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私事ではあるが､ 長女が歯科医師として熊本に帰ってきた｡ 歯科教育も35年違うと､ かな

り進歩していると思うことがたくさんある｡ かく言う私も父の診療所に勤務した頃､ 綿せん

根充､ 継続歯､ 開面金冠と？？？疑問符だらけの診療風景に出くわした｡ しかし変わらない

ものもあることを､ しっかりと伝えたい｡ ちなみに父の歯科医籍登録番号は２万７千､ 私７

万７千､ 娘17万５千と30数年ごとで､ およそ二倍の増加率である｡ 余談になるが下村文部科

学大臣は ｢優れた入学者確保が困難な大学､ 国家試験合格率の低い大学などの入学定員を見

直す｡｣ と発言､ 注目を集めている｡ 歯科医師需給問題も大きな問題となっている｡

60歳を過ぎ､ まだまだ若造だが次の世代がもうそこにいることを自覚したい｡ ｢歯科界の

未来のために役員は頑張れ｣ と監事からいつも言われている｡ ｢熊本県歯及び口腔の健康づ

くり推進条例｣ 制定以来､ 県行政や県議団とも情報交換を行い ｢県民の歯・口の健康向上｣

を政・官・民・一体となって行えるような基盤づくりが出来上がりつつある｡ 公共の福祉に

寄与することが歯科医師会としての役目であることに違いない｡ もちろんそのことによって

会員の利益になることと信じている｡

ただただ ｢自分だけが｣ と思う歯科医院の増加が心配だ｡ 最近の医療苦情相談の内容が医

療の相談でなく､ あまりにも歯科医自身の人格に疑問符を打たざるを得ない内容が多くなり

つつあることが心配だ｡ 担当の委員会には頭が下がる思いである｡

最後に明るい話題として､ 新財政支援制度 (国の正式名称：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) について記載しておきたい｡ 各都道府県に消費税増収

分 (平成26年度公費で904億円) を財源として活用した基金をつくり､ 各都道府県が作成し

た計画に基づき事業実施というものである｡ キーワードは在宅医療であり､ 既存の委託事業

や補助金は含まないことが条件である｡ ５年間継続するものであるが､ 機器整備・人材育成・

医療連携などに使える財政支援制度である｡ 医師会・薬剤師会・看護協会などと共にオール

熊本として事業企画案を提出しているところである｡

歯科医師会は国家資格を持った ｢反社会的勢力｣ になってはいけない｡ 自分だけが (自分

の診療所だけが) という考えが社会全体を悪くしているのでは？と改めて思っている｡

理想論かもしれないけどみんなが手をつないで歯科界がよくなればと思っている｡ 歯科界

全体の幸せが個人の幸せになるのではと願うばかりだ｡
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１. 開会：中嶋副会長
２. 挨拶：浦田会長
本年度は台風の影響でこれまで２つの事業

が延期となりました｡ 幸いにも中止すること
なく延期となりましたので､ “災い転じて福
となす”という言葉がありますように､ 延期
した事により益々参加者が増えて盛会裏に終
わるようご協力の程よろしくお願いいたします｡
話はかわりまして､ 医療苦情に対してはい

ろいろな問題が報告されています｡ 特に金銭
面に関して以前から苦情はありましたが､ 最
近は保険診療の窓口負担金についても高いと
かよく納得出来ないといった苦情が届いてい
ます｡ さらに､ ある方から直接聞いた話です
が､ その方のお子さんが自由診療で治療を行っ
た際に､ 治療費を全額前払いしたそうです｡
その後､ 診療していた先生が治療途中でお亡
くなりになり､ 治療費を返してもらおうかと
思われたそうですが､ ご遺族にその事を話す
のも忍びないとのことで､ 何も言わなかった
とのことでした｡ こういった話を聞くと患者
さんへの適切な対応が問われますし､ こうい
うご時勢ですのでそのような事が無いように
善処していかなければならないと思います｡
会員の先生方にも常識を踏まえた上での診療
行為を浸透させていかないと医療苦情はなか
なか減らないと思いますので､ 役員の先生方
もご協力をよろしくお願いいたします｡

３. 平成26年度会務報告
(自：９月19日～至：10月16日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ 各郡市会

長・専務理事連絡会議､ 県警察

歯科医会役員会､ 社会歯科学研

究会実行委員会

学 術：九州各県学術担当者会

社会保険：九州厚生局・県庁との打合せ､

九州各県社保担当者会

地域保健：全国健康保険協会熊本支部健康

づくり推進協議会､ 九州各県地

域保健担当者会

広 報：九州各県広報担当者会

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：在宅診療に関する委託事

業各郡市担当者会議､ 九州各県

地域保健担当者会

総務・厚生・医療管理：シニア倶楽部､ が

ん患者医科歯科連携事業､ 病診

連携事業､ 熊本国税局管内税務

指導者協議会､ 九州各県厚生担

当者会､ 九州各県医療管理担当

者会

学 院：推薦入学試験､ 合同就職説明会

10月21日(火) 午後７時より県歯会館第１会議室において浦田会長他全役員､ 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17回理事会が
開催された｡
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国保組合：理事会

以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

４. 報告事項
１.第53回全日本学校歯科保健優良校表彰

(審査結果)

・日本歯科医師会会長賞：山鹿市立城北小

学校

・奨励賞：熊本市立城東小学校

２. 保健所が実施する歯科診療所の立入検査

これまで歯科診療所は原則４年に１回

の実施であったが､ 今後は原則８年に１

回の実施となる｡

３. 西側ブロック塀の汚れに対する処置

高圧洗浄を施すことで対処する｡ 施行

業者は相見積りの結果､ 岩永組に決定し

た｡

４. 中規模県歯科医師会連合会協議題の回答

提出協議題に対する各県回答が出揃い､

当番県の三重県より資料提供があった｡

さらに､ 別紙を含めた資料については､

各所管で目を通し今後の参考とする｡

５. 社会歯科学研究会秋期研修会の開催期日

台風接近のため延期となっていた研修

会を､ ２月７日(土)・８日(日) に開催

する｡ その事に伴い､ ２月７日(土) に

予定されていた新入会員研修会を､ １月

31日(土) に変更する｡

６. 第１回健康づくり推進協議会 (協会け

んぽ主催) の内容

本会は他の団体に先駆けて覚書を締結

し､ 連携事業を進めている｡

７. 協会けんぽのテーラーメード新聞 (ス

モールチェンジ) への歯科の掲載

協会けんぽスモールチェンジ事業に参

加する12事業所を対象に､ ２ヶ月に１回

１年間発行されるテーラーメード新聞に､

歯科に関する健康情報の掲載依頼があり

承諾した｡

８. 学院高圧開閉器 (ＰＡＳ) の経年劣化

による取替工事

電気設備点検の結果は問題無かったが､

取替年数(15年)を過ぎ18年目に入ってお

り､ 高圧事故防止の観点から取り替える｡

９. 委員会事業企画

総務・厚生・医療管理委員会：『歯科衛

生士・助手を対象とした接遇講演会』(12

月６日)

10. 会計９月末現況

11. その他

○松本理事より､ 県からの委託事業であ

る在宅歯科医療推進事業､ 介護者歯科

実技研修事業､ 障がい(児)者口腔ケア

地域リーダー育成事業について､ 日程

及び事業内容について報告が行われた｡

５. 連絡事項
１. ３月開催の臨時代議員会までのスケジュール

２. 11月行事予定

３. その他

○渡辺専務理事より､ 以前から依頼のあっ

ている黄色い羽根募金運動､ 福島県歯

科医師会への乳歯提供について引き続

きの協力要請が行われた｡

６. 承認事項
１. 新入会員の承認 [承認]

竹内 清嗣 (第１種)､ 太田 宜彦 (第

１種)､ 川上 立祐 (第１種) 計３名の

入会を承認した｡

※26年度入会状況 (10月末現在)…第

１種・15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]

・熊本県保健医療推進協議会委員／熊本

県健康福祉政策課

浦田 健二会長 任期：委嘱の日～平

成28年３月31日

３. 名義後援使用依頼 [承認]

・熊本小児在宅ケア・人工呼吸療法研究

会第14回総会／熊本小児在宅ケア・人

工呼吸療法研究会

７. 議題
１. 第３種会員用ニュースレターの掲載内

容 [承認]

10月より正会員と同様に､ 第３種会員

に対しても医療苦情・相談事例を掲載し

たものを送付することとした｡



熊歯会報 Ｈ.26.11

6

２. 会員懇談会の開催期日・次第 [承認]

３月28日(土) 午後５時より開催する

こととした｡

３. 代議員会における古希会員表彰の見直

し [承認]

次回開催の３月の代議員会より､ 名称

を会員表彰とし､ 70歳以上で在籍年数が

30年以上の終身会員に移行される会員を

表彰することとした｡

４. 第３種会員の資格更新に係る内規 [承

認]

原案どおり承認し､ 11月１日より施行

することとした｡

５. 企業が販売する歯科製品の推薦につい

て規定を設けたことに対する会員への通

知 [承認]

通知文書の内容を了承し､ 10月末の全

会員発送時に通知することとした｡

６. 概算要求を踏まえた要望や補正予算を

にらんだ要望書の提出 [承認]

口腔保健センターの障がい者診療にお

ける安心安全な診療体制の構築を図るた

めの支援として､ 事業主体を県委託事業

として変更するよう自民党県連に対して

要望書を提出することとした｡

７. ＢＰ製剤投与に関する医科・歯科連携

事業企画書 (案) [承認]

原案どおり事業を行うこととしたが､

今年度は準備を行い､ 次年度早々から事

業を展開していくこととした｡

なお､ 以前､ 病院歯科を対象に実施し

たＢＰ製剤の起因による顎骨壊死の調査

について､ 協力のお礼とともに調査結果

を提供することとした｡

８. 終身会員となる者が会費未納の場合の

処遇 [承認]

会費未納の場合でも処遇規定が特に無

いため､ 終身会員への移行は認めること

となる｡ ただし､ 終身会員となっても未

納分は完済するまで催促することとした｡

９. 平成27年度各委員会概算要求協議日程

[承認]

11月10日(月)・11日(火) に実施する

こととした｡ なお､ 各委員会の次年度予

算策定にあたり､ 本会の将来の財政状況

を見据え､ 原則２割カットすることが提

示された｡

10. フッ化物洗口Ｑ＆Ａの配布 [承認]

10月末の全会員発送時に送付すること

とした｡

11. フッ化物洗口説明資料の削除 [承認]

今後の説明会において､ 資料の一部を

削除して使用してもらう旨を､ 10月末の

全会員発送時に通知することとした｡

12. いい歯の日 (11月８日) 熊日新聞掲載

内容 [承認]

提案された２つの案から多数決により

１つを採択した｡

８. 協議事項
１. 平成26年度 ｢九州｣ ｢中国・四国｣ 地

区歯科医師会役員連絡協議会の提出協議

題

提出協議題があれば､ 10月30日までに､

渡辺専務理事又は事務局まで連絡するこ

ととした｡

２. その他

○県の認知症施策への対応

現在医師会を通じて実施されている認

知症対応やサポートに関する研修内容

に関し､ 歯科に関しては全く入ってい

なかったので､ 県より次年度予算に盛

り込むためのアイデアを提案して欲し

いとの要請があった｡ 早急な対応が必

要であり､ 県と協議するために､ 認知

症と歯科との関係についての情報等を

集め､ 前向きに取り組むこととした｡

さらに､ 以前より認知症地域連携パス

で地域連携を行っている荒尾市歯科医

師会が先行して取り組むことについて

了承した｡

９. 監事講評
久々山監事より､ 次年度の事業計画や

予算を策定するにあたり､ 委託事業も含

めて ｢捨てるか残すか｣ 見直しを行って

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)
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―社会保険指導者研修会―

する舌圧検査｣ について､ 舌機能が低下する
と食塊の嚥下に必要な圧力を産生できなくな
るために嚥下障害が生じる｡ そのためには舌
圧検査によって口腔運動機能低下の早期発見・
早期治療や定量的スクリーニング・重症度の
定量化が可能となることなど､ それぞれ４名
の講師が講演をされた｡
今回の指導者研修会の内容は､ 将来の歯科
医療が担う方向性を示唆したような内容であっ
た｡ 田口医療管理官は､ 主に今後の診療報酬
の在り方について話をされたが､ 将来の歯科
疾患の疾病構造の変化や高齢化の進展などの
社会構造の変化を見据えて今までのようなう
蝕や歯周疾患等の治療に重点を置いたもので
はなく､ 食事や会話などのＱＯＬを高めるた
めに口腔機能に着目した診療報酬改定が必要
であると話されていた｡ 公の場でこういう講
演をされたことは､ 今の閉塞状態にある歯科
界にとって非常に有意義だったと思われる｡
パネルディスカッションの内容に関しては､
歯科のいろいろな分野において､ 新しい技術
並びに機器が発明されていることに関して驚
きと希望を感じ､ それとともに我々歯科医師
も､ 今以上にさらなる研鑚の必要性を感じた｡
また､ これらの新規技術・機器の保険導入に
は学会､ 企業はもとより､ 我々開業医も保険
導入への一助として､ 国民に対して口腔機能
の向上が健康維持に有益であるということを
情報発信していくべきだと思われる｡

(社会保険 清水 雅英)

９月17日(水) 午前11時より東京の日本教
育会館において､ 平成26年度社会保険指導者
研修会が開催された｡ 今回の研修は従来の歯
科保健医療と口腔機能に重点を置いた評価､
並びにそれに関連する新規技術の保険導入に
関してである｡
研修会冒頭の挨拶で日歯大久保会長は､ 国

民に歯科医療の価値を広め､ 国民の口腔機能
に対する関心を高める｡ それには信念を持っ
て歯科保健医療に取り組んでいくと決意を語
られた｡
講演に移り､ 厚労省保険局田口円裕医療管

理官より ｢最近の社会保険を取り巻く状況に
ついて｣ 講演が行われた｡ この中で､ 従来の
歯科保健医療の保存､ 補綴処置等の治療に対
する技術への評価ではなく機能回復に重点を
置き､ 患者のＱＯＬの向上に対する指標を設
定すること｡ また､ 疾病の重症化予防 (例え
ばＣＯからＣ１､ Ｃ２への移行を予防する) に
対する評価の設定をしたい旨を話された｡
その後､ 休憩を挟んで行われたパネルディ

スカッションでは､ 鶴見大学歯学部小児歯科
学講座朝田芳信教授より ｢小児の口腔機能評
価に対する新規技術｣ について､ 小児､ 特に
乳幼児期および学齢期は口腔機能の獲得､ 成
長発育を図るためには歯科医療による介入が
不可欠であり､ 身体の成長発育に伴う口唇部
やそれを取り巻く口腔周囲筋の筋肉の調和が
口唇閉鎖力に影響を及ぼすことを講演された｡
さらに､ 国立長寿医療研究センター歯科口腔
先進医療開発角保徳センター長より ｢歯科用
ＯＣＴ画像診断機器の開発｣ について､ この
装置は診断面において非侵襲かつ非破壊的に､
歯周疾患診断・口腔硬組織・軟組織診断など
が画像化・数値化でき､ 客観性のある適切な
診断が可能となること｡ 新潟大学大学院歯周
診断・再建学分野吉江弘正教授より ｢歯周病
診断における新規検査｣ について､ 歯周病細
菌を検査することによって､ 抗菌療法の実施
の有無・外科治療の実施の有無､ 歯周治療の
実施の有無の判定が可能となること｡ 広島大
学大学院応用生命科学部門先端歯科補綴学津
賀一弘教授より ｢口腔の運動機能を数値評価

���������� �� ��
信念を持って歯科保健医療に取り組む
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が挙げられ､ それぞれについて各県の対応や
意見が出された｡ 学術担当者メーリングリス
トの作成と活用については毎年議題に挙げら
れているが､ 管理の問題があり実現していな
かった経緯を踏まえ､ 提案県の福岡県がまず
管理を行う事で今後運用していくことが決議
された｡ また､ 遠隔地等への講演会の配信シ
ステムの件では鹿児島県からUstreamの活用
が紹介され､ 他県より著作権の問題に危惧が
あるのではとの質問に､ 断られたのは１度だ
けだったとの回答があり､ 今後の導入の可能
性が示唆された｡
次に各県からの日歯への質問､ 要望は､ ①
～③Ｅシステムに対する要望 ④日歯主催の
講演会のデジタル配信 ⑤マウスガードの啓
発 ⑥医科および他職種との今後の連携 ⑦
医科での混合診療解禁を受けての日歯の見解
⑧日歯生涯研修事業 ⑨Ustream配信の利用
⑩切削器具の記事に対する日歯のパブリック
コメント ⑪8020推進運動に続く事業につい
て提出され､ それぞれについて日歯芦田理事
より回答があった｡
Ｅシステムに関しては持ち帰って検討する｡
ライブ配信に関しては実現的ではない｡ 今後
の事業に関しては全てのライフステージでサ
ポートする必要があるが､ 現在成人に関して
抜けているので今後検討していく予定である
と述べられた｡
最後に古堅理事より次期開催県挨拶があり
閉会した｡ 各県より活発な意見交換がされ､
非常に有意義な会となった｡

(学術 堀川 正)

10月４日(土) 宮崎県歯科医師会館におい
て九州各県歯科医師会学術担当者会が行なわ
れ､ 本会からは井上学術担当理事と堀川が出
席した｡ 宮崎県歯科医師会中原則光副会長の
開会に続き､ 同県の重城正敏会長より挨拶が
あり､ １か月後に宮崎で開催される予定の九
地連大会への各県の参加協力を要請された｡
続いて日本歯科医師会芦田欣一理事より挨拶
があった｡
各県からの出席者紹介の後､ 座長に宮崎県

歯花田剛典理事､ 副座長に沖縄県歯古堅信理
事が選出された｡ はじめに芦田理事より日歯
報告があり､ 今後急速に進む高齢化の課題と
して平均寿命の延びに健康寿命が追い付いて
いないことがあり､ 国際的な視点に立った確
証ある歯科医療・口腔保健の在り方の提言を
目指し､ 来年３月に健康寿命延伸のための歯
科医療・口腔保健をメインテーマとした世界
会議が行われる予定である事｡ また､ これま
でに行われてきた日歯生涯研修事業をさらに
軌道に乗せていくために歯科総合医の認定制
度を検討している事｡ そして大久保会長が今
期限りで辞任する意向を表明された事などが
述べられた｡
続いて､ �平成26年度学術関係事業計画お

よび予算 �各県提出議題 �日歯へ質問､
要望の協議が行われた｡ 各県より15の協議題
が提出された｡ 議題は ①九州学術担当者メー
リングリストの作成と情報交換 ②学術講演
会のテーマが地域保健､ 医療保険､ 医療管理
の分野と重なった場合の調整法 ③日歯生涯
研修の促進 ④学術講演会､ 研修会の配信シ
ステム ⑤日歯生涯研修の取得状況の把握と
活用 ⑥学術講演会への参加人数増加対策
⑦医科および他職種との連携における情報共
有化 ⑧CAD／CAM冠の普及状況 ⑨遠隔
地会員の講演会参加への配慮 ⑩県歯科医師
会主催研修会の会員外受講 ⑪沖縄県の今年
度の事業 ⑫各県開催の講演会､ 講習会にお
いてここ数年力を入れている分野 ⑬県主催
の学術講演会の開催回数 ⑭県民公開講座に
て歯科と全身疾患に関する講演会の開催 ⑮
スタッフ向け講習会で力を入れているテーマ

総合医の認定制度を検討

―九州各県学術担当者会―

���������� ��
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―シニア倶楽部―

親会は終了した｡ ご出席いただいた会員の皆

様方に感謝すると共に､ 来年も多くの会員に

参加していただくことを祈念する｡

(総務・厚生・医療管理 池嶋 由希)

９月27日(土)､ 社保委員会による社会保険

研修会に引き続き､ 平成26年度シニア倶楽部

がホテル日航熊本において開催された｡ 本年

度は44名の参加で､ 例年より多くの会員の皆

様にご出席いただいた｡ 懇親会に先立ち､ 屋

外のチャペル前において､ 天気､ 気候とも絶

好のコンディションの中､ 全員での集合写真

撮影が行われた｡

午後６時より牛島常務理事の司会進行のも

と､ 小島副会長の開会の辞で懇親会が始まっ

た｡ まず､ 浦田会長より ｢現在の熊本県歯科

医師会を築いてこられた諸先輩方に感謝申し

上げます｡｣ との挨拶に続き､ 日歯及び県歯

の動向について会務報告も行われた｡ 特に医

科歯科連携､ 行政との連携などの良好な状況

であること､ 在宅診療についても是非診療に

取り入れていただきたい､ などの説明があった｡

次に､ シニア倶楽部を代表して山室紀雄会

員 (熊本市) より挨拶があり､ 来年も元気で

お会いしましょうと結ばれた｡ その後､ 出席

者最高齢95歳の師井淳吾会員 (熊本市) の乾

杯の発声で宴が始まった｡

しばらくの歓談のあと､ 浦田会長より寿賀

会員への記念品贈呈があった｡ (今回寿賀会

員に該当された先生は別表により紹介する)

続いて高森経義会員 (阿蘇郡) より寿賀会員

代表挨拶が行われた｡ その後､ 会話もはずみ､

和やかな雰囲気の中､ 宴はさらに進み､ ほど

なくしてカラオケも始まった｡ 坂田光輝会員

がトップバッターで､ 皆様も素晴らしい歌声

であった｡ 今回も恒例の余興が武末憲一会員

(人吉市) により行われ､ 歓声が上がった｡

途中､ 松本晉一会員 (人吉市) による一井正

典先生に関するその後の展開などの発表があ

り､ さらにカラオケに談笑にと､ あっという

間に時間が流れた｡

最後に渡辺専務理事の万歳三唱をもって懇

����������
諸先輩方のご尽力に感謝します

�� ��������
平成26年度 寿賀会員一覧

郡市名 氏 名 寿賀
山 鹿 市 前 野 昭 紀 寿
下益城郡 大 森 正 哉 紀 寿
熊 本 市 岩 村 泰 行 卒 寿
熊 本 市 石 浦 節 子 米 寿
熊 本 市 武 久 省 二 米 寿
熊 本 市 西 野 秀 隆 米 寿
熊 本 市 山 内 � 米 寿
熊 本 市 上 田 隆 一 傘 寿
熊 本 市 出 口 瑞 男 傘 寿
熊 本 市 本 田 治 夫 傘 寿
八 代 犬 塚 隆 雄 傘 寿
熊 本 市 木 庭 邦 夫 喜 寿
熊 本 市 堀 川 秀 一 喜 寿
山 鹿 市 田 中 仁 喜 寿
山 鹿 市 平 井 和 紀 喜 寿
阿蘇郡市 高 森 経 義 喜 寿
八 代 上三垣 晋 甫 喜 寿
八 代 多 田 集 一 喜 寿
天草郡市 青 砥 忠 孝 喜 寿
天草郡市 長 山 裕 子 喜 寿
熊 本 市 緒 方 進 古 希
熊 本 市 北 克 巳 古 希
熊 本 市 後 藤 俊 一 古 希
熊 本 市 千 場 正 昭 古 希
荒 尾 市 北 野 正 民 古 希
荒 尾 市 多田隈 裕 古 希
山 鹿 市 小 嶋 立 州 古 希
菊池郡市 工 藤 晃 正 古 希
天草郡市 伊 東 宏 古 希
天草郡市 浜 � 献 作 古 希
天草郡市 蓑 田 哲 哉 古 希
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―九州各県厚生担当者会―

鹿児島県 理事１名 委員会３名

沖 縄 県 常務理事１名 理事１名

委員会６名

福 岡 県 委員会６名

政府目標は､ 2020年までに指導的立場の女

性割合30％である｡

各県の協議事項終了後､ 日歯への要望等の

質疑応答が行われた｡ その中で､ 鹿児島県か

らは日歯福祉共済保険の現状と今後の見通し

について､ 宮崎県からは日歯会員数の減少､

組織率低下に対する危惧とその対策について

鋭い質問がなされた｡

それに対し､ 守田常務はグラフ等の資料を

使いながら質問に対し､ 的確に丁寧に説明を

された｡ 熱を帯びた討議は午後２時から５時

半にまで及んだ｡

今回は､ 非会員問題と共済保険が主な議題

であった｡

福岡県歯科医師会大山茂専務理事の ｢共済

給付とは､ 御不幸にあわれた会員に対する､

全国の歯科医師会員ひとりひとりの気持の表

れの集合なんだよ｡ おれが共済に入金してん

だから､ その金はおれのだ､ じゃあないんだ｡

それが解からない若い会員が増えたね｡｣ と

いう言葉が特に印象深かった会議であった｡

(総務・厚生・医療管理 宮井 祐)

10月４日(土) 午後２時より九州各県厚生

担当者会が､ 福岡県担当のもと､ 福岡県歯科

医師会館で行われ､ 本会からは八木常務理事

と宮井が出席した｡

福岡県歯科医師会中野充副会長の開会宣言

の後､ 同県長谷宏一会長､ 日本歯科医師会守

田邦昭常務理事の挨拶があり､ その後会議が

始まった｡

守田常務理事の日歯報告では､ 統計資料を

見ながら未入会者数の推移とその対策事業に

ついての説明､ 日歯年金事業､ 災害お見舞い

金､ 日歯本館が災害時に機能不全に落ち入っ

た場合の対策等の説明があった｡

その後､ 各県からの提出議題に対する協議

を行った｡

１) 終身会員の年齢引き上げ (大分県)―会

員の高齢化､ 若年歯科医師の非会員数増加に

伴い､ 会の運営基金の枯渇が予想されるが､

それについての各県の対応について質疑があっ

た｡

各県とも終身会員の年齢引き上げの必要性

については認識しているが､ 具体的に計画し

ている県はまだなかった｡

２) 勤務歯科医師や女性歯科医師に対する事

業や対応 (鹿児島県) 未入会者取り込みの一

環として本県は､ ｢未入会者対策または入会

をスムーズに進める方策として､ 第３種会員

を規定し現在39名が所属している｡ これは､

郡市歯科医師会に所属していなくとも県の会

員になれるというもので､ 県歯主催の研修会

等に参加資格がある｡ 委員会に所属不可､ 議

決権はない｡ 等の制約がある｡｣ 等回答した｡

３) 女性会員の県歯役員､ 委員の登用人数

(宮崎県)

各県の回答―大分県 ０人 佐賀県 ０人

長 崎 県 委員会１名

熊 本 県 委員会３名 学院１名

����������
熱を帯びた討議が行われた
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―九州各県医療管理担当者会―

⑩医院の消防設備 (大分県)
⑪会員種別 (鹿児島県)
⑫会員増強対策 (鹿児島県)

未入会者向けの説明会実施､ 入会金の
見直し｡
⑬医院継承に対する各県の取り組み (沖縄
県)
今後､ 課題となりそうだが対応できて
いない県がほとんどである｡� 日歯への質問・要望
①エアータービンの滅菌 (佐賀県)
②医療安全にかかるコスト､ 日歯・中医協
等のデータ資料をご提供頂きたい｡ また
それに対する今後の対応について伺いた
い｡
③歯科技工士法・歯科衛生士法の改正 (熊
本県)
④介護口腔ケア推進士 (熊本県)
⑤軽減税率導入 (宮崎県)
⑥消費税10％への日歯のスタンス
医療機関の行う高額の投資に係る消費税
負担に関しての取り扱い
⑦医療機器の価格差 (宮崎県)
⑧未入会者対策に伴う入会金見直し (宮崎
県)� その他
積極的な意見の交換があり､ 途中時間も
気にされたが､ 次期開催県挨拶に続き大分
県歯科医師会柴崎副会長の閉会の辞をもっ
て終了した｡
(総務・厚生・医療管理 池嶋 由希)

10月４日(土) 午後２時より大分県歯科医
師会館において､ 九州各県医療管理担当者会
が開催された｡ 本県より､ 牛島隆常務理事､
総務・厚生・医療管理委員会池嶋が出席した｡
大分県歯科医師会柴崎明彦副会長の開会の辞
の後､ 同県長尾博通会長より挨拶があった｡
座長・副座長選出ののち日本歯科医師会比

喜理事より日歯報告があり､ 平成27年度税制
改正 (消費税率10％引き上げ時) 要望につい
て､ 歯科衛生士法､ 歯科技工士法の一部改正
についてなどであった｡
その後､ 協議に移った｡� 平成26年度各県医療管理関係事業計画及
び予算について� 各県提出協議題について
①読売新聞のハンドピースの記事を受けて
の対応 (福岡県)
②エアータービン等の滅菌の各県における
状況把握及び指導 (佐賀県)
③院内感染対策に関する会員への指導・情
報提供 (長崎県)
④院内感染対策 (宮崎県)
①～④各県早急に院内感染対策についての
通達の報告､ ハンドピースの滅菌に対す
る方法を会員へ通知｡
⑤医療法における院内研修 (宮崎県)
⑥歯科衛生士・歯科助手の業務範囲(熊本
県)
医療相談に業務範囲に関するものが多
い｡ 各県とも法令遵守を指導｡
⑦歯科衛生士不足 (大分県)

歯科衛生士学校の志望者減少への対策
として､ 高校へＰＲ､ オープンキャンパ
ス､ 新聞広告､ 奨学金貸与など｡ 本県も
だが､ 更に深刻な県も多かった｡ リカバ
リー研修の実施､ 就職時説明会の実施な
ど､ 各県様々な対応を行っている｡
⑧大規模災害発生時における協定締結先
(佐賀県)
⑨HIV患者の診療受け入れ体制ネットワー
ク (佐賀県)

����������
本県より参加した牛島常務理事と池嶋委員長

�� ��������
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10月４日(土) 午後２時より沖縄県口腔保

健医療センター２階ホールにおいて平成26年

度九州各県広報担者会が開催され､ 本県より

加藤理事と立本副委員長が出席した｡ 沖縄県

歯科医師会広報委員会国吉綾子副委員長の開

会の辞の後､ 沖縄県歯会真境名勉副会長より

挨拶があった｡

座長副座長が選出された後､ 日歯倉治なな

え常務理事より日歯報告があった｡ ＢＳ放送

の番組検証について､ ｢歯科医療に関する一

般生活者意識調査｣ から得られた今後の広報

活動の方向性として歯科医療への興味が低い

20代～40代男性への広報をどうするか､ また

今年のベストスマイルオブザイヤーについて

報告があった｡

協 議� 平成26年度各県広報関係事業計画及び予算� 各県提出協議題

１. ＨＰ

ＨＰのリニューアルを行うにあたり､ 各

県とも運営費用､ 内容更新の担当者の技

術的なレベルの維持と永続性が問題となっ

ている｡

２. 対外広報

ＨＰの有効利用として県民が興味を持た

れる項目を優先的に目に付きやすい位置

にメニューバーとして配置｡ アップロー

ドデータの更新は､ ｢お知らせ｣ にて表

示している｡ ホームページのアクセス管

理には､ Google Appsを用いて随時分析

している｡

３. 地域歯科保健活動 (公衆衛生活動) と

対外広報活動との連携

佐賀県では民放のスポットＣＭにて ｢か

かりつけ歯科医｣､ ｢笑顔とお口の健康づ

くり推進条例｣､ ｢フッ化物洗口｣ 等につ

いてのＰＲとホームページの各種事業の

紹介､ また､ 県歯ホームページ対外向け

サイトからも県行政のホームページの中

の条例や歯科保健行政､ 口腔保健支援セ

ンターサイトに直接リンクを貼っている｡

４. インターネットを利用した会議および

動画配信等

鹿児島県では離島の会員が多く､ 県歯主

催の研修会等への参加に､ 地理的な問題

の解決のためインフラ整備を行い 『Ust

ream』 を利用してテレビ会議､ 研修会

等の動画のLIVE配信を開始している｡

また双方向通信の技術的な問題等は解決

されてきているが費用がネックとなって

いる｡ 本県でも安心安全歯科医療推進制

度での郡市と市内の格差をなくす上で将

来的には活用できるようにする必要性を

感じた｡

５. 日歯への要望

２年に一度行われている ｢歯科医療に関

する一般生活者意識調査｣ の必要性が今

年も問われ､ 今後検討するとのことであっ

た｡ また､ よ坊さんの着ぐるみの数を増

やしてほしいなどの要望が出されたが､

日歯で保管する場合､ 場所の確保などに

問題があり､ 各地区で保管してもらうこ

とで利用しやすくする意見も出された｡

(広報 立本 尚史)

―九州各県広報担者会―

���������� ��
本県から参加した加藤理事と立本副委員長
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10月４日(土) 午後２時より県歯会館にて､

平成26年度九州各県歯科医師会社保担当者会

が開催された｡

当日は､ 日歯より兜森正道理事､ 九州各県

より社保担当役員など35名が参加した (沖縄

県は台風18号の影響にて不参加)｡

清水委員長の司会のもと､ 渡辺専務理事に

よる開会の辞の後に､ 浦田会長､ 兜森日歯理

事より挨拶を頂いた｡ その後､ 本県の田中理

事及び長崎県歯会井手理事を座長・副座長に

選出し会議は進行した｡

まず､ 兜森日歯理事より日歯報告として､

｢①大久保執行部での８年間の総括と平成26

年度点数改定 ②歯科界の現状と課題 ③次の

10年に向けて｣ 以上の３項目について具体的

な説明がなされた｡ 医科点数表の中に歯科医

療機関連携加算が新設され､ 医科歯科連携の

将来への発展が期待されること､ 国民医療費

の経年増加率に対する歯科医療費の割合や歯

科用金属材料費の高騰による影響など､ メリッ

ト・デメリットに関する歯科医師として考えさ

せられる内容であった｡ さらに､ 口腔機能管理

をはじめとする新しい歯科医療の評価､ 平成

26年度に新たに保険導入されたCAD/CAM

冠のように今後も新規技術の開発と保険導入

へ向けて日々努力している旨の説明があった｡

続いて協議に移り､ 事前に各県より提出さ

れた26の議題に関して､ 各県より回答があっ

た｡ 同じ九州であっても､ それぞれの県で解

釈・対応の違いがあり､ またその違いを改め

て確認することができた｡ 解釈・対応の違い

に関しては､ 九州である程度の統一した認識

と見解が必要であるが､ まずは各県において

会員にプラスになる方向で働きかけていくこ

とが重要であり､ それをもとに県レベル→九

州レベル→国レベルへと発展させていく必要

がある｡ 議題の回答以上に､ この議論に関し

て熱く深く展開された｡

引き続いて行われた日歯への要望に関して､

歯科訪問・CT・個別指導選出の選定基準・

提供文書などに関して各県より質問があり､

兜森日歯理事により的確な回答がなされた｡

最後に､ 中嶋副会長による閉会の辞にて４

時間近くに渡る会議は終了した｡ その後､ 場

所を移して懇親会が行われ､ そこでは会議で

の緊張感はないもののさらに深い話も行われ､

親睦を深めていった｡

九州各県のある程度統一された認識と見解

そして歯科医師会の意見を国に訴え続け､ 会

員や国民に反映できるよう我々社会保険委員

会は尽力するつもりである｡

(社会保険 隈井 隆弘)

―九州各県社保担当者会―

���������� �� ��
議論が熱く深く展開された
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����� 郡市会報告

―人吉球磨合同学術講演会―

�������������
９月19日(金) 午後７時より球磨地域振興局

大会議場にて医療法人仁慈会太田歯科 太田博

見院長を講師にお招きし ｢在宅医療と訪問診療

について｣ という演題で歯科医師､ 歯科衛生士､

歯科助手､ 医師看護師､ 弁護士､ ケアマネージャー

など約50名の参加者の中､ 講演頂があった｡

医療法人蘇春堂地域連携室室長 野田泰功氏

の司会進行にて始まり､ まず､ 人吉市歯科医師

会與田桂三会長より2025年問題､ 団塊の世代の

高齢化､ 医療費の増大､ 訪問医療､ 介護､ 2040

年市町村の消滅問題など､ これからの歯科を取

り巻く環境の変化についての挨拶の後､ 瀬戸雄

行学術理事より講師の太田院長が平成９年に開

業､ 平成18年より訪問診療に取り組み､ 現在で

は常勤の歯科医師５名＋非常勤２名､ 歯科衛生

士５名＋非常勤３名など総勢50名のスタッフで

運営されていると紹介があった｡

講演では現在日本では９割の人が病院で看取

られているが､ それが年間160万人に達する2025

年には70万床不足するといわれてる｡ そのため､

予算はムダ遣いできない状況にあり､ その配分

に注目が集まっている｡ 具体的には地域の包括

ケア､ 食支援の重要性であろう｡ 医療と介護の

現場では意外に共通の話題が少なく､ その中で

食支援はなじみのある言葉で､ また困っている

問題である｡ ここに歯科が求められてるとのこ

とであった｡

太田歯科では多くの訪問診療を行い､ その流

れは､ 新規の患者ではアポイント､ ケアマネー

ジャーとの連絡､ 主治医との診療相談等の情報

依頼の後､ 治療､ 口腔ケアサポート､ 内視鏡を

使った嚥下診断､ 嚥下リハなどを行っている｡

支援の全体像を把握するには医療と介護の協力

が必要である｡ 要介護者の問題は､ 問題発見

(患者自身の自覚がない)､ 低栄養､ 摂食嚥下等

がある｡ 問題発見はよく接触している人が多い

がどの職種でもＯＫである｡ またスクリーニン

グシートを利用しているとのことであった｡ 特

養､ デイサービス､ 療養型病院などへの実際の

取り組みや急性期病院､ 回復期病院､ 療養型､

施設､ 居宅など場所によって変わる歯科の役割

について説明があった｡ 歯科の支援によって経

営が改善するメリットの説明があった｡ 医療系

はソーシャルワークを苦手としていることがあ

り､ また､ 保険点数の違いがあるため経営者や

事務方を含めて他職種の悩みを立場を超えて､

お互いを ｢さん｣ 付けにして自由な発言を促す

話し合いの場をつくって活動しているとのこと

であった｡

太田院長の積極的な活動や細やかな気配りと

いうのは25年前の学生時代からの人柄とマメさ

は変わらないなあと懐かしく思ったが､ 大きく

なられた (1.5倍くらい？) 体の自己ケアしな

がらさらなる活躍されることを期待したいと思

う｡

後半はグループに分かれてグループワークを

行って他職種との活発な意見交換を行った｡

最後に､ 人吉市歯会中原副会長より謝辞があ

り､ 球磨郡歯会塚本卓也会長の閉会の辞にて終

了となった｡

(湯本 光一郎)

人吉市歯科医師会

訪問診療のエキスパート太田院長 (右端)
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10月３日(金) 午後７時より料亭 ｢山路｣ に

て福寿会が開催された｡ この会は玉名郡市の60

歳以上の会員を対象に24年前に発足した会であ

る｡ 福寿会会員は今年度２名増えて25名になり､

玉名郡市会員数49名の過半数を超えた｡ 今回は

福寿会会員と執行部合わせて21名の参加があっ

た｡ まず森会長の挨拶があり､ 続いて福富会員

の挨拶の後宴会が始まった｡ 宴会では美味しい

料理にお酒で話が弾み､ あちこちで笑い声が絶

えない時間を過ごした｡ 今回還暦を迎えて福寿

会に入会した会員は長洲の鳴尾会員､ 玉名市の

坂口会員の２名であり､ 節目にあたってのお気

持ちを１言ずつ頂いた｡ 最後に来年も皆さんが､

元気な姿でこの会に参加出来る事を祈念して杉

尾会員の三本締めで散会となった｡

(永廣 有伸)

―第24回福寿会―

�����������玉名郡市歯科医師会

21名の参加で行われた

―三師会合同研修会―

�����������������
10月11日(土) 上益城郡三師会合同研修会が､

医師会､ 薬剤師会､ 歯科医師会含め､ 多数参加

のもと､ 上益城郡御船町のクレインパレスにて

開催された｡ 今年度は､ 薬剤師会の担当年度に

なっており､ 菊池郡市薬剤師会西本光宏会長よ

り ｢一般用医薬品について (胃腸薬他)｣ の演

題で講演があった｡

一般医薬品は､ リスクの区分として３種類に

分類されているという説明を詳細にして頂いた｡

人体に対する作用の著しいもの､ つまり副作用

のリスクにより区分されているということであった｡

また､ 本年度の薬事法改正に伴い､ 薬のネット

販売が許可されたことや必ず薬剤師との対面販

売が必要である要指導医薬品の説明があった｡

このような薬を自分で入手する行為は､ セル

フメディケーション (WHOが､ ｢自分自身の

健康に責任を持ち､ 軽度な身体の不調 (minor

ailments) は自分で手当てすること｣ と定義し

ている｡) に基づいており､ リスク区分に応じ

た情報提供の大切さを感じさせる講演内容となっ

た｡ １時間という短い時間ではあったが､ 中身

の濃い充実した内容の講演となった｡

引き続き､ 隣接する会場で懇親会が行われた｡

普段は､ 接することのない地域の医師・薬剤師

の先生とコミュニケーションをとることができ､

とても有意義な懇親会となった｡ また､ 先生ど

うしのつながりが密になり､ 枠組みをこえた地

域医療の結びつきが強くなるよい機会となった｡

最後は､ 上益城郡歯会の玉置孝信会長の閉会の

辞により､ 懇親会は､ お開きとなった｡

(工藤 智明)

上益城郡歯科医師会

真剣なまなざしの参加者
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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｡

太田 宜彦
(オオタ ヨシヒコ)

上益城郡御船町辺田見
字中道201-1
おおた歯科クリニック

①咬合崩壊症例の治療法に
ついて､ 咬合の再構築や､

治療計画の立案等について｡
②患者と歯科医師が同じビジョンを持って治療
を進めていく診療｡
③・アットホームな雰囲気で､ なるべく患者に

緊張感を与えない｡
・水平感染の予防 (ハンドピース滅菌器の導
入､ 口腔外バキュームの導入)｡

④・予防歯科に力を入れ､ 一度治療した所が再
度悪化しない様に啓発活動を行なう｡ 地域
住民のQOLを口腔内環境を整わせることに
よって保っていきたい｡

第第１１種種会会員員
竹内 清嗣
(タケウチ セイジ)

合志市須屋字三ツ石1286-1

たけうち歯科医院

①アジア競技大会
②徹底したインフォームド

コンセプトを行った上で､ 患者さんの過去､
現在の口腔内の状況､ 全身状態を把握し､ 予
知性の高い治療を行う事であると考えていま
す｡ また信頼ある歯科医療を通して患者さん
の人生､ 健康に寄り添う事を理想としていま
す｡

③子供からお年寄りの方まで､ 患者さん１人１
人に担当歯科衛生士をつけ､ 歯科医師､ 歯科
衛生士､ 歯科技工科でのチーム医療を重視し
ております｡

④地域社会､ 歯科医療業界に少しでも貢献でき
るよう努力を惜しむ事なく､ 日々邁進してい
きたいと思っております｡

�� ����� ������������������������
前野昭会員はこの度百歳を迎えられ永年に

わたり社会の発展に寄与されたことの功績に

対して内閣総理大臣表彰を授与されました｡

心よりお喜び申し上げます｡

※写真はカラーで裏表紙に掲載しています｡

川上 立祐
(カワカミ リュウスケ)

八代市萩原町２丁目2-21

川上歯科診療所

①地域活性化｡
②患者さんの立場に立った

気くばりのできる歯科医療｡
③患者さん一人ひとりとの積極的なコミュニケー
ション｡
④地域に根ざした歯科医療｡
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会 務 報 告 自 平成26年９月19日
至 平成26年10月16日

所管 日付 摘要 出席

総 務

９月20日

社会歯科学研究会打合会
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 田上・八木・牛島常務理事

第１回各郡市会長・専務理事連絡会議
(１) 平成26年度社会歯科学研究会秋期研究会in熊本開催
(２) 第７回九州・山口口腔ケアシンポジウム開催
(３) 未入会者対策 ほか

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､ 松本理事

22日 熊本県警察歯科医会役員会
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 田上・八木・牛島常務理事､ 伊
藤学院長他５名

24日

第16回理事会
【承認事項】 (１) 名義後援使用依頼
【議 題】 (１) 会長予備選挙・役員等選挙実施要領の一部改正案

(２) ３月臨時代議員会の開催期日
(３) 月刊誌 ｢くまもと経済｣ への広告掲載 ほか

【協議事項】 (１) 旅費支給規定内規

浦田会長他全役員

27日
月次監査
８月末現状

久々山・西野監事

29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

第17回県医療対策協議会 (熊本テルサ) 浦田会長

ホテル日航熊本社長会長就任祝賀会 (ホテル日航熊本) 浦田会長

10月２日
県後期高齢者医療運営協議会 (県市町村自治会館) 中嶋副会長

大西一史熊本市長候補 ｢励ます会｣ (熊本ホテルキャッスル)
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 澤田事務局長

７日

第30回常務理事会
(１) 平成26年度 ｢九州｣ ｢中国・四国｣ 地区歯科医師会役員連絡協議会の提出協議題
(２) 学校歯科医向けフッ化物洗口Ｑ＆Ａ
(３) 第３種会員用ニュースレターの作成 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

10日
第３回社会歯科学研究会実行委員会
(１) 社歯研研修会延期開催日程 (２) 回復期医科歯科連携
(３) ＢＰ製剤投与に関する医科・薬科・歯科連携体制構築

小島副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
八木・牛島常務理事

11日 近藤勝洪先生叙勲受章祝賀会 (東京會舘) 浦田会長

15日
第31回常務理事会
(１) 平成27年度各委員会概算要求協議日程 (２) 未入会者対策
(３) いい歯の日 (11月８日) 熊日新聞掲載内容 ほか

浦田会長他宮坂副会長を除く常務理
事以上全役員

16日 第62回全国調停委員大会 (東京) 前野会員

学 術

９月19日
学術委員会
(１) 社会歯科学研究会秋期研修会 (２) くま歯キャラバン隊
(３) 生涯研修ＤＶＤセミナー及び会員発表 ほか

井上理事､ 堀川委員長他全委員

10月１日 日歯学術・生涯研修委員会 (日歯会館) 牛島常務理事

４日 九州各県学術担当者会 (宮崎県歯会館) 井上理事､ 堀川委員長

社会保険

９月20日

社会保険個別相談会
相談者：１名

橋本副委員長他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
員長他全委員

25日 九州厚生局・県庁との打合せ
浦田会長､ 中嶋副会長､ 田中・椿理
事､ 桐野副委員長

27日
シニア倶楽部社会保険研修会 (ホテル日航熊本)
受講者：26名

浦田会長､ 渡辺専務理事､ 田中・椿
理事､ 橋本副委員長

10月３日
社会保険個別相談会 (嘉島町)
相談者：１名

野田委員

４日 九州各県社保担当者会
浦田会長､ 中嶋副会長､ 渡辺専務理
事､ 田中・椿理事､ 清水委員長他13
委員

６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

９日 保険個別指導 (ＫＫＲホテル) 金本副委員長､ 井口・山口委員

地域保健

９月21日
子育てすくすくこども博2014歯科相談 (グランメッセ熊本)
相談者：101名

田上常務理事､ 川瀬委員長､ 小田・
宮本・伊藤委員

29日 全国健康保険協会熊本支部第１回健康づくり推進協議会 (熊本大学) 田上常務理事

10月４日 九州各県地域保健担当者会 (鹿児島県歯会館) 田上常務理事､ 城副委員長

11日
ロッテ健康イベント ｢しっかり噛んで健康家族｣ (熊本市) 秋山会員他２名

笑顔ヘルＣキャンペーン無料歯科相談 [人吉] (人吉カルチャーパレス) 人吉歯会会員

15日
地域保健小委員会
(１) 8020支援事業・糖尿病歯周病医療連携事業
(２) 協会けんぽ ｢スモールチェンジ運動｣ への対応

田上常務理事､ 城副委員長他１委員

16日 笑顔ヘルＣキャンペーン打合せ 田上常務理事､ 加藤理事
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所管 日付 摘要 出席

広 報

９月22日
広報小委員会
(１) 会報10月号・第１回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他３委員

29日
広報小委員会
(１) 会報10月号・第２回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他１委員

10月４日 九州各県広報担当者会 (沖縄県歯会館) 加藤理事､ 立本副委員長

15日
広報委員会
(１) 会報11月号・編集

加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

学校歯科

９月25日
歯及び口腔の健康づくり指導 (人吉市立人吉東小学校)
人吉市 ｢むし歯予防うがい｣ 説明会

今藤会員

29日 日本スポーツ振興センター学校安全業務運営会議 (県民交流館パレア) 宮坂副会長

10月１日
県高等学校保健会第２回理事会 (熊本北高等学校) 宮坂副会長

益城町フッ化物洗口打合せ 大林理事､ 宮�委員他２名
２日

歯及び口腔の健康づくり指導 (横島小学校)
横島小学校フッ化物洗口事業保護者説明会

大林理事

歯及び口腔の健康づくり指導 (久玉小学校)
歯及び口腔の健康づくり説明会

松木会員

６日
学校歯科委員会
(１) 学校歯科保健推進大会 (２) フッ化物洗口Ｑ＆Ａ (３) 歯及び口腔の健康づくり指導

渡辺専務理事､ 大林理事､ 河原委員
長他全委員

９日
歯及び口腔の健康づくり指導 (益城町保健福祉センター)
フッ化物洗口事業説明会

大林理事

10日
歯及び口腔の健康づくり指導 (益城町)
フッ化物洗口事業説明会

勇会員

16日 県ＰＴＡ共済審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事

医療対策

10月１日
医療相談
(１) 事例№2014-009
(２) 医療対策講演会打合せ

冨屋理事､ 岡田委員長､ 永松副委員
長､ 犬束委員､ 福岡弁護士､ 損保ジャ
パン日本興亜一見氏

10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の打合せ

冨屋理事､ 岡田委員長他１委員

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) 九州各県医療安全担当者会 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他全委員

センター･介護

９月22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４名､ 衛生士
６名

委託事業打合せ
(１) 在宅歯科医療推進事業研修会の日程
(２) 介護者歯科実技研修事業

田上常務理事､ 松本理事､ 他２委員

27日
在宅診療に関する委託事業各郡市担当者会議

浦田会長､ 田上常務理事､ 松本理事､
平井委員長

県介護支援専門員更新研修 (交通センターホテル) 山田副委員長

10月３日 センターカルテ・会計チェック 松岡センター長

４日 九州各県地域保健担当者会 (鹿児島県歯会館) 松本理事

総務・厚生・
医療管理

９月25日 熊本国税局管内税務指導者協議会 (宮崎県歯会館) 牛島常務理事

27日
シニア倶楽部 (ホテル日航熊本)
参加者：44名

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 田上・八木・牛島常務理事､ 田
中・椿理事､ 池嶋委員長､ 橋本副委
員長

29日
総務・厚生・医療管理委員会
(１) 九州各県担当者会議 (２) 社会歯科学研修会 (３) 合同就職説明会 ほか

牛島常務理事､ 池嶋委員長他全委員

30日 病診連携事業会員説明会 渡辺専務理事､ 牛島常務理事

10月３日 菊池郡市健康診断 (菊池郡市医師会立病院)

４日

八代健康診断 (八代市医師会健診検査センター)

九州各県厚生担当者会 (福岡県歯会館) 八木常務理事､ 宮井副委員長

九州各県医療管理担当者会 (大分県歯会館) 牛島常務理事､ 池嶋委員長

６日 熊本病診連携事業運営協議会
宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 牛島常
務理事､ 松本理事

９日 菊池郡市健康診断 (菊池郡市医師会立病院)

10日 菊池郡市健康診断 (菊池郡市医師会立病院)

11日 八代健康診断 (八代市医師会健診検査センター)

14日 がん連携運営説明会 (阿蘇医療センター)
牛島常務理事､ 阿蘇歯会・市原会長､
武藤専務

16日 がん連携運営協議会 (表参道吉田病院) 牛島常務理事

学 院

９月19日 学院臨地実習反省会 (学院校舎) 伊藤学院長他１名

26日 学院臨床実習指導担当者研修会 小島副会長､ 伊藤学院長他５名

10月９日 学院推薦入学試験願書受付 (至21日) (学院校舎)

15日
学院自衛隊隊内生活体験 (至17日) (自衛隊北熊本駐屯地)
１年生Ａ班：25名

伊藤学院長他１名

国保組合

９月19日
第３回国保理事会
(１) 高齢者健康対策事業 (２) 開設者変更に伴う所得割保険料

浦田理事長他全役員

10月１日 第１回医療保険者等における番号制度導入に関する説明会 (福岡市・パピヨン24 ガスホール) 田代課長補佐

16日 全協理事会 (東京・都市センターホテル) 浦田理事長






