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先日､ 厚生労働省歯科医療管理官の講演があり､ 高齢化に伴う２つの注目すべき話があり
ましたので紹介します｡

①高齢者の一人平均現在歯数の増加が顕著である｡
70～74歳の現在歯数が昭和62年では９本だったのに対し平成23年には17本と大きく伸び
ている｡
②高齢化の進展に伴い､ 高齢者の歯科受診患者は増加している｡
因みに昭和59年は１歯科診療所当たり受診患者数10人の中に１人しか65歳以上の患者は
いなかったのに対し平成23年になると３人に１人が65歳以上の患者が占めている｡

つまり､ 高齢者における口腔内の残存歯数は以前より飛躍的に多くなっていること､ 高齢
者の歯科外来患者数が急増していることが示されました｡
また総務省が発表した人口推計によると､ 2014年には65歳以上の高齢者は3,296万人で総
人口に占める割合は､ ほぼ４人に１人となり過去最高を更新しています｡
これから先､ 高齢者の歯科受診者及び認知症患者が急増する事を考えると､ 従来の接遇
(ソフト面) では通用しなくなるかもしれません｡ 人間は加齢とともに身体機能をはじめ､
健康状態も生活習慣も人間関係も性格までもが変わっていくと言われています｡ 人生の先輩
としての尊崇の念を持ちながら高齢者に特化した目配り・気配り・心配りをこれまで以上に
できるように研鑽を積むことが重要であると思われます｡
加えて､ 医院環境 (ハード面) の整備も必要であり､ バリアフリー化をより推進し高齢者
にやさしい医院づくりに努めていかねばなりません｡ 私の近隣の歯科医院では２階が診療室
で階段だった為､ エレベーター設置工事に着手されました｡ このことは患者さんにとって非
常にいい取り組みだと思います｡
治療面におきましては､ 高齢者の残存歯数が多くなってきている現状を考えれば､ 歯周病
のＳＰＴを中心としたメンテンスを充実し歯の長期保存を図り､ ひいては全身の健康が長く
保てるような歯科医療を精一杯行っていく必要があると考えています｡
このことを踏まえ､ 熊本県歯科医師会は歯科界の発展のために将来を見据えた事業の展開
をしていかなければなりませんが､ その１つとして高齢者にターゲットを絞った医療や医院
経営等の特化した事業を行っていく必要があると考えます｡
ところで私事で恐縮ですが､ 高齢者の方々から学んだことが沢山あります｡ 私の祖父から
教えられたことは ｢お百姓さんが作った米は１粒も無駄にするな､ ……は無駄に使うな｣ と
言われ､ よく怒られた事です｡ 祖父が残した教訓から､ 現在の人々は大量消費が当たり前に
なり無駄に捨てることに何の抵抗もなくなっていることを痛感しています｡
また往診の際によく見かけるのが､ 老人ホームで入所者の方が昼食の前に何度も手を合わ
せ､ 介護職員の方に感謝している光景であり､ この姿を見るととても微笑ましく感じます｡
このように高齢者の方々がものを大切にし､ 何事にも感謝する気持ちを持ち続ける心を真
摯に受け止め､ お年寄りに優しい歯科界となるよう活動を行っていきたいと思います｡ 先生
方の御指導､ 御協力をよろしくお願いいたします｡
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１. 開会：宮坂副会長
２. 挨拶：浦田会長

現在､ 様々な医療連携を進めている中で､ 今までの専門家としての歯科医療から､ 少しずつ

対応が変わってきているのが現状です｡ この変化に会員の先生方にも対応していただかないと

いけないということで､ 理事の先生方を含めて色々と勉強していただいております｡ 執行部で

は複数の委員会を縦断した事業を実施しておりますし､ 専門に特化しただけではない事業を進

めていただいているというのは本当にありがたいことだと思っています｡ イギリスの有名な物

理学者のマクスウェルが著書の中で ｢人間というものは自分の専門の畑にのみ没頭していたら

駄目である｡ いつの間にか頭が機械的になって死んでくる｡ たえず専門外に目を配って､ それ

をたえず自分の専門の問題の培養にすることが必要である｡｣ と言っています｡ 専門はもちろん

必要です｡ 専門の知識も技術も当然必要です｡ しかし､ それにあまりにこだわりすぎると周り

が見えなくなって何の意味も成さなくなることがあります｡ 例えは悪いですが､ 専門的には美

しい歯は作ったが噛めない､ それでは何の意味もありません｡ 専門外に目を配ってそれをいか

に培養して役立てていくかということが､ 今非常に重要な事だと考えております｡

任期も残り僅かとなりました｡ 先生方も今まで以上に縦横無尽に若い頭で色んなことに取り

組んでいただいて､ より高い専門性を目指すために専門外のことに目を向けていいただきたい

と思います｡

９月24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16回理事会が開催された｡

３. 平成26年度会務報告
(自：８月25日～至：９月18日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ 新財政支

援制度打合せ会､ 熊本県在宅医

科歯科医療連携学術講演会

学 術：ＧＣ共催学術講演会

社会保険：社会保険指導者研修会

地域保健：地域保健委員会

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
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医療対策：医療相談苦情事例報告

センター・介護：県健康づくり推進課と委

託事業打合せ､ 九州山口口腔ケ

アシンポジウム打合せ

総務・厚生・医療管理：熊本市・上益城郡

健康診断､ くまもと経済との広

告記事打合せ

学 院：学院三役会､ 第２回学生合同就

職説明会打合せ

国保組合：全協理事長・役員研修会

以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

４. 報告事項
１. 表彰

・厚生労働大臣表彰 宮坂 圭太 会員／

山鹿市

表彰式：平成26年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

２. 財政支援制度の進捗状況

11月に厚生労働省へ正式に申請を行い､

事業実施は12月開始の予定となっている｡

３. 熊本県地域医療情報ネットワーク協議会

県地域医療情報ネットワーク協議会よ

り本会へワーキンググループとして加入

の依頼があった｡

４. 会員からのプロジェクタースクリーン

(三脚式) の寄贈

熊本市会員より研修会に役立ててほし

いとのことで寄贈していただいた｡

５. ８０２０推進財団からの平成26年度調

査研究事業への協力依頼

調査内容：｢歯科医療による健康増進

効果に関する調査研究｣

理事以上全役員､ 学院長及びセンター

長､ 地域保健委員会委員及び学校歯科委

員会委員の30名が協力する｡

６. 日本歯科医師会関係報告

日歯次期会長予備選挙は12月18日(木)

に公示､ ２月13日(金) に開票となり会

長候補者が決定する｡

７. ㈱ロッテからの健康イベントへの協力

依頼

10月11日(土)～12日(日) に開催され

るイベントへの協力依頼があり､ 歯科医

師６名 (１日３名) の派遣については熊

本市歯科医師会に呼びかけることにした｡

８. 委員会事業企画

地域保健委員会： 『糖尿病・歯周病医療

連携事業 協力歯科医の募集』､ 『平成26

年度ヘル歯ー元気８０２０支援事業』

学校歯科委員会：『平成26年度学校歯科

保健推進大会』(11月15日)

９. 事業実施報告

地域保健委員会： 『平成26年度 (第１回)

各郡市地域保健担当者会』 (８月23日)

学術委員会： 『メーカータイアップ (㈱

ＧＣ共催) 学術講演会』 (８月31日)

10. 社会歯科学研究会秋期研修会のご案内

チラシ送付先 (関係行政機関・団体)

関係団体､ 行政､ 医科歯科医療連携拠

点病院等に送付した｡

11. 発送物のペーパーレス化の取り組み

経費削減を目的として県歯発信文書等

発送物のペーパーレス化に取り組む｡ モ

ニター15名へメールによる文書の発信を

２ヵ月程度行う｡

12. 会計８月末現況

13. その他

○医科歯科医療連携の紹介件数実績

がん患者医科歯科医療連携

８月：62件 (４月～８月：228件)

病診連携

８月：33件 (４月～８月：128件)

５. 連絡事項
1. 10月行事予定

６. 承認事項
１. 名義後援使用依頼の承認 [承認]

・第62回 ｢手足の不自由な子どもたちを

育てる運動｣ ／熊本県肢体不自由児協

会

７. 議題
１. 会長予備選挙及び役員等選挙実施要領

の一部改正案 [承認]

役員等選挙規則及び会長予備選挙規則

が一部改正されたことに伴う役員等選挙

実施要領一部改正案について承認された｡
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２. ３月臨時代議員会の開催期日 [承認]

臨時代議員会を３月14日(土) から28日

(土) へ変更する｡

３. 月刊誌 ｢くまもと経済｣ への広告掲載

[承認]

月刊誌 ｢くまもと経済｣ より10月号の

特集 ｢熊本医療最前線｣ に広告記事を掲

載する企画提案がなされ､ 掲載すること

にした｡

４. 歯科用製品等の推薦承認に関する内規

の設置 [承認]

歯科用製品等を推薦するにあたって内

規等で定めておく必要があるため､ 日歯

の内規を参考にして内規を定めた｡ 10月

１日より施行する｡

５. サンスターからの企画書の提案に対す

る対応

サンスターから熊本県下における歯間

ブラシの普及を目的に ｢熊本県歯科医師

会推奨｣ の文言を商品､ 店頭の売り場で

掲示して使用させてほしい旨の企画提案

を承認することとした｡

６. ｢健康省エネシンポジウムin熊本｣ へ

の後援依頼並びにパネリストの推薦依頼

[承認]

・ (一社) 健康・省エネ住宅を推進する

国民会議

パネリストは小島博文副会長を推薦

する｡

７. 第67回九地連学会厚生行事に伴う部活

動補助金交付申請に対する交付額 [承認]

平成26年度に宮崎県で開催されるに当た

り､ 野球部 (20万円)､ 剣道部 (10万円)､

テニス部 (８万円)､ ボウリング部 (８

万円)､ 囲碁部 (２万円) にそれぞれ交

付することとした｡

８. 平成26年度シニア倶楽部社会保険研修

会の運営 [承認]

９月27日(土) 午後４時よりホテル日

航熊本で開催する｡

９. 平成26年度シニア倶楽部の運営 [承認]

９月27日(土) 午後６時よりホテル日

航熊本で開催する｡

８. 協議事項
１. 旅費支給規程内規

現行の旅費基準日額が市町村合併以前

の行政区を基準としており､ 現状に合っ

ていないため､ 実際の移動距離を算定基

準とした旅費基準日額に内規を一部改正

する｡ 年度内に日当の修正も含めて改正

案を提示する予定｡

９. 閉会：小島副会長
(広報 加藤 久雄)
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―学術講演会―

ルカバレッジを避けることでMIの観点から

斬間的に行うという捉え方もあるとのことで

あった｡

安全で手際に良いＣＲ修復
う窩の開拡に関してはエナメル象牙境付近

0.5㎜を躊躇なく切削すること､ 咬合接触点

を残す､ 隣接面のリバースカーブ (エナメル

質表面に対して90度の角度の面を付与) を行

うことがポイントとなる｡ 具体的にはカーバ

イトバー＃３３０ (モクダ MIダイヤモン

ドバー) の刃の長径が咬合面からエナメル象

牙境までの距離に設定されていることを利用

して軟象の横への広がりのポイントを除去し

窩洞を形成付与していく｡ 縦方向・横方向の

広がりを考え (マニーのMIステンレスハー

ドラウンドバー・スプーンエキスカ)､ 臼歯

部においては咬合面エナメル小柱の走行はそ

のまま垂直に窩洞を形成した状況では小柱の

横断面がそのまま再現できるためべベルは付

けない (前歯部は付与する)｡ う蝕検知液は

その分子量を把握したうえで使用する (染色

の範囲と除去すべき軟象の判断)｡ 隔壁を付

与するためのマトリックスバンド・ウエッジ

とリングの関係に関して製品とその特徴など

も言及された｡ ポイントとしてはウエッジに

８月31日(日) 午前10時より､ 夏休み最後

の日曜日にも関わらず約130名の参加のもと

県歯会館４階大ホールにて愛知学院大歯学部

審美修復科須崎医局員を県歯と㈱ＧＣでお招

きして ｢進化する審美修復～最新の考えるコ

ンポジットレジン修復｣ という演題で講演が

あった｡

浦田会長の挨拶に続き講師の略歴 (愛知学

院大歯学部/大学院卒・審美修復科医局員・

モンゴルへ歯科治療のために招聘など) の紹

介の後､ 講演へ移った｡

講演の冒頭､ なぜ今更コンポジットレジン

なのか？という命題を投げかけられた｡ 現在

MI (ミニマルインターベンション) という

コンセプトが主流であるが､ MIと審美は調

和しにくい関係になる (切削した方が補綴の

自由度が向上し審美バランスがとれる場合が

多い) ことを踏まえコンポジットレジン修復

(以下ＣＲ修復) は ｢MIと審美の調和｣ とい

う観点と ｢MIとBLACKの窩洞からの脱却｣

とから注目されているとの説明があった｡ B

LACKⅠ級窩洞において保存修復の最新のガ

イドラインではＣＲ修復とメタルインレー修

復とではエビデンスレベルなどの観点からコ

ンポジットレジン修復に軍配が上がること､

さらにＣＲ修復においては窩洞形成時臼歯部

の咬頭は咀嚼時頬舌側に引き裂かれる動きに

なるためエナメル質の隆線を残すことでその

力に対する非常に大切な抵抗源となると捉え

ている (隆線は咬頭と咬頭を結ぶ綱としての

役割)｡

BLACKのⅡ級の状態では確実な充填操作

が行われる場合はコンポジットレジン修復で

も現在は推奨されている｡ またＣＲ修復の利

点としては (幼少期から青年初期の期間) 患

者自身でケアできるようになる時期までにフ

����������
ＣＲ後のテクニックを学びに多くの会員が参加

��
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圧をかけないようにリングを使用すること｡

接着に関しナノインタラクションゾーン
歯質への接着は例えるならば板 (エナメル

質) に釘 (レジンタグ) を刺すことのような

もので象牙質の接着は豆腐 (象牙質) に釘を

刺すようなもの｡ つまり豆腐に釘を刺しても

すぐ取れてしまう｡ 結果､ 接着力を向上する

ために豆腐 (象牙質) を固くするようなもの

がプライマーであると考えることができる｡

最新のボンディング材は総じて薄いためその

補強も考えフロアブルレジンが絶対必要｡ プ

ライマーの応用では少しずつこまめに塗布し､

且つ少し擦ることを追加し確実にエアーブロー

を行うことが肝要｡ エッチングは象牙質に行

うと逆に接着力が低下するためエナメル象牙

境が判別ができない時などは行わない｡

ＣＲ充填の重合収縮を最小限にするための応
力緩和の勘所
(積層充填とＣ－ファクター：応力緩和でき

るCR充填剤は発売されているが､ 重合収縮

することを最小限にするためのテクニックを

応用することは必要と考えている｡) フロア

ブルＣＲも､ 重合収縮はするが重合完了まで

の時間が比較的長いため咀嚼時の応力などが

十分行われた後の重合が完了するため応力緩

和する｡ しかしそれでも２㎜の厚さ以上は物

理的限界があるため積層充填する必要がある｡

DentsplyのSDR (他社：バルクフィル・バ

ルクベース・ビューティフルバルクなど) は

４㎜厚さも出てきているが応力緩和に特化し

ているため窩洞の最表面は固いＣＲで保護す

る必要がある｡

ＣＲ充填の際はインスツルメントに付着し

たＣＲの離れが良いようにボンディング剤を

分離剤の役割としてインスツルメントに塗布

しながら詰めることはＣＲ同士の接着阻害に

なるためなるべく行わない (アルコールでイ

ンスツルメントを清掃直後の使用禁止インス

ツルメントは乾燥ガーゼなどで拭き取るのみ)｡

どうしても行う場合は､ ２ステップタイプの

ボンディング剤にのみ使用｡

プラスマイナス０の法則
オペークデンチン‐ボディ‐エナメルで明

度が高いものと低いものをそれぞれ調和させ

ることで色調の調和を図るようにしている｡

研磨は基本的にダイヤモンドまたはダイヤモ

ンド入りペーストを使用している (酸化アル

ミナ入りのシリコンポイントはＣＲのフィラー

の物性が向上した現在あまり研磨できない)｡

前歯部のＣＲ修復の重要な要素としてエッ

チング斜面角度は､ 60度 (舌側は45度)・幅

は２から３㎜EDJ (デンチンエナメルジャン

クション) の内側から付与する (べベルの幅

の中にエナメルとデンチンが存在するように)

形は丸く移行的に唇側はテクスチャーの関係

上波状にする｡ 露髄面はカリエスの除去によ

るものは水酸化カルシウムやMTAなどを使

用するが明らかに破折や感染の可能性が少な

い場合は直接ＣＲ修復を行う｡ オーバーフィ

リングは染めだししてカーバイトバーで研磨

することでオーバーなＣＲを弾き飛ばすよう

な感覚で除去できジャスト充填研磨し術後の

褐線発現の予防につながる｡

管理型の歯科医院経営についてダイアグノ

デントを応用しＣＲ修復による治療介入の時

期の判断をお話いただいた｡

講演の最後は聴講者からの多くの質問があ

り､ ＣＲ修復というものが楽しく､ また即臨

床へつながる講演会であった｡

(学術 園木 誠)
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―各郡市地域保健担当者会―

協議� 糖尿病・歯周病医療連携協力医
｢糖尿病診療情報提供書の授受状況及び

HbA1c値改善状況報告書｣ の現状報告があ
り､ 熊本市歯科医師会の井野理事より熊本
市における医療連携構築の状況と協力医の
現状報告があった｡ (会員数の１割を目標と
する｡)� 糖尿病・歯周病医療連携モデル事業
｢糖尿病と歯周病医療連携｣ のこれまで

の経緯の説明､ 日本糖尿病学会ガイドライ
ンに沿った科学的根拠の考察､ ｢広島スタディ｣
による統計グラフ､ 熊本県の糖尿病・歯周
病医療連携の統計グラフを考察､ 活動事例
から会員に対する共益性と社会に対する公
益性の検討を行った｡ また各郡市担当者か
ら ｢医師会や薬剤師会との連携構築は難し
いが方法を教示して頂きたい｣ 等の質問があっ
た｡� CPIの測定法の周知
CPIを用いる健診で不合理な数値が認めら

れる場合があるためCPI測定法の周知の必要
性があるとの報告があった｡
また10月12日(日) から13日(月) にわた
り開催される ｢社会歯科学研究会｣ の案内
があり､ 最後に渡辺専務理事より総括があ
り閉会となった｡
地域保健関連の事業は他機関との連携が
必須であり､ 結果が早期に出ないが､ 各郡
市担当者間の活発な意見交換を交えながら
推進することで有意義な事業結果を導くもの
と思われる｡ (地域保健 小田 哲也)

８月23日(土) 午後３時より県歯会館３階
研修室において平成26年各郡市地域保健担当
者会が開催された｡
宮坂副会長から ｢重要な議題に対して情報

交換をして頂きたい｡｣ と開会の挨拶があっ
た｡
報告� 歯と口の健康週間
各郡市の開催報告があった｡� 平成25年度・26年度の各郡市事業報告
各郡市より歯周病健診､ 妊婦健診等の実
施有無の報告があった｡� 糖尿病・歯周病医療連携事業
田上常務理事､ 城副委員長より現状報告
と今後の展望について､ また協議題にも挙
げられた ｢連携協力医｣ について説明があっ
た｡� 熊本型早産予防対策事業
川瀬委員長よりこれまでの天草､ 人吉地

区における事業の統計結果の説明と今回の
熊本全圏の事業における推移状態の報告が
あった｡� 協会けんぽ ｢スモールチェンジ｣ 生活歯援
事業
二宮委員より ｢職場でスモールチェンジ！｣

～みんなの ｢健康力｣ こそ､ 会社の力!!～と
題し事業主旨､ 内容の説明があった｡� 後期高齢者歯科健診事業
田上常務理事より ｢8020歯科口腔健診質
問票｣ ｢8020歯科口腔健診票｣ ｢評価法｣ を
全て案件として説明があった｡

���������� ����
有意義な会議であった｡

糖尿病､ 歯周病医療連携事業について詳しく説明する｡
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８月23日(土) 午後１時より日本歯科医師

会主催・徳島県歯科医師会主管で第13回全国

警察歯科医会全国大会が､ ｢人が受ける最後

の医療～警察・医科・歯科の連携～｣ と題し

て全国の歯科医師会､ 警察歯科医会､ 警察､

医師会､ 行政等約500名もの参加者を集めて

ホテルクレメント徳島にて開催された｡ 本会

から小島博文副会長､ 牛島隆､ 警察医会より

上田忠会員､ 矢毛石陸男会員が参加した｡

今年初めて､ 全国大会前の午前中に身元確

認研修会が､ 徳島県歯科医師会主催､ 徳島県

警察・医師会､ 歯科医師会連絡協議会共催で

｢歯科所見による身元確認研修会―歯科医師

が担う安全・安心な社会生活―｣ というタイ

トルで行われ､ 約200名の参加者は熱心に聞

き入っていた｡ 講師と演題は以下の通りであっ

た｡

１､ ｢デジタル写真１枚でも十分に身元確認

が可能だった事例｣

日本大学歯学部法医学講座 小室歳信教授

２､ ｢身元確認に資する生前・死後記録作成

に関わる留意点｣

元東京歯科大学法歯学講座 鮫島道長研究員

３､ ｢鑑定書作成の留意点｣

日本大学歯学部法医学講座 伊澤光助教

４､ ｢大規模災害の身元確認訓練はどうある

べきか？｣

岩手医科大学医学部法医学講座 出羽厚二教授

午後より本番の全国大会が行われ､ 開会式

では主管県徳島県歯科医師会和田明人会長を

はじめ､ 主催の日本歯科医師会大久保満男会

長､ 来賓の警察庁長官官房荻野徹審議官､ 徳

島県飯泉嘉門知事､ 徳島県医師会川島周会長

の挨拶､ 祝辞があった｡ 休憩を挟んで､ 講演

会が行われ､ 座長､ 各演者と演題は以下の通

りであった｡

座長 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエン

ス研究部法医学分野教授 西村 明儒

１ ｢大規模災害対応及び身元確認の体制｣

千葉大学大学院医学研究院法医学教室

准教授 斉藤 久子

２ ｢災害時における家族へのグリーフケア

と救援者のメンタルヘルス｣

神戸赤十字病院心療内科部長 日本DM

ORT研究会事務局長 村上 典子

３ ｢ＣＴ３次元画像に期待する個人識別の未来｣

鶴見大学歯学部 法医歯学教室 勝村 聖子

４ ｢歯科検査にこそＣＴの活用を｣

藤本口腔外科医院 藤本 秀子

５ ｢医学部法医学教室における歯科医師の役割｣

千葉大学大学院 医学研究員

法医学教室 咲間 彩香

特に今回の全国大会は､ 東日本大震災を経

験した上で､ 再考すべき問題や最新技術の身

元確認への応用などが目立ち､ さらに演者が

全員女性ということでも注目された内容であっ

た｡ 全国大会閉会後も､ 42題ものポスターセッ

ションの発表が行われるなど､ １日を通して

充実した内容の大会であった｡

夜は､ 同ホテルにて懇親会が行われ､ 全国

各地の都道府県警察歯科関係者と懇談するこ

とで､ 本県および本会が行うべき警察歯科医

会の事業の内容やテーマを見直す良い機会と

なった｡ また徳島県内でも大変有名な ｢娯茶

平連｣ という団体の阿波踊りを生のお囃子と

ともに満喫させていただき､ 最後には参加者

を巻き込んで､ ｢踊る阿呆に見る阿呆｣ と全

員が会場中を練り歩くという大変楽しい余興

で締めくくられた｡

第14回警察歯科医会全国大会は､ 宮城県歯

科医師会の主管で平成27年８月29日(土) に

宮城県ホテルメトロポリタン仙台にて開催さ

れる｡ (警察歯科医会 牛島 隆)

―第13回警察歯科医会全国大会 徳島―

����������
１日を通して充実した内容の大会となった
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―合同学術講演会―

��������
９月６日(土) 午後４時より玉名市文化セン

ターにて､ 荒玉合同学術講演会が玉名郡市歯科

医師会の主催で開催された｡

講師に佐賀県武雄市でご開業のマスダ小児矯

正歯科医院増田純一院長を講師としてお迎えし

て 『口の健康と食べる機能の発達 (小児歯科の

立場から)』 という演題で講演があった｡

講演の前半約１時間は担当している小学校に

おける学校歯科医としての取り組みについての

紹介と武雄市全小学校と武雄市歯科医師会が連

携しDMF指数結果を共有した上で行っている

予防活動についての紹介であった｡

その中で担当している歯科健診用のチェアー

が常設された小学校では１年生から６年生まで

の全児童のDMF指数が学校側に負担を強いる

ことなくデータベース化され､ 学校関係者､ 保

護者に保健指導を行うためのシステムを元に､

予防活動を実践し､ 確実に齲蝕罹患率を下げて

いることや６年間撮影し続けた口腔内写真を卒

業式の時に生徒一人一人に進呈しているといっ

た取り組みを紹介され､ 武雄市が佐賀県児童の

齲蝕罹患率の低さを日本全国でもトップクラス

に導いていると確信させる内容であった｡

後半の約１時間はマスコミ取材も受けること

のある小児期の摂食､ 咀嚼､ 嚥下障害に関する

取り組みに関してであった｡

以下にその予防策について列記する｡�無歯期にはスプーンの食物を上口唇を使って
自ら捕食させること｡�乳前歯萌出期は脳と側頭筋を鍛える時期なの
で食事で前頭前野を刺激させる｡ 手づかみ食

べＯＫ｡ 一口の量を覚えさせる｡�乳臼歯萌出期は歯根膜を介して脳幹の咀嚼中
枢を活性化させ､ 正しい咀嚼､ 嚥下機能を確

立させる｡

すなわち０～４才までの間に正しい摂食､ 咀

嚼､ 嚥下機能を学習させることが非常に大切と

いう事であった｡

今回荒尾､ 玉名から総勢20名ほどの参加であっ

たが参加された各会員にとって歯科医師として

学校歯科医として歯科医師会会員として取り組

まなければならないことが多岐にわたることを

感じる事ができた２時間になったと思う｡

(坂田 輝之)

荒尾市・玉名郡市歯科医師会

質問に分かり易く回答

少子化時代､ 小児歯科の考え方を学ぶ 増田院長を囲んで



熊歯会報 Ｈ.26.10

12

����� �����
９月６日(土)､ ７日(日) 宇土郡市会員旅行

が行われた｡

日の高いうちにビールを飲んだのは久しぶり｡

調子にのり､ 行きがけのバスの中で３本も飲ん

でしまい､ 黒川温泉街散策中のころは､ すっか

りできあがり夜は飲めませんでした｡ 季節を感

じるおいしい食事の後､ 二次会場で先生方の水

割りを作りながら､ 自分は焼酎の水割りの焼酎

抜きをおいしく頂きました｡ ｢先生は飲んでも

変わらないね！｣ と中村進会長に言われたとき

は多少後ろめたい気持ちに｡

９月に入り秋の気配が感じられる絶好の季節､

黒川温泉旅館 ｢山河｣ の料理と皆様方との楽し

い時間を満喫でき､ 宇土郡市の会員になって心

底よかったと思いました｡

多少恐れていた夜の麻雀大会は､ 雀師の皆様

方がお互いに牌をもって来ると思っていて持っ

てこなかった､ 旅館に牌がなかったこと､ など

の幸運が重なり今年は開催に至りませんでした｡

準備しておいた ｢授業料｣ も払わずにすみまし

た｡ 逆立ちしても勝てません､ 今のところ｡

２日目､ 通例どおりの ｢例の旅館の朝食｣ が

すこぶるおいしく３杯ご飯を食べた後､ 昨年話

題になり行ってみたかった小国町の滝の裏に回

れる ｢鍋ヶ滝｣ へ｡ 見学後の上りの階段で36歳

という年齢､ 朝食の食べすぎを実感したのち､

近くの ｢坂本善三美術館｣ へ｡ 芸術の秋を堪能

したつもりになった後､ 阿蘇神社へ｡ 世界平和

と私利私欲をお願いした後､ 参道沿いの土産物

屋 (古道具屋) で近藤の ｢近｣ の焼印を購入｡

阿蘇らしい､ いい思い出の品になった｡

昼食は阿蘇市蔵原の ｢さ蔵｣ にて地鶏､ 赤牛

を炭火で焼きながらいただいた｡ 赤牛は昨日の

夜も頂いたが､ お店の雰囲気も手伝い完食｡ 朝

食から時間が浅かったため､ 皆様方からお肉の

おすそ分けをたくさんいただいた｡ こちらもほ

ぼ完食｡ しばらくお肉は見たくありません｡

帰りがけに､ 最近結婚された先生がご主人の

実家に寄るとのことで途中下車｡ 迎えにこられ

御丁寧にバスの中に挨拶に来られたご主人を会

員一同見学｡ 人の良さが自然にあふれてくるよ

うな方でした｡ 賛辞を述べ合いながら宇土へ｡

無事に解散となった｡

今年初めて参加しましたが､ 一番若手なのに

旅行を満喫しました｡ 来年もまた参加したい｡

(近藤 俊輔)

―会員旅行―

�����������宇土郡市歯科医師会

マイナスイオン全開の鍋ヶ滝�
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８月30日(土) 午後４時30分より第５回天草

郡市三師会学術研究会が天草市､ 天草地域医療
センター ヒポクラートで行われた｡
この学術研究会は 『医歯薬の三師会の連携を

密にし､ それぞれに関係がある項目の勉強会を
一緒に行う』 という趣旨で計画された研究会で
ある｡ ５回目の今年は ｢天草地域における感染
症の現状と対策―抗生剤の適正使用について―｣
というテーマで学術講演が行われ､ 多くの医師､
歯科医師､ 薬剤師さらにコメディカルスタッフ
らの参加があった｡
講演は ｢天草地域における薬剤耐性菌の菌検

出状況について｣ の演題で天草地域医療センター
検査部 認定臨床微生物検査技師 松下久美子
氏が第１講演を､ 天草地域医療センター 感染
管理認定看護師 山本直美氏が ｢地域における
感染対策｣ で第２講演を行った｡
その後､ 熊本大学薬学部附属育業フロンティ

アセンター・臨床薬学分野 平田純生教授が

｢ＰＫ／ＰＤ理論に基づいた抗菌薬の適正使用｣
の演題で特別講演を行った｡
今回は歯科からの講演はなかったが､ 超高齢
化が進む天草においては我々歯科医師も感染症
への抗生剤の適正使用は熟知していなければい
けない事柄である｡ 日頃は意識しない注意点と
知らなかった知識を得ることができたことは､
有意義だった｡ (内� 祐一)

―第５回天草郡市三師会学術研究会―

����������天草郡市歯科医師会

抗生剤の適正使用を学ぶ

８月31日(日) に熊本県総合防災訓練が天草
市の大矢崎緑地公園で行われ､ 県警や消防､ 陸
上自衛隊など関係機関と住民約１千人が本番さ
ながらに訓練した｡ 歯科医師会からも天草郡市
会員11名と上益城郡市歯科医師会より神戸威会
員､ 矢毛石陸男会員のお二人にも参加いただき､
大矢崎緑地公園の検視訓練会場にて検視訓練を
行った｡ 近くで爆音をあげてホバリングしてい
るヘリコプターからの強風で検視会場になって
いるテントが飛ばされそうになりながらの訓練
であった｡ ２人１組みで班をつくり５班で訓練
を行なったが各班で使用された標本は人骨の上
下顎実物であり､ 緊張感をもって訓練に望むこ
とができた｡
遺体を相手にしての活動であり､ 検視は合掌

で始まり､ できる限りの情報を専用のデンタル
チャートに記入していった｡
訓練の後半にはデンタルチャートの照合の訓

練も行なったが､ ここで歯牙１本１本の照合結

果で､ 『不一致だが矛盾しない』 と 『不一致で
矛盾あり』 の理解が進んだのは良かったと思っ
た｡
検視訓練の最後は検体への合掌で終了｡
この訓練の十日程前に広島県豪雨災害が発生
しており､ どこにでも大規模災害が発生しうる
可能性があることを念頭に入れて､ できる限り
の準備をしておく必要があると思われた｡

(内� 祐一)

―総合防災訓練―

���������
検視訓練を行った
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８月22日(金) 午後７時より､ 嘉島町のサン

トリー九州熊本工場のビアレストランビールの

森にて､ 毎年恒例の家族・従業員合同レクレー

ションが､ 総勢100名の参加のもと開催された｡

玉置孝信会長の挨拶の後､ 江藤寛文会員の乾杯

で､ 合同レクレーションがスタートした｡

毎年８月のこのイベントは､ 診療後の暑い夏

の夜を､ サントリー九州熊本工場の出来たての

生ビールと焼肉で癒してくれる絶好の機会であ

る｡

ただ､ 今年の８月は､ 曇りの日が多く､ 日照

不足といわれるほどの天候不順であったとは裏

腹に､ ビアレストランの中は飲み放題・食べ放

題とあってか､ 真夏の積乱雲を思わせるほどの

熱気で覆われていた｡ また､ ご飯のおかわりを

数杯するスタッフもおり､ 大食い選手権を思わ

せる様相であった｡

食事がひと段落すると､ 次のお目当ては､ ゲー

ム大会｡ 参加スタッフ全員にもれなく景品が当

たるゲームとあって､ 司会の東正也会員に注目

が集まり､ ゲームがスタート｡ 次々とスタッフ

に景品が手渡され､ 会場は歓喜の渦に包まれて

いった｡

引き続き､ 志方圭介会員とのジャンケン大会

が行われた｡ 予告のパーが､ グーになり､ 予測

のつかない展開のゲーム大会は盛り上がりをみ

せた｡ 和気あいあいの楽しいレクレーションは､

１時間ほど続いた｡ 最後は､ 若手のホープ・石

井洋一会員の一本締めにて､ 楽しい家族・従業

員合同レクレーションはお開きとなった｡ スタッ

フあっての歯科医院経営を再認識させる合同レ

クレーションになったことは､ 言うまでもない｡

(工藤 智明)

������������上益城郡歯科医師会

大盛況のじゃんけん大会

―家族・従業員合同レクレーション―

� �
松原 邦衛 先生
平成26年９月15日 ご逝去 69歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和53年２月23日謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡
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会 務 報 告 自 平成26年８月25日
至 平成26年９月18日

所管 日付 摘要 出席

総 務

８月25日 熊本機能病院米満弘之会長熊日賞受賞感謝の宴 (ホテル日航熊本) 浦田会長､ 小島副会長

27日

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

熊本地裁・簡易裁判所調停委員勉強会 (熊本地方裁判所) 前野会長

第15回理事会
【承認事項】 (１) 新入会員の承認 (２) 関係機関・団体からの役員などの推薦依頼

(３) 名義後援使用依頼 (４) 共催依頼
【議 題】 (１) 会館管理チェックに伴う補修

(２) 平成26年度第１回各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議の報告及び協議
(３) 第19回中規模県歯科医師会連合会協議題の回答 ほか

【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

浦田会長他中嶋副会長を除く全役員､
伊藤学院長

28日 九州地方社会保険医療協議会熊本部会 (熊本市国際交流会館) 中嶋副会長

29日 第２回県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進部会 (KKRホテル熊本) 小島副会長

30日
月次監査
７月末現況

久々山・西野監事

31日 県・天草市総合防災訓練 (天草市大矢崎緑地公園)
久々山監事､ 松本理事､ 天草郡市山
本会長他７名

９月２日

熊本経済誌との面談 浦田会長

損保ジャパン支店長との面談 浦田会長
第28回常務理事会
(１) 平成26年度第１回各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議の運営及び配布資料
(２) 8020推進財団からの平成26年度調査研究事業への協力依頼
(３) 役員等選挙実施要領の一部改正案 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

３日 都道府県専務理事連絡協議会 (日歯会館) 渡辺専務理事

４日 新財政支援制度打ち合わせ (熊本県庁) 宮坂副会長

８日 県地域医療情報ネットワーク協議会 (県医師会館) 浦田会長､ 宮坂副会長

11日

支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

熊大医学部附属病院新外来診療棟完成記念祝賀会 (ホテル日航熊本) 浦田会長

新財政支援制度打ち合わせ会
(１) 新財政支援制度事業内容についての打ち合わせ・確認

宮坂副会長､ 牛島常務理事

12日 熊本県在宅医科歯科連携学術講演会 (メルパルク熊本) 浦田会長､ 宮坂副会長､ 松本理事

15日 第25回六県対抗親善野球大会 (県民総合運動公園) 渡辺専務理事

16日
第29回常務理事会
(１) 平成26年度シニア倶楽部研修会の運営 (２) 平成26年度シニア倶楽部の運営
(３) 委員会事業計画 (案) ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

17日

故松原邦衛会員 (熊本市) 告別式弔辞奉呈 (熊本市) 小島副会長

｢青柳｣ 初代女将松村勝子氏古希祝 (熊本ホテルキャッスル) 小島副会長､ 渡辺専務理事

第２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

学 術 ８月31日
ＧＣ共催学術講演会
受講者：127名
講師：(愛知県北名古屋市開業) パンダ歯科 須崎 明 先生

浦田会長､ 牛島常務理事､ 井上理事､
堀川委員長他４委員

社会保険

９月５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

11日 保険個別指導 (KKRホテル) 金本副委員長､ 渡辺・井口委員

12日
国保連合会との勉強会
出席者：15名 (歯科審査委員７名､ 連合会職員８名)

田中理事

17日 社会保険指導者研修会 (東京・日本教育会館) 清水委員長

地域保健

８月25日
青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町)
健診者数：10名

三森康弘会員

９月11日 ｢熊本さわやか大学校｣ 熊本校講演 (県総合福祉センター) 坂元会員

18日
地域保健委員会
(１) 糖尿病・歯周病医療連携研修会 (２) すくすく子ども博
(３) 笑顔ヘルＣキャンペーン ほか

田上常務理事､ 川瀬委員長他全委員

広 報
８月29日

広報小委員会
(１) 会報９月号・第２回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他１委員

９月16日
広報委員会
(１) 会報10月号・編集

加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

学校歯科

８月26日
歯及び口腔の健康づくり指導 (相良村)
相良村フッ化物洗口事業説明会

松本会員

28日
歯及び口腔の健康づくり指導 (宇土市役所)
フッ化物洗口開始に伴う幼稚園・小中学校教職員向け研修会

森会員

29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

相良会員

30日 九州地区学校歯科医会役員連絡協議会 (長崎県歯会館) 大林理事､ 田畑委員

９月11日
歯及び口腔の健康づくり指導 (二見小学校)
PTA全体会

高野会員

17日
歯及び口腔の健康づくり指導 (宇土市中央公民館)
宇土市PTA連合会役員会

田中・森会員

18日 県PTA共催審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事

医療対策 ９月17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) 委員提出協議題 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他全役員
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所管 日付 摘要 出席

センター･介護

８月25日
県健康づくり推進課と委託事業打合せ
(１) 8020支援事業 (２) 介護者歯科実技研修会

田上常務理事､ 松本理事

28日 口腔保健センター従事者医療対策研修会 冨屋・松本理事､ 平井委員長他

９月２日 センターカルテ・会計チェック 松岡センター長

３日
センター・介護委員会
(１) 平成26年度介護者歯科実技研修事業 (２) 講演会
(３) 障がい者受入れ可能歯科医院アンケート

松本理事､ 平井委員長他３委員

９日
障がい者歯科勉強会
講師：山川摩利子先生

センター出務歯科医師２名､ 衛生士
５名

16日
県健康づくり推進課と委託事業打合せ
(１) 研修会の内容・日程・開催場所
(２) 口腔機能向上及び口腔ケアに関する啓発パンフレット

松本理事､ 平井委員長他１委員

18日
九州・山口口腔ケアシンポジウム打合せ
(１) シンポジウム打ち合わせ

渡辺専務理事､ 八木､ 牛島常務理事､
松岡委員

総務・厚生・
医療管理

８月28日
総務・厚生・医療管理委員会
(１) がん医科歯科連携事業 (２) 病診連携事業 (３) スタッフ講演会 ほか

牛島常務理事､ 池嶋委員長他全委員

30日
水俣・芦北郡市健康診断 (つなぎ文化センター)

宇土郡市健康診断 (宇土市保健センター)

９月１日 熊本市・上益城郡健康診断

２日 熊本市・上益城郡健康診断

３日 熊本市・上益城郡健康診断

４日 熊本市・上益城郡健康診断 瀬井会員

５日 熊本市・上益城郡健康診断

６日 天草郡市健康診断 (天草地域健診センター)

９日
県がん診療連携協議会第21回相談支援・情報連携部会 (熊本大学医学部附属病院) 牛島常務理事

くまもと経済との広告記事打合せ 牛島常務理事

10日 熊本市・上益城郡健康診断

11日 熊本市・上益城郡健康診断

13日 人吉市健康診断 (人吉市東西コミュニティセンター)

18日 玉名郡市健康診断 (玉名市民会館)

学 院

８月29日 第１回学院教務委員会 伊藤学院長他７名

９月４日 第２回学院講師定年・選定基準検討委員会 逢坂委員長他４名

６日 全国歯科衛生士教育協議会全九州地区会 (鳥栖市) 弘中教務部長他２名

10日 学院三役会 伊藤学院長他３名

11日 熊大医学部附属病院新外来診療棟完成記念祝賀会 (ホテル日航熊本) 伊藤学院長

17日 第２回学生合同就職説明会打合会 伊藤学院長

国保組合

９月５日 全協職員研修会 (東京・全国町村会館) 緒方書記

12日 第３回全歯連調査委員会 (神奈川県歯科保健総合センター) 桑田常務理事

17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

18日 全協理事長・役員研修会 (アルカディア市ヶ谷) 浦田理事長






