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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。

　平成25年度笑顔ヘルＣキャンペーン写真

コンクールの佳作『おさかないたよー！！』

　開 直美様の作品です。魚が見つかり喜ん

でいる子供達の笑顔が印象的です。２年前

の応募作品ですが、この季節にピッタリな

ので今回の表紙写真にしました。　　　　

　　　　　　　　　　       　　（Ｈ・Ｋ）
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６月20日開催された､ 平成27年度定時代議員会において､ 18名の理事､ ２名の監事を選任

して頂き､ その後開催された第１回臨時理事会において､ 代表理事の選定が行われ再度熊本

県歯科医師会の会長に互選頂きました｡ ４期目を託して頂き､ 何よりも責任の重さを感じて

おりますと共に３期６年間を支えて頂いた､ 役員､ 職員､ 会員の皆様に心より感謝申し上げ

ます､ 誠に有り難う御座いました｡

そして更に役職員一丸となって､ 県民の為､ 会員の為の歯科医師会を目指して努力して参

りますので､ どうぞご指導､ ご協力の程宜しくお願い致します｡

最近､ 先達の皆様のご努力のお陰で歯科保健､ 歯科医療の重要性の認識が各界で進んでき

て居りますが､ 熊本においても特にこの２年間､ フッ化物洗口事業､ 医科歯科連携事業を始

めとする歯科保健事業の推進は目を見張るものが有ります｡ また医療介護総合確保促進法が

成立し､ 平成26年度より設立された地域医療介護総合確保基金においても､ 医療連携をキー

ワードとして､ がん連携､ 医科歯科病診連携 (回復期)､ 在宅歯科診療連携等に予算を頂き

ました｡ これも会員の皆様の御協力のお陰で一歩､ 一歩進んでいる歯科保健事業が評価され

たものと理解しております｡

本年度は､ 更に重要な地域医療構想の策定が始まります｡ 県レベルでは､ ６月に第１回地

域医療構想策定検討専門委員会が開催されました｡ 各地域でも暫時７月より２次医療圏､ 各

保健所毎に11の委員会が各郡市歯科医師会の参加のもと開催される運びと成っております｡

この地域医療構想とは､ 2025年の医療需要及び各医療機能の必要量を構想地域ごとに推計

し､ その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための

地域医療のビジョンを策定し､ 医療計画に新たに盛り込み､ 更なる機能分化を推進すること

であります｡ この構想の中に歯科がどのように関わっていくかが今後の地域歯科医療の方向

性を決めるものだと思います､ 各郡市と連携して取り組んで行きたいと思いますので宜しく

お願い致します｡

この２年は､ まさに熊本県歯科医師会の正念場であると思っております､ 一丸となって頑

張って参りますのでどうか宜しくご協力をお願い致します｡
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になった事に御礼を申し上げたいと思います｡

ところでご承知のとおり一連の日本歯科医師

連盟の疑惑に関しまして先生方にご心配とご

迷惑をお掛けした事をまずもってお詫び申し

上げます｡ それから昨日､ 一昨日日歯の第17

9回定時代議員会が開催されまして､ その席

で次期執行部､ 役員､ 理事が決定しましたの

で､ 我々も会務には協力していくつもりでは

ありますが情勢を見ながら判断していきたい

と思っております｡ なにはともあれこの２年

間先生方にお世話になりましたし､ この代議

員の先生の中には今季限りで退任される先生

もいらっしゃいますので､ このメンバーで会

議するのは最後となります｡ そして次期の役

員を決めて頂く今日は非常に重要な代議員会

になりますので最後までご協力､ ご審議お願

いしまして私の最後の挨拶とさせて頂きます｡

本当にこの２年間お世話になりました｡

５. 報告
１) 会務報告 専務理事 渡辺 賢治

２) 日歯代議員会報告

日歯代議員 小島 博文

３) 有限会社ケイ・デー・エム・ユー

代表取締役 中嶋 敬介

６. 議事
第１号議案 平成26年度一般社団法人熊本県

歯科医師会会計決算 (案) の承

�����������
―定時代議員会―
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日 時 平成27年６月20日(土) 午後３時

場 所 熊本県歯科医師会館４階大ホール

氏名点呼 50名中50名出席

１. 開会 副会長 宮坂 圭太

２. 議事録署名人指名
井野 健 (熊本市)

與田 桂三 (人吉市)

３. 物故会員に対する黙祷
山内 � (熊本市)

松本 文雄 (宇土郡市)

４. 浦田会長挨拶

この２年間､ 代議員の先生におかれまし

ては会の執行に対しまして絶大なるご支援

とご協力を賜りました事をまずもって御礼

申し上げます｡ 本当にお世話になりました｡

３期目の任期を託して頂いて熊本県の歯

科保健事業に邁進し､ 何とかこの3期目に少

し花を咲かせて頂いた事業もあったのでは

ないかなと思っております｡ これから更に

花を咲かせていかなければならない分野も

ありますし､ 最終的に熊本県歯科医師会に

残していきたいと思っております｡ そうい

う意味ではまだまだ途中ではありますけれ

どもこの２年間､ 先生方には本当にお世話

����������
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認を求める件

決算監査報告 監事 西野 隆一

公益目的支出計画実施報告書に関する

監査報告 監事 久々山 芳文

第２号議案 理事の選任に関する件

理事選任に関しては

一般社団法人熊本県歯科医師会定款

第17条､ 第18条､ 第31条

一般社団法人熊本県歯科医師会役員等選挙規則

第５条､ 第８条､ 第14条､ 第15条､

第16条､ 第17条

熊本県歯科医師会会長予備選挙及び役員等選挙実施要領

第16､ 第20 をご参照ください｡

第３号議案 監事の選任に関する件

監事選任に関しては

一般社団法人熊本県歯科医師会定款

第17条､ 第18条､ 第31条

一般社団法人熊本県歯科医師会役員等選挙規則

第５条､ 第８条､ 第14条､ 第15条､

第16条､ 第17条

熊本県歯科医師会会長予備選挙及び役員等選挙実施要領

第21､ 第23､ 第25 をご参照ください｡

第４号議案 日歯代議員及び日歯予備代議
員の選任に関する件

日歯代議員及び日歯予備代議員選任に関しては

一般社団法人熊本県歯科医師会定款

第31条

一般社団法人熊本県歯科医師会役員等選挙規則

第８条､ 第13条､ 第14条､ 第15条､

第16条､ 第17条

熊本県歯科医師会会長予備選挙及び役員等選挙実施要領

第26､ 第29 をご参照ください｡

第２号議案の理事の選任に関する件､ 第３

号議案の監事の選任に関する件は､ それぞれ

投票が行われ全ての候補が過半数の投票を獲

得し､ 選任することが承認可決された｡ 第４

号議案の日歯代議員及び日歯予備代議員の選

任に関しては､ 定数内のため無投票当選が決

まり､ 採決により承認可決された｡

以上すべての議案は承認可決された｡

新役員が決定したことで､ 代議員会を一時

中断し､ 新会長を選任するために第１回臨時

理事会が開催された｡

理事会では､ 満場一致で浦田理事が熊本県

歯科医師会会長に推挙された｡

その後代議員会は再開され浦田新会長より

挨拶があった｡

浦田新会長挨拶
今開かれた第１回臨時理事会におきまして

会長に再任して頂きました｡ ４期目という非

常に重い責任を与えて頂きましたので力一杯

頑張って行きたいと思っております｡ 何せ優

秀な役員の先生方に加え､ 新たに今回３名の

先生方に加わって頂きましてそういう意味で

は心強いばかりであります｡

歯科界は良い転換期にきているのかなと思っ

ておりますが､ これを一歩踏み外すとまたど

ういう状況になるか分からないという非常に

瀬戸際のところだとも認識しております｡

この２年間､ 少し花が咲いてきたような感

役 職 氏 名 所属郡市名

監 事
久々山芳文 天 草 郡 市

西野 隆一 熊 本 市

役 職 氏 名 所属郡市名

日 歯
代 議 員

浦田 健二 宇 土 郡 市

小島 博文 熊 本 市

日 歯
予備代議員

渡辺 賢治 下 益 城 郡

中嶋 敬介 天 草 郡 市

役 職 氏 名 所属郡市名

理 事

宮坂 圭太 山 鹿 市

渡辺 賢治 下 益 城 郡

中嶋 敬介 天 草 郡 市

田上 大輔 阿 蘇 郡 市

浦田 健二 宇 土 郡 市

小島 博文 熊 本 市

冨屋 栄祐 下 益 城 郡

大林 裕明 玉 名 郡 市

八木 義博 宇 土 郡 市

松本 信久 天 草 郡 市

竹下 憲治 熊 本 市

宮井 祐 八 代

牛島 隆 熊 本 市

赤尾 浩彦 阿 蘇 郡 市

井上 裕邦 八 代

田中 文丸 荒 尾 市

椿 誠 熊 本 市

宇治 信博 阿 蘇 郡 市

��
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もありますがこれを確実に花を実らせていく

ために役員の先生方と一丸となって県民のた

め会員のための歯科医師会として更に邁進し

ていきたいと思います｡

どうか２年間またよろしくお願い致します｡

追加質問 古川議員 (熊本市)

在宅歯科診療用器材

購入に関して申請者が

90名に対し交付決定者

が65名となっているの

は何故か？

執行部回答
在宅用器材に限られ､ 診療室内の使用に関

連する申請は､見送られた｡

宮川議員 (菊池郡市)

次年度から開催され

る代議員会開催日程を

再検討して頂けないだ

ろうか？ (６月の土曜

は出務が非常に多いた

め)

執行部回答
平日夜､ 日曜開催など検討したい｡

事前質問
森議員 (玉名郡市)

質問
会員が入院せざるを

得なくなった場合､ 県

歯の代診派遣制度はど

の様な対応をしていた

だけるか｡ また､ 会員

が高齢化してきている現在､ 将来的にこの

制度をさらに充実させる必要があると考え

るが､ 執行部の考えを伺いたい｡

執行部回答
現在､ 代診派遣歯科医師登録数は10名し

かおらず､ 日程や勤務地などの条件によっ

てすべてに対応できていない｡ そのため､

長期の依頼については非常に苦慮している

のが現状である｡ 今後制度の充実を図るた

めには､ 各郡市歯科医師会においても多く

の会員に登録をお願いしていただきたい｡

８. 閉会 副会長 小島博文

(広報 岩崎晃司・坂田輝之) ������������
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平成27年３月31日現在 (単位：円)
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１. 開会：小島副会長
２. 挨拶：浦田会長

中央においては､ 日歯連盟の問題で理事の

先生方をはじめ､ 会員の先生方に対して大変

なご心配､ ご迷惑をおかけしていることにつ

いて､ まずお詫びを申し上げたいと思います｡

これについては､ 新たな情報がほとんどない

状況であり､ 結果的には何も問題がなかった

いう結果となることが望ましいのですが､ ど

のような結果となっても､ 会員の先生方にご

迷惑にならないように対応していくことが最

も大事なことだと思っています｡ そのことを

念頭に置きながら､ 日歯連盟において発言す

る機会がございましたら､ そうしたことをま

ず訴えていきたいと思っています｡

また､ 県内の動きとして､ 先ほど熊本県の

担当者から地域医療構想についての説明を受

けましたが､ それによると2017年度中に各都

道府県において地域医療構想を設定し､ 厚労

省が作成したガイドラインに沿って､ それぞ

れの地域にあった医療構想をたてる必要があ

るとのことでした｡ その医療構想とは､ 2025

年に向けて､ 病床の機能分化と医療連携を進

めるために､ 医療機能ごとに2025年時におけ

る医療需要と病床の必要量を推計して定めて

いくものだと謳われています｡ このように熊

本県においても医療連携､ 医療機能分化をど

のように定めていくかということが大きな課

題となっているため､ それに対応するために

熊本県地域医療構想検討専門委員会を立ち上

げることなっており､ 本会にも同委員会の委

員推薦依頼がなされています｡ 同様に熊本市

を含めた11の２次医療圏においても､ 各歯科

医師会のもとへ委員推薦依頼がなされている

ようであり､ 熊本県は歯科医師会あるいは歯

５月27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24回理事会が開
催された｡

科医師の意見を広く聴取したうえで県の医療

構想を策定したいと考えているようです｡

そして､ 将来的には､ 夫々の医療分野にお

ける施策およびその評価が地域医療介護総合

確保基金に直結することになるようです｡ つ

まりは､ どのように医療構想を立てていくか､

そして企画の重要性によって､ 基金の事業内

容､ 規模が決まっていくということになると

思われます｡ そのため､ 今まで以上に気を引

き締めて､ この問題に対峙していく必要があ

りますので､ 現在､ 本会と熊本県で築いてい

る良好な関係を維持しつつ､ 国の取り組みに

乗り遅れないように対応していきたいと考え

ていますので､ 引き続き理事の先生方のご協

力､ ご尽力をお願い致します｡

３. 会務報告：
(自：４月20日～至：５月24日)

総 務：理事会､ 常務理事会､ 副会長会

議､ 選挙管理委員会､ 九州地方

社会保険医療協議会熊本部会､

地域医療介護総合確保基金に係

る厚生労働省ヒアリング､ 熊本

県在宅医科歯科連携懇話会､ 都

道府県会長会議､ 日歯議事運営

特別委員会､ 県医療・保健・福
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祉団体協議会理事会

学 術：中山秀樹先生熊本大学大学院生

命科学研究部歯科口腔外科学分

野教授ご就任記念講演会

社会保険：社会保険個別相談会､ 保険個別

指導､ レセプトチェックセンター

地域保健：県健康づくり県民会議幹事会

広 報： ｢熊歯会報｣ ６月号編集・校正､

テレメッセ打合せ

学校歯科：歯及び口腔の健康づくり指導､

各郡市学校歯科担当者会議､ 県

歯科衛生士会フッ化物洗口研修

会､ 県学校保健会総務委員会､

県ＰＴＡ共済審査委員会､ 歯と

口の健康週間 ｢図画・ポスター､

習字､ 標語｣ 審査

医療対策：医療相談・苦情事例報告

センター・介護：センターカルテ・会計チェック

総務・厚生・医療管理：熊本院内感染対策

研究会世話人会

学 院：学院役職員会

国保組合：国保理事会､ 全協理事会

４. 報告事項：
１, 表彰

【叙勲】

・伊東 隆利 会員 (熊本市)

４月29日付 旭日双光章

・中川 博公 会員 (菊池郡市)

４月29日付 瑞宝双光章

２, 退会会員

・故 山内 � 会員 (終身／熊本市)

88歳 ４月28日ご逝去

・毛利 收孝 会員 (第３種／吉永歯科医

院勤務) ３月31日付

・五木村診療所 (第４種／球磨郡)

３月31日付

３, 事務局の人事異動

６月１日付で事務局職員 (７名) の人

事異動が行われる｡

４, 平成26年度九地連公募研究事業最終報

告書

標記報告書について､ 早産予防対策事

業における歯周病セルフチェックにつ

いての検証結果､ 並びに新たなチェック

項目の検討状況についての報告を行っ

ている｡

５, 天草郡市医師会､ 天草郡市薬剤師会お

よび天草郡市歯科医師会間の糖尿病・

歯周病医療連携合意書

天草地区において糖尿病・歯周病医療

連携事業を本格的に行っていくにあた

り､ 相互の連携をより確実なものとす

るために三師会において合意書を取り

交わすことを検討している｡

６, 平成26年度口腔保健センター運営事業

実績報告

前年度の口腔保健センターの運営状況

について､ 受診者は年々増加傾向にあ

り良好に推移している旨の報告がなさ

れた｡

７, 委員会事業企画 (案)

・学校歯科委員会

｢学校歯科医生涯研修制度 基礎研修

会｣

開催日：８月29日(土)

・学術委員会

｢デンツプライ三金㈱共催学術講演会｣

開催日：８月23日(日)

８, 事業実施報告

・地域保健委員会

｢職場でスモールチェンジ！生活歯援

プログラムモデル事業｣

開催日：３月５日(木)

受診者数：25名

・学術委員会

｢中山秀樹先生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ご就

任記念講演会｣

開催日：５月９日(土)

出席者数：145名

９, 会計４月末現況

10, その他

○都道府県会長会議報告 (浦田会長)

・健康寿命延伸のための歯科医療・口腔

保健に関する ｢東京宣言｣

・貸与業の届出・罰則・届出時期 (経過

措置)

・日本歯科医師連盟関連

・日歯ウェブサイト 他
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○平成27年度 歯と口の健康週間 ｢歯・

口の健康啓発標語｣ 入賞者 (大林理事)

○保険医療機関の指定の取り消しおよび

保険医の登録の取り消し (中嶋副会長)

５. 連絡事項：
１, ６月行事予定

６. 承認事項：
１, 新入会員の承認 [承認]

第１種会員２名､ 第３種会員１名の入

会について承認した｡

※27年度入会状況 (５月末予定)：

第１種・７名､ 第２種・１名､ 第３

種・３名

２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼 [承認]

・“社会を明るくする運動”熊本県推進

委員会委員／熊本県保護観察所

浦田 健二 会長 任期：平成27年４月

１日～平成28年３月31日

・県防災会議委員及び国民保護協議会委

員／県知事公室危機管理防災課

浦田 健二 会長 任期：平成27年４月

１日～平成29年３月31日

・日歯予算決算特別委員会委員／日本歯

科医師会

浦田 健二 会長 任期：平成27年７月

１日～平成29年６月30日

・九州地区連合歯科医師会理事／九州地

区連合歯科医師会

浦田 健二 会長 任期：平成27年７月

１日～平成29年６月30日

・県日中協会常任理事／県日中協会

浦田 健二 会長 任期：平成27年４月

１日～平成29年３月31日

・県後発医薬品安心使用・啓発協議会委

員／県健康福祉部健康局

八木 義博 常務理事 任期：平成27年

４月１日～平成29年３月31日

・支払基金審査委員 任期：平成27年６

月１日～平成29年５月31日

【診療担当者代表】 中嶋 敬介 副会長､

勇 励 会員､ 椿 誠 理事

・国保連合会審査委員 任期：平成27年

６月１日～平成29年５月31日

【保険医代表】田中 文丸 理事､ 清水

雅英 委員長

・県がん診療連携協議会部会員 (相談支

援・情報連絡部会) ／県がん診療連携

協議会

牛島 隆 常務理事 任期：平成27年４

月１日～平成28年３月31日

・日歯裁定審議会委員／日本歯科医師会

堤 直文 顧問 任期：平成27年５月７

日～平成28年６月30日

・民事調停委員／熊本地方裁判所

前野 正春 会員 任期：平成27年４月

１日～平成29年３月31日

３, 名義後援使用依頼 [承認]

・熊本有病者歯科医療研究会・講演会／

熊本有病者歯科医療研究会

・熊本県学校保健研究協議大会／県学校

保健会

・食を支援する口腔ケア元気塾in日南市

／宮崎県歯科衛生士会

・緩和ケア市民公開講座／熊本大学医学

部附属病院緩和ケアセンター

・第２回ドクターサーチくまもと健康セ

ミナー／熊本朝日放送株式会社

４, 投票記載台及び投票箱の購入 [承認]

使用頻度が少ない為､ 本格的な投票記

載台及び投票箱ではなく､ 安価なアク

リル製のものを購入することとした｡

７. 議題：
１, デンタルによる骨密度測定とその応用

[承認]

骨密度測定とその応用事業について､

熊本大学医学部歯科口腔外科並びに国

立病院機構熊本医療センターと協力し

て進めていくこととし､ 測定のための

器材､ ソフトの導入等については今後

検討することとした｡

２, 平成26年度 (有)ケイ・デー・エム・

ユー事業報告及び決算 [承認]

(有)ケイ・デー・エム・ユー事業報告

及び決算についての報告がなされ､ 原

案通り承認した｡

３, くまもとスマートライフ推進事業 [承
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認]

県健康づくり県民会議における活動報

告について今年度は行わないこととし

た｡ また併せて､ くまもとスマートラ

イフ推進事業のくまモンを用いたプロ

ジェクトロゴについては自由に使用す

ることが可能なのでぜひ活用してほし

いとの案内がなされた｡

４, 定款・規則集の表紙 [承認]

４つの表紙 (案) の中から表紙に採用

するデザインを決定した｡

５, 熊本県学校保健会団体助成金の増額

[承認]

助成金の増額を決定した｡

６, 第47回肥後っこスマイルサマーキャン

プにおいての歯科検診・指導 [承認]

天草地区で開催されるため､ 天草郡市

歯科医師会に依頼することとした｡

７, 定時代議員会の事前質問 [承認]

事前質問について､ 受付番号１につい

ては定時代議員会当日に口頭で回答す

ることとし､ 受付番号２については回

答案を承認し､ 当日資料として文書を

配布することとした｡

８, 会長予備選挙当選者が推薦した理事候

補者の定時代議員会への上程 [承認]

原案通り承認した｡

９, 平成27年度定時代議員会スケジュール

[承認]

原案通り承認した｡

10, 一般社団法人熊本県歯科医師会諸会議

及び委員会規程一部改正 (案) [承認]

原案通り承認した｡

11, 一般社団法人熊本県歯科医師文書取扱

に関する内規一部改正 (案) [承認]

原案通り承認した｡

12, 医療・介護サービスの提供体制改革の

ための財政支援制度に係るアイデア調

査票 (骨粗鬆症のリスク判定による､

患者の医療安全を推進する医科歯科連

携モデル事業) [承認]

平成28年度提出予定のアイデア調査票

について､ 平成２７年度に熊本県に提

出したアイデア内容から骨粗鬆症の課

題に重点的に取り組む内容に修正した

うえで県と協議することとした｡

13, 部活動補助金交付申請書 [承認]

原案通り承認し､ 前年度と同額の２万

円を交付することとした｡

14, ビスフォスフォネート系薬剤の内服中

もしくは服用経験のある方への歯科治

療および口腔外科手術に関する説明書

[継続]

ＢＰ系薬剤の使用に関する説明書の配

布について､ 診療所において個別に対

応することは問題ないが､ 本会として

作成することは難しいため､ 今後も委

員会等で検討することとした｡

８. 協議事項：
１, その他

○済生会熊本福祉センターからのブラッ

シング指導の依頼 (松本理事)

委託事業の一環として対応できるよう

に､ 済生会熊本福祉センターと打合せ

をすることとした｡

９. 閉会：中嶋副会長
(広報 加藤 久雄)
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１. 開会：宮坂副会長
２. 挨拶：浦田会長

今日は任期最後の理事会になりますが､ 雨

が降って足元の悪い中お集まり頂きましてあ

りがとうございます｡ また､ この２年間本当

にお世話になりました｡ 本日は議長及び副議

長に同席頂き､ 定時代議員会の協議を致しま

すので忌憚のない意見をお願い致します｡

この２年間皆様に御尽力頂きましたお陰で､

他県と比較しても遜色のない歯科保健事業を

展開することができました｡ そして､ 本年度

の事業の新たな取り組みとして地域医療構想

の策定という大きな課題が出てきており､ 早

急に各郡市歯会に担当の先生方のご選出をお

願いし､ その先生方には日歯がまとめた資料

をお送りして､ しっかりと内容を把握してい

ただいて各郡市の保健所管轄での会議で歯科

としての発言をしていただくよう進めていき

たいと思っております｡ この地域医療構想は

2025年までの医療体制をどのように熊本県内

の医療資源を展開していくかということにな

ります｡ そのなかに歯科も医療連携というこ

とで役割を担っていく必要がありますので､

医科医療が主体になるかと思いますけれども､

そのなかで歯科が重要な役割を発揮していけ

るのではないかと考えていますので､ 我々も

しっかりと次につなげていきたいと思ってお

ります｡ 今度の定時代議員会においてこのメ

ンバーで会議をすることは最後になりますし､

理事会としては今日が最後となります｡ 今後

も皆様のご活躍を期待しておりますし､ 将来

の熊本県歯科医師会を担っていただく先生方

ばかりですので､ それぞれの分野でご活躍さ

れますことを祈念いたしまして私の最後の挨

拶とさせていただきます｡

６月８日(月) 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､ 代
議員会より中村議長及び市原副議長をお招きし､ 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25回理事会が開催された｡

３. 会務報告：
(自：５月25日～至：６月３日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ 県との地

域医療構想策定に係る打合せ､

警察歯科医会研修会

地域保健：｢歯の祭典｣ 打合せ

広 報：エフエム熊本 ｢えがおで元気｣

収録､ ＮＨＫ ｢テレメッセ｣ 使

用映像撮影

学校歯科： 県要保護児童対策地域協議会

医療対策：医療相談・苦情事例報告

センター・介護：委託事業打合せ､ 済生会

熊本福祉センターとの口腔ケア

打合せ

総務・厚生・医療管理：病診連携事業打合

せ､ 日本歯科医療管理学会総会・

学術大会､ 日本歯科医療管理学

会評議員会

学 院：学院運営審議会

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 松本 文雄 会員
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(終身／宇土郡市) 92歳
５月24日ご逝去

２, 各地域医療構想検討専門部会の構成員
の推薦
県医療政策課の依頼を受けて､ 各郡

市に専門部会の構成員として１名を推
薦していただくようにお願いした旨の
報告がなされた｡

３, 九州地区連合歯科医師会災害時相互応
援規則 (案)
修正期限：６月28日(金)
修正及び追加があれば期限までに九

歯連事務局に連絡する旨の報告がなさ
れた｡

４, ５月末会計現況

５. 連絡事項：
１, ７月行事予定

６. 承認事項：
１, リハビリテーション・ケア合同研究大
会神戸2015の演者募集 [承認]

10月１日(木)～３日(土)
県病診連携の事例を発表してほしい

と熊本リハビリテーション病院から要
請があり､ 牛島常務理事を演者として
推薦することを承認した｡

２, 関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼 [承認]
・県地域医療構想検討専門委員会委員／
県健康福祉部
浦田 健二 会長 任期：平成27年６月
４日～平成29年３月31日
・県医療・保健・福祉連携学会企画委員
／県医師会
小島 博文 副会長 任期：平成27年４
月１日～平成28年３月31日
・医療事故調査等支援団体担当役員／日
本歯科医師会
冨屋 栄祐 理事

３, 名義後援使用依頼 [承認]
・平成27年度 ｢チーフ育成研修会｣､ ｢新
人育成研修会｣ ／熊本県歯科衛生士会
両研修会の後援を承認した｡

４, 県肢体不自由児協会広報誌への広

告依頼 [承認]
例年どおり広告を申し込むこととし､
内容は昨年と同様のものにすることを承
認した｡
５, 日本老年歯科学会支部長会への出席に
伴う出張取り扱い [承認]
平成27年度予算に計上されていないが､
出張費を支給することを承認した｡

７. 議題：
１, 日本歯周病学会臨床研修会 [承認]
本県で開催することを受諾し､ 平成28年
１月31日(日) に開催することを前提に
準備を進めることを承認した｡
２, 平成26年度一般社団法人熊本県歯科医
師会会計決算 (案) [承認]� 正味財産増減計算書� 貸借対照表� 現金・預金残高表� 財務諸表に対する注記� 公益目的支出計画実施報告書
原案通り承認した｡

３, 定時代議員会の運営並びに日程資料
[承認]
・代議員会日程 ・会務報告
・タイムスケジュール
・事前質問の回答
代議員会日程､ 会務報告､ 事前質問の
回答については原案通り承認した｡
タイムスケジュールについては一部修
正をして承認した｡

４, 骨粗鬆症のリスク判定による､ 患者の
医療安全を推進する医科歯科連携のモ
デル事業 [承認]
内容を精査し､ 現在の状況・課題の補
足を一部削除する修正をして承認した｡

８. 監事講評：
西野監事より､ 在宅歯科診療器材整備事
業について会員からの問い合わせを多数頂
いた経緯を踏まえ､ 十分な対応をお願いし
たいと要望があった｡

９. 閉会：小島副会長
(広報 加藤 久雄)

��
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パレードや口腔衛生講演会の開催､ 特に東京
の５つの歯科医学専門学校は１日休校とし宣
伝用の小旗をもって街頭行進を行った｡ 何と
も微笑ましい光景であったろうと想像できる｡
三角小旗 (52,200枚) やビラ (202,000枚) には
｢A Clean Tooth never decays｣ や ｢ヨイ
歯ハヨイ體ヲツクル｣ ｢ムシ歯ハ国民ノ敵｣ な
どの文字が書かれていた｡ その後各地方でも
｢愛歯デー｣ ｢齲歯デー｣ ｢ムシ歯デー｣ など同
様の催しが行われ､ 昭和３年より日本歯科医
師会と全国の歯科医師会で実施される６月４
日の ｢ムシ歯予防デー｣ へと発展していった｡

【ライオン歯磨 (小林富次郎) と口腔衛生普
及活動】
ライオン歯磨は､ 一般社会に対する歯科啓
発活動はもとより､ 歯科医師会の活動や歯科
専門学校で研究する専門家を支援することに
より､ 口腔衛生思想の社会への浸透を目指し
た社会貢献活動に取り組んでいた｡
１. ライオン講演会
二代富次郎は児童のむし歯罹患率が96％に
及ぶことを憂い､ 当時熱心に活動していた緑
川宗作を招聘し､ 口腔衛生普及活動のための
専門家チームを結成し全国の学校､ 団体､ 工
場で巡回講演を大正２年にスタート､ その年
だけで講演回数は175回にも及んだ｡ また､
講演会活動は台湾にまで広がる盛況ぶりであっ
た｡
２. 日本連合歯科医会への援助
二代富次郎は日本連合歯科医会が全国的に
口腔衛生普及活動を開始したことを知り､ そ
の継続を願って大正３年､ 無条件で年額3,000
円の支援を申し出た｡ 歯科医会の事業予算は
年間1,000円にも満たない頃である､ その額
の大きさには驚かされる｡ 歯科医会は映画､
標本､ 掛図等の購入､ 歯科衛生講演会､ 講習
会､ 展覧会などに活用し､ さらに地方歯科医
会と協力し効果的に活用された｡ また､ 口腔
衛生巡回講演班を組織し東京歯科医専を卒業
した向井喜男を専任講師として緑川宗作とと
もに巡回にあたらせた｡ 大正８年までの５年
間に､ 15府県､ 170ヵ所を巡り､ 総勢23万人

�� ���������������������
第２章 歯科医療界の変遷
第２節 組織の確立と口腔衛生普及活動の展開� 日本歯科医師会では
当時､ 歯科医師と医師の業務範囲には明確
な規定がなく､ 明治40年の大審院判決 ｢歯科
は医科の範囲に属し､ 医師の免許を有する者
は歯科医業をなす事を得｣ 以後紛糾が続いた
が､ 大正５年の歯科医師法第２次改正により
医師による歯科医業に属する行為が禁止され
た｡ その後､ 大正14年歯科医師法第３次改正､
15年の歯科医師会令の制定 (大正８年当時､
全国に約5,300名であった歯科医師も13年に
は約11,000名に急増し､ 医師会とならぶ歯科
医師会令の制定が実現した) により､ 日本連
合歯科医会は解散され法定団体として日本歯
科医師会が設立された｡ 都道府県の歯科医師
会にも設立が義務付けられ､ 法人としての資
格を取得する事となる｡ 不備だった歯科医師
法も充実､ 新たに歯科医師の立場が明確にな
り､ 歯科医師会の活動は口腔衛生普及へと展
開していった｡
明治16年に設立された大日本私立衛生会
(現在の�日本公衆衛生協会) はベルリンで
開かれた ｢ドイツ博覧会｣ での衛生分野の展
示からヒントを得て､ 東京で ｢衛生参考品展
覧会｣ を開催､ 大変な好評を博した｡ 明治20
年の大日本市立衛生会 (築地本願寺) には歯
科の出品があった｡ その後全国各地で衛生展
覧会ブームが起こり､ 驚くほど多くの場所で
開催され､ 大正4年には61ヵ所で287万人の来
場があり､ 翌年も82ヵ所で260万人の来場者
を数えている｡ また､ 日本連合歯科医会から
全国の歯科医師会への標本などの貸与が可能
となったため､ 歯科の展示も充実して行った｡
大正９年内務省は､ 東京教育博物館で当時
児童の三大疾患といわれていた結核､ トラホー
ム､ 齲歯をテーマとした ｢児童衛生展覧会｣
を開催した｡ 会期を延長するほど人気を博し､
23万人もの来場者を迎えた｡ その付帯行事と
して ｢10月30日・結核デー｣ ｢11月５日・ム
シ歯デー｣ ｢11月10日・トラホームデー｣ が
開催され､ 日本連合歯科医会は東京市歯科医
師会と共同で参画した｡ 当日は自動車による
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会が緑川宗作のプロデュースで開催された｡
上京に要する交通費の半額を支給するという
ものであり､ 200名の定員に対し1,000名以上
の応募があった｡ 演題は ｢口腔疾患と全身病
との関係｣ ｢栄養素及びその価値｣ ｢小児期及
び少年期における口腔の注意｣ ｢消化管内に
おける細菌｣ ｢児童の歯痛｣ ｢う蝕の発生及び
予防｣ ｢う蝕の続発症｣ ｢小学校における口腔
衛生施設｣ と多岐に亘り講師陣も錚々たるメ
ンバーであった｡ 今でも聞いて見たくなる様
な内容である｡ この講演会は大変な反響を呼
び､ 学校歯科を推進させる一つのきっかけに
なった｡ 大正12年第８回の東京大会が最後と
なる｡ 関東大震災のためとはいえ残念なこと
であった｡
６. 学校児童の歯磨訓練
大正11年全国の児童に対し歯磨訓練を展開
した｡ 当時の指導法は､ ｢歯列を前歯部の唇
舌､ 臼歯部は左右の頬舌面と咬合面の８部位
の上下16部位に分けてブラッシングさせる｣
という方法であった､ また ｢横に磨くのは良
くない｣ とされ当時の奥村鶴吉の ｢口腔衛生
学｣ には ｢歯刷子は縦に使う｣ と記されてい
る｡ この取り組みは現在も ｢学童歯みがき大
会｣ として実施されている｡ 平成26年度は第
71回大会として､ 全国47都道府県の1,146校
とアジア８ヶ国から16校､ 約66,100人の小学
生が参加し､ インターネットでライブ配信さ
れ､ それぞれの学校で参加できる世界的な大
会へと拡がりを見せている｡

昭和７年大阪天王寺公園 ｢学童歯磨教練大会｣ 65
の学校から18,000人の児童が参加した｡ さながら
軍事教練の様相である､ この様な発想がどこから
生まれてきたのか､ 体格・体力向上の一環なのか､
軍国主義の表徴なのか｡

に対して口腔衛生の講演を行っている｡ 時代
を考えると､ 関係者の驚くべき熱意と行動力
には頭が下がる思いである｡ この援助は大正
15年まで続けられ総額は２万円に達した｡
３. ｢ライオン児童歯科院｣
ボストンのフォーサイス児童歯科診療院や
ロチェスター歯科診療院の影響を受け､ 大正
10年現在の中央区銀座にライオン児童歯科院
を開設､ 初代院長には岡本清纓 (後の愛知学
院大学歯学部初代学部長) が当たった｡ ①幼
児・児童の治療と予防､ 指導 ②学校への無
料巡回診療 ③幻燈､ 模型､ 活動写真等を用
いた口腔衛生の知識普及 ④学校での父兄と
の連携 ⑤口腔衛生婦 (後の歯科衛生士) の
養成 (18年間で29名を養成) ⑥歯科学的調
査研究などを事業として展開している｡

〈口腔衛生婦の育
成〉修業年限６ヶ
月､ 修業科目､ 解
剖学・生理衛生学・
病理学・治術学・
口腔衛生学・看護
学・補綴学､ 保存
学､ 薬物学､ 授業
時間１日３時間､
授業料無料､ 給与
支給､ 卒業試験合
格で資格取得､ 歯
科院で採用｡ その
後歯科衛生士法の
公布は昭和23年７
月となる｡

４. ｢ライオン歯科衛生院｣ へのバトンタッチ
ライオン児童歯科院は18年間にわたる口腔
衛生､ 小児歯科分野の指導的活動と人材育成
に多くの業績を残したが､ 戦時下の物資不足
もあり昭和13年活動を打ち切り､ 新たに歯科
衛生・健康相談の専門施設として ｢ライオン
歯科衛生院｣ を昭和14年大阪の難波高島屋内
に開設した｡ 初代院長には岡本清纓を引き続
き起用した｡
５. 学校教職員口腔衛生講習会の開催
大正７年８月４日から７日までの４日間､
口腔衛生について学校の教師に十分な知識を
与え､ 教育によって口腔衛生思想を普及・向
上させようと第１回全国教職員口腔衛生講習
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� 熊本県歯科医師会では
明治40年に14名で設立した熊本県歯科医師
会も大正に入り､ 東京歯科医専､ 日本歯科医
専等の卒業生の開業が増え､ 大正８年には会
員数も50名を超え､ 大正15年末では､ 文部省
の歯科試験合格者の増加もあり､ 137名の会
員となった｡
この頃の歯科医師会の活動は口腔衛生の啓
蒙とともに､ 無免許歯科医師対策､ 義歯製造
業の廃止等の無免許歯科医業の取締まりが中
心問題で､ 監督官庁へ陳情を繰り返している｡
大正６年の第11回総会では､ 来賓として香坂
県警部長､ 太田衛生課長の名があり､ 総会終
了後県警部長の講演会が行われている｡ 総会
に警察部長を招待したのは､ 監督官庁である
ことの他にその後提出する無免許歯科医師対
策の陳情書に対する援助を願う意思がうかが
える｡
熊本市内の小学校児童の口腔検査は明治35
年に熊本市長の要請で第一回が行われている｡
小清水会長等は､ 県民の健康をあずかる一員
としてその必要性を痛感し､ 大正に入ると県
下各地で､ 歯科検診・治療､ 巡回講演､ 歯磨
訓練などの学校歯科活動を展開していった｡
この時代に先輩たちの多くの努力が払われて
いたことを私たちは知っておく必要が有り､
実りあるものへと継承していく必要がある｡

昭和初期の熊本市
内小学校児童の歯
磨訓練 (白川公園
に集まった市内児
童約6,000人､ プ
ラカードには ｢本
庄｣ の文字が見え
る､ どうやって集
まってきたのか興
味深い)

大正４年､ 大正天皇即位御大典記念として
共進会衛生展覧会が開催され､ 熊本市長より
熊本県歯科医師会に対し､ 歯科衛生部担当を
嘱託された｡ そこで日本連合歯科医師会に､
所蔵の標本､ 模型等の貸し出しを依頼したが､
各地方各種催しがあり叶わなかった｡ しかし､
東京歯科医専の援助ならびに県内会員からの

提供により歯ブラシ使用説明､ 歯牙交換､ 歯
牙血管神経等標本模型､ 矯正模型､ 歯科材料
品など合計110点を展示することができた｡
連日の降雨と各種会場の点在にも拘らず10日
間の入場者は26,540人を数え､ 歯科衛生思想
の向上発展に多大な効果を収めている｡ その
後も､ 衛生展覧会の開催や巡回講演､ むし歯
予防デーなどの公衆衛生活動が展開されて行
く｡
この様な学校歯科､ 公衆衛生活動の充実は､
県民の健康への貢献のみならず､ 新しい歯科
医療そして歯科医師に対する社会的認知度の
向上という先達の強い思いが感じられる｡ 明
治､ 大正の頃から始まった､ 私たちの先輩た
ちの口腔衛生啓発活動の努力を､ 私たちはこ
れからも充実､ 発展させていく責任があると
考える｡ マンネリ化が見られる現代の公衆衛
生活動も見直しの時期に来ているのかもしれ
ない｡
大正13年､ 第18回総会で小泉会長が10選を
辞退し､ 二代会長に小清水三郎氏が選出され
た｡
政府は大正15年３月
18日付をもって歯科医
師会令を公布､ 熊本県
歯科医師会も改組され､
会則､ 細則､ 規定を整
備し７月２日熊本県よ
り設立認可された｡ こ
れにより法人としての
確固たる社会的地位を
保つこととなった｡

【歯科医師会館】
歯科医師会の事務所は､ 明治40年６月創立
以来､ 昭和20年４月第６代牧實会長前半の時
代に至る44年間､ その時の会長の自宅となっ
ている｡ 初代小泉会長の小泉歯科は現在の熊
本市新町２丁目の吉良歯科医院の場所にあた
る｡ 二代小清水会長は植木出身､ 明治39年熊
本市東阿弥陀寺町 (現在のニュースカイホテ
ル周辺) に開業､ 約10年間ここを本拠として
会務に携わった｡ 当時この地域は商業､ 経済
の中心部でデパートや演芸場､ サーカス小屋､
銀行などが立ち並び賑わいを見せていた｡

小清水三郎二代会長
(大正13年～昭和８年)
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【教訓】
明治期後半には､ 医学界ではドイツ医学がそれまで圧倒的多数であった皇漢医たちから正
当な医学の地位を勝ち得ていた｡ これは政府によるドイツ医学の選択が決定的に影響してい
る｡ 一方歯科医学界は､ 政府の支援もなく全く自分たちの力で前時代的歯科医療に立ち向か
わなければならなかった｡ そんな中､ 我々の先達は､ 歯科医療や歯科保健を社会に認知させ
自らの地位向上をはかる目的も含めて口腔衛生に関する活動を開始する｡ 口腔衛生に関する
啓蒙書の出版､ 展覧会､ 巡回講演､ 歯磨教練､ 学校歯科活動などを通じて新しい歯科医術､
歯科医学を広く世に紹介したいという強い思いが感じ取れる｡
100年以上経った平成に生きる我々歯科医師は､ 個人として､ 歯科医師会として大事にす
べきこと､ やるべきことは何なのか､ 先達の熱い思いや絶え間ない活動をどう継承していく
のか考える必要がある｡ それは今でも､ 国民の健康長寿実現に寄与するために､ 組織を強化
し､ 他職種と連携を図り､ 歯科医療・保健・福祉の実践を通じて､ 歯科の存在意義を世に発
信していくことに他ならないと考える｡

(専務理事 渡辺賢治)
【大正期の診療室設備風景】

(神奈川県歯科医師会 ｢歯の博物館｣ 所蔵)

次回は､ 昭和に入り､ 全国の会員が一丸と
なって取り組んだ口腔衛生普及啓発活動のヒ
ストリーです｡
引用・参考文献：歯科保健医療小史､ ライオ

ン100年史､ 日本歯科医師
会史､ 熊本県歯科医師会史､
歯と星の時､ 岡本清纓

小清水会長の自宅 (診療所)
兼歯科医師会事務所
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６月７日(日) 午後１時より､ 県歯会館４階ホールにて､
歯と口の健康週間事業である ｢歯の祭典｣ が開催された｡
参加者は約220名で会場は後方に臨時席まで設けられるほど
の満席であった｡
司会を､ 地域保健委員会の城副委員長が担当し､ 宮坂副
会長の開会の辞で幕を開けた｡
まず主催者を代表して､ 浦田会長と熊本県健康福祉部健
康局の山内信吾健康局長より挨拶があった｡
浦田会長は挨拶の中で､ 継続している､ がん・糖尿病に
おける医科歯科連携や早産予防対策事業などの歯科医師会
の取り組みについて触れられ､ 従来のむし歯・歯周病の治
療から全身と関わり合う歯科医療に移行していること､ とりもなおさず､ 歯と口
の健康が全身の健康につながることを述べられた｡
山内局長からは受賞者への祝辞､ 実行委員への謝辞に加え､ フッ化物洗口の普
及や8020の達成と全身の健康について話をされた｡ また､ 県下の各学校でフッ化
物洗口が前年にも増し､ 進展している現況を話された｡
その後､ 出席者 (熊本県教育庁体育保健課；西村浩二氏 熊本県栄養士会；石
井孝文会長 熊本県技工士会；宗像篤志会長 熊本県衛生士会；福本厚子会長)
の紹介があった｡

次に､ DVDを放映する予定であったが､ 昨年とは趣向を
変え､ 会場参加型の祭典を目指すという趣旨の下､ 大林理
事より会場の子供たちを対象にクイズ大会を行った｡ 全10問の歯と口に関する問
題で､ 会場の70名弱が参加した｡ 子供たちには､ その場で起立し､ 〇×のジェス
チャーで答えてもらった｡ 最後は20名以上の子供たちが残り､ ステージ前に集合
して､ 理事とのじゃんけん対決となり優勝者を決めた｡
優勝者と最後まで残った20数名の子供たちには､ 賞品が渡され､ 会場はかなり
の盛り上がりを見せた｡
その後､“くまもと歯の健康文化賞”の表彰式が行われ､ 今年は､ 熊本市立城
東小学校が選ばれた｡
城東小学校の松田校長がまずお口の健康に関する学校での取り組み内容を説明

し､ 養護の桑田教諭よりスライドを用いて､ 時折､ 児童４名の発表を織り交ぜながらの説明があった｡
児童が前に出て発表するということは､ 祭典でははじめてのことであった｡
その後､ ｢高齢者のよい歯のコンクール｣ の表彰が行われた｡ 8020達成者の中
で､ 特に優秀な方を県下全域からの選出であった｡ 今年の入賞者は､ 熊本県知事
賞１名､ 熊本県歯科医師会賞１名､ 8020優秀賞６名の計８名であった｡ そのうち
の出席された６名が表彰を受けられた｡
次に歯・口の健康に関する ｢図画・ポスター､ 習字｣ と今回で４回目となる
｢歯・口の健康啓発標語｣ の表彰が行われた｡ これらの部門には熊本県知事賞､
熊本県教育委員会賞､ 熊本県歯科医師会賞の３つの賞があり､ それぞれ小学１年
生から６年生までの39名 (標語は各賞１名ずつ) の子供達が表彰された｡
表彰時､ 緊張気味な子供達､ その姿を写真やビデオに収めようとする保護者､
熊本日日新聞社の取材など､ 会場あちこちで撮影が行われた｡
最後に､ 渡辺専務理事より来場者に ｢これからも歯と口の健康づくり､ 全身の健康づくりに頑張って
ください｣ と挨拶があり閉会となった｡
帰りの際に､ ステージ前で､ クイズ大会に参加したすべての子供たちに､ 参加賞を渡した｡ 今年は､
毎年恒例のイベントとはいえ､ いろんな試みを行った新しい ｢歯の祭典｣ であったと思う｡
本式典は､ 来年以降も歯科保健活動やフッ化物洗口はもとより､ 歯科と全身との関わりや健康寿命の
大切さについて知ってもらう良い機会であることはもちろんのことであるが､ さらに､ 新しい祭典を目
指し有意義なものにしていこうと主催者一同思うところであった｡

(地域保健 赤尾 浩彦)

浦田会長より受賞された
皆様にお祝いの言葉

今年も多くの来場者があった｡

宮坂副会長の開会の辞

熊本県健康福祉部
山内信吾健康局長
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熊本県知事賞

出席者の皆様

渡辺専務理事による閉会の辞

大林理事によるクイズで会場は大いに盛り上がる｡

最後は真剣にじゃんけんをする子供たち

城東小学校の生徒の皆さんによる活動報告

県歯からの出席者

高齢者のよい歯のコンクール受賞者

熊本県歯科医師会賞
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１) 受賞の感想
81歳でこのような賞を受賞できてたいへん
嬉しく思う｡
２) 普段から生活で気をつけていること
・毎日40分のウォーキングをしている｡
・食事は魚が好きで小さい頃から小魚をよ
くたべている｡
・料理を作るのが好きで､ 料理コンテスト
の魚料理で受賞した事がある｡

����������団体の部

このたびは本校の取組を ｢くまもと歯の健康文化賞｣ にご選出いただ
き､ 誠にありがとうございました｡ 大変光栄に存じております｡ また､
本校の取組におきましては､ 長年にわたって歯科医師会の多くの皆様に
ご支援､ ご協力をいただいてまいりました｡ この場をお借り致しまして
心より御礼申し上げます｡
本校では､ 約50年にわたり健康教育を教育活動の基盤に置いております｡

特に､ 歯と口の健康を保持増進することは､ 運動能力や学習意欲､ 情緒の
安定性を高め､ 心と体の健康づくりにつながる重要なものであると捉え､ 中
心に据えて取組を続けてまいりました｡ 毎給食後の歯磨きはもちろん､ 学校
歯科医の先生による年間２回の入念な歯科健康診断､ １年生の親子歯磨
き学習 (授業参観・親子給食・親子歯磨き)､ 1・２年生歯の学習 (歯科
専門学校生による１対１の歯科指導)､ さらには､ すこやかサミット

(学校保健委員会：児童・保護者・地域・校医・関係諸機関が参加) での歯と口の健康をはじめとした様々
な健康課題に対する探究的な学習等､ 子どもの発達段階に応じた学習の場を繰り返し設定しております｡
今回の受賞を励みに, 子どもたちの健やかな成長のためにより一層精進してまいりたいと存じます｡ 今

後ともご指導､ ご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます｡

�

第20回 ｢高齢者のよい歯のコンクール｣ 入賞者
県審査:平成27年５月７日 (木) 表彰式:平成27年６月７日 (日)

(※敬称略 ※年齢は６月７日現在のものです)

審査結果 郡市名 氏 名 生年月日 年齢

熊本県知事賞 八代 村上ムツ子 Ｓ９.４.29 81

熊本県歯科医師会賞 熊本 梅川 正人 Ｓ８.７.23 81

8020優秀賞 宇土 永江クニ子 Ｓ８.４.14 82

8020優秀賞 菊池 大塚 龍子 Ｓ６.１.14 84

8020優秀賞 阿蘇 佐藤キヨ子 Ｓ８.１.11 82

8020優秀賞 水俣・芦北 川元ユリ子 Ｓ５.６.１ 85

8020優秀賞 人吉 吉村 順一 Ｓ９.10.30 80

8020優秀賞 天草 岩崎六十士 Ｓ６.11.10 83

熊本県知事賞
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１) 受賞しての感想 (受賞して
どう思いましたか)

２) 今回､ 作品を仕上げるにあ
たって工夫したこと気をつけ
たことは何ですか？

���� �� �������������� �������
１) とってもうれしかったです｡
２) くちをおおきくあけて､ はを１本ず
つみがくところをかきました｡

＜審査員コメント＞
１年生らしいとても楽しい絵です｡ 歯

ブラシをもう少し大きく描いたらもっと
よかったと思います｡ 口の中もよく観察
しています｡

天草市立楠浦小学校 １年 ����� ����� �

１) うれしかった｡
２) かがみにうつったくちの中をく夫しま
した｡

＜審査員コメント＞
鏡を見て歯みがきをしている様子がとて

もよくできています｡ 友達の顔が半分に切
れていなかったらもっと良かったと思いま
す｡

天草市立栖本小学校 ３年 ������ ���� �
１) うれしかった｡
２) がようしから､ はみださないように
きをつけた｡

＜審査員コメント＞
むし歯のない歯がとてもきれいです｡

｢歯みがきをしましょう｣ という作品の
気持ちがみんなに伝わります｡

多良木町立黒肥地小学校 ２年 ����� ����� �
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１) まさかなるとは思わなかったので､
うれしかったです｡

２) 笑顔で､ ニコニコに書くことに気を
つけました｡

＜審査員コメント＞
きれいな白い歯と､ 二人の笑顔がよく

表現されています｡ 文字を書く時は同じ
色で書いたらもっと良かったと思います｡

宇城市立松橋小学校 ５年 ������ ����� �
１) おととしも､ 今年も､ 受賞してうれ
しかったです｡

２) 歯科医師の先生の絵をしっかりかい
て､ ゴーグルをこまかくていねいに仕
あげました｡ しきょうをもっている手
を､ しっかりかきました｡

＜審査員コメント＞
歯の治療を受けているその様子がとて

もよく描けています｡ 色彩もきれいです｡
｢歯は仲間｣ もよく工夫されています｡ ク
ラス全員で協力し合って描いた様子が作
品をよくわかります｡

玉名市立鍋小学校 ６年 ������ ������ �

������
１) びっくりしてうれしかっ
たです｡

２) 先生に教えたりしてもら
いながら､ 文字をこゆく色
をぬったことです｡

＜審査員コメント＞
80歳になっても健康な歯で

楽しく元気に生きましょうと
いう人に訴える作者の気持ち
がよく出ています｡

天草市立浦和小学校 ４年 ������ ���� � �
��
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＜審査員コメント＞

元気よく､ 名前で正しくかけてい
ます｡

熊本市立画図小学校 １年 ����� ����� �
宇城市立豊福小学校 ２年 ������ ���� �

＜審査員コメント＞

３字とも筆使いも上手く書けまし
た｡ ｢よ｣ の字が半紙より､ はみ出し
には注意してください｡

＜審査員コメント＞

力強く､ 名前まできちんと書けて
いて良い｡

熊本市立砂取小学校 ３年 ����� ���� �
��
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＜審査員コメント＞

４字とも筆使いも正しく､ 名前ま
でよく書けています｡

宇城市立豊福小学校 ４年 ������ ���
玉名市立小天小学校 ５年 ������ ����� �

＜審査員コメント＞

４字とも筆使いが上手く､ まとめ
方もうまく書けました｡

宇城市立海東小学校 ６年 ������ ���
＜審査員コメント＞

６字のまとめ方も上手く､ 筆の使
いもリズム良くかけています｡

芦北町立佐敷小学校 ６年 ����� ������ ��������������� ����������
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あり､ 50名ほどの聴講者が､ 熱心にメモをと

られていた｡

また､ 今回は､ 新たな試みとして､ 歯のな

んでも相談コーナーに､ ６支部から１名ずつ

会員にご協力いただいた｡ 今後は､ 参加され

たことのない会員にも協力してもらい､ 市民

との交流を深め､ イベントに対するご意見な

どを得ることで､ さらにより良いイベントに

していきたいと思っている｡

来場者総数は､ 1176名で各コーナーの来場

者数は､ 以下のとおり｡

歯のなんでも相談コーナー 39名

矯正歯科相談コーナー 76名

小児歯科コーナー 58名

口臭測定コーナー 142名

講演会 ｢始めよう予防歯科｣ 50名

フッ化洗口体験コーナー 274名

衛生士会コーナー 125名

お口の介護予防コーナー 43名

技工士会コーナー 208名

衛生士学院紹介コーナー 125名

8020コーナー 274名

ハッピーかむかむコーナー 283名

(井野 健)

―歯と口の健康週間に関する報告―

今年は健診者数が増加熊 本 市

熊本市歯科医師会では､ 歯と口の健康週間

に関して３事業を行った｡

５月31日 ｢歯っぴーキッズ｣ ６月４日～10

日までの ｢一斉無料歯科健診｣ ６月７日 ｢20

15歯の祭典｣ の３事業です｡

歯っぴーキッズは､ 熊本市主催の ｢食と健

康フェア｣ との同時開催で､ 熊本市動植物園

で５月31日に行われた｡ 本会は､ 熊本市から

協力依頼があり､ 地域保健委員会から４名が

参加した｡ イベントの対象者は主に､ 幼児､

小学生､ 中学生､ またその保護者に対しての

歯科相談で､ 相談内容では､ 歯並びに関する

相談が１番多かったようだ｡

一斉無料歯科健診は､ ６月４日から10日ま

での期間､ 会員診療所で毎年行っている｡

今年は､ シティーFM､ TKU､ RKKの番

組に出演し告知｡ 例年､ 受診がありませんで

したが､ 今年は､ ０～９歳が２名､ 20～29歳

が２名､ 30～39歳が３名､ 60歳以上が２名の

合計９名の健診者がありました｡ 健診結果は､

処置歯35本､ 未処置歯14本､ 歯石有り７名､

歯周治療の必要有り３名､ 咬合不正ありが１

名であった｡ 去年より､ 数的には伸びたが､

より多くの人に健診を受けてもらえるよう､

告知方法､ 事業内容も含め､ 再考しなければ

ならないと思う｡

最後に2015歯の祭典は､ 今年は６月７日に

ウェルパルくまもとで開催した｡

例年通り､ 本会は､ 歯のなんでも相談､ 矯

正歯科相談､ 口臭測定を担当し､ 矯正歯科相

談は､ 開始前から30人ほどの行列ができ､ 保

護者の関心の高さがうかがえた｡ 口臭測定コー

ナーも順番待ちの列ができており､ 大盛況で

あった｡ 市民向け講演会は､ けやき通り歯科・

矯正歯科医院西村幸郎院長より ｢始めよう予

防歯科､ 早ければ早いほど効果大｣ で講演が

口臭測定コーナーも人気

��
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フッ化物うがい体験コーナーでは昨年同様に

くまモンの啓蒙DVDを流しながら行った｡

フッ化物洗口が今年度より玉名市の小学校で

始まるにあたり､ 保護者特にお母さん方はフッ

化物洗口とはどんなものかと興味をもって頂

ける良いきっかけになった｡ 地域住民の皆さ

んとふれあえるせっかくの機会なので､ 来年

はもう少し来場者が増えるように対策を考え

なければと思う｡

(永廣 有伸)

６月６日(土) 午前10時より玉名市保健セ

ンターにて､ 毎年恒例行事の ｢よい歯の広場｣

が開催された｡ 今年は歯科医師による健診・

相談コーナー､ 歯科衛生士によるブラッシン

グ指導・フッ素塗布コーナー､ 九州看護福祉

大学 (口腔保健学科) による位相差顕微鏡コー

ナー､ 玉名市保健センターによるフッ化物体

験コーナー､ 有明保健所による健康相談､ 食

育のパネルコーナーを設けた｡ 来場者は171

名で例年より少なめであった｡ そのぶん歯科

相談では一人一人に時間をかけ丁寧に説明が

行えたので､ 歯に関心が高い参加者を十分満

足させられたと思う｡ 又歯科衛生士のコーナー

では親子で､ どのようにしたら楽しく仕上げ

磨きが出来るのかをテーマにブラッシング指

導が行われた｡ 今年の新しい試みとして九州

看護福祉大学 (口腔保健学科) の協力で位相

差顕微鏡を設置､ お口の中のプラークを採取

し顕微鏡で覗いて観察を行う｡ 視覚的に動い

ている細菌を見る事が出来､ 大変好評だった｡

親子で楽しく仕上げ磨き

―よい歯の広場―
地域住民とふれあえる貴重な機会玉名郡市

��������������������������������������������������
―お口の健康展―

来場数を増そう下益城郡

グの状況は良し悪しそれぞれだったので､ 口

腔の健康に対する評価の向上の為､ 今後もこ

のような啓蒙活動で効果を上げていきたい｡

(真田 志)

６月６日(土) イオンモール宇城のイベン

トモールにて開催した｡

前年来場数380名に対し来場数350名と､ 前

年に比べて１割ほど少なかった｡ 店内のお客

さんが少なかった事もあったが､ 来年は事前

の告知を行い､ 健診を目当てにくる人を増や

したい｡

掲示物は 『歯周病』 と 『顎関節症』 とし､

ブラッシング等用品も展示した｡ 諸外国に比

べて使用率の少ない歯間清掃用品をより認知

してもらえるよう､ サンプルプレゼントに､

フロスを追加し､ 実際に利用できるように配

布を行った｡

健診のメインは子供だったが､ ブラッシン

今年もイオンモール宇城で開催

��
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―歯の祭典―

４会場 今年も2000人超え八 代

船プレゼントが特に好評で､ ゆめタウンに来場
している子供達の笑顔が�れた｡ 歯科技工士
会も指や手の石膏模型作りが人気だった｡ 氷
川町公民館も短い時間ではあるが､ 多くの入
場者が見られ､ 壁には小学生による歯のポス
ターが所狭しと貼られており彩りを添えていた｡
今年も多くの市民の方々に参加して頂いた｡
各会場の集計結果は､ ハーモニーホール1172
名､ ゆめタウン八代店480名､ 口腔保健セン
ター241名､ 氷川町公民館218名､ 合計2111名
という結果であった｡ 祭典終了後､ 八代ホワ
イトパレスで､ 協力して頂いた関係団体を含
めて､ 賑やかで楽しい反省会を行った｡ 会員
やスタッフの出務負担が大きくなっている問
題はあるが､ 今後も八代地域の方々の歯と口
の健康の増進に努力していきたい｡

(松下 哲也)

６月６日(土) に ｢やつしろ歯の祭典｣ が
開催された｡ 会場はやつしろハーモニーホー
ル､ ゆめタウン八代店､ 八代歯科医師会口腔
保健センター､ 氷川町公民館で行われた｡
例年通り､ ハーモニーホールでは多数の来
賓に出席して頂き､ 小学生の図画ポスターの
入賞者､ 高齢者の良い歯のコンクール受賞者
の表彰式が行われた｡
会場内では会員による歯科相談､ 矯正相談､
訪問歯科相談､ 歯科衛生士によるブラッシン
グ指導､ 口臭測定 (午後)､ 歯科技工士会に
よる石膏模型作り､ 八代市食生活改善推進協
議会によるおやつレシピとクイズ､ 口腔ケア
グッズ展示､ 薬剤師会による薬の相談などで
賑わった｡
ゆめタウン八代店では一階中央催事場で歯
科相談､ フッ化物洗口､ そしてくじ引き､ 風

口腔保健センターでの健診風景

壇上に勢ぞろいした表彰者の方たち

―お口の健康週間―

歯の無料健診と7020表彰人 吉 市

康に関心を高めていただいた｡ 最後に自分の
歯を20本以上お持ちの高齢者18名に7020表彰
を贈った｡ 今回のイベントは､ 去年より来場
者が少なかった｡ 会場や曜日など今後の検討
課題も残されたイベントであった｡

(御手洗 肇)

『歯とお口の健康週間』 に合わせて､ 人吉
市歯科医師会 (会長：與田桂三) は､ ６月７
日(日) ､ ゆめマート人吉店 (人吉市上薩摩
瀬長) で歯の無料健診と相談､ 人吉球磨衛生
士会によるフッ素塗布､ 嚥下力検査及び70歳
以上で20本以上自分の歯をお持ちの方の表彰
を行った｡ このイベントは市教育委員会と歯ッ
ピーネット (人吉球磨地域歯科保健推進連絡
会) が後援し､ 熊本県歯科用品商組合が協賛
し､ 人吉球磨衛生士会の協力で毎年行われて
いる恒例のイベントである｡
当日は､ 家族連れや買い物客など人吉球磨

一円から来場者が83名あった｡ 歯科健診相談
を受けていただいた後､ 子供は45名がフッ素
塗布､ 高齢者の方々は､ 16名が嚥下力 (飲み
込む力) の検査を受けるなど､ 歯とお口の健

��������������������������������������������������
16名が嚥下力の検査を受ける
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―歯と口の健康週間事業―

幅広い年齢層の参加山 鹿 市

ることが感じられた｡
歯科衛生士会の展示コーナーや､ 栄養士会
から齲蝕になりやすい食事やカロリーの展示
もあった｡
山鹿市では､ 幼稚園､ 保育園､ 小学校での
フッ化物洗口が既に行われており､ 今年から
中学校でのフッ化物洗口の実施が予定されて
いる｡ 健診者の数や年齢層の動向をみて､ 別
の形の歯と口の健康週間事業も考える必要が
あるかもしれないと思った｡ (平井 淳也)

６月６日(土) 午後２時より山鹿市健康福
祉センターにて､ 山鹿市歯科医師会､ 歯科衛
生士会山鹿支部､ 山鹿市栄養士会､ 山鹿市役
所健康増進課と協力し､ 歯と口の健康週間事
業における､ 歯科医師による無料歯科健診､
歯科相談､ フッ素塗布､ 歯科衛生士によるブ
ラッシング指導が行われた｡ 健診者数は96名
で子どもから高齢者まで幅広い年齢層の参加
があった｡ ｢毎年来てます｣ とういうご家族
の方も多数いらして､ この事業が定着してい

― ｢歯とお口の健康展｣―

地域に根差した健康展を目指して菊池郡市

も考えられた｡
会員による歯科健診､ 位相差顕微鏡を用い

た口腔内観察､ 口臭測定コーナー等は待ちが
出る盛況ぶりで､ 関係団体の催すブースでも
熱心な来場者が相談等を受けていた｡ 特に栄
養士会によるSATシステムでの栄養相談に
はたくさんの来場者が訪れた｡
結果､ 来場者数は例年の半数程度ではあっ

たが来場目的がはっきりしている分､ 来場者
が我々に求めるものがストレートに伝わる､
例年にない中身の濃い健康展になったのでは
ないかと思っている｡ (郷原賢次郎)

６月７日(日) 午前10時より第29回 ｢歯と
お口の健康展｣ が熊本県歯科衛生士会菊池支
部､ 熊本県歯科技工士会等の関係各団体の共
催のもと､ 菊池郡市歯科医師会館にて開催さ
れた｡ 昨年まで会場 (ゆめタウン光の森) と
して利用させて頂いていたゆめタウン光の森
より会場使用不可との報告を受け､ 急遽会場
変更を余儀なくされ､ 約８年ぶりの菊池市で
の開催となった｡
県内屈指の大型商業施設から菊池市への変
更ということで､ 来場者の確保という意味で
は大きな痛手と思われたが､ 我々の活動への
純粋な評価が得られる絶好の機会でもあると
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―歯の衛生週間事業―

年々､ 来場者が増加宇土郡市

医者にちょっと聞いてみたい“一般の方”の

ざっくばらんな疑問を受けることができた｡

疑問に思われることをストレートに伺うこ

とができ､ 普段の診療や説明の文書の工夫の

しどころを感じるいい機会となった｡

来年以降も参加し､ 地域の口腔衛生啓発活

動に微力ながら寄与できればと思う｡

(近藤 俊輔)

６月６日(土) 午後２時より宇土郡市歯科

医師会､ 衛生士会による､ イベントが行われ

た｡ 会場の宇土シティーモールには土曜の午

後ということもあり親子連れを中心に､ 開始

待ちの方が多数｡ ことしは110組の方が来場

された｡ 私は３回目の参加となりますが年を

追うごとに増えてきているようだ｡

受付にて簡単なアンケートに答えてもらい､

景品を渡した後､ フッ素の無料塗布､ 歯科無

料相談､ 位相差顕微鏡による口腔内細菌の観

察､ 口臭検査など興味のあるコーナーで体験

や相談をもらった｡

私は歯科無料相談を担当｡ お子さんの矯正

についての相談､ 自費の義歯について話が聞

きたい､ など様々な相談を受けた｡ 親子連れ

の方はやはり､ 矯正治療についての質問が多

かったように思う｡

普段の診療の時の“患者さん”と違い､ 歯

―健康福祉まつり―

ついにテレビ取材！荒 尾 市

懸命に対応した｡

また例年､ 歯の健康週間と重なる時期に開

催されているため､ 今年はついに在県TV局

の取材が入り､ 本会コーナーの様子のみを撮

影､ 山本荒歯会会長をはじめ､ 参加スタッフ､

来場者のインタビュー記事を元に､ 夕刻の地

元ニュースの中でオンエアされた｡

(坂田 輝之)

６月７日(日) ９時30分より荒尾市文化セ

ンターにおいて第12回健康福祉まつりが開催

された｡ 本イベントは地域福祉保健医療福祉

推進協議会主催で市内の様々な医療・福祉関

連団体の協賛を得て一般の方々を対象とした

健康増進ための啓蒙イベントとして始まり､

現在では荒尾市民はもとより近隣住民にも知

れ渡るほどのイベントへと成長し今年で12回

目を迎えた｡ 本会は歯科衛生士会と共同ブー

スで健診､ 位相差顕微鏡を用いての歯と歯ぐ

きの健康相談､ ブラッシング指導､ フッ素塗

布､ 福引き､ 歯科治療パネル展示､ デンタル

ケアグッズ展示､ お口に関するアンケートと

いった企画を行っている｡

乳幼児の家族連れからご高齢の方まで今年

は若干少なく358名の参加者であったものの､

午後３時まで担当した会員､ スタッフ達は各

コーナーで口腔内健康増進普及のために一生

358名の来場者があった

��



次に舌の上に乗る小さなお菓子を使って唾液
が出ていない時と出ている時と味がどう変わ
るかまた唾液腺のマッサージを実際に体験し
てもらった｡ 皆さん楽しくお付き合いしてい
ただいた｡
最後の質疑応答では ｢義歯は寝ている時も
入れたほうがいいのですか？｣ ｢義歯の洗浄
はどうしたらいいですか？｣ ｢飲み込む力の
弱い誤嚥させやすい人の口腔ケアはどうした
らいいですか？｣ 等々多くの質問がありそれ
ぞれわかりやすく回答した｡
後日両施設からの評判は大変良かったとい
う声を聞きまた来年への励みとなった｡

(乕谷 真)
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―歯と口の健康週間事業―

口腔ケア啓発のための講演会を開催阿蘇郡市

６月13日(土) ､ 阿蘇郡市の歯と口の健康
週間事業は小国町と南小国町で行われた｡ 小
国町は介護付有料老人ホーム ｢みどりの里｣､
南小国町は居宅介護事業所 ｢りんどう荘｣ に
出向いて､ デイ利用者および職員を対象に口
腔ケアの啓発のための講演会を行った｡
｢みどりの里｣ では市原会長挨拶の後､ 安

光会員の進行で甲斐田会員の講演が行われ､
｢りんどう荘｣ では田上副会長の挨拶の後､
園田会員の進行で笠原会員の講演が行われた｡
講演内容は最近注目されている高齢者の肺炎
(特に誤嚥性肺炎) が口腔ケアや舌､ 頬粘膜､
口腔周囲筋のリハビリと関係があることをわ
かりやすく説明､ また口腔内の乾燥がいろん
なことに悪影響を与えるので､ 唾液をよく出
すにはどういうことをすればよいのか､ 唾液
腺マッサージや舌回しの話､ また適合の良い
義歯を入れることで快適な食事ができるのが
大切なことなど利用者のみなさん職員の方々
も興味深くくいいるように聞かれていた｡
続いて衛生士会から参加した５人の衛生士

にバトンタッチして､ 簡単な実習をスタート
させた｡ (みどりの里３人､ りんどう荘２人)
まず30秒の間に何回嚥下 (ごっくん) できる
か？唾液の多い方は回数も多くできたようだ｡
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―天草市健康フェスタ―

『見て､ 知って､ 体験して』天草郡市

肪測定､ 等のチェックコーナーそれぞれに盛
況だった｡ 雨のため心配された来場者もまず
まずの入りだった｡ やはり歯科としてはモチ
ベーション的にも６月開催の方が気分的にも
盛り上がり､ 素晴らしいイベントとなった｡
天草市健康福祉部健康増進課のご尽力に深く
感謝する次第です｡ (槌本亮二郎)

６月13日(土) 午後１時30分より､ ｢天草市
健康フェスタ｣ が天草市民センターで開催さ
れた｡ イベントに先立ち歯・口の健康に関す
る図画・ポスターコンクール及び天草地区歯
と口の健康週間8020コンクールの表彰式が行
われた｡ 多数の小学生と8020優良達成者３名
へ山本会長から賞状が授与された｡ 体育館へ
と場所を移し､ ４つのに分かれた各コーナー
に多くの人が訪れた｡ 来場者数は562人｡ メ
インの歯科コーナーでは歯科健診､ 歯垢染め
だし､ ブラッシング指導､ フッ素塗布､ フッ
化物洗口に分かれ一番の賑いを見せた｡
また転倒予防教室､ 運動アドバイス､ 食育

等の説明を行う体験コーナー､ お薬､ サプリ
メント相談､ タバコよろず相談､ 糖尿病相談､
ストレス相談､ 等の相談コーナー､ 骨硬度測
定､ 血管年齢測定､ 血圧､ 血糖値測定､ 体脂
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―就任記念講演会―
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５月９日(土) 午後４時より､ 県歯会館４
Ｆホールにおいて､ 熊本大学大学院生命科学
研究部歯科口腔外科学分野中山秀樹教授の教
授就任記念講演会が開催された｡ 今回は､
｢口腔がん診療の最前線―熊本大学歯科口腔
外科における取り組み―｣ という演題で､ 中
山教授に講演して頂いた｡ まず､ 小島副会長
より､ 教授就任の祝辞および開会の挨拶があ
り講演に入った｡
１. 口腔がんの基礎知識と疫学
死因別にみた死亡率の年次推移を見てみる
と､ 悪性新生物が最も多く､ 年々増えている｡
人類の平均寿命が､ 延びているため､ 今後も
｢がん｣ は増えることが考えられる｡ また､
頭頸部癌の中で､ 最も多いのは､ 口腔癌で約
35％を占めている｡ その中で､ 部位別にみる
と､ 舌癌が最も多く60.0％で､ 次が下顎歯肉
癌11.7％との事であった｡
２. 口腔がんの臨床的特徴
｢口内炎になったら何科を受診するか？｣

との問いに対して､ 約４割の人が歯科を受診
すると答えている｡ 最初に歯科受診した時に､
がんを見逃さないことが大切との事であった｡
２週間を過ぎても消失しない口内炎は､ がん
化している可能性があるので､ 一度紹介して
ほしいとの事であった｡ また､ 特に､ 見た目
が汚い白板症 (赤い部分が混じっていたり､
ブツブツしていたり) は､ がん化している可
能性があるので注意が必要である｡ 次に､ 初
期癌に対する臨床発育様式分類 (表在型､ 外
向型､ 内向型) について､ 写真と病理組織を
示し解りやすく説明があった｡
３. 口腔がんの診断について
センチネルリンパ節とは､ 腫瘍から最初に
リンパ流が流れ込むリンパ節であり､ リンパ
節転移を起こす場合は､ 先ずこのリンパ節に
転移し､ さらに遠位のリンパ節に転移する｡
このセンチネルリンパ節を､ ラジオアイソトー
プを応用し見つけ出し､ そのリンパ節の転移
の有無を調べることにより､ 頸部郭清術の必
要性が判断できるとの事である｡
４. 口腔がんの治療について
熊本大学歯科口腔外科においては､ 殆どの
口腔扁平上皮癌 (OSCC) 患者に対して､ 術
前にCRT (化学放射線療法) を行い､ 腫瘍
を縮小させた後､ 切除を行っているとの事で
ある｡ その事により､ 切除範囲を小さくする
ことが出来､ 術後の機能障害も少なくて済む
との事であった｡

５. 術後機能向上へ向けた取り組み
口腔癌患者へのオーダーメイド治療という
ことで､ ３Ｄプリンターを用いた取り組みが
紹介された｡ 術前のCTデータから模型を作
製し､ 手術のシミュレーションを行ったり､
再建用のチタンプレートを術前に屈曲したり
と､ 手術の効率化や精度の向上に非常に役に
立っているとの事であった｡ 次に､ 上顎骨切
除後の機能改善へ向けた取り組みについて説
明があった｡ 鼻咽腔閉鎖不全による､ 嚥下・
発音・咀嚼障害に対する顎義歯にも積極的に
取り組んでいるとの事で､ 最後に動画にて顎
義歯装着により発音障害が､ 劇的に改善され
る様子が紹介され､ 講演は終了となった｡
次に､ 口腔粘膜疾患鑑別支援システム連絡
体制について､ 篠原元教授が退任されたことに
より､ 後任の中山秀樹教授のアドレスに､ この
システムに伴うメールの送付先が変更になった
事が､ 牛島常務理事により連絡された｡ そし
て最後に､ 渡辺専務理事より謝辞および閉会
の挨拶が行われ､ 講演会は終了となった｡ 40
歳代の若い教授の誕生ということで､ 大勢の
聴講者が集まり､ 活気のある講演会となった｡

(学術 片山 晃紀)

４Ｆホールは多くの会員が参加

中山教授､ 就任おめでとうございます

��
��
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れまでなかったため､ 改めて大変参考になっ

た｡

２部はリスクマネジメ

ント・ラボラトリーの甲

斐大童氏に､ ①所得控除

の活用､ ②金利の動き､

③ドルコスト平均法のし

くみ､ ④繰上げ返済の活

用､ ⑤生命保険の積み立

て事例について､ 時には

クイズ形式で､ こちらも約１時間後講演頂い

た｡ 年金制度を含めた人生設計のなか､ 超低

金利時代の資産形成をいかに行うかというテー

マも新鮮で､ 大変参考になる内容であった｡

私達､ 歯科医師は日々の診療に気をとられ､

経営や税務について､ 税理士等に丸投げしが

ちだが､ 日々の経営と自分の将来の為に､ 税

務について勉強し､ 知識を得る事が必要であ

ると痛感した｡

(総務・厚生・医療管理 小林 聡)

５月23日(土)､ 県歯会館にてケイ・デー・

エム・ユーの医業経営セミナーが行われた｡

今回のセミナーでは､ 奥様医業経営塾などで

お世話になっている､ ㈱リスクマネジメント

ラボラトリーに協力いただき､ 年金制度と資産

形成に関する内容を２部構成で御講演頂いた｡

１部は社会保険労務士で､ クロスフィール

ズ人財研究所の三浦修氏に､ ①人口と高齢化

率､ ②社会保障給付費と税収の関係､ ③公的

年金制度について､ ④60

歳以降の家計収支と年金､

⑤セカンドライフに必要

な資金について､ 約１時

間御講演頂いた｡ 60歳か

ら夫婦で平均寿命まで生

きると､ ２人で約１億円

必要で､ 年金だけでは不

足である為､ 老後資金を前もって準備してお

く必要があるという事だった｡ 年金制度や仕

組みについて､ じっくりと話を聞く機会がこ

�����������������
―ケイ・デー・エム・ユー医業経営セミナー―

���������� �� ��������
三浦修氏

甲斐大童氏

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４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｡

��
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�����郡市会報告

―敬寿の会―

����������八代歯科医師会

５月30日(土)､ 午後４時より八代宮神殿にお
いて人生の節目を迎えられた11名の会員のご健
康を祈る祈願祭が厳かに行われた｡ 今回の主役
は､ 米寿の澤田稔会員､ 傘寿の川上喜久雄会員､
中村矢一会員､ 宮本加州彦会員､ 古稀の原田栽
志会員､ 若槻正幸会員､ 向井富美子会員､ 尾上
宗一会員､ 還暦の田中裕子会員､ 川原雄次会員､
厄晴れの今崎佳昭会員である｡ (残念ながら澤
田会員､ 川上会員､ 原田会員は欠席であった｡)
あいにくの雨空であったが多くの会員が神殿に
集合し二礼二拍手一礼をもって参拝､ 宮司より
お祓いを受けた｡ その後､ 全員で神殿をバック
に記念撮影を行い､ それから祝賀会会場である
セレクトロイヤル八代へ移動した｡ ５時から始
まった祝賀会は司会進行を高野会員が担当し､
最初に世話人代表として松下会員が壇上の主役
の方々を紹介された｡ その後中川会長が挨拶さ
れ､ その中で本日欠席の澤田会員､ 川上会員､
原田会員の紹介があった｡ それから壇上のお一
人ずつの感謝の言葉を頂戴し､ 記念品贈呈そし
て福田会員の乾杯の発声にて宴に突入となった｡

広い会場のあちこちで年配の会員と若手会員が
入り混じる光景が見られ､ 互いの健康を喜びつ
つ昔の思い出話や苦労話などに花を咲かせた｡
話に夢中になっているとあっという間にお開き
の時間になってしまい､ 増田会員の万歳三唱に
て敬寿の会は終了した｡ この会は毎年行われる
伝統の行事であるが､ お互いを思いやる心を育
む大事な機会であり､ 会の結束を強めるために
も大切にしていかなければならないと思わされ
た｡ (岩崎 晃司)

―学術研修会―

���������������天草郡市歯科医師会

歯科サイドの積極的な取組みが必要

５月12日(火)､ ホテルサンロード５Ｆ会議室
において第240回天歯学術研修会が行われた｡
今回は糖尿病歯周病連携事業の一環として､ 糖
尿病専門医の立場から 『糖尿病の病態と治療の
基礎知識』 の演題で天草市立栖本病院の水流添
覚病院長に､ また 『糖尿病の多職種連携と歯科
治療時の注意点』 という演題で天草地域医療セ
ンターの平島義彰氏に講演いただいた｡
水流添氏には糖尿病の原因､ 進行時の多種の
症状､ 合併症､ リスク等わかりやすく説明され
た｡ 特に今連携事業の指針となるHbA1Cにつ
いて詳しい説明があった｡ 基本的な投薬､ 食事
療法､ 運動療法のほかに今回の調査で歯科の役
割となる歯周病のコントロールとの関連にも言
及された｡
続いて平島氏からは医療に関わる多職種 (歯
科では歯科衛生士) の中から糖尿病療養指導士

の資格を制定し､ より広範囲から糖尿病の指導
をできるようにシステムが形成されようとして
いること､ 療養指導士の内容等が話された｡
既に動き出している事業で糖尿病罹患率の高

い天草地区でこの連携事業の試みが一定の成果
を上げられるように､ 何より歯科サイドの積極
的取組みが必要だ｡ (槌本亮二郎)

��
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����� �������������荒尾市歯科医師会

６月３日(水) 午後７時より医師会館にて第
５回在宅医療事例検討会が行われた｡
本会は昨年度発足した荒尾市在宅医療連携整
備検討委員会 (現在､ 在宅ネットあらお運営委
員会) の主催で行われていたものを本年度より
事例発表や報告できる各団体や各職種の主催に
変わり､ トップバッターとして歯科医師会が担
当することとなった｡
講師には田中みどり会員を推挙し ｢歯科訪問
診療事例と口腔機能体感学習｣ という演題で約
１時間講演して頂いた｡
まず口腔機能体感学習として､ 参加者に配布
したスナック菓子やお茶を使って､ 摂食・嚥下
という機能を十分にさせずに行う事､ 寝たきり
状態で行う事がいかに困難を要するかを疑似体
験してもらった後､ スライドを用い在宅医療に
おける歯科の役割 (咀嚼機能の回復､ 歯科衛生
士による口腔ケアの必要性とその効果) および
他職種からの患者情報を頂き初めて良質な歯

科医療が提供できることを担当された５事例
(症例) も呈示しながら熱弁をふるわれた｡
今回､ 参加したのが三師会関係だけではなく
行政職員､ ケアマネージャー､ 栄養士､ 言語聴
覚士､ 施設職員､ 管理栄養士､ 精神健康福祉士
という点からも在宅医療がいかに多 (他) 職種
間で連携を密に取り､ 確立させなければならな
い事業かがわかる

(坂田 輝之)

多職種間で連携を

―在宅医療事例検討会―

� � �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

松本 文雄 先生
平成27年５月24日 ご逝去 92歳�郡 市 名：宇土郡市�入会年月日：昭和21年３月20日

第第３３種種会会員員
藤� 順一
(フジサキ ジュンイチ)

人吉市老神町35

人吉医療センター
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会 務 報 告
所管 日付 摘要 出席

総 務

４月22日

第23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 ほか
【議 題】 (１) 保存期間を経過した文書の破棄

(２) 平成27年度定時代議員会の日程・報告・議事
(３) 平成27年度第１回臨時代議員会の日程・報告・議事 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

24日 熊本民事調停協会定期総会・懇親会 (KKRホテル熊本) 前野会員
25日 日本大学歯学部同窓会県支部懇親会 (アークホテル) 渡辺専務理事､ 堤顧問

27日
役員等選挙 理事候補者推薦届出受付開始

常務打合会
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木・牛島常務理事

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
月次監査
３月末会計現況監査

久々山・西野監事

在宅歯科診療器材整備事業反省会 宮坂副会長

30日
故山内�会員 (熊本市) 告別式弔辞奉呈 (熊本市) 小島副会長
九州各県次期会長候補者事前打合せ会 (福岡県歯会館) 浦田会長

５月３日 美しい日本の憲法をつくる熊本県民の会結成大会 (熊本テルサ) 渡辺専務理事

７日

第１回副会長会議 中嶋・宮坂副会長､ 渡辺専務理事
第44回常務理事会
(１) 自動ドアの保守契約 (２) 定款・規則集の表紙
(３) 熊本県学校保健会団体助成金の増額

浦田会長を除く常務理事以上全役員

８日
役員等選挙 理事候補者推薦届出受付締切
第５回選挙管理委員会 三隅委員長他全委員

９日 群馬県歯会創立百周年記念式典・講演会・祝賀会 (群馬・高崎ビューホテル) 浦田会長
12日 地域医療介護総合確保基金に係る厚生労働省ヒアリング (厚生労働省) 宮坂副会長
13日 第763回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長
15日 肥後銀行本店ビル落成式・祝賀会 (肥後銀行本店) 浦田会長

19日 理事打合会
渡辺専務理事､ 八木・牛島常務理事
他２名

20日

県防災会議､ 県石油コンビナート等防災本部､ 県水防協議会及び県国民保護協議会合同会
議 (県庁)

澤田事務局長

第45回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 名義後援使用依頼
(３) 第47回肥後っこスマイルサマーキャンペーンにおいての歯科検診・指導 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

21日
早産予防対策事業意見交換会 渡辺専務理事､ 田上常務理事

熊本在宅医科歯科連携懇話会
小島副会長､ 牛島常務理事､ 松本理
事

22日

第120回都道府県会長会議 (日歯会館) 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
第５回日歯議事運営特別委員会 (日歯会館) 浦田会長
県医療・保健・福祉団体協議会理事会 (県医師会館) 小島副会長

23日 熊本矯正歯科研究会懇親会 (アークホテル熊本) 浦田会長

27日

熊本民事調停協会連合会総会 (KKRホテル) 前野会員
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
県との地域医療構想策定に係る打合せ
県医療政策課・阿南課長補佐との打合せ

浦田会長

第24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 ほか
【議 題】 (１) 骨密度測定とその事業

(２) 平成26年度 (有) ケイ・デー・エム・ユー事業報告及び決算
(３) くまもとスマートライフ推進事業 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

29日
役員等選挙 監事・日歯代議員・日歯予備代議員立候補届出受付開始
第178回日歯臨時代議員会 (日歯会館) 浦田会長､ 小島副会長
県・阿蘇地域総合防災訓練全体会議 (阿蘇地域振興局) 田上常務理事

30日

月次監査
平成26年度決算､ ４月末会計現況監査

久々山・西野監事

警察歯科医会研修会
受講者：56名

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木常務理事

早産予防対策事業打合せ会
(１) 早産予防対策事業における歯科分野の分析等

田上常務理事､ 赤尾委員

６月２日

県総合保健センター理事会並びに常務理事会 (県総合保健センター) 浦田会長
職員辞令交付式 浦田会長
第46回常務理事会
(１) 定時代議員会会務報告 (２) 平成26年度一般社団法人熊本県歯科医師会会計決算
(案) (３) 三師会懇談会の出席者及び提案事項 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

３日 第６回日歯議事運営特別委員会 (日歯会館) 浦田会長

学 術

５月９日
中山秀樹先生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ご就任記念講演会
受講者：145名
講師：中山秀樹教授 (熊大歯科口腔外科)

小島・宮坂副会長､ 渡辺専務理事､
田上・八木・牛島常務理事､ 冨屋・
井上・田中理事他学術委員４名

15日
学術委員会
(１) バイタルサインセミナー (２) 日歯生涯研修DVDセミナー及び会員発表 (３) ＢＰ
製剤アンケートコメント作成 ほか

井上理事､ 片山副委員長他３名

自 平成27年４月20日
至 平成27年６月３日

��
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所管 日付 摘要 出席

社会保険

４月28日
社会保険委員会
(１) 会員向け発行物 (２) 指導立会者､ 個別相談会対応

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他全委員

５月２日
社会保険個別相談会
相談者：２名

桐野・橋本副委員長他１委員

８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

13日
社会保険個別相談会 (氷川町)
相談者：１名

山口委員

14日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 桐野副委員長､ 南・渡辺委員

16日
社会保険委員会
(１) 会員向け発行物 (２) 指導立会者､ 個別相談会対応

田中・椿理事､ 清水委員長他12委員

地域保健

５月７日
地域保健小委員会
(１) 8020高齢者よい歯のコンクール審査

田上常務理事､ 川瀬委員長､ 赤尾委
員

19日 第１回県健康づくり県民会議幹事会 (熊本テルサ) 宮坂副会長

26日
地域保健委員会
(１) 歯の祭典日程 (２) ヘルＣキャンペーンの日程 (３) 各郡市地域保健担当者会

田上常務理事､ 川瀬委員長他５委員

広 報

４月23日
テレメッセ打合せ
(１) ６月４日 (木) 放送分

加藤理事

24日
広報委員会
(１) 会報６月号・編集

加藤理事､ 佐藤委員長他４委員

５月11日
テレメッセ打合せ
(１) ６月４日 (木) 放送分

加藤理事

13日
広報小委員会
(１) 会報６月号・第１回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他３委員

18日
広報小委員会
(１) 会報６月号・第２回校正

加藤理事､ 佐藤委員長他１委員

25日
エフエム熊本 ｢えがおで元気｣ 収録 (エフエム熊本)
(１) ６月５日 (金) ・12日 (金) ・19日 (金) ・26日 (金) 放送分

加藤理事､ 永廣委員

28日
NHKテレメッセ収録 (口腔保健センター)
(１) ６月４日 (木) 放送時使用の動画撮影

加藤理事

学校歯科

４月22日
歯及び口腔の健康づくり指導 (玉名市役所)
フッ化物洗口教職員説明会

大林理事

24日
歯及び口腔の健康づくり指導 (玉名市役所)
フッ化物洗口教職員説明会

大林理事

５月１日
各郡市学校歯科担当者会議
(１) 熊本県のフッ化物洗口の実施状況 (２) 学校保健委員会の開催状況
(３) 各郡市のフッ化物洗口の実施状況 ほか

浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理
事､ 大林理事､ 河原委員長他16名

10日 県歯科衛生士会フッ化物洗口研修会 (つなぎ文化センター) 若江会員

12日
歯及び口腔の健康づくり指導 (横島町公民館)
フッ化物洗口教職員説明会

大林理事

13日
歯及び口腔の健康づくり指導 (山都町立中島小学校)
中島小学校教職員歯科研修会

大林理事

21日

県PTA共済審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事
県学校保健会第１回総務委員会 浦田会長
歯と口の健康週間 ｢図画・ポスター､ 習字､ 標語｣ 審査 大林理事
学校歯科委員会
(１) 次期学校歯科委員への申し送り (２) 新規採用養護教諭研修の事前質問の回答
(３) 標語の審査

大林理事､ 河原委員長他全委員

27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

６月３日
県ＤＶ対策関係機関会議 (県庁) 澤田事務局長
県要保護児童対策地域協議会 (県庁) 大林理事

医療対策 ５月22日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 各郡市医療相談担当者会 (３) 九州各県医療安全担当者会 ほか

冨屋理事他全委員

センター・
介護

５月２日 口腔保健センターカルテチェック (口腔保健センター) 松岡センター長

13日
センター・介護小委員会
(１) ケアマネ研修会

松本理事､ 平井委員長

25日 委託事業打ち合わせ 宮坂副会長､ 松本理事
30日 済生会熊本福祉センターとの口腔ケア打合せ (済生会熊本福祉センター) 松本理事

総務・厚生・
医療管理

５月12日
総務・厚生・医療管理小委員会
(１) 医療管理だより (２) 次年度委員会事業計画

牛島常務理事､ 池嶋委員長他１委員

23日 第17回熊本院内感染対策研究会世話人会 (済生会熊本病院) 牛島常務理事

28日
病診連携事業打合せ
江南病院勤務の歯科衛生士２名と病診連携打ち合わせ

牛島常務理事

30日
第56回日本歯科医療管理学会総会・学術大会 (１日目) (岡山国際交流センター) 牛島常務理事
日本歯科医療管理学会評議員会 (岡山国際交流センター) 牛島常務理事

31日 第56回日本歯科医療管理学会総会・学術大会 (２日目) (岡山国際交流センター) 牛島常務理事
６月１日 がん連携運営打合せ (熊大口腔外科) 牛島常務理事

学 院

４月30日 学院臨床実習指導担当者打合会 小島副会長､ 伊藤学院長他５名
５月15日 第１回学院役職員会 (学院校舎) 伊藤学院長他全役員
26日 第１回学院運営審議会 浦田会長､ 伊藤学院長他９名

30日
学院研修旅行 (至６月２日) (台湾)
第50期生：52名

伊藤学院長他２名

国保組合
５月８日

第１回国保理事会
(１) 年間行事予定 (２) 規程の一部改正 (案) (３) 文書廃棄

浦田理事長他全役員

14日 全協理事会 (東京・都市センターホテル) 浦田理事長

事業課 ５月23日
ケイ・デー・エム・ユー経営セミナー
受講者：23名

八木常務理事､ 牛島常務理事

��



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

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
70才まで新設されました

保険金額の増減は毎年自由に
変更できます

本人プランは
入院1日
15,000円
まで保障1入院60日限度  通算1,000日分まで保障

奥村



■
発
行
日
／
2015年

7月
6日
発
行
　
■
発
行
人
／
浦
田
　
健
二

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

　
〒
860-0863 熊

本
市
中
央
区
坪
井
2丁
目
4番
15号

　
TEL／

096-343-8020　
FAX／

096-343-0623
　
U
RL／

http://w
w
w
.kum

a8020.com
■
印
刷
所
／
コ
ロ
ニ
ー
印
刷

Kum
am

oto Prefecture Dentistry  M
edical Association Report

July 2015  N
o.710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 

5日（水）

19日（水）

23日（日）

26日（水）

29日（土）

第2回常務理事会

第3回常務理事会

学術講演会

第4回理事会

学校歯科医研修会

8 主な行事予定 August

編集後記

お隣の国、韓国でMERS（中東呼吸器症候群）コロナウイルスの感染が拡大中です。6月24日の時点で感染者は
179人、死亡者27人、隔離対象者4000人となっています。この病気の影響で韓国への旅行客は前年比8割減、経済
的にも大ダメージを被っているそうです。初期対応の遅さから朴政権はボコボコに叩かれ支持率も急落しています。
昨年のセウォル号事件の時もそうだったのですが政府の対応がこれほど後手後手に回ってしまうのは何故でしょう
か。
私見ですがこれらの悲劇は韓国人の国民性が如実に出た結果だと思っています。韓国語に「ケンチャナヨ」とい

う言葉がありますが、これは「大丈夫、問題ない」という意味で、会話の中で頻繁に使用される言葉です。我々日本
人から見ると大問題で、明らかに悪い事でも彼らは「ケンチャナヨ」で軽く流そうとします。良く言えば明るく前向き
なのでしょうが、物事を深く考えようとしない韓国人気質が事態の悪化を招いているとも言えるでしょう。
ともあれMERSの終息を心から祈ります。隔離対象になった人が帰国している現在、日本にとってもはや対岸の

火事とは言えない状況なのですから。                　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　       （I.K）

安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会


