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熊本県歯科医師会

Kumamoto Dental Association

安心・安全歯科医療推進制度
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　歯科衛生士学院の講師を務めだして早４年が過ぎました。今年も午前中休診にして卒業式
に参加してきました。社会へ巣立っていく卒業生の希望に満ちた姿に感動し、両親をはじめ学
院長以下諸先生方へ対する感謝とお礼の言葉に涙しました。私自身も心洗われる気持ちになり、
初心に戻ります。
　現在私たちの職場でのスタッフ不足は、深刻な問題です。複数同時期の結婚など誠におめ
でたい話なのですが、次のスタッフ確保の悩みがついてきます。
　歯科衛生士学院では学院長が掲げる「日本一厳しく指導する方針」のもと、毎年歯科衛生
士の原石を送り出しています。
　どうか先生方も歯科大学卒業当時のわが身を振り返ってみてください。社会に出て、臨床で
繰り返し治療し、技術や人間性を実地経験により向上させてきたのではないでしょうか。
　卒業したばかりの学院生たちも同じです。基本的な印象材やセメントの錬和、スケーリング
なども先生方の医院に就職してから腕を磨いてゆくのです。どうぞ、最初から愛情を持って指
導いただき、原石を磨いて各自の個性を伸ばし、自信に溢れ光り輝く宝石にしてあげてください。
歯科衛生士という仕事に「やりがい」を抱かせることができれば現役を一度離れても、将来
社会のために再就職する数も自ずと増えることでしょう。
　スタッフ不足を嘆く前に、新人育成に力をいれ明るい歯科界に少しでも近づけられたら良いと
思います。
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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。

桜の名所、菊池城山公園。
桜並木を散策出来ます。
高台から眺める景色は見事です。

（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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昨年７月より九州地区代表として日本学校歯科医会 (以下､ 日学歯) の理事を拝命させて

頂き､ 月に１～２回ほど上京し日学歯の会務に励んでおります｡ 私の担当は広報担当理事で

すが右も左も分からず､ 頭のめぐりが緩慢な私は四苦八苦しながらも何とか周りの諸先輩に

助けられて奔走しています｡ 今は徐々にではありますが慣れてきて､ ４月に発刊する広報誌

を担当する様になりました｡ 今回は ｢日学歯 かわら版｣ と題して､ 平成30年10月25日に行わ

れる第68回全国学校歯科医協議会の開催地“鹿児島”の観光特集と鹿児島情報グルメを掲載

し､ 平成30年12月６～７日に開催される第82回全国学校歯科保健研究大会の開催地“沖縄”

の特集などを盛り込んだ御当地紹介をしています｡ その他に日学歯に存在する多くの委員会

のうち ｢広報委員会｣､ ｢口腔機能健全育成委員会 (学術委員会)｣､ ｢普及委員会｣､ この三つ

の委員会の活動内容を携わっている方々の顔写真入りで御紹介しています｡ たまには面白く

可笑しい広報誌があっても良いのではないか､ 皆様が日学歯をもっと身近に考えて頂ければ

との思いで作ってみました｡ ４月にはお手元に届くと思います｡

しかし､ その前に皆様は日学歯の会員に登録されているでしょうか？本会会員数は917名

(平成30年２月現在) いらっしゃいますが､ その中で､ 学校歯科医は (保育園幼稚園・小中

学校・高等学校・特別支援学校・私学等含む) 650～700名はいらっしゃると思われます｡ 詳

しくは近いうちに調査を行いたいと考えています｡ ですが今現在日学歯の会員になって頂い

ている会員は､ 226名です｡ そうです､ 半分にも満たないのが現状です｡ 最初に入会して頂

くと色々な資料 (生きる力を育む等の著書､ 学校健診時の必要なDVD､ 機関誌発刊等) ５

千円以上分が送られてきます｡ その資料をもとに学校保健委員会やその他の講演会などで御

使用願えれば幸いです｡ 良くある質問です､ ｢私は日学歯の会員であるのか？｣ 分からない

時は本会に御連絡頂くか､ 日学歯に直接御連絡ください｡ もし入会されて無ければ､ 入会用

紙をお送り致します｡ お待ちしています｡

他に日学歯には学校歯科医生涯研修制度があります｡ 全ての学校歯科医が歯科医師として

専門性を活かしながら教育者としての資質を備え､ 積極的に学校歯科保健活動を推進し､ 生

涯にわたってその資質の維持と向上を図り幼児､ 児童生徒及び教職員の歯・口腔の健康増進

に貢献することを目的としてこの事業を行います｡ 今は ｢基礎研修｣ ｢更新研修｣ ｢専門研修

(実施主体は日学歯)｣ があり､ そろそろ更新の時期がやってきます｡ 平成30年度の事業で行

うように計画しています｡ 皆様御参加の程よろしくお願いいたします｡ 学校歯科は皆様方の

御協力のもと成り立っています｡ 私も新しい情報がいち早く発信できるように頑張って参り

ます｡
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―第10回理事会―
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２月27日(火) 午後７時より県歯会館におい
て､ 浦田会長他全役員､ 宮本代議員会議長と
武藤代議員会副議長の出席のもと開催された｡
１. 開会：小島副会長
２. 挨拶：浦田会長

本日は３月の代議員会に向けての理事会と

なり､ 代議員会の議長・副議長にもご出席い

ただき慎重審議をよろしくお願いいたします｡

２月17日(土) の九地連協議会について､

役員の先生方には大変お世話になりました｡

他県の先生方から歓待に対する御礼の言葉を

次々といただきましたのでご報告いたします｡

診療報酬改定については＋0.69％の改定率

で､ 現在､ 通知・通達の最終段階で点数等も

ほとんど決まっていると認識しております｡

全てが決定されないと確かな事は言えません

が､ 今までとは違うところにも点数の貼り付

けがなされていると聞いております｡ 日歯を

はじめとしていろいろと努力をされた結果だ

と思っています｡

今回の診療報酬改定を機に歯科の方向性と

いうのが新たな一歩を踏み出していくと思いま

すし､ 昨年の骨太方針2017に歯科保健医療の

推進という項目が入りました｡ そこで､ 当日資

料として､ 厚労省の歯科口腔保健推進室が省

令室に昇格したということで､ 我々がよくわか

らない行政のシステムを､ 島村大参議院議員が

わかりやすくまとめたものを配付しました｡ 今

回､ 厚労省の歯科口腔保健推進室の省令室昇

格がいかに画期的なことであるかをご理解いた

ければと思います｡ 現在､ 歯科界には追い風が

吹いており､ 帆に風をいっぱい受けて確かな進

みに繋げるために我々も頑張っていかなければ

ならないと思いますので､ ご協力の程よろしく

お願いいたします｡

先日冬季オリンピックが終了しました｡ 今回

は素晴らしい結果となり､ 国民も大変喜んで次

の東京オリンピックにこの流れをどう繋げてい

くかとの話になっております｡ 努力をしてメダ

ルに繋がった選手もいれば､ 結果が出なかった

選手もいます｡ 努力が報われたのか報われなかっ

たのかという話になりますが､ ある名言に ｢満

足は努力の中にあって､ 結果にあるものではな

い｡｣ とあります｡ 要するに結果に満足するの

ではなく努力したことに満足するという意味で

ありますが､ そうは言うものの今回のオリン

ピックでも､ どんなに努力しても結果が伴わ

ないと評価をされないという一面もあり､ 非

常に難しい問題である思います｡ 我々執行部

も結果を出さないと会員の先生方からご納得

いただけない点があると思います｡ 努力だけ

でもだめですし､ 結果に満足するだけでもだ

めだと思います｡ 冬季オリンピックが終わり､

私自身こういう胸中になりましたので､ 役員

の先生方におかれましても共感していただき､

会の運営にあたっていただければと思います｡

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：１月22日～至：２月22日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ 各郡市会長･

専務理事連絡会議､ 九地連協議会､

熊本地震報告書打合せ

地域保健：熊日いきいきライフフェア打合せ

医療対策：医療相談苦情事例

センター・介護：県委託事業

総務・医療連携：保険医協会との医科歯科連

携企画会議
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学 院：入学試験

国保組合：通常組合会

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�緒方 義昌 会員 (終身／熊本市)

平成30年１月29日付､ 自己都合のため

２. 表彰�平成29年度熊本県知事表彰／
若江 秀敏 会員 (水俣・芦北郡市)

表彰式：平成30年３月14日(水)

於：県庁�叙位／故 澤田 稔 会員 (八代)

正六位 平成29年11月26日付

３. 在宅歯科医療連携室に関する県のラジ

オ広報

在宅歯科医療連携室について県民に周

知するため､ ３月13日(火) に県のラジオ

広報 (ＲＫＫ ｢ふれあいくまもと｣､ ＦＭ

Ｋ ｢県庁ダイアリー｣)において放送される｡

４. 災害歯科医学書

災害時の歯科保健医療を学ぶためのテ

キストである同書で､熊本地震時の被災者

に対する歯科支援活動が掲載されている｡

５. 糖尿病・歯周病医療連携活動

田上常務理事より､ 糖尿病・歯周病医

療連携活動に関して説明する際に基調と

している資料について紹介がなされた｡

６. 終身会員への種別変更

県歯は70歳以上で在籍年数が30年以上

の会員21人が該当する｡ 日歯は該当会員

なし｡

７. 80歳以上の終身会員

該当会員９人が､ 本会会費・負担金免

除､ 日歯福祉共済保険料納付義務終了と

なる｡

８. 歯科用水銀・アマルガムの処分に関す

る会員への通知

水銀による環境汚染防止に関する法律

が施行されたことに伴い､ 歯科用水銀・

アマルガムを管理しているものは国に年

１回定期報告を行わなければならず､ 報

告を怠ると罰金が科せられることになっ

た｡ それらの内容と未だに歯科用水銀・

アマルガムを処分していない場合の速や

かな廃棄処分について､ ３月の全会員発

送時に同封し通知する｡

９. 事業実施報告書�12月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

10. １月末会計現況

11. その他�厚労省の歯科口腔保健推進室の昇格
今までは訓令室扱いであったが､ 平

成30年度より省令室に昇格した｡ 歯科

界の意向がより政府に伝わりやすくな

ると思われる｡�都道府県会長会議報告
日歯が映画を製作することとなり､

来年春に上映される予定である｡�介護給付費の請求
国保連合会より各医院へ通知された

｢平成30年４月以降の介護給付費等の

請求について｣ はわかりやすくまとめ

た文書を､ ３月の全会員発送時に同封

する｡

７. 連絡事項：
１. ３月行事予定

８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]

久貝 喜太郎 (第１種／八代) の入会

を承認した｡

※29年度入会状況 (２月末現在)：第１

種・13人､ 第２種・７人､ 第３種・９

人､ 第４種・２医療機関

２. 名義後援の使用依頼 [承認]�熊本小児歯科懇話会81回例会／
熊本小児歯科懇話会 (継続承認)

３. 関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼 [承認]�ブルーサークルメニュー認定委員／
ＮＰＯ法人ブルーサークル2050

赤尾 浩彦 理事

就任年月日：平成30年２月１日

９. 議題：
１. 抜歯同意書の記載内容に関する確認

[承認]

理事会等で出た意見を踏まえて修正を

行い､ 最終版を次回以降の理事会に再度

提出することとした｡
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２. 地域医療介護総合確保基金事業及び県

との委託・補助事業に係る要望 [承認]

現在､ 事業によっては委託契約日が遅

く､ 短期間で事業を遂行しなければいけ

なくなり､ 十分な成果が表われていない｡

委託契約等の手続きを現状より早期に開

始してもらうよう要望した県知事宛ての

文書を､ ２月９日に県健康福祉部長と面

談する際に手渡した旨を了承した｡

３. 学院設置運営規程の一部改正 (案)

[承認]

原案どおり承認した｡

４. 学院教育課程編成委員会規程 (案) の

制定 [承認]

原案どおり承認した｡

５. 学院学校評価実施規程 (案) の制定

[承認]

原案どおり承認した｡

６. 平成29年度県委託 (補助) 事業に係る

予算 [承認]

在宅歯科医療連携室整備事業､ ヘル歯ー

元気8020支援事業､ 介護者歯科実技研修

事業並びに障がい (児) 者口腔ケア地域

リーダー育成事業の予算明細書案につい

て承認した｡

７. 平成29年度熊本地震対策事業収支予算

書 (案) [承認]

原案どおり承認した｡

８. 平成29年度会計収支補正予算 (案)

[承認]

原案どおり承認した｡

９. 役員等選挙規則の一部改正案の再提出

[承認]

理事及び監事の選挙において､ 定数内

の立候補の場合は投票用紙による投票は

行わず挙手による投票を行うことができ

る旨の改正案で一旦理事会にて承認され

たが､ 各郡市会長・専務理事連絡会議等

において､ 挙手による投票について異論

が多かったため今回は現行条文どおりと

し､ 第16条の無効投票の箇所の条文につ

いてのみの改正案を３月の臨時代議員会

へ提出することとした｡

10. 会長予備選挙及び役員等選挙実施要領

の一部改正をするか否か [承認]

そのまま一部改正を行うこととした｡

11. 平成29年度臨時代議員会日程資料 [承

認]

原案どおり承認した｡ 追加・訂正等あ

れば､ 28日(水) 午前中までに事務局へ

連絡することとした｡ なお､ 協議では､

会費並びに終身会員の条件見直し､ 学院

校舎の増築検討､ 後期高齢者歯科健診事

業の受診率向上の３題について､ 代議員

の意見を聴取する｡

12. 平成29年度臨時代議員会会務報告 [承

認]

原案どおり承認した｡ 追加・訂正等あ

れば､ 28日(水) 午前中までに事務局へ

連絡することとした｡

13. 平成29年度臨時代議員会タイムスケジュー

ル [承認]

原案どおり承認した｡

14. 県警察歯科医会の組織形態及び大規模

広域事故事件及び地震災害等緊急出動に

関する規程の見直し [承認]

県警察医会の解散に伴う規程の見直し

を先行して行い､ 組織形態の見直しは８

月に警察歯科医会全国大会が本県担当で

開催されることから､ それまでは現行の

ままとし､ その後本格的に変更を検討す

ることとした｡

15. 共済互助死亡給付金受取人未定の場合

の処理 [承認]

福岡弁護士の見解に沿い､ 給付金の請

求権は時効消滅したと取り扱うこととした｡

16. 入院給付申請権の効力消滅後に提出さ

れた申請の給付 [承認]

共済互助規則に沿い特別な事情がある

と認め､ 給付することとした｡

10. 協議事項：
１. 平成31年度地域医療介護総合確保基金

(医療分) 新規事業提案募集

平成30年は５月から７月までが募集期

間となっており､ 各所管において新規事

業のアイデアを検討しておくこととした｡

11. 監事講評：
12. 閉会：伊藤副会長

(広報 竹下 憲治)
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(正六位)

故 �� � 会員
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�� �� 会員�� � 会員�� �� 会員
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防災担当大臣表彰�������� 熊本県高等学校保健功労者表彰�� �� 会員

叙 勲

旭日双光章�� � 会員

旭日双光章�� �� 会員

叙 勲

瑞宝双光章�� �� 会員

瑞宝双光章�� �� 会員

瑞宝双光章�� �� 会員

叙 勲

叙 勲 叙 勲
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２月３日(土) 水俣・芦北会場 (場所：白
梅の杜あつまろう家)､ ４日(日) 熊本会場
(場所：県歯会館４階ホール) にて､ 要介護
者及び介護者に係る医療従事者を対象とし､
くるりーなブラシ考案者の神奈川県茅ケ崎市
開業の黒岩恭子村田歯科医院院長をお招きし
て､ ｢今､ この時だからこそ口腔ケア・口腔
リハビリを！｣ を演題に研修会が行われた｡
３日(土) の水俣・芦北会場では40人､ 熊
本会場では100人の参加で歯科医師・歯科衛
生士をはじめ､ 看護師､ 介護士､ 栄養士､ ケ
アマネージャーなど多くの他職種の方の参加
があった｡
黒岩氏よりこの数年､ 患者さんのいろいろ
な病状の全身症状がより重度化の傾向にあり､
それとともに口腔環境の整備の悪い状況が見
受けられる事が多くなっていると話された｡
この状況は疾病・障害・薬の副作用や認知症
などが口腔に影響し､ 口腔内が乾燥して粘膜
の剥離上皮が粘液や食物残渣と共存して口腔
内に付着し､ 細菌が繁殖しやすい状態となっ
ているとの事だった｡

以上のような状況で苦しんでいる患者さん
を簡単に口腔ケア・口腔リハビリが行えて､
成果があがり維持することができる口腔ケア
の方法を事例を交えて話された｡
後半は､ 相互実習が行われ､ オブラートを
口の中に数枚入れ､ 口腔乾燥状態の患者さん
の口腔内を再現し､ その状況で､ 話す・食べ
ることの困難さ､ 不適切な姿勢での食べづら
さを自分自身で体験してもらい､ その後､ 十
分な水分を含んだモアブラシと保湿剤を併用
しながら､ 口腔内を傷つけないよう清掃し相
互実習を終了した｡
また､ 口腔ケア・口腔リハビリを行う上で､
患者さんの緊張を解く､ リラックスさせるこ
との必要性も重要であることを話された｡
今回の実習は､ 会員や他職種の方も身を持っ
て口腔乾燥状態を体験したことで､ 食事困難
の患者さん､ そして支援される方に対して役
立つことを願いたい｡

(井手 裕二)

����������
―介護者歯科実技研修会―�������

口腔乾燥状態を再現しての相互実習

その１回目として行われた｡
講師は江南病院リハビリテーション科理学

療法士で三学会合同呼吸療法認定士の藤田美
紀男氏をお招きし､ ｢リハビリテーションに
おける多職種連携～理学療法士の役割につい
て～｣ という演題で講演いただいた｡ 歯科医

����������
―第１回回復期病診連携歯科衛生士対象研修会―

１月25日(木) 午後７時30分から県歯会館
３階研修室において回復期病診連携歯科衛生
士対象研修会が開催された｡
平成29年度は､ 回復期病院における口腔ケ

ア等に関する知識､ 技能の習得を目的として
歯科衛生士対象研修会を２回予定しており､

�������
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理学療法の対象とし
て脳卒中などの中枢神
経疾患､ 骨折などの整
形外科疾患 (運動器の
障害)､ 慢性閉塞性肺
疾患などの呼吸器疾患､
糖尿病などの内科的疾
患､ 高齢などによる体
力低下が挙げられ､ 特
に呼吸リハビリテーショ
ンについては理学所見
(実際の肺の動きの動画や聴診器の音) や呼
吸リハビリの実際 (排痰療法) について分か
りやすく､ 時には実技を交えて説明された｡
呼吸リハの前に口腔ケアを行うことにより､
呼吸リハの効果が高まることや誤嚥を防ぐた
めの姿勢についても説明され､ 多職種連携の
重要性を強調された｡

(三森 康弘)

師､ 歯科衛生士､ 看護師等28人が参加した｡
江南病院では平成27年８月から131件の医

科歯科連携事業が行われていることや江南病
院の歯科衛生士の活動の紹介があった｡
今回の講演の目的は､ 地域ケアシステムが

推進されるなか､ 口腔・栄養管理に係る歯科
保健医療において歯科医師・歯科衛生士とと
もに理学療法士がリハビリテーション職とし
てどのように取り組んでいるのか知ってもら
い､ 連携をスムーズにするために相互理解す
ることだと述べられた｡
理学療法の目的は､ 病気､ けが､ 高齢など

何らかの原因で寝返る､ 起きあがる､ 座る､
立ち上がる､ 歩くなどの動作が不自由になる
と一人でトイレに行けなくなる､ 着替えがで
きなくなる､ 食事がとれなくなる､ 外出がで
きなくなるなどの不便が生じたとき､ そのよ
うな日常生活活動 (ADL) の改善を図り､ Q
OLの向上を目指すことだと述べられた｡

分かりやすく実技を交えて
説明される講師

２月10日(土) 午後４時より県歯会館３階
研修室において医療管理講演会 ｢気をつけよ
う！労使問題―Q&Aを交えて―｣ が開催さ
れた｡ 今回の講演会は､ 藤枝雅喜特定社会保
険労務士を講師として招き､ 会員および会員
配偶者を対象に開催され､ 58人が参加した｡
八木常務理事より開会の挨拶があり､ 早速講
演となった｡ 事前に会員より受け付けていた
質問項目に対して､ 藤枝社労士が答えていく
という形式で講演は始まった｡ 具体的な質問
事項については ｢従業員からの突然の有給休
暇の申し出への対応｣ ｢退職前提の賞与払い｣
｢従業員の突然の退職に対する法的な対策の
可否｣ ｢申告による労働基準監督署の監査｣
｢従業員のマイカー通勤途上での事故への対
応｣ ｢人材確保への取り組み｣ ｢執務態度への
注意､ 指導｣ などが挙げられており､ それぞ
れに対して講師が適応となる法律や具体的な
事案で説明された｡ 次に､ 本講演に入って就
業規則を定めることで従業員とのトラブルを
回避する重要性､ また“入口と出口は慎重に！”
というテーマでは従業員雇用時や退職時にお
ける事業主の義務についての話があった｡ 中
には､ 普段の我々ではあまり耳にしないよう
な内容も含まれていたが､ 難しい話を分かり
やすく説明され､ 参加者は真剣に聞き入って

いた｡ さらに､“もう間違えない！ ｢採用面
接｣”というテーマでは普段なかなか聞くこ
とのない採用面接のコツも話され､ 貴重な話
を聞くことができた｡ 最後に質疑応答があり､
宮井理事の謝辞の後に閉会となったが､ 閉会
後も講師へ質問に訪れる会員も多かった｡
昨今問題になりがちな従業員トラブルでは

あるが､ 就業規則を定めたり正しい雇用契約
を交わすことで事業主としてやるべきことを
行えば､ それは双方にとって有益となり､ 従
業員と良好な関係を築くこともできるように
なる｡ 今回の講演内容を実践していくことが
しいては自院の発展へとつながるのでないか
と思える有意義な講演だった｡

(牧 潤一)

����������
―医療管理講演会―

講師の話を真剣に聞く参加者で満席の会場

�������
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２月25日(日) 午前10時より､ 歯科衛生士
対象学術セミナーが県歯会館４階ホールにて
行われた｡ 本田貴子歯科衛生士を講師に招き､
『インプラントメインテナンスを継続させるため
に～患者と歯科医院の役割』 と題して講演が
行われた｡ 同講師は熊本歯科技術専門学校を
卒業後､ 東歯科医院､ 牛島歯科医院､ インプ
ラントセンター九州に勤務されたのち､ 2014年
フリーランスとして独立｡ 現在はdental staff
study group FOCUSを立ち上げ､ セミナー
を開催している｡ 多岐にわたる総合的な視点
から､ インプラントメインテナンスの話が聞
けるとの期待もあり､ 100人の熱心な参加者
のもと盛会に執り行われた｡ 牛島専務理事の
開会の挨拶のあと､ 講演開始となった｡
インプラント治療の成功は､ ｢インプラン
ト治療により患者が得た審美的・機能的な口
腔内を長期にわたり維持すること｣｡ そのた
めには定期的なメインテナンスが必要｡ イン
プラント治療を受けた患者には､ ｢インプラ
ントの病気はインプラントをいれている患者
にしか起こらない｣ ということを伝え､ 的確
な情報を提供し､ 定期的にメインテナンスを
行い､ 管理していくことが重要である｡ 今回
の講演ではインプラントメインテナンスを継
続させていくためのポイントとして､ ①情報
提供 (歯牙喪失の原因と症状､ 天然歯とイン
プラント周囲組織の違い)､ ②患者の役割
(質の高いセルフケアと定期的なメインテナ
ンス)､ ③歯科医院の役割 (診査の方法とメ
インテナンスのポイント) の３点を中心に講
演された｡
まず初めに､ 歯牙喪失の原因がカリエス由
来なのか､ 歯周病や咬合性外傷によるものな
のか把握し､ 患者自身に歯牙喪失に至った原
因を再認識してもらう｡ 次に､ 今後起こりう
る問題を話しあい､ それを予防していくため
に患者自身で行うセルフケアの方法､ 歯科医
院で行うメインテナンスの重要性を理解して
いただく｡ それがインプラントメインテナン
スのモチベーションアップにつながり､ 歯牙

やインプラントの長期安定につながっていく｡
天然歯とインプラントは炎症の進行過程が異
なる｡ 天然歯の場合は健康な結合組織線維が
歯槽骨上に存在するため､ 炎症は早期には進
行しない｡ しかし､ インプラントの場合は骨
と直接結合しているため､ 炎症は早期に進行
する｡ インプラント周囲炎の原因としては､
残留プラークや咬合負担過重 (オーバーロー
ド)､ 糖尿病などの全身疾患や喫煙､ ストレ
スなどがあげられるが､ 余剰セメントによる
インプラント周囲炎も多いとのこと｡ 対策と
しては､ クラウン辺縁からフィクスチャーま
での距離が３㎜を超える場合はスクリュー固
定が推奨される｡
セルフケアでは歯ブラシや歯間ブラシ､ タ
フトブラシ､ デンタルフロスの説明があった｡
本田歯科衛生士のオススメは音波ブラシ (ソ
ニケア推奨) によるプラーク除去とのことで
あった｡
インプラントメインテナンスを継続させて
いくためには､ 医療従事者と患者との信頼関
係を構築すること｡ そのうえでお互いの役割
を明確にし情報共有を確実に行い､ 一つ一つ
のステップを確実に行うことが重要である｡
３時間にわたり講演が行われたが､ 最後ま
で多くの方が熱心に聴講され､ 講演終了後も
講師のもとに長い質問の列ができていた｡ こ
のテーマへの関心の高さが推察された｡

(壽永 旭博)

熱心にインプラントメインテナンスの話をされる講師

����������
―歯科衛生士対象学術セミナー―��
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���������� 郡市会報告

荒尾市歯科医師会

―会員＆家族新年会―

������������
１月12日(金) 午後７時よりホテルヴェルデ
にて荒歯会会員＆家族新年会が行われた｡
これは会員とその家族相互で交流の場を持ち､
親睦を深めていきたいという主旨で2013年に復
活し､ ２年ぶりの開催となった｡
当日はまず参加者全員で記念撮影を行い､ 田
中会長の挨拶､ 坂田顧問のピンチヒッターとし
て福嶋顧問が急遽､ 乾杯の音頭を取るというハ
プニングの後､ 祝宴へと移行した｡
他郡市には負けずと劣らず､ 会員相互の普段
からの交流が長い分､ 奥様同士の懇談の様子､
物怖じしないお子さん相互の元気な様子は ｢会
員家族間の親睦を深める｣ という主旨を充分に
満たす場であり､ 恐らくこういった場だけで無
く日常生活の場でも交流があるのだと思われ､
終始温和な雰囲気で続いた｡
また恒例となったビンゴゲームは例年に無く
商品がバラエティにとんでいたこともあり､ 今

年も多いに盛り上がり､ 最後は馬場副会長の万
歳三唱でお開きとなった｡
終始賑わいを見せた新年会は２年ぶりに見る
会員のお子さんの成長ぶりには毎回驚かされる｡
一方で前回まで参加していたお子さんが受験等
の事情で欠席者が増えるのは２年という時の流
れも感じることができた２時間であった｡

(坂田 輝之)

参加者全員で記念撮影

２月17日(土) 午後３時より､ 県歯会館３階
熊本市会議室にて､ 学術講演会が開催され､ 参
加者は41人だった｡
宮本会長の挨拶後､ ｢歯科医療のパラダイム
シフト在宅歯科医療による食べる機能の維持・
改善｣ と題して､ 徳島大学口腔機能管理学分野
の松山美和教授の講演が行われた｡
最初に超高齢化社会の現状を解説された｡ 現
在の8020達成者は50％以上にのぼり多くの高齢
者の口腔内に歯が残っている状態であるとのこ
とであった｡ 高齢者医療・歯科医療のトピック
スとして､ 筋肉量の低下と筋肉機能の低下が合
わせて存在することをサルコペニアといい､ 近年
では早期介入のポイントである高齢者の中核症状
であるフレイル (虚弱状態)､ オーラルフレイル､
認知症について解説された｡ 現在､ 認知症施策
推進総合戦略として新オレンジプランを推奨さ
れているが､ 歯科外来受診に困難をきたした中
等度以上の認知症患者に対する歯科口腔保健の
取り組みは十分とはいえない｡
後半では､ 基本的な咀嚼､ 嚥下の流れと嚥下
機能低下の状態を動画を交え､ また､ 緊急時対
応を解説された｡

�������������
―学術講演会―

義歯により下顎を安定させることで嚥下をス
ムーズにすることが重要であり､ 歯科医療の意
義がそこにあるとのことであった｡
最後に在宅口腔健康管理の必要性と実際につ
いて､ 口腔ケアを効率的に行う方法とその効果
について詳しく解説された｡
本講演ではこれからの歯科医療において避け
ては通れない高齢者の治療､ 在宅医療において
基礎知識や対応などをわかりやすく説明され､
参加者一同知識の研鑽になったと感じた｡ 講演
は約３時間にわたり行われ､ 最後に大塚理事よ
り感謝状の贈呈を行い､ 講演会を終了した｡

(久木田 大)

詳しく説明される松山教授

熊本市歯科医師会
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２月17日(土)・18日(日) 以前から心待ちに
していた会員旅行の日がやってきた｡
熊本駅に集合し､ 新幹線で鹿児島中央駅へ｡
指宿枕崎線の鈍行に乗り換え｡ 錦江湾をゆっく
り見ながら､ 指宿駅へ到着｡ タクシーで旅館～
吟松～へ｡ 夕食は､ 黒豚など鹿児島ならではの
料理を堪能しつつ飲む酒は格別であった｡ ちょ
うどフィギュアスケートの羽生結弦選手が金メ
ダルを取った日だったので､ テレビを見ながら
の部屋飲みも盛り上がった｡ その後､ 各自温泉
へ｡ ２階の大浴場と９階の露天の展望風呂があ
る｡ 目覚めて､ 朝食前に２階の温泉へ｡ 朝日を
眺めながら入る温泉は最高だった｡ 朝食を終え
ると､ 宿の裏手の砂浜でおいしいコーヒーを堪
能した｡
鹿児島中央駅にもどり､ 全員で駅周辺を散策
した｡ 今年１月13日オープンの西郷どん大河ド
ラマ館を見学｡ 大河ドラマファンには充実の内
容であった｡ 近くの維新ふるさと館も見学｡ こ

―親睦旅行―

�����宇土郡市歯科医師会

ちらは平成６年からある施設であるが､ 歴史的
な展示物が充実して見ごたえがあった｡ 昼食の
うなぎ屋では偶然隣の席になった鹿児島中央高
校出身の先生と話がはずんだ｡ 鹿児島中央駅で
各自お土産を購入｡ 新幹線で熊本駅へ｡ あっと
いう間の２日間だったが､ 会員相互の親睦も深
まり､ 大変有意義な旅行であった｡

(近藤 俊輔)

会員相互の親睦も深まり有意義であった

３月３日(土) プラザホテル天草にて第259回
天歯会学術研修会が開催された｡ 今回は､ 伊東
歯科口腔病院の篠原正徳口腔顎顔面再建・再生
センター長による ｢歯科領域における抗菌薬の
使い方｣ という演題でのご講演であった｡
まず､ 抗菌薬の不適切な使用を背景として､
薬剤耐性菌が世界的に増加する一方､ 新たな抗
菌薬の開発は減少傾向にあり､ 国際社会でも大
きな課題となっているという問題提起から始ま
り､ それぞれの抗菌薬の特徴を解説された｡ そ
のなかで､ 我々が歯科界で多用している第三世
代のセフェム系抗菌薬の薬剤耐性が問題になっ
ていること､ さらにグラム陰性菌に対して効果
はあるが口腔内に多いグラム陽性菌にはあまり
効果がないことには衝撃を受けた｡
次に､ 2016年に作られた抗菌薬適正使用に関
するガイドラインに沿って､ 抜歯等の術後感染
予防抗菌薬と歯性感染症に対する治療抗菌薬は
抗菌薬の選択が異なること､ 薬剤耐性菌に配慮
した使い方が必要なことを解説された｡ 下顎埋
伏智歯抜歯も含め抜歯後はペニシリン系抗菌薬
の２日間のみの投与でよいこと等予防抗菌薬の

使い方や歯性感染症に対しての具体的な抗菌薬
の使い方を詳しく解説され､ ガイドラインの重
要性を再認識させられた｡
その後場所を移し懇親会が開かれ､ ほとんど
の会員が第三世代のセフェム系抗菌薬を使用し
ていることもあり質問が絶えず､ 講演会以上の
白熱した議論が展開された｡ 歯科医師として最
新の情報を日々勉強することの大切さを再確認
できる大変有意義な時間であった｡

(山本 康弘)

�����������
―学術研修会―

天草郡市歯科医師会

抗菌薬適正使用の最新情報を学んだ
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熊本市 坂元 彦太郎

るように見えるが､ オフェンスチーム､ ディ

フェンスチームは完全に別れており､ 攻守の

別があるため野球のようでもある｡

１回のオフェンスシリーズで攻撃権は４回

与えられている｡ 野球が３アウトでチェンジ

になるような感じだ｡ しかしその４回の攻撃

でトータル10ヤード以上ボールを前に進める

ことができればまた新たに４回の攻撃権が与

えられる｡ もし１回の攻撃で10ヤード以上進

んだ場合も新たに４回の攻撃権が与えられる｡

オフェンスチームの前列には相撲取りのよ

うな巨漢が並び､ ボールを投げるクオーター

バック (QB) を守り､ ボールを手渡され特

攻するランニングバック (RB) のために道

を開ける｡ サイドではレシーバー (WR) が

配置されディフェンスとマッチアップしてい

るが一気にビッグゲインを得るべく縦へ斜め

へと作戦で決められたパスコースへと走り出

しQBのパスを待つ｡ パスプレーは決まれば

一気に得点のチャンスが広がるが､ QBの手

を離れ空中に投げられたボールはどちらのボー

ルでもなくフリーになる｡ 相手にインターセ

プトされてしまえばその瞬間攻撃権が入れ替

わる｡ ボールを取った選手の膝がつくかサイ

ドラインを割るまでは前方に走ることができ､

そしてそこから４回の攻撃権を得ることがで

きる｡ 主な得点シーンはボールを確保した状

態で相手のエンドゾーンに侵入できれば６点

【アメフトの人気ぶり】
北米４大プロスポーツリーグにおいて圧倒

的な人気を誇るのがアメフト (NFL) であ

る｡ ２番目に人気のある野球 (MLB) が15

％の支持を得ているのに対しNFLは33％も

の支持を得る人気ぶりである｡ １試合平均の

観客動員数で見てみるとMLBは３万人であ

るのに対し､ NFLは６万8000人､ 一昨年ニュー

スになったので覚えている方も多いと思うが､

Ｊリーグの放映権をダ・ゾーン社が10年､ 2100

億円で獲得した｡ ペイパービューの浸透して

いない日本でそんな大金を回収できるのだろ

うかと思ったものであるが､ アメリカは桁違

い!! NFLは放映権料として年間4000億円の

収入があるのだ!!

【大学アメフトは日本で言う高校野球】
アメリカにおけるアメフトの人気はプロリー

グだけではない｡ 東京ドームの観客収容人数

は55000人であるが､ 例えばUCLAのスタジ

アムは９万2000人､ ミシガン大学に限っては

11万人という収容人数を誇り､ 大学のアメフ

ト部のヘッドコーチの年俸は８億円を超え､

大学リーグ (NCAA) の総収入は1086億円

でＪリーグより稼ぐ｡

日本では昔から野球が人気があり甲子園の

季節になるとどこに行ってもテレビは高校野

球であるし､ 上通のスポーツ店の前でみんな

足を止め､ おらが町の球児たちに声援を送る｡

アメフトも同様にアメリカ人たちは出身大学

の帽子をかぶりスタジアムに足を運び贔屓の

チームに声援を送るのだ｡

【アメフトは野球？将棋？】
前置きが長くなってしまったが､ 簡単にルー

ルを説明したい｡ アメフトは11人で行うスポー

ツである｡ 11人対11人でプレーをする前にオ

フェンス､ ディフェンスそれぞれが作戦会議

(ハドル) を時間内 (NFLは40秒) に行いお

互いのプレーを行う｡ 一見ラグビーに似てい



熊歯会報 Ｈ.30.４

14

なる｡ それならばパスに自信のないQBはRB

にボールを手渡すフェイクを入れて､ 空いた

奥のスペースに作戦通りパスを投げ込めば良

い｡ またはパスシチュエーションであれば､

パスを投げるふりをしてランニングバックに

ボールを手渡すプレーも有効だろう｡ プレー

と同時にデフェンスはビッグゲインを恐れ後

方に下がらざるを得ない｡ アメフトは騙し合

いのスポーツだ｡ たくさんの布石を打ってこ

ちらの術中に陥れていく｡ 子どもの頃に巨人

ファンだった僕は ｢守備固めで一茂だすなよ！｣

｢駒田､ ゴロでも走れよ｡ もう次の試合は出

さんからな！｣ と思ったものだ｡ アメフトは

頭を使うスポーツだからこそ､ 見てる人みん

なを名監督にして一喜一憂させる魅力がある

のだと思う｡

【アメフトは観るスポーツ】
私は大学でアメフトを始め社会人リーグも

含めると10年近くプレーしてきた｡ 今となっ

て言えることはアメフトは観て楽しむスポー

ツだということだ｡ ひどい腰痛と首の痛み､

頭痛にずっと悩ませられている｡ 是非一度テ

レビ観戦してアメフトの魅力に触れていただ

きたい｡

次回は玉名市の國�貴裕会員にリレーしま
す｡

(タッチダウン)､ ボーナスキックが成功すれ

ば１点が与えられる｡ またタッチダウンが難

しい状況で敵陣近くに攻め入っておりキック

が届く範囲であればキックを選択し､ 成功す

れば３点が貰える｡

アメフトのフィールドは縦に100ヤード､

両エンドゾーンをいれても120ヤードだ｡ ゴ

ルフであればピッチングの距離だろうが､ こ

の100ヤードがフィールド上では果てしなく

遠い｡

オフェンスの前列が力自慢であればパスを

する必要もない｡ パスプレーでリスクを抱え

る必要もなく､ RBにボールを手渡しゴリゴ

リと押し込んでいけばよい｡ きっと敵はたま

らずディフェンスを前がかりにしてくるだろ

う｡ そして自慢のランオフェンスは進まなく

｢日歯メールマガジン｣､ ｢県歯メールニュース｣への配信登録のお願い

日歯からは会員への情報公開・伝達サービスの一環として､ メー
ルマガジンを配信しています｡
さらに､ 本会からは主催する講演会情報を中心に､ メールニュー
スを配信しています｡
配信登録は日歯ホームページのメンバーズルームや県歯ホームペー
ジの会員専用ページから可能ですので､ この機会に是非ご登録をお
願いします｡
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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｡

第第１１種種会会員員
久貝 喜太郎
(ヒサガイ キタロウ)

八代市港町５

港町ひさがい歯科

①栄養学､ 再生医療､ 日本と世界の情勢｡
②充分な説明と合意の上で､ お互いが長くつき
あっていけるような関係性を構築すること｡
③ご年齢や生活背景にあわせた､ 治療計画やメ
インテナンスの提案をこころがけています｡
④歯科医療を通じて､ 地域の方々をどんどん元
気にしていきたいと考えております｡ ご指導
ご鞭撻の程をよろしくお願いいたします｡

� � �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

渡� 格 先生
平成30年３月２日 ご逝去 85歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和39年10月１日
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会 務 報 告 自 平成30年１月22日
至 平成30年２月22日

所管 日付 摘要 出務者

総 務

１月23日
安心・安全歯科医療推進制度打合せ
(１) 広報誌活用 (２) チェック項目の再考 (３) 制度見直し

渡辺副会長､ 牛島専務理事､ 井上理
事

24日

㈱シケン取締役社長との面談 浦田会長
第９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) 名義後援の使用依頼
【議 題】
(１) 平成30年度代議員会の開催期日 (２) 第91回日本産業衛生学会の後援及び広告依頼
(３) 会館使用申し込み受付期間外の承認 ほか

浦田会長他松本・赤尾理事を除く全
役員

25日
熊本民事調停協会新年会 (KKRホテル熊本) 前野会員

県体育協会 ｢メディカルチェック事業｣ に係るメディカルチェック判定会
(アークホテル熊本)

渡辺副会長

26日
玉名郡市歯会新年会 (司ロイヤルホテル) 渡辺副会長､ 牛島専務理事

月次監査
(１) １月末会計現況監査

中嶋・西野監事

27日

第２回各郡市会長・専務理事連絡会議
(１) 本会会費並びに終身会員の条件の見直し (２) 役員等選挙の投票方法の見直し
(３) 平成30年度各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議の開催期日 ほか

浦田会長他伊藤副会長を除く常務理
事以上全役員

阿蘇郡市歯会新年会 (熊本市) 浦田会長､ 牛島専務理事

28日 日歯災害歯科コーディネーター研修会 (鹿児島県歯会館)
牛嶋専務理事､ 椿常務理事､ 宮井理
事

29日 九州地方社会保険医療協議会熊本部会 (九州厚生局熊本事務所) 椿常務理事
30日 故八木県医師会副会長告別式参列 (熊本市・島田斎場) 浦田会長
31日 県医療事故調査等支援団体連絡協議会 (ホテル日航熊本) 浦田会長

２月１日
九州管区広域緊急援助隊合同訓練 (アクアドームくまもと) 小島・伊藤副会長
九州管区広域緊急援助隊合同訓練視察 (アクアドームくまもと) 浦田会長

２日
第２回県医療審議会 (県庁) 浦田会長

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：９名

宮井理事

３日
新入会員研修会 (施設基準届出に係る研修会)
受講者：102名 (新入会員23名､ 新入会員以外79名)

浦田会長､ 牛島専務理事､ 八木・椿
常務理事､ 永松・井上・赤尾・田中
理事､ 平井委員長

５日
県監査委員による平成29年度財政的援助団体等監査 澤田事務局長

熊本地震報告書打合せ
(１) 報告書の校正

渡辺副会長､ 竹下理事

７日

第796回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

第15回常務理事会
(１) 役員等選挙規則の一部改正案の再提出
(２) 会長予備選挙及び役員等選挙実施要領の一部改正をするか否か
(３) 平成30年度理事会開催日の変更 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

９日 古閑県健康福祉部長との面談 (県庁) 伊藤副会長

10日
犬塚隆雄先生瑞宝双光章受章祝賀会 (セレクトロイヤル八代) 浦田会長

大阿蘇会平成30年新年会 (ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ) 小島副会長

14日

県体育協会第２回強化専門委員会・第３回スポーツ医科学専門委員会合同会 (ホテル熊本
テルサ)

渡辺副会長

くま歯キャラバン隊 (天草郡市) (天草プラザホテル)
(１) 点数アップの為の保険診療のポイント (２) 介護保険 受講者：22名

田中理事､ 長野委員

15日 県地域医療構想調整会議 (県医師会館) 伊藤副会長

16日
本会事業・会計監査
(１) 平成30年１月末事業・会計現況監査

中嶋・西野監事､ 浦田会長､ 渡辺副
会長､ 牛島専務理事､ 八木常務理事

17日
九州各県会長会 (ホテル日航熊本) 浦田会長､ 澤田事務局長
九地連協議会 (ホテル日航熊本) 浦田会長他全役員

18日 九州各県事務局長連絡会 澤田事務局長

19日
熊本地震報告書打合せ
(１) 報告書の校正

渡辺副会長､ 竹下理事

20日
第16回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 平成29年度県委託 (補助) 事業に係る予算
(３) 平成29年度熊本地震対策事業収支予算書 (案) ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

22日 中規模県歯科医師会連合会 (アルカディア市ヶ谷) 浦田会長､ 牛島専務理事

学 術

１月26日 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会実行委員会 (熊本市) 豊田委員

２月９日
学術委員会
(１) ２／25衛生士対象学術セミナー (２) 安心・安全歯科医療推進制度
(３) 歯科医師臨床研修指導医講習会

井上理事､ 馬場委員長他全委員

15日 第77回医歯連携セミナー (国立病院熊本医療センター) 井上理事
16日 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会実行委員会 (熊本市) 豊田委員

19日
リグロスに関する打合せ (八代市) 井上理事
ビスフォスフォネート製剤に関する打合せ 牛島専務理事
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所管 日付 摘要 出務者

社会保険

１月27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) 点数改定説明会 ほか

椿常務理事､ 田中理事､ 桐野委員長
他12委員

２月５日 レセプトチェックセンター (荒尾市) 相談者：３名 田中理事

９日 第２回県における医療費の見通しに関する計画検討委員会 (県庁) 椿常務理事

地域保健

１月23日 県後期高齢者医療広域連合との打合せ (熊本市) 牛島専務理事

24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 (済生会熊本福祉センター)
受診者：10名

歯科衛生士２名

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) 赤尾理事

31日 くまもと21ヘルスプラン推進委員会 (ホテル熊本テルサ) 赤尾理事

２月５日 青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町) 健診者数：10名 片山会員

10日
8020支援事業・医療機関連携事業評価会議
(１) 熊本型早産予防対策事業 (２) 糖尿病歯周病医療連携事業

渡辺副会長､ 田上常務理事､ 赤尾理
事､ 福田・松原委員

13日 青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町) 健診者数：11名 片山会員

16日 第２回県歯科保健推進会議 (ホテル熊本テルサ) 田上常務理事

18日
第７回総合周産期フォーラム (国立病院機構佐賀病院)
(１) 特別講演 ｢熊本県における早産予防の取り組み｣

田上常務理事

21日 熊日いきいきライフフェア事前打合せ
渡辺副会長､ 牛島専務理事､ 赤尾理
事､ 志方委員

広 報

１月22日
広報小委員会
(１) 会報２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

２月８日
広報小委員会
(１) 会報３月号編集・第１校校正

竹下理事､ 秋山副委員長他２委員

19日
広報小委員会
(１) 会報３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３委員

学校歯科

１月26日 第55回県高等学校保健研究協議大会 (グランメッセ熊本) 渡辺副会長

31日
熊本市歯会とフッ化物洗口について打合せ
(１) 県歯会の取組報告 (２) 市歯会の報告と問題点の提示
(３) 学校内での教職員によるフッ化物洗口実施への協議 ほか

渡辺副会長､ 牛島専務理事､ 大林理
事､ 熊本市宮本会長､ 田中・渡辺副
会長､ 高松専務理事

２月４日 日学歯 ｢学校歯科医生涯研修制度｣ 基礎研修・更新研修 (日歯会館) 河原委員長､ 石井副委員長

７日 日学歯広報委員会 (日歯会館) 大林理事

９日
学校歯科委員会
(１) 学校歯科生涯研修制度規程 (２) 受講修了年度検索システム

大林理事､ 河原委員長他全委員

14日 県学校保健会第２回総務委員会 浦田会長

15日 県PTA共済審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事

16日 県高等学校保健会第３回理事会 (熊本工業高校) 渡辺副会長

21日

第13回日学歯理事会 (日歯会館) 大林理事

日学歯加盟団体長会 (日歯会館) 浦田会長

日学歯広報小委員会 (日歯会館) 大林理事

医療対策

１月23日
医療相談 永松理事､ 岡田委員長他２委員

医療対策小委員会
(１) 抜歯同意書

添田委員他２委員

24日
医療対策小委員会
(１) 本製作の内容検討と内容整理

永松理事､ 岡田委員長他３委員

２月14日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 各種報告書及び同意書等の改訂 (３) 委員提出協議題 ほか

永松理事､ 岡田委員長他全委員

21日 第１回医療安全研修会 (ホテル日航熊本) 永松理事､ 椿副委員長他８名

センター・
介護

１月22日
口腔保健センター管理運営委員会
(１) 口腔保健センター運営 (２) 平成30年度口腔保健センター会計収支予算書 (案)

浦田会長､ 小島・渡辺・伊藤副会長､
牛島専務理事､ 田上・八木・椿常務
理事､ 松本理事

24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) 松本理事

県社会福祉審議会 (県庁) 小島副会長

27日
第１回認知症対応力向上研修会 (八代ハーモニーホール) 受講者：35名
講師：熊大附属病院 田中響特任助教､ 東京都健康長寿医療センター 枝広あや子歯科

医師
松本理事､ 平井委員長他１委員

28日
第２回認知症対応力向上研修会 受講者：37名
講師：熊本市認知症疾患医療センター 兼田桂一郎センター長､

東京都健康長寿医療センター 枝広あや子歯科医師

田上常務理事､ 松本理事､ 平井委員
長他３委員

２月３日

ミールラウンド実技実習 (特別養護老人ホーム 白梅の杜) 対象者：５名
村田歯科医院 黒岩恭子院長

介護者歯科実技研修会 (水俣・芦北会場) (特別養護老人ホーム 白梅の杜)
村田歯科医院 黒岩恭子院長 参加者：40名

松本理事他２委員､ 水俣・芦北郡市
蓑田会長

４日
介護者歯科実技研修会 (熊本会場)
村田歯科医院 黒岩恭子院長 参加者：100名

松本理事､ 平井委員長他４委員､ 熊
本市 宮本会長

14日 第２回健康・生きがいづくり支援事業推進委員会 (県総合福祉センター) 伊藤副会長

16日 第２回県歯科保健推進会議 (ホテル熊本テルサ) 松本理事

20日
センター・介護委員会
(１) 障がい児 (者) 歯科診療対応施設再調査 (２) 口腔保健センターのしおり
(３) 多職種研修会の参加 ほか

田上常務理事､ 松本理事､ 平井委員
長他３委員
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厚生・医療
管理

１月23日
厚生・医療管理小委員会
(１) 医療管理講演会 (２) 医療管理だより (３) 就業規則 ほか

宮井理事､ 池嶋委員長､ 工藤副委員
長

２月10日
医療管理講演会
出席者：58名 講師：藤枝雅喜特定社会保険労務士

八木常務理事､ 宮井理事､ 池嶋委員
長他全委員

総務・医療
連携

１月23日
県医・保・福団体協議会臨時理事会 (県医師会館) 浦田会長

県医・保・福連携学会企画委員会 (県医師会館) 小島副会長

25日
回復期病診連携歯科衛生士対象研修会
出席者：28名 講師：江南病院リハビリテーション科 藤田美紀男 理学療法士

牛島専務理事､ 宇治理事､ 三森委員
長他２委員､ 中村歯科衛生士

26日 保険医協会との医科歯科連携企画会議 (県保険医協会) 宇治理事

30日
がん医科歯科連携事業運営協議会
(１) 紹介患者数・登録歯科医師人数報告 (２) 日歯より都道府県別紹介患者集計表確認
(３) がん連携アンケート集計結果と今後の対策

伊藤副会長､ 牛島専務理事､ 宇治理
事､ 三森委員長､ 神崎副委員長他

２月４日 熊本地震報告会 (山口県歯会館) 牛島専務理事

15日
回復期病診連携歯科衛生士対象研修会 (第２回目)
出席者：37名 講師：熊本機能病院 月足亜佐美 摂食・嚥下障害看護認定看護師

伊藤副会長､ 牛島専務理事､ 宇治理
事､ 神崎副委員長他３委員､ 古川由
美子歯科衛生士

20日 第２回県がん対策推進会議 (熊大病院) 宇治理事

22日 第22回済生会熊本病院 がん診察・緩和ケア勉強会 (済生会熊本病院) 宇治理事

学 院

１月22日

第３回学院運営審議会
(１) 平成30年度学院会計収支予算 (案) 及び同運用基金会計収支予算 (案)
(２) ｢職業実践専門課程｣ 認可に向けた対応
(３) 熊本歯科衛生士専門学院学則の一部改正案 ほか

浦田会長､ 伊藤学院長他常務理事以
上全役員

27日
学院戴帽式
第53期生：54名､ 来賓：13名

浦田会長､ 牧・林副学院長､ 弘中教
務部長､ 渡辺副会長､ 竹下理事､ 秋
山・正清教務委員

２月３日
学院一般一次・社会人一次入学試験
受験者数：10名 (志願者数：11名)

伊藤学院長､ 牧・林副学院長､ 弘中
教務部長

６日
第３回学院入学試験委員会
(１) 平成30年度一般一次・社会人入学試験合格者の決定

(合格者：一般一次４名､ 社会人一次３名)

伊藤学院長､ 牛島専務理事､ 牧・林
副学院長､ 弘中教務部長

国保組合

２月５日
県国保連合会理事会 (KKRホテル熊本) 浦田理事長

第４回国保理事会 浦田理事長他全役員

６日 第４回全歯連理事会 (アルカディア市ヶ谷) 浦田理事長

８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

13日
国保監査

浦田理事長､ 桑田常務理事､ 原田・
片山監事

第５回国保理事会
(１) 平成30年度予算 (２) 平成29年度通常組合会日程

浦田理事長他全役員､ 田中組合会議
長､ 宮坂組合会副議長

20日 国保連合会総会 (KKRホテル) 浦田理事長

警察歯科医会全国大会

日 時 平成30年８月25日 (土) 午後１時～５時

会 場 ホテル日航熊本

テーマ 熊本地震から“繋ぐ”支援活動と警察歯科のあり方

内 容 特別講演 (講師：岩手医科大学法医学講座 出羽 厚二 教授)､

熊本地震報告､ シンポジウム



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。

桜の名所、菊池城山公園。
桜並木を散策出来ます。
高台から眺める景色は見事です。

（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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主な行事予定 May

熊本県歯科医師会

Kumamoto Dental Association

安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会

5
2日（水）

16日（水）

23日（水）

第21回常務理事会

第22回常務理事会

第13回理事会

　歯科衛生士学院の講師を務めだして早４年が過ぎました。今年も午前中休診にして卒業式
に参加してきました。社会へ巣立っていく卒業生の希望に満ちた姿に感動し、両親をはじめ学
院長以下諸先生方へ対する感謝とお礼の言葉に涙しました。私自身も心洗われる気持ちになり、
初心に戻ります。
　現在私たちの職場でのスタッフ不足は、深刻な問題です。複数同時期の結婚など誠におめ
でたい話なのですが、次のスタッフ確保の悩みがついてきます。
　歯科衛生士学院では学院長が掲げる「日本一厳しく指導する方針」のもと、毎年歯科衛生
士の原石を送り出しています。
　どうか先生方も歯科大学卒業当時のわが身を振り返ってみてください。社会に出て、臨床で
繰り返し治療し、技術や人間性を実地経験により向上させてきたのではないでしょうか。
　卒業したばかりの学院生たちも同じです。基本的な印象材やセメントの錬和、スケーリング
なども先生方の医院に就職してから腕を磨いてゆくのです。どうぞ、最初から愛情を持って指
導いただき、原石を磨いて各自の個性を伸ばし、自信に溢れ光り輝く宝石にしてあげてください。
歯科衛生士という仕事に「やりがい」を抱かせることができれば現役を一度離れても、将来
社会のために再就職する数も自ずと増えることでしょう。
　スタッフ不足を嘆く前に、新人育成に力をいれ明るい歯科界に少しでも近づけられたら良いと
思います。

編集者のつぶやき
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