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第27回常務理事会

第４回多職種連携に係る研修会

学術講演会

第28回常務理事会

後期高齢者歯科口腔健康診査事業研修会

学生合同就職説明会

第16回理事会

第17回警察歯科医会全国大会（ホテル日航熊本）

　６月になっても暑かったり、涼しかったりと中々難しい季節です。
　毎年５月末には小学校の運動会があり、子供達は、親に頑張りを見せる日ですが、親も夜中からの場所取り、
昼のお弁当作りとなにかと子供達に頑張りをみせる日です。
　特に今年からは、めでたく一番下の次男も小学生になり３人の勇姿をビデオとカメラにおさめるために座る暇
もなくバタバタです。
　幼稚園の時は、長女と長男は足が速かったので目指せリレー選手と思ってましたが、小学生になるとかけっこ
は６人中３位とか４位とか…微妙な成績になり…今年はとうとう禁断の手を…「１位になったら千円あげる！」
　すると長女１位！長男惜しくも２位！と好成績になり、最後は次男に期待！…
が…ま、まさかの笑顔振り撒きニコニコ欽ちゃん走りで堂々の６位…。作戦失敗…。
　まだ１年生には、千円の価値がわからなかったのか…。「おもちゃ買ってやる！」がよかったのか？もともと競
争心がない？？ウケを狙った？？？周りに気を遣った？？？？（笑）
　う～ん…物でつるのは、教育上どんなんでしょか…（汗）
　来年も何か考えます！（笑）

編集者のつぶやき

（Y．T）
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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。

　歯と口の健康に関する図画の部で熊本県知事賞
に選ばれた作品です。
　それぞれの作品に対する審査員（工藤友治先生）
のコメントは以下のとおりです。
　「１年生らしい楽しい絵ですね。歯ブラシで歯
を磨いている様子と、口すすぎのコップもちゃん
と描けています。」「大きく口を空けて、歯医者
さんに診てもらっている様子が、とても良く描け
ています。」 （T. K）

事業課からのご案内

今年度から
保険料が

さらにお安く

最高「3000万円」
の保障が無診査
で加入OK

配偶者も
1000万円まで
加入OK

１年更新で
配当金は毎年
加入者へ還元

其の
1

朝日生命　アメリカンファミリー生命　住友生命　損保ジャパンひまわり生命
第一生命　　日本生命　　富国生命　　明治安田生命　　メットライフ生命

[ 県歯事務局　TEL：096-343-8020　担当：奥村 ]　までご連絡ください

下記の保険会社と団体収納契約をしておりますので
会費明細引きがご利用できます。

其の
２

個人でご加入した保険料が団体割引でお安くなり、
保険内容に何も影響ありません。

手続きは簡単、事務局が代行します。ぜひ便利でお得な制度をご活用ください。

グループ保険は歯科医師会が契約者で
保険料を一括納付しています。

会員だけがいつでも自由に加入できる制度です。

※昨年度実績 40%還付
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最初に日頃より委員会報告・郡市会報告等をはじめとして会報作成､ 特に４月に発送しま

した熊本地震報告書の執筆にご協力いただいた皆様には感謝申し上げます｡ 今回の発刊に当

たり､ 撮影した写真の確保やメモでも良いから記録して残しておくことの大切さを痛感しま

した｡ 後日思い出そうとしても人の記憶は不正確なことが多くあります｡

ところで､ 世間では森友学園への国有地売却に関する文書改ざん問題があります｡

書き換え・改ざん・訂正､ 単純にこの３つの言葉の意味を調べてみました

・書き換える：書き直す､ 文書､ 証書などを更新すること

・改ざん：文書､ 記録などを本来とは違うものに変えること

・訂正：誤りを正しく直すこと

改ざんと訂正では全然別の意味になっています……診療カルテの改ざんがあれば､ 犯罪行

為になってしまいます｡

さらに､ 日本大学アメリカンフットボール部の悪質タックルをはじめ謝罪会見が多数あり

ましたが､ 世間の目は厳しいようです｡ あらためて､ 謝罪会見の重要ポイントは ｢目的｣

(事態の沈静化)､ ｢ひたすら謝り､ 言い訳をしないこと｣ ｢すぐに会見を開く｣ ことだそうで

す｡ 自分が怒られないようにするのではなく､ 相手のことを考えて謝罪することが大事との

ことでした｡

一般の方がマスコミの前で謝罪会見をすることはないと思いますが､ スタッフや患者さん

に上手にわかりやすく伝えるために２つのことを注意しています｡

重要な情報は､ ２度繰り返す

たとえ相手が１度目を聞き逃していた場合でも､ ２度繰り返せばより確実に伝える事がで

きます｡ ２度伝えると､ それが重要な情報である事が雰囲気からも伝わります｡ だからこそ､

重要な情報は､ ２度繰り返し言うのです｡

言い慣れている言葉は ｢ゆっくりハッキリ｣

話す時に緊張して早口になる方もいるかと思います｡ 相手の頷き等､ 動きをみながらゆっ

くり話し､ 話が長くなる時には､ 途中で確認を入れるとペースが落ち着くため相手は正しく

理解しやすくなるそうです｡

重要なのは相手に伝わっているかを確認しながら話を進めることだと思います｡

さらに､ 情報はありのままの事実を伝えることが大切です｡

これからの情報発信は常に正しい情報を伝えることが重要です｡ 自分にとってメリットだ

けではなくデメリットを発信する事が最も信用が得られます｡

診療室に来た患者さんに対しても､ きちんと相手の立場に立って理解しやすい言葉で専門

用語を言いかえなければ伝わりません｡ 理解してもらうためには患者さん自身の口腔内写真

や資料も用いて説明することはとても重要であると感じております｡

これからも会員のためになるような歯科医師会の広報活動に全力で当たりたいと思います｡

ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします｡
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―第13回理事会―
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５月23日(水) 午後７時より県歯会館にお
いて､ 浦田会長他大林理事を除く全役員出席
のもと開催された｡
１. 開会：小島副会長
２. 挨拶：浦田会長

ゴールデンウィークが過ぎまして､ やがて

５月も終わろうとしています｡ 役員の先生方

におかれては､ ゴールデンウィークにリフレッ

シュされたと思いますので､ また会務に邁進

していただければと思います｡

日歯会員手帳をご覧いただければと思いま

すが､ ５月２日は歯科医師記念日となってお

ります｡ 1906年 (明治39年) ５月２日に､ 歯

科医師の身分や業務を規定する歯科医師法が

公布された日で､ これを記念して日歯が1957

年 (昭和32年) に制定しました｡ そういった

意味で､ ５月は歯科医師会にとって意味のあ

る月でありますし､ 歯科医師記念日が制定さ

れて今年で61年目となりますが､ 過去に無い

ほど歯科界にとっては追い風が吹いてきてい

るのではないかと思います｡

５月21日(月) に東京で歯科口腔医療勉強

会があり､ 出席して参りました｡ 講師は医師

で首都大学名誉教授の星旦二先生であり､ な

ぜかかりつけ歯科医のいる人は長寿なのかと

いう本を執筆されています｡ かかりつけ歯科

医がいると長寿になるということを､ 社会に

向けて初めてデータを基に話をされた方です｡

講演の内容を簡単に申しますと､ 結論として､

健康長寿の秘訣は何かというと､ かかりつけ

歯科医を持って口腔内が健康に保たれ､ 豊か

な食を維持し､ やや太めで､ 総コレステロー

ルが高く､ おでかけが好きで健康住宅に住む

ことである｡ 詳しく言うと時間が足りません

が､ すばらしい話でした｡ また､ 市町村別の

死亡比率の中では標高が高いところに住んで

いる人が長生きだそうです｡ ただし例外は熊

本市で､ 水が全て湧き水なのが原因ではない

かとおっしゃっていました｡ さらに､ 国の機

関として歯科保健を研究するところが無いの

で､ そこをしっかりと作る必要があるともおっ

しゃっていました｡ 先ほども言いましたよう

に､ 追い風をさらに着実なものにしていくた

めに､ 我々も日々努力をしておりますし､ 今

後も今以上に努力していかなければならない

とあらためて思いました｡

本日も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：中嶋監事､ 西野監事､

浦田会長

５. 平成30年度会務報告：
(自：４月23日～至：５月20日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ Meiji Seika

ファルマ㈱との打合せ､ 日本産

業衛生学会

社会保険：各郡市社会保険研修会

医療対策：医療相談苦情事例､ 伊東歯科口

腔病院との連絡協議会

以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

６. 報告事項：
１. 歯科関係報告

終末医療の現実を描いた ｢はっぴーえ

んど｣ という題名の漫画において､ 入れ

歯がエンゼルケアにおいても有用である

と掲載されている｡
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２. 表彰�叙勲：瑞宝双光章 齊藤 健 会員

(熊本市) 82歳 ４月29日付

３. 行政及び関係団体の人事

４月１日現在の行政及び関係団体の本

会に関係する主要人事について､ 資料を

もとに報告がなされた｡

４. 学院校舎増築検討臨時委員会への諮問

書

５月21日(火) に開催された第１回の

臨時委員会において､ 諮問書を渡し諮問

事項の検討を依頼した｡

５. 平成31年度地域医療介護総合確保基金

(医療分) に係る新規事業の提案

県より､ 文書にて７月末までの提出期

限で提案依頼があった｡ 募集要項や今年

度に要望した事業を参考として､ 各所管

にて検討することとした｡

６. 後期高齢者歯科健診事業分析

田上常務理事より自院での後期高齢者

歯科健診における追加健診について､ 分

析した結果の報告がなされた｡

７. 防犯カメラ用ＨＤレコーダーの交換

録画機能が故障したため､ 相見積をと

り見積金額が安い業者で交換を行った｡

８. 事業企画書�学校歯科医生涯研修制度 ｢基礎研修｣

並びに ｢更新研修｣ (７月29日)

９. 平成29年度口腔保健センター事業実績

報告書

報告書の概要について説明がなされた｡

10. 民間団体による歯科医療機関に対する

院内感染予防の認証サービス

民間団体が有料で認証サービスを行っ

ているが､ 当該認証により施設基準を

満たすものではない旨を注意喚起する文

書を､ ６月の全会員発送時に同封する｡

11. 事業実施報告書�３月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

今後､ がん連携に関しては､ 会員医

療機関への紹介数だけでなく､ 熊大病

院等で行われている院内連携数も含め

て報告する｡

12. ４月末会計現況 (平成29年度・30年度)

13. その他

�社会保険・学術・医療対策・センター
介護合同研修会 (施設基準研修会)

６月３日(日) 開催分については､

現時点で約250人の申込があり､ 会場

が満杯になると予想される｡ ７月28日

(土) 開催分や他に熊本市歯会主催の

研修会も開催されることをあらためて

周知する｡

７. 連絡事項：
１. ６月行事予定

２. その他�グループ保険内容変更の説明
保険料が大幅に引き下げられたことも

あり､ 加入会員増強のために､ ６月･７

月の各委員会開催日にあわせて､ 保険

会社担当者が10分程度内容説明を行う｡

８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]

川上 剛司 (第１種／下益城郡)､ 入江

昭仁 (第１種／人吉市) 計２人の入会を

承認した｡

※30年度入会状況 (５月末現在)：第１

種･６人､ 第２種･３人､ 第３種･７人

２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼 [承認]�“社会を明るくする運動”県推進委員
会委員／県保護観察所

浦田 健二 会長 任期：平成30年４

月１日～平成31年３月31日�県防災会議委員／県知事公室危機管理
防災課

浦田 健二 会長 任期：平成30年５

月７日～平成32年５月６日�県総合保健センター理事／県総合保健
センター

浦田 健二 会長 任期：平成30年６

月20日～平成32年６月19日�県体育協会財務特別委員会委員／県体
育協会

浦田 健二 会長 任期：平成30年４

月１日～平成32年３月31日�県がん診療連携協議会相談支援・情報
連絡部会委員／熊本大学医学部附属病

院

宇治 信博 理事 任期：平成30年４

月１日～平成31年３月31日



熊歯会報 Ｈ.30.７

6

３. 名義後援の使用依頼 [承認]�第57回県学校保健研究協議大会／県学
校保健会 (継続承認)�熊本小児歯科懇話会82回例会／熊本小
児歯科懇話会 (継続承認)� ｢みんなで作ろうみそ汁の輪！｣ 講演

会／よかあんばいＪＡＰＡＮ

４. 本会ロゴマークの使用依頼 [承認]

県体育協会から免税募金に係る使用依

頼について､ ご当地よ坊さんのロゴに

｢熊本県歯科医師会｣ の名称を入れたも

のを提供することとした｡

５. 日本赤十字社熊本支部からの活動資金

の協力依頼 [承認]

３万円を寄附することとした｡

９. 議題：
１. 平成29年度 (有) ケイ・デー・エム・

ユー事業報告及び決算 [承認]

原案どおり承認し､ 定時代議員会にて

報告することとした｡

２. 熊本歯科衛生士専門学院学則の一部改

正案 [承認]

原案どおり承認し､ 定時代議員会に議

案として提出することとした｡

３. 平成30年度定時代議員会議事の追加

[承認]

第３号議案に ｢熊本歯科衛生士専門学

院学則の一部改正 (案) の承認を求める

件｣ を追加することを承認した｡

４. 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人

の選出方法 [承認]

今までどおりの選出方法で､ 代議員会

に議案として提出することとした｡

５. 平成30年度定時代議員会会務報告 [承

認]

各役員で所管の会務報告を確認し､ 追

加・訂正等あれば５月末までに､ 牛島専

務理事又は事務局まで連絡することとした｡

６. 平成30年度定時代議員会のタイムスケ

ジュール [承認]

一部時間を修正し､ それに沿って進行

していくこととした｡

７. 浦田執行部10年間のあゆみ作成 [承認]

今年度末の完成を目途に作成すること

とし､ 次期執行部への申し送りとして活

用する｡

８. 会員への中小企業グループ補助金に係

る委託事業者の調査 [承認]

本会が代表となり申請等の手続きを行っ

た構成員以外に､ 他のグループに参加し

補助金の手続きを行った会員を確認調査

するため､ ６月の全会員発送時に文書を

同封することを承認した｡

10. 協議事項：
11. 監事講評：
中嶋監事より､ 経費の削減や委員会委員

の負担軽減のために､ スカイプ (WEB会

議) をもっと活用して欲しいと､ 西野監事

より､ 会議資料等の誤りが無いように確認

作業を徹底し､ ミスの無いように､ 役職員

がもう一度気を引き締め直して欲しいとの

要請があった｡

12. 閉会：伊藤副会長
(理事 竹下 憲治)
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５月29日(火) の第７回財務検討臨時委員
会において､ 平成29年８月30日付､ 熊県歯発
第234号をもって諮問のあった下記の事項に
ついて､
１. 終身会員の在籍年数及び適用年齢の引き
上げ
２. 将来を見据えた運営安定化のための会費
の見直し
３. 70歳以下 (終身会員となる前) の会員が
特別な事情により閉院した場合の救済措置
委員会で慎重に検討を行い､ 菅原委員長か
ら浦田会長に答申書が渡された｡
以下が答申書の内容である｡

〈はじめに〉
本会の会費及び入会金等の改定の変遷につ
いては､ 均等割会費を平成12年度に第１種会
員は120,000円から100,000円に減額､ 第２種
会員は､ 60,000円から50,000円に減額している｡
収入割会費は平成14年度に３/1,000 (5,000万
円頭打ち) から２.１/1,000 (4,000万円頭打
ち) に減額した｡ 入会金は､ 平成23年度に30
万円から３万円に減額し今日に至っている｡
日本は超高齢化社会に突入し､ 高齢化問題
の深刻な現状が浮き彫りになっている｡ 熊本
県歯科医師会の会員も同様に高齢化が進み､
2016年度 (平成28年度) は70歳以上の会員の
占める割合は､ 12.2％となっていたが､ 2024
年度は､ 24.9％と倍以上に増えることが予測
される｡
現在の終身会員の条件で今後の会費収入を
予測した場合､ 終身会員の増加による均等割
会費と収入割会費を2018年度 (平成30年度)
以降年度ごとに対前年度と比較すると経年的
に減少し､ 最大277万円､ 最小96万円の減収
が見込まれ､ 2018年度 (平成30年度) と2024
年度 (平成36年度) を比較すると1,000万円
を超える減収となり､ 非常に厳しい財政運営
を強いられることとなる｡
さらに近年の歯科医師国家試験合格者数の
減少や､ 女性歯科医師の増加などによって､

将来新入会員の入会者が少なくなることも予
想され､ また伸び悩む歯科医療費と国の医療
費削減の施策などにより､ 収入割会費の減収
も予想される｡ このような現状と将来予測を
踏まえたうえで､ 本委員会では諮問を受けた
次の３事案について協議を行い以下のように
答申することとした｡

[答 申]
１. 終身会員の在籍年数及び適用年齢の引き
上げ
日本歯科医師会 (以下､ ｢日歯｣ とする｡)
においては財政健全化のために､ 平成25年
度から終身会員の条件が見直され､ 九州各
県においても４県が同様の措置を講じている｡
終身会員の条件変更に伴う会員間におけ
る会費負担の公平性という観点からすると
様々な意見はあると思うが､ 本委員会では
早期に本会の財務体質の改善を図るべきと
の判断に至ったので､ 協議を重ねた結果､
終身会員の改正条件を日歯と同様に ｢35年
以上本会の正会員として在籍し､ かつ75歳
以上に達した会員｣ に変更することが妥当
であるとの結論で一致した｡
終身会員の条件を変更する方法について
は､ 日歯の終身会員経過措置が非適用とな
る2022年度を基準として､ 次の２案を提示
する｡
１案 経過措置を設定せず､ 2022年４月１日

から施行する｡
2022年度に正会員として在籍期間

が35年以上かつ年齢が75歳以上に達
した会員は翌年度から適用となる｡

―財務検討臨時委員会―

����������報 告
～将来の財務体質改善のために､ 終身会員の年齢と
正会員の在籍年数引き上げが必要と提案～

��������
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２案 経過措置を設けて2019年４月１日から
施行する｡
ただし､ 2020年度からは､ 正会員と

して在籍期間が35年以上かつ年齢が75
歳以上に達した会員は翌年度から適用
となる｡

≪2019年３月31日現在において､ 次の条件
が終身会員の経過措置対象者となる≫
① ｢正会員として30年以上在籍かつ70歳以
上｣ である会員が ｢正会員として30年以
上在籍かつ70歳以上｣ を満たした翌年度
(対象者26名)
② ｢正会員として29年以上在籍かつ69歳以
上｣ である会員が ｢正会員として31年以
上在籍かつ71歳以上｣ を満たした翌年度
(対象者29名)

経過措置を設けて会費負担の増加を段
階的にする ｢２案｣ も提示したが､ 本委
員会では ｢１案｣ を推奨することとした｡
終身会員条件の変更は ｢１案｣ 又は､
｢２案｣ のいずれを選択したとしても､
変更後に対象となる全ての会員に会費負
担増を強いることとなるが､ とくに60歳
代後半の会員にとって不公平感が生じる
ことを完全に払拭するのは非常に難しいと
思われる｡ それを考慮したうえで ｢１案｣
が望ましいと考える理由は次の通りである｡
｢１案｣ と ｢２案｣ を比較した場合､

｢２案｣ は経過措置の対象者となった場
合でも応分の負担増を強いることになり､
その分不公平感を感じる会員数は ｢１案｣
よりも多くなる｡ また､ 日歯に実施時期
を合わせた ｢１案｣ の方が日歯と本会の
終身会員の条件が一致し整合性を損なう
ことなくスムーズに対応できる｡ さらに､
終身会員の条件の変更は各郡市歯科医師
会においてもいずれ対応を余儀なくされ
ることが予想され､ 本会で ｢１案｣ を採
用した場合に時間的な余裕を持つことで､
各郡市歯科医師会は条件変更が実施しや
すくなると思われる｡
終身会員の条件の変更については ｢１
案｣ 又は､ ｢２案｣ のいずれを採用する
にしても､ 第一に会員の理解と協力を得
られるよう努め､ 移行計画を策定し実現
していただきたい｡

２. 将来を見据えた運営安定化のための会費
の見直し
終身会員の条件を変更しても､ それだけ
では将来の会費収入が安定することは困難
であることも予想されるため､ 均等割会費・
収入割会費の見直しの検討は今後も必要で
ある｡ 見直しの時期については､ 終身会員
の在籍年数及び年齢の引き上げを実施して
から４年間の収入状況により再度検討する
ことを提案する｡

３. 70歳以下 (終身会員となる前) の会員が
特別な事情により閉院した場合の救済措置
九州各県においては､ どの県も救済する
ための特例措置は定めておらず､ 本県にお
いても､ 閉院により会費が滞っている会員
の該当者は存在しないことから､ 今後の検
討課題とすることに留める｡

[終身会員の条件変更後の取り組み]
将来予想される本会の財政運営の危機を乗
り越えるためには､ 会員相互で補うことが大
前提であり､ 会員間の会費の負担感の公平性
を高める取り組みは重要なことである｡ その
ことから､ 終身会員でも診療している会員は､
一定額の会費を徴収することも今後の検討課
題とし考慮すべき事項である｡
一方で､ 本会の経費削減を重点課題とする
財務体質の改善については常に実行し続けて
いかなければならないことである｡
財政安定化に向けた収入を増やすための方
法として､ 最優先して取り組まなければなら
ないことは入会者を増やすことと考える｡ 未
入会者対策､ 特に女性歯科医師の入会促進は
歯科医師会の組織拡大､ 強化を図る上で重要
な要素と思われる｡ 日歯もこの分野には力を
注いでいることもあり､ 情報を共有しながら
未入会者の加入促進に関する施策を実施して
いただくことが望ましい｡
最後に､ 今回の終身会員の条件の変更やこ
の先の会費の見直しを行うことが､ 本会の実
施する事業が県民の歯科医療､ 歯科保健の向
上につながり､ 同時にすべての会員に直接､
間接に医院経営の安定に資するものである事
を確認するための機会となれば幸いである｡

(理事 竹下 憲治)
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５月16日(水)～20日(日) まで､ 熊本市内

の4か所の会場において､ 日本産業衛生学会

が開催された｡ その中で､ 本会が産業歯科保

健部会を担当することになり､ ５月18日(金)

午後２時30分より鶴屋ホールにおいて､“熊

本県における医科歯科連携への取り組み”と

題したフォーラムを行った｡

座長は､ 本会の牛島専務理事と東京家政大

学健康科学部リハビリテーション学科の久篠

奈苗准教授が担当された｡ 演者は６人で､ ま

ず１番目に“HbA1cを共通指標とした糖尿

病・歯周病連携”と題した演目を本会の田上

常務理事が講演された｡

内容は､ 糖尿病と歯周

病はお互いに影響する

もので､ 医科歯科連携

が重要である｡ 特に､

歯科の介入によって､

HbA1cの値が約0.4下

がることや治療中断者

の救い上げの重要性を話された｡ また､ Hb

A1cの値による歯周治療の効果についても講

演された｡ ２番目は､“熊本型早産予防対策

事業”について､ 熊本大学大学院生命科学研

究部産婦人科分野の大

場隆准教授が講演され

た｡ 内容は､ 早産､ 低

体重出産の誘発因子と

して絨毛膜羊膜炎と歯

周病があり､ それらに

ついて医科・歯科でモ

デル事業を天草・人吉

その後全県下にて妊婦健診を行い､ さらにそ

の妊婦に対して適切な治療や生活指導を行っ

たことを話された｡ 結果､ 極低体重出生児率

が非常に減少したという報告をされた｡ また､

この事業から妊婦に特化したセルフチェック

票の作成を行い､ これを用いた検証について

も報告された｡ ３番目は､“生活歯援モデル

事業への取り組み”について､ 熊本県歯科衛

生士会の桝田映子理事

が講演された｡ 内容は､

協会けんぽとの協働事

業で､ “職場でスモー

ルチェンジ活動”に日

本歯科医師会作成の生

活歯援プログラムを用

いた新しい歯科健診プ

ログラムの実施について､ 歯科受診率の少な

い勤労者世代で受診された方の生活習慣など

の問題点を見つけて､ 一緒に改善していく

(１次予防) が大きなポイントとなっており､

歯科医師による口腔内診査を必要としない事

業とのことだった｡ この取り組みの結果､ 生

活習慣の改善が認められ､ 特に禁煙について

は良い結果が出ていることを話された｡ ４番

目は､ “熊本県におけるがん医科・歯科連携”

について､ 本会の宇治理事が講演された｡ 内

容は､ がんの手術や抗がん剤治療､ 放射線治

療などでは､ 口腔や全身に様々な合併症が発

症するが､ そういった見地から歯科との連携

は合併症や副作用を予防したり､ 症状を軽減

するなどの効果があるとの報告だった｡ また､

がんを経験した人は､ その後の生活や仕事を

していくうえで､ 歯・口の健診やメンテナン

スは､ 生活の質 (QOL) を維持するために

重要とのことだった｡ 本県では､ 全国的に見

てトップレベルの医科歯科連携の実績があり､

その連携体制や取り組みについても話された｡

―日本産業衛生学会―

���������������報 告

座長を担当した牛島専務理事
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５番目は､“熊本赤十字病院におけるがん医

科歯科連携への取り組み”について､ 熊本赤

十字病院血液・腫瘍内科の采田志麻医師が講

演された｡ 熊本赤十字病院では本取り組みを

開始した当初より､ がん患者の医科歯科連携

について積極的に取り組み､ これまで多くの

歯科医院との連携を行ってきている実績を示

された｡ その中で､ この取り組み事例や病院

内での医科歯科連携のシステムの構築から現

在に至るまでの経緯など話された｡ ６番目は､

“回復期病院における医科歯科連携の効果”

について､ 熊本託麻台リハビリテーション病

院の松下利恵歯科衛生士が講演された｡ 内容

は､ 脳卒中などで､ 急性期病院から回復期病

院に転院された患者さんは､ 口腔内の状況が

悪く､ 摂食嚥下障害を持つ方が非常に多く見

られると話された｡ 一方で､ これまで､ 入院

患者は､ 回復して退院するまで口腔内の問題

は放置されていたが､ 歯科が早期に介入し口

腔衛生管理や口腔機能管理を行うことで､ 誤

嚥性肺炎を予防し､ 口から食べることを支援

することが患者さんの身体の回復につながる

との内容を話された｡ また､ 本会と県内の5

病院は､ 連携協定を締結し､ 訪問歯科診療が

必要な患者さんにこの体制を整えたことも併

せて講演された｡

(理事 赤尾 浩彦)

平成26年４月より回復期病院と県歯との連

携事業が始まり､ 現在６病院 (熊本機能病院､

託麻台リハビリテーション病院､ 江南病院､

青磁野リハビリテーション病院､ 熊本リハビ

リテーション病院 (退院後の連携)､ 平成と

うや病院) と順調に行っています｡ この４年

間で2,196件 (30年３月末現在) の紹介をい

ただいております｡

５月31日 (木) に伊藤副会長､ 牛島専務理

事､ 宇治の３人で有明成仁病院を訪れ､ 木通

病院長､ 今田事務長､ 峠歯科衛生士の立会い

の下､ 病診連携の覚書を交わしました｡ 玉名

郡長洲町に所在しているため､ 玉名郡市歯科

医師会､ 荒尾市歯科医師会の会員に訪問診療

のご依頼させていただくことになります｡ ご

協力のほどよろしくお願いいたします｡

なお､ 熊本市内の連携病院に訪問歯科診療

をしていただける会員を募集しています｡ 参

加を希望される会員は､ 県歯事務局医療連携

室 (担当：金子) までご連絡ください｡

今後とも回復期医科歯科連携事業に対しご

理解ご協力のほどよろしくお願い致します｡

(理事 宇治 信博)

病診連携の覚書を交わして記念撮影

―回復期医科歯科連携事業―

���������������報 告
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５月12日(土) の午後４時より､ 人吉市内に

て桐野県歯社保委員長をお迎えし､ 平成30年４

月より変更された社会保険点数改定説明会を行っ

た｡

今回の点数改定においては､ 会員から理解し

にくい項目や制約事項が多く難解との意見が出

ていただけに､ 会員の皆が待ち望んでいた説明

会だった｡ 疑問点に関しては進行中随時､ 質疑

応答の形をとり大変わかりやすい解説をしてい

ただいた｡

また説明会後には懇親会を開催し､ さらに懇

親会中にも丁寧に御指導いただき会員一同感謝

の一日となった｡

(塚本 卓也)

―点数改定説明会―

�������������球磨郡歯科医師会

丁寧に説明される桐野委員長

５月18日(金) 午後７時30分より､ 宇土市民

会館にて社保研修会・説明会が行われた｡

講師に田中県歯理事をお招きして講演を頂い

た｡ 説明の時間が十分に欲しいとのことで､ 少

し前倒しで開始していただいた｡

今回の改定もとても難解で､ ３月末にグラン

メッセでの説明を聞いた段階では理解しにくい

ところもあり､ 不安を覚えていたところであっ

た｡ 宇土郡市としてこの時期に開催でき､ 大変

ありがたかった｡

準備された資料も判り易く理解を深めること

ができた｡ 資料の後半には施設基準等を申請す

る際の添付書類の具体的な記載例があり､ とて

も参考になった｡

説明が多岐にわたるため､ １時間半では駆け

足での説明であったが､ 会員一同理解を深める

ことができた｡

����������
―社保研修会・説明会―

講演終了後は場所を宇土駅前の ｢海神 (わだ

つみ)｣ に移し､ 懇親会を行った｡ 先ほどの説明

でもっと聞きたかったことや､ さまざまな情報を

得ることができ非常に有意義な懇親会であった｡

(近藤 俊輔)

資料を準備され説明される田中理事

宇土郡市歯科医師会
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���������� ―臨時総会―

����������山鹿市歯科医師会

５月18日(金) 午後７時30分より､ 山鹿市歯

会館内にて臨時総会が行われた｡

武市副会長の開会の辞に続き､ 宮坂会長の挨

拶があった｡ 野上会員が議長に選出され､ 河原

専務理事より､ 115項目の平成29年度会務報告

が行われた｡ 高水間常務理事より､ 平成29年度

収支計算書 (案) について説明が行われ､ 例年

とさほど変わりない事が報告された｡ 監査の結

果適正に処理されているということで､ 満場一

致で承認された｡ その他､ 歯と口の健康週間事

業､ 健康診断､ 学校医研修､ 後期高齢者健診､

保険改定の研修等についての説明があった｡

閉会後は会館内で懇親会が催された｡ 山鹿市

民の口の健康の為に､ 山鹿市歯会会員全員で会

務を頑張って行こうと思った｡

(赤星 一郎)

挨拶される宮坂会長

５月26日(土) 午後２時より､ 肥後銀行天草

支店コミュニティーホールにて救命救急研修会

が開催され､ 会員とスタッフ合わせて44人の参

加があった｡ 指導講師として天草広域連合中央

消防署より５人の隊員を招いた｡

研修会は応急手当講習テキスト (ガイドライ

ン2015対応) に沿って進められた｡ はじめに､

心肺蘇生とAEDの使用方法等の救命処置の流

れを説明され､ 次にダミー人形を用いて参加者

が４～５人１グループに分かれて､ 胸骨圧迫と

人工呼吸の実習が行われた｡ 講師に悪い点があ

れば指摘してもらいその後､ 実習用のAEDを

用いて使い方を参加者で体験した｡ 最後に気道

異物の除去方法や様々な場面での応急手当の方

法を講義していただき研修会は終了した｡

医療従事者として診療所等で患者が急変した

時に落ち着いて対応できるように､ このような

救命救急研修会を定期的に受講する必要がある

と再確認させられる大変有意義な研修会であっ

た｡

(山本 康弘)

��������������������
―救命救急研修会―

天草郡市歯科医師会

隊員指導の下､ グループに分かれて実習を行った｡
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����� �����人吉市歯科医師会

―通常総会―

��������������
３月31日(土) 午後３時より､ ホテルあゆの

里にて､ 平成29年度通常総会が開催された｡ 愛

甲副会長の開会の辞､ 議長に武末和貴会員が選

出され､ 中原会長の挨拶があった｡ 各理事によ

る会務報告､ 平成29年度の会計報告等が適正に

処理されていると承認された｡ 議事において､

１号議案の平成30年度事業計画案の承認を求め

る件､ ２号議案の入会金・年会費・連盟会費案

の承認を求める件､ ３号議案の平成30年度一般

会計歳入・歳出予算案の承認を求める件､ ４号

議案の平成30年度連盟会計歳入・歳出予算案の

承認を求める件､ ５号議案の入江昭仁会員の入

会承認を求める件､ ６号議案の長期休暇におけ

る休日診療の承認を求める件について､ 各会員

の承認が得られ円滑に会が進められた｡ 総会後

には懇親会が行われ親睦を深めた｡

(瀬戸 雄行)

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
川上 剛司
(カワカミ コウジ)

下益城郡美里町中小路835
くまもと温石病院１階

カワカミ歯科診療所

①シンギュラリティです｡
②食支援に関わる歯科です｡
③嚥下内視鏡検査・嚥下造影検査の両方が出
来る歯科医院｡
④新しい歯科診療の形が作れたらと思ってい
ます｡

入江 昭仁
(イリエ アキヒト)

人吉市西間下町166-9

いりえ歯科医院

①子育て､ 減量｡
②地域密着型で子供からお年寄りまで幅広く
対応できる診療｡
③患者さんとのコミュニケーションを大切に
し､ できるだけ希望に沿った診療を行ってい
るところ｡
④患者さんに安心して通ってもらえる医院に
していきたいと思います｡
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熊本市 関 勝宏

のは週１か２で休みの日の家族が起きる前の早

朝５時から｡ 眠いし､ きついし､ つらいし､ 寒

い｡ やっぱりやめときゃよかったと｡ 仕事で毎

日つらい思いをしているのに､ 休みの日の早朝

に起きてまたつらい思いをしなくてはいけない､

あーアホらしい､ と当初は思っていました｡ し

かし２か月程度経過すると､ 早朝にしか味わえ

ない光景が少しずつ楽しく思えてきました｡ 津々

とした夜明け前､ じっくり昇ってくる朝日､ 休

日なのに頑張っている新聞配達の方､ 犬の散

歩をする老夫婦､ 小鳥のさえずり､ 澄んだ空､

その１日が動き出そうとしている世の中｡ 少し

ずつ走れるようになってくると､ 周りの景色に

目がいくようになり次第に楽しくなってくる自

分がいました｡ 『朝走るのって楽しいかも�』
嫁に 『ゴルフに行ってくる』､ 『飲み会に行って

くる』 と言えば､ 『はー､ またですか｡ いいね､

自分だけ!!!』 となります｡ しかし､ 『明日の朝､

みんなが起きる前に走ってくるけん』 と言って

も､ まったくお咎めはありません｡ 走っている

間､ 好きな音楽を聴きながら､ 『あのスタッフ

最近反抗的やな､ 何かおれ言ったっけ｡』 とか､

『何も考えずに子供が増えてるけど､ やっていけ

るのか？塾代が今４人で○○円､ 保育園が○

○円､ 年間○○円､ ……』 とか､ 『３LDKに

家族７人ってかなり狭いなー､ この辺にいい土

地ないかいな､ おー､ ここ更地になっとる､ 写

真撮っとこう』 とか､ 『江津湖とかMチャンと

高校生の時にデートした以来来てないなー､ あ

親友の三隅賢祐会員から御紹介いただきま

した､ せきかつひろ歯科口腔クリニックの関

勝宏と申します｡ 県歯会員の先生方には日頃

より大変お世話になっております｡

リレー投稿ということで､ 私が最近はまっ

てしまいました 『マラソン』 について書かせ

ていただきたいと思います｡

これまで私は､ フルマラソンなど走る人の

気持ちが分かりませんでした｡ 何が楽しくて

42.195キロも走るのか｡ しかもお金を払って

まで｡ しかし今は走るのが楽しくてたまりま

せん｡ 私のクリニックの目の前の平成大通り

が､ 『熊本城マラソン』 のコースになってお

り､ 開院してからはずっとクリニックの前で

ランナーの方々を１日中応援していました｡

2017年の第６回熊本城マラソンで､ とうと

う当院の受付の子が言い出しました｡ 『私たち

もマラソンに出ましょうよ｡ 毎年応援ばっかり

で楽しくないでしょ｡ 院長､ グループで応募し

ましょう｡ グループだったら５人まで登録でき

て､ みんな当選するかみんな落選して走れない

かだからいいじゃないですか､ 宝くじみたいで！』

と｡ 『ばかやない！こんなビールっ腹の院長が走

れるわけないやん｡』 と即座に答えました｡ でも

せっかくスタッフが言い出したことだし､ きっ

と当選しないだろうと思い､ 応募だけでもして

みるかということでクリニックのスタッフを２チー

ムに分けてエントリーして結果がでると､ 何と

全員当選してしまいました｡ 走るしかない状況

に追い込まれたのです｡ 来年の２月の本番に向

けて､ 11月から練習を開始しました｡ まずは家

の近所を２､ ３キロ走ってみると､ まったく走

れません｡ ゼーゼー､ ゼコゼコ言って立ち止ま

る｡ 長年のニコチンとタール､ そしてアルコー

ル漬けの体は､ 完全に走ることを拒んでいまし

た｡ ２､ ３キロできついのに､ フルマラソンは

これの20倍！ありえん！そこでiQOSに変え､

少しずつ走る距離を伸ばしていきました｡ 本番

まで３か月程度しかありません｡ しかし走れる

全員完走したぞ～
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の頃とだいぶ変わったなー､ 今度は懐かしい○

○の方面に走ってみようか』 とか､ 世界が広が

りました｡ あとは､ 小学校から大学までずっと

サッカーに明け暮れていた私の意地もあって､

どうせ走るなら院長の威厳を保つために良いタ

イムで完走したい！という欲がでてきました｡

患者さんからも 『応援しに行くけん､ 頑張って

ねー！』 と励まされ､ テンションは上がります｡

走りこむにつれて体重が落ちていきます｡ ビー

ルっ腹は少しずつ減っていきます｡ これはきつ

いばかりではない！楽しいかも｡ マラソン依存

症への扉を開けてしまいました｡ そして､ 熊本

城マラソン2017､ 本番｡ 初のフルマラソン｡ お

そろいのTシャツを作り､ 有り難いことに応援

スタッフが帽子とワッペンを作ってくれ､

せきかつひろ歯

科口腔クリニッ

クが一丸となっ

て全員完走とい

う一つの目標に

向かってスター

トを切りました｡

結果は院長､ 副

院長､ 受付､ 歯

科衛生士３人全

員完走！私の結

果は､ ネットタ

イムで４時間７分15秒｡ サブフォーまであと

少しでした｡ 熊本地震後１年も経たずの開催

で､ 多くの感動もありました｡

そして今年､ 熊本城マラソン2018｡ やはり

クリニックで応募し､ またもや当選しました｡

１年前に完走してからも週に１回は休みの日の

朝に走る癖がついてしまい､ しかも嫁まで巻き

込んで１年間一緒に休みの日の朝で子供が起

きる前に二人で走ってきました｡ 嫁は高校まで

バレー部でキャプテンをしていたせいか､ かなり

ストイックで､ すぐに一緒に走れる体力がつき

ました｡ しかし私はマラソン本番の６日前にイ

ンフルエンザＢ型の診断を受け､ 高熱と咳と鼻

汁で筋肉も心もヘロヘロでしたが､ 沿道の方々

の声援と患者さんからの励まし､ 家族からの応

援もあってスタッフと共に全員完走を成し遂げ

ました｡ 私のタイムは３時間58分12秒と､ ギリ

ギリサブフォーを達成しました｡ ちなみに嫁は

４時間37分54秒と素晴らしい結果でした｡ マ

ラソンの途中､ 折り返した後に嫁とすれ違うと

嫁は終始楽しそうに走っていました｡ 彼女もマ

ラソン依存症に罹患してしまったようです｡

今となっては休みの日の朝に雨が降ってい

ると､ 走れずにとてもがっかりします｡ そし

て１週間走っていないとかなり不安になりま

す｡ これがまさしく 『マラソン依存症』 です｡

雨が降っていても走ったら本当の 『マラソン

中毒』 になりそうなので､ そこは自制するよ

うにしたいと思っています｡ 何より､ 嫁と共

通の趣味が持てたことをとても嬉しく思いま

す｡ 次はどの大会にエントリーしようかな～

と考えている今日この頃です｡

それでは､ 私の大学の後輩で､ 私の左上６

番の激しい冷水痛・温水痛・眠れないぐらい

の自発痛で10か月の病悩期間を経た後に完璧

な麻抜・即根充・即日CR充填をしてもらっ

た､ にじの森歯科クリニックの丸田忠勝会員

にバトンタッチしたいと思います｡ 普通に何

でも気にせず食べられるって幸せなことだと､

身をもって実感しました｡ では丸田会員､ 宜

しくお願い致します｡

スタッフ作の帽子とワッペン

おそろいのＴシャツ

夫婦で見事にゴール
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最後は皆さん来年こそは優勝するぞ！と気

合を入れて解散となった｡

今年参加できなかった会員も来年はぜひ御

参加ください｡ 女性会員の参加も大歓迎いた

します｡

(竹下 憲治)

―県歯会会員親睦ゴルフ大会―

５月20日(日)､ 第８回会員親睦ゴルフ大会

があつまるレークカントリークラブで午前8

時スタート､ アウト (９組)・イン (９組)

の18組72名の参加で開催された｡

心配された天気も回復し絶好のゴルフ日和

となった｡

ベテランから若手まで､ ナイスショットあ

りＯＢあり池ポチャありの和気あいあいとし

た楽しいラウンドとなった｡ ホールアウト後

には表彰式があり､ ニアピン賞､ 団体戦､ ベ

ストグロス賞､ 個人戦が発表され､ 参加者全

員に様々な賞品が手渡された｡ 自分の順位に

期待し､ ドキドキしながら待っている中､ 名

前が呼ばれるたびに歓声が上がっていた｡

優勝は甲斐利博会員､ 準優勝は與儀実彦会

員､ ３位は三隅晴具会員であった｡ 女性会員

では神�理子会員が一人参加された｡
浦田会長､ 小島・伊藤・渡辺副会長､ 中嶋

監事ならびにホテル日航やニュースカイホテ

ル､ 歯科関連企業からのたくさんの御樽､ 協

賛賞品の提供があり､ ステーキから野菜の詰

め合わせまで豪華賞品を用意することができ

た｡ 心より御礼申し上げます｡

ベストグロス賞の野田和夫会員 優勝コメントを述べる甲斐利博会員

上位者スコア
順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 甲斐 利博 46 43 89 19.2 69.8
２ 與儀 実彦 47 40 87 16.8 70.2
３ 三隅 晴具 45 41 86 15.6 70.4
４ 市原 誓志 46 51 97 26.4 70.6
５ 古賀 明 47 43 90 19.2 70.8
６ 中根 俊吾 49 43 92 20.4 71.6
７ 野田 和夫 39 35 74 2.4 71.6
８ 松本 光示 44 42 86 14.4 71.6
９ 有吉 洋 39 41 80 8.4 71.6
10 松田 惠 45 46 91 19.2 71.8

会報をもっと気軽に読んでいただけるよう､ 会員のための投稿コーナーのページを設

けることとなりました｡ 趣味はもちろん社会に対して思うこと､ 娯楽的な映画・本の紹

介､ 紀行､ 何でも結構です｡ どしどしご投稿ください｡ ただし､ 本会に対するご意見や

ご要望などは､ 対外的な広報誌であることから掲載の対象とはいたしません｡ ご了承く

ださい｡ ご意見やご要望は､ ｢会長への手紙｣ にお願いいたします｡

また､ 投稿の内容により掲載できない場合もありますことをご理解ください｡

(広報委員会)

会会員員投投稿稿募募集集
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会 務 報 告 自 平成30年４月23日
至 平成30年５月20日

所管 日付 摘要 出務者

総 務

４月25日

第12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 ほか
【議 題】
(１) 保存期間を経過した文書の破棄 (２) 平成30年度定時代議員会の報告・議事
(３) 平成30年度定時代議員会の協議 ほか
【協議事項】
(１) 在宅歯科医療連携室の運営

浦田会長他全役員

28日

県薬剤師会モバイルファーマシーお披露目式 (県薬剤師会館) 浦田会長

月次監査
(１) ３月末会計現況監査

中嶋・西野監事

日本大学歯学部同窓会熊本支部懇親会 (アークホテル) 渡辺副会長

５月２日
第21回常務理事会
(１) 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人の選出方法 (２) 名義後援の使用依頼
(３) 県肢体不自由児協会 ｢あゆみ｣ 第54号への広告掲載 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

７日 Meiji Seikaファルマ㈱との打ち合せ 牛島専務理事

８日 第８回熊本地震見舞金・義援金給付検討臨時委員会
小島・渡辺副会長､ 牛島専務理事､
八木常務理事､ 西野監事､ 久々山会
員

10日
在宅歯科医療連携室打ち合せ
(１) 平成26～29年度の実績報告確認 (２) 在宅療養支援歯科診療所数

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

14日
第６回財務検討臨時委員会
(１) 答申書 (案) (２) 会員への説明資料 (３) 定時代議員会の協議への提出資料

菅原委員長他全委員､ 渡辺副会長､
牛島専務理事､ 八木常務理事､ 竹下
理事

15日 第68回 ｢社会を明るくする運動｣ 県推進委員会 (パレアホール) 澤田事務局長

16日

県防災会議・県石油コンビナート等防災本部及び県水防協議会合同会議 (県庁) 澤田事務局長

第799回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

第22回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 定時代議員会会務報告
(３) 定時代議員会タイムスケジュール ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

５月17日 第91回日本産業衛生学会懇親会 (熊本市) 渡辺副会長､ 赤尾理事

18日

第91回日本産業衛生学会 (鶴屋ホール)
牛島専務理事､ 田上常務理事､ 赤尾・
宇治理事

福岡県歯会との調整会議 (福岡県歯会館) 浦田会長

県との地域医療介護総合確保基金打合せ
(１) 平成29年度提案事業の不採用理由 (２) 平成30年度事業以降の方針

伊藤副会長､ 牛島専務理事､ 田上・
椿常務理事､ 松本・宇治理事

第17回警察歯科医会全国大会抄録について印刷会社との打合せ 竹下理事

19日 県歯野球部お祝い会 (熊本市) 小島副会長

学 術 ５月18日
学術委員会
(１) 施設基準に係る研修会 (２) 九州各県学術担当者会

井上理事､ 馬場委員長他４委員

社会保険

４月27日 熊本市歯会社会保険研修会 井口副委員長

28日

社会保険個別相談会
相談者：２名

桐野委員長他３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) 個別指導研修会 ほか

田中理事､ 桐野委員長他全委員

５月７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

９日 八代歯会社会保険研修会 (八代歯会口腔保健センター) 田中理事

11日

水俣・芦北郡市歯会社会保険研修会 (津奈木文化センター) 清水委員

玉名郡市歯会社会保険研修会 (玉名市文化センター) 田中理事

社会保険個別相談会 (阿蘇市)
相談者：１名

園田委員

12日 球磨郡歯会社会保険研修会 (アンジェリーク平安) 桐野委員長

14日 荒尾市歯会社会保険研修会 (荒尾市中央公民館) 桐野委員長

17日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 井口副委員長､ 清藤委員

18日 宇土郡市歯会社会保険研修会 (宇土市市民会館) 田中理事

19日
社会保険小委員会
(１) 個別指導崔策社会保険説明会の打合せ

田中理事､ 桐野委員長他３委員

地域保健

４月27日 県健康づくり推進課と委託事業打合せ 田上常務理事､ 赤尾理事

５月９日
地域保健小委員会
(１) 日本産業衛生学会発表のための予行演習

赤尾理事､ 二宮委員

11日 後期高齢者医療保健事業研修会打合せ (熊本市) 牛島専務理事
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所管 日付 摘要 出務者

広 報

５月11日
広報小委員会
(１) 会報６月号編集・第１校校正

竹下理事､ 秋山副委員長他２委員

16日
NHKテレメッセ打合せ
(１) ６月７日収録・放送分内容

竹下理事

学校歯科

４月25日 県公立学校新規採用養護教諭研修 (県教育センター) 河原委員長

５月２日
学校歯科医員会
(１) 基礎研修 (２) 更新研修

大林理事､ 河原委員長他全委員

11日 県高等学校保健会第１回理事会 (熊本工業高校) 渡辺副会長

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

４月24日
医療対策小委員会
(１) 各事例の対応 (２) 各郡市医療相談担当者会

永松理事､ 岡田委員長他２委員

25日
医療対策小委員会
(１) 熊本県歯科医師会医療対策法度の校正

永松理事､ 岡田委員長他３委員

５月11日
医療対策小委員会
(１) 医療相談への対応

永松理事､ 岡田委員長他１委員

14日 医療対策委員会・伊東歯科口腔病院との連絡協議会
小島副会長､ 永松理事､ 岡田委員長
他１委員

15日 医療相談 永松理事､ 岡田委員長他１委員

16日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 平成30年度各郡市医療相談担当者会 (３) 医療対策講演 ほか

永松理事､ 岡田委員長他全委員

17日 医療相談 永松理事､ 岡田委員長他１委員

センター・
介護

４月23日
センター・介護委員会
(１) 平成30年度在宅歯科従事者研修事業 (２) 合同研修会 (３) 九州各県提出協議題

小島副会長､ 松本理事他全委員

27日 県健康づくり推進課と委託事業打合せ 松本理事

17日 第１回県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会診査部会 (県庁) 小島副会長

５月19日
県ホームヘルパー前期研修会 (県総合福祉センター) 松本理事

口腔保健センタースタッフ面談 小島副会長､ 松本理事

厚生･医療
管理

５月15日
厚生・医療管理委員会
(１) 九州各県担当者会議 (２) シニア倶楽部 (３) 合同就職説明会 ほか

宮井理事､ 池嶋委員長他全委員

総務･医療
連携

４月24日
総務・医療連携小委員会
(１) 熊本院内感染対策研究会 (２) 日本産業衛生学会 (３) 足利日赤病院講演会 ほか

伊藤副会長､ 牛島専務理事､ 宇治理
事

５月12日 第19回熊本院内感染症対策研究会世話人会 (済生会熊本病院) 宇治理事

15日
総務・医療連携委員会
(１) 有明成仁病院との連携 (２) 足利日赤病院講演会 (３) 歯科医科連携講演会 ほか

伊藤副会長､ 宇治理事､ 三森委員長
他５名

学 院 ５月８日
学院臨床実習指導担当者打合会
(１) 出席歯科医師２名､ 歯科衛生士49名

伊藤学院長､ 牧・林副学院長､ 弘中
教務部長､ 正清教務委員

国保組合

４月26日
第１回国保理事会
(１) 年間行事予定 (２) 文書廃棄 (３) 特別会員所得割 ほか

浦田理事長他全役員

５月15日 第２回国保事業見直検討委員会
上野副理事長､ 桑田常務理事､ 守永・
瀬井理事

17日 所得調査の実施等に係る説明会 (アルカディア市ヶ谷) 田尻課長補佐

事 業 課 ５月15日 メットライフとの打合せ 牛島専務理事

ＫＤＭＵ ４月25日 アクサ生命と契約会議 渡辺代表取締役､ 八木取締役



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。

　歯と口の健康に関する図画の部で熊本県知事賞
に選ばれた作品です。
　それぞれの作品に対する審査員（工藤友治先生）
のコメントは以下のとおりです。
　「１年生らしい楽しい絵ですね。歯ブラシで歯
を磨いている様子と、口すすぎのコップもちゃん
と描けています。」「大きく口を空けて、歯医者
さんに診てもらっている様子が、とても良く描け
ています。」 （T. K）

事業課からのご案内

今年度から
保険料が
さらにお安く

最高「3000万円」
の保障が無診査
で加入OK

配偶者も
1000万円まで
加入OK

１年更新で
配当金は毎年
加入者へ還元

其の
1

朝日生命　アメリカンファミリー生命　住友生命　損保ジャパンひまわり生命
第一生命　　日本生命　　富国生命　　明治安田生命　　メットライフ生命

[ 県歯事務局　TEL：096-343-8020　担当：奥村 ]　までご連絡ください

下記の保険会社と団体収納契約をしておりますので
会費明細引きがご利用できます。

其の
２

個人でご加入した保険料が団体割引でお安くなり、
保険内容に何も影響ありません。

手続きは簡単、事務局が代行します。ぜひ便利でお得な制度をご活用ください。

グループ保険は歯科医師会が契約者で
保険料を一括納付しています。

会員だけがいつでも自由に加入できる制度です。

※昨年度実績 40%還付
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安心・安全歯科医療推進制度
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1日（水）

4日（土）

5日（日）

16日（木）

18日（土）

19日（日）

22日（水）

25日（土）

第27回常務理事会

第４回多職種連携に係る研修会

学術講演会

第28回常務理事会

後期高齢者歯科口腔健康診査事業研修会

学生合同就職説明会

第16回理事会

第17回警察歯科医会全国大会（ホテル日航熊本）

　６月になっても暑かったり、涼しかったりと中々難しい季節です。
　毎年５月末には小学校の運動会があり、子供達は、親に頑張りを見せる日ですが、親も夜中からの場所取り、
昼のお弁当作りとなにかと子供達に頑張りをみせる日です。
　特に今年からは、めでたく一番下の次男も小学生になり３人の勇姿をビデオとカメラにおさめるために座る暇
もなくバタバタです。
　幼稚園の時は、長女と長男は足が速かったので目指せリレー選手と思ってましたが、小学生になるとかけっこ
は６人中３位とか４位とか…微妙な成績になり…今年はとうとう禁断の手を…「１位になったら千円あげる！」
　すると長女１位！長男惜しくも２位！と好成績になり、最後は次男に期待！…
が…ま、まさかの笑顔振り撒きニコニコ欽ちゃん走りで堂々の６位…。作戦失敗…。
　まだ１年生には、千円の価値がわからなかったのか…。「おもちゃ買ってやる！」がよかったのか？もともと競
争心がない？？ウケを狙った？？？周りに気を遣った？？？？（笑）
　う～ん…物でつるのは、教育上どんなんでしょか…（汗）
　来年も何か考えます！（笑）

編集者のつぶやき

（Y．T）
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