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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。

　数十年に一度の記録的な最強寒波のため、
県内が雪に覆われた。一面の銀世界に雪だ
るまを作って喜ぶ人、はしゃぐ子供。そん
な中、本番の「熊本城マラソン」に向けて
練習を行っている。
　さて、今年はどのようなドラマがみられ
るか？　体調管理に気をつけて、無事に完
走されることを祈ります。　　　　（T.K）
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昨年３月号のこの欄に同様のタイトルの文章を書きました｡ 当時の想いとしては､ 2019年

のラグビーW杯日本開催を控え､ 人気や注目度の低さに嘆き､ 危機感を持ってのものでした｡

しかし､ その後の第8回イングランド大会での日本代表の快挙とも呼べる大活躍と､ 国内で

のフィーバーぶりはご承知の通りで､ 私の杞憂は吹き飛んでしまいました｡ そういう訳で気

を良くし､ 調子に乗ってPart２を書く事にしました｡

それにしても､ 南アフリカ戦は圧巻でした｡ まず､ 試合前の国歌斉唱の場面で､ 桜のジャージ

を着て肩を組んでいる選手たちがアップになった瞬間､ 熱くなってしまいました｡ いろいろ揶揄さ

れていた外国人選手も間違いなく歌っているのです ｢君が代｣ を､ そして ｢今までと何かが違う

ぞ｣ と予感し､ しばらくしてそれは確信に変わっていました｡ スクラムやモール・ラックといった

力勝負で互角に近い戦いをし､ 世界屈指のフィジカルを誇る相手に低く刺さるタックルを重

ねてはすぐ起き､ 過去のW杯では見たことのない光景が繰り広げられていたのです｡ その後

の試合内容は今さら述べる必要はないでしょう｡ 最後は､ 歴史を変えようと勇敢にチャレン

ジし､ 世界を驚愕させたトライで34‐32の逆転勝利｡ 生きている内にこのような光景を見る

ことが出来るなんて思ってもいませんでした｡ ４日後のスコットランドには苦杯を喫したも

のの､ サモア､ 米国には快勝し､ 南ア戦がフロックでないことを証明してくれました｡ ベス

ト８進出を逃してしまったのは残念でしたが､ ４年後の楽しみにとっておきましょう｡

この歴史的快挙は全選手､ コーチ陣､ 分析等のサポートスタッフ､ 協会さらにはサポーター

と､ 係わった全ての人々の地道な努力の結果であることは間違いありません｡ しかし､ その

中でも最も重要なキーパーソンはやはりエディー・ジョーンズヘッドコーチ (HC) であっ

たと確信しています｡ ただ大会後､ 世間やマスコミの注目が五郎丸選手だけにあまりにも集

中し過ぎていることには幾ばくかの不安を感じていますが｡

さて､ 2012年に就任したジョーンズHC は､ 代表が世界と互角に渡り合うために必要な日

本チーム (人) の ｢強み｣ と ｢弱み｣ の綿密な分析を行い､ それを克服するためのフィットネ

ス､ フィジカル､ さらにはメンタルにまでおよぶ詳細な目標設定を行いました｡ そして目標

達成のために必要な様々な戦術､ 方策を明確にし､ 実行していきました｡ それが ｢JAPAN

WAY｣ であり､ 各種の科学的トレーニングや分析であり､ 世界一と言われているハードワー

クであり､ スクラム担当のダルマゾ氏を初めとするスペシャリストコーチの招聘などという

ことです｡ ただ､ ここまでであれば他のHCであっても近いことは行っていたはずです｡ 彼

の偉大なところは､ これを４年間にわたり徹底的にやり抜いたところではないでしょうか｡

４年後の日本大会まで続けてもらいたかったのですが､ イングランド (今大会で開催国なが

ら予選敗退してしまった…ほっとかないですよね) 代表のHCに就任するそうです｡ 日本代

表の次期HCも決まりそうだとの事､ 大いに期待し､ 注目､ 応援していきたいものです｡

昨年､ 非常に困難な状況に陥ってしまった歯科界､ 年末の日歯会長予備選挙で当選者が決

定しました｡ 新会長には ｢DENTAL WAY｣ を突き進んで行っていただきたいと､ 心から

願っています｡
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―第８回理事会―
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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：11月20日～至：12月21日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ 障がい児

(者) 口腔保健指導について熊本

市歯会との打合せ､ 日本歯周病学

会九州地区臨床研修会実行委員会､

鹿児島県歯会との災害時相互応援

に関する覚書書締結式

学 術：県歯科医学大会

社会保険：日歯医学会ワークショップ

地域保健：早産予防対策事業ＤＶＤ撮影

広 報：会報編集・校正

学校歯科：むし歯予防全国大会打合せ

医療対策：医療相談苦情事例報告

センター・介護：在宅訪問歯科施設見学研修

厚生・医療管理：日本歯科医療管理学会九州

支部役員会

総務・医療連携：がん連携事業､ 病診連携事

業

学 院：教務委員会

国保組合：理事会

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

高齢者叙勲 瑞宝双光章

花田 桂助 会員 (人吉市)

12月１日付 内閣府発令

１. 開会：中嶋副会長
２. 挨拶：浦田会長

今年最後の理事会となりますが､ 皆さん一
年間お疲れ様でした｡ 役員の先生方のご協力
にあらためて感謝申し上げます｡
さて､ 皆さんもすでにご存じとは思います
が､ 昨日､ 日歯会長予備選挙の開票が行われ､
堀前日歯常務理事が会長予定者に決定いたし
ました｡ 得票数は堀候補が372票､ 山科候補
が225票､ 富野候補が40票でした｡ これで日
歯の新たな方向性が決まったということであ
りますので､ 堀会長予定者にはしっかりと日
歯を立て直していただきたいと期待していま
す｡ 我々も陰ながら歯科界が良くなるように
皆さんと一緒になってやっていきたいと考え
ていますので､ どうかよろしくお願いいたし
ます｡
先日､ 支払基金の懇談会に出席いたしまし
た｡ この懇談会では毎回､ 熊本大学医学部の
新任教授の講演が行われています｡ 今回は心
臓血管外科の福井教授が講演されました｡ そ
の福井教授がおっしゃるには､ 心臓手術をす
る際に必ず歯科で口腔の管理を行う必要があ
り､ 口腔管理がうまく行われていない場合は
心臓手術の日程を延期することもあると話さ
れていました｡ 本会が現在がん患者の医科歯
科連携事業を進めていることを話しましたら､
がん患者以外の連携は出来ないのですかと言
われました｡ そういう意味で来年はまた新た
な連携を広げられればと思っています｡
今年は歯科界にとって大変な一年であり､
今後も厳しい状況が続くかもしれません｡ 少
しは明るい見通しが見えてきた部分もありま
すので､ 歯科界の向上を目指してしっかりと
対応してきたいと思います｡ さらに皆さんの
ご協力をお願いしたいと存じます｡

12月25日(金) 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｡
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２. 平成27年度地域医療介護総合確保基金

事業の経過

医科歯科連携訪問診療用機器整備事業

における各郡市の希望状況と在宅歯科診

療器材整備事業における各会員の申請状

況並びに今後の予定について報告がなさ

れた｡

３. 熊本県地域医療構想策定に係る郡市歯

科医師会の対応

各地域医療構想検討専門部会に情報を

提供するために､ 各郡市で把握すべきデー

タ (歯科医療供給体制等) 収集を行う必

要があり､ 各郡市会長・専務理事へ文書

を送付する｡ この文書については､ １月

23日(土) 各郡市会長・専務理事会議に

おいても詳細に説明する｡

４. 骨粗鬆症を予防し患者の医療安全を推

進する医科歯科連携のモデル事業

ＢＰ製剤投与に関する医科・薬科・歯

科連携体制の構築に向けた検討状況や本

会会員に行った顎骨壊死の調査結果につ

いて説明がなされた｡

５. 熊本型早産予防対策事業報告会開催案

内の周知

12月の全会員発送時に開催案内を同封

するとともに､ 開催される５地区の郡市

会には､ 別途本会会長名で報告会への出

席を会員等へ呼びかけてもらうよう依頼

した｡

６. 後期高齢者歯科口腔健康診査に係る業

務委託契約の締結

28年度からの事業開始に伴い､ 各市町

村より各郡市歯会又は各歯科診療所に対

して業務委託契約締結の依頼があり､ さ

らに業務委託契約締結には､ 各郡市歯会

と各市町村との間､ 各歯科診療所と各市

町村との間の２種類の方法がある旨を各

郡市歯会長へ周知した｡

７. 平成27年度糖尿病予防対策関係者研修会

県主催の研修会において､ 田上常務理

事が ｢糖尿病 医科・歯科連携の取組み

と課題について｣ と題して､ １時間講話

を行った｡

８. 口腔保健センターへの熊本市運営補助

金の見直し

熊本市健康医療政策課より､ 熊本市の

財政状況が厳しいため､ 28年度から口腔

保健センター運営補助金は現補助金の５

％カットとなる通知があった｡

また､ 今まで補助金の額は熊本市は熊

本県の半額とするのが慣例とされていた

が､ 今後は熊本県の補助金が増減しても

熊本市の補助金がその２分の１となるよ

うに調整されることはないとの説明を受

けた｡

９. 事業実施報告

○厚生・医療管理委員会： 『マイナンバー

制度説明会』 (10月24日､ 11月７日)

10. 会計11月末現況

11. その他

○28年度診療報酬改定率について､ 本体

部分で歯科は0.61％のプラス改定となっ

た事とファイバーポスト､ ポンティッ

クの保険診療上の取り扱いについて報

告がなされた｡

○日本むし歯予防フッ素推進会議の役員

からフッ素に関する絵本を本会へ３冊

贈呈があり､ 会員へ紹介してほしいとの

依頼があった｡ １月23日(土) 各郡市

会長・専務理事会議において紹介する｡

７. 連絡事項：
１. 28年度九州各県広報担当者会及び九州

地区学校歯科医会役員連絡協議会の開催

期日

28年度本県所管で開催されるが､ 広報

担当者会は10月１日(土) 午後２時から､

学校歯科医会役員連絡協議会は８月６日

(土) 午後２時から開催予定である｡

２. １月行事予定

１月13日(水) は県医療・保健・福祉

団体協議会臨時理事会と県医療・保健・

福祉連携学会企画委員会が本会館で開催

され､ 駐車スペース確保のため､ 委員会

等諸会議は出来る限り開催しないように

要請があった｡ さらに､ 熊本市歯会にも

同様の要請を行う｡

３. その他

○１月から日歯諸会議への出席旅費が現

金支給から銀行振込に変更されること

になった｡ 今後は､ 一旦日歯から本会
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へ振込まれることになり､ 出席者には

従来どおり本会旅費規程に沿って支給

する｡

８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]

矢毛石 康男 (上益城郡／第１種会員)

１名の入会を承認した｡

※27年度入会状況 (12月末現在)…第１

種・10名､ 第２種・３名､ 第３種・４

名､ 第４種・１医療機関

２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼 [承認]

・日本口唇口蓋裂協会相談役／日本口唇

口蓋裂協会

浦田 健二 会長 任期：平成27年

11月１日～平成29年10月31日

３. 名義後援使用依頼 [承認]

・緩和ケア市民公開講座／熊本大学医学

部附属病院

・創立50周年記念県民公開講座／熊本県

歯科衛生士会

・市民公開講座／独立行政法人国立病院

機構 熊本再春荘病院

４. 名義後援使用依頼 [承認]

申込開始前であるが､ 参加者への通知

等準備の都合を考慮し承認した｡

９. 議題：
１. 熊本歯科衛生士専門学院細則・同設置

運営規程及び同使用規程の附則に記載し

た項目の削除 [承認]

原案どおり承認した｡

２. 平成27年度 (第22回) 中規模県歯科医

師会連合会の提出協議題

何か提出協議題があれば､ 渡辺専務理

事まで連絡することとした｡

３. 九地連協議会の提出協議題

何か提出協議題があれば､ 渡辺専務理

事まで連絡することとした｡

４. 平成27年度臨時代議員会に提出する議

事及び協議事項 [承認]

原案どおり承認した｡

５. 平成27年度臨時代議員会の会報掲載内

容 [承認]

原案どおり承認し､ 会報に掲載するこ

ととした｡

６. 日本体育協会公認スポーツデンティス

ト協議会への加入 [承認]

加入することを承認し､ 年会費は１口

１万円を納入することとした｡

７. 会費・負担金減免申請の承認 [承認]

申請に基づき免除することを承認した｡

８. 平成27年度熊本県補助金及び委託事業

に係る予算 [承認]

介護者歯科実技研修事業､ 障がい (児)

者口腔ケア地域リーダー育成事業､ ヘル

歯ー元気8020支援事業､ 医科歯科病診連

携事業 (回復期) の４事業の予算明細書

案について承認した｡

９. 安心・安全歯科医療推進制度ＰＲ用の

ポケットティッシュ作製 [承認]

県民に制度を広く周知する目的で､ 歯

科医師会のイベント等で配布するために

２万個作製することを承認した｡

10. 病診連携 (がん) 事業に係る新聞広告

[承認]

２月４日(木) 掲載予定の新聞広告１

面について､ ３分の２面 (10段広告) は

記事・インタビュー形式として浦田会長

と本事業の開始から多大な協力をいただ

いている国立病院熊本医療センターの河

野院長の写真とコメントを掲載し､ 残り

の３分の１面 (５段広告) は23の連携病

院と現時点での本会の連携登録歯科医院

を掲載することとした｡

なお､ 10段広告の費用は委託事業費か

ら拠出するが､ ５段広告の費用について

は本会が拠出することを承認した｡

11. 医療事故対策委員会に関する検討委員

会の設置 [承認]

10月より施行された医療事故調査制度

に対応するために､ 学術､ 厚生・医療管

理､ 医療対策委員会の委員を選抜し､ 新

たに臨時検討委員会を設置することとし

た｡

12. 口腔保健センター備品機器の貸出し

[承認]

熊本県担当者より補助金で購入した備

品を貸し出すことについては目的外使用

となり適切でないとの回答があり､ 貸出

しを行わないこととした｡
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13. 熊本自閉症協会からのポスター配布依

頼 [承認]

依頼に基づき､ ポスターを全会員発送

時に同封することとした｡

14. 本会ホームページにおける各種届出様

式､ 会員専用ページへのログイン方法

[承認]

現在､ 会員専用ページにアップしてい

る各種届出様式を会員の利便性を考慮し

て､ 大半をトップページからアクセスで

きるページに掲載することとした｡

さらに､ 会員専用ページへログインす

る際の全会員共通のユーザー名・パスワー

ドについては長期間同じものを使用して

いるので今回変更し､ 今後も定期的に変

更することとした｡

10. 協議事項：
11. 監事講評：
久々山監事より､ 執行部が事業を積極的

に推進するにあたり､ 全役員が会員からの

批判を甘受する覚悟を持って取り組んで欲

しいと要請された｡

12. 閉会：宮坂副会長
(広報 竹下 憲治)��������������報 告

12月14日(月) 午後７時より､ 鹿児島県歯

会館において､ 鹿児島県歯会と本会の大規模

災害時の相互応援に関する覚書締結式を行っ

た｡ 鹿児島県からは森原会長､ 西副会長､ 伊

地知専務理事､ 黒木常務理事､ 楠理事､ 本県

からは浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理事､

牛島が出席した｡

これは､ 大規模災害が発生したときに､ 被

災県単独では十分な応急的な措置ができない

場合に､ 相互応援を円滑にするための覚書で､

九州地区の歯科医師会では初めての協定締結

である｡ 各歯科医師会共に各県との災害支援

活動に関しては協定を締結しているものの､

想定外の大規模災害が発生したときの応援体

制構築については盛り込まれておらず､ 歯科

医療救護・歯科保健活動・身元確認活動・支

援物資供給などが必要になったときの､ 身元

保証や費用弁償等が問題となっていた｡ この

覚書締結によって､ 各県の災害対策本部を通

じて災害時の応援要請を行うことで､ 派遣チー

ムの日当や旅費､ 医薬品の費用弁償や万一の

事故､ 傷病の保障が可能となる｡ 特に鹿児島

県は桜島噴火・南海トラフ大地震など災害リ

スクが高く､ 川内原発も抱えている｡ 県歯科

医師会同志､ また隣接している郡市歯科医師

会を含んだ応援体制を構築しておくことで､

より安全で円滑な活動が保障されるようにな

るために､ 隣県との災害時応援体制の協定締

結が以前より望まれていた｡

両会長の固い握手とともに､ 今後もさまざ

まな連携に発展させたいと誓い合い､ その日

のうちに九州新幹線にて帰路についた｡

今後は他県とも同様の応援に関する覚書を

取り交わしていきたいこと､ またこれを契機

に郡市地区の災害時活動体制や応援体制作り

など､ 熊本県においてもしっかりとした災害

対策を整えていきたい｡

(常務理事 牛島 隆)

―鹿児島県・熊本県 災害時相互応援に関する覚書締結式―

大規模災害時に相互応援体制を円滑に
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第２章 歯科医療界の変遷
第９節 平成の歯科界 (昭和61年～平成10年)� 日本歯科医師会では

【新歯科医師会館の完成】
昭和63年２月､ 新歯科医師会館が現在地

(千代田区九段北)に竣工｡ 会員一人当たり年

額６万円の拠出によるもので､ 東京都歯科医

師会との共有地に２年の歳月を経て､ 日本歯

科医師会にふさわしい機能的な会館が完成した｡

〈現在の日本歯科医師会館〉

【8020運動】の始まりと広がり
昭和62年７月､ 厚木ワークショップで“80

10”｢めざそう80歳､ 欠損歯10歯まで｣ が榊

原悠紀田郎たちによって提唱された｡ その後､

昭和63年に愛知県において成人歯科保健対策

の目標として“8020”が打ち出され､ ｢8020

運動｣ の推進が提唱された｡ そして平成元年

より厚生省の ｢成人歯科保健対策検討会｣ の

中で生涯を通じた豊かな食生活と健康な文化

的生活のための歯科保健対策が望まれるとし､

“8020運動”が歯科保健目標の一つとして設

定された｡ 平成２年から､ 愛知県歯科医師会

と愛知学院大学歯学部によって､ ｢8020疫学調

査｣ が実施され､ ｢第１大臼歯の残存率が通常

80歳以上では９％程度であるのに､ 8020表彰

対象者では72％の高率を示した｣ という結果が

注目され､ 厚生省の ｢６才臼歯保護育成運動｣

モデル事業へと発展していく｡ その後､ 愛知県､

岩手県､ 静岡県を中心に､ また日本歯科医師

会においても様々な形で8020推進運動普及活

動が展開され､ 平成12年には ｢財団法人8020

推進財団｣ が厚生省の認可を受け設立された｡

現在では全国の歯科医師会､ 会員､ 行政､ 学

校､ 歯科関連団体等においてその啓発活動が

展開されている｡ 昨年の8020推進財団の調査

(8020推進財団ホームページからのインター

ネットアンケート調査) によれば､ 運動の認

知度は75％で広く知れ渡っているとされてい

るが､ 調査対象によっては40％であったり50

％､ 60％であったりとはっきりしない｡

また､ 厚生労働省の調査によれば8020達成

率は平成23年度は38.8％で､ 前回６年前の平

成17年度の調査結果24.1％より14ポイント以

上改善している｡

平成４年には､ 日本歯科医師会会員で画家

の額田晃作のデザインにより､ 8020運動推進

のシンボルとしてロゴマークを作成した｡ 年

齢の ｢80｣ は大きくリズミカルに､ 歯の本数

｢20｣ はそれを固く守る姿勢を表現している｡

〈8020推進ロゴマーク〉

平成６年４月から16年までの10年間にわた

り､ 8020啓発番組 ｢8020探検隊｣ がフジテレ

ビ系列で毎週土曜日の９：55～10：00にサン

スターの提供で放送されている｡

【ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー賞】
平成５年より､ その年笑顔が最も輝いてい

る著名人男女１名ずつを日歯会員の投票によっ

て選考し､ ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー

賞とする表彰事業が始まった｡ 第１回受賞者

は女性の部が伊達公子 (プロテニス) 男性の

部が布施博 (俳優)､ 昨年度第22回の受賞者

は女優の土屋太鳳さんとプロテニスプレーヤー

の松岡修造さんであった｡ この年から同時に

｢歯っぴいスマイル・イメージガール｣ (平成

15年まで) が全国より選考された｡ また､ 平

成19年からは国民参加型の ｢スマイルフォト

コンテスト｣ を設け､ ｢とびきりの笑顔｣ 写

真としてグランプリ１作品､ 優秀７作品を表

彰し､ マスコミに大きく報道されている｡ こ
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れ等の事業に関して ｢選んで終わり｣ の感が

否めない､ 受賞者や受賞作品をその後いかに

上手く活用して行くかが大きなポイントであ

り､ そこにこそ意味があるのではないだろう

か｡ 国民にも歯科医師会会員にもまだまだ認

知されていないのが現状といえる｡

【阪神・淡路大震災】
平成７年１月17日未明に発生した阪神・淡

路大震災は､ 大阪府､ 兵庫県の会員にも甚大

な被害を及ぼした｡ 日本歯科医師会では19日､

災害対策本部を設置､ 義援金協力や被災会員

への支援を行った｡ また､ 被災会員への特別

措置として､ 会費の減免や日歯福祉共済災害

共済及び見舞金の支給を代議員会で決定した｡

災害現場へは全国から多くの歯科医師会会員

が駆けつけ様々な復興支援に当たった｡ 被災

者の歯科医療､ 保健活動､ 遺体の身元確認な

ど歯科医師として誇りと責任を持った活動が

展開された｡

【歯科医師臨床研修の制度化】
医師は昭和43年から臨床研修 (努力規定)

が法制化されていたが､ 歯科医師は平成８年

の歯科医師法改正で歯科医師臨床研修 (努力

規定) が制度化された｡ その後､ 平成12年に

医師法・歯科医師法の同時改定があり､ 臨床

研修が必修化された｡ 医師は平成16年､ 歯科

医師は平成18年から必修化が施行された｡� 熊本県歯科医師会では

【日歯生涯研修事業】
昭和61・62年度に京都､ 長野の２府県をモ

デル地区に発足した日歯生涯研修事業が､ 昭

和63年４月１日より昭和63・64年事業として

熊本県を含む14都道府県でスタートした｡ 日

進月歩の歯科医学の研修・学習を通じて､ 国

民のニーズの応えた高水準の良質な歯科医療

を提供することを目的として始まり､ ６つの研

修カテゴリーから２年間に40単位を修得するこ

ととなった｡ 平成２年より全国の歯科医師会

で実施され､ その後平成16年には従来の実施

要領を大きく変更し､ ｢日歯生涯研修ガイダ

ンス｣ を用いた新システムで､ 修了証のほか

に認定証の交付を新たに加え実施されている｡

【県歯歯科医師協同組合スタート】
熊本県歯科医師協同組合が昭和63年４月に

認可され､ 設立同意者528名でスタートした｡

協同組合設立の趣旨としては､ 個々の力では

成し得ないことを団体の力で実現していくこ

とで､ 組合の事業により組合員に経済的な便

益を与え､ 経営の合理化に寄与すること｡ ま

た､ 収益の歯科医師会への還流により会員の

会費の軽減を図ることであった｡ 事業内容と

しては､ １. 生命保険各社､ 鶴屋､ 岩田屋伊

勢丹クレジットの集金業務代行 (各種割引)｡

２. 火災共済､ 自動車共済､ 自動車事故見舞

金共済代理的業務 (掛け金の軽減､ 配当金の

還元) ３. デンタルカード会員募集業務 (自

費診療のカード分割払いでも一括入金)｡ ４.

所得保障保険代理店業務｡ 但し､ 損害保険業

務は協同組合では取り扱いができないため別

会社 (有限会社ケイ・ディー・エム・ユー)

を設立し運営することとなった｡ 会員の大い

なる期待を持ってスターとしたが､ 設立当初

の切り札的事業であった歯科材料・歯科貴金

属の共同購入､ 共同販売は歯科材料店､ メー

カー特約販売店との関係で敢えなく挫折した｡

設立後､ 経済成長の中､ 順調に利益を伸ばし

平成５年度にピークを迎え､ 会員､ 郡市歯科

医師会､ 県歯会にとっても有益な事業に成長

するが､ その後､ 経済不況の影響もあり利益

は年々減少傾向に陥った｡ そして､ 平成15年

３月をもって､ 終局の目的であった､ 協同組

合の利益を上げ､ その利益を県歯科医師会に

還流し､ 会員の会費を軽減するということが

できなくなり解散するに至る｡ 事業の全ては､

県歯科医師会収益事業と有限会社ケイ・ディー・

エム・ユーが引き継ぐこととなった｡

〈熊本県歯科医師協同組合創立総会〉
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【九州歯科医学大会と周年事業】
昭和63年度は九州歯科医学大会の担当県に

あたり､ また熊本県歯科医師会創立80周年と

なるため､ この両者を同時に開催することと

なった｡ 10月29・30日の両日にわたり熊本市

民会館を中心として第41回九州歯科医学大会

が ｢語ろう21世紀の歯科医療－地域歯科医療

保健の位置づけ－をテーマに開催された｡ 同

時に第35回歯科衛生士研修会 (厚生省委託)

と歯科器材展も開催され､ ２階大会議室は一

寸の余地もない程､ 若い歯科衛生士で一杯と

なった｡ 30日は午後3時より熊本市民会館に

おいて､ 熊本県歯科医師会80周年､ 熊本県歯

科医師国民健康保険組合30周年､ 熊本歯科衛

生士専門学院25周年の記念式典が各界多数の

来賓臨席のもと盛大に挙行され､ その後熊本

ホテルキャッスルにおいて記念祝賀会が来賓､

会員470名の出席を得て開催された｡

また､ 平成８年11月９日・10日の両日､ 第

49回九州歯科医学大会が熊本県立劇場・演劇

ホールで開催された｡ それまでにない２日間

の講演ということで､ ２日目の参加者が少な

いのではとの心配もあったが､ いざ始まって

みると､ 遠くは北海道からの参加者もあり会

場は溢れんばかりとなった｡ スウェーデン､

イエテボリ大学で歯周病の世界的権威ニーマ

ン教授の講演は素晴らしいもので､ 参加者は

皆惜しみない拍手を送った｡ ２日間を通じて

の参加者は3,000名近くで大成功の九地連熊

本大会となった｡

〈県立劇場を埋め尽くした九地連会員とスタッフ〉

〈歯周病の権威ニーマン教授〉

【公衆衛生活動】
この時代の公衆衛生事業としては､ ６月の

｢歯の衛生週間､ 歯の祭典｣､ ９月の ｢健康か

みかみメニューコンクール｣､ 10月の ｢歯と

健康のつどい｣､ そして平成８年からは11月

の笑顔ヘルＣキャンペーンが加わり例年のイ

ベントとして充実した内容で展開されている｡

６月の ｢歯の衛生週間｣ には第一会場熊本

県歯科医師会館､ 第二会場熊本県健康センター

にわかれ､ 多彩な催しが行われ両会場に沢山

の県民が訪れた｡ 内容は無料歯科健診・相談､

フッ素塗布､ パノラマレントゲン撮影､ 位相

差顕微鏡によるプラーク観察､ 歯科技工士会

の協力による顎模型作成､ 歯科衛生士会の協

力によるブラッシング指導､ デジタルカメラ

システムを用いた口腔内観察､ パネル展示､

ビデオ放映などが行われ､ 歯ブラシの展示即

売や歯によいおやつ試食会 (前年のおやつコ

ンクール入選作) など行われた年もある｡

｢歯の祭典｣ では､ 母と子のよい歯のコンクー

ルと図画・ポスター・習字コンクール入賞者

表彰式や本会学院生徒による人形劇や演劇､

紙芝居などが和やかなうちに実施された｡ 平

成４年からは第３会場として鶴屋サテライト

スタジオも会場に加わり､ 健診・相談・指導､

フッ素塗布､ 口臭測定等を実施｡ 熊本たけの

こ会による､ ぬいぐるみ人形劇は招待された

市内幼稚園児たちにも歯の大切さが理解でき

る分かりやすく楽しい内容であった｡ 更に平

成６年から第３会場として上通り商店街に､

平成９年からサンロード新市街に場所を移し

様々な催しが開催された｡

９月の健康かみかみメニューコンクールは､

昭和56年より10年間､ 熊本県､ 熊本県歯科医
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師会の主催で行われていた ｢強い子よい歯の

おやつコンクール｣ を更に基本的な食生活の

中で噛む習慣を確立し､ 健康づくりにつなげ

ようという趣旨で､ 平成３年から､ ｢かむ子・

のびる子・元気な子｣ 健康かみかみメニュー

コンクール審査として熊本県健康センターで

実施された｡ 審査は熊本県､ 医師会､ 歯科医

師会､ 歯科衛生士会､ 栄養士会､ 調理師会､

子ども代表など18名程度で例年熱心な審査が

行われた｡

10月の ｢歯と健康のつどい｣ は鶴屋ホール､

熊本市産業文化会館､ 熊本県健康センター､

メルパルク熊本などで､ おやつコンクールの

表彰や体験発表､ 特別講演などが行われ､ 多

くの一般県民が参加した｡

〈交通センター前の街頭イベント〉

11月の笑顔ヘルＣキャンペーンは11月８日

の ｢いい歯の日｣ にちなみ､ 平成８年より県

歯科医師会と熊本日日新聞社の主催､ 県歯科

衛生士会と花王の協力で､ 県民に歯の大切さ

と､ 気楽に歯科医院に行けるような環境づく

りを目的としたキャンペーンでとして実施さ

れている｡ 平成８年第１回目は熊日新聞一面

を使った歯の啓発記事を掲載､ 県下一斉無料

歯科健診を実施した｡ 平成10年には熊本交通

センター前において､ 歯科相談､ 歯科医師に

よる講話､ 歯科衛生士による寸劇､ 輪投げや

トーヨー釣りなどの遊びや花王提供の豪華賞

品を揃えたビンゴゲームなどが行われた｡ そ

の後､ 下通り会場などを経て､ 平成16年から

は中央イベントとして上通りビプレス広場を

会場に､ 歯科相談､ だ液チェック､ 口臭チェッ

ク､ ヘルＣフォトコンテスト作品展示､ ＣＭ

スポット放映､ 歯科医師による歯科講話､ 歯

科衛生士会による寸劇､ 各種ゲームなどが行

われ､ 近年では歯科衛生士学院のＰＲ活動も

行われている｡ また同事業は啓発イベントと

して多くの郡市歯科医師会においても開催さ

れている｡

【その他の取り組み】
・新入会員研修会
昭和60年度より開催されており現在も継続

されている､ 新入会員にとっては大変有意義

な事業と言える｡ 内容は本会の機構運営､ 社

会保険､ 税務､ 医療事故､ 医療管理､ 地域保

健､ 共済制度など医院を管理・経営していく

上で必要な内容となっている｡

・60歳以上の会員対象社保講習会
(参加者95名)

歯科保険制度は複雑を極め､ 特に高齢者に

はなかなか対応しがたく､ アンケートの結果

から要望に応え､ 昭和61年８月､ 60歳以上の

会員を対象に社保説明会が行われた｡ この事

業は平成13年まで高齢者社保研修会として14

年度からはシニア倶楽部の中で現在まで例年

開催されている貴重な事業のひとつといえる｡

・勤務医連絡協議会
平成９年２月､ 初回開催｡ 出席者52名とい

う予想をはるかに上回る多数の勤務医の出席

があった｡ 協議会は ｢本会の組織､ 機能を理

解し､ 地域歯科保健医療に寄与するため､ 今

後熊本県において歯科医療活動と開業を目指

している歯科医師のための将来計画の一助と

なることを目的に企画された｣ もので､ 歯科医

師会の話だけでなく税理士による開業時の留意

点など多岐にわたる充実した内容であった｡

平成10年までの２年間実施されている｡ 今後､

復活させてもいい事業ではないだろうか｡

〈真剣に研修を受ける勤務医たち〉

(専務理事 渡辺 賢治)
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HIVに対する知識や現在の治療法を紹介され

た｡ また､ 最近話題になっているエボラ出血

熱､ 鳥インフルエンザやMERS､ 身近なとこ

ろではノロウイルスやインフルエンザに対す

る対策まで内容は多岐にわたり､ 受講者は熱

心に聞き入っていた｡

標準予防策や院内感染対策は講師自身の診

療室の風景なども提示され､ 非常に分かりや

すくお話頂いた｡

講演後は質疑応答もあり､ 最後に牛島常務

理事の謝辞をもって閉会となった｡ また受講

者には修了証が手渡された｡

今回の講演が､ 日常臨床において非常に重

要である感染予防対策を今一度見直す良い機

会となった｡

(厚生・医療管理 牧 潤一)

12月５日(土) 午後４時より県歯会館にて､

歯科医師､ 歯科衛生士､ 歯科技工士などを対

象とした歯科医療関係者感染症予防講習会が

行われた｡

まず浦田会長より開会の挨拶があり､ 野崎

剛徳大阪大学大学院口腔治療学教室助教を講

師として ｢歯科治療に必要な感染予防対策の

実情｣ というテーマに沿って約２時間行われ､

県内外から151名の出席があった｡

近年メディア等で大きく取り上げられるよ

うになり､ 感染予防対策は非常に重要なテー

マであるが､ 実際にどのような対策を講じれ

ばよいか分かりにくい分野でもある｡ 野崎助

教は臨床家としての立場から非常に分かりや

すい話をしていただいた｡ まず､ 歯科治療に

おいて注意すべき感染症として最新の肝炎や

―歯科医療関係者感染症予防講習会―

����������
受講者151名のうち県外からも９名参加

�������

感染予防対策をわかりやすく説明



熊歯会報Ｈ.28.２

13

く､ 持参したボールの選択も勝敗の大きな鍵

となった｡ 大会直前に大きく曲がるボールを

購入した秋山会員は､ この大会では完全に裏

目に出て…嘆いていたのが印象的であった｡

スポーツボウリングは体力､ 技術も大事だ

が､ レーンの変化を察知しそれに合わせるア

ジャスティング能力が常に試される過酷な競

技でもある｡ そのため日頃から色々なボウリ

ング場のレーンで投球し､ 経験を積み､ メン

タル面も強化しなければならない｡

とはいえ､ ボウリングは笑顔で楽しむもの

である｡ 来年は福岡県主催で ｢博多スターレー

ン｣ にて開催される｡ 他の競技にはない飛び

入り参加も可能なスポーツなので (事前登録

は必要ですが) 興味のある先生が居られまし

たら部長の菊竹会員までご一報願います｡

博多では出すぞ連続ストライク

(伊藤 延隆・秋山 清)

11月15日午前８時30分より､ 那覇市内の

｢サラダボウル｣ にて第68回九州歯科医学大

会ボウリング大会が開催された｡ 九州沖縄各

県から64名の選手が参加し､ 大変賑わいのあ

る大会となった｡ 熊本県からは井尾治雄会員､

宮井祐会員､ 秋山清会員､ 伊藤延隆会員の４

名がエントリーし､ 個人戦､ ２人チーム戦､

４人チーム戦の各３ゲーム合計９ゲームを投

球した｡

熊本県の成績は

・個人戦 ６位 伊藤

・２人チーム戦 優勝 熊本Ａ

(井尾､ 伊藤ペア)

・４人チーム戦 入賞ならず

・個人総合 ３位 井尾､ ４位 伊藤､

９位 秋山

という結果であった｡

優勝を果たした２人チーム戦は､ ２位とは

３ピン差､ ３位とも５ピン差という大接戦で

あった｡ 優勝旗のかかった４人チーム戦では

今年も涙を呑んだが､ 過去の大会で優勝した

熊本県チームの井手尾､ 春野､ 田尻､ 菊竹と

いう名前が入ったリボンを目に焼きつけ､ 各

自レベルアップを誓い合った｡

今回の会場はウッド (木製) レーンであっ

たため､ 時間経過によるオイルの変化が激し

｢２人チーム戦｣ 優勝！
｢個人総合｣ も３位､ ４位入賞！

ボウリング��������������
表彰を受ける井尾､ 伊藤会員

―九州歯科医学大会ボウリング大会―
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加｡ 混合チームとは鹿児島､ 宮崎､ 熊本で結

成されたチームで､ 宮崎の先生とペアを組み

九地連初勝利することが出来た｡ 来年は２勝

を目指そう｡

今回は残念ながら３位という結果に甘んじ

たが来年の福岡ではさらに上を､ いや優勝を

目指すことを誓った｡ 夜の便で那覇を発ち､

熊本に着いたのは午後10時過ぎだった｡

最後に沖縄の比嘉会長始め先生方､ 大変お

世話になりました｡ 来年は福岡県にての開催

であり､ それまでまた練習の日々を送ること

になるがくれぐれも怪我の無いように当日を

迎えられるよう､ また全員が体調万全で普段

以上の成果が出せるよう切に願う｡

(有働 秀一)

11月15日(日) に九地連テニス大会が沖縄

にて開催された｡ 前日夜には全員集まり､ 今

年も毎年恒例の飲み会となった｡ 今年は琉球

居酒屋が会場であった｡

大いに飲み､ 最後はジャッキーステーキハ

ウスで締めのステーキ200gを堪能し､ 翌日

の試合に備えた｡

前日はどしゃぶりで警報まで出ていたが､

当日の天気は朝から晴天に恵まれた｡ 会場は

奥武山公園 (おうのやまこうえん)､ 周りに

野球場を備えた那覇市内の運動公園｡ 隣の球

場では野球部が奮闘｡ 九州地区のテニスを愛

する先生方総勢60名を超えていた｡ 熊本から

は友枝､ 大塚､ 深水､ 野村､ 山根､ 山口一､

高松､ 飯田､ 小野､ 木村､ 八木､ 山口英､ 有

働で参加｡ 参加予定だった城井かおり会員は

１週間前に名誉の負傷のため熊本にて療養､

そしてお留守番｡ しかし､ 城井デザインの赤

いハイビスカスがプリントされたブルーのT

シャツを皆着用し試合に臨んだ｡

試合の状況は次の通りであった｡

熊本Aチーム (山口一､ 八木) (山根､ 山

口英) (高松､ 飯田) は予選で鹿児島Aと当

たり２－１で勝利｡ ３戦全勝で予選１位通過｡

決勝トーナメントは初戦宮崎Aに２－１で勝

利しベスト４に進んだが大分Aに１－１で山

根､ 山口英) が惜敗｡ ３位決定戦は勝利した

が残念な結果となった｡ 熊本に勝ち勢いに乗っ

た大分が福岡を破り初優勝を飾った｡

Bチームは (友枝､ 野村) (深水､ 木村)

(大塚､ 小野) で参戦｡ 作戦はBトーナメン

ト優勝！予選では順当 (？) に負け予定通り

のBトーナメント進出のはずであった｡ しか

しここで予定外の沖縄チームの強さに､ 大塚・

小野ペアが奮闘し勝利するもチームとしては

惜敗､ あっけなく大会終了を迎える｡ 私､ 有

働はと言うと人数合わせの為混合チームへ参

今年は惜しくも３位

テニス��������������
翌日の試合に向けて健闘を誓い合う

―九州歯科医学大会テニス大会―
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���������� 玉名郡市歯科医師会

郡市会報告

11月19日(木) に母子保健の発展と向上に活

躍した個人をたたえる第36回母子保健奨励賞を

今回､ 玉東町勤務の肥合博子保健師が熊本県で

唯一人受賞された｡ さらに､ 東宮御所 (東京都

港区) を訪れ､ 皇太子さまからお祝いと励まし

を受けられた｡ 今回の受賞は､ 肥合氏の勤務す

る玉東町が､ 町民の歯科保健の向上のために約

20年間継続して取り組んできたことに対し評価

されたものである｡

玉東町では約20年前から､ 食生活等の生活習

慣の乱れや家庭環境などの影響から子どものむ

し歯が課題となっていた｡ そこで､ 町民の歯を

守るためには､ 子どもから高齢者まで成長の過

程に応じた切れ目のない歯科保健指導が必要と

考え､ 妊婦の歯科相談や歯科健診の費用助成制

度の導入､ 乳幼児期での歯科教室､ 保育所や小

中学校でのフッ化物洗口やハミガキ教室の実施､

また､ 『20歳の歯科健診』 や 『8020歯科健診』

などを行ってきた｡

これらの事業の大きな原動力が 『玉東町歯科

保健連絡協議会』 である｡ 玉名郡市歯科医師会

をはじめ保育所・学校､ 保護者､ 教育委員会､

保健所などの保健医療・教育・行政の関係者が

町民の歯の健康を守るという共通の目的のもと

一同に会し､ ライフステージごとの歯科保健事

業の計画・実施・評価・方向性の検討を行うと

ともに､ そのなかでの各機関の役割を確認する

重要な場となっている｡

歯科保健事業をスタートした当時に生まれた

子供たちがいま20歳を迎え 『20歳の歯科健診』

の場で再会している｡ 大人になった彼らは､ こ

れから妊娠・出産・子育てを経験し､ 彼らの子

どもたちにも白い歯が受け継がれていくでしょ

う｡ そして彼らが80歳になったときに20本の自

分の歯を持ち健康でいられるように､ 生涯にわ

たる歯の健康づくりをこれからも町ぐるみで推

進していかなければならないと考えている｡

近年､ 子育て環境の変化に伴い､ 子育て世代

のニーズは複雑多様化している｡ 玉東町でも

『子育て世代包括支援センター』 を立ち上げ､

すべての子育て世代が安心感のなかで豊かな子

育てができるための支援体制を整えているとこ

ろである｡ 今後も､ 歯科保健を肥合保健師と共

に町民の暮らしに寄り添い､ 健康づくりの伴奏

者となりえるように努力していきたいと思う｡

(春野 惟一)

�����������������
―玉東町歯科保健事業―

歯の健康づくりを町ぐるみで推進
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���������� 玉名郡市歯科医師会

―臨時総会・忘年会―

�������������������
12月11日(金) 午後６時30分よりホテルしら

さぎに於いて平成27年度臨時総会が開催された｡

師走らしい寒さの中､ 今期から総会後の懇親会

は忘年会も兼ねての開催となった｡

まず森会長から増田憲元会員の文部科学大臣

表彰､ 冨永英俊会員の日本歯科医師会会長表彰､

玉名郡市歯科医師会が玉名市から市制実施10周

年記念式典で団体表彰を受けたという喜ばしい

報告があった｡ 又在宅歯科診療を積極的に推進

して行くとの決意を述べられた｡

続いて議長､ 副議長にそれぞれ国崎拓会員､

増田憲敏会員が選出され､ 上半期の会務報告､

会長・専務会議､ 代議員会､ 評議員会､ 国保組

合会からの報告があった｡

議事に入り第１号議案から第４号議案が協議

され全ての議案が承認可決された｡

その他の節目健診､ 会員旅行､ 医療苦情など

の事項も担当委員から詳しい説明があり､ 懸案

だった入会金・会費の問題も解決して､ 臨時総

会は無事終了した｡

懇親会＆忘年会の会場に場所を移して､ お酒

を酌み交わし今年１年を振り返りながら楽しく

歓談し､ 盛況の内に終宴となった｡

(春野 惟一)

今年１年を振り返りながら楽しい時を過ごす

全ての議案が承認可決

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. はじめに
歯周病や顎関節症等の治療において､ 患者
に力のコントロールに関する指導を行うこと
も多い｡ しかし､ 例えば歯ぎしりの習癖があ
るにもかかわらず自覚されていない患者にも
よく出会うし､ Tooth Contacting Habit
(歯列接触癖) を回避するよう指示してみて
も､ 炎症のコントロールに関する患者指導と
はまた違った難しさを感じてしまう｡
一方､“NintendoバランスWiiボード”(以
下､ バランスボードと略) では､ 身体重心動
揺解析ソフトを使って身体のブレを測定する
ことができる｡ 力のコントロールに不都合な
咬合支持の喪失や咬合干渉とか存在すると､
身体のブレも大きくなる傾向にある｡ バラン
スボードは医療機器ではないものの､ 重心動
揺計としての信頼性は高く１)､ ２)､ また安価な
ため気軽に導入できる｡
今回は､ バランスボードを使った身体重心
動揺測定に関して､ 種々の報告とともにご紹
介したい｡

２. 身体重心動揺について
ヒトは知らず知らずのうちに身体のバラン
スを保っており､ その身体バランスの保持状
態を客観的に表現したものが重心動揺である｡
重心動揺に関する検査項目も多々存在するが､
今回ご紹介する解析ソフトでは１) 重心移動
距離､ ２) 重心の中心座標､ ３) 矩形面積な
どを把握することができる｡
１) 重心移動距離では､ 設定した測定時間
の中で重心がどれだけ移動したかを示す｡ こ
の数値が小さいほど､ 身体がブレずにいたこ
とを表す｡ 大きな動揺がなくても小さなブレ
が多いと大きな値になる｡
２) 重心の中心座標は､ 被験者の重心位置
の平均値である｡ 原点 (0, 0) から離れてい
るほど､ バランスボードに置かれた足の中心
と身体の重心のズレが大きくなる｡
３) 矩形面積は重心のブレの大きさを示し､
この値が大きいほど動揺の幅が大きかったこ
とを表す｡ 小さなブレが少なくても､ 大きく
前後左右にブレると高値になる｡

３. 重心動揺解析ソフト“FitTriシリーズ”３)

のご紹介
FitTriシリーズは､ フリーで入手できる重心
動揺計プログラムである｡ 本ソフトを使用する
には､ バランスボードをパソコンに認識させる
必要がある｡ バランスボードはBluetoothとい
われる無線方式によって通信を行っており､
Bluetooth Ver1.2以上に対応したアダプタも
必要となる｡ 尚､ Windows７､ 8.1､ 10のパ
ソコンで動作確認できている｡
図１は､ バランスボードと水平器 (設置し
たところが水平になっているかどうか確認す
るためのもの) である｡ まず､ 被験者はバラ
ンスボードに乗り､ パソコン画面上の ｢開始｣
ボタンをクリックすると図２のような画面が
出てくる｡ １秒に100個の重心位置情報が送
られ､ 図３のような生データが入手できる｡
そのデータをコピーして､ 図４に示す分析用
サンプルにペーストする｡ 計算式がエクセル
に組み込まれており､ 右側に種々の測定結果
が示される｡ (本ソフトのインストール方法
等取り扱いの詳細は､ リハビリテーションツー
ル研究会４) を参照のこと｡)

熊本市 堀田 浩史
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図１

図２
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４. 重心動揺測定値からどのような情報が得
られるか？
１) 重心移動距離から見て
総義歯患者において､ 下顎安静位時がクレ
ンチング時や中心咬合位時よりも有意に移動
距離が大きくなったという報告５) がある｡ 有
歯顎者においても､ 下顎安静状態よりも随意
性最大噛みしめのほうが移動距離が有意に減
少しているという報告６) もある｡ その他､ 残
存歯数が多い方が､ また咬合力が強い群が小
さな値を示すこと７)､ 新義歯製作直後より調
整後の方が小さな値になったこと８)､ 義歯装
着は非装着時に比べて小さい値を示すこ
と９)､ 10)といった報告もある｡
上記のいくつかの報告によれば､ 身体バラ
ンスからみたら噛みしめた方が動揺が小さく
なることになるが､ 一方で顎口腔系を健全に
保つためにも歯列接触癖は回避する必要があ
る｡ 患者指導時､ 特に高齢者では転倒リスク
も考慮した指導内容を考える必要がある｡
２) 重心の中心座標から見て
重心位置の偏りと肩の下がっている側の一
致度は高い11) ので､ 後述する ｢５. 姿勢と咬
合関係｣ と照合すると､ 中心座標から患者の
咬合接触状態の弱点を予測できるかもしれな

い｡ ただ､ 運動連鎖だけでは説明のつかない
｢姿勢｣ もよく観察される｡ また､ 頭部・頚
椎・胸椎は一つのユニットとして姿勢が作ら
れる傾向にあり､ 脊柱全体の矢状面バランス
には大きな影響を与えない12) とのこと｡ その
ため､ 中心座標だけから色々予測することは
危険である｡ 例えば､ 重心動揺計で足圧分布
が視覚的に分かりやすく表示できるものがあ
るが､ 咬合調整後足圧分布のバランスが良く
なったとしても､ 十分な検証が必要である｡
さて､ 中心座標に関しては､ 残存歯による
臼歯部の咬合支持を消失した義歯使用者では､
義歯装着時と比較して義歯非装着時に重心前
後位値が後方へ偏位したという報告13)､ 中心
座標が後方に偏位するほど矩形面積が大きく
なるという報告14) があった｡
３) 矩形面積からみて
私14) による分析では､ 重心移動距離よりも
この矩形面積の方が重心動揺特性を評価する
にあたり､ より影響力が強かった｡ その中で､
義歯使用者19名のうち14名において義歯を装
着することで矩形面積が小さくなったという
結果を得ている｡ また､ 残存歯で咬合支持を
維持している者と比較して残存歯による咬合
支持を喪失したもので重心軌跡面積が有意に
大きくなった13) という報告もあった｡

(次号に続く)
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

西田 知良 先生
平成27年12月29日 ご逝去 53歳�郡 市 名：八代�入会年月日：平成６年５月24日
久保 隆 先生
平成28年１月17日 ご逝去 50歳�郡 市 名：球磨�入会年月日：平成11年９月21日

えています｡ また､ 地球環境に配慮し太陽
光発電の設備を設置しました｡
④至らない点は多々あると思いますが､ 日々
の診療を一生懸命頑張って､ 地域のみなさ
んに愛される病院を作っていきたいと思い
ます｡

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
正清 義朗
(マサキヨ ヨシアキ)

熊本市北区高平３丁目13-26

正清歯科医院

①おいしい料理やお酒､ また温泉など熊本は
魅力がいっぱいなので､ 長く熊本を離れて
いた分､ たくさん堪能したいと思っていま
す｡
②予防歯科を基本に日々の一般診療の質を高
く丁寧にやっていきたいと思います｡
③院内の空気の清浄化のための空気清浄機や
待合室のテレビなど最新の家電を取りそろ

第第３３種種会会員員
久永 豊
(ヒサナガ ユタカ)

八代市出町5-9

医)デンタル・アート
犬童矯正歯科クリニック

����������������������������������������
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総 務

29日
九州各県事務職員研修会 (２日目)
グループディスカッション (庶務・事業グループ､ 会計グループ)
事務局長連絡会

澤田事務局長他職員

30日
委託事業場労働保険料算定基礎調査
２事業所

12月１日

九州厚生局長就任挨拶来館 浦田会長

委託事業場労働保険料算定基礎調査
２事業所

２日

第10回常務理事会
(１) 本会ホームページにおける会員専用ページの各種届出様式
(２) 会員からの会費・負担金減免申請の承認
(３) 口腔保健センター備品の貸出し ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

４日
県新型インフルエンザ対策協議会及び指定地方公共機関及び感染症指定医療機関合同会議 (県庁) 澤田事務局長

人事評価に関する検討会 渡辺専務理事､ 八木・牛島常務理事

５日
第31回県警察医会研修会 (熊本テルサ) 小島副会長

神奈川歯科大学同窓会県支部忘年会 (アークホテル熊本城前) 浦田会長

６日 第61回県三師会親善剣道大会 (熊本公徳会武道場) 浦田会長､ 渡辺専務理事

７日
くま歯キャラバン隊 (荒尾市) (荒尾市民病院)
(１) 周術期口腔機能管理の行い方と算定 受講者：19名

田中・宇治理事

８日 第770回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

９日

国民医療を守るための総決起大会 (東京・日比谷公会堂) 浦田会長

県体育協会第２回財務特別委員会 (熊本テルサ) 澤田事務局長

日本歯周病学会九州地区臨床研修会第４回実行委員会
小島副会長､ 牛島常務理事､ 井上理
事､ 園木委員

10日 職員冬季賞与支給式 浦田会長

12日
九州歯科大学県同窓会忘年会 (熊本市) 渡辺専務理事

鹿児島大学歯学部同窓会県支部忘年会 (熊本市) 浦田会長､ 椿理事

13日 九大歯学部同窓会県支部忘年会 (KKRホテル熊本) 浦田会長

14日

鹿児島県歯会との災害時相互応援に関する覚書書締結式 (鹿児島県歯会館)
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 牛島常務理事

障がい児 (者) 口腔保健指導について熊本市歯会との打合せ
(１) 委託事業等

宮坂副会長､ 田上常務理事､ 松本理
事

15日 故宮坂一郎会員 (水俣・芦北郡市) 告別式弔辞奉呈 (芦北町) 浦田会長

16日
第11回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 安心・安全歯科医療推進制度ＰＲ用ポケットティッシュ作製
(３) 口腔保健センター備品貸出要綱の別記に定めた機器の貸出し ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

18日 第20回県医療対策協議会 (水前寺共済会館) 浦田会長

学 術 11月20日
学術委員会
(１) 日本歯周病学会出務者 (２) 熊本県歯科医学大会 (３) 有料講演会 ほか

井上理事､ 堀川委員長他全委員

28日

九州各県事務職員研修会 (１日目)
講演： ｢接遇マナースキルアップを目指しての心構え｣

オフィスコスモス代表 森田裕子先生
日歯との意見交換会

浦田会長､ 澤田事務局長他職員

月次監査
10月末会計現況監査

久々山監事

城南五郡市連絡協議会 (水俣市) 渡辺専務理事

県歯野球部納会 (熊本市) 小島副会長

会 務 報 告
所管 日付 摘要 出席者

11月23日 職員研修旅行 (山口県) 澤田事務局長他職員

25日

熊本県・県南地域総合防災訓練関係機関等説明会 (熊本テルサ) 奥村課長

都道府県事務長事務連絡会 (日歯会館) 澤田事務局長

第７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) 平成27年度総務の事業計画 (案)

(２) 平成27年度第２回臨時代議員会の日程 (案)
(３) 日本歯科医師連盟の政治資金規正法に関する問題の会員への経過報告 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

26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

くま歯キャラバン隊 (玉名郡市) (玉名市文化センター)
(１) 正確なレセプト請求のポイント (２) 苦情発生から解決までの流れ
(３) 社保委員会合同周術期口腔機能管理の行い方と算定 受講者：30名

冨屋・田中・宇治理事

27日

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

訪問診療用機器整備事業打ち合わせ 宮坂副会長

月次監査
10月末会計現況監査

西野監事

自 平成27年11月20日
至 平成27年12月21日
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学校歯科

11月27日 県健康づくり推進学校表彰審査会 宮坂副会長

12月６日 県歯科衛生士会フッ化物洗口研修会 (御船カルチャーセンター) 田畑副委員長､ 石井・�田委員
15日

県体育保健課訪問 (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

むし歯予防全国大会打合せ
(１) 熊本大会の開催時間帯 (２) 熊本大会の ｢テーマ｣・｢概要｣・｢形式｣
(３) 今後のスケジュールと事務作業内容の確認 ほか

渡辺専務理事､ 大林理事､ 河原委員
長

17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20日
医療対策小委員会
(１) 紛争事例

冨屋理事､ 永松副委員長

12月17日
医療対策小委員会
(１) 事例報告資料 (２) 医療対策講演会 (３) 委員提出協議題

冨屋理事､ 岡田委員長他全委員

センター・
介護

11月21日 在宅訪問歯科施設見学研修 (日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック) 小島副会長､ 松本理事､ 伊藤学院長

27日 認知症患者口腔改善事業打合せ 小島副会長､ 松本理事

28日 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業歯科健診 (松橋町・にこにこパーティー)
松本理事､ 規工川副委員長､ 井手委
員､ 長濱会員他歯科衛生士４名

29日 県歯科衛生士会チーフ育成研修会 松岡センター長

12月１日 委託事業打ち合わせ 松本理事

３日
熊本地域リハビリテーション支援協議会総会 (県民交流館パレア) 小島副会長､ 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

５日

障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業歯科健診 (椿学園)
松本理事､ 井手委員､ 歯科衛生士２
名

センター・介護小委員会
(１) 各種委託事業の打ち合わせ

田上常務理事､ 松本理事他１名

12日 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業歯科健診 (済生会熊本福祉センター)
松本理事､ 松岡・井手委員､ 赤城・
萱野会員他歯科医師２名､ 歯科衛生
士５名

19日

摂食・嚥下リハビリテーションアドバンスコース (１日目)
｢明日から地域で嚥下の評価・指導が出来る～内視鏡の活用～｣
講師：長崎大学病院特殊歯科総合治療部 三串伸也先生 受講者：36名

小島・宮坂副会長､ 松本理事､ 平井
委員長他６委員

大分県歯会役員等口腔保健センター視察 (口腔保健センター)
大分県歯科医師会３名､ 大分県県庁職員１名､ 調査会社職員１名

松岡センター長､ 松本理事

20日
摂食・嚥下リハビリテーションアドバンスコース (２日目)
｢明日から地域で嚥下の評価・指導が出来る～内視鏡の活用～｣
講師：長崎大学病院特殊歯科総合治療部 三串伸也先生 受講者：36名

小島・宮坂副会長､ 松本理事､ 平井
委員長他６委員

広 報

11月20日
広報小委員会
(１) 会報12月号校正 (２) 会報１月号作成日程

竹下理事､ 岩崎委員長他３委員

12月７日
広報小委員会
(１) 会報１月号編集・校正

竹下理事､ 岩崎委員長他３委員

17日
広報委員会
(１) 会報１月号校正 (２) 会報２月号作成日程

竹下理事､ 岩崎委員長他全委員

14日

糖尿病予防対策関係者研修会 (県庁) 田上常務理事

地域保健委員会
(１) 熊本型早産予防対策事業の報告会
(２) 後期高齢者歯科口腔診査事業

田上常務理事､ 赤尾理事他全委員

16日
早産予防対策事業DVD撮影
(１) 早産予防対策事業に係る啓発用DVDへの浦田会長出演場面の撮影

浦田会長

地域保健

11月26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 (三和荘) 歯科衛生士２名

27日
笑顔ヘルＣキャンペーン反省会
(１) 笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント

宮坂副会長､ 田上常務理事､ 竹下・
赤尾理事他５委員

30日 サンスターとの打合せ 渡辺専務理事

12月６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の作成

田上常務理事､ 赤尾理事他２委員

10日
早産予防対策事業DVD撮影 (合志市)
(１) 早産予防対策事業に係る啓発用DVDへの郷原委員出演場面の撮影

赤尾理事､ 宮本副委員長､ 郷原委員

所管 日付 摘要 出席者

社会保険

11月28日
社会保険個別相談会
(１) 相談者：１名

田中理事他８委員

28日
社会保険委員会
(１) 会員向け発行物 (２) 指導立会者､ 個別相談対応 (３) 報告事項と今後の日程

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他10委員

29日 県歯科衛生士会チーフ育成研修会 桐野副委員長

12月４日
日本歯科医学会第１回ワークショップ (日歯会館) 椿理事

レセプトチェックセンター (荒尾市) 相談者：１名 田中理事

８日 社会保険個別相談会 (山都町) 相談者：１名 野田副委員長

10日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 橋本副委員長､ 井口・伊藤委員
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学 院

11月22日 熊歯衛祭 (学院文化祭)

12月７日 第３回学院教務委員会 伊藤学院長他６名

14日 学院解剖学見学実習 (福岡歯科大学) 伊藤学院長

国保組合
11月26日 第３回国保理事会 浦田理事長他全役員

12月７日 全協理事会・役員研修会 (アルカディア市ヶ谷) 浦田理事長

事 業 課 12月２日 第５回奥様医業経営塾 八木常務理事

11日 がん連携事業新聞広告相談 (県庁) 牛島常務理事

15日
県がん診療連携協議会第26回相談支援・情報連携部会 (熊本大学医学部附属病院) 牛島常務理事

第18回熊本院内感染対策研究会冬季世話人会 (熊本大学医学部附属病院) 宇治理事

17日 熊本医科歯科病診連携事業個別説明会 参加者：２名 宇治理事

21日
熊日広告社との打合せ
(１) 新聞広告記事内容の事前打ち合わせ

牛島常務理事

総務・医療
連携

11月20日
総務・医療連携小委員会
(１) 病診連携説明会説明 (２) 熊本南がん拠点病院研修会 (３) 新入会員研修会 ほか

牛島常務理事､ 宇治理事

26日
総務・医療連携小委員会 (玉名市文化センター)
(１) くま歯キャラバン隊 (玉名郡市)

三森委員長

12月１日
総務・医療連携委員会
(１) がん連携講習 (２) 医療連携研修会 (３) 病診連携講習会 ほか

牛島常務理事､ 宇治理事他６委員

２日 熊本医科歯科病診連携事業説明会 参加者：熊本市会員６名 牛島常務理事､ 宇治理事

６日 県がん診療連携協議会セミナー県民公開講座 (くまもと県民交流館パレア) 牛島常務理事､ 宇治理事

10日 熊本医科歯科病診連携事業説明会 参加者：５名 牛島常務理事､ 宇治理事

所管 日付 摘要 出席者

厚生・医療
管理

11月24日
厚生・医療管理委員会
(１) 感染症予防講習会 (２) ２月のスタッフ向けセミナー

牛島常務理事､ 宮井理事､ 工藤委員
長他全委員

26日 都道府県情報管理担当理事連絡協議会及びマイナンバー勉強会 (日歯会館) 牛島常務理事

28日 日本歯科医療管理学会九州支部役員会 (佐世保市歯会館) 牛島常務理事､ 宮井理事

29日 第17回日本歯科医療管理学会九州支部総会・学術大会 (佐世保市歯会館) 牛島常務理事､ 宮井理事

12月５日
歯科医療関係者感染症予防講習会
受講者：151名

浦田会長､ 牛島常務理事､ 宮井理事､
工藤委員長他全委員

17日
厚生・医療管理小委員会
(１) 日歯感染症予防講習会 (２) スタッフセミナー (３) マイナンバー

牛島常務理事､ 宮井理事､ 工藤委員
長他１委員



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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3日（木）
5日（土）
6日（日）
12日（土）
13日（日）
16日（水）
23日（水）
24日（木）
26日（土）

第16回常務理事会
国保通常組合会
有料講演会
臨時代議員会
認知症患者口腔改善研修会
第17回常務理事会
第11回理事会
点数改定説明会
認知症患者口腔改善研修会

3 主な行事予定 March

編集後記

安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会

　昨今、市民マラソンブームです。私自身も２年前から軽いジョギングから始めフルマラソンに挑戦中です。長距離は不得意で
昔からあまり好きではありませんでした。
　最初は診療後にジョギングをしておりましたが、雨が降ると天気を言い訳になかなか練習をしないので最近はジムに通いラ
ンニングマシーンで頑張り、10キロ走・ハーフマラソンにも出場しました。初マラソンの「熊本城マラソン」、２回目の「青島太
平洋マラソン」（宮崎）共にタイムオーバーしなかなかフルマラソンで完走できず…悔しい思いをしておりましたが、先日１月
10日に行われた３回目「指宿菜の花マラソン」（鹿児島）で３度目の正直ではありませんが初完走出来ました。沿道の声援、豚
汁、ぜんざい等すごいおもてなしでした。39㎞の「負けないで」の音楽では泣きそうでした。
　家内に「ＹＤＫ　やればできる子　だったのね」と褒められた次第。
　いよいよ昨年のリベンジ　今年こそ熊本城マラソン　二の丸広場のゴールをめざし頑張りたいと思います。走り始めて良い
ことがあり、糖尿も薬に頼ることなく正常値、体重も10キロ減、肝機能の数値も随分下がり健康体になってきています。

Ｔ・Ｋ

ⓒ2010熊本県くまモン#K6356


