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熊本県歯科医師会

Kumamoto Dental Association

Ｈ25年度笑顔ヘルＣキャンペーン 写真コンクール佳作『夏の思い出』

3

4

7

10

11

14

15

16



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

ンクールの佳作『夏の思い出』坂田 美和様

の作品です。とても冷たそうな水に大喜び

の子ども達の笑顔が印象的です。   （Ｈ.Ｋ） 
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葉室麟というすばらしい時代小説を書く直木賞作家の著書の中に ｢七息思案｣ (しちそく

しあん) という言葉が出てきます｡ ｢常に気力を充実させ＝前向きに生きていれば､ 人は七

回呼吸をする間に重大な決断をすることができる｣ というほどの意味だそうです｡

現在の浦田執行部はまさにこの ｢七息思案｣ を身をもって実践していると言っても過言で

はないと考えます｡ 例えば医科歯科連携分野においては､ その進展速度及び多様な内容で全

国でトップレベルにあり､ また､ 全国レベルの学会等の開催についてもその頻度や内容の充

実度などで高い評価をいただいております｡ このような大きな事業を展開するとき､ 一般的

にはまずやるのかやらないのか､ どのような方向性でいくのか､ 誰がやるのか等々役員会で

の結論が出るまでにかなり時間がかかるのですが､ 現執行部においては非常にスピーディー

にかつ前向きな決定が下されます｡ これは浦田執行部の理事者全員が､ 常に会員の先生方の

お役に立ちたいと真剣に考え気力を充実させているからに外なりません｡ まさに ｢七息思案｣

なのであります｡

話は変わりますが ｢古事記｣ (個人的には日本人のバイブルだと思っています) の中には

最初の ｢天之御中主神｣ (あめのみなかぬしのかみ) 以降たくさんの神様が出ていらっしゃ

いますが､ 初めの国造りのときは ｢天津神｣ (別天神と神世七代の神々の総称) の総意で色々

な事が決定され､ その後も何か問題が起きるたびに ｢八百万の神々｣ が話し合いをもたれ物

事が決定されていくのです｡ なんと､ 日本は神代の昔から完全合議制だったのです｡ 聖徳太

子が作った ｢十七条の憲法｣ の中にも ｢和をもって尊しとなす｣ という一文があるのはご存

じだと思います｡

浦田執行部におきましてもこの姿勢は常に尊重されております｡ もちろん最終的には会長

の決断をとることもありますが､ 重要な懸案になるほど､ 各理事者の意見を尊重しておりま

す｡ 一見言いたい放題とも思える発言をする声の大きな若手の理事をはじめとし､ 喧々囂々

(けんけんごうごう) 活発な議論がかわされます｡ (私の意見はいつも無視されますが……)

誰もが思った事を発言できる雰囲気というのはとても大切であると考えております｡

最後に監事のお話を少々｡ 現在お二人の癖のある､ 失礼､ 個性豊かな監事がいらっしゃい

ますが､ いつも非常に鋭い､ シビアなそして時折あたたかなご指摘をいただいております｡

もちろんお二人は執行部ではなく､ 執行部を監視する立場の方々ですが､ 会員の先生方の事

を第一に考えるという点では目線は同じであります｡

このように現執行部では理事者間の連携が非常にスムーズで連帯感が強く､ また監事との

関係もほどよい (？) 緊張感が保たれております｡

残りの任期もあと一年を切りましたが､ 残された時間を精一杯頑張ってまいる所存でござ

います｡ ご協力のほどよろしくお願い申し上げます｡
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３. 平成26年度会務報告：

(自：７月17日～至：８月24日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ 新財政支

援制度に係る厚生労働省ヒアリ

ング､ 歯科所見による身元確認

研修会・警察歯科医会全国大会

学 術：救急救命講演会

社会保険：九州各県社保担当者会議

地域保健：各郡市地域保健担当者会

広 報：メールニュース配信登録

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：在宅歯科医療推進事業打

合せ

総務・厚生・医療管理：がん患者医科歯科

連携事業

学 院：体験入学

国保組合：全協九州支部役職員研修会

以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

４. 報告事項
１. 退会会員

・故 蓮田 政仁 会員 (第１種／天草

郡市) ７月24日ご逝去 (33歳)

１. 開会：小島副会長
２. 挨拶：浦田会長

今年の夏は全国至る所で､ 天候不順による
大雨で災害が発生し被害が出ております｡ 衷
心よりお見舞いを申し上げたいと思います｡
本県でも２年前に発生した阿蘇を中心とした
大水害時に匹敵するような大雨が降った日も
あり心配しておりましたが､ 被害もほとんど
無くその点では安堵しております｡ 先日､ 県
がん診療連携協議会に初めて出席して参りま
した｡ がん診断部会､ 化学療法部会､ 放射線
療法部会､ 緩和ケア部会､ 相談支援・情報連
携部会､ がん登録部会､ がん看護臨床実務研
修ＷＧの７つの部会に分かれて活発に事業活
動が行われています｡ その中で相談支援・情
報連携部会の活動報告に､ 日本対がん協会が
全国で進めている ｢がん医療ネットワークナ
ビゲーター｣ というがん医療を受けるために
必要な医療関連情報､ 生活支援情報等に関す
る適切な助言・提案・支援を行うに十分な知
識と素養を修得した者を認定するための研修
会が熊本県で開催される予定とのことです｡
その研修会開催の選定基準がユニークで､ が
ん連携が全国平均の県､ 全国平均よりも進ん
でいる県､ 全国平均よりも進んでいない県の
３箇所で開催されるとのことです｡ 熊本県は
がん連携が最も進んでいる県ということで開
催が決定されました｡ この事の重要な点は､
がん連携が全国トップレベルにある本県にお
いて､ 現在､ 本会も連携の輪に加えていただ
き医科歯科連携事業を推進しているというこ
とです｡ その事をしっかりと自覚して事業を
推進していかなければならないと思います｡
本会がきちんと事業を展開しているのだと自
負出来るように行動していくために､ 役員の
先生方には事あるごとに会員の先生方に対し
て､ その事をしっかりと自覚していただく様､
あらためてご説明の程よろしくお願い申し上
げます｡

８月27日(金) 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､ 浦田会長とし
て第15回理事会が開催された｡
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・月精 秀和 会員 (第１種／熊本市)

７月31日付退会 (移転)

２. 表彰

・日本歯科医師会会長表彰 若江 秀敏

会員 (水俣・芦北郡市)

表彰式：11月８日(土) 12時30分～

第35回全国歯科保健大会

於：大阪国際交流センター

・厚生労働大臣表彰 (救急医療功労)

八代歯科医師会口腔保健センター

表彰式：９月９日(火) 午後２時～

於：厚生労働省本省庁舎

３. 新たな財政支援制度に関する厚生労働

省ヒアリング

８月１日(金) 午後２時より厚生労働

省で実施され､ 本会からは宮坂副会長

が出席した｡

４. 熊本型早産予防対策事業での歯科検診

におけるＣＰＩ評価

結果を分析したところＣＰＩ値の分布

にばらつきが見られたため､ 今後の課

題としてＣＰＩ評価の標準化に取り組

む｡

５. 協会けんぽとの連携事業 ｢生活歯援プ

ログラム｣ に係る事業費

ぺリオスクリーン検査を実施してもし

なくても事業費は赤字にならない試算

となった｡ 協会けんぽには､ オプショ

ンとしてぺリオスクリーン検査も可能

であることを連絡する｡

６. 熊本県体育協会免税募金

例年どおり10万円を募金する｡

７. 熊本県・天草市総合防災訓練への参加

者

本会からは中嶋副会長を統括とし14名

が参加する｡

８. 事業企画

総務・厚生・医療管理委員会：『医療

管理講演会』 (２月14日)

９. 業実施報告

学術委員会：『救急救命講演会』 (７月

27日)

10. 会計５月末現況

11. その他

○松本理事より､ 今年度の介護者歯科実

技研修事業内容について説明がなされ

た｡

５. 連絡事項
１. ９月行事予定

10月理事会を22日(水) から21日(火)

へ変更する｡

６. 承認事項
１. 新入会員の承認 [承認]

牧 潤一 (第３種)､ 三村 彰吾 (第３

種) 計２名の入会を承認した｡

※26年度入会状況 (８月末現在)…第１

種・12名､ 第２種・６名､ 第３種・12

名

２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼 [承認]

・社会保険診療報酬支払基金幹事／社会

保険診療報酬支払基金熊本支部

浦田 健二 会長

任期：平成26年９月１日～平成28年８月31日

・熊本県医療・保健・福祉連携学会企画

委員／熊本県医療・保健・福祉団体協

議会

小島 博文 副会長

任期：平成26年４月１日～平成27年３月31日

・九州地方社会保険医療協議会臨時委員

／九州厚生局

中嶋 敬介 副会長

任期：平成26年10月14日～平成28年10月13日

３. 名義後援使用依頼 [承認]

・第43回熊本県人権教育研究大会／熊本

県人権教育研究協議会

・第22回慢性期医療学会熊本大会／第22

回慢性期医療学会

４. 共催依頼 [承認]

・歯の健康ランド／熊本県若手歯科医師

新樹会

７. 議題
１ 会館管理チェックに伴う補修 [承認]

６月に実施した点検結果をもとに提案

のあった改善策に沿って補修することと

した｡

２ 第１回各郡市歯科医師会会長・専務理
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ととした｡

11. 病診連携事業協力医募集 [承認]

紹介患者が増えていることもあり､ 熊

本機能病院及び熊本託麻台リハビリテー

ション病院から半径16㎞圏内の熊本市以

外の会員へ協力歯科医を募集することと

した｡

12. 口腔保健センター備品貸出要綱 ｢借用

書｣ の見直し [承認]

借用時､ 返却時に付属品のチェックを

行ってもらうように､ 書式を変更するこ

ととした｡

８. 協議事項
１. 社会歯科学研究会秋期研修会プログラ

ム流れ案

10月12日(日)・13日(月・祝) に県歯

会館において開催される研修会のプログ

ラムについて､ 提出された流れ案に沿っ

て進めていくこととした｡

なお､ 本会会員には８月末の全会員発

送時からチラシを送付し告知する｡

９. 監事講評
久々山監事より､ 役員は今現在進めてい

る事業が､ 歯科界や会員のためになるとい

う信念を持って行い､ 並行して将来残すべ

き事業か否かも見極めながら行って欲しい

との要請がなされた｡

西野監事より､ 役員の先生方が発言や文

書を執筆される際は､ ｢歯科界の未来のた

めに｣ という文言を必ず入れて欲しいとの

要請がなされた｡

10. 閉会：宮坂副会長

(広報 加藤 久雄)

事連絡会議の報告及び協議 [承認]

報告内容を一部追加した上で､ 開催通

知を送付することとした｡

３. 第19回中規模県歯科医師会連合会協議

題の回答 [承認]

回答案を一部修正の上､ 提出すること

とした｡

４. 第53回全日本歯科保健優良校表彰校の

推薦 [承認]

熊本県教育委員会推薦の山鹿市立城北

小学校と熊本市教育委員会推薦の熊本市

立城東小学校の２校を推薦することとし

た｡

５. ４階ホールに設置したＡＥＤの部品取

り替え [承認]

今回はバッテリーのみを交換すること

とした｡ 次回ＡＥＤ入替の際は､ 購入や

リースも検討する｡

６. 熊本県委託事業に係る予算案 [承認]

早産予防対策事業予算について原案ど

おり承認した｡

７. 本会事務局のコピー機 (２台) の入れ

替え [承認]

現行機器の使用状況､ 修理回数や入れ

替えた場合の料金等を勘案し､ 新しい機

器へ入れ替えることとした｡ なお､ 見積

提出のあった３社から総合的に検討して､

現行機器の取り扱い業者に再び依頼する

こととした｡

８. 安心・安全歯科医療推進制度における

基準達成者のホームページへの掲載内容

[承認]

基準達成歯科医院リスト一覧を掲載す

るとともに､ 歯科医院検索のリストにも

安心・安全歯科医療推進制度のロゴマー

クを掲載することとした｡

９. 本会共済互助制度並びに日歯福祉共済

保険・年金に係る届出事項の確認 [承認]

原案に一部追加した上で､ 会員へ送付

することとした｡ 今後は定期的に同様の

文書を送付する｡

10. 第７回九州・山口口腔ケアシンポジウ

ムin熊本 [承認]

本会は共催団体として関わっていくこ
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―在宅歯科医療研修会―

せる口づくりが大切で､ ころばぬ先の杖と同
じで､ 体調が落ち込む前にシッカリした咬合
を作っておくことが大事で､ 食べるというこ
とは生きる力を支えると言う事であった｡

噛むためには､ 欠損部位を補う入れ歯でしっ
かり噛むことが出来る口腔改善が必要で､ しっ
かりとした咬合が出来る義歯が作れるように
ならなければならない｡ 咬合の安定があって
初めて ｢噛める入れ歯｣ になる｡ 本日の研修
会では､ 噛める入れ歯にする為のリマウント
による咬合調整を説明された｡

又､ 口を清潔にしてよく噛む事は薬にはな
い効果があるという事から､ 健康寿命の源､
健康長寿を支える歯科からの市民へのアドバ
イスとして
１､ 口を清潔に保ち自分の歯を大切に守りま

しょう｡
２､ 自分の歯を失ったら元気な時に治療をし

てちゃんと噛める口を作っておきましょう｡
３､ 自分の歯を失ったら噛めない入れ歯でも

捨てずに持っておきましょう｡
と伝えている｡

そして最後に､ これからは､ 多業種協働で
ますます健康長寿をサポートしていきましょ
うと締めくくられた｡

最後に､ 小島副会長より､ 高齢者は顎位不
安定や歯槽骨吸収により義歯調整のみならず
印象､ 咬合採得も難しい｡ 河原氏のように臨
床歯科の優れた技術を多くの人が会得し､ 広
めていく必要があるとの謝辞があり閉会となっ
た｡ (センター・介護 今藤ひとみ)

７月５日(土) 午後３時より県歯会館４階
大ホールにて歯科医師・歯科衛生士134名の
参加者を集め､ 歯科河原英雄医院 河原英雄
院長を講師にお迎えし､ ｢保険の総義歯で高
齢化社会に挑む｣ と題して､ 第一回在宅歯科
医療研修会が開催された｡

河原氏のご講演に先立ち､ 県社会保険委員
会椿理事による保険請求の説明があった後､
講演が始まった｡ 今回は河原氏のもとで学ば
れた大分県別府市丸尾歯科医院尾崎洋美氏､
福岡県篠栗病院歯科鈴木茂樹氏､ 県歯小島副
会長の貴重な臨床発表もされた｡

河原氏は超高齢社会の歯科診療を見つめな
おそうと福岡市から高齢化率33％を超える大
分県佐伯市に診療拠点を移し､ 保険診療での
入れ歯作りに方針を変更され､ 噛むことをあ
きらめていらした方やお世話されている介護
者に対して食べることのリハビリの大切さを
訴えて活動されている｡

私達歯科医師もこの超高齢化社会 (地域に
よっては３人に１人は高齢者という超々高齢
化社会になっている地域もあるが) において
の歯科医師の役割を見直していかなくてはな
らない時代となった｡

義歯使用状態を調べた結果､ 日常のほとん
どで入れ歯を装着していなかったり､ 噛むこ
とをあきらめた方には認知症が進みやすいと
言う結果も出ている｡ また総義歯人口800万
人は噛めなくてもあきらめて来院していない
と予想されるということで有った｡

食べ物を噛むために､ 頬の筋肉や顎関節､
唾液腺などたくさんの器官が働く｡ 噛んだ刺
激は歯根膜が感じ取り､ 三叉神経を通り直接
脳の中枢 (感覚野､ 運動野､ 海馬､ 前頭前野､
線条体) へと伝わって､ その結果､ 脳の血流
が活性化し､ 病気や老化で衰えていた運動機
能や感覚､ 認知機能､ そして意欲(やる気)な
どの回復が期待できるという｡

又､ 咀嚼中枢､ 嚥下中枢､ 呼吸中枢が同部
位に並んでいることから､ 噛むことで全身状
態の回復が期待される｡ 噛める・笑える・話

���������� �� �����
健康長寿をサポートしよう！
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―学術講演会―

疾患､ 脳血管障害などの生活習慣病の病態｣､

｢局所麻酔薬と生活習慣病｣､ ｢Basic Life

Support (BLS) の注意点｣､ ｢アナフィラキ

シーの病態｣､ ｢使用頻度の高い救急薬｣ につ

いて説明があった｡ どの話も会員にとって日

常診療において知っておくべきことばかりで

とても参考になったと思われる｡ またその中

で ｢BLSにおいて以前は気道の確保を優先し

ていたが最近は胸骨圧迫心臓マッサージを重

要視するようになった｣ とか､ ｢血圧上昇に対

してアダラートの舌下錠を行っていたが現在で

は血圧が下がりすぎる恐れがあることから舌

下錠を行われなくなった｣ というように､ 昔

常識だったことが現在は変わっていることも

あるので､ 日頃から研鑽をしていく重要性を

改めて認識させられた講演会でもあった｡

(村上 慶)

７月27日(日) 午前10時より､ 県歯会館４

階において九州歯科大学歯科侵襲制御学分野

の椎葉俊司氏をお招きし､ ｢歯科医院で医療

安全のために整備すべきポイント｣ と題して講

演会が開催された｡ この講演会が歯科外来診

療環境体制加算届出のための医療安全に関す

る講演会に該当することもあり参加者は241

名と会場は盛況であった｡ 講演内容として前

半は ｢医療事故予防対策｣ ｢院内感染予防対

策｣ に関する話があった｡ 医療安全 (医療事

故予防) にしても感染予防にしても ｢指針｣

をつくり ｢委員会｣ を立ち上げ､ ｢研修｣ を年

２回開催し､ 医療事故やインシデント､ 院内

感染発生状況に関する ｢対策｣ を開くことが

現在医療安全管理体制確保のための義務になっ

ている｡ 医療安全 (医療事故予防) に関して

は ｢人はエラーを犯すもの｣ と考えて ｢ミス

を犯さない｣ 仕組みと ｢ミスをしても救済さ

れる｣ 仕組みを構築していくことが重要で､

個人の注意で防止できると考えるのでなく組

織全体の在り方を改善することが必要だと話

された｡ さらに危険予知トレーニングを日頃か

ら行っていくこと､ ５Ｓ (整理・整頓・清潔・

清掃・躾) をしっかり行っていくことも医療

安全に大きな効果があるとのことであった｡

感染予防では明らかに感染している患者のみ

に予防処置を行うのでなく､ すべての患者は

何らかの感染症をもっていると仮定し予防対

策をとるという ｢スタンダードプリコーショ

ン｣ の概念が必要とのことであった｡ 具体的

な予防処置として衛生的手洗い､ 使用済み注

射針の廃棄､ ガウン・マスクゴーグルの活用､

感染性廃棄物の処理などが挙げられるが､ 今

回の講演では衛生的な手洗いを中心に話をし

ていただいた｡ 後半は椎葉氏が20年以上歯科

麻酔医として活躍されてきて､ 一般歯科の先

生に伝えたいこととして ｢高血圧､ 虚血性心

����������
医療安全の大切さを語る椎葉氏

��

241名の参加者で埋まった会場
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―各郡市歯科医師会医療相談担当者会―

歯科診療補助､ ②歯科予防処置､ ③歯科保健

指導に大別され､ それぞれの具体例が説明さ

れた｡ やっていい事よりやってはいけない事

をしっかりと理解し､ スタッフに指導して頂

くことが大切ではないかとの話がなされた｡

今回の会議の内容が各担当者から､ 各地区

の会員へ伝わり､ 少しでも医療相談数が減少

していけば幸いである｡

(医療対策 五島 嘉人)

７月19日(土) 午後５時より､ 県歯会館２

階第１会議室において平成26年度各郡市歯科

医師会医療相談担当者会が開催された｡

浦田会長より､ 苦情に対する対応や会員に

対する指導など医療相談担当者の心構えにつ

いての話の後､ 冨屋理事より､ 平成25年度事

例分析・検討について説明が行われた｡ まず､

年度別医療相談苦情件数は増加傾向にあるこ

とや項目別では ｢歯科医院の対応｣ ｢説明不

足｣ ｢料金の問題｣ が多数を占めているとの

報告がなされた｡ また､ 幾つかの実際に起こっ

た事例を交え､ いかに患者とのコミュニケー

ションが大切であるかの話があった｡ さらに

近年では応招義務 (医師が診察や治療を求め

られた際は正当な理由なく拒否してはならな

いとする義務) の概念も変わりつつあるとの

話もあった｡

次に五島委員より､ 歯科衛生士・歯科助手

の業務範囲について説明が行われた｡ 歯科衛

生士法に沿って､ 歯科衛生士の業務範囲は①

���������� ����
医療相談苦情件数は増加している

平成26年度社会歯科学研究会
秋期研修会in熊本

日 時 平成26年10月12日(日) 午後１時15分～午後５時予定

10月13日(月・祝) 午前９時～正午

場 所 熊本県歯科医師会館 ４Ｆホール

テ ー マ ｢地域で医療連携を根付かせるために｣

内 容 １日目 (10月12日)

セッションⅠ ｢地域で医療連携を根付かせるために｣

２日目(10月13日)

セッションⅡ ｢医科歯科連携の可能性を探るモン ～熊本からの発信～｣

※詳細については後日ご案内します｡
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７月26日(土.) 午後３時より､ 県歯会館に

おいて熊本県歯科医師国民健康保険組合臨

時組合会が開催された｡ 事務局による点呼

が行われ､ 総議員30名中26名の出席により

会議の成立を田中議長が宣言し開会された｡

－理事長挨拶－

４月より保険料の値上げをさせていただ

き､ 現在のところこの３ヶ月間順調に推移

しています｡ 26年度の本組合の運営は､ 昨

年度の療養給付費が予算より2,400万程少な

かったこともあり少し余裕を持ってあたれ

るものと思われます｡

今通常国会で社会保障と税の一体改革推

進法が可決され､ 今後プログラム法により

様々な改革が進められていくものと思われ

ます｡ 27年度通常国会にも国保組合に対す

る補助金の見直しが再度出てくると思われ､

民主党政権時の案とは違ったものとなりま

すが補助金カットの方向は間違いないと思

われます｡ これに対しては､ 様々な矛盾も

あるので本組合が所属している全協・全歯

連を通して他の国保組合と共同して国会に

働きかけていきます｡

今後､ 執行部としても組合員にできるだ

けご負担をかけないように対応を考えてい

く必要があると思われます｡ 社会保障を取

り巻く環境は非常に厳しいものがあります

が､ 今後とも国保組合の運営について先生

方の色々なご協力とご理解をよろしくお願

いいたします｡

次に議事録署名人に七川議員 (熊本市)､

秋山議員 (球磨郡) が指名され､ その後､

物故組合員に対して黙祷が行われた｡ 続い

て上野副理事長と桑田常務理事の会務報告・

業務報告の後､ 谷口議員 (熊本市) より療養

給付費の推移について質問が行われた｡

議題は以下の６議案が上程された｡

第１号議案：熊本県歯科医師国民健康保険

―臨時組合会―

組合規約一部改正 (案) につい

て

第２号議案：平成25年度熊本県歯科医師国

民健康保険組合歳入歳出決算

について

第３号議案：平成25年度熊本県歯科医師国

民健康保険組合歳入歳出決算

剰余金処分(案)の承認について

第４号議案：平成25年度熊本県歯科医師国

民健康保険組合役職員退職手

当積立金特別会計歳入歳出決

算について

第５号議案：平成25年度熊本県歯科医師国

民健康保険組合役職員退職手

当積立金特別会計歳入歳出決

算剰余金処分 (案) の承認につ

いて

監 査 報 告：原田監事より適正に処理され

ている旨の報告が行われた｡

第６号議案：平成26年度熊本県歯科医師国

民健康保険組合歳入歳出補正

予算 (案) の承認について

第１号議案～第６号議案は､ いずれも賛

成多数で原案通り承認可決された｡

この後､ 井手議員 (熊本市)､ �橋議員

(熊本市) より質問が行われ､ 最後に瀬井理

事の閉会の辞で散会となった｡

(国保 守永 純一)

������������������
本年度は少し余裕ができた
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―くま歯キャラバン隊―

������������
７月４日(金) 午後７時30分より宇土市民会

館会議室において､ 県歯より学校歯科委員会の
大林理事と社会保険委員会の桐野副委員長をお
招きして､ 学校でのフッ化物洗口についてと､
保険点数の算定方法などについて､ それぞれ話
があった｡

はじめに､ 大林理事より来年度から始まる小
中学校におけるフッ化物洗口については､ ｢今
日は概要をお話します｡ 先生方はしっかり勉強
されていかれてください｡ あくまでも校医のや
り方があると思うので､ それぞれの講演､ 指導
内容でいいと思います｡｣ と話しがあり､ まず
は蒲島知事とくまモン隊が出演しているＤＶＤ
を放映し､ その後､ 配布資料にそって､ ①実施
までの流れ②むし歯の予防法③フッ化物洗口の
効果と安全性④実施の手順⑤後片付け⑥フッ化
物洗口のＱ＆Ａなどについて説明があった｡ そ
の後桐野副委員長より社保の説明があり､ 歯周
病治療､ 歯科訪問診療を積極的に行い､ 新規の
患者さんを開拓していく､ など算定に関するポ
イントをいくつか教えていただいた｡

来年度におけるフッ化物洗口実施に伴い､ 私

たち学校歯科医は､ しっかりとした知識をもっ
て学校関係者や子供たちや保護者への説明を行
い､ よりよい理解と連携を図っていかなければ
ならない｡ その場を和ませるのにくまモン隊の
ＤＶＤは効果がありそうなのでぜひ使っていき
たい｡ また桐野副委員長の話を聞いて､ すぐに
でも実行できることは日々の診療に取り入れて
いきたい｡ とても有意義な研修会となった｡

(坂口 泰子)

宇土郡市歯科医師会

資料を説明される大林理事

小中学校が夏休みに入ったばかりの７月20日
(日)､ 今年も恒例となった ｢親睦釣り大会｣ が
開催された｡ 当日は朝から眩しい日差しが降り
注ぐなか､ 旧暦６月11日の小潮という絶好の潮
日和の条件で､ 例年どおり玉名漁港から無風ベ
タ凪の有明海へと出船した｡

今年も狙う本命のターゲットは､ シロギス｡
参加者の大人６名､ 子供５名､ の計11名の

“太公望”たちは､ 真夏の大海原で勇気凛々…
やる気満々！船が沖合の釣りのポイントへ到着
し､ 仕掛けを投入した直後から､ 参加者たちの
竿先が次々に曲がり､ 形の良いキスがコンスタ
ントに釣れ始めた｡

今回は初参加の４歳の男の子を初めとする会
員の子供たちは､ 日ごろの家庭でのパパと違う､
頼もしい“海の男”と化した父親とともに､ プ
ルップルッとしたキス特有の小気味よい引き味
を楽しんだ｡ 本命のシロギス以外にも､ アジ・マ
ゴチ・ホウボウ・マダコ・イイダコ…etcといった
多彩な顔触れの他魚たちも釣り上がり､ そのたび

ごとに親子の歓声が船上に沸き上がった｡
その後､ 日も高くなり､ 一段と暑さが厳しく

なった午後１時に納竿し､ 帰港沖上がりとなった｡
下船後に港で検量を行い､大会は無事終了した｡
今回は､ 23.5㎝と22.0㎝の良形キスをゲット

した田中文丸・優妃父娘ペアが優勝､ 準優勝と
ワンツーフィニッシュして､ 海上での目眩き､
熱きバトルを締めくくった｡

(原口 泰)

―第18回親睦釣り大会―

������������荒尾市歯科医師会

やる気満々の面々
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７月26日(土)､ 27日(日) の２日間､ 鹿児島

グルメツアーと題し恒例の研修旅行が行われた｡

参加者26名を乗せたバスは午後３時､ 集合場所

であるみやざき歯科こども歯科駐車場を出発し

た｡ 外のうだるような暑さから冷房の効いた車

内に逃げこむと早速酒盛りが始まった｡ 毎年の

事であるがビールを大量消費する上に年齢的に

もトイレが近い人が多いため非常にトイレ休憩

のタイミングが難しい｡ しかし今年は木原厚生

担当理事の発案で､ 全てのパーキング､ サービ

スエリアに停車するというコロンブスの卵的解

決法が功を奏し､ 皆心ゆくまでアルコールを堪

能できたようである｡ バスが宿泊場所の鹿児島

ワシントンプラザホテルに到着する頃にはすっ

かり出来上ってしまった会員もいたようだ｡

鹿児島グルメ第１弾は定番の黒豚しゃぶしゃ

ぶである｡ 店は有名な ｢あぢもり｣ で､ 午後６

時30分より中川会長の挨拶の後､ 上三垣会員の

乾杯の音頭で宴会が始まった｡ ピンク色の美し

いしゃぶしゃぶ肉の他にも極上のとんかつも味

わえ､ その脂身の旨さに感激した｡ 皆で鍋をつ

つきながら美味しい酒を飲み会場は大いに盛り

上がった｡ 宴会終了後はラウンジで二次会､ こ

ちらも楽しい時間を過ごすことができた｡

２日目はホテルを朝９時に出発､ 鹿児島中央

駅へ向かった｡ ＪＲの人気観光列車 ｢指宿のた

まて箱１号｣ に乗車するためである｡ 白と黒に

カラーリングされた列車に乗り込むと客室内は

チーク材がふんだんに使われており明るく洒落

たイメージ｡ 指宿までの約１時間､ 車窓から

の光景をゆっくり楽しむことができた｡ 指宿駅

でまたまたバスに乗り換えて昼食場所の温泉旅

館 ｢秀水園｣ へ向かう｡ この旅館は ｢プロが選

ぶ日本の旅館100選｣ の料理部門でなんと30年

連続１位を獲得し続けているという事で我々の

期待もMAXであった｡ 次々に運ばれてくる懐

石料理は一つ一つ手が込んでいて美しく､ 流石

納得の美味しさであった｡ 食べ終わると各自温

泉に行き､ 旅の疲れを癒した｡ すぐ近くに砂蒸

し温泉もあったのだがこの炎天下の中､ 挑戦す

る命知らずはいなかったようである｡ ゆっくり

休憩した後､ 旅館を出てバスに乗り込み出発､

午後６時にみやざき歯科こども歯科に到着､ 解

散となった｡ 今回の研修旅行は久しぶりに女性

会員の参加があり､ 華やかな会となった｡ 谷川

会員､ 来年の旅行も是非参加してどんどんお酒

飲んで盛り上げちゃってください｡ 最後に木原

理事はじめ厚生委員の皆さん､ お疲れ様でした｡

また来年もお願いいたします｡

(岩崎 晃司)

―研修旅行―

���������八代歯科医師会

指宿のたまて箱１号の前で
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８月６日(水) 午後６時45分から午後９時45

分まで玉名市民会館において､ 玉名消防署の方
を講師として救急救命講習会が行なわれた｡

この講習は２年に１回定期的に受講すること
で､ 私たち歯科医師､ スタッフが救急の現場に
居合わせた時に､ 医療従事者として的確な判断､
処置が出来るようになる事を目的としている｡
現場に救急車が到着するまでに平均６～８分か
かるという｡ それまでに的確な１次救命処置が
出来なければならない｡ 参加者76名全員､ 消防
士の指示のもとにマネキンを使いグループに分
かれ､ 胸骨圧迫30回､ 人工呼吸２回を繰り返す
心肺蘇生とAEDの使い方をその場を想定して
実習を行なった｡ 圧迫する位置はほぼ胸の真中
になったとのことや､ 人工呼吸より胸骨圧迫優
先など､ 以前との変更点も説明された｡ 初めて
実習する者も経験のある者も頬を上気させて熱
心に取り組んでいた｡ 次いで止血の方法､ 異物
混入による窒息の応急処置なども説明があり､
診療後の３時間という長丁場だったが､ 全員疲

れた顔も見せずに､ とても有意義な時間を実感
することができた｡ 緊急事態はできれば遭遇し
たくないのが本音だが､ 繰り返し講習を経験す
ることで慌てることなく自信をもって救命処置
が出来るようになりたいと思う｡

(城井かおり)

―救急救命講習会―

����������玉名郡市歯科医師会

真剣に訓練に取り組む参加者

―人吉・球磨臨床歯科研修会―

��������������
８月８日(金) 午後７時30分より人吉市ホテ

ルあゆの里において人吉・球磨臨床歯科研修会
が行われた｡ 講師に県歯の牛島常務理事をお
招きし ｢くま歯キャラバン隊｣ として講演が行
われた｡

最初に與田会長から､“エボラ出血熱”が世
界を騒がせていることに関連して新型インフル
エンザにも引き続き注意が必要なことや､ 災害
があってはならないが､ もしも直面した時の準
備も怠らないようにしないといけないとの挨拶
があり､ 講演に入った｡

演題を ｢災害関連マニュアルについて｣ とし
て､ 先日県歯より会員に配布された ｢熊本県歯
科医師会災害対応マニュアル｣ に基づいて下記
のような内容で講演された｡
①基本的には､ 緊急の歯科医療や身元の確認､

長期避難者の口腔ケアなどを実施する｡
②対策本部については､ 震度６弱以上では自動

的に設置となること｡
③フェーズ０ (災害の発生～24時間以内) ……

まずは県歯へ第１報を連絡する｡
④フェーズ１ (48～72時間以内) ……DMAT

による医療活動で生存率の低下を防止｡
⑤フェーズ２ (72時間～１週間程度まで) ……

主に口腔ケアで肺炎予防などを行う｡
⑥身元確認について……死後記録のカルテとの

照合が確実に行われることが大事｡
⑦これら災害活動の支援のため､ 平成25年に熊

本県との間に協定が締結された｡
尚､ 講演会に先立ち､ 新築改装なった人吉医

療センター (旧 人吉総合病院) にて ｢がん患
者医科歯科医療連携事業合意書｣ の取り交わし
が､ 牛島常務理事立ち会いのもと､ 人吉市歯科
医師会の與田会長・愛甲専務の同席で行われた｡

講演の内容がキャラバン隊では初めてという
ことで､ 牛島常務理事には色々準備に大変なと
ころもあったのではないかと思ったが､ 人吉球
磨の地域の特色も交え､ 災害時の歯科医師の役
割を懇切丁寧に説明され､ 会員にはとても有意
義な研修会であった｡ (中原 正弘)

人吉市歯科医師会

｢災害関連マニュアルについて｣ の講演が行われた
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６月７日(土) に開催された ｢阿蘇カルデラ

スーパーマラソン｣ に町田会員､ 小野会員と共

に初挑戦しました｡ マラソン師匠である奥田会

員にご指導いただきながら熊本てれっとウルト

ラマラソンクラブの練習会に参加し準備を重ね

本番を迎えた｡ 大会は50㎞と100㎞の部がある

が､ 迷わず100㎞にエントリーした｡ 阿蘇のど

こを走るのか？時間はどれくらいかかるのだろ

う？など私も疑問に思っていたのでお答えしよ

う｡ 1000名ほどの参加者数で完走率65～70％｡

早朝５時に南阿蘇ウィナスを出発し久木野・高

森・波野・産山・を経てゴールが内牧である｡

トップは７時間半ほどでゴールし途中８

か所の時間制限の関門がありゴール最終

制限時間は13時間半です｡ 午前１時前に

皆で車に乗り合い内牧へ向かい､ シャト

ルバスでスタート地点の南阿蘇へ行く｡

摩擦で擦り切れそうな脇や尻にワセリン

を塗りこみ給食に準備されたパンを食べ

スタートを待つ｡ 私は一所懸命に走ると

10㎞で潰れてしまい足が動かなくなるし､

フルマラソンでは足が攣ってしまうので､

今回はゆっくり完走を目指す作戦で臨み

ます｡ しかし練習会では50㎞までしか走っ

たことが無く､ それ以降は未知の世界だ｡

薄暗く少し肌寒い不安いっぱいの中スター

ト号砲が鳴る｡ トップ集団は３分／㎞台

で走るのでどんどん見えなくなってしまっ

た｡ 長い距離を走るウルトラマラソンで

は小雨だと完走率が上がりベストな気候

と言われている｡ ところが午前中快晴と

なり気温上昇､ 体力がドンドン奪われ消

耗する｡ エイドで頭から氷水をかぶり冷却しな

がら進む｡ 各関門を10～20分前に通過する余裕

ないペースで走るものの､ なんとか中間地点の

���������������

早朝５時スタート！物好きがよく集まったものだ(笑)

阿蘇高森ゴルフ倶楽部を過ぎ､ 高原を気持ちよく走る

�� �� �������

暑いので男女問わず熱中症対策で氷水をかぶります

こんなコースを走ります
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牧 潤一
(マキ ジュンイチ)

熊本市北区
植木町植木182

牧歯科医院

第第３３種種会会員員
三村 彰吾
(ミムラ ショウゴ)

上益城郡益城町
安永722-4

共愛歯科医院

波野支所前に到着した｡ 大きな故障も無く疲れ

はあるが､ ここのエイドはゆったりした空気が

流れひと安心してしまい､ たらふく食べて10分

も過ごしてしまった｡ 次の関門には間に合わな

いかもしれないと訊き懸命に走る｡ 60㎞を過ぎ

ると膝が前に出ず進めなくなった｡ 足が出ない

ので上体を捻りながら腕を振り反動で足を前へ

出す走法へ切り替える｡ それも暫くしか続かず

遂には歩いてしまう｡ 歩くと当然遅くなり関門

に引っかかりそうになるので50歩歩き､ 100歩

を走ることをくり返す｡ 収容車がランナーの横

をゆっくりと誘うように何度も通って行く｡ 手

を挙げて車に乗り込むと終われるぞ｡ 容易いこ

とだ｡ ｢キツイ！足が痛い｣､ ｢よく頑張ったか

ら､ もういいか…｣ など頭をよぎる｡ しかし奥

田会員の言葉が蘇る｡ ｢キツイ・痛いは当たり

前｡ ゴールした時の自分を思い描き頑張るんだ！｣

と､ 80㎞を過ぎると思考能力は極端に低下する｡

明大・ラグビー部故・北島監督の ｢前へ！｣ と

いう言葉が浮かび暫く頑張れた｡ しかしそれも

束の間 ｢キツイ・苦しい｣ という思いが再び湧

いてくる｡ 先輩から聞いていた ｢念仏を唱える｣

対処法を実践｡ するとどうだろう…不思議なこ

とに ｢今､ 自分は生きている！ありがとう！｣

という思いに至った｡ 遍路のような瞑想状態だっ

たのかもしれない｡ 象ヶ鼻から内牧が見えた時

の感動は忘れない｡ “行けるぞ！”という嬉し

さがあふれる｡ 最後は土砂降りの中13時間5分

で完走出来ました｡ 仲間２会員も無事完走を果

たし大成功の大会でした｡ 次は福岡まで走って

みるか!? (笑) ４年前は立派なメタボでしたが､

走り出したら15㎏減量してウルトラを走れるよ

うになりました｡ 皆さんも始めてみませんか？

50㎞地点の波野支所前で補給する

90kmの像ヶ鼻をフラフラ下る

20㎞の難所・黒岩峠を上る小野会員

会報８月号の裏表紙に掲載しました ｢卑弥呼山｣ の作者名に誤りがありました｡

(誤) 三輪休雪 (壽雪) (正) 12世三輪休雪

訂正してお詫び申し上げます｡
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会 務 報 告 自 平成26年７月17日
至 平成26年８月24日

所管 日付 摘要 出席

総 務

７月17日

｢第15回九州ブロック介護老人保健施設大会in熊本｣ 開会式 (崇城大学市民ホール) 浦田会長

くま歯キャラバン隊 (天草郡市) (ホテルサンロード) 受講者：26名 冨屋理事

第15回九州ブロック介護老人保健施設大会懇親会 (ホテルキャッスル) 小島副会長

18日 県教育庁との懇談会 (熊本市)
浦田会長､ 小島・宮坂副会長､ 渡辺
専務理事､ 田上・八木・牛島常務理
事､ 大林理事､ 澤田事務局長

19日
熊本型早産予防対策事業打合せ会
(１) 健診票の分析についての意見交換

田上常務理事､ 川瀬委員長

22日

第14回理事会
【承認事項】 (１) 新入会員の承認

(２) 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
(３) 名義後援使用依頼

【議 題】 (１) 定期便に係る同封取扱い基準内規 (案)
(２) 平成26年度熊本県委託事業に係る予算
(３) 国税局管内税務指導者協議会への対応 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

23日 第１回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

25日
九州各県事務局長連絡会 (宮崎市・ホテルマリックス) 澤田事務局長

月次監査 ６月末現況監査 久々山監事

26日
月次監査 ６月末現況監査 西野監事

鹿児島大学同窓会県支部総会懇親会 (熊本市) 浦田会長

28日
故蓮田政仁会員 (天草郡市) 告別式弔辞奉呈 (天草市) 中嶋副会長

熊本サントリー会 (ホテル日航熊本) 浦田会長

31日

第２回県医療審議会 (県庁) 浦田会長

熊本地裁・簡易裁判所調停委員勉強会 (熊本地方裁判所) 前野会員

全国健康保険協会熊本支部との覚書調印式
浦田会長､ 桑田国保組合常務理事､
澤田事務局長

第２回県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会 (県庁) 小島副会長

８月１日

新財政支援制度に係る厚生労働省ヒアリング (厚生労働省) 宮坂副会長

第２回社会歯科学研究会実行委員会
(１) プログラムの流れ (２) キャッチコピー選定 (３) 懇親会会場

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木・牛島常務理事､ 井上理事

２日

九地連監事会 (ホテルオークラ福岡) 浦田会長

九州各県会長会議 (ホテルオークラ福岡) 浦田会長

九地連協議会 (ホテルオークラ福岡)
浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木常務理事､ 澤田事務局長

九地連総会 (ホテルオークラ福岡)
浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木常務理事､ 澤田事務局長

医工連携事業化推進事業に係る意見聴取会 (ホテルオークラ福岡)
浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理事､
八木常務理事､ 澤田事務局長他４名

４日 三師会懇談会 (熊本市)
浦田会長､ 小島・宮坂副会長､ 渡辺
専務理事､ 牛島常務理事､ 澤田事務
局長

５日

県救急医療連絡協議会 (県医師会館) 井上理事

第26回常務理事会
(１) 新入会員の承認
(２) 安心・安全歯科医療推進制度における基準達成者のホームページへの掲載内容
(３) 熊本県・天草市総合防災訓練への本会役員の対応 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

６日

県体育協会第１回財務特別委員会 澤田事務局長

会計打合せ 八木常務理事

県医療・保健・福祉団体協議会第１回理事会 (県医師会館) 小島副会長

８日

全国健康保険協会県大会 (メルパルク熊本) 澤田事務局長

くま歯キャラバン隊 (人吉市・球磨郡) (人吉市・あゆの里)
受講者：20名

牛島常務理事

９日 県下歯科大学 (歯学部) 同窓会支部協議会懇親会 (ホテル日航熊本) 浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理事

13日 支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

20日 熊本県健康福祉部との懇談会 (熊本市)

浦田会長､ 小島・中嶋・宮坂副会長､
八木・牛島常務理事､ 大林・加藤・
井上・田中・椿理事､ 松岡センター
長､ 澤田事務局長

21日

第27回常務理事会
(１) 新入会員の承認
(２) ４階ホールに設置したAEDの部品取り替え
(３) 平成26年度熊本県委託事業に係る予算案 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

22日 第13回警察歯科医会全国大会会長招宴 (徳島市) 浦田会長

23日

歯科所見による身元確認 (個人識別) 研修会 (ホテルクレメント徳島)
小島副会長､ 牛島常務理事､ 上田忠
会員､ 矢毛石陸男会員

第13回警察歯科医会全国大会 (ホテルクレメント徳島)
小島副会長､ 牛島常務理事､ 上田忠
会員､ 矢毛石陸男会員

23日 日本歯科技工士学会九州・沖縄支部十周年記念式典祝賀会 (ホテル日航熊本) 渡辺専務理事
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所管 日付 摘要 出席

学 術

７月18日

学術委員会
(１) 救急救命講演会
(２) ＧＧ共催学術講演会
(３) 日歯生涯研修DVDセミナー・会員発表

井上理事､ 堀川委員長他全委員

27日

救急救命講習会
出席者：241名
講師：九州歯科大学歯科侵襲制御学分野 椎葉俊司准教授

浦田会長､ 牛島常務理事､ 井上理事､
堀川委員長他全委員

学術委員会
(１) 九州各県学術担当者会提出協議題回答作成

井上理事､ 堀川委員長他全委員

社会保険

７月19日 熊本市歯会北部３支部社保講演会 田中理事

26日 社会保険個別相談会 相談者：３名 桐野・橋本副委員長他３委員

26日

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

田中・椿理事､ 清水委員長他８委員

８月１日
社会保険個別相談会 (大津町) 相談者：１名 南委員

社会保険個別相談会 (菊陽町) 相談者：１名 隈井委員

２日
社会保険個別相談会 (人吉市) 相談者：１名 山口委員

社会保険個別相談会 (大津町) 相談者：１名 橋本副委員長

５日 レセプトチェックセンター (荒尾市) 相談者：０名 田中理事

７日 保険個別指導 (熊本テルサ) 金本・橋本副委員長､ 宇治委員

23日

社会保険委員会
(１) 会員向け発行物
(２) 指導立会者・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12委員

地域保健

７月25日
地域保健委員会
(１) 高齢者用の歯科口腔健診票

宮坂副会長､ 田上常務理事､ 川瀬委
員長他全委員

26日 九州口腔衛生学会幹事会 (宮崎県歯科医師会館) 田上常務理事

27日 九州口腔衛生学会総会 (宮崎県歯科医師会館) 田上常務理事

29日 ｢熊本さわやか大学校｣ 八代校講演 (やつしろハーモニーホール) 松下会員

８月19日
地域保健小委員会
(１) 各郡市地域保健担当者会

田上常務理事､ 川瀬委員長他６委員

20日 青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町) 健診者数：11名 三森康弘会員

23日 各郡市地域保健担当者会
宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上常
務理事､ 川瀬委員長他全委員

広 報

７月23日
広報小委員会
(１) 会報８月号・第１回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他３委員

30日
広報小委員会
(１) 会報８月号・第２回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他１委員

８月18日
広報委員会
(１) 会報９月号・編集

加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

22日
広報小委員会
(１) 会報９月号・第１回校正

加藤理事他３委員

学校歯科

７月17日 県PTA共催審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事

18日
県健康づくり推進課とフッ化物洗口Ｑ＆Ａ打合せ
フッ化物洗口Ｑ＆Ａ

大林理事

23日
歯及び口腔の健康づくり指導 (氷川町公民館)
氷川町フッ化物洗口事業中学校区保護者説明会

上田会員

30日

歯及び口腔の健康づくり指導 (南阿蘇村白水総合センター)
南阿蘇村立学校保健会研修会

田上常務理事

歯及び口腔の健康づくり指導 (氷川町文化センター)
氷川町フッ化物洗口事業中学校区保護者説明会

上田会員

31日
歯及び口腔の健康づくり指導 (つなぎ文化センター)
氷川町フッ化物洗口担当者会

野村会員

８月５日 県公立学校新規採用養護教諭研修 (県立教育センター) 河原委員長

17日 県学校保健研究協議大会 (阿蘇市立阿蘇体育館) 大林理事､ 河原委員長､ 宇治委員

18日
歯及び口腔の健康づくり指導 (球磨地域振興局)
人吉市 (むし歯予防うがい) 説明会

御手洗会員

21日 県PTA共催審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事

22日
歯及び口腔の健康づくり指導 (矢部小学校)
矢部小学校教職員歯科研修会

大林理事､ 澤田事務局長

医療対策 ７月19日

各郡市医療相談担当者会
(１) 平成25年度事例分析・検討
(２) 歯科衛生士・歯科助手の業務範囲

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 冨屋理事､ 岡田委員長他５委員

熊本県警との協議会 (熊本市)
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 牛島常務理事､ 冨屋理事､ 岡田
委員長他３委員
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所管 日付 摘要 出席

医療対策

８月２日
熊本市歯会医療対策講演会
社保が絡んだ医療相談・苦情に係る事例報告

冨屋理事

11日
医療対策小委員会
(１) 九州各県歯科医療安全対策担当者会､ 各県提出協議題

冨屋理事､ 岡田委員長他１委員

20日

医療対策小委員会
(１) 事例報告検討
(２) 九州各県医療安全担当者会
(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

７月24日

委託事業打合せ
(１) 九州・山口口腔ケアシンポジウム
(２) 在宅歯科医療推進事業
(３) 各郡市担当者会 ほか

松本理事､ 平井委員長､ 松岡委員

８月１日 センターカルテ・会計チェック 松岡センター長

５日 委託事業打合せ
田上常務理事､ 松本理事､ 平井委員
長､ 松岡委員

９日
在宅歯科医療推進事業打ち合わせ (日本歯科大学多摩クリニック)
(１) 委託事業の打ち合わせ
(２) 在宅診療見学

松本理事､ 衛生士会片山氏

13日 県地域リハビリテーション支援センター運営委員会 松本理事

21日
昭和薬品化工株式会社との打合せ
熊本県在宅医科歯科連携学術講演会

宮坂副会長､ 松本理事

総務・厚生・
医療管理

７月19日
がん医科歯科連携登録歯科医のための全国共通ナショナルテキスト講習会 (八代会場)
(八代市医師会館) 受講者：34名

八木常務理事､ 宮井副委員長､ 八代
歯会・中山専務､ 松下理事

第10回熊本赤十字病院地域医療連携の会 (ホテル熊本テルサ) 牛島常務理事

24日

社会歯科学研究会実行委員会
(１) ２日目プログラム内容
(２) 担当委員会
(３) 懇親会会場

小島副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
八木・牛島常務理事､ 井上理事

26日
天草郡市健康診断 (天草地域健診センター)

荒尾市健康診断 (荒尾市医師会館) 中村会員

31日 がん連携運営説明会 (熊本市・鶴田病院) 牛島常務理事

８月８日 がん連携運営説明会 (人吉医療センター)
牛島常務理事､ 人吉歯会・與田会長､
愛甲専務

９日 天草郡市健康診断 (天草地域健診センター)

21日
第１回県がん診療連携協議会 (熊大附属病院) 浦田会長

山鹿市健康診断 (鹿本郡市医師会館)

23日 阿蘇郡市健康診断 (阿蘇郡市医師会館)

学 院

７月23日 第１回学生合同就職説明会打合会 伊藤学院長

26日 第１回学院体験入学 参加者：50名

30日 歯科衛生士リカバリー研修会打合会 伊藤学院長

８月９日 第２回学院体験入学 参加者：48名

11日 学院生夏季休暇 (至９月19日)

24日 第３回学院体験入学 参加者：48名

国保組合

７月26日

国保臨時組合会
(１) 規程一部改正 (案)
(２) 平成25年度決算
(３) 平成25年度決算余剰金処分 (案) の承認 ほか

26議員､ 浦田理事長他全役員

31日 県組合地区国保運営協議会
浦田理事長､ 上野副理事長､ 桑田常
務理事

８月７日 第51回九州地方町村 (組合) 国保専務担当者研修会 (鹿児島東急イン) 塩山係長

23日

九歯連役員会 (ホテルニューオータニ熊本) 浦田理事長

全協九州支部幹事会 (ホテルニューオータニ熊本) 浦田理事長

全協九州支部総会 (ホテルニューオータニ熊本)
浦田理事長､ 上野副理事長､ 桑田常
務理事､ 澤田事務局長他１名

全協九州支部役職員研修会 (ホテルニューオータニ熊本)
浦田理事長､ 上野副理事長､ 桑田常
務理事､ 澤田事務局長他１名



この保険は当グループ内で１年ごとに収支計算を行ない剰余金が生じたときは配当金として
加入者全員に還元しています。

傷害

傷害

35
会員のために継続してい

る福利厚生制度です。
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安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会

7日（火）

12日（日）

13日（月）

15日（水）

21日（火）

第30回常務理事会

社会歯科学研究会秋期研修会（第１日目）

社会歯科学研究会秋期研修会（第２日目）

第31回常務理事会

第17回理事会

10 行事予定 October

町内で清掃活動をしている時に、Sさんに『私は食べるのが好きで、とても太っているので心臓病のリスクが高い
と思う。又最近歯周病と心臓病との関連について、いろいろマスコミやテレビで取り上げられていて、治療しないと
いけない悪い歯が１本あり、ずっとほったらかしにしているので、心臓病のリスクが増すのがとても気になっている。
ただ歯医者に行くのが怖くて足が向かない。』と言われ、『気になるならいつでもどうぞ」と言いました。
Sさんは整骨院を経営していて、さすが医療関係の仕事についているので、歯に関心があり、健康にも気を配っ

ているなーと感心させられた。
それから３、４ヶ月後にSさんはついに決心したのか、私の歯科医院に来院された。受付で問診票を書いてもらい
診療室に。問診票を見ると１本気になる歯があるので、見て下さいと書いてあった。
そこの治療だけで良いですか？と聞くと『とりあえず気になる歯をどうにかしてくれ』と言われ、口の中を診て目が
飛び出しそうになった。口の中にどうみても悪さしそうにない、かわいい残根状態の破片みたいな歯が１本だけで、
他は無歯顎であった。入れ歯もしてないとの事。えー　どうやって食べてメタボ体型を保っているのだろう？　確か
に１本抜けば歯周病にはならないので心臓病のリスクは減ると思うけど、、、、、、、そういう問題か？！
久しぶりに驚いた。マスコミやテレビの影響力は多大である。歯に無頓着だったSさんが歯周病を気にするのだ
から、、、、。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（Y.N）




