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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。

　５回目を迎える「熊本城マラソン２０１６」は２月２１
日（日）に約１万３５００人のランナーが参加して開催
された。早春の城下町を駆け抜け、途切れることの
ない沿道の声援を受けながら力走した。メディカル
ランナー、ＡＥＤ隊、ボランティアとして支えている
方々のおかげで、大会は成り立っております。デンタ
ル歯知ろう会は一番心配されたＴ．Ｋ先生を含め全
員が見事に完走しました。
　来年はどのようなドラマがみられるか！　参加さ
れませんか？　　　　　　　　　　　　（T.K）
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本来の趣旨とは違うのかもしれませんが､ 最近 ｢ふるさと納税｣ を使って豪華なお礼の特

産品をいただくことを覚え､ 暇をみてはインターネットで全国の特産品を検索しています｡

地元熊本には申し訳ないとおもいつつ？ 調べていると､ 震災復興に関するふるさと納税が

ありました｡ たとえば福島県相馬郡飯舘村では､ 福島第一発電所の事故によって村は放射能

性物質に汚染され､ 農産物などが作れなくなったということです｡ その他の被災地も含め､

ふるさと納税もひとつの支援かと思い､ 少額ながら寄付をしています｡

2011年３月11日に発生した東日本大震災から丸５年が経過しましたが､ いまだ復興半ばで､

避難生活を余儀なくされている方々は全国で18万２千人 (Ｈ27.12.10現在) にも及ぶという

ことです｡

毎年行われる警察歯科医会全国大会や日歯災害歯科コーディネーター研修会に参加させて

いただいていますが､ 震災の経験談やそこから学んだ対策の話などを聞かせていただくたび

に､ 熊本県における大規模災害の可能性を含め､ 熊本県歯科医師会の対応を ｢どこまで｣ 準

備しておくべきなのか悩むことが多くあります｡

東日本大震災における宮城県の死者１万人に対し､ 出務した歯科医師は延べ1500人であっ

たということです｡ 南海トラフ大地震での九州地区での予想死亡者数は６万人と言われてお

り､ 身元確認作業はひとりあたり一日５～10体が限度であることを考えれば､ 延べ12,000人

の歯科医師が必要となります｡ 発災の初期段階は身元確認作業のピークになりますので､ 初

動には１日600人必要であるとも予想されています｡ 現在九州全体の歯科医師は約7,000人な

ので､ とても間に合わない計算になりますが､ 四国の推定死者数が10万人､ 近畿が11万人､

中部が７万人､ 東海が11万人と､ 他県からの応援も困難な状況となるでしょう｡ さらに大規

模災害発災後は､ 災害時の歯科保健活動も必要となり､ 災害対応に関わる歯科医療関係者が

絶対的に不足することは容易に予想できます｡ 昨年12月に､ 鹿児島県歯科医師会と本会は九

州で初めて災害時の相互支援に関する覚書を取り交わしました｡ 隣県が被災したときには､

隣接する郡市歯科医師会から迅速に応援にいける体制づくりも必要となります

そのような意味では､ 会員全員が身元確認作業と歯科保健活動ができるよう日頃より訓練

を積み重ねる必要があることに加え､ 県内における災害対策だけでなく､ 隣県などへの応援

体制も検討しておく必要があると思います｡

平成25年３月に大規模災害時の行動マニュアルを作成し､ 会員の先生方に配布いたしまし

たが､ 今後は歯科保健活動に関するマニュアル作りや､ 身元確認作業の県警との合同訓練､

隣県への応援体制構築､ 災害時の身元確認作業や歯科保健活動に関する備蓄を進めて行こう

と考えております｡

これらの準備がすべてムダになることを祈りながら｡
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―第９回理事会―
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厚生・医療管理：日本歯科医療管理学会九州

支部総会・学術大会準備委員会
総務・医療連携：がん医科歯科連携ナショナ

ルテキスト講習会
学 院：学院臨床実習場反省会
国保組合：九歯連役員会､ 九歯連協議会
事 業 課：ＫＤＭＵ相続対策セミナー
以上､ 各担当役員より報告がなされた｡
６. 報告事項：
１. 退会会員
・故 宮坂 一郎 会員 (第１種／水俣・
芦北郡市) 64歳 12月13日ご逝去
・故 西田 知良 会員 (第１種／八代)
53歳 12月29日ご逝去
・坂口 泰子 会員 (第１種／宇土郡市)
12月31日付
・故 久保 隆 会員 (第１種／球磨郡)
50歳 １月17日ご逝去

２. 叙位の授与
・故 石田 龍佑 会員 (山鹿市)
従六位 ／ 伝達式 １月８日(金) 於：
県歯会館

３. 第４種会員の代表歯科医の変更
翼ハロー歯科診療所 (熊本市) より

代表歯科医の変更届が提出された｡
４. 日本医療安全調査機構による医療事故

の現況報告
現況報告について確認した｡ 内容に

歯科に関する事項の有無について同機
構に問い合せている｡

５. 事業報告書・事業企画案
・厚生・医療管理委員会：『歯科医療関
係者感染症予防講習会』 (12月５日)
・地域保健委員会：『各郡市地域保健担
当者会』 (１月30日)

６. 会計12月末現況

１. 開会：小島副会長
２. 挨拶：浦田会長

平成28年も始まり一ヶ月近く経ちますが､
暖冬といいながら非常に寒い日が続き､ 先週
は大雪で被害に遭われた先生方もいらっしゃ
ると思います｡ インフルエンザも流行ってい
ることですし､ 体調管理には充分お気をつけ
ください｡ 会報１月号の年頭所感のなかで述
べておりますけれども､ 各郡市で医療連携が
着実に進んでいると実感しております｡ 今年
はさらにその基盤を固め､ 全国に誇れるよう
な医療連携が進められるように頑張って参り
たいと考えております｡ 先日､ 回復期病診連
携歯科衛生士対象研修会を開催しましたが､
各郡市において更なる回復期リハビリテーショ
ン病院との連携につながっていくことを期待
しております｡ それから､ 日歯関連では､ 日
歯の次期執行部の人選がほぼ決定して､ ３月
の臨時代議員会での決議により選任されます｡
日歯も今年１年大変な業務が待っているとは
思いますが､ しっかりと信頼を回復していた
だくことを願っております｡ 我々も協力すべ
きところは協力し､ 主張すべきところは主張
していきますので､ 先生方より忌憚の無いご
意見を賜りますようによろしくお願い申し上
げます｡ 本日はマイナンバー関連の規則・規
程に係る議題があり､ 非常に資料が多いです
が､ 最後まで慎重審議をよろしくお願いいた
します｡

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：12月22日～至：１月20日)
本会総務：理事会､ 常務理事会､ 日歯災害コー

ディネーター研修会
地域保健：早産予防対策事業ＤＶＤ撮影､ 糖

尿病・歯周病医療連携ワーキング
委員会

広 報：会報２月号の編集・校正
学校歯科：むし歯予防対策事業打合せ
医療対策：医療相談・苦情事例報告
センター・介護：摂食・嚥下リハビリテーショ

ンアドバンスコース

１月27日(水) 午後７時より､ 県歯会館に
おいて､ 浦田会長他牛島常務理事を除く全役
員､ 伊藤学院長出席のもと開催された｡
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７. 連絡事項：
１. ２月行事予定
２. 平成28年度の年間行事予定
８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]
正清 義朗 (第１種／熊本市)､
久永 豊 (第３種) の入会を承認した｡
※27年度入会状況 (１月末現在) ：第１
種・11名､ 第２種・３名､ 第３種・５
名､ 第４種・１医療機関

２. 名義後援使用依頼 [承認]
・第17回日本早期認知症学会学術大会／
日本早期認知症学会
・第34回熊本春節祝賀会／県日中協会
３. 関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼 [承認]
・くまもと21ヘルスプラン推進委員会委
員／県健康づくり推進課
赤尾 浩彦 理事 任期：平成28年１

月５日～３月31日 (残任期間)
・司法委員／熊本地方裁判所

前野 正春 会員 任期：平成28年４
月１日～平成29年３月31日

４. 在宅医療啓発パンフレット作成に係る
インタビュアーの推薦 [承認]
宮坂副会長を推薦したことを承認した｡

９. 議題：
１. 平成28年度以降のレセプト台紙の取り

扱い [承認]
アンケート調査を行った結果を踏まえ､
レセプト台紙を希望した会員のみ配布す
ることとし､ 来年度以降は取り扱わない｡
希望者に対しては､ 台紙と来年度以降は
対応しないとする内容の文書を送付する
こととする｡
２. 平成27年度臨時代議員会会務報告
内容を精査し､ 次回の理事会で最終的
に承認する｡
３. マイナンバー制度に係る本会特定個人
情報取扱規程の設置 [承認]
４. マイナンバー制度に係る労働保険事務
組合特定個人情報取扱規程の設置 [承認]
字句の誤りがないか再度確認して､ 修
正があれば次回理事会において報告する｡
５. マイナンバー制度に係る労働保険事務
組合事務処理規程の一部改正 (案) [承
認]
６. マイナンバー制度に係る本会就業規則
の一部改正 (案) [承認]
７. マイナンバー制度に係る本会契約社員
の就業規則の一部改正 (案) [承認]

８. 第22回中規模県連合会議の協議題に対
する回答 [承認]
９. 平成27年度九地連協議会の協議題に対
する回答 [承認]
10. 後期高齢者歯科口腔健康診査事業の運
営 [承認]
来年度より実施される事業について､
国保連合会への健診料請求を本会が代行
して行うことを承認した｡
11. 平成28年度本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) [承
認]
前年と同様の会費及び負担金の賦課額､
賦課率並びにその徴収方法について承認
した｡
12. 平成28年度地域保健費予算書明細書
(案) (再提出) [承認]
13. 平成28年度本会会計収支予算書 (案)
[承認]
14. 平成28年度本会積立金収支予算書 (案)
[承認]
15. 平成27年度県補助金及び委託事業に係
る予算 [承認]
・歯科医師向け認知症対応力向上研修事
業予算明細書 (案)
新規の地域医療介護総合確保基金事

業に係る予算について承認した｡
16. 会員からの会費・負担金減免申請の承
認 [承認]
申請書類に不備がないことから会費・
負担金減免申請について承認した｡
17. 県歯科衛生士会への支払助成金 [承認]

来年度より県歯科衛生士会への支払助
成金を25万円から50万円に増額すること
を承認した｡
18. その他
〇阿蘇圏域の二次医療機関 (総合病院)
の歯科口腔外科開設の要望書 [承認]
要望書を提出することを承認した｡ 文
書の発信日については阿蘇市の動向を
見て判断する｡

10. 協議事項：
１. その他
〇本会創立110周年記念事業の実施

本会が来年度に創立110周年を迎え
るにあたり､ 記念事業実施の可否につ
いて３月の臨時代議員会に協議題とし
て提出する｡

11. 閉会：中嶋副会長
(広報 竹下 憲治)
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第２章 歯科医療界の変遷
第10節 平成の歯科界 (平成11年～平成20年)� 日本歯科医師会では

【健康増進法の施行まで】
平成11年７月､ 神奈川県葉山町の ｢湘南国

際村センター｣ において､ 厚生科学研究､ 研

究協力者会議・葉山ワークショップが ｢口腔

保健と全身的健康状態の関係｣ をテーマに開

催された｡ 8020検診成績を軸としたフィール

ド調査ならびに実験結果など多くの成果を体

系的に整理して集中的な検討を行った｡ また､

平成11年から12年にかけて､ 日本歯科医師会

では総合的な歯科保健医療対策のあり方検討

会を開催し､ 歯科保健法の制定等の法的整備

に向けた報告を取りまとめた｡ この報告書で

は歯科保健行動について､ 国民の自己管理能

力の向上が必要であり､ それには国・都道府

県・市町村・関係専門団体の支援が不可欠で

あること､ 生涯にわたる適切な対策が必要で

あること､ う蝕や歯周疾患に対する地域特性

の施策が必要であること､ 個人の歯科保健管

理に対する努力への評価が必要であること､

そしてそれらの総合的かつ積極的推進のため

には ｢歯科保健法｣ のような根拠法の整備が

望まれるとしている｡

平成12年12月には日本歯科医師会が提唱し

ていた ｢財団法人8020推進財団｣ が厚生省の

認可を受け設立された｡ そして３月､ ｢健康

日本21｣ (21世紀における国民健康づくり運

動) がスタート､ その法的基盤整備として､

平成14年８月に健康増進法が公布され､ 翌15

年５月に施行された｡ 同法の基本方針には

｢歯の健康の保持｣ が明記され､ 市町村によ

る保健指導等に歯科医師､ 歯科衛生士が位置

づけられた｡

【第１回警察歯科医会全国大会開催】
平成８年より13年までは ｢全国警察歯科フォー

ラム｣ として通算６回のフォーラムが開催さ

れた｡ その後平成14年には ｢警察歯科医全国

大会｣ が第１回大会として日本歯科医師会主

催､ 長野県歯科医師会主管の下､ 長野県で開

催され､ ｢21世紀 今､ 警察歯科に求められ

ること～取り組むべき３つの課題～｣ をテー

マに､ ①用語を含むマニュアルの統一問題､

②平時の警察歯科業務と大規模災害時の身元

確認作業との峻別､ ③有事に備えた全国連絡

網の整備の3つの課題を協議した｡ この大会

は現在も全国の歯科医師会で開催されている｡

【新選挙制度で大久保新会長を選出】
平成18年１月に行われた次期会長選挙は従

来の代議員140名による選挙方法を改正し､

代議員に各都道府県歯科医師会で選出された

選挙人506名を加えた646名による郵送投票で

行われた｡ 次期会長には大久保満男 (静岡県)

が当選した｡ ４月より会長に就任した大久保

会長は､ 平成16年の日歯・日歯連盟事件のあ

と混迷する歯科界の改革に着手した｡ ５月に

は日本歯科医師会・日本歯科医学会・日歯連

盟合同ワークショップ湘南を湘南国際村セン

ターで２日間開催､ これまでに無い泊り込み

の濃密な会議では歯科界の様々な課題が検討・

協議され ｢湘南宣言｣ としてまとめられた｡

６月には日歯改革プロジェクトを設置し､ 機

構改革､ IT化推進､ 国民へのアピール､ 歯

科保健医療ビジョンを４本柱に様々な検討を

開始した｡ さらに､ 平成19年には日本歯科医

師会内に ｢日本歯科総合研究機構 (日歯総研)｣

が設置された｡ 研究機構は､ 国民中心の総合

歯科医療の構築と普及のために行う諸事業に

対して､ 情報収集､ 調査､ 研究､ 分析､ 企画

等を行う機関である｡ 同年には､ 在宅医療推

進のための医科・歯科連携ワークショップの

開催､ 日本糖尿病協会歯科医師登録制度の創

設､ 日歯他４団体との ｢食育推進宣言｣ なら

びに歯科関係者のための食育推進支援ガイド

の刊行､ 役員勉強会の開催など､ 歯科医療を

｢生きる力を支える生活の医療｣ と位置づけ､

他職種を積極的に巻き込んだ新生大久保執行

部の動きは新たな時代の幕開けを感じさせる

ものであった｡
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� 熊本県歯科医師会では

【第１回モニター会議】
平成16年10月､ より信頼される歯科医療の

あり方を考える場として ｢熊本県歯科医師会

モニター会議｣ を開設し､ 歯科医療について

日頃感じていることや､ 会の果たすべき役割

などについて､ 10人の県民代表から意見をも

らう場を設けた｡ 熊日新聞で行った募集に

100人近くの応募があり､ 歯科医療への関心

の高さがうかがえた｡ ４回の会議に主婦､ 会

社員､ 自営業者などが出席し､ 歯科医療への

希望､ 繰り返しとPRの大切さ､ ISO取得の

必要性､ 8020運動の更なる充実を求める様々

な声が聞かれた｡

様々な意見が聞かれたモニター会議

【第57回九州歯科医学大会】
平成16年10月10日(日)・11日(月) の両日､

グランメッセ熊本において第57回九州歯科医

学大会・熊本デンタルショーが開催された｡

台風22号の接近､ 影響が危惧されたが奇跡的

に台風の進路が変わり晴天の中盛大に開催さ

れ､ 役員一同胸をなでおろした｡ 第１日目は､

日本ヘルスケア歯科研究会顧問・山形県酒田

市開業の熊谷崇先生による､ ｢う蝕と歯周病

を予防できる診療所づくり｣ －患者に愛され

信頼される歯科医院を目指して－と題した講

演が行われた｡ 修復中心の歯科治療から予防､

メインテナンスを取り入れた医療への転換が

必要で､ 科学的根拠に基づき健康を守り育て

る予防歯科を行うことにより得られる様々な

医療効果､ 経済的メリットに対しデータをそ

ろえる事の重要性を力説された｡ 第２日目は､

｢スタッフと一緒に実践する予防歯科のマネー

ジメント｣ －ここだったら行きたい､ ここで

働くのは楽しい－講師：築山雄次 (つきやま

歯科医院院長) ならびに学校歯科委員会プロ

ジェクトGによる学校歯科フォーラム ｢学校

へ行こう！｣ －みんなで楽しく､ 歯・口の健

康づくり－が開催され､ 両会場ともに満席で

熱心に聴講する姿が目立った｡ また､ 大規模

なデンタルショーも併設され､ 会員・スタッ

フにとって充実した２日間となった｡ 両日で

九州各県より約3,000名の来場者を記録した｡

テーマは ｢予防をスタンダードへ｣

【熊本県警察歯科医会発足】
本会では､ 昭和63年 ｢熊本県警察協力医会

歯科部会｣ が発足､ 平成10年 ｢熊本県警察医

会歯科部会｣ と名称変更し28名の歯科医師が

対応してきた｡ 平成16年９月の臨時代議員会

において ｢熊本県警察歯科医会会則ならびに

大規模広域事故・事件､ 地震災害等緊急出動

に関する規定｣ の新設が承認され､ 熊本県警

察医会歯科部会・熊本大学法医学教室・熊本

県警察関係者の協力のもと ｢熊本県警察歯科

医会｣ が発足した｡ 12月５日県歯会館におい

て発会式が開催され､ 熊本大学法医学教室､

恒成茂行教授による ｢法医学から見た個人識

別｣ の特別講演が行われた｡

【新会館建設､ 歯科衛生士専門学院増設工事】
平成15年11月１日､ 臨時代議員会､ 臨時総

会において近隣土地 (現在の会館) 購入が承

認された｡ 整備の後は学院のグランドとして

使用されていた｡

平成16年11月､ 会館建設協議委員会 (委員

長 川嵜正) は､ 堤会長の諮問を受け､ 学院

３年制移行の緊急性に加え､ 現会館の老朽化

への対策および近隣土地の有効活用を同時に

検討し､ ①学院の３年制移行は平成19年４月
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１日とすることが望ましい｡ ②学院３年制移

行に伴い､ 新会館と学院施設の建設を行うこ

ととする｡ という答申を出した｡ その後､ 平

成17年１月､ 会館建設特別委員会を設置､ 先

の会館建設協議委員会の答申に沿って審議を

進めた｡ 第２回の委員会において､ 本館と学

院施設を分離し､ 学院グランド敷地 (15年購

入の近隣施設) に本館､ その後､ 旧会館を取

り壊した跡地に学院施設を増設することとし

た｡ 設計は ｢吉武建築設計室｣ を選定部会で

決定､ 建築業者は入札により㈱岩永組とした｡

委員会は平成19年２月までに10回､ 小委員会

が６回､ 本館設計・建築部会が５回､ 本館設

備・備品部会が11回､ 学院設計・建築部会が

５回､ 学院設備・備品部会が４回､ 会計部会

が４回､ 選定部会が３回開催され､ その他視

察等が７回行われている｡ その間､ 平成16年

11月から12月にかけて会館建設説明会を全て

の郡市歯科医師会で実施し､ また平成17年１

月から２月にかけて年齢別意見を聞く会を3

回開催､ 会員からの意見､ 提案を整理､ 集約

し建設協議の資料として活用した｡ こうした

役員､ 委員､ 会員､ 職員､ 関係者の涙ぐまし

い努力と細部にわたる協議の積み重ねにより､

新会館建設工事が平成18年６月３日に､ 学院

増設工事は平成19年２月17日に無事終了､ 竣

工式を迎えることとなる｡ 要した費用は本館

が建設費・設備費合わせて約４億､ 学院が建

設費・設備費合わせて約１億４千万で､ 歯科

医師会負担が約３億１千万 (57.8％)､ 補助

金等が約２億３千万 (42.2％) であった｡ こ

れにより歯科医師会の不動産は､ 土地が1113.

5坪､ 建物二棟合計1240.21坪となった｡ ６月

３日には新会館新築工事神事 (お祓い) が新

会館１階ロビーにて藤崎宮宮司によりとり行

われ､ シニアクラブ会員､ 会館建設特別委員

会､ 県歯会役員､ 市歯会役員､ 吉武建設設計

室吉武取締役､ 岩永組岩永取締役と業者関係

者の参加があった｡ 神事終了後４階ホールに

て､ 直会 (なおらい) としてお祝いの小宴が

開催された｡ ６月18日 (日曜) には､ 真新し

い会館4階ホールにおいて､ 大久保満男日歯

会長をお迎えし､ ｢歯科医療今後の方向｣ と

いう演題でこけら落としの落成記念講演会が

開催されている｡

竣工後10年を向かえる現在､ 会館利用も本

会事業だけでなく､ スタディーグループや同

窓会､ 郡市歯科医師会､ 各種団体や行政の会

議､ イベント等に有益に活用されている｡ 歯

科衛生士専門学院においては設備の充実が更

に図られ優れた歯科衛生士の教育・育成に当

たっている｡ 口腔保健センターにおいても補

助金を活用し新しい診療ユニットも設置され､

障がい者の歯科診療の充実が図られている｡

先輩たちの浄財と苦労の中に完成した現在の

歯科医師会館､ 学院､ センターを我々は大切

に有効に活用し､ 後に続く後輩たちに引き継

いでいかなければならない｡

熊本県歯科医師会館

熊本歯科衛生士専門学院

熊本歯科衛生士専門学院のロゴマーク
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口腔保健センター

【熊本県歯科医師会創立100周年】
平成19年６月２日(土) 午後４時より熊本

ホテルキャッスルにおいて､ 熊本県歯科医師

会創立100周年､ 熊本県歯科医師連盟創立55

周年､ 熊本県歯科医師国民健康保険組合創立

50周年､ 熊本歯科衛生士専門学院創立45周年､

熊本県歯科医師会館新築・学院増設の記念式

典ならびに祝賀会が､ 日本歯科医師会､ 府県

歯科医師会､ 衆参国会議員､ 県議会議員､ 県

知事､ 熊本市長､ 三師会､ 関係団体､ 行政か

ら来賓をお迎えし本会会員と合わせて500名

が出席し盛大に開催された｡ 熊本県の歯科医

療・歯科医師会の100年の歴史を振り返ると

ともに､ 新会館ならびに学院の新築・増設の

建設事業の完了が報告された｡

式典では､ 創立100周年の節目の今､ これ

からも熊本県歯科医師会は学術団体として､

互いに学びあい互いに磨きあい社会に貢献す

る姿勢を保ち､ 優しく､ 安心､ 安全な歯科医

療を推進していくことを再確認した｡

祝賀会の100周年セレモニーでは歯科医師

会の歴史がDVDで紹介され､ 熊本県歯科医

師会初代会長小泉猶次郎先生が勇退時に県歯

科医師会から贈られた金時計と感謝状が初代

会長の孫の小泉直彦氏から堤会長に寄贈され

た｡ アトラクションでは牛深高校の郷土芸能

部による ｢牛深ハイヤ｣ が披露され､ 若いパ

ワーは圧巻であった｡

同年２月､ ５月､ ６月､ ８月には創立100

周年記念講演会が新会館４階ホールにおいて

開催され､ 多くの会員スタッフが参加した｡

・[２月４日(日)] (熊本県歯科医学大会)

｢最新の審美・インプラント治療｣ －審美と

機能の調和を目指して－山崎長郎氏 (東京都

開業､ SJCDインターナショナル会長)・[５

月20日(日)] ｢新時代の歯の治療と管理｣ 東

京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科う蝕

制御学分野 田上順次教授・[６月23日(土)]

｢口腔カンジダ症の病態と治療｣ 熊本大学大

学院医学薬学研究部総合医薬科学部 篠原正

徳教授・[８月５日(日)] ｢今後の歯科経営の

中の自費治療｣ 榊恭範氏 (福岡県開業) ＆G

C友の会主催のDVD研修

100年の節目を終えた熊本県歯科医師会は､

新たな時代への一歩を踏み出した｡

熊本県歯科医師会創立100周年記念式典

元気一杯！牛深高校生の牛深ハイヤ

(専務理事 渡辺 賢治)
引用・参考文献：日本歯科医師会史､ 熊本県

歯科医師会史
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｢がん緩和医療における口腔ケア｣ では､ 口

腔乾燥の原因や保湿方法､ がん患者の口臭の

原因から対処法まで詳しく説明された｡ 終末

期は口腔内のトラブルが多いため口腔ケアが

特に大切で､ 尊厳のある死を迎えるためにも

歯科が介入することでお手伝いできることが

あると話された｡

連携登録歯科医は連携１：441名､ 連携２：

404名､ 連携３：258名 (2015年11月現在)､

会員の約半数が登録されているため､ 県内ど

こでも連携が受けられる状況である｡

最後に実際がん連携を行うための書類の書

き方やがんリーフレットの説明があった｡ 皆

熱心に話を聴き病院側から沢山質問もあった｡

熊本南病院は ｢緩和ケア病棟｣ もスタートす

るとの事で､ 今後患者さんに喜んでもらえる

医科歯科連携を行っていきたい｡

(総務・医療連携 宇治 信博)

１月20日(水) 午後６時30分より､ ウイン

グ松橋コミュニティアリーナにて､ がん拠点

病院研修会が行われた｡ 熊本南病院は定期的

に地域ケア連携研修会を行っており､ 今回熊

本南病院職員以外にも周辺医療機関の医療従

事者88名の参加があった｡

金光敬一郎熊本南病院院長より ｢経口摂取

が術後の回復において重要である｡｣ と挨拶

があり開会した｡ 次に本会を代表して牛島常

務理事が講師として招かれ､ ｢がん治療にお

ける歯科の役割－医科歯科連携の重要性－｣

と題して講演が行われた｡

がん治療と口腔ケアのかかわりには大きく

３つに分けられている｡ 連携１ ｢手術前患者

を対象とした口腔ケア｣ では､ 口腔内が汚れ

ていたら気管内挿管のチューブを伝って細菌

が侵入し誤嚥性肺炎のリスクが高くなる｡ 非

経口摂取 (経管栄養等) のほうが口腔内は不

衛生になりやすい｡ 静岡がんセンターでは専

門的口腔ケアを実施することで､ 術後の肺炎

発症率が1/4に減少した｡ 連携２ ｢がん化学

療法と頭頸部放射線治療における口腔ケア｣

の説明において､ 口腔粘膜炎は､ 化学療法を

うける患者さんの40％､ 造血幹細胞移植患者

の80％､ 口腔領域が照射野に入る放射線治療

の頭頸部がん患者では100％出現する｡ 対処

法として口腔内清潔保持､ 保湿､ 疼痛コント

ロールの３つの指導が大切である｡ 連携３

―第96回熊本南病院地域ケア連携研修会―

����������
がん患者さんに喜んでもらえる医科歯科連携を目指して

�������
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ン病院に移る場合も多いようである｡ リハビ

リテーション病院では､ 廃用症候群を減らし

二次的障害を起こさせないためにも､ 発症早

期からリハビリを始めるそうだが､ その際に

口腔内に問題があると､ なかなか全身におけ

るリハビリもうまくいかず､ 悪循環に陥って

しまう｡ それを予防するためにも回復期の時

期に医科と歯科が連携して取り組んでいく必

要性を改めて感じる内容であった｡

今後医科歯科病診連携事業を進めていくに

あたって､ このような研修会を機に知識を増

やしていくと共に､ それぞれの立場で他職種

と連携をとりながら､ 機能回復や生活の質を

向上させる一助となれば幸いである｡

質疑応答後宇治理事の謝辞､ 閉会の辞をもっ

て終了した｡

(総務・医療連携 三隅 賢祐)

１月21日(木) 午後７時30分より､ 県歯会

館にて､ 医科歯科病診連携推進事業の一環と

して､ 第１回目の回復期病診連携歯科衛生士

対象研修会が行われた｡

講師は菊池希熊本機能病院看護師をお招き

し､ ｢脳卒中の起因する症状とそのコントロー

ルについて～医科歯科連携の充実を考える～｣

と題して講演して頂いた｡ 回復期病院勤務以

外の歯科衛生士や他業種の方も含め63名の参

加があった｡ はじめに浦田会長の挨拶により

開会した｡

脳卒中は死亡総数の約２割を占め､ 死亡原

因の第４位で年間約13万人が脳卒中で死亡し

ているという｡ また寝たきりとなる原因とし

ては､ 脳卒中が最大の原因となっており､ 原

因の約４割を占める｡ 脳卒中患者の入院期間

は長く､ 入院受療率や医療費の高さに繋がっ

ているとのことだった｡ 脳卒中の病態と治療

方法､ 血栓再発防止薬のそれぞれの特徴､ 脳

卒中の症状と対処方法､ 高次脳機能障害につ

いて詳しく説明して頂いた｡

講演後の質疑応答にもあったが､ 急性期病

院では脳卒中の治療が優先されるため､ 義歯

は外したままになっていたり､ 気管内挿管の

ために抜歯していたりと､ 義歯が合わなくなっ

ていたり､ 噛めない状態など､ 口腔内のトラ

ブルを抱えた状態で回復期のリハビリテーショ

―回復期病診連携歯科衛生士対象研修会―

���������� �������
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ブラッシングのコツなどを説明した｡

生徒の中には､ 歯磨きに強いこだわりを持っ

ている方もおり､ 多い人では１ヶ月に１回定

期健診に行っていた｡ また､ 口臭を気にし､

歯ブラシなどで舌を磨いたり､ 歯間ブラシで

丁寧に磨いている方もおり､ 口腔ケアの講話

にとても関心を持っているように見受けられ

た｡

質疑応答では､ ｢模型はいくらするんです

か？｣ ｢どういった歯ブラシを選べばいいの

ですか？｣ など様々な意見が飛び交った｡

講話を受けた感想として､ ｢食後の歯磨き

をもっとしたいと思った｣ ｢日頃の口腔ケア

の重要性が分かった｣ など､ プレゼントした

歯ブラシをとても嬉しそうに受け取っていた｡

丁寧に歯磨きをするきっかけになって欲しい

と思う｡

(事務局 紫藤 美香)

２月３日(水) 午前10時15分より､ 一般社

団法人障がい者起業・就労支援協会 障がい

者ビジネススクールにて､ ｢就労に向けて口

腔ケアの重要性｣ と題し､ 口腔保健センター

の柴田歯科衛生士が講話を行った｡

障がい者ビジネススクールは､ 福祉・教育・

ビジネスなどの専門の福祉サービス事業所で､

生徒は７割が精神疾患 (うつ・統合失調症)､

２～３割が身体に障がいを持っており､ 20名

程度 (年齢：18歳～50歳) 通学している｡ 最

大２年間､ 一般企業への就職を目標に､ 接遇

(マナー)､ CSR (モラル)､ 社会人基礎力

(スキル) などのビジネス力を育んでいる｡

水曜日のキャリア学科では､ 様々な職種の

方々が接遇マナー・就活準備・面接準備など

について話があり､ 今回､ 当スクールからは､

ビジネスマナーの基本である身だしなみや笑

顔は､ 口元を綺麗にすることであり､ 日頃の

口腔ケアの重要性について話をして欲しいと

要望があった｡

柴田歯科衛生士からは､ 口腔保健センター

の診療内容について紹介し､ その後､ 面接時

の身だしなみについての心得を話した｡

よい表情の条件として､ 心 (気持ち)､ 目､

口 (口元による表情) であることから､ 口を

開いたときに歯がない・歯肉の腫れ・残渣が

ある場合に悪い印象を与えることから日頃の

口腔ケアの大切さについて模型を使いながら

―障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業 口腔ケア講話―

����������
口元を綺麗にすることも就活の一環です

�������
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���������� 山鹿市歯科医師会

郡市会報告

昨年10月24日(土)・25日(日) の両日､ 会員
の親睦を深める目的で恒例の移動例会を行った｡
今回は会員７名の参加であった｡
それぞれ新玉名駅・熊本駅から新幹線に乗り､

目的地である鹿児島中央駅へ向かった｡ 鹿児島
は青天に恵まれ､ 中央駅周辺はイベントが催さ
れていたせいか､ かなりの人で混雑していた｡
宿泊は鹿児島中央駅前の真新しい ｢ソラリア

西鉄ホテル鹿児島｣ で､ ロビーからは雄大で荘
厳な桜島を一望することができた｡ 一日目の夕
飯例会は､ 黒豚料理で有名な ｢あぢもり｣ にて
行われた｡ 皆思い思いに黒豚しゃぶしゃぶ料理
を堪能し､ 満面の笑みであった｡ ２次会は場所
を移して天文館の繁華街へと繰り出した｡ 聞き
慣れない鹿児島弁と美味い薩摩焼酎に舌鼓を打
ちながら大いに盛り上がった｡
２日目は､ 南国ジャンボタクシーをチャーター

し､ お昼までの約３時間鹿児島市内観光となっ
た｡ まず向かったのは西郷銅像で､ 銅像前にて
記念撮影､ そして城山展望台へ移動｡ しかし､
この日はあいにくの曇り空で､ 雄大な桜島を拝
むことができなかった (絶好のスポットであっ

たのでかなり残念)｡ さらに西郷洞窟､ 南州墓
地を巡り､ 最後に仙巌園､ 尚古集成館へと向かっ
た｡ 仙巌園では､ 以前あったロープウェーは姿
を消しており､ かなり様変わりしていた｡ 途中
大河ドラマ ｢篤姫｣ のロケスポットもあり大い
に楽しめた｡ それにしても薩摩切子の値段の高
さにはびっくりであった｡
その後､ 鹿児島中央駅で､ 今回の移動例会は
お開きとなった｡ 内容の濃い例会で､ 次回の移
動例会も楽しみである｡

(神村 崇悟)

������������
―鹿児島移動例会―

―新年会―

����������������
１月16日(土)､ 山鹿市歯科医師会新年会が山

鹿市の寿三ホテルで行われた｡
新年会では神山会長の挨拶に続き､ 宮坂県歯

副会長と牧連盟副会長の他､ ご多忙な中､ 坂本
衆議院議員､ 中嶋山鹿市長､ 前原鹿本医師会会
長代理､ 江上山鹿市植木地区薬剤師会会長､ 渕
上県議会議員に挨拶を頂いた｡ また､ 毎年参加
頂いており今年は公務にて欠席された早田県議
会議員より祝電を頂いた｡ 宮坂副会長や牧連盟
副会長からの挨拶の中では昨年の出来事の経過
報告や日本歯科医師会新会長の下､ 全会員が一
丸となって取り組んで行こうとのお話を頂いた｡
藤原山鹿市議会議長に乾杯の御発声を頂き､ 宴
が始った｡ 酒が進むと普段出来ないような意見
交換ができ､ 新年会は大いに盛り上がった｡

最後には木庭副会長が医師会､ 薬剤師会､ 行
政など互いに連携して関係を深めていきたいと
述べて､ 三本締めで閉会となった｡

(大坂 栄樹)

西郷銅像前にて記念撮影
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���������� 上益城郡歯科医師会

―忘年会兼臨時総会―

����������
12月19日(土)､ 20日(日) の二日間の日程で

上益城郡歯科医師会の忘年会兼臨時総会が行わ

れた｡

玉置歯科医院の駐車場に集合し､ 貸し切りバ

スで午後２時長崎に向かい出発した｡

21名の参加のもと､ 車中で臨時総会が始まっ

た｡

江藤会員の議長選出に続き､ 玉置会長の挨拶

があった｡ 各委員から委員会報告があり､ 協議

事項の話し合いに移った｡

また､ 親子会員の矢毛石康男会員と山都町で

開業した堂上会員の２名の新入会員の自己紹介

があった｡

熊本港よりフェリーに乗船し､ 長崎へ｡

ホテルに着くとすぐに中華街に向かい､ 玉置

会長の挨拶､ 矢毛石康男会員の乾杯で忘年会が

スタートした｡

絶品の中華料理と紹興酒を味わい､ 盛り上が

り冷めやらぬまま２次会会場へ場所を移した｡

翌日は朝８時過ぎに出発し､ 軍艦島上陸・周遊

ツアーに参加した｡

軍艦島は2015年､ 明治日本の産業革命遺産の

施設の一つとして世界文化遺産に登録された｡

島に上陸すると､ 崩壊は進んでいるが､ 鉄筋

コンクリート造の建築物に圧倒された｡

地下深くで石炭を採掘する仕事に従事する労

働者だけでなく家族が快適に生活できるように

アパート､ 幼稚園､ 小中学校､ 病院､ 神社､ プー

ルまであったという｡

引き続き､ 大浦天主堂､ グラバー園を巡り､

長崎の観光名所を堪能した｡

かつての人々の暮らしに思いをはせ､ 日本の

歩んできた近代化の歴史を感じながら､ 帰路に

ついた｡

ちょっとしたハプニングがありつつも､ 無事

玉置歯科医院の駐車場に到着し､ 楽しい忘年会

兼臨時総会は終了した｡

(宮本 徳郎)

世界文化遺産の軍艦島にて

菊池郡市歯科医師会

―新年会―

������������
１月16日(土) 午後７時よりホテル日航熊本

にて､ 新年会が催された｡

高木副会長の開会の辞､ 宮川会長からの挨拶

があったあと､ 来賓の中嶋県歯副会長､ 池田県

菊池保健所所長､ 坂本衆議院議員より挨拶を頂

き､ 城専務理事より会務報告ののち､ 工藤晃正

会員の乾杯の挨拶により開会した｡

会員40名の参加の下､ 新年の幕開けにふさわ

しい和やかな会になった｡ (渡辺 敬之)
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���������� 下益城郡歯科医師会

―新年会―

�����������
１月15日(金) 午後７時30分より松橋町 ｢新

和食吉田｣ にて13名参加のもと新年会がおこな

われた｡

吉永会長より ｢昨年は色々と騒ぎがありまし

たが､ 今年になり新体制となって改革されてい

くことでしょう｡ 私たちはそれぞれの地域で一

日一日をコツコツと積み重ねて､ 今年一年も無

事に過ごせますように願っています｡｣ との新

年の挨拶をいただいた｡

引き続き､ ２月４日(木) 後期高齢者口腔健

康診査事業説明会と２月13日(土) 三郡市学術

講演会について等､ 各委員会から連絡事項がな

された｡

その後､ 河野会員の ｢本年も､ 体に気を付け

て頑張ろう！｣ という乾杯のご発声で宴が始まっ

た｡ 豪勢な料理が運ばれ､ お酒が進むうちに日

常の診療やそれぞれの健康法､ 最近行った美味

しいお店の話などで盛り上がり､ そのまま２次

会へと突入した｡

今年に入り異常寒波による突然の断水で年頭

から波乱含みだが､ どうか今後は穏やかな一年

となって欲しいものである｡

(田染 直子)

吉永会長より新年のあいさつがあった｡

天草郡市歯科医師会

―新年会―

����������
１月９日(土) 午後５時よりホテルアレグリ

アにて天草郡市歯科医師会の新年会が開催され

た｡ 今年も園田衆議院議員を始め､ 天草市､ 上

天草市市長､ 県議会議員､ 医師会会長等８名も

の来賓の方々にご列席頂いた｡ 皆様から有難い

ご祝辞を頂き､ 身の引き締まる思いとなった｡

北岡薬剤師会会長の乾杯により､ 祝宴が始まっ

た｡ 美味しいお酒と料理に舌鼓を打ち､ 楽しく

歓談しているうち､ もう一つのメインイベント､

中嶋敬介会員の厚生労働大臣表彰受賞の報告が

あり､ 記念品が贈呈された｡ これは会員全員に

とって､ 大変名誉な受賞であり､ 大きな拍手が

送られた｡ 楽しい時間はあっという間に過ぎ､

約３時間の新年会は終宴となった｡ その後送迎

バスにて２次会の会場に向かい､ 日付が変わる

まで楽しくお酒を飲んだ｡ 新年を迎えて歯科医

師としての決意を新たにした１日となった｡

(松原 崇士)

決意を新たに
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���������� 玉名郡市歯科医師会

―新年会―

���������������
１月22日(金) 午後６時30分から ｢司ロイヤ

ルホテル｣ にて､ 24名の来賓を迎え新年会が盛
大に開催された｡
大林専務理事の司会のもと開会宣言がされ､

森会長､ 浦田県歯会長､ 野田衆議院議員､ 高嵜
玉名市長､ 森浩二県議会議員と挨拶が続いた｡
森会長はフッ素洗口事業が昨年度玉名市の21

校全ての小学校で開始され､ 今年度は６校全て
の中学校で開始予定になっている事｡ 医科歯科
連携事業に於いては玉名市中央病院､ 玉名市地
域医療センターとのがん連携が少しずつ進んで
いる事｡ ４月から後期高齢者歯科医療健診事業
を進めていく事などを話された｡ 浦田会長は
｢県民の生活､ 健康を支える為に全県下で医科
歯科連携事業を更に進めていき､ 最終的には在
宅歯科診療につなげていきたい｡｣ と話された｡
野田衆議院議員は今年行われる県知事選挙や参
議院選挙の協力をお願いされた｡ 高嵜市長､ 森

県議はフッ化物洗口事業が会員の協力で進んで
いる事に感謝を述べられて､ 今後更なる協力を
お願いされた｡ 挨拶が終わり平山玉名郡市医師
会会長の乾杯の音頭で宴が始まった｡
厚生委員会の余興は前年までのメロンからい
ちごへ景品が変更､ いちご争奪戦が行われた｡
終身名誉司会者の称号を受けて欲しい程余興進
行の上手い神崎会員が５年連続司会を務め､
｢森会長とのじゃんけんゲーム｣､ ｢くじ引き｣
で会場を大いに盛り上げた｡
山本荒歯会会長の締めでお開きとなり､ 2016
年が良い年となる事を参加者会員で願った｡ 国
会議員､ 県議会議員､ 玉名市長､ 町長､ 行政､
玉名医師会会長､ 玉名薬剤師会会長､ がん・在
宅連携病院関係者など仕事上でおつきあいをす
る来賓の方々と懇親がはかれて､ とても貴重な
時間を過ごした｡

(永廣 有伸)

阿蘇郡市歯科医師会

―新年会―

����������
１月23日(土) 午後６時30分より新年会が下

通り ｢紅蘭亭｣ にて行われた｡
武藤会長の挨拶のあと､ 浦田県歯会長､ 渡辺

県歯専務理事の来賓の紹介があり代表して浦田
会長よりお言葉を頂き､ 市原監事の乾杯の発声
で宴が始まった｡
皆それぞれに新年のあいさつを交わし､ 美味

しいお料理､ お酒に舌鼓を打ちながら､ これか
らの歯科医師会のことやいろんな話題に花が咲
いていた｡ いつものことながらほぼ全員に近い
会員が集まり､ 何事にも会員全員で取り組んで
いく阿蘇郡市歯科医師会の姿勢が新年から垣間
見られた｡
この姿勢はこれからも変わらないだろう｡ 最

後は甲斐田副会長の一本締めで華やいだ宴はお
開きとなり積雪による帰宅困難を頭の片隅に入
れながらも二次会へと足を進め雑踏へと消えて
行った｡

(乕谷 真)

多くの来賓を迎えて

平山医師会会長の乾杯の音頭

美味しい料理・お酒を堪能する
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１. 姿勢と咬合関係
１) 例えば､ 左側臼歯部が低位だったら左脚

に体重がかかる15)

姿勢にどのような変化が起きるかというと､

左側臼歯部低位→左側オトガイ偏位→頭位左

傾斜右旋回→右肩挙上→上体左側傾斜→腰は

左前に押し出され左脚に体重がかかる15)､ と

いった流れである｡ ただ､ 立位をキープする

となると左側へ転倒しないように頭位は右側

へ傾斜させてバランスをとる15)ことになる｡

実際に左側オトガイ偏位の患者に協力して

もらい､ 座位 (ヘッドレスト無) (図５)､ 立

位 (図６) の写真を撮影させてもらった｡ 座

位 (ヘッドレスト無) では頭位と肩と同じ左

への傾きになる｡ ところが､ 立位において肩

は左下がりのままだが､ 頭位は右へ傾いてい

る｡ 一方､ 重心はわずかに左側後方に位置し

ていた (図７)｡ 後日､ ヘッドレストに頭部

を安定させると座位 (ヘッドレスト無) とで

はなく立位と同じ関係性となっている (図８)｡

これらの事象の整合性は､ 運動連鎖だけで

なく姿勢制御といった観点からも被験者個々

で分析する必要がある｡

２) 頭位が変化したら咬合はどのように変化

する？

小出15)によれば､�頭位が左へ傾斜すると､ 下顎は左へ偏位
して､ 左の歯が強く接触する､ �頭位が左へ旋回すると､ 下顎は右へ偏位

して､ 右の歯が強く接触する､�頭位が後方に傾斜すると､ 下顎は後方に
偏位して､ 後方歯が強く接触する､�頭位が前方に傾斜すると､ 下顎が前方に

熊本市 堀田 浩史
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図８



熊歯会報 Ｈ.28.３

18

偏位して､ 前方の歯が強く接触する､�頭部が前方移動すると､ 下顎は後方に偏
位して､ 後方歯が強く接触する､�頭部が後方移動すると､ 下顎が前方に偏
位して､ 前方の歯が強く接触する､ とい

うことである｡ この情報は､ 例えば咬合

干渉の診査時､ 普段の患者姿勢との関連

性で観察する場合に有用であると思われ

る｡

６. まとめ
解剖的にも生理的にも正常な機能を営んで

いる有歯顎者では､ 中心咬合位は中心位にあ

り､ その位置は顆頭安定位と一致し､ さらに

習慣性閉口運動の終末位である筋肉位は咬頭

嵌合位にあり､ それらはすべて一致するもの

と考えられる16)､ と言われている｡ 一方､ 健

常者と思われる人 (TMD症状や咬合不調の

自覚がない人) でも半数以上は円板転位を認

める現状を考えると､ １) 基準を下顎頭の位

置に求めるのは適当ではないのではないか､

２) 下顎位の決定の際､ 下顎頭の位置を適正

に位置づけることから始めるのではなく習慣

性開閉口運動の利用が有効なのではないか､

という考え17)がある｡

咬合干渉や咬合支持の喪失が､ 習慣性開閉

口運動の経路上でそのスムーズな運動を妨げ､

また身体重心動揺に種々の影響を与えること

も分かってきた｡ これらのことを考慮すれば､

バランスボードによる重心動揺分析情報は

｢基準となる下顎位｣ を決定する際に何らか

の参考になるのではないか､ とも考えている｡

もちろん､ 下顎の位置を変化させることによ

り慢性疾患が改善するというランダム比較試

験は存在しない18)ため､ 力のコントロールに

関する患者指導時には話を広げすぎないよう

気をつける必要がある｡

文献
15) 小出馨. 咬合が顎口腔系と全身に及ぼす影響. 日本歯科評
論, 2014；74(9)：29-38.

16) 前田照太. 中心咬合位とは. 歯科医学, 1999；62(4)：243-
248.

17) 鈴木尚ら. 変化する顎関節と咬合 基準となる下顎位はど
こにあるのか？. 日本歯科評論, 2014；10：103-118.

18) 日本顎関節学会. 顎関節症患者のための初期治療診療ガイ
ドライン. 2010.� � �

謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

福田 義朗 先生
平成28年１月24日 ご逝去 79歳�郡 市 名：玉名郡市�入会年月日：昭和45年４月23日
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会 務 報 告 自 平成27年12月22日
至 平成28年１月20日

所管 日付 摘要 出席者

本会総務

12月22日 支払基金審査委員懇談会 (熊本市) 浦田会長

23日 日歯災害コーディネーター研修会 (福岡県歯会館)
浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､八木・牛島常務理事､伊藤学院長

25日

九州地方社会保険医療協議会熊本部会 (熊本市国際交流会館) 中嶋副会長

第８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
(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 ほか

浦田会長他全役員､ 伊藤学院長

26日
月次監査
11月末会計現況監査

久々山・西野監事

28日 仕事納め式 浦田会長､ 小島副会長

１月４日

仕事始め式 浦田会長､ 渡辺専務理事

新年挨拶廻り (県庁､ 熊本市役所)
浦田会長､ 小島副会長､ 八木常務理
事､ 澤田事務局長

６日

阿蘇医療センターとの打合せ 浦田会長

第12回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 名義後援使用依頼 (３) 平成28年度の年間行事予定 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

８日

花田桂助会員 (人吉市) 並びに森一会員 (宇土郡市) 叙勲伝達式 浦田会長

故石田龍佑会員 (山鹿市) 叙位伝達式 浦田会長

熊本市歯会中央支部新年会 (熊本市) 浦田会長､ 渡辺専務理事

くま歯キャラバン隊 (荒尾市) (荒尾市メディア交流館)
(１) 点数アップの為の保険診療のポイント
受講者：20名

野田副委員長

９日

九州各県専務理事会 渡辺専務理事

八代歯会新年会 (セレクトロイヤル八代) 宮坂副会長

12日 熊本県・県南地域総合防災訓練第１回全体会議 (熊本テルサ) 奥村課長

13日

第771回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

県医療・保健・福祉団体協議会臨時理事会 浦田会長

会計打合せ
Ｈ27年度補正予算､ Ｈ28年度予算打合せ

渡辺専務理事､ 八木常務理事

15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

16日

山鹿市歯会新年会 (旅館 寿三) 宮坂副会長

熊本市歯会新年懇親パーティー (ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ)
小島副会長､ 渡辺専務理事､ 澤田事
務局長

菊池郡市歯会新年会 (ホテル日航) 中嶋副会長

18日
第１回裁定審議小委員会
(１) 会員の身分

元島委員長､ 千場副委員長､ 浦田会
長､ 小島副会長､ 渡辺専務理事

19日
第13回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 平成27年度臨時代議員会会務報告
(３) 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) ほか

浦田会長他田上常務理事を除く常務
理事以上全役員

20日
県医療審議会法人部会 (県庁) 浦田会長

国保診療報酬審査委員会新年会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長

学 術 １月15日
学術委員会
(１) １／31歯周病学会 (２) ２／14県歯科医学大会 (３) ３／６有料講演会 ほか

井上理事他６委員

社会保険

12月26日

社会保険個別相談会
相談者：１名

桐野副委員長他４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) 各報告事項と今後の日程

中嶋副会長､ 田中理事､ 清水委員長
他12委員

１月５日
レセプトチェックセンター (荒尾市)
相談者：１名

田中理事

12日
社会保険個別相談会 (御船町)
相談者：１名

野田副委員長

14日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 渡辺・反後・舩津委員

15日 八代歯会臨床社保研修会 (八代歯会口腔保健センター) 今�委員
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広 報

１月７日 熊日・RKK新春交礼会 (ホテル日航熊本) 竹下理事

12日
広報小委員会
(１) 会報２月号編集・校正

竹下理事､ 岩崎委員長他３委員

20日
広報小委員会
(１) 会報２月号校正 (２) 会報３月号作成日程

竹下理事､ 岩崎委員長他３委員

学校歯科

１月14日 県学校保健会合同研修会 (くまもと森都心プラザホール) 浦田会長､ 大林理事

20日
むし歯予防対策事業打合せ
(１) 各郡市学校歯科担当者会議並びにむし歯予防対策事業報告会の報告・協議事項及び配布資料
(２) 事前質問に対する回答 (３) 予算書の検討

大林理事､ 河原委員長他５委員

医療対策 １月20日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 医療対策講演会 (３) 熊大口腔外科連絡協議会 ほか

冨屋理事､ 岡田委員長他全委員

センター・
介護

１月５日 カルテチェック (口腔保健センター) 松岡センター長

９日 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業打合せ (天草市・南海寮) 松本理事､ 久々山監事

12日
委託事業打合せ
衛生士会と今後の委託事業の日程内容確認

松本理事

14日

センター・介護委員会
(１) 在宅歯科医療推進事業 (２) 介護者歯科実技研修事業
(３) 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業 (４) 認知症対応力向上研修事業
(５) 障がい児 (者) 推進会議

松本理事､ 平井委員長他全委員

16日

摂食・嚥下リハビリテーションアドバンスコース (３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：33名

小島副会長､ 松本理事､ 平井委員長
他５委員

17日

摂食・嚥下リハビリテーションアドバンスコース (４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：32名

宮坂副会長､ 松本理事､ 規工川副委
員長他５委員

19日 口腔保健センター管理運営委員会
浦田会長他田上常務理事を除く常務
理事以上､ 松岡センター長､ 松本理
事

厚生・医療
管理

12月28日 日本歯科医療管理学会九州支部総会学術大会準備委員会 牛島常務理事､ 宮井・竹下理事

１月14日
厚生・医療管理委員会
(１) 委員会だより (２) スタッフ向けセミナー (３) 就業規則 ほか

牛島常務理事､ 宮井理事､ 工藤委員
長他全委員

総務・医療
連携

12月26日
がん医科歯科連携登録医のための全国共通ナショナルテキスト講習会
受講者：16名

牛島常務理事､ 宇治理事他２委員

１月13日
県医療・保健・福祉連携学会第４回企画委員会 小島副会長

県がん患者医科歯科医療連携事業歯科衛生士対象研修会打ち合わせ
(１) ２／６開催がん患者口腔ケア研修会についてサンスターと打ち合わせ

牛島常務理事

19日

総務・医療連携委員会
(１) 回復期病診連携歯科衛生士対象研修会
(２) がん患者医科歯科連携事業歯科衛生士対象研修会
(３) 回復期病診連携研修会歯科医師・歯科衛生士対象研修会 ほか

牛島常務理事､ 宇治理事､ 三森委員
長他全委員

20日
国立病院機構熊本南病院第96回地域ケア連携研修会 (ウイングまつばせ)
参加者：88名
講師：牛島常務理事 がん患者に対する歯科治療の大切さと医科歯科連携説明

牛島常務理事､ 宇治理事､ 渡辺専務
理事

学 院 12月22日
学院臨床実習場反省会
(１) 平成28年度臨床実習計画 (案) (２) 平成28年度臨床実習指導担当者研修会の開催

伊藤学院長､ 小島副会長､ 牧・林副
学院長､ 弘中教務部長他

国保組合

１月16日 九歯連役員会 (長崎市・サンプリエール) 浦田理事長

16日 九歯連協議会 (長崎市・サンプリエール)
浦田理事長､ 上野副理事長､ 桑田常
務理事他２名

17日 九州各県国保事務担当者連絡会 (長崎市・サンプリエール) 田尻課長補佐､ 宮�係長
事 業 課 １月16日

KDMU相続対策セミナー
受講者：９名

八木常務理事

所管 日付 摘要 出席者

地域保健

12月22日

早産予防対策事業DVD撮影 (熊本大学)
(１) 早産予防対策事業に係る啓発用DVDへの大場准教授出演場面の撮影

緒方書記

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

１月６日
地域保健委員会
(１) 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

14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 (㈱KIS) 歯科衛生士２名

糖尿病・歯周病医療連携ワーキング委員会 (県御船保健所)
(１) 糖尿病・歯周病連携研修会の開催

田上常務理事､ 赤尾理事､ 志方委員

16日 糖尿病医科歯科医療連携講習会 (鹿児島県歯会館) 田上常務理事

18日
地域保健委員会
(１) 後期高齢者歯科口腔診査事業
(２) 熊本型早産予防対策事業

赤尾理事他全委員

20日 都道府県地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会 (日歯会館) 田上常務理事



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
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6日（水）

20日（水）

27日（水）

第18回常務理事会

第19回常務理事会

第12回理事会

4 主な行事予定 April

編集後記

安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会

　世間では空前の猫ブームだそうですが、流行に無頓着な我が家は昨年の暮れに仔犬を迎え入れることにしました。ペット飼育
は未経験なので最初は飼いやすく穏やかなトイプードルとかにすればいいものを、ブサイク好きな妻のたっての願い（ゴリ押しと
もいう）で決めたのがこの犬種、飼育E難度「ミニチュアブルテリア」、名前はノイ（♀）です。写真を見ていただければ一目瞭然で
すがかなりインパクトのある顔をしています。散歩に連れて行くと通行人に思いっきり振り返られます。ヤギとかブタに間違われ
ることは日常茶飯事です。トボけた顔をしていますがブルドッグとテリアの交配種なのでこれでも一応闘犬なんですよ。で、そ
の血がそうさせるのかとにかく何でも噛みまくります。そして一旦噛んだら獲物に致命傷を与えるべくクビを振り回す。その二
段攻撃で私の腕はもうボロボロになりました（涙）。さらに食欲も旺盛でドッグフードだけでは足りず家族の食卓にまで必死で這
い上がってきます。まだ生後五ヶ月ですがメタボが本当に心配です。あとテリアの習性でしょうか、穴掘りに
非常に熱心です。毛布とかちょっと柔らかい物があると早速エア穴掘りを開始、息が切れるまで前足でホリホ
リ、顔を毛布にうずめて休憩、また再開、これを延々と繰り返します。もちろん何も掘
れていませんが私達は「ノイちゃん、働き者だね～」と言って生暖かくその苦労を労っ
ております。すっかり家族の一員になったこのワンコ、一筋縄ではいきませんが妻だけ
でなく私もノイがいない生活はもう考えられなくなりました。ペットロスになる飼い主
の気持ちが今は良く分かります。暴れん坊でもいいから元気に成長してね！（I・K）

ⓒ2010熊本県くまモン#K6356


