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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。

　先日幼稚園の運動会に出かけました。「大玉
ころがし」という競技の写真です。親と子供が
一緒になって、大玉を転がす姿はとても微笑ま
しく感じさせてくれます。

（Ｎ・Ｙ）
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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今期より専務理事を拝命致しました､ 牛島と申します｡ 会務を統括する役割をお任せいた

だき､ その重要な責務に改めて身の引き締まる思いです｡ 浦田執行部も５期目になりました｡

発足した１期目より理事として会務に携わらせていただいて８年が過ぎましたが､ これまで

は与えられた所管業務に関して､ がむしゃらに前に進むことだけを考えてきました｡ しかし

今期は会全体を統括する立場となり､ 当初の目標も含めて事業の検証と評価を行い､ 次のス

テップへ ｢繋ぐ｣ 必要性も感じています｡

平成30年度国の歯科保健関係の予算概算要求が発表されましたが､ 全体的な予算額は11億

９千万円と､ 昨年の予算の2.8倍となっています｡ 特に ｢新しい日本のための優先課題推進

枠｣ を活用した､ 歯科健康診査事業や入院患者等への歯科口腔機能管理等研修に関する事業

提案が５億４千万円余あります｡ まだまだ診療報酬の面では､ 課題は大変多いものの､ 医科

歯科連携の重要性の認識なども加速し､ あきらかに追い風が吹き始めている感覚があります｡

未来の歯科医療従事者へ ｢繋ぐ｣ ための歯科界の充実を推進するために､ 郡市歯科医師会の

皆様と協力して､ 私たちの実績やエビデンスも熊本から発信していきたいと思います｡

昨年の熊本地震における県歯科医師会の支援活動報告について､ 私は県の災害歯科コーディ

ネーターを務めさせていただいた関係で､ 全国からお声をかけていただいており､ これまで

も福井県､ 岐阜県､ 秋田県､ 浜松市､ 今後も11月には丸亀市､ 高知県､ 山口県でも講演をさ

せていただくことになっております｡ それぞれの地域で予測される災害被害は異なりますし､

同じ災害は２度無いとも良く言われますが､ 大切なこと､ 優先すべきことは同じで､ 課題も

沢山あります｡ 私たちの経験が少しでもお役に立つことができればと思って取り組ませてい

ただいています｡ その総括として来年８月25日には警察歯科医会全国大会が ｢熊本地震から

繋ぐ､ 支援活動と身元確認のあり方｣ というテーマでホテル日航熊本において開催されます

ので､ 多くの会員の先生方にご参加いただきたいと思います｡

医科歯科連携の ｢連携｣ は連絡を取り合って物事を進める場合に使いますが､ 人のつなが

りは ｢連繋｣ (連係) を使います｡ 震災時によく使用されている ｢絆｣ は人と人の結びつき､

離れないように繋ぎとめる綱の意味です｡ ｢繋ぐ｣ はその絆をできるだけ長く､ 途切れない

ように結びつける､ 手や心を ｢繋いでいく｣ というイメージで大切に使っていきたいと思い

ます｡

会員の先生方のためのより良い会務運営にしっかりと尽くして参りたいと思っております

ので､ ２年間どうぞ宜しくお願い致します｡
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―第５回理事会―

����������
２. 表彰�防災担当大臣表彰 (団体表彰)
熊本県歯科医師会
表彰式：９月12日(火)

於・内閣府中央合同庁舎�第56回全日本学校歯科保健優良校表彰
文部科学大臣賞：天草市立河浦小学校
奨励賞：熊本市立城東小学校�厚生労働大臣表彰 (歯科保健事業功労
者) 伊藤 明彦 会員 (菊池郡市)
表彰式：11月11日 (土) ｢第38回全国

歯科保健大会｣ 於・富山県
３. 中小企業グループ施設等復旧整備事業
に係る交付決定状況
８月末日時点で､ グループ補助金交付
申請を行った構成員のうち､ 約57％が交
付決定された｡
４. 中小企業グループ施設等復旧整備事業
説明会
９月13日(水) 実績報告書に係る説明
会を開催し､ ９月29日(金) 交付申請説
明会を開催予定である｡
５. 平成29年度在宅歯科従事者研修事業の
実施
県の委託事業で､ アドバンスコース研
修として県歯会館において７回の研修と
多職種連携に係る研修として天草・菊池
で３回の研修を行う｡
６. 県ハートフルパス制度にかかる案内表示
案内表示を本会裏側及び口腔保健セン
ター正面駐車場のフェンスや外壁等に掲
示する｡ 今後は駐車場の地面に直接､ 障
がい者マークを表示するようにする｡
７. 事業企画書�地域保健委員会： 『生活歯援プログラ
ム歯科衛生士向け研修会』 (12月以降)

８. 事業実施報告書�地域保健委員会： 『生活歯援プログラ
ム歯科衛生士向け研修会』 (８月５日)�７月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

９. ８月末会計現況

１. 開会：渡辺副会長
２. 挨拶：浦田会長

本日､ 理事のお一人が手術入院のため欠席
されております｡ 皆様もまだまだ若いと思わ
ず､ 健康管理には十分お気を付けください｡
さて､ 何度も申しておりますように､ 政府の
｢骨太の方針｣ に初めて ｢歯科保健医療の充
実に取り組む｣ と明記されたことに伴い､ 来
年度予算の厚労省の概算要求額は昨年度に比
べ約３倍となっております｡ これから財務省
との折衝となり､ 本会も全力で後押ししなけ
ればならないという時に､ 10月22日の衆議院
議員総選挙の実施が決定しました｡ 今後､ 新
内閣が発足し引き続き現在の政策方針が引き
継がれるものと思いますが､ 我々としても方
針が継続するよう誠心誠意対応しなければな
りません｡ 現在本会では､ むし歯予防全国大
会の他､ 重要な会務が多数予定されておりま
すので､ 選挙対応も大変ですが､ 役員の皆様
にはご協力をお願い致します｡ 本日も慎重審
議をよろしくお願い申し上げます｡

３. 議長選出：浦田会長
４. 議事録署名人：中嶋監事､ 西野監事､

浦田会長
５. 平成29年度会務報告：

(自：８月18日～至：９月24日)
本会総務：理事会､ 常務理事会､ 防災功労者

防災大臣表彰式・懇談会､ 日歯役
員就任披露パーティー､ 県医師会
新会館内覧会

社会保険：近県社保担当者会議
地域保健：九州各県地域保健担当者会
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
総務・医療連携：歯科医科連携キックオフ・

シンポジウム､ 県脳卒中医
療推進検討会議

国保組合：資格確認調査
以上､ 各担当役員より報告がなされた｡
６. 報告事項：
１. 平成30年度歯科保健関係予算概算要求
の主要事項
国の骨太の方針2017に歯科健診の充実
や口腔機能管理の推進に係る事項が新規
に追加されたため､ それに対する予算措
置がなされることになった｡

９月27日(水) 午後７時より県歯会館にお
いて､ 浦田会長他宮井理事を除く全役員の出
席のもと開催された｡
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７. 連絡事項：
１. 10月行事予定
常務理事会：11月15日(水) を13日(月)
に､２月21日(水)を20日(火)に変更する｡
理事会：11月22日(水) を21日(火) に､
２月28日(水) を27日(火) に変更する｡
２. 県議会議員・県健康福祉部・県教育庁
との懇談会
県議会議員との懇談会は10月６日(金)
に､ 県健康福祉部との懇談会は10月10日
(火) に､ 県教育庁との懇談会は10月13
日(金) にそれぞれ開催する｡
３. 平成29年度シニア倶楽部社会保険研修
会の運営
９月30日(土) 午後４時より､ 熊本市
現代美術館研修室にて開催する｡
４. 平成29年度シニア倶楽部の運営
９月30日(土) 午後６時より､ ホテル日
航熊本において開催する｡ なお､ 司会進
行は宮井理事から池嶋委員長に変更する｡

８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]
河端 憲彦 (第１種／熊本市)､ 神戸 浩
(第１種／上益城郡) の入会を承認した｡
※29年度入会状況 (８月末現在) ：第１
種・11人､ 第２種・５人､ 第３種・５
人､ 第４種・２医療機関

２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼 [承認]�県健康づくり県民会議幹事／県健康づ
くり推進課
渡辺副会長 任期：特別な定めなし�県高等学校保健会理事／県高等学校保
健会
渡辺副会長 任期：平成29年７月１日
～平成31年３月31日�県がん対策推進会議委員／県健康づく
り推進課
牛島専務理事 任期：平成29年９月１
日～平成32年８月31日�県がん診療連携協議会相談支援情報連
携部会委員／熊大附属病院
宇治理事 任期：平成29年９月１日～
平成30年３月31日

３. 共催名義の使用依頼 [承認]�平成29年度 ｢歯の健康ランド｣ ／県若
手歯科医師新樹会�平成29年度指導歯科医講習会 (厚労省
事業) ／伊東歯科口腔病院

４. 後援名義の使用依頼 [承認]�からだのふしぎ大冒険inＫＵＭＡＭＯ
ＴＯ／株式会社熊本放送�第９回日本介護支援専門員協会九州・
沖縄ブロック研究大会in熊本／県介護
支援専門員協会�第65回 ｢手足の不自由な子どもを育て
る運動｣ ／県肢体不自由児協会�緩和ケア市民公開講座／熊大医学部附
属病院緩和ケアセンター

９. 議題：
１. 任期満了に伴う県警察歯科医会役員
[承認]
７月１日から任期２年間の新役員につ
いて承認した｡
２. 平成29年度二地区役員連絡協議会の提
出協議題 [承認]
何か提出協議題があれば､ 牛島専務理
事又は事務局に連絡することとした｡
３. 城北地区役員連絡協議会の協議題回答
[承認]
回答内容について確認の上､ 了承した｡

４. 第17回警察歯科医会全国大会実行委員
会の設置 [承認]
実行委員会の設置とメンバーについて
承認した｡
５. 南阿蘇地区復興祈念座談会報告書 [承認]

報告書の発行及び発行責任者の記載等
について承認した｡
６. 熊本空港航空機事故対応総合訓練への
参加 [承認]
熊本空港周辺地域の郡市会長・専務理
事に訓練の案内をし､ 参加表明した会員
８人の参加を承認した｡
７. 歯科医療救援派遣費不足分に係る義援
金見舞金会計からの充当 [承認]
不足額約71万円については､ 義援金見
舞金会計から充当することを承認した｡
８. 第70回九州歯科医学大会厚生行事 (大
分県) に伴う部活動補助金交付 [承認]
野球部に20万円､ 剣道部に10万円､ テ
ニス部に15万円､ ボウリング部に６万円､
囲碁部に２万円を交付することとした｡
９. 平成29年度県委託 (補助) 事業に係る
予算 [承認]
在宅歯科従事者研修事業予算明細書
(案) については承認し､ 認知症対応力
向上研修事業予算明細書 (案) について
は講師謝礼を再度検討することを含めて
承認した｡
10. 災害時に係る被害状況調査表様式 [承認]
一部修正のうえ承認した｡

10. 協議事項：
１. 熊本地震における災害関連死の死因別
割合
熊本地震において口腔ケアが誤嚥性肺
炎予防の一つとなったことから､ 災害時
には優先して取り組むべき課題であり､
今後､ 本会として災害時における口腔ケ
アの重要性についての統一見解をまとめ
ることとした｡

11. 監事講評：
中嶋監事より､ 熊本地震や医科歯科医療
連携事業への役職員のこれまでの対応に対
して大変感銘を受けたと労いと感謝の言葉
があった｡
12. 閉会：伊藤副会長

(広報 竹下 憲治)
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９月９日(土) 県歯会館において､ ｢呼吸・
摂食嚥下障害にかかわる理学療法士の立場か
ら｣ の演題で､ 長崎大学大学院内部障害リハ
ビリテーション学分野の神津玲教授にご講演
いただいた｡
まず､ 摂食嚥下障害の原因および評価法の
紹介があり､ その中で既往歴にて肺炎やCO
PD (慢性閉塞性肺疾患) の既往がある患者
は､ 誤嚥性肺炎再燃リスクが非常に高いとの
話があった｡ 評価法の例としては､ 摂食時の
観察 (むせの有無､ 姿勢､ 摂食ペース､ 食器
の種類をみる)､ RSST (反復唾液飲みテス
ト)､ 水飲みテスト､ プリンを用いたフード
テスト等が挙げられた｡
次に摂食嚥下治療の実際として､ 食品を使
わずに行う間接訓練､ 食品を使って行う直接
訓練の紹介がなされた｡ 間接訓練では､ 呼吸・
排痰訓練､ 嚥下に関する組織のリラクゼーショ
ン､ 発声・発語器官の運動､ 構音・咀嚼訓練､
ブローイング､ プッシング､ 頭部挙上訓練､
アイスマッサージ法やKポイント刺激法を代
表とした嚥下反射の誘発訓練､ バルーン法等

の手技の紹介があった｡ 直接訓練では､ 摂食
時の姿勢､ 嚥下調整食品､ 介助方法､ スプー
ンや食器の選択法の紹介があり､ 訓練時に誤
嚥した場合の対処法まで言及があった｡
最後に気道粘膜の線毛運動機能を活性化さ
せ､ 肺容量を増大させるために可及的に早期
離床を目指す必要があることを､ 実験データ
を示した上で説明がなされた｡ ２時間を超え
る講演であったが､ 出席者は熱心に聞き入っ
ており､ 非常に有用な講演会となった｡

(太田 宜彦)

手技を交え熱心に聴講する参加者

����������
―第１回｢他職種でつなげる食支援｣ アドバンスコース―�������

���������� ��
―第２回他職種でつなげる食支援アドバンスコース―

イドから話しかけ
られる・尖った道
具などの環境が揃っ
た現場でどの様な
ことに気を付けて
対処するべきか大
いに参考になった｡
最後に認知症の
方の心をつかむテ
クニックとして①出会いに準備②ケアの準備
③知覚の連結④感情の固定⑤再会の約束の五
つのステップも我々の口腔ケアにも大変参考
になるものであった｡ １時間30分という短い
講演であったが､ 出席者は熱心に聞き入って
おり､ 講演終了後も講師への質問に列ができ
るほど非常に有用な講演会となった｡

(大坂 栄樹)

９月30日(土) 県歯会館において､ ｢優しさ
を伝えるケア技術 ユマニチュードＲ�｣ とい
う演題で､ 東京都健康長寿医療センター研究
所の伊藤美緒研究員にご講演いただいた｡
今回は､ ケアを必要とする全ての人の為に

フランスで35年以上かけて研究実践されてき
たユマニチュードという技術を入門編として
特に認知症ケアの実践方法論をわかり易く動
画を使いながらご教授頂いた｡
人としての尊厳を守る認知症ケアとして､

ケアされる側の立場に立ち､ 見る (同じ高さ
で正面から視線を合わせ)・話す (おだやか
に)・触れる (掴まない)・立つ (支える) な
どの技術を用いることが大事である｡ 認知症
の方が不安を抱きやすいといわれる歯科治療
時の横になる・ライト (まぶしい)・マスク
(こわい)・口を開ける (はずかしい)・両サ
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８月27日(日) 午前10時より県歯会館４階

ホールにて､ 来春卒業予定の学生を対象とし

た合同就職説明会が開催された｡ 学生の就職

活動が早期化する中､ 例年より一ケ月程早い

時期の開催となった｡ この合同就職説明会は､

県内の３校 (熊本歯科衛生士専門学院､ 熊本

歯科技術専門学校､ 九州看護福祉大学) の学

生と既卒者を対象に就職活動を円滑に行うた

め､ 県内の会員の事業所が学生への詳しい説

明を直接行える場を提供することを目的とし

たものである｡ 県外からの参加もあり､ 計93

人の参加､ のべ370人の聴講者数となった｡

求人側は､ 会員59の事業所と３つの事業所

の資料参加があった｡ 参加の事業所は毎年増

加傾向であり､ 近年の歯科衛生士不足を如実

にあらわす数字となった｡

説明会の開始直前の４階ホールの入口は､

足の踏み場もないほど多くの学生でひしめき

あい､ 待ち受ける59の事業所側も４階ホール

内では満員状態であり､ いまだかつてない程

の熱気と活気に満ちあふれていた｡

説明会にあたり､ 伊藤学院長から挨拶があ

り､ 引き続き､ 事務局から注意点の説明が行

なわれた｡ その後､ スタートの合図と共に多

くの学生は､ 積極的に四方八方に目的の事業

所に向かっていった｡

事業所側は､ 各々のブースに分かれ学生を

迎える形式で行われ工夫をこらしたパンフレッ

トを持参し､ パソコンを使って説明を行ってい

る様子が多く見受けられた｡ 長い時間､ 事業

所の説明に聞き入る学生も多数見受けられた｡

２時間という短い時間ではあったが､ 参加

された事業所と学生にとっては有意義な時間

となったのではないだろうか｡

特にここ数年は､ どの業界も人手不足が社

会問題となっている中､ 歯科業界の人材不足

もより深刻さを増している状況である｡ 人は､

経営の基盤とも言うべき重要な要素の一つで

もある｡ 今回の合同就職説明会が､ 少しでも

未来の歯科業界の発展と地域社会への貢献に

役に立って頂けると幸いである｡

(工藤 智明)

����������
―合同就職説明会―�������

熱心に説明を聞く学生たち
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９月９日(土) 午後５時より県歯会館４階

ホールにて､ 本会と県保険医協会の初共催企

画でもある歯科医科連携キックオフ・シンポ

ジウム ｢歯科＋医科＝∞ 治療にも経営にも

役立つ連携術｣ と題して講演会が開催された｡

歯科医師､ 医師､ 歯科衛生士､ 看護師､ 介護

福祉士等､ 122人が参加した｡

まず､ 本会より渡辺副会長､ 県保険医協会

の木村会長の開会の挨拶後､ 牛島専務理事の

座長で､ 熊本機能病院訪問歯科連携センター

室長の古川由美子歯科衛生士より ｢回復期リ

ハビリテーション病院における医科歯科連携

構築の現状と展望～口から食べさせる幸せを

考える～｣ の演題での講演が始まった｡

医科歯科連携を上手く進めていくためには､

病院内の運用をスムーズに実施できる院内連

携と連携歯科医療機関とのシステムの構築を

進める院外連携がしっかり合致できている環

境が何より大事ということだった｡

医科歯科連携での歯科の役割は､ ADLの

向上による寝たきり防止と家庭復帰を目標に

口から食べることができるように急性期医療

から在宅生活に至るまで継続的に支援をして

いくことが重要で､ 今後も歯科的介入をどう

進めていくのかが課題ということだった｡

次に県保険医協会の戸高幹夫理事の座長で､

｢身近に潜むSAS！歯科・医科でできる簡単

発見法とその対策｣ の演題で熊本市長嶺でご

開業のよしむらクリニックの吉村良平院長の

講演が始まった｡

Sleep Apnea Syndrome (SAS) は睡眠中

に呼吸が止まる病気で､ 日本中に300万人い

ると推定されるが診断はわずか10％しかされ

ていないとのことだった｡

SASがもたらすリスクとは､ 無呼吸→低酸

素血症→断続的覚醒→夜間交感神経優位 (血

管収縮・血液凝固・内分泌異常)→生活習慣

病の惹起 (高血圧・心臓病・脳卒中・糖尿病)

等が挙げられ成人病の一大勢力となり､ それ

は誰にでも起こりうることを話された｡

その後､ SASの治療法でもあるスプリント

とCPAPの違いや適応､ SAS発掘のポイント

などをわかりやすく説明頂き､ 最後に歯科医・

内科医として常にアンテナを張っておくべき

疾患であることを強調し講演を終了された｡

そして最後に ｢HbA1cを共通指標とした

糖尿病・歯周病の医療連携について｣ の演題

で田上常務理事に講演していただいた｡

糖尿病・歯周病医療連携の共通指標として

HbA1cを用い､ 歯周治療の中でHbA1cを把

握し､ 医科との情報交換を行っているとのこ

とだった｡ 歯科受診状況とHbA1cや歯周病

の相関関係などを述べられ､ 熊本県 (菊池､

阿蘇､ 天草) での糖尿病・歯周病医療連携事

業報告が挙げられた｡

糖尿病の重症化や合併症を予防するために

は､ 患者自身による生活習慣改善等の自己管

理支援及び情報共有の為の ｢ＤＭ熊友 (ゆう

ゆう) パス｣ を活用していくことが大事であ

ると締めくくられた｡

講演会終了後には受講者の方々にアンケー

トを行ったが､ 回答はどの講演内容も分かりや

すく大変良かったと好評のものばかりだった｡

今回は､ 県保険医協会との初めての共同開

催だったが､ とても充実した内容で大変勉強

になり､ 更なる歯科医科連携の充実を図る有

意義な講演会となった｡

(神� 理子)

����������
―歯科医科連携キックオフ・シンポジウム―�������

本会と県保険医協会の初共催企画となった
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���������� 郡市会報告

８月26日(土) 午後４時30分より､ 第８回天

草郡市三師会学術研究会が､ 天草地域医療セン

ターヒポクラートで行われた｡

この学術研究会は 『医師､ 歯科医師､ 薬剤師

の三師の連携を密にし､ それぞれに関係がある

項目の勉強会を一緒に行い､ あわせてお互いの

親睦を深める』 という趣旨で計画された研究会

である｡ ８回目の今年は ｢意外と知らない生活

習慣病の自己管理～セルフメディケーションと

歯周病～｣ というテーマで学術講演が行われ､

60数人の医師､ 歯科医師､ 薬剤師さらにコメディ

カルや学生らが参加した｡

一般講演として歯科領域より ｢HbA1cを共

通指標とした糖尿病・歯周病医療連携について｣

の演題で田上県歯常務理事に､ 特別講演として

｢サプリメントを取り巻く問題点～日常診療で

注意するポイント～｣ の演題で熊本大学薬学部

薬剤学分野の丸山徹教授に講演をいただいた｡

近年の健康ブームの中でいろいろな生活習慣

病への対策が述べられている｡ 以前より残存歯

の本数と健康状態の相関は言及されていたが､

数年前より糖尿病患者において歯周病の改善が

糖尿病の改善につながることが報告されてきて

いる｡ 本県においても田上常務理事から多くの

症例を報告された｡ 以前は医科の中で ｢本当だ

ろうか｣ といった空気もあったが今では糖尿病

専門医にも理解認知されるようになってきてい

る｡ 歯周病治療の重要性が認識されることは我々

歯科医師にとっても有意義であり､ 糖尿病患者

の歯周病治療においては内科医と連携し糖尿病

連携手帳の数値 (HbA1c) の推移を確認する

必要があるだろう｡

特別講演ではサプリメントを取り巻く問題点

について詳しく講演を受けた｡ 個人的にも数種

のサプリメントをとっている自分としてはこち

らも興味をそそる内容だった｡

(内崎 祐一)

天草郡市歯科医師会���������������������������
―第８回天草郡市三師会学術研究会―

田上常務理事による一般講演

｢日歯広報｣ 新年号への写真投稿

掲載紙 ｢日歯広報｣ 第1699号 (平成30年１月１日付)
テーマ 自由
写 真 何点でも可

※作品名 (タイトル) を必ず付けること｡
審査の上､ 掲載される際は氏名及び所属都道府県歯会もあわせて
明記されます｡

締切日 平成29年11月24日(金) 必着
送付先 日本歯科医師会 広報課 kouhou8020jda@jda.or.jp
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９月１日(金) 午後６時40分より､ 恒例のボ

ウリング大会が玉名市の司ボウルにて開催され

た｡ 今年は会員およびスタッフとその家族含め

総勢80人近い参加があり､ たいへん盛り上がっ

た｡ ��会長の始球式で大会がスタート｡ ボウ
リング大会の表彰式では､ 個人団体上位３位の

他､ キリ番賞や敢闘賞､ ブービー賞など多彩な

賞品が用意された｡ 各レーンでは普段の診療に

負けない位の真剣バトルが繰り広げられた｡ 大

会成績は以下の通り｡

[個人の部]
優 勝：ウラシマジュンコ (たかさき歯科医院)

準優勝：トガミアケミ (大林歯科診療所)

３ 位：タボリソウタ (さかい歯科医院)

[団体の部]
優 勝：もり歯科医院

準優勝：大林歯科診療所

３ 位：たかさき歯科医院

ゲーム後の懇親会では永年勤続スタッフへの

表彰式およびボウリング大会の表彰式が行われ

た｡ 永年勤続表彰は勤続20年６人､ 15年１人､

10年２人､ ５年７人の計16人のスタッフに対し��会長より表彰状と記念品が授与された｡

―ボウリング大会―

������������玉名郡市歯科医師会

その後､ 会長､ 副会長､ 専務理事､ 常務理事

がそれぞれ自腹で用意した豪華賞品をめぐって

ジャンケン大会も行われ､ 神崎会員の名司会も

相まって大盛り上がりであった｡ 普段頑張って

くれているスタッフへの慰労が目的であるこの

大会が今後さらに内容を充実しながら開催でき

るよう､ 会員一同さらに精進していくことを誓

い合った｡

(月精 秀和)

大盛り上がりのボウリング大会

� � �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

田中 穣 先生
平成29年10月３日 ご逝去 82歳�郡 市 名：上益城郡�入会年月日：昭和35年12月26日



熊歯会報Ｈ.29.11

11

������ �����������
宇土郡市 中野 貴夫

カット｡ 結果的にはこの作品にカルチャーショッ

クを受けてしまい､ その後の映画に対するス

タンスのみならず人生観に少なからず影響を

受けることになった (主演のJOHN RURIE

の悪ガキぶりや ､ いとこ役のESZTER

BALINTの人に媚びない粗雑な女キャラに

も惹かれたものです！)｡ 学校でもＯ君と何

かにつけいろいろ語り合った (JOHNが履い

ていたALL STARについてとか)｡

これがきっかけとなってミニシアター系の

映画館に通うようになり､ 関連して WIM

WENDERS や AKI KAURISMAKI にも親

しみ､ 邦画も含め枝葉が広がっていった｡

当時はまだ VHS が全盛で､ 携帯やネット

も普及前､ 情報の量も入手手段も乏しい時代

だったが､ 今ではスマホで簡単に情報検索で

きるようになり､ Blu-ray等の映像ソフトも

充実している｡ だが実際に劇場のスクリーン

でこれらの映画に出会えたことは幸運だった

し､ あの時誘ってくれたＯ君に感謝している｡

あれから20年余､ Ｏ君は今では母校附属病

院の診療科長で活躍中で､ 私は故郷の町で開

業医となった｡ またいつか二人でギンレイホー

ルに行く機会があれば､ 果たしてあの時のリ

ベンジはなるだろうか｡

次回は宇土郡市の近藤俊輔会員にお願いし

ます！

大学２年の時､ 同級生のＯ君に映画に誘わ

れた｡ Ｏ君は二つ年上だが入学時から仲良く

している友人の一人で､ 洋楽に詳しかった｡

大好きなTOM WAITS が出演している作品

ということで､ 当時洋楽に疎かった私だが､

映画は好きだったので付き合うことにした｡

場所は大学から飯田橋駅を挟んで歩いて５

分ほどのところにあるギンレイホール｡ 建物

の入口横には成人映画のポスターが目立って

いるが､ そちらは地下階の別劇場で､ 地上階

が名画座として老舗の映画館であった｡ 丁度､

JIM JARMUSCH 作品を特集上映していて､

Ｏ君のお目当は DOWN BY LAWという作

品だった｡

劇場内に入るとまず他の客の雰囲気が我々

学生風情とは明らかに一線を画しているのに

気づいた｡ 男女を問わず皆さんそれぞれ服装

もシャレていて落ち着いた感じだ｡ 一言で言

うとカッコイイ大人達ばかりなのである｡ こ

の映画は何か特別なのか？とＯ君と顔を見合

わせた｡

上映中にところどころシーンやセリフに対

して周りから笑いが起きたりしても､ 僕等に

はうけている意味が解らなかったりして､ 二

人顔を見合わせて苦笑いする始末である｡ 映

画自体は楽しめたのだが､ 何よりもあの観客

達の印象が強く残った｡ 近くの喫茶店で ｢今

日はショックだったね｡ あの人達みたいにちゃ

んとこの映画を楽しめるカッコイイ大人にな

らないとな｡ まだまだ経験 (勉強) 不足だね､

いつかリベンジしようよ｡｣ などと二人で反

省したものだった｡

果然この監督にも興味を持ったので､ 翌日

も二人で出かけた｡ 作品はSTRENGER

THAN PARADAISE｡ 同監督の出世作であ

る｡ 当然客層も昨日と同じ､ 今回は常連を気

取って座席に座った｡ 印象的なJay Hawkins

の音楽に始まり､ 淡々としたセリフにストー

リー展開､ 暗転をはさんだワンシーン､ ワン



熊歯会報 Ｈ.29.11

12

第第１１種種会会員員
河端 憲彦
(カワバタ ノリヒコ)

熊本市東区尾ノ上2-27-7

河端歯科
Nori-Dental office

①小児歯科・咬合育成､ 接着治療 (ダイレ
クトボンディング・セラミックレストレー
ション)､ 予防
②来院される一人一人が自らの意志で治療
や予防の手段を選択し自ら健康へのアプ
ローチを行える｡ その情報や動機､ きっ
かけを与えることのできる医院｡ 可能性
を追求できる診療｡
③全ての原因に着目し､ 治療に頼る前の段
階のプロセスをしっかりと行う｡ あたり
まえのことをあたりまえ以上の精度と熱
意で行うことでしょうか｡
④頑張ります！

神戸 浩
(カンベ ヒロシ)

上益城郡御船町御船937-2

かんべ歯科クリニック

①加速化する高齢化問題｡
②昨今超高齢化が進み､ 来院される患者に対
し､ ついつい口腔内だけの疾患に着目し診
療に携わりがちだが､ 全身を含め､ 口腔内
疾患がもたらす関連器官への影響を踏まえ
ながら歯科診療に従事していきたい｡

③開業約130年と歴史のある医院ですが､ 海
外での学会にも積極的に参加し､ 常に新し
い情報を吸収する事を忘れないように心掛
けています｡

④口腔機能の改善をはかることにより､ 患者
一人一人のQOLをいかに向上させる事が
できるか､ 日々心がけながら毎日の診療に
携わって行きたい｡

①今もっとも関心のあることを教えてください｡
②自分が希望する歯科診療とはどのようなものだとお考えですか｡
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｡

会 務 報 告 自 平成29年８月18日
至 平成29年９月24日

所管 日付 摘要 出務者

総 務

８月19日

都道府県災害・警察歯科担当理事連絡協議会 (日歯会館) 牛島専務理事

第16回警察歯科医会全国大会 (日歯会館)
浦田会長､ 渡辺副会長､ 牛島専務理
事

阿蘇郡市歯会臨時総会懇親会 (東急REIホテル) 小島副会長､ 田上常務理事

22日

第４回理事会
【承認事項】
(１) 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼 (２) 新入会員の承認
(３) 役員改選に伴う熊本法務局への理事及び代表取締役変更登記手続の完了
【議 題】
(１) 平成30年度地域医療介護総合確保基金 (介護従事者の確保) に係る新規事業の提案募集
(２) 第17回警察歯科医会全国大会における宿泊等斡旋業者の選定
(３) 各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議の次第及び役員出席者 ほか

浦田会長他全役員

24日 静岡県浜松市歯会における熊本地震支援活動報告会 (浜松市) 牛島専務理事



熊歯会報Ｈ.29.11

13

所管 日付 摘要 出務者

総 務

26日

月次監査
(１) ７月末会計現況監査

中嶋・西野監事

県放射線技師会創立70周年記念祝賀会 (熊本テルサ) 伊藤副会長
愛媛県歯会創立110周年招宴 (松山市) 浦田会長

27日
第27回六県対抗親善野球大会 (県民総合運動公園) 渡辺副会長
愛媛県歯会創立110周年記念式典・祝賀会 (松山全日空ホテル) 浦田会長

29日 支払基金審査委員会懇談会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田会長

30日
第１回財務検討臨時委員会
(１) 正副委員長の選任 (２) 委嘱状伝達 (３) 委員会への諮問書提出 ほか

菅原委員他吉永顧問を除く全委員､
浦田会長､ 渡辺副会長､ 牛島専務理
事､ 八木常務理事

31日

第１回県後発医薬品安心使用・啓発協議会 (熊本テルサ) 八木常務理事
第５回警察歯科医会全国大会準備委員会
(１) 大会プログラム及びシンポジウム (２) 来賓出席依頼､ 講師派遣依頼
(３) 第17回警察歯科医会全国大会実行委員会

小島委員長､ 上田副委員長他全委員

９月４日 三師会懇談会 (熊本市)
浦田会長､ 小島・渡辺・伊藤副会長､
牛島専務理事､ 椿常務理事､ 澤田事
務局長

５日
在宅医療の推進及び医療と介護の連携に関する意見交換会
(１) 体制・システム (２) 現場・サービス (３) 人材確保・育成 ほか

小島・伊藤副会長､ 牛島専務理事､
田上常務理事､ 松本・宇治理事

６日

第791回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長
第５回常務理事会
(１) 共催名義の使用依頼 (２) 会員からの歯科器材ＰＲ用リーフレットの定期便への同封依頼
(３) 任期満了に伴う熊本県警察歯科医会役員 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

９日
佐賀県歯会新会館内覧会 (佐賀県歯会館) 澤田事務局長
佐賀県歯会創立100周年及び新会館落成記念式典・祝賀会 (佐賀県歯会館・ホテルニューオー
タニ佐賀)

浦田会長

11日 県歯と熊本市歯との役員合同懇談会 (熊本市) 浦田会長他全役員

12日
防災功労者防災担当大臣表彰式・懇談会 (東京・中央合同庁舎) 浦田会長､ 牛島専務理事
㈱グリコとの打合せ
(１) むし歯予防全国大会の景品

渡辺副会長

13日

中規模歯科医師会連合会 (アルカディア市ヶ谷) 浦田会長､小島副会長､牛島専務理事
中小企業等グループ補助金事業実績報告書に係る説明会
(１) 事業実績報告書の提出に関する説明
参加者：57名

八木常務理事､ 宮井理事

14日
第186回日歯臨時代議員会 (日歯会館) 浦田会長､小島副会長､牛島専務理事
日歯役員就任披露パーティ (東京・ホテルニューオータニ) 浦田会長､小島副会長､牛島専務理事

15日
平成30年度の地域医療介護総合確保基金新規事業ヒアリング
(１) 熊本県からのヒアリング説明 (２) 新規事業個票の説明 (３) 質疑応答・意見交換

小島・伊藤副会長､ 牛島専務理事､
田上・椿常務理事､ 宇治理事

19日
第６回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 第３種会員が資格条件に該当しなくなった場合の取り扱い
(３) 平成29年度二地区役員連絡協議会の提出協議題 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

20日 歯科医師国民年金基金代議員会 (日歯会館) 牛島専務理事
24日 県医師会新会館内覧会・落成記念祝賀会 (県医師会館・ホテル日航熊本) 浦田会長

学 術 ８月18日
学術委員会
(１) 九州各県学術担当者会提出協議題回答作成 (２) 10／29㈱モリタ共催学術講演会

井上理事､ 馬場委員長他全委員

社会保険

８月26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) 各郡市社会保険担当者会 ほか

椿常務理事､ 田中理事､ 桐野委員長
他12委員

各郡市社会保険担当者会議
(１) 各郡市との連携及び個別指導対策 (２) 保険請求110番

小島副会長､ 椿常務理事､ 田中理事､
桐野委員長他全委員

社会保険個別相談会
相談者：１名

椿常務理事､ 桐野委員長他７委員

30日 宇土郡市歯会社保研修会 (宇土市民会館) 田中理事

９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

14日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 渡辺・舩津委員

22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) シニア倶楽部社保研修会 ほか

田中理事､ 桐野委員長他12委員

地域保健

８月18日
生活歯援プログラム検討会
(１) 生活歯援プログラム歯科衛生士向け研修会の反省

渡辺副会長､ 田上常務理事､ 赤尾理
事他２委員

21日
センター・介護､ 地域保健合同委員会
(１) 平成29年度九州各県地域保健担当者会

田上常務理事､ 赤尾理事､ 郷原委員
長､ �水間副委員長

23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 (株式会社フォーネストガス)
受診者：６名

歯科衛生士１名

24日
健康づくり講演会・活動実践報告会 (南阿蘇村役場) 田上常務理事
青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町)
健診者数：10名

三森会員

29日
第１回笑顔ヘルＣキャンペーン打合せ
(１) 笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベントの実施 (２) ヘルＣ写真コンクールの実施

竹下・赤尾理事

31日
青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町)
健診者数：10名

三森会員

９月２日

各郡市地域保健担当者会
(１) 地域保健委員会の流れ (２) 平成28・29年度の各郡市事業報告
(３) 歯と口の健康週間事業 ほか

渡辺副会長､ 赤尾・宇治理事他全委
員

九州口腔衛生学会幹事会 (佐賀県歯会館) 田上常務理事
３日 九州口腔衛生学会総会 (佐賀県歯会館) 田上常務理事
13日 全国健康保険協会熊本支部第１回健康づくり推進協議会 (熊本大学) 赤尾理事
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所管 日付 摘要 出務者

広 報

８月21日
広報小委員会
(１) 会報９月号第２校校正 (２) 今後の会報作成等日程

竹下理事､ 永廣委員長他２委員

９月８日
広報小委員会
(１) 会報10月号編集・第１校校正

竹下理事､ 永廣委員長他３委員

19日
広報小委員会
(１) 会報10月号第２校校正 (２) 今後の会報作成等日程

竹下理事､ 永廣委員長他２委員

学校歯科

８月18日 第56回県学校保健研究協議大会 (天草市民センター) 河原委員長
19日 九州地区学校歯科医会役員連絡協議会 (佐賀県歯会館) 大林理事､ 田畑委員
23日 第７回日学歯理事会 (日歯会館) 大林理事
30日 日学歯広報委員会 (日歯会館) 大林理事

９月５日
学校歯科医員会
(１) くま歯キャラバン隊 (２) 日学歯加盟団体BOX

大林理事､ 河原委員長他全委員

13日 第８回日学歯理事会 (日歯会館) 大林理事

15日
第39回むし歯予防全国大会打合せ
(１) 抄録 (２) 第３回実行委員会報告・協議事項 (３) 大会参加者 ほか

渡辺副会長､ 大林理事

20日 日学歯第93回臨時総会 (日歯会館) 渡辺副会長､ 大林理事
21日 県PTA共済審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事

医療対策

８月30日
医療対策小委員会
(１) 日常臨床と法の製本(改訂) (２) 医療事故報告書と医事紛争報告書の改訂 (３) 同意書

永松理事､ 岡田委員長他２委員

９月13日

医療相談 永松理事
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 日常臨床と法､ 各種報告書および同意書等の改訂
(３) 医療対策講演 ほか

永松理事､ 岡田委員長他全委員

21日
医療対策小委員会
(１) 手術 (主に抜歯) 時の同意書作成

永松理事他３委員

センター・
介護

８月21日
センター・介護､ 地域保健合同委員会
(１) 平成29年度九州各県地域保健担当者会

松本理事､ 平井委員長､ 太田副委員
長

23日 県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進部会 (ホテル熊本テルサ) 小島副会長

25日
熊本市・熊本市歯会との口腔保健センター運営会議 (ウェルパルくまもと)
(１) 口腔保健センターの運営

小島副会長､ 田上常務理事､ 松本理
事他

26日
口腔保健センター運営打ち合わせ
(１) 専任医師､ 歯科医師 (２) センター受付 (３) センター運営

小島副会長､ 松本理事他２名

28日
委託事業打合せ
(１) 多職種連携に係る研修会

松本理事､ 菊池郡市・�木会長､ 南
川理事､ 坂本歯科衛生士

９月２日
日本老年歯科医学会 (松本歯科大学)
(１) ミールラウンド (２) 在宅歯科従事者アドバンスコース事前打ち合わせ

松本理事

６日
センター・介護小委員会
(１) アドバンスコース (２) 口腔保健センター運営

田上常務理事､ 松本理事他２委員

９日
“他職種でつなげる食支援”アドバンスコース (第１回)
長崎大学医学部保健学科 (理学療法士) 神津玲教授
受講者：41名

小島副会長､ 松本理事､ 平井委員長
他６名

15日 第23回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 (１日目) (幕張メッセ) 松本理事
16日 第23回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 (２日目) (幕張メッセ) 松本理事

厚生・医療
管理

８月18日
厚生・医療管理小委員会
(１) 合同就職説明会 (２) シニア倶楽部 (３) 九州各県医療管理担当者会 ほか

宮井理事､ 池嶋委員長､ 工藤副委員
長

９月12日
厚生・医療管理委員会
(１) 合同就職説明会考察 (２) 健康診断 (３) シニア倶楽部 ほか

八木常務理事､ 宮井理事他全委員

総務・医療
連携

８月25日
総務・医療連携小委員会
(１) がん・回復期医科歯科連携現状報告 (２) 回復期各報告書類検討
(３) ９／９シンポジウム ほか

伊藤副会長､ 宇治理事

９月１日 第40回熊本市民病院・病診連携懇談会 (パレアホール) 牛島専務理事
５日 第１回県がん診療連携協議会 (熊大附属病院) 浦田会長

９日
歯科医科連携キックオフ・シンポジウム
演 者：機能病院古川由美子歯科衛生士､ よしむらクリニック吉村良平院長､ 田上常務理事
受講者：122名

渡辺副会長､ 牛島専務理事､ 田上常
務理事､ 宇治理事､ 三森委員長他全
委員

12日 県がん診療連携協議会幹事会第33回相談支援・情報連携部会 (熊大附属病院) 宇治理事

16日
がん医科歯科連携登録歯科医のための全国共通ナショナルテキスト講習会
受講者：９名

伊藤副会長､ 宇治理事

20日 第１回県脳卒中医療推進検討会議 (県庁) 伊藤副会長

学 院

８月20日
第３回学院体験入学
参加者：38名

26日 合同就職説明会打合せ
宮井理事､ 池嶋委員長､ 工藤副委員
長､ 牧委員

27日
合同就職説明会
参加事業所：63事業所
参加者：94名 (聴講者：延べ398名)

伊藤学院長､ 林副学院長､ 工藤副委
員長､ 坂田・宮本委員

９月14日
臨床実習指導歯科衛生士研修会
歯科衛生過程に関する研修会
出席者：歯科衛生士出席者：実習施設指導担当者34名､ 口腔センター歯科衛生士６名他

伊藤学院長､ 渡辺副会長､ 牧・林副
学院長､ 弘中教務部長､ 上村教務委
員

国保組合

９月２日

九歯連会計監査 (ニューオータニ佐賀) 浦田理事長
九歯連役員会 (ニューオータニ佐賀) 浦田理事長

全協九州支部総会・役職員研修会 (ニューオータニ佐賀)
浦田理事長､ 上野副理事長､ 塩山・
宮�係長

５日 全協第１回事務 (局) 長研修会 (東京・全国町村会館) 田尻課長補佐

20日
第２回国保理事会
(１) 高齢者健康対策事業 (２) 平成29年度九歯連協議会講師依頼
(３) 健康診断における歯科項目

浦田理事長他５名役員

21日 全協理事長・役員研修会 (アルカディア市ヶ谷) 浦田理事長



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。

　先日幼稚園の運動会に出かけました。「大玉
ころがし」という競技の写真です。親と子供が
一緒になって、大玉を転がす姿はとても微笑ま
しく感じさせてくれます。

（Ｎ・Ｙ）
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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熊本県歯科医師会

Kumamoto Dental Association
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熊本県歯科医師会

6日（水）

20日（水）
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