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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。

　あけましておめでとうございます。
　猿は山の賢者で、山神の使いと信じられ
ていました。
　私たちも猿に負けないように器用で臨機
応変に対応しましょう。　　　　（Ｔ.Ｋ）

※写真は坂田 輝之会員（荒尾市）撮影
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新年明けましておめでとう御座います｡ 会員の皆様におかれましては､ 新たな年を健やかにお

迎えのこととお喜び申し上げます｡

さて､ 昨年は､ 歯科界にとりまして本当に大変な一年となり､ 会員の皆様にご心配とご迷惑を

おかけしました｡ 誠に残念で､ 遺憾に思いますし､ 改めましてお詫び申し上げます｡ 既に会長予

備選挙も終わり､ 次期の会長予定者も決まっていることと思いますが､ この危機を乗り越える為

にも何よりも､ 会員をはじめ国民の皆様に信頼される歯科界を目指して指導力を発揮して頂きた

いと願っております｡

昨年熊本県歯科医師会が､ 進めております医療連携をはじめ様々な事業に対しまして､ 会員の

皆様にご協力頂き､ 誠に有り難う御座いました｡ お陰様で着実に一歩一歩ですが､ 事業の進展が

見られましたし､ 医療介護総合確保基金も厳しい状況で削減は有りましたが､ 何とか事業予算を

確保して頂きました｡ 又､ 基金で立ち上げた医療連携室も経験豊かな優秀な職員 (歯科衛生士)

を配置することが出来一段と機能アップを図ることが出来ました､ まだまだこれからですが､ 今

年は更に回復期リハ病院との連携を中心に在宅診療へ向けた連携へと進めて行きたいと思ってお

ります｡

今年は医療構想策定もいよいよ佳境に入ってまいります､ 郡市歯科医師会とより連携をとって

慎重に議論を進めて行きたいと思います｡

この医療構想によって今後の熊本県の医療行政の方向性が決まるものと思っております､ 心し

て取り組みたいと思います｡

昨年末､ 災害時の相互支援の覚書書を鹿児島県歯科医師会と締結させて頂きました､ 大災害が

発生し､ 被災県歯科医師会単独では十分に応急処置が実施出来ない場合に備え､ 相互間の応援を

円滑にするために必要な事項について定めたものです｡ 災害はいつ起こるか分かりませんので､

まずはなるべく早く相互支援を締結し､ その心構えを持って必要な課題をお互いに一つ一つ解決

して行こうと言う事で締結致しました｡ 災害だけでなく色々な面で両県の交流が､ 今まで以上に

進むのではないかと期待しております｡

まだまだ､ 取り組むべき課題は沢山有りますが､ 先ずは今年が少しでも良い年に成る様に役職

員一同力を合わせて頑張ってまいります｡

最後になりますが､ 何よりも会員の皆様にとりまして今年が良い年に成りますように祈念して

新年のご挨拶とさせて頂きます｡
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新年おめでとうございます｡ 会員の先生方におかれましては､ お健やかに新年をお迎えになら

れたこととお慶び申し上げます｡

旧年中は本会の会務運営に格別のご理解､ ご支援を賜りましたことを深く感謝いたしますとと

もに､ 本年も変わらぬご厚情を賜りたく､ 引き続きよろしくお願い申し上げます｡

我が国の高齢化は世界に類を見ない速さで進み､ 超高齢社会に突入しました｡ 医療の進歩や生

活環境の改善等､ 我が国の優れた保健・医療システムにより日本人の平均寿命は延び､ 世界でも

トップクラスの水準となり､ 人類誰もが願う長寿社会を現実のものとしました｡

国は､ 住まい､ 医療､ 介護､ 予防､ 生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構

築を推進しています｡ 歯科医師会はその中で､ このシステムに多職種が連携した医療・介護の提

供を念頭においた歯科医療の推進を図ることにより､ 国民が人生の最期まで住み慣れた地域で暮

らせるように､ 食べる､ 話す､ 笑うなどの 『健康を創り出す歯科医療』 に変えていかなくてはな

りません｡ 特に期待されるものに ｢訪問歯科診療｣ ｢口腔健康管理｣ 等があり､ そのために必要

な人材育成や体制づくりなどのインフラ整備に迅速に対応すべく､ 努めて参る所存です｡

平成元年から展開している８０２０運動も国民の間に広く浸透してきた感があります｡ ８０２０

達成者 (80歳で20本以上の歯を有する者) の割合は平成23年調査で38.3％と､ 平成17年の24.1%

から大きく増加しており､ これもひとえに会員の皆様方のご努力の結果であり､ 感謝申し上げま

す｡ 日本歯科医師会は今後も､ ｢歯科口腔保健の推進に関する法律｣ (歯科口腔保健法) に基づく

基本的事項において､ 口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小のための具体的な目標値

が“平成34年時点で８０２０達成者率50％”と示されていることを踏まえ､ さらなる充実を目指

して参ります｡

超高齢社会において､ 胎児期から高齢期までの各ライフステージで適切な歯科医療が提供され､

そして､ 国民が最期まで自分の口から食べ､ 健康を増進し､ 自立した生活ができるように､ 歯科

口腔保健法や多くの都道府県や市町村で制定されている歯と口の健康に関する条例なども活用し

ながら､ 日本歯科医師会はこれからも全力で邁進し続ける所存であります｡

本年が会員の皆様にとって良い一年になりますよう祈念申し上げます｡
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11月25日(水) 午後７時より､ 県歯会館において､ 浦田会長他全役員､ 伊藤学院長出席のもと
開催された｡

����������
３. 議長選出：浦田会長
４. 議事録署名人：久々山監事､ 西野監事
５. 平成27年度会務報告：

(自：10月23日～至：11月19日)

本会総務：社会歯科学研究会秋期研修会､ 理

事会､ 常務理事会､ 中国・四国､

九州地区役員連絡協議会､ 九州各

県会長会､ 各委員会概算要求協議､

全国歯科保健大会､ 九州歯科医学

大会・厚生行事

学 術：日歯生涯研修ＤＶＤセミナー

社会保険：レセプトチェックセンター､ 近県

社会保険担当者会議

地域保健：笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベ

ント

広 報：ＮＨＫテレメッセ収録

学校歯科：第38回むし歯予防全国大会

医療対策：医療相談・苦情事例報告

センター・介護：医療対策研修会､ 在宅及び

要介護者歯科に関する委託事業各

郡市担当者会議

厚生・医療管理：健康診断

総務・医療連携：玉名郡市がん医科歯科連携

協議会､ 回復期医科歯科医療連携

学会

学 院：高校推薦・指定校推薦入学試験､

入学試験委員会

１. 開会：宮坂副会長
２. 挨拶：浦田会長

今年も残すところ１ヶ月余りとなり､ 急に
寒さが厳しくなってきました｡ 暗くなるのも
早く､ 少し寂しい感じがします｡ 前回の理事
会でもお話しましたが､ 昨日で日歯会長予備
選挙の立候補が締め切られました｡ 今日が公
示で､ いよいよ予備選挙へと動き出しました｡
会員だけではなくて国民からも支持されるよ
うな方が日歯会長として選ばれてほしいと思っ
ております｡ この結果は12月24日に出ること
となり､ 次回の理事会時には決定しています
ので､ そのときに先生方にご報告ができるの
ではないかと思います｡ 非常に歯科界にとっ
ては逆境の状況でありますけれども､ この逆
境をみんなで乗り越えていかなければと思い
ますし､ 春が来ない冬､ 朝が来ない夜はない
という言葉がありますが､ 我々もしっかりと
対応して春を､ 朝を迎えられるように頑張っ
ていきたいと思います｡ 江戸時代の儒学者で
ある中江藤樹が ｢順境にいても安んじ､ 逆境
にいても安んじ常に坦蕩々として苦しめると
ころなし｡ これを真楽というなり｡ 萬の苦を
離れてこの真楽を得るを学問のめあてとす｣
ということを言っています｡ 簡単にいうと逆
境の時にも自分の隙を見せずに心が安定して
いる｡ そして常に平らかでゆったりしていて
自分を苦しめるところがない｡ こういう喜び
楽しみを真の楽しみという｡ あらゆる苦を離
れてその真楽を得るのが学問の目的であると
いうことです｡ ここで面白いのは順境が先な
のです｡ 逆境のときは､ 誰でも ｢こんなこと
ではいけない｣ と奮い立つが､ 順境のときは
大抵の人間が慢心に陥るということです｡ そ
ういうことを含めて逆境の方がまだいいのだ
という思いで､ どのような事が起きてもしっ
かりと安心立命の心で対応していく所存であ
ります｡ 今年も残り少なくなりましたが最後
まで皆さんと頑張っていきたいと思いますの
でよろしくお願いします｡
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国保組合：国保組合被保険者全国大会

事 業 課：奥様医業経営塾

以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

６. 報告事項：
１. 表彰

・叙勲 瑞宝双光章

森 一 会員 (宇土郡市) 11月３日(火) 付

・文部科学大臣表彰

増田 憲元 会員 (玉名郡市) ／表彰式：

12月３日(木) ｢全国学校保健・安全研

究大会｣

２. 人事

・日本歯科医師会裁定審議会委員辞任

堤 直文 会員 (熊本市) 11月２日付

・熊本県歯科医師会顧問辞任 堤 直文

会員 (熊本市) 11月４日付

３. 平成27年度在宅診療器材整備事業

会員より募集した在宅診療器材整備事

業の申込を締め切り､ 県へ提出する｡

４. 公益社団法人日本歯科医師会選挙人及

び補欠選挙人名簿の代議員会書面開催及

び会員への報告

日本歯科医師会選挙人選出について代

議員へ書面審議にて承認を得たので､ 選

出結果を会員へ通知する｡

５. 事業報告書

・日本歯科医師会前会長・専務理事特別

講演会(９月５日)

・学術委員会： ｢日歯生涯研修事業ＤＶ

Ｄセミナー及び会員発表｣(11月１日)

・地域保健委員会：｢糖尿病・歯周病医

療連携研修会｣(10月31日)

６. 第68回九州歯科医学大会厚生行事 (沖

縄県) の結果

剣道：個人３位､ 団体優勝

ボウリング：２人チーム戦優勝

野球：１回戦敗退､ テニス：団体３位

７. 認知症患者の口腔改善事業

認知症患者に対する歯科医師のための

研修会を今年度実施する｡

８. 熊本県歯科衛生士会 ｢くまもと歯科衛

生士50年の軌跡｣ への広告原稿

広報委員会・専務理事で作成した原案

を了承した｡

９. 早産予防対策事業のＤＶＤ作成

シナリオが完成し､ 全体で20分程度の

ものになる予定｡

10. 会計10月末現況

11. その他

日歯会長予備選挙において３名の方が

立候補することになり､ 本会理事会は堀

憲郎前日歯常務理事を推薦することを決

議した｡ そして､ 推薦人を ｢熊本県歯科

医師会理事会｣ として11月10日に推薦状

を送付した｡

７. 連絡事項：
１. 平成28年度１月～３月までの行事予定

２. 12月行事予定

８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]

町田李菜 (第３種) １名の入会を承認

した｡

２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼 [承認]

県医療対策協議会委員／県医療政策課

医療政策企画班

浦田 健二 会長

任期：平成27年12月１日～平成29年11

月30日

３. 名義後援使用依頼 [承認]

・第８回九州・山口 口腔ケアシンポジ

ウムin長崎

４. 本会館の事前使用依頼 [承認]

・第６回日本外傷歯学会西日本地方会学

術大会

９. 議題：
１. 平成28年度総務の事業計画 (案) [承認]

原案どおり承認した｡

２. 平成27年度第２回臨時代議員会の日程

(案) [承認]

日程については承認｡ 来賓として県知

事に出席の要請を行うこととした｡

３. 日本歯科医師連盟の政治資金規制法に

関する問題の会員への経過報告 [承認]

会員に経過報告文書を送付することに

ついては承認した｡ 文書の内容について

は表現等再度修正を加えたうえで､ ２つ

の起案文書に対してどちらを選択するか

は会長に一任することとした｡
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４. 第２回各郡市会長・専務理事会議の報

告・協議 [承認]

原案を承認し会議へ提出する｡

５. くまもとメディカルネットワークにお

ける整備施設の選定依頼 [承認]

パイロット地域 (阿蘇､ 水俣・芦北､

人吉・球磨) の郡市歯科医師会から歯科

診療所を１件選定し､ 医師会へ通知する

こととした｡

６. 平成28年度九地連研究事業申請書 [承

認]

熊本大学歯科口腔外科の研究課題を研

究事業として申請することとする｡

７. 平成28年度各委員会の事業計画 (案)

並びに予算 (案) [承認]

各委員会の事業計画及び予算案を承認

し､ 代議員会へ議事として提出すること

とした｡

８. 平成27年度熊本県委託 (補助) 事業に

係る予算 [承認]

歯科衛生士リカバリー研修事業予算案

を承認し､ 事業を委託契約に基づいて展

開することとした｡

10. 協議事項：
１. 重身施設からのブラッシング指導依頼

熊本市に該当施設が多く存在している

ので､ 今後は熊本市歯会と協議しながら

対応していくことを検討する｡

２. 本会会計の将来予測

１月の各郡市会長・専務理事会議での

意見を取りまとめ､ 臨時委員会の設置､

または代議員会に諮り特別委員会を設置

するかどうかを今後検討していくことと

する｡

11. 監事講評：
12. 閉会：小島副会長

(広報 竹下 憲治)

平成27年度第２回臨時代議員会 開催のお知らせ

下記の通り平成27年度第２回臨時代議員会を開催しますのでお知らせいた
します｡

記
日時：平成28年３月12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 平成27年度熊本県歯科医師会会計収支補正予算書 (案) の承認

を求める件
第２号議案 平成28年度熊本県歯科医師会事業計画 (案) の承認を求める件
第３号議案 平成28年度熊本県歯科医師会会費及び負担金の賦課額､ 賦課率

並びにその徴収方法 (案) の承認を求める件
第４号議案 平成28年度熊本県歯科医師会会計収支予算書 (案) の承認を求

める件
第５号議案 一般社団法人熊本県歯科医師会選挙管理委員会規則の一部改正

(案) の承認を求める件

[ 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
後方に席を用意いたしますので､ 事務局に必ずご連絡のうえご来場
ください｡
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①氏名 (敬称略)
②生年月日
③今年の抱負
④昨年のニュース (出来事) の中で､ どん
な事が印象に残りましたか
⑤いま関心があること
⑥健康のために留意していること������
①�� ��
②昭和７年４月14日
③健康｡
④世界で起きるテロ事件｡
⑤いつ､ 仕事から身を引く
か？
⑥腹八分の食事､ 減塩､ よく咬む事｡���
①�� ��
②昭和７年９月25日
③老いにさかわらず穏やか
に過ごしたい｡ 昭和35年
取得の運転免許証の返納｡
④日歯政連事件…未曾有の
ことで歯科医療に対する不信感を招きかね
ず､ 素早い対応を望みたい｡
国産ジェット旅客機MRJの初飛行…昭和
30年代､ 同じ三菱航空機のYS11プロペラ
機で現在日赤病院近くの健軍飛行場 (旧熊
本空港) から九州歯学会の長崎まで初めて
の搭乗だったので感慨深い｡
⑤認知症と歯科医療の関連…地元､ 熊日の記
事で読まれた方も多いと思います｡ 神奈川
歯科大学､ 山本龍生教授 (口腔科学講座)
｢歯を失う認知症の原因に､ 転倒､ 要介護
のリスクも､ 高齢者を四年間追跡調査｣ の
記事です｡

������

����������������������������������������

⑥１日最低30分歩くこと､ 自己流体操､ 庭仕
事､ 食事｡����������
①�� ��
②昭和７年12月６日
③患者さんに喜んでもらえ
る診療を続けること｡
④明るい話題ではMRJの
初飛行｡ 暗い面では世界
中のテロ事件｡
⑤これからの歯科界の展望について｡ 戦争の
ない平和な時代が続くこと｡
⑥毎日の食事・睡眠・運動｡ 自家菜園の手入
れで体を動かし､ 収穫して美味しく食べる｡�����
①� ��
②昭和19年４月２日
③健康第一にうまい酒を飲
むこと｡
④余りにも色々な事が多す
ぎてびっくりです｡
⑤孫の成長｡
⑥毎朝の散歩｡�����
①�� ��
②昭和19年６月12日
③野田派二天一流剣術を極
める｡ 社交ダンス中級に
チャレンジ｡
④南シナ海の ｢航行の自由｣
を巡る米国と中国の攻防｡
⑤摂食・嚥下リハビリテーション｡
⑥朝６時起床・夜11時就寝｡ １日15分太陽光
に当たる｡ 適度の運動｡ ヨーグルト､ 納豆｡

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������
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���������
①�� ��
②昭和31年１月26日
③心身健康､ 家内安全であ
ること｡ 訪問歯科診療の
件数を増やすこと｡
④国内ではいろいろありす
ぎて省略しますが､ 県内では､
１､ 16年ぶり熊本県に台風15号上陸
２､ 世界遺産登録！万田坑 (荒尾市)､ 三
角西港 (宇城市)
３､ 阿蘇山中岳第１火口で噴火が発生
が印象に残り､ 台風15号で診療所の一部が
被害をうけました｡
⑤仕事では､ 訪問歯科診療のスキルアップ｡
趣味ではまだ釣ったことがない淡水魚を一
匹でも多く釣ること｡
⑥2014年の健診で腹囲が85㎝オーバーしたの
をきっかけに現在まで継続している週３回
のウォーキング｡������
①�� ��
②昭和31年２月３日
③倦まず弛まず､ 日々精進｡
④ラグビーワールドカップ
日本チームの活躍｡
⑤老い仕度｡ 老いは決して
人生の終焉へ向かう時ではなく人がもう一
度､ 最後に輝く時であるべきだ｡
⑥暴飲､ 暴食をせず､ 適度な運動をすること｡����������������
①�� �
②昭和31年２月６日
③家族の健康とゴルフのス
コアアップ｡
④ヨーロッパに押し寄せる
シリア難民｡ 日本に生ま
れて良かったと思う反面､ 難民問題が他人
事でなくなる日が来るのではという不安｡
⑤３人の娘たちの将来と私達夫婦の健康そし
てゴルフ｡ 気になる事は日本の外交力と色々
な意味での安全保障｡
⑥肥満にならない様､ 食べ過ぎ・飲み過ぎに
注意し､ 適度な運動で､ 筋肉・筋力を維持
する｡

��������������
①�� ��
②昭和31年３月２日
③平成22年に発症した癌を
運良く克服したつもりな
ので､ 現状維持で細く長
く生きたい｡ 今年もとに
かく健康第一!!
④相変わらず毎日あとを絶たない飲酒運転事
故とゾッとする異常異様な考えられないよ
うな犯罪の数々｡
⑤４人の孫の成長と歯科花壇の30種類の薔薇
の成長｡
⑥歯科花壇に育ててる色とりどりの綺麗な可
愛い薔薇を見て癒されながらストレスなく
楽しく歯科診療をして毎日を過ごす｡����
①�� ��
②昭和31年３月15日
③開業30年行事､ 後継者の
育成､ 栄養素の勉強｡
④北陸新幹線開業､ マイナ
ンバーの通知､ アップル
ウォッチ発売｡
⑤ワインと料理 (洋食) の勉強｡
⑥栄養素の摂取と運動｡������������
①�� ��
②昭和31年４月28日
③熊本城マラソンを最後ま
で歩かずに､ 走り切る｡
④シリア難民｡ 国を脱出し
なければならない､ その
心情はいかばかりか…｡
⑤地域 (それぞれの市町村単位) において､
私を含めた一般の歯科医師ができる摂食・
嚥下支援体制をどのようにしたら作り上げ
ることができるか？
⑥月間150～180キロのジョギングと筋トレ｡

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������
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�������������
①�� ��
②昭和31年５月３日
③昨年より診療時間を短く
しました｡ 今年は孫も生
まれる予定で楽しみです｡
今年は､ のんびり・ゆっ
くりと診療とプライベートを楽しんで行き
たいと思います｡
④高校・大学・病院と同じで大変お世話になっ
た先輩が昨年10月末に亡くなった事です｡
スポーツマンで素晴らしい人だったのに残
念です｡ そのこともあり､ 人生を楽しんで
行きたいと思うようになりました｡
⑤京都の紅葉が好きです｡ 毎年11月の終わり
に京都へ紅葉狩りに行っています｡ 京都へ
行くたびに､ 日本人はなんて素敵な民族な
んだと嬉しくなります｡ 日本人に生れて良
かったとしみじみ感謝します｡ いにしえの
日本文化をもっと勉強したいと思っています｡

⑥ゲルソン療法のにんじんジュースを毎朝飲
んでいます｡ ヒマを見つけてはウォーキン
グに励んでいます｡ 暗い事､ 悪い事は考え
ないようにしています｡���������
①� ��
②昭和31年７月25日
③熊本城フルマラソン完走
です｡
④悪いニュースばかりで､
いいニュースと言えば､
ラグビーとノーベル賞くらいかと思います｡
⑤孫の成長です｡
⑥毎日昼休みのランニングと､ 土曜植木から
熊本城までのランニング｡ 一日二食で内一
食はベジタリアン｡ カロリーに気を付けて
います｡��
①���� �
②昭和31年８月17日
③健康で元気に旅に行けれ
ば良し｡
④地震・火山噴火・台風な
どの自然の猛威｡

⑤日本がこれから先､ どこまで平和を維持す
る事が出来るか…｡
⑥お酒を控え､ ウォーキング､ 自転車での移
動や野菜の摂取を心がけています｡������������
①�� ��
②昭和31年10月15日
③私はギャンブルを一切や
りません｡ でも､ 考えて
みると､ 私の人生そのも
のが大きなギャンブルだっ
たような気がします｡ 今年還暦をむかえる
に当り､ そろそろ地道で着実な人生を歩ん
で行こうと考えております｡
④やはり､ 一連の日歯連盟の問題です｡
⑤火野正平の ｢にっぽん縦断こころ旅～とー
ちゃこ｣ あんな風に気ままな旅をしてみた
いです｡
⑥認知症予防に良い食物を食べようと心がけ
るが､ 最大の原因である酒をやめないし､
肝臓に良いとシジミエキスを飲むが (結構
効く) 効いた分､ 酒量が増えるので､ 結局
何も健康のために留意していないのと同じ
です｡����������������
①�� ��
②昭和31年10月24日
③耳に聞くことが､ すべて
さまたげなく理解できる
ようでありたい｡
④日歯連盟事件､ イスラム
国関連の事件､ 大学の同級生 (私が福岡で
代診をしていた頃にお世話になった) の突
然の逝去｡
⑤MRJに関連して ｢零式艦上戦闘機｣ …三
菱つながり｡
⑥暴飲暴食を控える｡ (たまにはする)��������
①�� ��
②昭和43年４月15日
③仕事では1999年に開業し､
医院､ ユニットの劣化が
進んだので今年リフォー

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������
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ム､ ユニット交換予定です｡ (また借金が
増えました) なのでもう一度初心に戻って
頑張りたいと思います｡ また役員の仕事も
会員の先生方のニーズに合った講演会を企
画したいと思っています｡ 家庭では子供と
の時間をもっと作りたいと思っています｡
(できないかも…)
④残念ながら､ 日歯連盟事件｡

あとラグビーＷ杯での日本代表の３勝
(特に南アフリカ戦)
⑤会員が求める学術講演会の企画｡ もっと楽
にいい診療ができないか｡
⑥40歳になってダイエットしようと思いはや
７年…今年こそ実行したいと思っています｡
暴飲暴食をしない｡ とりあえず飲んだ後の
〆のラーメンはやめる｡�������

①�� ��
②昭和43年４月29日
③昔から複数の人達に言
われてきた整理整頓で
あるが､ 子供も小学２
年生になるので､ 見本
になるように片付け上手になる｡
④黒田８年ぶりカープ復帰｡ マエケンとダブ
ルエースで優勝間違いなしと思っていたが､
それどころかCSにも出場できなかったこと｡
⑤バック・トゥ・ザ・フューチャーの1985年
における未来が2015年だった｡ 映画公開時
点では空想だったことがいくつか達成され
ている｡ これからの未来はどこまで進歩す
るのだろうか｡
⑥試合は殆ど出場しないが､ 熊歯野球部活動
でストレス解消すること｡ 学生時代に戻れ
る貴重な時間｡����
①�� ��
②昭和43年５月28日
③健康第一
④国立競技場問題
⑤28年度点数改定
⑥なし､ 主治医に警告され
ている｡

��������
①�� �
②昭和43年６月16日
③健康な身体になる事
④イスラム国の事件の身勝
手さ
⑤これからの生き方につい
て
⑥なるべく神経質にならないようにすること｡������
①�� �
②昭和43年６月17日
③病気・ケガをせず､ 健康
な毎日を過ごせるように
したい｡ 日本で ｢イスラ
ム国｣ のテロがおきない
ことを願う｡
④フリージャーナリストの後藤健二さんと湯
川遥菜さんがイスラム国に拉致､ 殺害され
た事｡
⑤中国の南沙諸島の不法占拠｡
⑥特にありませんが､ お酒を少しひかえるよ
うに気を付けてます｡�������������
①�� ��
②昭和43年８月17日
③更なる飛躍の１年となる
様に､ H27の反省を忘れ
ることなく日々精進する｡
④TOPシンガーM.Fと女優
K.Fの結婚｡
⑤多過ぎて､ 書ききれません｡
⑥よく学び､ よく遊び､ よく寝る｡������
①�� ��
②昭和43年９月８日
③初心にもどり､ 歯科治療
に真摯に取り組む｡
④ラグビーＷ杯での日本の
快進撃｡
⑤毎年の健康診断で､ いかにしてメタボ予備
軍にならない様にするか｡

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������
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⑥とにかく､ 少しでも良いので､ 週３日程は
運動する事｡����
①�� ��
②昭和43年９月10日
③家族とスタッフが幸せ
になれる歯科医院にし
たい｡
④福山雅治の結婚に､ 世
の中の女性 (妻含む) が､ 驚嘆した事｡
⑤おつまみと腹囲の相関関係｡
⑥ワンダーコアの購入｡�����
①�� ��
②昭和43年９月25日
③健康に気を配る｡
④スポーツ界で日本人の活
躍｡ 日本人ノーベル賞受
賞｡
⑤糖尿病を始め他の疾患 (生活習慣病) の新
薬開発｡
⑥過食にならない様､ そして体を動かす｡��������
①�� ��
②昭和43年12月31日
③拡大視野下での治療の幅
を広げる｡
④パリ同時テロ｡
⑤今後の歯科業界がどう変
わっていくのか｡
⑥時間がある時はゴルフに行く様にする｡����
①�� ��
②昭和55年２月11日
③これまでの医院のあり方
や私が学んできたことを
改めて振り返り､ 新たな
医院作りをしていきたい
と思います｡
④阿蘇山噴火に伴う過剰な報道と実際の地元
住民の生活とのギャップ｡
⑤子供の成長｡

⑥寝る前に時々ストレッチをしています｡�����
①�� ��
②昭和55年４月25日
③医院全体のレベルアッ
プ｡ スタッフを育てる｡
④日本人のスポーツでの
活躍｡ 日中・日韓外交
問題｡
⑤子供の成長｡
⑥時々水泳｡����������
①�� �
②昭和55年５月２日
③雑草だらけの家の庭に芝
生を植えて､ 美しい庭に
する｡ 家庭菜園もしたい｡
④マツダが東京モーターシ
ョーで新ロータリー ｢RX-VISION｣ を発
表したこと｡
⑤今年２歳になる息子がどうやったら懐いて
くれるか｡
⑥ラーメンをあまり食べない｡ �

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������
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―九州各県医療安全担当者会―

���������� �
10月17日(土) 県歯会館において九州各県

医療安全対策担当者会が開催された｡ 岡田委

員長の司会進行で､ 小島副会長の開会の挨拶､

浦田会長､ 瀬古口日歯常務理事の挨拶の後､

出席者紹介､ 座長・副座長の選出､ 日歯報告

があった｡

日歯からの報告として､ 今大変な状況にあ

り､ 今後どうなるのか推し量る事は出来ない

が､ これからも会員の為に国民の為に､ 先生

方と協力しながら､ それぞれの地域で身を引

き締めて行きたい｡ 今日の会議が有意義なも

のになるようにしていきたいとのことだった｡

その後､ 協議として

１. 平成27年度九州各県歯科医療安全対策関

係事業計画及び予算

２. 各県提出議題

３. 統一フォーマットによる要望及び質問

４. 日歯への要望及び質問

各県が抱える問題点や対応､ 意見等を紹介

し協議検討を行った｡

各県提出議題は､

１. 認知症患者への対応 (福岡県)

２. 平成27年10月１日から施行される医療事

故調査制度において､ 各県がどのような体

制を取れているか (佐賀県)

３. 電話医療相談 (長崎県)

４. 医療安全担当者は長期に渡り担当者がそ

の役職を担うことが多い｡ 引き継ぎに頭を

悩ますところがあると思うが､ その対応に

工夫しているところ (宮崎県)

５. 治療費の返還を執拗に求めてくる患者へ

の対応 (鹿児島県)

６. 医療相談､ 苦情､ 事故事例の情報公開

(沖縄県)

７. 歯科医師賠償責任保険の内容について､

一般会員の認知度と､ 会員に周知を行って

いれば､ その方法 (熊本県)

日歯への要望及び質問については､

１. 医療事故調査制度

２. マスコミ対応

３. モンスターペイシェントに対する診療拒否

４. 医療事故調査支援制度

などの質問に対して､ 日歯から回答が行わ

れた｡

その後､ ｢改正医療法への対応｣ と題し､

大賀祐典損保ジャパン日本興亜リスクマネジ

メント㈱医療リスクマネジメント事業部主席

コンサルタントより講演があった｡

講演後､ 閉会の辞を渡辺専務理事が行い終

了した｡

今後も当委員会は､ 苦情・医療事故・紛争・

訴訟を限りなく ｢０｣ に近づけるために､ 患

者からの相談・苦情､ 歯科医師からの相談に

対して､ 傾聴と適切な助言を与え､ 患者と歯

科医師のわだかまりを解き､ 相互理解と信頼

へとつないでいく事を目的にしている｡ 残念

ながら賠償や訴訟にまで行く事例でも､ いま

一度立ち止まり､ 問題の本質に迫り､ 患者と

歯科医師にとって最善の道を求め､ 専門家と

連携をしながら適切な対応を行っている｡ 来

年は宮崎県での開催である｡

(医療対策 我那覇 生純)

���
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―マイナンバー制度説明会―

ばまでに従業員のマイナンバーを預かるため

の院内対応は次のことを挙げられた｡

１.仕組みをきめておくこと

２.退社がある場合はその人のみ先に預かっ

ておくこと

３.随時マイナンバーが届き次第預かること

４.通知カードの写し

５.自身の個人番号に相違しない旨の申立書

６.個人番号を提出しない旨の通知等は鍵付

棚に保管すること

②マイナンバー施行に伴う社内規定整備の必

要性について､ マイナンバー法ガイドライン

に則って､ 情報漏洩が発生しないように責任

者や取扱者を明確にして体制を整備するため

の 『基本方針と取扱規程』 の作成が望ましい

こと､ 情報漏洩の発生防止､ 院内の秩序維持

のために､ 従業員の服務と義務､ 問題が発生

した場合の対処方法を 『就業規則』 にて規定

しておくことも重要と述べられた｡

今後､ 様々なサービスでの使途も検討され

ているが､ まずは導入時の不安が軽減でき､

早速取りかかれる内容であった｡

(厚生・医療管理 町田 由美子)

10月24日(土)､ 11月７日(土) の２回にわ

たり､ 午後４時より県歯会館にて､ ユース社

会保険労務士法人の村上和裕社会保険労務士､

田畑和佳子代表社員をお招きし､ マイナンバー

制度説明会が開催された｡ 平成28年１月より

新しく導入される社会保障､ 税番号制度であ

り､ 多くの会員の参加があった｡

講演は宮井理事の司会のもと､ 始めに渡辺

専務理事より､ ｢マイナンバー制度の周知と

取り扱いについて､ また､ 今後の展望につい

ての理解を深めましょう｣ との開会の挨拶が

あった｡

講演内容は､ ①マイナンバー制度の内容と

実務対応として､ 以下のとおりであった｡

１.マイナンバーが必要となる具体的な場面

２.制度実施の流れ

３.マイナンバーの受け取り

４.活用のポイント

５.個人番号カード

６.安心・安全の仕組み

７.事業者がマイナンバーを取り扱う上での

注意点

８.税・社会保障関係書類の書式変更点

９.対応スケジュール

注意点としては､ 最低でも平成28年３月半

����������
マイナンバー制度理解のために多くの会員が参加

�������
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―糖尿病・歯周病医療連携研修会―

����������
10月31日(土) 午後３時より､ 県歯会館に

て糖尿病・歯周病医療連携研修会が開催され

た｡ 冒頭､ 田上常務理事が､ 『今後ますます

医療連携の重要性は増してくる｡ しっかり研

修していただき今後につなげていただきたい』

と挨拶し､ 研修会が始まった｡

まずはじめに､ 古川昇熊本大学大学院生命

科学研究部附属臨床医学教育研究センター准

教授による ｢糖尿病の基礎知識と最近の話題｣

という演題で講演が行われた｡ 糖尿病とは､

インスリン作用の相対的不足により引き起こ

された持続する高血糖を主徴とし､ 特有の細

小血管症を伴う疾患であるが､ 糖尿病の病態､

分類・診断､ 合併症､ 管理・治療についても

分かりやすく講演された｡ 最新の糖尿病治療

薬に関する知見についてはその作用機序につ

いて詳細に説明があった｡ さらに､ 一昨年５

月に開催された日本糖尿病学会で採択された

熊本宣言について､ 及びＤＭ熊友パス (糖尿

病地域連携パス) の紹介があった｡

次に､ 学術の井上理事が､ ｢糖尿病と歯周

病について｣ と題し､ 糖尿病・歯周病相互の

関連性について学術的な観点､ 並びに最新の

エビデンスに基づいて講義を行った｡ 2013年

に糖尿病学会が発表した ｢科学的根拠に基づ

く糖尿病診療ガイドライン2013｣ を示し､ 糖

尿病と歯周病は相互に負の影響を与えること､

メタアナリシスによれば､ 重症の糖尿病患者

に歯周治療を行うと歯周治療を行わなかった

コントロール群と比較してHbA1cは約0.4％

改善することなどを説明した｡

その後､ 赤尾理事が総論として ｢糖尿病歯

周病医療連携の概要｣ と題しこれまでの経緯､

HbA1cを共通の指標とした今後の連携のあ

り方等について詳細に解説した｡

次に､ 小田委員が ｢糖尿病歯周病医療連携

天草地区での事例報告｣ として､ 糖尿病専門

医 (５名)､ 糖尿病連携医 (19名)､ 医療連携

協力歯科医 (26名) という大規模の事業とし

て行えたこと､ モデル事業の具体的な流れに

ついて解説した｡

最後に､ 実際に現在挙がっている質問事項

に回答する形で社保の椿理事が ｢診療情報提

供書及びＳＰＴの算定｣ について､ 具体的か

つ臨床現場に即した講演を行った｡ 参加者は

約110名､ 新たに ｢糖尿病・歯周病医療連携

協力医｣ に登録していただいた会員は10名余

であった｡ 糖尿病と歯周病が相互に負の影響

を与えることは明確なエビデンスが蓄積され

てきている｡ これまでも各診療所単位では医

科との連携は行われてきたと思われるが､ 今

回の研修会が医療連携について系統だてて理

解し､ 行動するきっかけとなれば幸いである｡

(地域保健 志方 圭介)
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齢社会における選択～｣ と題して静岡県開業

の米山武義歯科医師によるDVDを視聴した｡

これから超高齢化社会を迎えようとしている

が､ そこにはたくさんの残存歯を有した高齢

者が多いことを指摘され､ 高齢者に配慮した

歯周病学《老年歯周病学》という考え方が必

要になるだろうと話された｡ 《老年歯周病学》

とは高齢者に配慮した歯周病学のことであり､

１.感染予防 ２.栄養の摂取 ３.精神的安

定など､ 人間の尊厳 (命) に“口腔ケア”が

直接関わること､ 特に残存歯が多いというこ

とは誤嚥性肺炎を招きやすいということを我々

は認識しなければならない｡

また､ 歯周治療の究極のゴールを ｢メイン

テナンスは､ 歯科医院だけでなく通院できな

くなった場合でも､ 家庭や病院､ 入院施設な

どで継続してコントロールされなければなら

ない｣ と定義され､ いかなる状況でもメイン

テナンスが受けられるシステムが必要不可欠

である｡ これからの歯科医療は､ 診療室完結

型から地域完結型に変わり､ 多職種連携が必

要となる｡ この連携の中で､ 歯科がプロフェッ

ショナルケアを提供することで､ 医学と介護

の中での歯科の真価が問われるのではないだ

ろうかと話され､ 超高齢化社会での歯科医療

のあり方を提示された｡

11月１日(日) 午前10時から日歯生涯研修

DVDセミナー及び会員発表が県歯会館にて

行われた｡ 牛島常務理事の開会の辞に続きセ

ミナーが始まった｡

前半のDVDセミナーでは､ 最初に､ 中川

種昭慶應義塾大学医学部教授による ｢歯周病

の病態と治療の基礎｣ の一部を視聴した｡ 歯

周病は感染症 (バイオフィルム感染症) であ

り､ 加齢疾患として全身疾患 (細菌性心内膜

炎､ 動脈硬化症､ 誤嚥性肺炎､ 低体重児出産､

関節リウマチ､ 糖尿病など) との関わりを理

解しておかなければならない｡

歯周病のリスク因子には､ １.細菌因子､

２.宿主因子 (加齢・糖尿・肥満)､ ３.環境

因子 (喫煙)､ ４.咬合因子 (ブラキシズム・

咬合力) などがあり､ 個々の寄与する因子の

大きさは､ 患者それぞれ異なる｡

歯周基本治療成功のポイントとして､

１.患者の個々の特徴 (リスク) を知る

２.切れの良いスケーラーを使う (シャープ

ニング)

３.スケーラーを正しく持ち､ 正しいポジショ

ンで正しい動き

４.細菌以外のリスク因子の制御

５.治癒の概念を知る､ 次のことが重要だと

解説された｡

引き続き､ ｢老年歯周病学の夜明け～超高

―日歯生涯研修DVDセミナー及び会員発表―

����������
４名の会員による発表
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後半は､ 熊本市開業の川嵜俊明会員をコメ

ンテーターとして迎え､ それぞれのスタディ

グループで､ 日頃研鑽を積まれている４名の

会員発表が行われた｡

Ⅰ ｢私の臨床 『診るチカラ､ 魅せるチカラ､

愉しむココロ』｣

F.T.A.所属 兼子 賢之 会員

生体の治癒能力を利用した侵襲の少ない､

患者にとって最適な治療

Ⅱ ｢顎関節症を伴った全顎治療の一症例｣

熊本歯科三水会所属 三村 彰吾 会員

顎関節部のMRIとCTによる画像診断､

最終補綴に移行する際のFGPテクニック

を用いた咬合再構成症例

Ⅲ ｢欠損の修復は補綴だけですか？｣

人吉・球磨歯科臨床研修会所属

向江 富士夫 会員

欠損症例に対し補綴処置ではなく､ 矯正

治療によって対処した症例

Ⅳ ｢咬合治療により顔貌が変化した２症例｣

近未来オステオインプラント学会熊本支

部所属 林田 豊 会員

ＮＧ習慣と深く関わった顔貌の歪みと機

能障害､ 顎関節症を併発した症例に対す

る咬合治療

いずれの発表も､ 治療後の整合性の高さに

感銘を覚える､ たいへん素晴らしい充実した

内容であった｡ 写真やレントゲンから診査診

断が始まり､ 各治療ステップを確実に進めて

いって初めて､ 治療ゴールを迎える事が出来

るという事を再確認させられた｡

質疑応答後､ 井上理事の謝辞､ 閉会の辞を

もって終了した｡

(学術 清水 幹広)�� ��―第18回近県社保担当者会議―
評価､ ⑦歯科固有の技術の評価 (新技術含む)

が検討されていると報告された｡ 協議では各

県から事前に提出された21議題について意見

交換が行われた｡ 長時間に及ぶ白熱した意見

交換が行われ､ これまで以上に適正な審査・

指導の為の有意義な時間を得ることができた｡

今後､ さらに会員に貢献できるような委員会

の活動をしていきたいと考える｡

(社会保険 野田 和宏)

11月７日(土) 午後２時30分より香川県歯

会館で､ 第18回近県社保担当者会議が開催さ

れた｡ 山田香川県歯副会長の開会の辞に続き､

豊嶋香川県歯会長､ 小山山口県歯会長､ 中嶋

熊本県歯副会長より挨拶があり､ 慣例により

座長に大西香川県歯理事が選出され､ 会議が

進行した｡

報告では､ 小山日歯社保委員より､ 最近の

社会保険を取り巻く状況について資料ととも

に説明があった｡ 平成28年度診療報酬改定に

向けて､ 地域完結型医療における歯科の対応

として①在宅歯科治療のさらなる推進､ ②医

科歯科連携の推進体制の評価､ ③周術期口腔

機能管理の充実､ ④主治医としての歯科医師

機能の診療報酬上での評価を含めたチーム医

療の推進と口腔疾患､ 口腔機能低下への対応､

⑤口腔機能に着目した診療報酬上の評価の充

実､ ⑥う蝕や歯周疾患の重症化予防に関わる

����������
21議題について話し合われた
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で講演があった｡

平成28年度税務改正要望についての説明な

どであった｡

休憩のあと第２部に移り､ まず､ 松原弘明

熊本国税局個人課税課課長補佐より挨拶があ

り､ 協議がはじまった｡� 国税局管内における税務の現況

確定申告の現況､ 消費税改正の歩みなど

の説明があった｡ 調査においては､ 撤去冠

の申告漏れ､ 未収金の申告もれ､ 家事関連

費､ 交際費において指摘があることが多い

とのことであった｡� 税務諸問題と会員指導

マイナンバーについての質問が多かった｡� その他

その後､ 伊東貞日歯嘱託税理士より ｢歯科

医業の現状について｣ の講演があった｡ おも

に歯科医業経営内容調査検討資料の見方であっ

た｡

最後に八木常務理事より閉会の辞があり､

会議は閉会した｡

(厚生・医療管理 池嶋 由希)

11月12日(木) 午後２時より､ 県歯会館に

て熊本国税局管内税務指導者協議会が開催さ

れた｡ 本県で開催されるのは８年ぶりで､ 参

加県は大分､ 宮崎､ 鹿児島､ 熊本である｡

小島副会長の開会の辞により第１部会議が

開会した｡ 続いて浦田会長より挨拶があった｡

次に､ 福成文隆日歯税務・青色申告委員会委

員より消費税・マイナンバー対応についての

報告があった｡

その後､ 牛島常務理事が座長に選出され協

議がはじまった｡

｢協議｣� 管内各歯科医師会からの現況� 各歯科医師会提出協議題

１､ 各地区税務署との連携

各県とも連携はとれていない｡

配布物の伝達程度なので､ もう少し連

携がとれるようにしたい｡

２､ マイナンバー制度に関する会員への周知

本県では講習会を10､ 11月に２回､ 実

施した｡

３､ 研修会講師への謝礼 (マイナンバー関連)

４､ マイナンバー制度に関する会員への情

報提供

本県では会員へ配布物の発送､ 医療管

理だよりにて第１弾を特集し配布した｡

日歯への要望としては各県消費税10％増税

時関連とマイナンバー関連の提出議題がほと

んどであった｡� その他

協議のあと､ 福成日歯税務・青色申告委員

会委員より ｢消費税どうなる？｣ という演題

―熊本国税局管内税務指導者協議会―

����������
４県で意見交換

�������
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池田 薫氏による ｢食べられる口を作るプロ

ジェクト｣) (くちプロ) の実践結果の発表が

あり､ 有働熊本市歯会医療管理担当理事が座

長を務めた｡

特別講演―２では､ 本県の牛島常務理事が

｢熊本県における医療連携体制構築の過程と

展望｣ と題して講演をおこなった｡

本会は､ 注力方向の転換を行っている最中

であり､ 単なる診療所内治療から一歩踏み出

し､ 周産期連携､ 糖尿病連携､ がん連携､ 回

復期病診連携､ 在宅医療連携等を推し進めて

おり､ 現在がん診療拠点病院全19病院と連携

を確立し､ さらに別に４病院とも連携してい

ることを紹介した｡ そして､ 本県の連携事業

は他職種の積極的な協力を得られたことも功

を奏し､ まさにみんなでうまく息を合わせて

ハーモニーを奏でつつあるとの認識を示した｡

その他､ 簡略ではあるが､ 行政との連携の必

要性､ 歯科医師の連携に対する意識の改革､

今後の展望についても言及した｡

すべての講演終了後､ 本県の竹下理事が､

来年は熊本県での開催であることを声高らか

に宣言し､ 大会は盛況のうちに終了した｡

(厚生・医療管理 宮井 祐)

11月29日(日) 午前９時より､ 長崎県の佐

世保市歯会館にて開催された｡ 許斐長崎県歯

会長が大会長挨拶､ 白土日本歯科医療管理学

会副会長が学会長挨拶を述べられ学術大会が

スタートした｡

特別講演―１では､ 内藤徹福岡歯科大学総

合歯科学講座高齢者歯科学分野教授が､ ｢超

高齢社会における歯科医療再考―シームレス

な地域医療連携に向けて―｣ と題し､ 高齢社

会とはどのような社会か､ どのような診療シ

ステムが求められるかを数値やグラフを使っ

てわかりやすく説明された｡ 例えば､ ｢あな

たが来週死ぬ確率は､ 40歳なら５万分の１､

65歳なら300分の１｡ これだけでも高齢者の

診療中に治療に関係なく突然死するリスクが

格段に高いことが解かる｣ とか ｢病院に来れ

る高齢者は平均２つの病気を持っている｡ 来

れない人は４つ持っている｡｣ などであった｡

ポスターセッションでは､ ７つの発表のう

ち､ ２つを熊本勢が占めた｡ ひとつは､ 淀川

尚子九州看護福祉大学口腔保健学科専任講師

で ｢地域自立高齢者における口腔機能と栄養

状態と予防支援について｣､ もう一つは伊東

歯科口腔病院の中村昌代歯科衛生士､ 広瀬知

二歯科医師､ 伊東隆利理事長の共同研究で

｢伊東歯科口腔病院の開放型病院・地域歯科

支援病院としての役割｣ であった｡

昼食は協賛メーカーから佐世保バーガーの

差し入れで､ ランチョンセミナーならぬ佐世

保バーガーセッションがおこなわれ､ 名物佐

世保バーガーに舌鼓を打ちながらの新機種､

新機材のセミナーとなった｡

午後からはまず活動報告として白十字会燿

光リハビリテーション病院地域医療連携室の

―日本歯科医療管理学会九州支部学術大会―

���������� �������



熊歯会報 Ｈ.28.１

20

11月１日(日)､ 学生会主催の第２回学年対

抗運動会を実施しました｡ 天気予報が ｢雨｣

だったため不安を抱えながら当日に臨みまし

たが､ 終了まで雨もなく心地よく過ごすこと

ができました｡

昨年､ 皆の親睦を深めるために始めた運動

会でしたが､ 前回出てきた反省・改善点を踏

まえ､ 運動場の予約､ 安全に楽しめるような

競技種目の選定やレンタル会社との打合せ､

運動場近隣へのご挨拶など５月から準備を始

めました｡ 臨床実習で動けない私たちを､ １・

２年生がサポートしてくれて本当に感謝して

います｡

当日は､ 今年も優勝をと意気込む３年生､

今年こそは優勝をと狙う２年生､ そして初め

ての運動会に緊張と興奮に包まれた様子の１

年生の姿がありました｡ また講師の先生方や

保護者の方にもご案内し､ 参加していただき

ました｡

競技が始まると､ 学年ごとのカラーがはっ

きりと分かれ､ とくに３年生は臨床実習中の

合間の行事ということで､ 熱のこもった闘い

でした｡ 学年全員参加の競技では､ 各学年円

陣を組み､ チーム一丸となる姿にとても感激

しました｡ 皆との思い出作りができたのでは

ないかと思います｡

講師の先生方や保護者の方々にも､ 普段あ

まり見ることのない活発な私たちの姿を間近

で感じていただいたのではないかと思います｡

学院報告

熊本歯科衛生士専門学院学生会会長 ３年生 吉田 梢

優勝は､ 昨年に引き続き50期生の３年生､

そして２位１年生､ ３位２年生という結果で

した｡ ２年生は ｢今年も優勝できなかった｣

と号泣する人たちもいて､ 一生懸命に取り組

んでくれたと思うと計画した私たちも胸が熱

くなる思いでした｡ 準備や片付けなど大変で

したが ｢楽しかった｣､ ｢良い思い出になった｣

との感想を聞き､ 学生会としてとても嬉しく

感じます｡ 感動を感じるこの運動会が今後も

続いていくことを心から願い､ 後輩たちへ託

したいと思います｡

また､ 今年は講師の先生方や保護者の皆様

に多数参加していただけるよう､ 日曜日に計

画してくださった学院の先生方のお心遣いに､

とても感謝します｡

最後に､ 運動会を開催するにあたり多くの

方々にご協力をいただき無事に終了すること

ができました｡ この場を借りてお礼申し上げ

ます｡ 来年は､ 是非歯科医師会の先生方にも

ご参加いただきましたら嬉しく思います｡
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11月22日(日) 午前11時より熊本歯科衛生

士専門学院で熊歯衛祭 (ゆうしえいさい) が

開催された｡ 学生会主催の文化祭も今年で４

回目となり､ 近隣住民や高校生にも徐々に浸

透してきたようである｡ 飾り付けられた正門

を入ると校庭では焼きそば､ フランクフルト､

フライドポテト､ カレーに冷たい飲み物､ さ

らに甘いワッフルなど父兄会の協力も得て､

調理や接客に励む学生の姿が見られた｡ 仮設

テントでは､ 家族や仲間同士で楽しそうに会

話しながら食事する姿もあった｡ また一角で

はフリーマーケットが行われ､ 品物の一部は

東北大震災の支援となっていた｡ 校舎内に入

ると､ 壁一面に学院生活でのたくさんの写真

が貼られており､ これから自分の進路を選ぶ

高校生や若者たちに向け良いアピールとなっ

ていた｡ ２階実習室では歯科医師管理の元

｢歯磨き体験・歯の型取りコーナー｣ が設け

られ小学生が友達連れで訪れたり､ 高齢の方

が義歯の清掃指導に来られたり学生にも良い

体験であったようだ｡ １階口腔保健センター

では ｢お口のエステ｣ として歯科医師と歯科

衛生士が常駐した中､ PMTCとフッ化物洗

口が行われていた｡ ここでも学生はチェアー

サイドでアシストに付きながら､ 先輩歯科衛

生士の患者への対応や実技を目の当たりにし

貴重な経験となったようだ｡ 午後２時からは

２階教室で毎年恒例の ｢ミス熊歯科｣ と銘打

学院報告

―第４回熊歯衛祭―

つ､ 学園祭でもお馴染みのコンテストが行わ

れた｡ 各学年より選抜された９名が仮装した

司会者コンビの鋭い質問に赤面する場面や､

コントを披露するなど会場内は爆笑の連続で

あった｡ なかでも､ 日ごろお世話になってい

る教員の仕草や口癖を見事に捕らえたモノマ

ネには､ 私をはじめ伊藤学院長も涙を流すほ

どの笑いを誘い､ 一番の盛り上がりを見せた｡

歯科衛生士とは…容姿だけではなく､ 知性､

明るさ､ 元気､ さらには仲間を笑顔にさせる

ユーモアセンスがどうやら必要なようだ｡ 来

場者投票による今年のミスには､ 急遽エント

リーナンバー10番として担ぎ出された前述の

要素を兼ね備えた (？) エネルギッシュな３

年生が大差で選ばれた｡ 実は開始前から彼女

の似顔絵が､ 教室のホワイトボードの片隅で

結果を予想していたかのように微笑んでいた

のであった｡ (父兄会会長をされている薬園

町のＫ先生の娘さんです｡)

午後４時を迎え､ 学生全員で撤収作業に取

り掛かり今年の熊歯衛祭も無事終了となった｡

日ごろ授業では物静かな学生も､ 自ら行動

し､ 自ら考えてこの行事を自主的に盛り上げ

ているのが肌で感じられた｡ 歯科衛生士とし

て社会の一員となり､ 歯科医院という職場に

勤務してからも､ 各自の個性を活かし頑張っ

てもらいたいものである｡

(広報 秋山 清)
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第２章 歯科医療界の変遷
第８節 戦後の歯科界 (昭和51年～60年)� 歯科会では
昭和36年､ 国民皆保険制度が施行されて以

来､ 歯科医療は貴金属や新技術が保険給付と

されなかったことから､ 自費から保険給付分

を引いた額を患者負担とする差額徴収が広まっ

ていた｡ 歯科医療水準が高まるにつれて､ 社

会保険診療報酬の不十分さを政府が認め､ 昭

和30年には行政措置として差額徴収は容認さ

れていた｡

昭和47年､ 日歯中原執行部は､ 保険医総辞

退に代わる順法闘争として計画診療を中心と

した ｢脱保険｣ を提起した｡ 11月より全国各

地で研修会を開催､ 熊本県は２月16日に開催

され､ 熊本県歯会では､ ｢脱保険｣ の言葉を

使用しないで､ ｢計画診療委員会｣ として発

足している｡ しかし､ 昭和49年には差額徴収

問題､ 脱保険､ 計画診療､ 時間約束制などを

めぐり歯科診療に対する苦情が多発したため､

日歯は ｢苦情相談係｣ を設け対応､ 月刊誌､

週刊誌に日歯の意見広告を載せた｡ しかし､

差額徴収のトラブルやその頃受診要求の多かっ

た幼児､ 小児の診療を一部の歯科医師が拒否

するなどが社会問題化し､ 昭和50年には全国

各地に消費者団体によって ｢歯の110番｣ が

開設された｡ また同年厚生省は歯科医療の苦

情相談窓口を全国に設置している｡ 日歯では

マスコミとの歯科問題懇談会を開催するなど

対応に追われた｡ 苦情は､ ①高額な治療費､

②診療拒否､ 特に幼児､ ③説明不足､ ④待ち

時間､ ⑤補綴の結果が良くない､ などに大別

できた｡ 昭和51年日歯は差額問題が社会問題

にまで広がり､ ｢脱保険通知｣ の撤回を決定

した｡ 同年､ 中医協では診療報酬の引き上げ

と歯科差額徴収の取り扱いをめぐって紛糾､

歯科側委員欠席の中､ 歯科の差額徴収は歯科

材料費に限るとされ従来の差額徴収は廃止と

なった｡ 当時､ 日本医師会は､ 医学的に必要

なものは全て保険給付とするという立場を取っ

ていたが､ 日歯はメタボン等は保険給付外と

する立場で対立していた｡

昭和52年､ 川崎会長病気辞任後､ 山崎数男

会長が誕生､ 山崎会長が歯科医療正常化のた

めに打ち出したのは､ ｢国民のための歯科医

療｣ だった｡ 公衆衛生面で小児歯科保健対策

の早期確立が必要という声明を出し､ 母子歯

科保健推進協議会結成にも尽力した｡ フッ化

物応用に関する歯科医師会の基本見解を発表

するなど活発に行動している｡ 歯科医療の実

情を国民に正しく理解してもらい､ 歯科医師

のイメージアップのための対外ＰＲが積極的

に取り組まれた｡ 昭和52年11月には国民医療

擁護全国歯科医師大会を開催し､ 歯科医療に

必要な歯科医師側の要望として､ 医療保険制

度の抜本改正､ 自由経済社会における診療報

酬制度の確立､ 地域医療の充実を世論に強く

訴えた｡ 昭和53年には､ 歯科診療報酬は12.7

％引き上げられ､ 差額徴収が特定療養費制度

の範囲内で認められ､ また歯周治療のメイン

テナンスに指導料が給付されるなど､ 高度化

した歯科医療に対応した措置がとられた｡ ま

た､ 下記の保険給付外診療の保険導入にもこ

ぎつけた｡

《９項目の保険給付外診療の保険導入》①電

気的根管長測定検査②ポケット (盲嚢) 測定

検査③根管形成術④加圧根管充填⑤根管内異

物除去⑥メタルコア⑦エナメルエッチング法

⑧硬質レジン冠⑨単純窩洞に対する鋳造修復

昭和56年６月医療費改定が行われ､ 3年4ヶ

月ぶりに引き上げられたが5.6％という厳し

いものであった｡ この中でデンタルサウンド

チェッカーなどの補綴検査項目が入れられ､

またポリスルホン義歯が導入されるなど物議

をかもした｡

老人医療費の増加は国民健康保険の経済を

圧迫し､ ついに昭和58年２月老人保健法が実

施されることになった｡ 59年には本人給付率

8割が打ち出されたが､ 日歯はただちに反対

声明を発表し､ ｢国民医療破壊阻止全国三師

会大会｣ を開き法案撤回運動をしたが､ 10月

より本人１割負担となった｡ また老人保健法

の中の健診項目では歯科健診は除外されてい

た｡
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� 熊本県歯科医師会では
昭和51年元旦､ 口腔保健センターにおいて
年末年始の救急歯科治療が開始された｡

昭和53年は熊本県歯科医師会創立70周年､
歯科医師国保組合創立20周年､ 熊本歯科衛生
士学院創立15周年にあたり､ ６月３日・４日
にわたり記念行事が行われた｡ 興南会館を会
場に記念式典を挙行し､ 歯の衛生週間に行わ
れる母と子の良い歯のコンクール､ 図画・ポ
スターの展示､ 表彰が合わせて行われた｡ こ
の際､ 小冊子 ｢むし歯０は育て方です｣ ｢赤
ちゃんのむし歯｣ の配布も行われている｡ ま
た､ 記念講演会が､
｢ニューコミュニケーション表情美学｣ ダイ
タ女性スクール・山田桂子､
｢よか町､ よか人､ よか話｣ ＲＫＫラジオモー
ニングダイヤル司会・高千穂正史､
｢我国の歯科医療の将来を考える｣ 東京医科
歯科大学教授・総山孝雄
を講師に多くの来場者の中で開催された｡
同年８月には､ 熊日本社地下ホールでむし
歯予防啓発の一環として､ 熊本日日新聞社と
の併催で第１回歯科シンポジウム ｢幼児の口
腔を考える｣ が開かれた｡ 県歯会としては初
めての試みで､ 熊本県､ 母親､ 学校関係者､
身障者施設代表を交え､ 活発な話し合いが行
われた｡ 第２回は ｢地域歯科医療の現状と将
来を考える｣､ 第３回は ｢おやつを考える｣
が開かれ､ 熊日社説に ｢むし歯予防は家庭の
責任｣ と題し､ このシンポジウムを取り上げ
て論評した｡
昭和56年５月６日より､ 歯の健康キャンペー
ンとして､ ＲＫＫテレビ ｢あなたの10時半｣
の番組の中に ｢ハロー！元気な歯｣ というコー
ナーを設け､ テレビによる歯科啓発番組が始

まった｡ 毎週水曜日､ 番組内に10分間の枠を
取り､ 番組内容の企画､ 立案は熊本県歯科医
師会が行い､ 会員の出演によって､ 当初は１
年間の予定で開始された｡ 昭和57年には番組
名が ｢さわやかワイド｣ と改称されたが､
｢ハロー！元気な歯｣ は昭和60年３月27日ま
での４年間続けられた｡ 出演者は県歯役員な
らびに各委員会の委員の先生方で､ 歯の知識､
歯科治療の話､ 歯にまつわる話､ 口腔衛生の
話､ 歯科医師会の公的活動の紹介などが放映
され､ 地域に密着した歯科啓発番組として成
果を上げることができた｡ 年間約50回の４年
間で200回におよぶ番組作成を歯科医師会独
自で行うという作業は､ 大変な苦労があった
であろうと想像できる｡
〈苦労された舞台裏を紹介する〉
(54年～57年・堤直文理事) ｢テレビでは物
が動くからこそ意味があるのです､ 歯科の啓
発番組だからといって､ 黒板や図表を前に説
明するのでは誰も見ませんよ｡ 動く絵の中で
番組を作ってみて下さい｣ という和田ディレ
クターの一声で､ 胃の縮むような辛い悩みが
始まった｡ このプレッシャーの中､ 広報委員
会で番組作成に苦労したことは強烈なメモリー
として残っている｡
(57年～60年・片山幹夫理事) 毎週待ったな
しでやってくる放送内容の検討や出演者の交
渉には苦労した｡ 私事では､ 説明用のマジッ
クの蓋が外れず､ 顔で笑って机の下では一生
懸命外そうとしていたこと (ＮＧ)｡ 咬耗の
説明にナイフを使ってジャガイモを切るシー
ンがあり､ 収録後に左手が血だらけになって
いた｡ 収録のために買った果物ナイフの切れ
味が素晴らしく､ 知らないうちに指を切って
しまったが､ 緊張のためか全く気づかなかっ
たことなどいい思い出となっている｡

(専務理事 渡辺 賢治)
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安打と四球で一死一塁二塁とされると､ １番

打者に左越え適時二塁打を浴びて１点を追加

された｡ 諦めたくない熊歯は､ 先頭の大鹿が

右翼線三塁打で出塁､ 続く田中弥が四球､ さ

らに盗塁で二塁三塁とするが､ 山口､ 山田が

連続三振で二死と追い込まれてしまった｡ し

かし､ 田中勝の遊撃強襲適時内野安打で２点

差として､ さらに一塁三塁と､ 長打が出れば

同点､ 本塁打が出ればサヨナラという場面で

河合を迎えたが､ 三振で試合終了となった｡

メンバー
菅原､ 藤本､ 上田､ 有田､ 中山､ 河合､

渡辺洋､ 吉崎､ 右山､ 井口､ 田中弥､

井上､ 井野､ 西､ 田中勝､ 福井､ 山口､

宮本､ 椿､ 岡村､ 樋口､ 宇治､ 渡辺裕､

江頭､ 大鹿､ 山田､ 岡､ 久保

謝辞：試合会場まで応援に来て頂きました浦

田会長をはじめ執行部及び事務職員の

方々にこの場をお借りして厚くお礼を

申し上げます｡

(井上 真樹)

11月15日(日)､ 沖縄県那覇市の沖縄セルラー

スタジアム那覇ならび奥武山公園多目的広場

に於いて､ 九州歯科医学大会野球大会が開催

された｡ 開会式で､ この１年間における物故

選手の方々への黙祷ならび永年功労表彰があっ

た｡ 熊歯からは､ 藤本会員が40年､ 中山会員

が30年､ 渡辺洋会員と西会員が10年を受賞し

た｡ 試合は１回戦で長崎県と多目的広場で戦っ

たが､ 接戦の末に敗れて､ ３大会ぶりの初戦

突破はならなかった｡

１回戦 奥武山公園 多目的広場

長崎 ０ ２ ０ ３ ０ １ ６

熊本 １ ０ ０ ２ ０ １ ４

６回時間切れコールド

(長) 井上康―樋口

(熊) 山田､ 上田―田中弥

▽三塁打 井上陽 (長)､ 大鹿 (熊)

▽二塁打 大鹿 (熊)､ 井上康 (長)､

井上陽 (長)

熊歯は初回一死から､ ２番大鹿の右中間二

塁打を足がかりに､ 山口の遊撃強襲内野安打

に敵失が絡み１点を先制する｡ しかし､ ２回

表に先頭の４番打者に左越え二塁打を打たれ

ると､ 失策などで二塁三塁とされる｡ 何とか

二死までこぎつけるが､ ８番打者に逆転とな

る中前２点適時打を浴びた｡ ４回にも下位打

線から一死一塁二塁とされると､ １番打者に

中越え２点適時三塁打､ ２番打者に左前適時

打を打たれて､ この回３点を失った｡ 反撃し

たい熊歯は､ ４回裏に先頭の田中弥が四球で

出塁すると､ 敵失と田中勝の左前適時打など

で２点を返した｡ 山田は５回を投げて､ ７安

打５失点 (自責３) であった｡ ２番手上田が

相手エース追い詰めるも､ あと一歩及ばず｡

野 球��������������
―九州歯科医学大会野球大会―
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先鋒太田選手､ 次鋒近藤選手が惜しくも敗れ､

中堅の私も試合開始早々１本取られ､ いよい

よ後がない状態となったがそこから２本取り

返し､ 副将中井選手につないだ｡ 膠着した試

合展開が続き､ 残り時間が少なくなったころ､

太田選手の ｢思いきってー｣ の声に奮起し､

面を決めて一本勝ちし､ 何とか大将戦につな

いだ｡ 引き分けでは駄目で一本取らなければ

チームは負けという状況で､ 全員薄氷を踏む

思いで試合を見ていた｡ 一進一退の攻防が続

き､ 終盤に差しかかった頃､ 上段からの鋭い

攻めに思わず手元を上げた相手の逆胴を決め

(通常は相手の右胴を打つ)､ 勝利を手繰り寄

せると､ 更に鋭い小手をもう一本決め､ 鮮や

かな逆転勝ちとなった｡

一方､ 個人戦ではシニアの部において徳永

選手がベスト８に入賞､ 一般の部で３位太田

選手､ ベスト８に三森､ 中井選手が入賞した｡

また閉会式において､ 澤木孝明選手が功労者

表彰を受けた｡

お忙しい中､ 応援に来てくださいました浦

田会長はじめ役員の先生方､ 事務局の皆様に

この場をお借りしてお礼申し上げますととも

に､ 物心両面にて応援いただいております応

援団の先生方にもお礼申し上げます｡ 来年も

３連覇目指して稽古頑張ります｡

(三森 康弘)

11月15日(日) 今年で60回目となる九州歯

科医学大会剣道大会が ｢那覇市民体育館サブ

アリーナ｣ において開催された｡

当日､ 試合は団体戦と個人戦とに分けて行

われ､ 団体戦においては各県合わせて全９チー

ム (１チーム５人制)､ 熊本県からはＡ､ Ｂ

の２チームが出場した｡ 試合形式は､ まず全

９チームが２パートに分かれ予選リーグ戦を

行い､ 各パート上位２チームが決勝トーナメ

ントへ進出し優勝を争う｡

団体戦は下記のオーダーで臨んだ｡

(Ａチーム) 先鋒･太田､ 次鋒･近藤､ 中堅･
三森､ 副将・中井､ 大将・中嶋

(Ｂチーム) 先鋒・田ノ上､ 次鋒・澤木直子､
中堅・澤木孝明､ 副将・徳永､

大将・岸 (福岡県チームより助っ

人)

団体戦の結果は､ Ｂチームが昨年大将を務

めた西田の欠場が響いてか､ 惜しくも予選敗

退した｡ Ａチームは長年大将を務めている牧

野部長の試合参加が叶わず､ 今年は中嶋選手

が大将を務め､ みんなで牧野部長の穴を埋め

るべく戦うも予選から苦戦し､ 初戦の宮崎戦

を１－１で引き分け､ 二回戦の沖縄戦では３－

１で勝利した｡ 熊本Ａ､ 宮崎､ 佐賀が１勝１

分けの同ポイントで並び､ 予選通過が危ぶま

れたが､ 勝者数で佐賀に次いで２位で何とか

通過した｡

準決勝では鹿児島と対戦し､ 先鋒太田選手

が相手を寄せ付けず２本連取するも次鋒近藤

選手が惜敗､ 続く中堅の三森､ 副将の中井選

手が引き分け､ 勝者数､ 本数ともに同数とな

り､ 大将戦にもつれ込んだ｡ 緊迫した試合展

開の中､ 上段の中嶋選手は諸手突きにきた相

手に対し､ 見事な片手面を決め､ 観衆をうな

らせた｡その後もう一本面を決め､決勝に進出｡

決勝は昨年と同じ福岡県との対決となった｡

団体戦 Ａチーム連覇

剣 道��������������
―九州歯科医学大会剣道大会―
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����� 郡市会報告

―第３回熊本リレーマラソン―

��������������������上益城郡歯科医師会

11月３日(火・祝)､ 熊本県民総合運動公園陸

上競技場にて第３回熊本リレーマラソンが行わ

れた｡ 昨年結成した上益城郡歯科医師会ランニ

ングチーム K-DART (Kamimasikigun Dental

Assosiation Running Team) は､ 監督兼選手

である御船町の江藤寛文会員のご指導のもと､

会員とその家族・スタッフ合わせて計８名で参

加した｡

すみわたるような青空のもと､ 午前８時30分

に集合｡ 早朝にもかかわらず､ スタジアム内・

外では､ 多くの選手でにぎわい､ 活気とやる気

で満ち溢れていた｡ 朝日の差し込むスタジアム

内では､ 各チーム準備体操などを行い､ 午前10

時のスタートを待った｡

リレーマラソンとは､ 総合運動公園陸上競技

場内外の特設コース (１周２㎞) をタスキリレー

によって､ 制限時間 (５時間) 内で42.195㎞の

完走を目指す大会である｡ また､ 特設コースと

は､ うまかな・よかなスタジアムをスタート・

ゴールとし､ 公園内を周回する１周２㎞のコー

スである｡

選手一同､ 江藤監督から支給 (プレゼント)

された､ 鹿 (歯科) のデザインのおそろいのオ

レンジ色のＴシャツに身をまとい､ 緑豊かな公

園の中､ 多少のアップダウンのある舗装部分を

駆け抜けた｡ 一人一人色々な思いを胸にタスキ

は､ つながっていった｡ 21周目の最終ランナー

は､ 他７名の参加者と共に同時にゴールテープ

を切った｡ 結果３時間33分00秒､ 男女混合の部

186位､ 総合順位335位であった｡ 膝に痛みを感

じ､ 筋肉がオーバーヒートしそうな選手もいた

が､ なんとか無事完走｡ 連帯感を味わえるひと

ときであった｡

引き続き､ 近くの神園山荘に場所を移し､ 昼

食を兼ねた懇親会が行われた｡ 神園山荘は､ 神

園山腹にたたずむ温泉旅館であり､ 熊本市内を

一望できる見晴らしの良い温泉旅館である｡ ラ

ンニング後の汗を温泉で流し､ 喉の渇きをビー

ルで潤し､ 癒される至福の時間となった｡ 昨年

同様､ 個人的な感想ではあるが､ お酒もマラソ

ンもマイペースに限ると実感できる１日となっ

た｡

今回は､ 結成して２回目のリレーマラソンで

あった｡ 今後は､ もっと多くの会員・家族・ス

タッフに参加していただき､ 健康の為の運動の

一つとしてのランニングを推奨していき､ タス

キリレーでしか味わえない連帯感を共有し､ 心

身ともに健全で楽しい上益城郡歯科医師会を盛

り上げていきたい｡

(上益城郡 工藤 智明)

８名でタスキをつなぎ42.195㎞完走
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����� ���������������������������玉名郡市歯科医師会

11月26日(木) 午後７時より玉名市文化セン

ターにて ｢くま歯キャラバン隊｣ として冨屋医

療対策担当理事､ 田中社保担当理事､ 宇治医療

連携担当理事を講師にお招きして講演会が開催

された｡

トップバッターの宇治理事より周術期口腔管

理において､ 下記算定の仕方並びに文書提供の

わかり易い説明があった｡

①紹介患者受診報告書

②周術期口腔機能管理計画書 (周計)

③周術期口腔機能管理報告書 (周管１､２､３)

④紹介状 (診療情報提供書) (連携歯科医療

機関→がん拠点病院)

周術期歯科治療における注意点として､ ナディ

ア期間中 (白血球数が減少) は観血的処置は行

わないという事を言われた｡

次に田中理事より周術期口腔管理算定の補足

があり､ 周術期口腔機能管理料 (周管) を３回

算定後は歯科疾患管理料に移行するようにとの

事であった｡ 又医科との連携の為にも必ず周計､

周管を算定するように強調された｡ 後は他では

聞けないような貴重な社保情報をこっそりと教

えて頂いた｡

最後に冨屋理事より ｢医療事故・苦情・紛争

の発生から解決までの流れ｣ について説明があっ

た｡ 医療事故は他人事と思わず自分にも起こり

うると認識するべきで､ 医療苦情相談事例の上

位４つ (①歯科医院の対応､ 態度②説明不足③

治療内容④料金の問題) は診療の心がけで改善

できるとの事であるので我々は十分に気をつけ

たい｡

今回３委員会によるコラボレーション企画は

画期的でとてもわかり易く､ 明日からの診療に

即役立つ講演会であった｡

講演会終了後は場所を ｢山路｣ に移し､ ３人

の講師を囲んで懇親会が行われた｡

(永廣 有伸)

― ｢くま歯キャラバン隊｣ 講演会―

スライドを使ってわかり易い説明

� � �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

宮坂 一郎 先生
平成27年12月13日 ご逝去 64歳�郡 市 名：水俣・芦北郡市�入会年月日：昭和59年４月24日



熊歯会報 Ｈ.28.１

28

����� ����������������荒尾市・玉名郡市歯科医師会

12月４日(金) 午後７時30分より､ 荒尾市の

料亭 ｢小岱｣ にて荒尾市・玉名郡市合同役員連

絡協議会が行われた｡

これは荒歯会・玉歯会の役員が荒尾または玉

名に集まり (今年は荒歯会が幹事)､ 会の運営､

事業活動等に関する意見交換および親睦をはか

る目的で毎年末に行われている｡

会議は山本荒歯会会長､ 森玉歯会会長の挨拶

に続き､ 双方から提出された議題に関して協議

が行われた｡

玉名からは ｢地域医療構想について｣ 自治体

の案では歯科があまり重要視されていないが荒

尾はどうか？ということに対し､ 荒尾もまだこ

れからであり､ 重要性を訴えていく必要がある

ものの ｢在宅ネットワークあらお｣ が少しずつ

ではあるが定着しており実績を残すことで歯科

の必要性も認知させたいということであった｡

次に荒尾からは ｢在宅歯科診療講習会につい

て｣ 訪問歯科を実践するにあたり､ 教科書等に

は載っていない手技が必要になることが有り､

そのハウツーを解説する場を設けたいというこ

とで玉名もこれから事業拡大するために是非実

現させて欲しいという事であった｡

会議終了後は例年通り､ 懇親会､ 二次会の場

で役員相互の意見交換・親睦がはかられ､ 今後

も様々な面で交流のある荒歯会､ 玉歯会の関係

は良好に続くことが確信できた｡

(坂田 輝之)

―合同役員連絡協議会―

美味な料理を堪能する前にまず協議

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｡

第第１１種種会会員員
矢毛石 康男
(ヤケイシ ヤスオ)

上益城郡益城町福富704

やけいし歯科

①訪問診療､ 食事
②患者さんが安心できるよう､ 設備､ 説明､
がしっかりしている｡

③駐車場を広くしています｡
④一つ一つの診療をていねいに続けていく｡
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会 務 報 告 自 平成27年10月23日
至 平成27年11月19日

所管 日付 摘要 出務者

総 務

10月24日
社会歯科学研究会秋期研修会 (１日目) (福井パレスホテル) 浦田会長､ 牛島常務理事
メディア㈱社長との打合せ
(１) 地域医療介護総合確保基金

小島副会長､ 渡辺専務理事､ 田上常
務理事､ 椿理事

25日 社会歯科学研究会秋期研修会 (２日目) (福井パレスホテル) 牛島常務理事
26日 第63回全国調停委員大会 (東京国際フォーラム) 前野会員
27日 県医療審議会医療法人部会 (県庁) 浦田会長

27日

第６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) 熊本県医療・保健・福祉連携学会の賛助金並びに発表者・演題

(２) 臨時代議員会提出選挙管理委員会規則一部改正 (案) の提案理由
(３) 会員懇談会の開催の可否 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

29日

県医療安全推進協議会 (県庁) 渡辺専務理事
対外広報プロジェクト (21世紀プロジェクト)
(１) 回復期のパンフレット (２) 広報誌作製
(３) 平成28・29年度がん回復市民公開講座計画

渡辺専務理事､ 八木・牛島常務理事､
竹下・宇治理事

30日 日本歯周病学会九州地区臨床研修会第３回実行委員会 小島副会長､ 牛島常務理事

31日

月次監査
９月末会計現況監査

久々山・西野監事

｢中国・四国｣ ｢九州｣ 地区役員連絡協議会 (長崎市・サンプリエール)
浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木常務理事､ 澤田事務局長

城北地区役員連絡協議会 中嶋副会長
第68回九州歯科医学大会第60回剣道大会壮行会 (熊本市) 小島副会長

11月４日 各委員会概算要求協議 (厚生・医療管理､ 学術､ 学校歯科､ センター・介護､ 地域保健)
小島・宮坂副会長､ 渡辺専務理事､
田上・八木・牛島常務理事､ 宮井・
井上・大林・松本・赤尾理事

５日
第８回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 平成27年度総務の事業計画 (案)
(３) マイナンバー制度への対応 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

６日

第36回全国歯科保健大会会長招宴 (甲府市) 浦田会長

各委員会概算要求協議 (広報､ 医療対策､ 社会保険､ 総務・医療連携)
小島・中嶋副会長､ 渡辺専務理事､
八木・牛島常務理事､ 竹下・冨屋・
田中・椿・宇治理事

７日 第36回全国歯科保健大会 (山梨県立県民文化ホール) 浦田会長
10日 蒲島郁夫県知事との交流会 (ホテル日航熊本) 竹下・赤尾・椿・宇治理事

11日
都道府県専務理事連絡協議会 (日歯会館) 渡辺専務理事
第769回支払基金幹事会 浦田会長

14日

第68回九州歯科医学大会受付事務職員説明会 (沖縄県看護研修センター) 奥村課長他３名
九地連役員会 (沖縄県口腔保健医療センター) 浦田会長
第68回九州歯科医学大会 (沖縄県看護研修センター)
本県参加者：21名

浦田会長､ 渡辺専務理事

15日
第68回九州歯科医学大会厚生行事 (沖縄県内各所)
野球､ 剣道､ テニス､ ゴルフ､ ボウリング､ 囲碁

浦田会長､ 中嶋副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木・牛島常務理事､ 西野監事

16日
メディアとの打ち合わせ
(１) 地域医療介護総合確保基金に関する打ち合せ
(２) 歯科用パノラマＸ線を用いた骨粗鬆症患者をスクリーニング

小島副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
牛島常務理事､ 椿理事

17日

第９回常務理事会
(１) 日本歯科医師会会長予備選挙への対応
(２) 日本フッ化物洗口むし歯予防協会からの8020研究調査の協力依頼
(３) 平成27年度第２回臨時代議員会の日程 (案) ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

学 術
11月１日

日歯生涯研修DVDセミナー及び会員発表
受講者：95名

牛島常務理事､ 井上理事､ 堀川委員
長他５委員

10日 第３回日歯学術委員会 (日歯会館) 牛島常務理事

社会保険

10月28日 第２回日歯社会保険委員会 (日歯会館) 椿理事

31日

社会保険個別相談会
相談者：３名

清水委員長他10委員

社会保険委員会
(１) 会員向け発行物 (２) 指導立会者､ 個別相談対応 (３) 報告事項と今後の日程

椿理事､ 清水委員長他11委員

11月５日
レセプトチェックセンター (荒尾市)
相談者：０名

田中理事

７日

社会保険個別相談会 (玉名郡南関町)
相談者：１名

桐野副委員長

近県社会保険担当者会議 (香川県歯会館)
中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長､ 野田副委員長

９日
社会保険個別相談会 (玉名市)
相談者：１名

田中理事

12日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 渡辺・反後・小林委員

地域保健

10月25日
地域保健小委員会
(１) 早産予防対策事業に係る啓発用DVD・チラシの作成

赤尾理事他３委員

26日 笑顔ヘルＣキャンペーン打合せ
宮坂副会長､ 田上常務理事､ 赤尾・
竹下理事

29日 協会けんぽスモールチェンジ・生活歯援プログラム健診 (㈱九州オーエム) 歯科衛生士２名
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所管 日付 摘要 出務者

地域保健

31日
糖尿病・歯周病医療連携研修会
受講者：114名
講師：熊本大学大学院 古川昇先生他

田上常務理事､ 椿・井上・赤尾理事
他全委員

11月１日
地域保健小委員会
(１) 早産予防対策事業に係る啓発用DVD・チラシの作成

田上常務理事､ 赤尾理事他３委員

２日 笑顔ヘルＣキャンペーン打合せ
宮坂副会長､ 田上常務理事､ 竹下理
事

６日
早産予防対策事業打合せ (合志市)
(１) 早産予防対策事業に係る啓発用DVDの打合せ

赤尾理事､ 宮本副委員長､ 郷原委員

８日
笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント (熊本市・上通ぴぷれす広場)
来場者：1057名

宮坂副会長､ 田上常務理事､ 竹下・
赤尾理事他６委員

広 報

10月29日
NHKテレメッセ収録
(１) 11月５日放映分

竹下理事

11月５日 NHKテレメッセ収録・出演 (NHK熊本放送局) 竹下理事

11日
広報小委員会
(１) 会報12月号編集・校正

竹下理事､ 岩崎委員長他３委員

学校歯科

11月７日 第38回むし歯予防全国大会 in SAGA (佐賀市・アバンセホール) 渡辺専務理事､ 大林理事

13日

県健康づくり推進課訪問 (県庁)
第39回むし歯予防全国大会協賛依頼

渡辺専務理事､ 大林理事

むし歯予防対策事業打合せ
(１) 小中学校でのフッ化物洗口の実施状況 (２) むし歯予防全国大会 IN SAGA
(３) 購入した本 ほか

宮坂副会長､ 大林理事､ 河原委員長
他全委員

19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 11月18日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 九州各県歯科医療安全担当者会 (３) 医療対策講演会 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他９委員

センター・
介護

10月24日 委託事業打ち合せ (椿学園) 松本理事

30日 認知症患者の口腔改善事業打合せ 宮坂副会長､ 松本理事

31日
障がい児 (者) 地域リーダー育成事業打ち合わせ (松橋町・にこにこパーティー) 松本理事

カルテチェック (口腔保健センター) 松岡センター長

11月３日 委託事業打ち合わせ 松本理事

５日
第１回県各圏域地域リハビリテーション広域支援センター連絡協議会 (パレア) 松本理事

センター・介護委員会
(１) 平成27年度委託事業 (２) センター従事者研修会 (３) ケアマネ研修会出務者

松本理事､ 平井委員長他全委員

12日 口腔保健センター医療対策研修会
冨屋理事､ 松岡センター長､ 松本理
事

14日
第２回 ｢在宅歯科診療における他職種との連携｣ 研修会
受講者：109名

小島副会長､ 田上常務理事､ 松本理
事他全委員

厚生・医療
管理

10月24日
下益城郡健康診断 (宇城市働く女性の家)

マイナンバー制度説明会
参加者：111名

渡辺専務理事､ 宮井理事､ 町田・小
林・牧委員

30日 球磨郡健康診断 (あさぎり町免田保健センター)

11月７日
マイナンバー制度説明会
参加者：60名

宮坂副会長､ 宮井理事､ 工藤委員長､
池嶋副委員長

12日 熊本国税局管内税務指導者協議会
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 八木・牛島常務理事､ 宮井理事､
工藤委員長､ 池嶋副委員長

総務・医療
連携

10月23日
玉名郡市がん医科歯科連携協議会 (玉名市)
玉名郡市歯科医師会と合同開催

牛島常務理事

11月４日 県医療・保健・福祉連携学会第３回企画委員会 (県医師会館) 小島副会長

11日
総務・医療連携委員会
(１) がん連携講習会出席者の決定 (２) 回復期医科歯科医療連携協議会日程
(３) 医療連携研修会 ほか

牛島常務理事､ 宇治理事他６委員

18日 回復期医科歯科医療連携協議会
牛島常務理事､ 宇治理事､ 神崎副委
員長

学 院

10月24日
学院高校推薦・指定校推薦入学試験
受験者：51名

伊藤学院長､ 小島・中嶋・宮坂副会
長､ 牧副学院長､ 渡辺専務理事､ 弘
中教務部長

28日
第２回学院入学試験委員会
(１) 平成28年度推薦入学試験・合格者の決定

浦田会長､ 伊藤学院長､ 小島・中嶋・
宮坂副会長､ 牧・林副学院長､ 渡辺
専務理事､ 弘中教務部長

30日 歯科衛生士リカバリー研修会打合会 伊藤学院長､ 工藤委員長

31日
学院推薦入学合格者発表会
合格者：48名

国保組合

11月６日 全協保健事業推進担当者研修会 (新宿ワシントンホテル) 田尻課長補佐

10日 組合地区国保運営協議会事務連絡会・研修会 (県医師会館) 澤田事務局長他３名

13日 全協九州支部事務研修会 (大分県医師会館) 塩山・宮崎係長

18日 国民健康保険組合被保険者全国大会 (東京・憲政記念館) 浦田理事長､ 上野副理事長

19日 国保制度改善強化全国大会 (東京・日比谷公会堂) 浦田理事長

事 業 課
11月４日 第３回奥様医業経営塾

18日 第４回奥様医業経営塾



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
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第14回常務理事会
施設基準届出に係る研修会
がん連携歯科衛生士対象研修会
第20回熊本県歯科医学大会
第9回県医療・保健・福祉連携学会
第10回理事会
回復期病診連携研修会
介護者歯科実技研修会
介護者歯科実技研修会
第15回常務理事会
がん連携ナショナルテキスト講習会
医療管理講演会

2 主な行事予定 February

編集後記

安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会

　今年よりロードバイク・デビューしました。今までも自転車には乗っていましたが、古い自転車にガタが来たの
で新しいのを購入しようと思いました。自転車にそんな値段を??とも思いましたが、死ぬまでにいつかは乗ってみ
たいと思っていたロードバイクを購入しました。
　今までの自転車とは全くの別物です。自転車は軽いし、ペダルを漕げばグングン進むし、スピードも出るし。も
ちろん安全には細心の注意は払っています。自転車は、僕にとって単なる近距離の移動手段だった物が自転車の楽
しさ・気持ちよさに気付きました。昔は目的があって移動するから使っていた自転車。今は、意味も無く激坂を
登ってみたり遠くへ出かけてみたり。値段はともあれ、大満足です。人生が変わったとは大げさですが、生活の中
で自転車が大きく関わりだしたのは間違いありません。ネットで検索してる対象が、自転車関連だったり……
　漫画『弱虫ペダル』の影響も有り、今は人気のあるロードバイク。皆さんも健康のためにも、自転車ライフを始
めてはいかがでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（O.H）

ⓒ2010熊本県くまモン#K6356


