見されており､

早期発見に我々開業医が果たす役割は大きく､

日頃から口腔癌の肉眼的特徴について､ よく認

識しておくことが重要である｡ そのための日頃

の研修が大切である｡ 早期発見のための開業医

の役割とスキルアップ､ そして検診体制の確立

とともにリスクファクターの除去と禁煙運動が

重要とのことだった｡

杉原教授に初めてお世話になってからはや30

年…当時のイメージとあまり御変わりなく若々

しいのでもう退職の御年齢なのかと驚いていま

す｡ 研究､ 教育､ 診療､ 法人化後の学校経営に

と御活躍されご苦労様でした｡ また二次医療機

関を担う人材を多く育てていただいて､ 日頃か

らお世話になっている私たち開業医としては大

変感謝しております｡ あの高原列車の歌声が聴

けないかと思うと寂しいですが､ どこかで熱唱

されている場で再会できることを楽しみしてお

ります｡ ありがとうございました｡

(湯本光一郎)

人吉市歯科医師会

���������八代歯科医師会

―総会―
３月20日(木) 午後７時30分より八代歯科医

師会口腔保健センターにおいて､ 平成25年度の
総会が開催された｡ 中山専務理事の進行のもと､
上田龍吾副会長の開会の挨拶で始まった｡ 続い
て議長､ 副議長にそれぞれ上田博会員､ 上元会
員が選出され､ 今年度の物故者への黙祷をささ
げた後､ 中川会長の挨拶があった｡
木屋理事より会務報告､ 高田常務理事より会

計報告､ 続けて理事､ 議員､ 代議員から口腔保
健センター休日歯科診療報告､ 国保報告､ 代議
員会報告､ 学校歯科報告などがあった｡
また､ 県や市の委員会報告も行われ､ 各委員

会より連絡事項､ 報告がなされた｡
その後､ 議事に移り､ 平成26年度の事業計画

や口腔保健センターの事業計画､ 歯科医師会の
予算案の承認を求められ､ 全会一致で承認可決
を得られた｡

その他協議では､ これから始まる学校歯科健
診のことやフッ化物洗口のこと､ 終身会員につ
いての八代歯科医師会の会則の一部改訂につい
て協議された｡
最後に上野副会長の閉会の挨拶により､ 総会
は無事終了した｡

(宮� 修一)

平成25年度を振り返っての中川会長の挨拶
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���������������
３月29日(土) 午後４時より宇土市走潟 ｢新

心｣ において､ 平成25年度通常総会が行われた｡

まず中村会長より ｢この度は大矢野の先生６名

が天草郡市歯会へ移管されるということで､ わ

れわれ宇土郡市歯会としては少し寂しい気持ち

もありますが､ これまでの多大なるご尽力､ 大

変感謝しております｡ これからも天草でのご活

躍を期待しております｡ 今後とも宇土郡市歯会

とのお付き合いをよろしくお願いします｡｣ と

移管される会員の方々への感謝の意を述べられ

た｡ ｢また､ 本年度私たちが取り組まなければ

ならないことが大きく二つあり､ 一つは地域包

括ケア構築に伴う地域歯科訪問診療への協力､

二つ目は小中学校でのフッ化物洗口事業のため

行政や学校からの要請があればぜひとも積極的

に協力していくことをお願いします｡｣ と挨拶

があった｡

次に森専務の進行のもと県歯より中嶋副会長

と八木常務理事､ 天草郡市会より山本会長と青

砥常務理事の４名の来賓紹介があり､ ①会務報

告②県歯通常代議員会報告③県歯国保組合・各

種委員会の報告があった｡

引き続き､ 中村会長を議長として議事に移り､

全て承認可決した｡

最後に協議に移り､ 県歯役員・代議員任期変

更に伴う郡市の対応について話し合いが行われ､

引き続き思案していく､ として総会を終了した｡

総会終了後､ 来賓の先生方も交え懇親会場へ

と席を移し､ 宴会の前に山本会長より ｢今後も

大矢野の先生方を架け橋として両郡市会の交流

を深めていきたい｡｣ と挨拶があった｡ その後､

中野敬輔会員の乾杯の音頭のあと宴会が始まり､

美味しい料理とお酒に酔いしれながら賑やかな

天草郡市歯会と宇土郡市歯会の交流会となった｡

最後は田中副会長の一本締めで宴はお開きとなっ

た｡

(坂口 泰子)

宇土郡市歯科医師会

６名の大矢野会員の益々の御活躍を!!

議案は全て承認された
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３月19日(水) 午後７時30分より､ 通常総会

が菊池郡市歯科医師会館において開催された｡

総会に先立って､ むし歯予防対策事業として

県歯学校歯科委員会の大林理事をお招きし､ フッ

化物洗口の講演会が行われた｡ 他県におけるフッ

化物洗口の実績､ フッ化物の安全性､ 対外的質

疑応答に関する対策等､ 詳しい説明がなされた｡

総会では議長に園木会員､ 副議長に高橋会員

を選出し､ 宮川会長より ｢この１年の大きな方

向性を決定する大切な会議になります｣ 旨の挨

拶があった｡

その後､ 担当理事より会務・会計・監査・代

議員会・国保組合の報告がなされた後､ 第１号

議案､ 第２号議案として平成26年度における郡

市各委員会の事業計画案､ 歳入歳出予算案の説

明があり､ 各議案とも賛成多数により可決・承

認された｡

また新入会員の南川会員より入会の挨拶があっ

た｡ 南川会員は京都出身で九州歯科大卒､ 勤務

地が九州内であった縁で合志市での開業､ との

ことであった｡

菊池郡市は今年入会予定者が多く､ 26年度中

に会員数が70名弱になりそうだ､ とのことであっ

た｡ (阿久根秀典)

―通常総会―

��������菊池郡市歯科医師会

園木議長によりスムーズな進行

―学術講演会―

��������������������
４月３日(木) 午後８時より､ 玉名市文化セ

ンターにおいて学術講演会が開催された｡ 歯科

材料GC社の寺川氏を講師としてお迎えし 『歯

科用CAD／CAMを用いたハイブリッドによる

歯冠修復』 という演題で講演頂いた｡

今回の講演は､ 先進医療から急な保険診療へ

の導入に､ 戸惑っている会員にCAD／CAMシ

ステムを理解してもらう為に行われた｡

GC社の機械Aadva Scan (計測､ 設計)､

Aadva Mill LW-1 (設計データからの加工)

を使用し､ クラウディアブロックの進化系セラ

スマートを用いた､ ハイブリット冠の作成過程

において下記項目の注意事項等の説明があった｡

・支台歯形成 ・印象採得 ・咬合採得 ・合

着材料の選択

約１時間の講演であったが先進医療 ｢歯科用

CAD／CAM｣ を十分に理解し､ 明日からの臨

床に即役立つ内容であった｡

(永廣 有伸)

玉名郡市歯科医師会

スライドを使用して分かりやすく説明
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４月５日(土) 午後５時から玉名司ロイヤル

ホテルにおいて平成25年度通常総会が開催され

た｡

来賓として県歯から小島博文副会長､ 荒尾市

歯科医師会から山本宏会長をお迎えして行われ

た｡ まず森隆文会長の挨拶に始まり､ 還暦の鳴

尾英一会員､ 坂口浩史会員に記念品が贈られた｡

総会では議長に國�拓会員､ 副議長に増田憲
敏会員を選出し､ 代議員､ 評議員､ 国保組合会

議員の報告のあと玉名郡市歯科医師会一般会計､

共済会計の現況報告が行われた｡

議事に入り第１号議案～第３号議案が協議さ

れすべて承認可決された｡ 協議事項は特になく､

事務所使用の件や玉名郡市歯科医師会定款規則

の説明があった｡

総会もスムーズに終了し出席会員は懇親会会

場に移動し､ 会員相互の親睦を十分楽しんだ｡

(春野 惟一)

玉名郡市歯科医師会

―通常総会―

全ての議案が承認された

鳴尾会員・坂口会員おめでとうございます

平成26年度定時代議員会のお知らせ
下記の通り平成26年度定時代議員会を開催いたしますのでお知らせします｡

記
定時代議員会 日時：平成26年６月28日(土) 午後３時～

会場：熊本県歯科医師会館 ４階ホール

[議事]
第１号議案 平成25年度熊本県歯科医師会会計決算 (案) の承認を求める件
第２号議案 熊本県歯科医師会定款の一部改正 (案) の承認を求める件
第３号議案 熊本県歯科医師会規則の一部改正 (案) の承認を求める件
第４号議案 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人選出の承認を求める件

[協議]
１ 時局対策について
２ その他
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��長尾寺から前山ダム､ その先の女体山を越え
ると��大窪寺という所に ｢おへんろ交流館｣
があり､ ここに寄ったら上記の任命書とバッ
ヂ､ お遍路のDVDを無料でいただいた｡

帰りに家族と合流し､ 妻と
立ち寄った姫路城は改築中
だった…｡ １年半にわたる
巡礼の旅を終えこのお城の
ようにどっしりした達成感
はあるが､ さて明日から何
を？？？

観潮船から撮った鳴門大橋とうずしお
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①今もっとも関心のあることは何ですか｡
②自分が希望する歯科診療とはどのようなものですか｡
③他の歯科医院にはない自分の医院の特色を教えてください｡
④今後の抱負は何ですか｡

後藤 千恵
(ゴトウ チエ)

八代市本町４丁目5-24

本町ごとう歯科

①介護保険の在り方｡ 介護スタッフは現在無
資格者でもよい事になっているが､ 保険給
付に相応しいサービスを提供する為には､
知識､ 技術が必要と思う｡
②自分本位にならず､ 患者さんの思いを大切
にした診療をしたい｡ 院内においても院外
においても口腔管理の視点をもちたい｡
③他の歯科医院にはあって自院には無いもの
ばかりだが､ 家庭を持ったスタッフでも働
きやすい職場にしたいと思っている｡
④食支援を念頭に置いているので､ 介護職に
ついての講習・実技指導などを企画してみ
たい｡ 他にも､ 地域的な特徴を踏まえて何
ができるか考えていきたい｡

第第１１種種会会員員

田中 雄大
(タナカ タケヒロ)

熊本市東区
花立５丁目9-25 １Ｆ
ゆうだい歯科医院

①ゆうだい歯科医院をいかに多くの方々に認
知していただけるか｡
②予防を中心とした診療｡
③診査・診断を確実に行えますようにしている｡
ゆっくりお話のできるカウンセリングルーム｡
④ゆうだい歯科も他の歯科と協力しながら､
予防歯科の中心でありたい｡

甲斐田 光
(カイダ ヒカル)

熊本市中央区
国府２丁目17番41号

ひかる歯科ちえこども歯科

①子供の成長・歯科界の今後
②地域に密着し､ 家族ぐるみでおつきあいす
る歯科診療｡

③歯の保存にこだわる｡ 咬合誘導を中心とし
た歯並び育成｡

④経営の安定・家庭円満

井形 龍
(イガタ リョウ)

熊本市東区長嶺南8-1-3

長嶺南ファミリー歯科

①子育て､ スタッフ教育｡
②患者個々の病態をしっかり把握し､ 決して
その場当たり的な治療にならず､ 検査・診
断を行い､ 治療プランを提供できる診療｡

③他の医院の事はわかりませんが､ まじめに
診療を行います｡

④一日でも早く病院力を上げ､ 地域の患者さ
んの為になるよう努力したい｡

宮本 徳郎
(ミヤモト トクロウ)

上益城郡益城町
寺迫1012-1

みやもと歯科

①スタッフ教育
②患者さまの不安や悩みをうけとめ､ しっか
りとした説明を行い､ 安心して治療をうけ
ていただく｡

③リラックスしていただける院内環境
④早く皆様に認知していただけるよう頑張ります｡



熊歯会報Ｈ.26.５

13

第第２２種種会会員員
安田 和満
(ヤスダ カズミツ)

熊本市北区
高平３丁目11-58

中嶋安田歯科医院

①再生医療
原発再稼働
②機能の低下を最小限にする｡
③他の歯科医院にない特色ではありませんが､
患者へ安心感を与える様に努めています｡
④超高齢社会の中での歯科サービスの変化

赤城 忠臣
(アカギ タダオミ)

熊本市南区並建町534

赤城歯科医院

①消費税増税による今後の経済状況
②地域に根ざして､ 長くかかわっていく患者
様の要望に少しでも答えられる総合的な歯
科診療｡
③できるかぎりの天然歯保存及び､ 義歯 (特
に総義歯) 治療
④地域の患者様のために少しでも貢献できる
ように努力していきたいと思っています｡

大嶋 寛之
(オオシマ ヒロユキ)

熊本市中央区坪井2-5-9

大嶋歯科医院

①診療
②やさしい診療
③やさしさ
④やさしい人でいたい

緒方 優一
(オガタ ユウイチ)

熊本市中央区上通町4-18
井上ビル４Ｆ

上通り緒方歯科医院

①高齢化社会に向けての歯科医療体制と人口
減問題

②歯科医師として歯科診療は目で症状を診て､
耳で患者さんからの症状を聞き､ 鼻で臭診
をして､ 口で患者さんへ説明して､ 頭で診
断を､ 手で治療をして､ 足でペダルを踏む
という五感の全てを使う素晴らしい仕事だ
と思います｡

③患者さんとはスタッフを含めて歯科治療以
外の雑談が多く食堂みたいな賑やかな医院
だと思います｡

④患者さん､ スタッフ・歯科医師が共鳴でき
る歯科診療システムを構築して､ 患者さん
からマイドクター､ マイスタッフとして末
永く口腔管理に従事したいと思います｡

第第３３種種会会員員
大鹿 明完
(オオシカ アキヒロ)

熊本市西区上熊本3-7-1

上熊本歯科医院
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※ 電子レセプト請求説明会の開催について

既に ｢免除｣ 扱いの医療機関や電子レセプト請求に移行済みの医療機関を除いて､ ま

だ電子レセプト請求に移行されていない医療機関を対象とした説明会を､ 下記のとおり

開催いたします｡

説明会への参加を希望される場合は､ スタッフの方 (レセプト請求担当者等) もお誘

いいただき､ 是非ご出席くださいますようお願い申し上げます｡

日 時 平成26年５月24日 (土) 午後３時～

場 所 熊本県歯科医師会館 ４階ホール

内 容 ①支払基金担当者による説明

②本会社会保険委員会による説明

③レセコンメーカー10社による展示

(社会保険委員会)

※ 安心・安全歯科医療推進制度

平成24・25年度の基準達成申告書の提出期限は６月末日です｡ 提出していただく書類

は申告書のみですので､ 前期基準達成証を獲得できなかった歯科医院は､ 是非今期 (平

成24年４月～平成26年３月まで) 獲得してください｡

なお､ 詳しい内容については､ 安心・安全歯科医療推進制度の手引きをご覧ください｡

(手引き・各種申請書などは県歯ＨＰの会員専用ページでもダウンロードできます)
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会 務 報 告 自 平成26年３月24日
至 平成26年４月20日

所管 日付 摘要 出席

総 務

３月24日

県行幸啓奉迎委員会解散式 (市民会館崇城大学ホール) 澤田事務局長

野田毅衆議院議員との懇談会 (東京都) 浦田会長

第２回諸規則・規程改正検討臨時委員会 荒木委員長他全委員

25日 歯の健康文化賞委員会
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 田上常務理事

26日

第10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
【議題】
(１) 医療管理に関するアンケート
(２) 熊本県肢体不自由児協会会報誌への広告掲載
【協議事項】
(１) 医療救護協力歯科医及び身元確認作業協力歯科医の募集
(２) 移動理事会の企画

浦田会長他大林理事を除く全役員

27日
九州看護福祉大学二塚信学長退任慰労会 (司ロイヤルホテル) 宮坂副会長

熊本市歯会通常総会 浦田会長

29日

医療機関連携事業評価会議
(１) 平成25年度医療機関連携事業の評価

宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上常
務理事､ 川瀬委員長他６委員

月次監査
２月末会計現況監査

久々山・西野監事

宇土郡市歯会通常総会・懇親会 (宇土市) 中嶋副会長､ 八木常務理事

31日 新財政支援制度事業企画打合せ会
宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
八木・牛島常務理事､ 松本理事

４月２日

第18回常務理事会
(１) 名義後援使用依頼
(２) 学術大会チラシの配布依頼
(３) 融資商品の紹介 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

３日
新財政支援制度事業企画打合せ会
(１) 新財政支援制度事業企画についての打合せ

宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
八木・牛島常務理事､ 松本理事

５日

玉名郡市歯会定時総会 (司ロイヤルホテル) 小島副会長

九州大学歯学部同窓会県支部総会懇親会 (ホテル日航熊本) 浦田会長､ 椿理事

九州歯科医師剣道稽古会懇親会 (熊本市) 牛島常務理事

９日 支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

10日 医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度に係る説明会 (熊本テルサ) 船津書記

12日 熊大医学部附属病院歯科口腔外科篠原教授退任記念講演・祝賀会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長

13日 沖縄県口腔保健医療センター落成記念式典・祝賀会 (沖縄県口腔保健医療センターほか) 浦田会長

15日

第19回常務理事会
(１) 新入会員の承認
(２) フッ化物洗口パンフレットの配布先
(３) 部活動補助金交付申請書 (ボーリング部) ほか

浦田会長他常務理事以上全役員､ 松
岡センター長

16日 熊本民事調停協会定期総会 (熊本地方裁判所) 前野会員

17日
医療・介護サービスの提供体制のための新たな財政支援制度に関する関係団体との懇談会
(県医師会館)

浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理
事

19日 天草郡市歯会通常総会 (肥後銀行天草支店ホール) 浦田会長､ 渡辺専務理事

20日 前川收氏 ｢第83代熊本県議会議長｣ 就任祝賀会 (熊本ホテルキャッスル)
浦田会長､ 久々山監事､ 澤田事務局
長

学 術 ４月18日

H26年度日歯生涯研修セミナーＤＶＤ版収録 (日歯会館) 牛島常務理事

学術委員会
(１) ４／26・27学術講演会確認
(２) 平成26年度日歯生涯研修ＤＶＤセミナー及び会員発表
(３) ７／27救急救命講演会 ほか

井上理事､ 堀川委員長他全委員

社会保険

３月24日
社会保険小委員会
(１) 点数改定説明会予演会

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水理
事長他２委員

28日 点数改定説明会 (県立劇場)
浦田会長､ 中嶋副会長､ 田中・椿理
事､ 清水委員長他全委員

４月４日 レセプトチェックセンター (荒尾市) 相談者：１名 田中理事

５日
水俣・芦北郡市歯会社会保険説明会 (水俣市・あらせ会館) 清水委員長

九州大学歯学部同窓会県支部社保研修会 椿理事

19日 天草郡市歯会社会保険説明会 (肥後銀行天草支店ホール) 中嶋副会長
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所管 日付 摘要 出席

地域保健

３月25日
地域保健委員会
(１) 標準的な成人歯科健診反省会
(２) 8020支援事業医療連携事業評価会議

田上常務理事､ 川瀬委員長他５委員

４月９日
地域保健小委員会
(１) 標準的な成人歯科健診総括

田上常務理事､ 川瀬委員長他３委員

広 報

３月25日
テレメッセ打合せ
(１) ５月２日 (金) 放送分

加藤理事

31日
広報小委員会
(１) 会報４月号・第２回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他１委員

４月14日
広報委員会
(１) 会報５月号・編集

加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

15日
ＮＨＫテレメッセ収録 (口腔保健センター)
(１) ４月25日 (金) 放送分

加藤理事､ 永廣委員

学校歯科

３月26日 第84回日学歯総会 (日歯会館) 大林理事

４月10日

学校歯科委員会
(１) 8020会誌
(２) 歯と口の健康週間事業への協力
(３) むし歯予防対策事業 ほか

大林理事､ 河原委員長他全委員

16日 歯及び口腔の健康づくり指導 (中原小学校) 保護者説明会 笠原会員

17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

18日 歯及び口腔の健康づくり指導 (南小国中学校) 保護者説明会 笠原会員

19日 歯及び口腔の健康づくり指導 (人吉市渡保育園) 保護者説明会 佐々木会員

医療対策

４月２日 医療対策小委員会 冨屋理事､ 岡田委員長他１委員

16日

医療対策委員会
(１) 事例報告検討
(２) 各郡市医療相談担当者会
(３) 委員提出協議題ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他全委員

センター・介護

３月24日 在宅医療講演会打合会 昭和薬品との打合せ 宮坂副会長､ 松本理事

４月１日 センターカルテ・会計チェック 松岡センター長

17日 委託事業打ち合わせ 田上常務理事､ 松本理事

総務・厚生・医療管理

３月25日 病診連携事業会員説明会 病診連携の会員説明 浦田会長､ 牛島常務理事他３名

27日
総務・厚生・医療管理小委員会
(１) 医療管理だより
(２) 医療管理アンケート

牛島常務理事､ 池嶋委員長他１委員

31日 熊本県がん対策推進懇話会 (熊本大学医学部附属病院) 牛島常務理事

４月４日 がん連携運営協議会 (熊本地域医療センター) 浦田会長､ 牛島常務理事

10日 がん連携運営協議会 (くまもと森都総合病院) 浦田会長､ 牛島常務理事

11日 がん連携運営協議会 (熊本大学医学部附属病院) 牛島常務理事

14日

総務・厚生・医療管理委員会
(１) 本年度スケジュール
(２) 医療管理だより
(３) 医療管理アンケート ほか

牛島常務理事､ 池嶋委員長他全委員

16日 がん連携運営協議会 (荒尾市民病院)
牛島常務理事､ 荒尾市山本会長､ 田
中専務理事

学 院

３月24日 学院春季休暇 (至４月８日)

26日 全国歯科衛生士教育協議会総会 (東京都) 伊藤学院長

27日 第５回学院教務委員会 伊藤学院長他５名

４月９日 学院始業式

10日 学院入学式 第51期生：52名
浦田会長､ 伊藤学院長他４名､ 講師
14名

国保組合 ４月９日 組合地区国保運営協議会役員研修会 浦田理事長他全理事



25



編集後記

■
発
行
日
／
2014年

5月
15日

発
行
　
■
発
行
人
／
浦
田
　
健
二

■
発
行
所
／
一
般
社
団
法
人
 熊
本
県
歯
科
医
師
会

　
〒
860-0863 熊

本
市
中
央
区
坪
井
2丁
目
4番
15号

　
TEL／

096-343-8020　
FAX／

096-343-0623
　
U
RL／

http://w
w
w
.kum

a8020.com
■
印
刷
所
／
コ
ロ
ニ
ー
印
刷

Kum
am

oto Prefecture Dentistry  M
edical Association Report

M
ay 2014  N

o.697

3日（火）

8日（日）

12日（木）

25日（水）

28日（土）

第22回常務理事会

歯と口の健康週間「歯の祭典」

第13回理事会

第23回常務理事会

定時代議員会

6 行事予定 June

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 

商業ビルで日本一の高さの「あべのハルカス」がオープンしました
阿倍野は神秘的な逸話を持つ陰陽師「阿倍晴明」の出生地と云わ
れています。大学卒業後10年間、勤務医時代を過ごした第2の故郷
でもあります。並びには証券会社・大手銀行・百貨店道向かいにはた
こ焼き屋・焼き芋屋・路地裏にはファッションホテルとまるでお好み焼き
の様な町です。仕事では実経験の浅いぺーぺーの自分には緊張の
連続で 10年選手のＡ先生に金魚の糞の様について周り教えを請う
毎日でした。「先生、治療熱心なのは結構やけど1時間も患者さん口
開けてられへんで」とＡ先生には技術的な事はもちろんですが、医療
人としての心構えも度々注意されました方や5つのグループ診療所と
歯科衛生士学院を経営するＯ理事長には｢人の上に立つものは嫌
われてナンボでっせ｣と指導力を磨きなさいとよく云われました。果た
して二人の先輩の教えを活かし切れたかは疑問です。
先日、安倍首相来阪の折ハルカスからの眺望を楽しまれたそうで
大阪市街の繁栄はもちろんですが、日雇い労働者の簡易宿泊所が
集まる町釜ヶ崎の愛燐地区も目に入ったと思いますアベノミクスの
恩恵がすべての人 に々平等に波及することを節に望みます。（N.T）

  あ   べ   の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あべの  せいめい


