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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。

「昨年の熊本県知事賞です。顔を画用紙い

っぱいに大きく大胆に描き、両手に歯ブラ

シとコップをもって歯みがきをする表情豊

かで力強い作品です。　　　　　 （H.K）
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私は､ 医療対策委員会に首を突っ込んでから､ 早12年になります｡ そして､ 本理事職を拝
命して４年になりました｡ 私が委員長として仕事をさせて頂いていた頃､ 浦田執行部の新し
い試みとして理事会に各委員会の委員長を､ オブザーバーとして招き理事会の現況を見ても
らうという場が設けられました｡ 私もお招き頂き出席し､ 理事会の内容をつぶさに見させて
頂く機会を得ました｡ その時､ 理事職の皆様のご苦労を身近に肌で感じることが出来ました｡
が､ 当時は ｢この先生方は､ 会務を担う事がお好きなんだろうな～｡｣ と単純に思い､ 自分
にはそんな気持ちはさらさら無いし､ 自分が理事職を担うなどという事はあり得ないことだ
と高をくくっておりました｡ 理事会終了時に､ 渡辺専務理事から理事会に参加してみての感
想を求められ､ 私は､ その時 ｢先生方は本当に偉い｡ 自分の診療を早めに切り上げて､ 会員
の為に集まり真剣に議論を戦わせておられる｡ このご時世に診療を切り上げて､ 会務を務め
るなんて､ どうやって家族の理解を得ていらっしゃるのかなと思います｡ 私にはとても先生
方を見習う根性はありません｡ 理事の方々は偉い｡｣ と､ 本当は皮肉交じりに申し上げたつ
もりでありました｡
しかし､ 当時の医療対策委員会の大津の片山幸博元理事の､ 滅私のご人徳に触れさせてい
ただくうちに､ いつしか会員の為にこんな私でも少しは仕事が出来るのではないだろうかと
思うようになり (前向きな錯覚です) ました｡ また､ 県歯事務局長をはじめ､ 医療対策委員
会のお世話をして頂いていた職員の皆様の熱心さを見るにつけ､ 私でも皆様のご協力があれ
ば､ 何とかこの職務をお引き受け出来るのではないかと (再び前向きな錯覚です) 思うよう
になりました｡ どこにも根拠のない自信めいたものが芽生え始め､ 自分の日常置かれている
状況とは無関係に､ ご依頼があれば理事職をお引き受けしようと思うようになりました｡ も
ちろん､ 委員会メンバーの委員の支えを信じての事でありました｡ 当委員会は､ 理事の私よ
りはるかに経験豊富な委員に､ 毎日の事例対応をして頂いており､ そのおかげで､ 会員の皆
様の毎日の診療を支える一助となり得ている訳で､ 私はそのパワーのかじ取りをお任せ頂い
ているにすぎません｡
私は､ 医療事故・紛争の解決という仕事につきましては､ ある程度の経験も積み対応をで
きるという少々の自信もございます｡ しかし､ 本会理事会に出席するたびに､ 私は私の守備
範囲だけにしか知識も能力もない事を実感いたします｡ 会長､ 副会長､ 常務理事をはじめと
する理事会理事諸氏の見識の広さと深さ､ グローバルな視点､ 何より会務に対する真摯な姿
勢に感銘を受けずにはいられません｡ 理事者としては､ 会務全体の事をすべて把握しておか
なければならないことは､ 頭では理解しておりますが､ 私にはなかなか｡ 理事会の度に頭が
下がる思いであります｡ 加えて､ 久々山､ 西野両監事の理事会に対する冷静なご忠告､ 叱咤
激励して下さるご姿勢を拝見するにつけ､ この素晴らしい方々と共に仕事をさせて頂いてい
る事に､ 感謝の念を覚えるようになりました｡
昨年の熊歯会報７月号の巻頭言で､ 西野監事より暖かい激励のお言葉を頂き､ 私は､ 残り
の任期も自職に邁進する覚悟を新たにした次第です｡
理事会において各委員会の仕事､ 日本の一部としての歯科界の様々のお話をお聞きするに
つけ､ 会長をはじめ理事の皆様方に､ どうか､ ご健康にだけはお気を付け頂き､ 十分にご自
愛頂きますようにと､ 心より思う次第であります｡

��
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１. 開会：中嶋副会長
２. 挨拶：浦田会長

本日の資料にもありますように､ 次期執行

部への申し送り事項について､ 今年度の予算

を前年度比２割削減という無理なお願いをし

ました｡ そのような状況で､ 継続する事業と

そろそろ終了する事業にわけて検証を行って

頂き､ 事業計画・予算を立てられたと思いま

す｡ 本会が現在進めている‘医療連携’を念

頭に､ 今期に未達成の点､ うまくいった点又

は今後伸ばしたい点等を次期執行部へ申し送

りして頂きたいと思います｡ そうすることが

今後の事業の発展につながることと思います｡

もう一度立ち止まって振りかえってみて､ 次

期へ引き継ぐ事項を検討して頂ければと思い

ます｡

４月も残りわずかとなり､ 我々執行部の任

期もあと２ヶ月となりました｡ 任期最後まで

引き続きご協力の程よろしくお願い致します｡

４月22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23回理事会が
開催された｡

３. 平成26・27年度会務報告：
(自：３月23日～至：４月19日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ 臨時代議

員会､ くまもと歯の健康文化賞

委員会

学 術：中山秀樹先生熊本大学歯科口腔

外科教授ご就任記念講演会

社会保険：九州厚生局・県庁との打合せ､

都道府県社会保険担当理事連絡

協議会､ 保険個別指導

地域保健：糖尿病・歯周病医療連携ネット

ワーク

広 報：会報校正

学校歯科：日学歯臨時総会

医療対策：医療相談苦情事例報告

センター・介護：障がい児(者)アンケート

総務・厚生・医療管理：がん連携事業､ 病

診連携事業

学 院：入学式

国保組合：組合地区国保運営協議会役員研

修会

以上､ 各担当役員より報告がなされた｡
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４. 報告事項：
１, 人事異動

・西岡 麻央 (総務課)

臨時職員を経て契約社員とする (４月

１日付)

２, 在宅歯科医療連携室の職員の雇用

・金子 さおり (歯科衛生士)

３, 平成26年度熊本県・熊本市委託 (補助)

事業の結果

地域医療介護総合確保基金事業を含

めると､ 計14事業に約6,400万円の委

託・補助を受けた｡

４, 平成27年度地域医療介護総合確保基金

かかる都道府県個別ヒアリング

５月12日に厚労省において実施され

るヒアリングに､ 本会からは宮坂副会

長が出席する｡

５, 熊大歯科口腔外科に患者さんを紹介す

る際の外来診療予約申込み

５月の全会員発送時に周知する｡

６, 医師会への｢糖尿病・歯周病医療連携｣

に関する啓発

医師会へ依頼し､ 医師会会員及び関

係機関に3000部発送した｡ なお､ 本会

会員にも医師会会員へ発送した旨を通

知する｡

７, 糖尿病・歯周病医療連携事業 (天草地

区) の具体的な流れ

今年８月から来年２月まで事業が行

われる｡

８, 口腔粘膜疾患鑑別支援システムの連絡

体制の変更

熊大歯科口腔外科の教授に中山秀樹

先生が就任された事に伴うメール送付

先の変更を､ ５月の全会員発送時に周

知する｡

９, 全国労働保険事務組合連合会の退会

会費が高い上に､ 継続加入するメリッ

トがあまり無いため退会した｡

10, 事業実施報告

学術委員会： 『県歯科医学大会』 (３

月９日)

11, 会計３月末現況

12, その他

○牛島常務理事より､ 26年度のがん連携

事業と病診連携事業の本会登録会員へ

の紹介患者数の報告がなされた｡

５. 連絡事項：
１, 新役員就任までのスケジュール及び業

務概要

各役員は業務引継書を５月22日(金) ま

でに提出する｡

２, 各郡市歯科医師会への年間行事の通知

各郡市会長・専務理事へ４月16日付けで

通知した｡

３, ５月行事予定

６. 承認事項：
１, 新入会員の承認 [承認]

河野 宏和 (熊本市・第１種)､ 黒岩 寛

士 (熊本市・第１種)､ 中川 真樹 (熊本

市・第１種)､ 名和 佳宣 (熊本市・第１

種)､ 阿川 健太郎 (八代・第１種)､ 太

田 良紀 (球磨郡・第２種)､ 田中 文英

(第３種)､ 鮫田 慎也 (第３種) 計８名

の入会を承認した｡

※27年度入会状況 (４月末現在)…第１種・

５名､ 第２種・１名､ 第３種・２名

２, 関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼 [承認]

・熊本県高等学校保健会理事／熊本県高

等学校保健会

宮坂 圭太 副会長

任期：

平成27年４月１日～平成29年３月31日

・熊本県地域リハビリテーション推進会

議委員／熊本県認知症対策・地域ケア

推進課

松本 信久 理事

任期：

平成27年４月１日～平成30年３月31日

３, 名義後援使用依頼 [承認]

・第20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

４, チラシの配布依頼 [承認]

・第11回直立歯科医学研究大会

７. 議題：
１, 保存期間を経過した文書の廃棄 [承認]

��
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文書取扱規程に基づき廃棄することとし

た｡

２, 平成27年度定時代議員会の日程・報告・

議事 [承認]

原案どおり承認した｡

３, 平成27年度第１回臨時代議員会の日程・

報告・議事 [承認]

原案どおり承認した｡ なお､ 来賓とし

て蒲島県知事に出席を打診している｡

４, 平成27年度定時代議員会・第１回臨時

代議員会までのスケジュール [承認]

原案どおりに対応していくこととした｡

５, 定款・規則集の目次及び送付先・印刷

部数 [承認]

目次及び送付先については原案どおり

承認し､ 印刷部数は1200冊とすることと

した｡

６, 美しい日本の憲法をつくる熊本県民の

会からの協力依頼 [保留]

医師会､ 薬剤師会の対応を踏まえて､

今後協力を行うかどうか検討することと

した｡

７, 平成27年度歯科・口腔に関するモデル

事業 [承認]

将来的に本会へ依頼があった場合に対

応出来るよう､ 衛生士会に協力依頼し連

携して今後の事業展開に備えていくこと

とした｡

８, 熊本県委託 (補助) 事業に係る予算

[承認]

平成27年度早産予防対策事業予算明細

書について､ 原案どおり承認した｡

９, ペーパーレス化の再検討 [承認]

４月より月１回の発送となったことも

あり､ ペーパレスモニターは５月より廃

止することとした｡ さらに､ 月１回の発

送となったため､ 講演会情報の周知・浸

透を図る手段としてメールニュースを活

用することとした｡

10, その他

○日本体育協会公認スポーツデンティス

ト養成講習会新規受講申込者の推薦順

位 [承認]

各スポーツ団体との関連や将来的な

スポーツデンティストの育成・指導等

を考慮して､ 日歯への推薦順位を決定

した｡

８. 協議事項：

９. 監事講評：
西野監事より､ 一般会員の目線から見る

と､ 本会が現在取り組んでいる事業が多岐

に渡っていてわかりづらいので､ 各事業を

一覧にした表を作成してほしいとの要請が

なされた｡

10. 閉会：宮坂副会長
(広報 加藤 久雄)
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めるべく､ 私財を投じて高山歯科医学校を東
京芝で開校した｡ 1900 (明治33) 年には血脇
守之助に学校運営の一切を譲り､ 校名を東京
歯科医学院と改称した｡ 高山は常に歯科界の
結束に努力を払っていた､ 小幡英之助､ 伊沢
道盛らと力を合わせ日本歯科医会を発足させ､
1902 (明治35) 年会長に就任､ 同時に付設機
関として歯科医学会を発会させている｡ 翌
1903 (明治36) 年大日本歯科医会が創設され
た｡ これが現在の日本歯科医師会の始まりと
されている｡ 初代会長は高山紀齋であった｡� 一井 正典 (いちのい まさつね)
1862 (文久２) 年～1929 (昭和４) 年
享年68歳

現人吉市寺町で誕生､
14歳で西南戦争西郷軍
に従軍､ 1880 (明治13)
年19歳で上京､ 向上心
旺盛な正典は農学を目
指し1885 (明治18) 年
渡米する｡ サンフラン
シスコ到着後､ 農場で
働きながら英語を学んだ｡ 奇遇にもこの農場
主が1880年代にサンフランシスコで歯科医院
を開業し､ 日本の高山紀齋が学んだヴァンデ
ンバーグであった｡ ヴァンデンバーグの勧め
でフィラデルフィア・デンタルカレッジに入
学､ アルバイトをしながら勉学に励んだ｡ 成
績優秀により学費全面免除の特典を受けた｡
卒業後､ 歯科医院を開業､ アメリカ本土での
日本人最初の開業医及びアメリカ歯科医会会
員そして歯科学の教授を務めた｡ 1894 (明治
27) 年帰国後､ 東京神田神保町で開業｡ その
傍ら高山歯科医学院の講師となり器械学 (現
歯科補綴学) を担当し､ 後に東京歯科医学院
では歯科治術学を担当した｡ 日本では初期に
笑気麻酔を行い､ さらには電気応用無痛法の
開発､ 局所麻酔の開発等､ 歯科麻酔の発展に
貢献した｡ 補綴学分野ではポーセレン術､ 金
冠術､ 医療器械の開発導入や指導を行った｡
1900 (明治33) 年より約30年間､ 文部省医

�� ����������������������
第２章 歯科医療界の変遷
第１節 歯科界を牽引したレジェンドたち

｢歯科医師の養成｣
明治政府の課題は国内の近代国家体制の整
備であり､ 富国強兵・殖産興業を目標に､ 社
会・政治・経済全体の改革を進める必要があっ
た｡ 医師の養成が国策として進められたのに
対し､ 歯科医師の養成には公的な教育機関は
全く存在せず､ 学説試験のための講習会や私
塾によって行われていた｡ ｢官立歯科医学校
設立の請願｣ が度々出されたが､ 当時の国は
歯科医学教育を全く視野に入れておらず､ 具
体的な対応はされないままだった｡ やがて各
地で私学の歯科医学校が設立されていく､ 官
立の歯科教育機関ができるのは1928 (昭和３)
年の東京高等歯科医学校 (現東京医科歯科大
学) となる｡
今回は､ 私立歯科医専５校と国立１校を築
き上げていった先達たちを紹介しよう｡� 高山 紀齋 (たかやま きさい)

1850 (嘉永３) 年～1933 (昭和８) 年
享年84歳

1870 (明治３) 年､
20歳の時､ 岡山から上
京し慶応義塾に入学､
福沢諭吉のもとで英語
を習得し２年後渡米す
る｡ 渡米中歯痛のため
サンフランシスコの歯
科医師､ ヴァンデンバー
グに通院した｡ 高度な治療に驚いた高山は是
非ともこの技術と知識を日本に伝えようと決
心した｡ 通院中のヴァンデンバーグに入門､
歯科助手として６年間修行し､ その間アメリ
カの近代歯科医学を学び1878 (明治11) 年カ
リフォルニア州の開業免許を取得し帰国した｡
帰国後､ 東京銀座で歯科医院を開業する｡ 歯
科医師としての活躍はめざましく ｢保歯新論｣
を発刊､ 大日本私立衛生会委員として活躍､
宮内庁歯科侍医を拝命されている｡ 1890 (明
治23) 年､ アメリカ近代歯科医学を日本に広
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で中原歯科医院を開業､ ｢歯科医院｣ という
名称を掲げたのは日本で最初であった｡
1900 (明治33) 年34歳の時､ 麹町区会議員
当選｡ 前年の学校医職務規程の施行により学
校医による身体検査 (歯牙検査も学校医が行っ
ていた) が実施されていたが､ この制度に疑
問を持ち､ 区議会関係者に口腔衛生の必要性
を説き､ ｢児童ト歯牙ノ関係｣ を著し､ 区当
局と折衝し区内の５小学校で歯科医師による
歯科検査を実施した｡ 当時は学校歯科医とい
う制度はなく医師にしか検査が認められなかっ
たため､ ｢身体検査臨時補助医員｣ というこ
とで､ 公的に歯科検診が実施された､ 学校歯
科医の起源といえる｡ この後､ 学校歯科医制
度が確立するのは1931 (昭和６) 年であり､
実に30年の歳月を要している｡
1906 (明治39) 年の歯科医師法制定の折に
は歯科医師法を医師法の中に入れることを主
張した歯科医師の一人である｡
歯科医師のより良い教育環境を整えたいと
考えていた市五郎は1907 (明治40) 年､ 40歳
の時､ ｢学・技両全にして人格高尚なる歯科
医師の養成｣ を建学の精神に ｢共立歯科医学
校｣ を設立した｡ ２年後には ｢日本歯科医学
校｣ と改名し現在地の麹町区富士見町に移転､
同年 ｢日本歯科医学専門学校 (現日本歯科大
学)｣ に昇格された｡ 以来1936 (昭和11) 年
までの約25年間校長並びに学長として歯科医
学教育に､ また､ 歯科医師の社会的地位向上
に尽力した｡
市五郎の功績は学校歯科だけではない｡ 食
養道啓発活動､ 軍陣歯科､ 業権確立､ 静脈注
射事件､ 死亡診断書問題等々､ そしてまた､
市五郎生来の創意工夫の才を発揮し､ 様々な
研究業績を残している｡ その一つを紹介する
と､ 患者の一人に造り酒屋の主人がいて､ 上
顎全部床義歯では利き酒が思うようにできな
いとのことで､ 義歯口蓋に皺襞を付けたとこ
ろ好結果を得たと言う｡ 市五郎は口蓋隆起と
呼んだが後に ｢口蓋皺襞｣ と呼ばれることと
なる｡ また､ 晩年までに特許13件､ 実用新案
８件を取得し､ 特に下顎可動式の中原式咬合
器は補綴学の泰斗ギージーからも高く評価さ
れた｡
中原市五郎語録の中に ｢歯科医共は我利我

術開業歯科試験委員を務めた｡ その間約20年
間､ 明治､ 大正､ 昭和の三代天皇及び皇族方
の診療に従事し重責を全うした｡ 一井は日本
歯科医師会､ 東京都歯科医師会､ 日本歯科医
学会の創設に多大なる貢献をしている｡ また､
後進の教育､ 東京肥後県人会を主催するなど､
多くの熊本県出身者を育てた｡ 1929 (昭和４)
年に他界するが､ 葬儀に際しては天皇､ 皇后
両陛下より御祭祠料を下賜され､ また皇太子
陛下､ 各宮様からも特使賜り､ 御代拝の光栄
に浴した｡ 熊本が生んだ偉人の一人と言える｡
【高山歯科医学校でのエピソード】
一井と野口英世は､ 高山歯科医学院で同じ
時期講座を担当していた｡ その頃のエピソー
ドに ｢野口は講義中､ 福島県の方言で 『ここ
んとり』 という言葉を頻繁に使ったが､ 『此
処』 という意味のその抑揚がおかしいと､ 学
生たちは陰でよく真似をしてはしゃいだとい
う｡ 一方､ 一井は熊本県球磨地方の方言で
『ジュグリット』 というのを頻用したらしい｡
例えば 『口のまわりをジュグリット』 という
風に｡ そこで学生たちが､ 『先生､ ジュグリッ
トというのは英語ですか､ ドイツ語ですか』
と質問したところ､ 『馬鹿｡ 貴様ら､ 日本語
もわからんのか』 と大喝されたという｡ 『ぐ
るりっと』 という副詞に 『じゅ』 という接頭
語がついて使用されるもので､ 以来一井は
『ジュグリット先生』 というニックネームで
呼ばれるようになった｡� 中原 市五郎 (なかはら いちごろう)
1867 (慶応３) 年～1941 (昭和16) 年
享年75歳

長野県上伊那郡下平
村で誕生､ 16歳の時上
京､ 歯科医師になるこ
とを決意し､ 九段坂下
の ｢皇國西洋入歯｣ の
岡田三百三に入門修行
する｡ 1888 (明治21)
年､ 東京歯科専門医学
校 (我が国初の歯科医学教育機関) に入学し､
翌年23歳で歯科医術開業試験に合格し､ 歯科
医籍第86号に登録された｡ 合格後､ 東京麹町
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利亡者だ｣ や ｢世に立つに必要なことは､ 目
的と見透しと努力の三つだ｡ 目的を立て､ 見
透しがついたら､ あとは努力の一点張りだ｡
馬車馬のように一直線に進め｣ (専門学校第
１回卒業式訓辞) とあるように､ 生真面目で
気骨ある明治人の一人であったと感じられる｡� 血脇 守之助 (ちわき もりのすけ)

1870 (明治３) 年～1947 (昭和22) 年
享年78歳

千葉県我孫子の生ま
れ､ 慶応義塾卒業後､
新聞記者､ 英語教師を
経て高山歯科医学院に
入学､ 明治28年歯科医
師 (歯科医籍録第280
号 受験者は105人､
合格したのは16人) と
なる｡ 学院の幹事として学院を歯科医界の指
導的存在にすべく､ 卒業試験の実施､ 院友会
の創設､ 『歯科医学叢談』 の創刊など､ 学院
の改革に取り組んでいった｡ 1900 (明治33)
年には高山歯科医学院を神田に移設し､ 高山
紀齋から院長を引き継ぎ実地修練 (臨床実習)
も含んだ教育課程を整え､ 東京歯科医学院と
して発足､ その後1907 (明治40) 年東京歯科
医学専門学校 (現東京歯科大学) に昇格し校
長に就任､ 1943 (昭和18) 年に奥村鶴吉に校
長を譲り名誉校長となる｡ 1946 (昭和21) 年
には東京歯科は我が国最初の歯科大学となっ
た｡ 歯科医師の身分法である歯科医師法の成
立に尽力し､ 日本歯科医学会会長､ 日本連合
歯科医師会会長を歴任し､ 1926 (大正15) 年
から1946 (昭和21) 年までの約21年間､ 日本
歯科医師会会長として歯科医師会発展のため
に尽力した｡ 終生､ 日本の歯科医学教育の質
的発展､ 医政の発達向上に寄与した大功労者
の一人といえる｡
【野口英世のパトロン】
血脇は野口英世のパトロンとしても有名で
ある｡ 野口清作 (英世) は1896 (明治29) 年
東京で開催された医師開業前期試験に合格す
るが､ ２ヶ月の東京滞在中40円持っていた金
を使い果たし無一文になってしまう｡ (野口

の浪費癖はつとに有名
であった) (当時の小
学校校長の給料で十数
円､ 小使いで一円の時
代) 困り果てた英世は､
守之助に助けを求める｡
守之助は義侠心に富む
親分肌の男であった｡
後に歯科医師の地位向
上の為政治活動をして
いる時 ｢歯医者風情で云々｣ と軽蔑視した代
議士の頭を殴ったというエピソードがある｡
英世の天分を見抜いた守之助は高山歯科医学
院で面倒を見ながら物心両面で英世を支援し､
医師開業後期試験に合格させる｡ 英世は1900
(明治33) 年､ 守之助の多額の資金援助の中
渡米し､ 研究業績を挙げる｡ 1922 (大正11)
年守之助は日本歯科医師会会長として欧米視
察に出る､ ヨーロッパ視察を終え最後の視察
地アメリカへ向かう｡ ニューヨーク港で出迎
えたのは野口英世であった｡ 血脇は野口英世､
遠藤至六郎を伴い､ ハーディング大統領をホ
ワイトハウスに表敬訪問した､ 歯科医師会会
長の資格で訪問国の元首を訪問したのは最初
であった｡ 英世は守之助からの日本での恩義
を忘れることなくアメリカ滞在中の視察団を
視察､ 見学､ 招待､ 宴席という綿密なスケジュー
ルを立てて歓迎した｡ 英世はその後､ 黄熱病､
オロヤ熱病､ トラホームの病原体を発表する｡
1928 (昭和３) 年､ 研究テーマであった黄熱
病に罹患した英世は生涯守之助のことを忘れ
ることなくアフリカのアクラで他界する｡ 野
口に対する援助は血脇イズムである東歯家族
主義の実践とも言える｡
【福沢諭吉と歯科医学】
福沢諭吉は､ 外交学､ 教育学､ 医学などに
優れた才能を発揮した｡ 緒方洪庵について適
熟で諸学を学んだこと､ 北里柴三郎らと交流
があったことなどから医学についても相当な
知識を持っていた｡ 歯科医学に関しては､
｢お歯黒｣ 廃止に関連して､ 美しく見せるた
めに､ 眉毛を剃ったり､ 歯を黒く塗ることに
対しての諭吉の批判が寓言 ｢かたわ娘｣ の中
に綴ってある｡
小幡英之助､ 高山紀齋､ 血脇守之助らは慶
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応義塾で諭吉のもとで英語を学んでいる｡ そ
のような関係の中､ 現在も両校の交流は続い
ており､ 慶應義塾大学医学部口腔外科教室の
教授は東京歯科大学の出身者であり､ 医局員
も東京歯科大学出身者が多数を占めている｡
両校は今も深い絆で結ばれている｡� 藤原 市太郎 (ふじわら いちたろう)

1864 (元治元) 年～1938 (昭和13) 年
享年75歳

1890 (明治23) 年頃､
大阪市南区東清水町の
４階建ての洋館の診療
室で20人くらいの従業
員を使い開業していた｡
1894 (明治27) 年､ 友
人たちと話し合い､ 歯
科医師を目指す後輩た
ちのために ｢歯科医学講習所｣ を開設した｡
当時は東京の ｢高山歯科医学校 (後の東京歯
科大学)｣､ ｢共立歯科医学校 (後の日本歯科
大学)｣､ の他に ｢愛知歯科医学校｣､ ｢仙台歯
科医学校｣､ ｢京都歯科医学校｣ ｢岡山歯科医
学校｣ などの歯科医学校が開設されていた｡
市太郎は講習所を医学校に昇格させようと努
力し､ 1911 (明治44) 年 ｢大阪歯科医学校｣
設立が認可された｡ ｢学校経営事業は営利に
非ず､ 博愛公益のために努力するものなるこ
と｣ という､ ｢博愛公益｣ を建学の精神に唱
えた｡
市太郎の歯科医師養成に対する情熱に感動
した､ 東京歯科医学専門学校は協力を惜しま
なかった｡ 1910 (明治43) 年８月､ 10日間の
｢歯科夏期講習会｣ に､ 奥村鶴吉､ 花澤鼎､
早川可美良らの素晴らしい講師を送り支援し
た｡ その後､ 歯科医学校を歯科医学専門学校
に昇格させるべく努力する､ 実業家の援助も
あり念願の ｢大阪歯科医学専門学校｣ が1917
(大正６) 年､ 認可設立された｡ 1997 (平成
９) 年には､ 大阪市中央区大手前に最新鋭の
機種を備えた付属病院と校舎､ 付属施設が完
成した｡ 大阪歯科大学の基礎を築き発展のた
めに努力した市太郎だった｡

� 國永 正臣 (くになが まさおみ)
1876 (明治９) 年～1967 (昭和42) 年
享年92歳

福岡市春吉の生まれ｡
1895 (明治28) 年高山
歯科医学院に入学､
1898 (明治31) 年歯科
医術開業試験に合格
(歯科医籍第446号) し
現在の北九州市若松区
で開業する｡ 志を立て
1902 (明治35) 年渡米後イリノイ大学歯学部
に入学､ Doctor of Dental Surgeryの学位
を取得し1910 (明治43) 年帰国後は､ 福岡市
東中洲で開業した｡ 1914 (大正３) 年福岡市
因幡町に木造２階建ての ｢私立九州歯科医学
校｣ を設立した｡ 正臣39歳の時である｡ 設立
の趣旨は ｢米国に比べ我が国の歯科医師数は
ひどく足りない｡ わずか２つの私立歯科医専
から毎年150人ぐらいが出ているに過ぎない｡
一方､ 検定受験者は毎年1,000人を超してい
る｡ したがって､ その人達の学校が必要であ
る｡｣ と書かれていた｡
７年後の1921 (大正10) 年 ｢財団法人九州
歯科医学専門学校｣ に昇格､ 西日本唯一の歯
科医師養成機関として本格的な教育活動が開
始され､ 初代校長に就任した｡ しかし､ 学校
運営と教育問題で紛争が続き1925 (大正14)
年正臣50歳のときに退陣する｡ 学校はその後
1936 (昭和11) 年､ 福岡から北九州市真鶴へ
移転､ 第二次世界大戦中の1944 (昭和19) 年
には､ 福岡県に移管され､ 戦時中で医師不足
のため､ 福岡県立医学歯学専門学校と改称さ
れ設立､ 終戦後1947 (昭和22) 年､ 医学科が
廃科となり再度､ 福岡県立歯科医学専門学校
と改称され､ 1949 (昭和24) 年新制大学の改
革によって ｢福岡県立九州歯科大学｣ の誕生､
永松勝海が初代学長に就任した｡
1999 (平成11) 年､ 最新鋭の附属病院が竣
工､ 2006 (平成18) 年には本学本館ならびに
講堂が竣工している｡ 正臣の夢は後世に受け
継がれ2014 (平成26) 年に100周年を迎えた｡
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� 佐藤 運雄 (さとう かずお)
1879 (明治12) 年～1964 (昭和39) 年
享年86歳

東京生まれ､ 1898
(明治31) 年に高山歯
科医学院では一井正典
の講義を受けている｡
卒業後､ さらに､ 歯科
学を学ぶため1900 (明
治33) 年から３年間ア
メリカに留学し､ シカ
ゴのレーキフォレスト大学歯学部､ ラッシュ
医科大学を卒業｡ 帰国後は､ 血脇守之助の強
い依頼で母校の東京歯科医学院の講師として
教壇に立った｡ しかし､ 運雄は歯科医師の地
位向上を図りたいと､ 東京帝国大学医学部の
歯科外来に入局を計画するが､ 帝大は歯科医
師を正規の医局員としては採用しない規定だっ
たので､ 傍観生の形で入局することになった｡
1904 (明治37) 年日露戦争開戦､ 戸山陸軍病
院に負傷兵や傷病兵が送還され､ 歯科疾患の
治療を帝大歯科が担当することになった｡ そ
の担当者に運雄が選出されたが､ 傍観生の肩
書では陸軍が許可しないことから､ 急遽講師
に昇格された｡ 歯科医師としては帝国大学最
初の職員である｡
その後､ 南満州鉄道大連病院歯科口腔外科
医長などを務め帰国､ 文部省歯科医術開業試
験委員となっていた佐藤は､ 受験生の知識が
歯科学のみに集中していることに疑問を持ち､
歯科医師養成のためには､ 適切な教育機関が
必要であると考えた｡ そこで､ 1915 (大正４)
年自ら予備校的な臨床試問会を開設し､ 翌年､
日本橋区 (現中央区) の東京医会本部内に東
洋歯科医学校を創設した｡ 同校の創設の目的
は､ 歯科学を単に歯や口腔だけに止めず､ 基
礎医学との関係においてとらえ､ 全身との関
連において組織的に学ぶことの重要性を強調
し､ 豊かな人間性を育む教育を行うことであっ
た｡ 1919 (大正８) 年駿河台に移転､ 翌年､
東洋歯科医学専門学校に昇格する｡
佐藤は､ 歯科医は医学を修めてからやるべ
きだとする ｢医歯一元論｣ の立場から､ 歯科
の教育をさらに前進させるには､ 医学科を設

置する必要があると考えていた｡ しかし､
｢専門学校令｣ により東洋歯科医学専門学校
に昇格したとはいえ､ 経営は不安定で､ とて
も医科を設置する余裕はなかった｡ 一方､ そ
の頃日本大学理事山岡萬之助は､ 日本大学を
総合大学に発展させるには､ 医学科の設置は
不可欠であると考えていた｡ そこで､ 佐藤と
山岡とが相談し､ 東洋歯科医学専門学校を日
本大学に合併し､ これを基盤として､ 医学科
を設置するということで意見がまとまり､
1922 (大正11) 年に同校と日本大学は合併し
日本大学専門部歯科を発足させた｡ その後､
1949 (昭和24) 年新制大学改革により ｢日本
大学歯学部｣ の誕生となった｡
明治30年代に､ 医歯二元論を唱える東京歯
科医学院の奥村鶴吉と医歯一元論の佐藤運雄
の二人の論説は激しく取り交わされた｡ 1943
(昭和18) 年日本大学学長､ 1946 (昭和21)
年理事長､ 1948 (昭和23) 年～1952 (昭和27)
年､ 1958 (昭和33) 年～1960 (昭和35) 年日
本歯科医師会会長を務めた｡� 島峰 徹 (しまみね とおる)

1877 (明治10) 年～1945 (昭和20) 年
享年69歳

新潟県生まれ､ 金沢
の第四高等学校を経て､
1901 (明治34) 年東京
帝国大学医学部に入学､
卒業後は小石川養育院
に勤務､ 1907 (明治40)
年日本石油内藤久寛の支援でドイツへ私費留
学する｡ ベルリン大学医学部の歯科に入学し
口腔外科と歯科病理学を学んだ｡ その後ブレ
スラウ大学に移り ｢第２セメント質｣ に関す
る研究や ｢スピロヘーターの純粋培養｣ を成
し遂げ国費留学となる｡ 1914 (大正３) 年12
月帰国すると論文が認められ､ 医学博士が授
与された｡
1915 (大正４) 年､ 東京帝国大学医学部歯
科学教室に入局すると同時に永楽病院 (医術
開業試験附属病院) の歯科医長となった｡ 島
峰が頭に描いていたのは､ 帝大医学部の歯科
学教室を充実させ､ 帝大にベルリン大学のよ

��
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うな歯学科を設置することだったと思われる
が現実は大変厳しいものだった｡ 教授の石原
久が､ まったく歯科学というものに興味を示
さず､ ｢歯科などは医学とは無縁な小手先の
技である｣ と公言していた｡ 石原はもともと
帝大の佐藤三吉門下の外科医であった｡ しか
し､ 帝大に歯科教室を作ろうという時､ 適当
な人物がいないために､ 佐藤が拝み倒してド
イツ留学のおまけをつけてなんとか歯科の責
任者にしたのである｡ そのためか､ 教授になっ
てからも ｢歯科｣ を毛嫌いし､ 生涯を通して､
ただの一度も歯科医学論文を書かなかった｡
明治初期以来､ 歯科医師の養成はすべて民間
が行っていたが､ 次第に歯科疾患が国民生活
の向上に与える影響が危惧されるようになり､
国家が歯科医師の養成を行うべきという意見
が強くなった｡ 当時の社会は､ 徹底的な官尊
民卑であったため､ 官立の歯科医師養成機関
が設置されない限り歯科医師の社会的向上は
まったく望めなかった｡ しかし､ 国家はこの
｢まったく歯学に無関心｣ な石原久を責任者
にして､ 東京帝国大学内に歯学部を設置しよ
うと考えたのである｡ この構想はその後断ち
切れとなり二度とテーブルに上がることはな
かった｡
それに対して同じ東京帝国大学医学部出身
で歯科学を専攻していた島峰徹は ｢東京帝大
に歯科の発展は無い､ 何時しか正式な歯科医
師教育機関を設立しよう｣ と考えていた｡
1915 (大正４) 年､ 医術開業試験附属病院歯
科医長を任命され､ その後歯科が独立したた
め歯科医術開業試験附属病院病院長に任命さ
れる｡
その後､ 徹の積極的な行動と人脈によって
1928 (昭和３) 年､ 明治以来の念願であった

官立の東京高等歯科医学校 (現東京医科歯科
大学) が創設される｡ 島峰は､ できる限り従
来の医学教育に近い形で歯学教育を行うこと
を理想とした｡ そのため､ 私立の歯科医学専
門学校がアメリカ流の歯科医学を採用したの
に対して､ 東京高等歯科医学校では当時の医
学部と同じドイツ流医学を採用し､ 今までと
は全く異なる歯学教育を行った｡ 教授をはじ
め教官は全員を歯科を専門とする帝大出の医
師から採用し､ 歯科医師を一人も採用しなかっ
た｡ また､ 基礎医学の教育にも医学部に準じ
たカリキュラムを取り入れるなど､ もっとも
医学部に近い教育を行う歯科医学校が誕生し
たのである｡

【教訓】
明治政府の歯学に対する冷淡さにより歯
科医学教育は著しく立ち遅れ､ 歯科の社
会的評価と地位も低いものであった｡ そ
の中､ 個人の力で学校を創り歯学向上に
熱心に取り組んだ先達には畏敬の念を抱
く｡ 現在では歯科医師の社会的ステータ
スは高くなっているが､ 私たちは先達の
努力を忘れることなく､ プライドを持っ
て日々の研鑚に励み､ 社会的責任を果た
していく必要がある｡

次回は､ 大正時代､ 歯科医師会いよいよ育
成期のヒストリーです｡

(専務理事 渡辺賢治)

引用・参考文献：歯科保健医療小史､ 歯科医
学史を求めて､ 考証中原市
五郎史伝､ 東京歯科大学
120周年記念誌
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今日では当然の様に､ ｢フッ化物洗口を行

いましょう！｣ ｢子供の歯を守るためにはフッ

化物洗口は必須！｣ と呼びかけをしている｡

条例ができ､ 委託事業として県行政と一緒に

学び､ 歩んできた｡ あれから４年半､ 色々な

ことがあった｡ 当初 ｢フッ化物洗口を保育園・

幼稚園・小中学校に広めれば良いのか？簡単

な事業だな｣ と､ 正直思っていた｡ 昔から

｢フッ化物洗口｣ が普及しないのは何故だろ

うと､ 考えたことも無かったが､ 調べてみる

と諸先輩方はこの ｢フッ化物洗口｣ に昔から

深く着手され大変苦労された事が分かった｡

スワ！これはとんでもないものを仰せつかっ

たのではと､ 早速学校歯科委員会の委員を集

めて､ 今後の方針を行政の方々を交えて話し

合いを行った｡ また､ 各郡市の学校歯科担当

の皆様､ 衛生士会の方々､ 養護教諭研究会の

先生方と連携するために会議を重ねてきた｡

ここに御尽力頂いた皆様に感謝の意を申し上

げます｡ ｢健康づくり推進条例｣ ができて､

県庁のホームページに ｢フッ化物洗口におけ

るパブリックコメント｣ が設置された｡ パブ

リックコメントとは､ 色々な事業がなされる

にあたり､ 幅広く市民の皆様に御意見を頂く

事らしいが､ いつもそんなに多くの意見が寄

せられるものではないらしい｡ しかし､ この

フッ化物洗口事業にはまれにみる多くのコメ

ントを頂いたとの事だった｡ 内訳は①フッ化

物洗口の安全性と有効性 ②学校の負担感

③学校で行う必要性 ④フッ化物洗口の環境

への影響 等々予定をはるかにしのぐ意見が

出た｡ この事からも､ 関心度の高さを感じ､

この問題を一つ一つ解決するにはどうしたら

よいのか？県民の皆様に理解して頂くために

は歯科医師として何をすればよいのか｡ 苦悩

の日々の幕明けでもあった｡ 推進条例の中に

(歯科医師の役割) 第７条 歯科医師等は､

基本理念にのっとり､ 県が実施する歯及び口

腔の健康づくりに関する施策並びに市町村が

実施する歯及び口腔の健康づくりに関する保

健サービスに協力するよう努めるものとする｡

２ (前略) 支援するための研修を実施するよ

う努める｡ と記してある｡ それに伴い､ 各地

で ｢圏域説明会｣ ｢学齢期歯科保健講習会｣

を数えきれないほど行ってきた｡ 各郡市の歯

科医の皆様方､ また学校歯科医の方々には診

療の時間を割いてまで出向いて頂き､ 講習会

を行ってもらっている｡ その度に矢継ぎ早に

出る各種の質問､ それを纏めて回答集を作成､

次の講演への準備をし､ 同じような質問には

それなりに答え､ 新手の質問には笑顔と冷や

汗を提供して ｢次回までの宿題にさせて頂き

ます｣ と頭を下げ､ 家に持ち帰りパソコンの

前に数時間｡ こんなとんでもない事業を長年

させて頂いたおかげで ｢なんて我慢強い性格

になったのだろう！｣ と自画自賛する事も無

く､ ただひたすら走ってきた｡ しかし､ ｢フッ

素とは？｣ の質問には学術的に答えることが

できても､ ｢学校には時間が無い｣ ｢業務が多

いのにこれ以上仕事を増やして欲しくない｣

｢薬剤を触りたくないし責任を取りたくない｣

と歯科医師には触れることのできない質問に

は視線を逸らすしかない｡ そこは行政の方々

が頑張られ､ 何度も何度も同じような質問に

答えていかれたのを目の当たりにしてきた｡

大変な努力だと感銘し拝聴している｡ しかし､

学校からの要望もなるほどと思う点がいくつ

かある｡ 子供たちの毎日を ｢親代わり？｣ し

なくてはならない保育園・幼稚園・小中学校

は生徒の体の事､ 教育の事､ 生活の事等につ

いて先生方､ 養護の先生は一杯一杯の御仕事

をされていることも今回のこの事業を通して

知ることが出来た｡ 学校も大変なのだと痛感

した次第だ｡ それを踏まえて､ 新しい ｢フッ

化物洗口｣ を取り入れられるのにはやはり抵

抗はあるかもしれない｡ しかし､ このフッ化

物洗口で今の子供達が成人した時に､ むし歯

の少ない口腔内環境を与えることが出来るな

らば､ 少しでも良いので時間の都合を付けて､

今を頑張って欲しい！とお願いをしている｡

特 集 �������������������
学校歯科委員会 理事 大林裕明
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地道な努力が将来花開くことを信じて｡ さて

推進条例の中に (県民の役割について) 第10

条県民は歯及び口腔の健康づくりに関する知

識及び理解を深める様に自ら努めるものとす

る｡ とあり､ ３保護者は (この言い方は他県

にはない文言だそうだ) 家庭において､ その

子供のむし歯及び歯周病の予防及び早期治療

の推奨､ 健康な食生活の実現その他歯及び口

腔の健康づくりに関する取り組みを行うよう

努めとする｡ と記してある｡ 保護者には家庭

における取り組みとして､ 子供にむし歯や歯

周疾患がある時は､ 歯科医療機関による治療

を勧める｡ この文言も全国的に珍しいと言わ

れていて､ 県知事をはじめ県行政の強い思い

入れを感じる｡ (施策の推進) 第12条におい

て､ ２乳幼児及び少年に対し､ 市町村､ 歯科

医師等､ 保健医療関係者及び教育関係者との

連携を図り歯磨き､ フッ化物応用その他のむ

し歯及び歯周病の予防のための対策を推進す

ること､ とある｡ 子供の頃からのむし歯予防

対策は､ 将来生活習慣病予防につながること

から､ 市町村関係者が子供の歯磨き､ フッ化

物応用等対策を推進していることを規定して

いる｡ この様な条例のおかげで平成26年度３

月での実施状況では70.5％の値で､ 平成27年

度には99.5％の実施状況になると行政は考え

ておられるようだ｡ が､ 実際は如何であろう

か？先日､ 各郡市学校歯科担当者会議を開か

せて頂き､ 各郡市の現況を代表者に伺い､ 行

政との把握に開きがあることが分かった｡ そ

こを近似値にするためには､ これからも地道

に一校一校学校歯科医の皆様と市町村､ 校長

先生､ 教頭先生､ 学校教諭､ 養護教諭､ PT

A関係と共に ｢学校保健委員会｣ を開いて､

子供達のむし歯予防のために御尽力を賜われ

ばと切に望む｡ 県内全域実施率100％を目指

すにはこれからもお互いの情報を交換し合い

切磋琢磨して遂行していかなくてはならない

ものだ｡

次にここ数年の ｢12歳児の一人平均むし歯

本数｣ の移り変わりについて説明する｡

表１をご覧頂きたい｡

表１ 12歳児の一人平均むし歯本数 (都道府県別)
平成21年度学校保健統計調査
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これは平成21年度の12歳児の一人平均むし

歯本数 (文部科学省統計調査) のグラフだ｡

この時点で熊本県はワースト2位であり､

むし歯本数は2.6本の値であった｡ この結果

を踏まえて､ 歯及び口腔の健康推進条例がで

きた｡

表２をご覧頂きたい｡

これは昨年平成26年度のグラフだ｡ どの県

も少しずつではあるけど減少傾向にある｡ し

かし熊本は同率下位から４番目にあり､ 本数

的には1.3本と21年に比べて半分には減少し

ているが､ 全国平均からするとまだまだ予断

が許せる範囲では無い｡ これからも気を引き

締めて指導にあたって行かなければと思う｡

今は熊本市が未知なる部分もあるが､ マン

モス校が多い分､ 大変でしょうが､ 協力出来

る所は協力しあい､ 進めて参りましょう｡ と

にかく､ この事業を完結させるには､ 会員の

皆様方の御協力無く達成することは絶対に出

来ません｡ 県学校歯科委員会もこれまで同様

頑張って参りますので､ 御指導御鞭撻の程宜

しくお願いいたします｡ 執りとめのない話を

綴って参りましたが読んで頂きありがとうご

ざいました｡

表２ 12歳児の一人平均むし歯本数 (都道府県別)
平成26年度学校保健統計調査
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平成27年度第１回臨時代議員会のお知らせ

下記の通り平成27年度第１回臨時代議員会を開催いたしますのでお知らせ

します｡

記

日時：平成27年７月18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 裁定審議委員会委員の委嘱に関する件

第２号議案 選挙管理委員会委員､ 同予備委員の委嘱に関する件

[協 議]
１ 時局対策について

２ その他

※代議員会は公開となっています｡ 傍聴を希望される場合は､

会議場後方に席を用意してありますので､ ご来場下さい｡

� � �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

山内 � 先生
平成27年４月28日 ご逝去 88歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和26年11月３日
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����� ��������������������阿蘇郡市歯科医師会

４月11日(土) 午後４時から熊本県歯科医師

会医療対策担当､ 冨屋栄祐理事､ 熊本市歯科医

師会社会保険担当､ 渡辺洋理事をお迎えし ｢医

療苦情・医療事故の実情と対応｣ について講演

があった｡

医療苦情相談事例内容のほとんどが歯科医院

の対応､ 態度の問題､ 説明不足､ 料金の問題

(特に自費) となっていること｡ 男性より女性

からの苦情が多い (特に40代～70代) というこ

と｡ また具体的な事例､ 20例あまりの解説があっ

た｡ 医療苦情に対する診療側の対策として､ 詳

しい治療の必要性の説明はもちろんのこと､ こ

れからする治療は検査なのか処置なのか医学管

理なのか､ 明細書に記載があるのでそれとなく

説明をしておく事や患者さんの言葉はそのまま

カルテに記載をしておくことなど､ 様々な治療

結果を想定して先手先手で説明をすることが大

切のようだ｡ 医療苦情に絡めて義歯の６ヶ月規

制の件､ 補綴物維持管理の２年の件など保険に

ついても話があった｡ 予定していた時間いっぱ

いまで講演して頂き､ 終了後の懇親会でも話が

盛り上がった｡ 冨屋理事､ 渡辺理事遅くまでの

お付き合いありがとうございました｡ 今後とも

よろしくお願いします｡

(乕谷 真)

―医療対策研修会―

郡市会報告

懇切丁寧な説明の講師

―学術講演会―

�������������玉名郡市歯科医師会

４月24日(金) 午後７時より玉名文化センター

にて､ 昨年､ 熊本大学大学院生命科学研究部歯

科口腔外科学分野教授に就任された中山秀樹先

生による学術講演会が開催された｡ 今回は ｢臨

床に役立つ！興味深い口腔外科症例集｣ と言う

演題で講演が行われた｡

今回は臨床症例を中心に９症例を講演された｡

例えば舌リンパ管腫として診断されたが､ ＨＩ

Ｖ感染により口腔カポジ肉腫が舌に起きた稀な

症例や悪性度の高いバーキットリンパ腫の口腔

内症状､ あるいは丹毒､ 口腔梅毒といった日頃

から目にする可能性のある病気であったり､ 下

顎小臼歯部に何度もできる過剰歯や難治性口内

炎､ 下顎骨の疼痛より狭心症と診断された症例

等､ 日頃見落としそうなちょっとした症状から

意外と隠れた病気が見つかることがあり､ 気づ

くことが大切であると言う事であった｡ 今回色々

な症例を見せてもらう事で､ 明日からの診療で

見落としが無いようにしっかり見て行こうと思

う｡

講演終了後は会場を料亭 ｢山路｣ に移し中山

教授との親睦を深めた｡

(山本 浩喜)

臨床症例を中心に９症例を説明

��
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����� �����������上益城郡歯科医師会

４月11日(土) 午後４時より､ 県歯会館３階

研修室において､ 宇城三郡市合同学術講演会が､

熊本大学附属病院歯科口腔外科の中山秀樹教授

を講師にお招きし､ 開催された｡ 本年度は､

上益城郡の担当となっており､ 上益城郡歯科医

師会の玉置孝信会長から挨拶があった｡ 年度末

の区切りが､ 昨年より３月から６月への変更に

伴い､ 難行した日程の調整のいきさつの説明が

あった｡

講演会は､ 座長である上益城郡歯科医師会学

術の寺�恵多朗委員の進行により始まった｡ 土
曜日の午後にもかかわらず､ 宇城三郡市の多数

の会員参加があり､ 教授就任後の熊本県内初と

なる講演会への関心の高さがうかがえた｡

｢“一度は聞いておきたい！興味深い口腔外

科症例集”｣ と題し､ 中山教授厳選の10症例を

もとに､ それぞれの詳細な熱のこもった解説が

あった｡ 口腔領域が､ 全身疾患の初発症状とし

て現れる症例の診断に至るまでの経緯の説明が

あった｡ 非常にまれなケースではあるだろうが､

初発症状からは､ 想像もつかないような重大な

疾患が隠れていることもあり､ 鑑別・診断の大

切さ､ 難しさを痛感させられる内容の講演会と

なった｡ もちろん､ 歯科口腔外科だけでなく､

総合診療科､ 血液内科､ 皮膚科等の他科との協

力・連携の必要性も強く感じた｡ また､ 症例ご

とに質疑応答が飛び交う､ とても活気ある講演

会となった｡

今回の中山教授の講演会を通して､ 診査・診

断の大切さ､ 鑑別・診断の難しさを肝に銘じ､

地元の地域社会の患者様に少しでも貢献できる

ような歯科診療を心がける必要性を感じた講演

会であった｡

引き続き､ ホテル日航に場所を移し､ 中山教

授を囲んでの懇親会となった｡ 中山教授の席の

隣には､ 急遽､ 特設の質問席が準備され､ 個別

の症例相談の場となった｡ お酒も入り､ 右往左

往の席の取り合いとなり､ とても､ 楽しい和や

かな宴会となった｡ また､ 中山教授と宇城三郡

市会員との懇親を深めるよい機会ともなった｡

最後は､ 上益城郡歯科医師会の佐藤昭彦常務理

事の閉会の挨拶により､ 懇親会は､ 終了した｡

(工藤 智明)

厳選の10症例

―宇城三郡市合同学術講演会―
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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｡

井口 佳大
(イノクチ ケイタ)

熊本市東区石原
１－１－108

よつば歯科口腔クリニック

①新規歯科医院の開業をひかえ､ 医院の方向
性を考え雰囲気､ システム作りをすすめて
いるため､ 他のさまざまな企業､ 医院がど
のようにされているかということに関心を
もっています｡
②スタッフも患者さんも笑顔になる歯科診療
のため､ 感染予防や全身管理を含めて安心・
安全に歯科医療を真心込めて行っていきた
いと考えています｡
③まだ､ 開院もしていないため何とも言えま
せんが､ 全身管理の知識があるスタッフが
いることと､ 希望を込めて言わせていただ
くとスタッフ全員が優しいことが特色です｡
④まず､ 当面は自分の足元の地盤が固まるよ
うに新規歯科医院の基礎を固めていきたい
と思っています｡ よろしくお願い致します｡

植木 修平
(ウエキ シュウヘイ)

菊池郡菊陽町大字津久礼
字久保2799－２

菊陽うえき歯科クリニック

①開業にわたり､ まずは患者様に来ていただ
けるかどうか｡
②自己満足ではなく､ 患者様にとって有益と
なる治療｡
③外科・麻酔鑑定医として全身状態の把握､
管理をした総合的な治療､ 鎮静法の提供
④地域の中核となる診療所をつくりあげてい
く

田中 文英
(タナカ フミヒデ)

熊本市北区龍田

８丁目20－11

田中歯科医院

第第１１種種会会員員
太田 良紀
(オオタ ヨシノリ)

球磨郡多良木町
多良木938-３

おおた歯科こども歯科クリ
ニック

①地元高校廃校などの地域の過疎化
②小児から高齢者まですべての年代をしっか
りサポートできる歯科診療

③四季を感じることができる植栽
④親しみやすい医院づくり

第第３３種種会会員員
鮫田 慎也
(サメダ シンヤ)

熊本市中央区本荘

６丁目4-4

中原デンタルクリニック

��
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会 務 報 告
所管 日付 摘要 出席

総 務

３月23日
県医療審議会 (県庁) 浦田会長

くまもと歯の健康文化賞委員会
(１) 平成26年度候補者審査

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 田上常務理事

24日 県総合保健センター創立30周年記念式典・シンポジウム (熊本市国際交流会館) 浦田会長

25日

第22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) 医科歯科連携訪問歯科診療用医療機器貸借契約書

(２) 物品購入並びに会館の増設改修の決裁に関する内規の修正
(３) 平成26年度臨時代議員会事前質問の回答 ほか

浦田会長他牛島常務理事を除く全役
員､ 伊藤学院長

26日
熊本市歯会通常総会 浦田会長

在宅歯科医療連携室整備事業打合せ 宮坂副会長､ 松本理事

27日

都道府県地域医療構想 (ビジョン) の策定及び医療計画における都道府県実務担当者連絡
協議会

渡辺専務理事

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

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

月次監査
２月末現況

久々山・西野監事

28日

臨時代議員会
[議事] 第１号～第５号議案
[協議] (１) 時局対策

中村議長､ 市原副議長他46議員､ 浦
田会長他全役員

会員懇談会 浦田会長他全役員

４月４日
くま歯キャラバン隊 (熊本市)
熊本市学校歯科研修会
受講者：65名

大林理事

７日

社会保険診療報酬支払基金熊本支部長着任挨拶の為来館 浦田会長

第42回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 再入会者の対応
(３) 平成27年度定時代議員会の日程・報告・議事 ほか

浦田会長他中嶋副会長を除く常務理
事以上全役員

８日 第762回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

11日

くま歯キャラバン隊 (天草郡市) (肥後銀行天草支店ホール)
天草郡市糖尿病医科歯科連携説明会
受講者：35名

田上常務理事

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､ 渡辺専務理事以上全役員

14日

新財政支援制度事業反省会
(１) 在宅歯科診療器材整備事業の反省

宮坂副会長

第43回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 美しい日本の憲法をつくる熊本県民の会
(３) 全国労働保険事務組合連合会継続加入の可否

浦田会長他常務理事以上全役員

17日
総合政策推進プロジェクト会議
(１) BPアンケート (２) 糖尿病・歯周病医療連携 (３) 早産予防対策 ほか

小島副会長､ 伊藤学院長､ 渡辺専務
理事､ 田上・八木・牛島常務理事､
椿・井上理事

学 術

３月25日 第２回学術委員会 (日歯会館) 牛島常務理事

４月16日 平成27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

17日
学術委員会
(１) ５／９中山教授就任記念講演会 (２) ６／14バイタルサインセミナー
(３) 日歯DVDセミナー及び会員発表

井上理事､ 片山副委員長他３委員

社会保険

３月25日 九州厚生局・県庁との打合せ 浦田会長､ 中嶋副会長､ 椿理事

28日

社会保険小委員会
(１) 個別指導対策社保説明会内容打合せ

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他７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) 個別指導対策社保説明会

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他13委員､ 中島健会員

４月２日 都道府県社会保険担当理事連絡協議会 (日歯会館) 田中理事

４日

個別指導対策社会保険説明会
受講者：43名

椿理事､ 清水委員長他５委員

九州大学歯学部同窓会県支部社保研修会 (熊本市中央公民館) 中嶋副会長

社会保険個別相談会
相談者：２名

清水委員長他４委員

６日
レセプトチェックセンター (荒尾市)
相談者：３名

田中理事

10日
社会保険個別相談会 (合志市)
相談者：１名

南委員

11日
社会保険個別相談会 (八代市)
相談者：１名

山口委員

16日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 清水委員長､ 渡辺・井口委員

地域保健

３月23日
歯科衛生士会との打合せ会
(１) 協会けんぽ・生活歯援プログラム事業

田上常務理事､ 赤尾・二宮委員

26日 県歯科保健推進会議 (熊本テルサ) 田上常務理事

４月10日
地域保健委員会
(１) 糖尿病・歯周病医療連携ネットワーク
(２) 協会けんぽスモールチェンジ歯科健診事業

田上常務理事､ 川瀬委員長他全委員

自 平成27年３月23日
至 平成27年４月19日

��
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池嶋委員長 日付 摘要 出席

広 報

３月28日 臨時代議員会取材 佐藤委員長､ 永廣委員

４月１日
広報委員会
(１) 会報４・５月号併号・第１回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他全委員

８日
広報小委員会
(１) 会報４・５月号併号・第２回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他３委員

15日
広報小委員会
(１) 会報４・５月号併号・第３回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他１委員

学校歯科

３月24日 第86回日学歯臨時総会 (日歯会館) 大林理事

26日 県歯科保健推進会議 (熊本テルサ) 大林理事

４月14日 県高等学校保健会評議員会 (水前寺共済会館) 宮坂副会長

15日
歯及び口腔の健康づくり指導 (大津町生涯学習センター)
平成27年度町内小中学校教職員全員研修会

明受・�田会員
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

４月４日
医療相談
紛争事例の協議

岡田委員長､ 犬束委員､ 福岡弁護士

11日 阿蘇郡市歯会医療対策研修会 冨屋理事

15日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 平成26年度事例分析 (３) 担当者会 ほか

冨屋理事他全委員

センター・介護 ３月28日
センター・介護委員会 (口腔保健センター)
(１) レセック説明 (２) 障がい児者アンケート

松本理事､ 平井委員長他５名

総務・厚生・
医療管理

３月26日 がん医科歯科連携事業運営協議会
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

３月27日

県がん診療連携協議会 (熊大医学部附属病院) 浦田会長

県がん対策推進懇話会 (熊大医学部附属病院) 浦田会長

総務・厚生・医療管理委員会
(１) 医療管理だより (２) 次期事業計画 (３) 医業経営セミナー

牛島常務理事､ 池嶋委員長他全委員

28日 都道府県税務担当理事連絡協議会 (日歯会館) 池嶋委員長

学院

３月25日 全国歯科衛生士教育協議会通常総会 (東京) 伊藤学院長

４月３日 第１回教務委員会 伊藤学院長他７名

10日
学院入学式
第52期生：59名
来賓：12名

浦田会長､ 伊藤学院長他２名

国保組合 ４月８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
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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。

最高3000万円の保障（無診査）が
新設されました

保険金額の増減は自由に変更
できます

入院1日
15,000円
まで保障
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編集後記

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 

1日（水）

15日（水）

18日（土）

22日（水）

25日（土）

25日（土）

第2回理事会

第1回常務理事会

第1回臨時代議員会

第3回理事会

第2回臨時評議員会

第2回国保臨時組合会

7 行事予定 July

　広報委員として会員の皆様へ少しでも読んで頂ける熊歯
会報を目指して頑張って参りましたが、最近ある方とお話を
していて会報を一度も読んだことがないと言われ愕然としま
した。誰にでも読んで頂ける内容にするには、どうしたらいい
のか？永遠のテーマである気がしております。　　　（A.S）

　Ｋ組凸凹広報委員会も残すところ1ヶ月となりました。思え
ば大変居心地の良い楽しい委員会でした。
　みんな ありがとう お世話になりました新広報委員会にバ
トンを託します。　　　　　　　　　　　　　　　（N.T）

　第一回熊本城マラソンより走り始め、広報委員としてマラ
ソン記事など担当させて頂きました。走る会員の輪がひろが
り、楽しい飲み会も増え益々楽しい中年ライフを過ごしていま
す。広報で大変お世話になりました。皆様のご協力に感謝
いたします。　　　　　　　　　　　　　　 　（Ｍ．Ｍ）

　昨年のGWは邦画の興行収入でも記録的なヒットとなった
テーマパークで超有名会社のアニメーション映画を観に行
き、人生の新たな記憶として刻み込まれた。
　そして今年のGWはすでに刻み込まれていた記憶を呼び
起こす、展覧会（美術館での開催なのに、タイトルが「特撮
博物館」？？？）を観に行った。
　約40年前、子供だった大人達が夢中になったセット、展示
品の数々であったが、幼児、10代、20代の若者、女性と、マ
ニア向けの展覧会と思っていただけに、様々な世代の客層
で溢れかえっていたのは意外であった。

　PCが無い時代、いかにしてフィクションを事実であるかの
ように見せる職人技はまさに技術大国と呼ばれた古き日本
の伝統芸能といっても過言ではなく、世界産業遺産に加え
て欲しい数々のセットや展示物をこの熊本で間近に観ること
ができ（全国で4カ所でしか開催されておらず熊本での公開
が最後）ほくそ笑みながら会場内を約3時間歩き周り、違っ
た視点での記憶として刻み込むことができた。
　いよいよ委員としての任務完了の時期が近づいてきた。
私が執筆させて頂いた記事は記録には残ったが果たして
どなたかの記憶に刻み込まれただろうか？　　　　（T.S）

　広報での２期４年が経過しました。会報がどのような流れ
で作成されていくか、なんとなく解りかけたところです。様 な々
会議やイベントに参加し、貴重な経験をしました。　歯の衛
生週間事業『歯の祭典』では、私の診療所に患者として来
る子供が数人表彰され、その場で「おめでとう」と祝福出来
た事に感謝しています。
　加藤理事をはじめ諸先輩方にご指導頂き、本当にありが
とうございました。　　　　　　　　　　　　　　（Y.N）

　早いもので広報委員になってもう三期目が終わろうとして
います。もともと文章を書くことが本当に苦手で、とても編集
の仕事などに携われるような人間ではないのですがなんと
かここまで続けることができました。委員会を通して宮坂副
会長、加藤理事ほか、多くの会員の方たちとお会いできたこ
とを心から感謝しています。　　　　　　　　　　（Ｋ．Ｉ）


