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２月９日（土）～11日（月）に広報委員会メンバー７人で（３人が初めての海外旅行）春節の
台湾に行ってきました。
パスポートとチケットを紛失しないように注意して無事に出国し、機内でのトイレを心配し

ながらも、搭乗までの間に空港で朝から生ビールで乾杯。同じ飛行機に搭乗予定の菊池郡市
歯の会員やプライベート旅行の会員とも遭遇しました。
無事に桃園空港に到着し、楽しみにしていた海に突き出た岬に、海食や風化により形成さ

れた奇岩が無数に並ぶ「野柳」と、「九份」はあいにくの雨でびしょ濡れの観光。翌日からは
雨も降らず、「鼎泰豐」の小籠包に舌鼓（さすが本店は鶴屋とは一味違う？）、貴重な文物な
どが数多く展示されている「国立故宮博物院」、パワースポットの「龍山寺」、360度台北の
町並みを眺望できる「台北101」、地元の人々の活気と熱気を肌で感じながら「士林夜市」、
一糸乱れぬ見事な動きの衛兵交代式の「中正紀念堂」と「忠烈祠」、気持ち良く痛い「台湾
マッサージ」等。今回は定番の観光スポットを巡りました。
久しぶりの海外旅行で、出入国の検査が機械化されていてびっくりしました。
台湾にしては寒かったが、体重増を少し気にしながらも沢山の台湾グルメも楽しめた旅行

でした。台湾最高でーす。
（T. K）
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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。

　今年で８回目となる熊本城マラソンは17日、好
天にも恵まれ、過去最多となる約１万４千人が早
春の熊本の街を駆け抜けた。歯科医師会関係者は
一般ランナー・メディカルランナー・ＡＥＤ隊と
して会館に集まった。コース上や沿道の安全に目
を光らせ、救護も担う者や完走を目指す者など
レース前に気合を入れた写真です。

（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



���������������������
監事 � � � �

熊歯会報Ｈ.31.３

3

この度､ 支払基金の機構改革が提示された｡

改革の基本的な考え方は､

１. 審査業務の効率化・高度化を進めることは､ 審査コストの削減による保険料など国民負

担の軽減に繋がる｡ 現在､ 審査をより効率的・効果的に行うため､ コンピュータチェック

や職員による審査の前捌きが行われており､ 実質的には､ 全レセプトの65％がコンピュー

タチェックで､ 15％が職員によるチェックで､ 審査が完結している｡ 今後､ ICT を最大

限活用し､ コンピュータチェックルールを精緻化することで､ 2022年度までにレセプト全

体の９割程度をコンピュータによるチェックのみで完結することを目指す｡

２. 審査委員会においては､ 医学的判断が定着していないレセプト審査に重点化することに

より､ 審査委員の負担軽減とともに審査業務の効率化と質の向上を図る｡

３. 新たな審査支払システムの構築 (2020年度稼働予定) を進めていく際に､ それに実装す

るための統一的・客観的なコンピュータチェックルールの整備を行う｡

この３点を重要課題としています｡

分かりやすく説明するとコンピュータチェックによる審査を９割､ 残り１割を医療専門職

を含めた職員及び審査委員会で行うことが目標とされたということです｡ コンピュータチェッ

クについては､ この改革がコンピュータによる審査を目指すものであってはならないと考え

ます｡ 審査はあくまでも患者の個々の状況や医療の裁量権を踏まえて､ 保険診療のルール

(青本) に則った診療の妥当性を判断するものです｡ 今後も医師の専門知識と臨床経験に基

づく医学的な見地からの審査が重要であります｡ 青本の記載もすべての事例の判断が書かれ

てなく､ 審査における医師の医学的判断が尊重されています｡ 審査がコンピュータではなく

医師であるからこそ､ 医療機関は安心感を持って請求しています｡

コンピュータチェックにより審査の取り扱いの支部間格差 (都道府県格差) をなくすこと

については､ 概ね賛成するところではありますが､ 北から南に長く連なる日本列島において

は､ 気候の違い等の自然環境や都市部と地方での社会生活環境により患者の疾病特徴が存在

することから全否定されるものではないと考えます｡ 患者の病気に様々な要素があり､ 個々

の診療の内容は臨床現場で判断され､ 適切な医療行為がされることで健康維持が保障される

ものです｡ もともと医療は不確実性を有しており､ そのため画一的に判断できないために三

者構成の審査制度が確立しています｡

今後､ 基金改革でＡＩによる審査が進んでも､ 患者が不利益を被ることが無いよう､ あく

までも患者の個別性､ 医療の多様性を担保された改革となるよう歯科医師会としても十分注

視していく必要があると考えますので､ 会員の先生方のご指導､ ご協力を宜しくお願い致し

ます｡
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―第21回理事会―
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１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・西野監事を除く
全役員出席のもと開催された｡
１. 開会：渡辺副会長
２. 挨拶：浦田会長

今年初めてお会いする先生もおられます｡
本年もよろしくお願い申し上げます｡ さて､
我々の任期はあと半年足らずですが､ 最後ま
で会務運営に邁進してまいりますので､ 皆様
のご協力をお願いいたします｡ ところで､ こ
こ最近､ 気温が低く空気も乾燥してインフル
エンザも流行っておりますが､ 年度末にかけ
て対応すべき案件も多数ございますので､ 役
員の皆様は各担当所管に影響の無いようにど
うかお体にはご留意ください｡ 我々は10年間､
執行部を務めさせていただきましたが､ 何事
も終わりが重要であります｡ 任期満了日まで
気を緩めずに会務運営に務めますので､ 皆様
も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：浦田会長､ 中嶋監事
５. 平成30年度会務報告：

(自：12月21日～至：１月20日)
本会総務：理事会､ 常務理事会､ 新年挨拶

廻り
社会保険：社会保険委員会
地域保健：糖尿病・歯周病医療連携研修会
広 報：『熊歯会報』 ２月号の編集・校正
学校歯科：県学校保健会合同研修会
医療対策：医療相談・苦情事例報告
センター・介護：介護者歯科実技研修会､

認知症対応力向上研修会
厚生・医療管理：医療管理講演会
学 院：学院役職員会
国 保：九歯連協議会
以上､ 各担当役員より報告がなされた｡
６. 報告事項：
１. 表彰�熊本県知事表彰
前田 章二 会員 (八代)
表彰式：平成31年２月19日(火)

会 場：熊本県庁
２. 映画 ｢笑顔の向こうに｣の前売券の紹介

前売券を50枚購入したことを報告した｡
３. 事務局人事異動�沼里 珠生 (総務課) 臨時職員を経て
契約職員とする (平成30年12月１日付)�係長 宮� 真一 (国保課)
学院課勤務を命じる

(平成31年１月７日付)�野口 泰生 (新規採用)
国保課 (給付・総計担当) 配属とす
る (平成31年１月７日付)

４. 事業実施報告書�11月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

５. 12月末会計現況
７. 連絡事項：
１. ２月行事予定

８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]
木� 衣吏子 (熊本市／第３種)､ 林 美
沙 (熊本市／第３種) ２人の入会を承認
した｡
平成30年度入会状況 (１月末累計)
第１種会員／21人 第２種会員／４人
第３種会員／28人 第４種会員／１医療
機関
２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼 [承認]�熊本県保健医療推進協議会委員／熊本
県健康福祉政策課
浦田 健二 会長 任期：平成31年４月
１日～平成32年３月31日
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�熊本県救急・災害医療提供体制検討委
員会委員／熊本県医療政策課
牛島 隆 専務理事 任期：平成31年４
月１日～平成32年３月31日�熊本県歯科保健推進会議委員／熊本県
健康づくり推進課
田上 大輔 常務理事 任期：平成31年
４月１日～平成33年３月31日�熊本県歯科保健推進会議ワーキング部
会委員／熊本県健康づくり推進課
田上 大輔 常務理事 任期：平成31年
４月１日～平成33年３月31日
松本 信久 理事 同�司法委員／熊本地方裁判所
前野 正春 会員 任期：平成31年１月
１日～平成31年12月31日
関係機関・団体への役員等の推薦を

承認した｡
３. 後援名義の使用依頼 [承認]�《継続》第37回熊本春節祝賀会／熊本
県日中協会
後援名義の使用を承認した｡

９. 議題：
１. 平成30年度臨時代議員会会務報告 [承
認]
会務報告について承認した｡ 各担当所
管を確認して何か修正があれば牛島専務
理事または事務局に連絡する｡
２. 2020年九州歯科医学大会 (熊本開催)
プログラム及び大会会場 [承認]
招聘する講師をジャーナリスト櫻井よ
しこ氏と山田宏参議院議員に決定した｡
そのため会場を予約していた熊本城ホー
ルの多目的ホール (700人収容) をキャ
ンセルし､ メインホール (2,300人収容)
を予約した｡
３. 平成30年度第28回中規模県歯科医師会
連合会各県提出協議題に対する回答 [承
認]
提出協議題に対する回答を承認した｡

４. 熊本県歯科衛生士会からの会館の事前
使用申込み [承認]
2019年７月20日・21日の４階ホール､
７月21日の国保会議室を貸し出すことを
承認した｡
５. 平成31年度熊本県歯科医師会会計収支
予算書 (案) [承認]

会計収支予算書 (案) を承認した｡
６. 平成31年度熊本県歯科医師会積立金収
支予算書 (案) [承認]
積立金収支予算書 (案) を承認した｡

７. 平成30年度熊本県委託 (補助) 事業に
係る予算 [承認]�在宅歯科医療連携室整備事業予算明細
書 (案)
事業予算明細書 (案) を承認した｡

８. 会員からの会費・共済互助負担金の減
免申請の認定 [承認]
会員３人の会費・共済互助負担金を減
免することを承認した｡
９. 中小企業等グループ補助金に係る手続
事務代行手数料の追加申請 [承認]
会員２人の追加申請を認め､ 助成する
ことを承認した｡
10. 平成31年度熊本県後期高齢者歯科口腔
健康診査の実施に伴う健診単価 [承認]
10月からの消費税増税に伴う健診単価
の変更を承認した｡
11. ｢歯科医療事故情報の分析・評価業務
一式｣ におけるアンケート調査の対象者
選定 [承認]
熊本県医科歯科病診連携事業登録医を
調査対象として､ 宇治理事が50人選定し
たことを事後承認した｡
12. その他�故元島博信会員からの寄付金 (30万)
の使途並びに感謝状の贈呈 [承認]
寄付金の使途は､ くまもと歯の健康

文化賞において受賞者に贈呈 (５万円
／年) することを承認した｡ 感謝状は､
次回の理事会でご遺族にお渡しするか､
直接ご自宅に持参する｡

10. 協議事項：
１. その他�平成30年度第２回九地連協議会における
提出協議題への回答 [承認]
提出協議題に回答する担当役員を割り
振った｡

11. 監事講評：
中嶋監事より ｢インフルエンザが流行し
ています｡ くれぐれもお体にご留意くださ
い｡｣ と役員の健康を気遣われた｡
12. 閉会：渡辺副会長

(竹下 憲治)
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�アサーティブなコミュニケーション
自分のことをまず考えるが他者への配慮

を忘れないコミュニケーション方法｡

誠実 (自分自身に対しても相手に対して

も正直に､ 誠実に向き合う)

率直 (自己の考え､ 気持ち､ 欲求を伝え

る際､ 具体的に簡素に率直に)

対等 (相手も自分も尊重した対等な態度)

自己責任 (自己の発言､ 行動はすべて自

己責任として受け取ること)

の４つの柱で成り立っている｡

講演会では３人１組のグループを作り､

Describe (状況を客観的に描写する)､

Explain (自分の気持ちを説明する) ､

Specify (提案する)､ Choose (代案を述べる､

選択する) の４つのStepで構成され､ 自分

の主張を押しつけるのではなく､ 相手の意見

を認めつつ､ 代案を出し相手の意思で決定し

てもらう､ DESC法というアサーショントレー

ニングの実践を行った｡

歯科医師､ 歯科衛生士の相互協力・相互理

解を深めるためのコミュニケーション力向上

に､ とても有意義な研修会であった｡

(宮本 徳郎)

����������
―リーダー育成研修会―

１月12日(土) 午後３時より県歯会館４階

ホールにて､ 野口純佳フリーランス歯科衛生

士を講師に ｢リーダー育成研修会 ―序列の

活用 役割の認識―｣ の演題で医療管理講演

会が､ 渡辺副会長の挨拶の後開催された｡

野口歯科衛生士は､ 多くの歯科医院で衛生

士業務の指導だけでなく､ スタッフ育成や接

遇応対の指導もなされている｡�チーフという立場のスタッフの重要性
チーフがいると院長とスタッフの橋渡し

役になってくれ､ 患者さん・スタッフ・医

院を良い方向に導く大きな力になる｡

チーフは誰でもよいという訳ではなく､

経験豊かな人､ 院長を理解している人であ

り､ 責任と仕事への覚悟が持てる人である｡

チーフがスタッフへの指導など役割を果

たす際に重要なのは､ 院長による医院理念

の明確化でありそれをしっかり認識出来て

いることである｡�新人教育
教育スケジュール､ 教育マニュアル (教

育される側も作る) を作り､ ゴールを明確

にし､ 出来たところを認めることが必要｡

指導する際に注意することは､ 正しいこ

とを言うだけでは人は動かないということ｡

自分の当たり前は他の人の当たり前でな

いことを認識し､ 相手の存在を認め､ 肯定

的な言葉を用いる｡

自分発信の私メッセージで会話する｡

�������

多くの歯科医院で指導されている野口講師
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���������� 郡市会報告

１月５日(土) 午後５時よりホテルアレグリ

アガーデンズ天草にて新年会が開催された｡ 今

年も金子衆議院議員はじめ天草市長､ 上天草市

長､ 県議会議員､ 天草郡市医師会会長､ 天草郡

市薬剤師会会長の９人もの来賓の方々に御列席

いただいた｡

初めに､ ホテルロビーの広間にて記念の集合

写真を撮影し､ その後､ 海の見える会場に移動

して新年会が行われた｡

まず､ 昨年11月に亡くなられた天草市出身の

故園田博之衆議院議員へ全員で黙祷を捧げた｡

次に森口会長が年頭の挨拶を行い､ 来賓の方々

に挨拶をいただいた｡ その後木場薬剤師会会長

の乾杯にて祝宴が始まった｡ 美味しいお酒と料

理に舌鼓をうち､ 会員それぞれが今年の抱負な

―平成31年 新年会―

��������天草郡市歯科医師会

どを語り合いながら､ 平成最後の新年会という

こともあり大いに盛り上がった｡ 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２次会では､ 皆で更に語り合っ

た｡

(山本 康弘)

毎年恒例の集合写真

増税は施行されるか等の話が多く聞かれた｡

新年会の冒頭で宮坂会長から ｢三師会､ 行政

一丸となってオール山鹿で今年も頑張って行こ

う｡｣ と挨拶があった｡ 医師会､ 薬剤師会､ 行

政と協力して､ 本会は今年も昨年以上に地域医

療に貢献しなければならないと思った｡

(小林 聡)

―平成最後の総会及び新年会―

�������������山鹿市歯科医師会

１月５日(土)､ 総会及び新年会が山鹿の眺山

庭にて行われた｡

総会では､ 宮坂会長の年頭の挨拶の後､ 県歯

会から､ 伊藤副会長が来賓で参加され､ 日歯､

県歯の最近の動向について説明された｡ 特に､

個人事業者の事業継承税制について話をして頂

いた｡ また､ 牧連盟副会長から､ 今年行われる

予定の選挙について､ 話があった｡

新年会では､ 上記の先生に加えて､ 幸村鹿本

郡市医師会会長､ 江上山鹿・植木地区薬剤師会

会長､ 中嶋山鹿市長､ 坂本衆議院議員､ 山口山

鹿市保険所長､ 渕上県議会議員､ 早田県議会議

員に新年の挨拶をして頂いた｡ 永田山鹿市議会

議長の乾杯の音頭で新年会が始まった｡

今年の新年会は日程が早かった事もあり､ や

や参加人数が少なかったが､ その分､ 三師会､

行政の方と深く意見交換が出来た｡ 今年の消費

年頭の挨拶をする宮坂会長
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����� ����������������������菊池郡市歯科医師会

―第32回歯と口の健康展―

11月11日(日) に菊池郡歯会館にて歯と口の

健康展を行った｡ 子供から高齢者まで200人を

超える来場者を迎えることができた｡

今年は例年と異なり６月から時期をずらし､

時間帯も短縮に変更してからの開催であったが､

滞りなく行えたのではないかと思う｡ 咀嚼能力

測定・口腔乾燥測定・舌圧測定と今の歯科界の

潮流に沿った実施内容を行った｡ また､ 子供向

けには歯科衛生士会の協力のもと､ 今では各小

学校・保育園等でも実施されているフッ素洗口

とフッ素塗布を行い､ また口腔内に関心を持っ

てもらえるよう､ 中島学園の生徒さんによる紙

芝居を行った｡ 技工士会からは石膏模型を通し

て様々な模型､ デンチャーの種類を見てもらっ

た｡ 各自治体､ 保健所の方々にも参加していた

だき､ 歯科関係の取り組みについて説明してい

ただいた｡ イベントでは大津町のご当地ヒーロー

のグランパワーヒノクニによるアトラクション

ショーを行った｡

今回､ 来場者や参加していただいた各関係者

にアンケート等を実施した｡ 次年度に向けて時

間帯・開催場所・内容等を含め､ 良い方向に迎

えばと思う｡

(高田 宗秀)

200人を超える来場者

デンタルチームで集合写真

―新年会―

����������菊池郡市歯科医師会

１月12日(土)､ 熊本市の城見櫓にて菊池郡市

歯会の新年会が行われた｡

会員も80人近くに膨れ上がり､ 新年会参加会

員も48人を数えた｡

明受副会長の開会の辞後､ 高木会長より ｢平

成最後の新年会となります｡ 昨年の漢字は‘災’

の一語となりましたが､ 歯科医師会には順風が

吹いております｡

当会の中山精文会員が文部科学大臣賞受賞の

栄誉に輝きました｡

また３人の新入会員を迎え､ 当会は県下第２

位の会員数となり､ とても責任のある立場とな

りました｡

48人の参加で盛大に
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現執行部もあと半年の任期となり ｢地域に信

頼される歯科医師像の確立｣ というモットーを

より進化させる為に､ 歯科発全身の健康を目指

して頑張って参ります｡ 尚一層のご協力をお願

いいたします｣ との挨拶があった｡

続いて浦田県歯会長､ 坂本衆

議院議員の２人の来賓より挨拶

を頂いた｡

次に城専務理事より会務報告

後､ ３人の新入会員紹介が行わ

れた｡

三隅晴具会員の乾杯の音頭で

懇親会はスタートした｡

会員の増加に伴い女性会員も

増え､ 女子会も催された｡

宴もたけなわであったが田中

副会長の一本締めで新年会は閉会した｡

(阿久根 秀典)

飯盛美豊会員
いさかり､ と読み
ます｡

北須賀通子会員
出身は和歌山です｡

村山真会員
アンビー歯科です｡

受賞の挨拶をうれしそうに話される田上常務

が始まった｡ 新年の挨拶もそこそこに和んだ雰

囲気の中､ 美味しいお料理やお酒に舌鼓をうち､

田上会員の受賞を喜び､ 話題が尽きることなく

楽しい時間を過ごした｡ 最後は甲斐田副会長の

三本締めでお開きとなった｡

年頭に保健所､ 医師会､ 薬剤師会､ 県歯と情

報交換ができるのは良い事だと改めて感じた｡

(乕谷 真)

―平成最後の新年会より―

�������������������阿蘇郡市歯科医師会

１月19日(土) 午後６時30分より郷土料理

｢青柳｣ にて阿蘇郡市の新年会及び田上会員の

厚生大臣表彰受章祝賀会が開催された｡ 武藤会

長の挨拶のあと稲田保健所長､ 上村医師会副会

長､ 玉飼薬剤師会会長､ 渡辺県歯副会長の４人

の来賓より祝辞をいただいた｡ 続いて､ 武藤会

長より田上会員の厚生大臣表彰の記念品贈呈と

挨拶を頂き､ 片山公則会員の乾杯の御発声で宴
祝辞を述べる先生方
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����� �����球磨郡歯科医師会

―新年会―

������
１月19日(土) 今年初の顔合わせを兼ねて､

本年の方針､ 目標､ 抱負など様々な打合せを行っ

た｡

また､ 今年４月に平成の元号が終わりを告げ

５月１日より新元号へと移り変わる｡ 新元号元

年を迎え､ 歯会及び会員各位の更なる飛躍と､

会員の高齢化が進む球磨郡歯会の､ お互いの健

康と一年の無事を願い打合せ終了後に新年会を

開催した｡

新年会では､ 美味しい料理に舌鼓を打ちなが

らも神戸・福島・熊本・広島・北海道・その他

多くの災害の多発した平成を振り返り､ 今年

今年初の顔合わせ

こそは平穏な時代になって欲しいとの会員の声

が上がった｡

(塚本 卓也)

―講演会―

�������������玉名郡市歯科医師会

１月19日(土) 玉名市民会館において､ 国立

モンゴル医学科学大学客員教授および岡山大学

病院小児歯科講師で､ 著書も多数あられる岡崎

好秀教授をお招きし､ 『～歯科の世界はこんな

におもしろい～ 口の中はふしぎがいっぱい』

と題した講演会が開催された｡ 岡崎教授の講演

は一般の人にも分かりやすく､ 口の中にまつわ

るたくさんのお話がたいへん面白いと評判であ

り､ 当日も会員だけでなく医院スタッフも多数

来場があった｡

大牟田市動物園で動物の歯科健診をしたお話､

岡崎教授が臨床を開始したころのカリエスだら

けの子供の口の中のお話､ サザエさんにみる昔の

食卓のお話､ 軟食になった現在の学校給食のお

話､ 噛むことがコレラやその他の病気を予防する

お話など､ 挙げきれないくらいの興味深い雑学を

聴くことができた｡ また日常臨床に関わることと

分かりやすく面白い話で盛り上がる

して､ 口呼吸により舌根沈下が起きSpO２が低

下すること､ 子供の睡眠時無呼吸症候群のお話､

今の子供は過蓋咬合や歯列狭窄が多く気道が狭

いこと､ それにより脳に酸素がいかないこと､

小児の診療で患者や家族を味方につけるコツな

ど､ 盛り沢山の内容でたいへん勉強になった｡

(月精 秀和)



熊歯会報Ｈ.31.３

11

����� �����―新年会―

�������������玉名郡市歯科医師会

１月25日(金) 午後６時30分より ｢司ホテル｣
にて､ 来賓19人と会員を合わせて49人での新年
会が､ 盛大に開催された｡ 大林専務理事の司会
のもと､ ��会長の挨拶で開会｡
来賓挨拶として､ 小島県歯副会長が､ 浦田会
長体制のこれまでの歩みを説明された｡ 蔵原玉
名市長は､ いだてん・金栗四三と共に玉名の魅
力を広める事と､ むし歯・歯周病予防､ よい歯
の広場､ 食育フェアの推進を話された｡
野田毅衆議院議員 (代読光澤秘書)､ 浦田・
内野県議会議員からもそれぞれご挨拶を頂いた｡
その後､ 浦田玉名郡市医師会会長の乾杯の音
頭で宴が始まった｡ 今回は､ 初めての企画とし
て１市４町の来賓の方々と各地域の会員が､ 順々
に壇上にあがり座談会方式で行われ､ 各市・郡
の自慢話､ 歯科に対する取り組み・要望など､
話に花が咲いた｡

最後に､ 田中荒歯会会長の閉会の挨拶でお開
きとなった｡
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､ 医歯薬・行政・学校関係と共に
良い年となる事を参加者全員で願った｡

(冨永 浩義)

49人の参加で盛大に開催された

平成30年度臨時代議員会 開催のお知らせ

下記の通り平成30年度臨時代議員会を開催しますのでお知らせいたします｡
記

日時：平成31年３月23日(土) 午後３時～
会場：熊本県歯科医師会館 ４階ホール

[ 議 事 ]
第１号議案 平成30年度熊本県歯科医師会会計収支補正予算書 (案) の承認を求

める件
第２号議案 平成31年度熊本県歯科医師会事業計画 (案) の承認を求める件
第３号議案 平成31年度熊本県歯科医師会会費及び負担金の賦課額､ 賦課率並び

にその徴収方法 (案) の承認を求める件
第４号議案 平成31年度熊本県歯科医師会会計収支予算書(案)の承認を求める件

[ 協 議 ]
１ 本会財政健全化対策について

(終身会員への移行条件並びに収入割会費の見直し)
２ 時局対策について
３ その他

※代議員会は公開となっています｡ 傍聴を希望される場合は､ 会議場後方
に席を用意してありますので､ 事務局に必ずご連絡のうえご来場下さい｡



そのお金

で買い物を

することも

できるし､

銀行に預け

れば貯金も

できます｡

それを次回

引き出して

使うことも

できます｡

これでお金

の大切さも

少しは分か

ってくれる

かな？？

交代制な

ので､ 時間

内で約５～

６職種体験できました｡ 小学生になると自分

でスケジュールを組んで上手に回れば10種近

くまで行けるようです｡ 子供達は仕事を頑張

るというよりは､ 楽しく体験したらお金もも

らえてラッキーといった感じでした｡ まぁ世

の中には色々な仕事があるということは理解

したようです｡

長男の小学校の校長先生の話では､ 現在の

半分の職業が20年前にはなかったものなのだ

そうです｡ 確かにユーチューバーやプロゲー

マー等は私の子供の頃には想像もできません

でした｡ AIが普及するこれからの時代､ ど

んな職業が生まれ､ 生き残るのか｡ きっと今

の価値観だと驚くようなものが仕事として成

り立つようになっているのでしょう｡ 子供た

ちがこれからどんな職業を目指すのか楽しみ

に見守りたいと思います｡

次回は､ 大学の同級生でもある大津町の高

田宗秀君にバトンタッチします｡

息子の幼稚園で将来の夢を一人ずつ発表す

る時があり､ ５歳の次男は ｢警察官になりた

い｣ と言ったそうです｡ 理由は仲良しの友達

と同じ職業になりたいから｡ ｢歯医者さんは

なりたくないの？｣ と妻が聞いたところ､ そ

れはパパがやってるからいいんだそうです｡

ちなみに長男のときは仮面ライダーでした｡

現実的な女の子と違って男の子はこんなもの

なのでしょうか｡

何を目指すにせよどんな仕事があるのか視

野を広げさせるために､ 楽しく仕事について

学ぶ良い機会だと思い､ キッザニア甲子園に

行ってきました｡

大した予習もせず､ とりあえず予約だけし

ていざキッザニアへ｡

甲子園というだけあり道路の反対側は甲子

園球場です｡ (お父さんの時間つぶしに野球

観戦もできますよ)

キッザニア甲子園は屋内にあり､ 温度､ 湿

度ともにしっかりと管理され､ 非常に快適で

す｡ そして､ 入場者数が制限してあるので各

パビリオンで何時間も待つ必要がありません｡

これは､ 親にとって大変うれしいことでした

(笑)

キッザニア内には現実社会のように消防署

や劇場､ 飲食店､ 病院など様々なパビリオン

と呼ばれる施設があります｡ (もちろん歯科

医院も！ライオンが協賛しています) 建物は

約３分の２の大きさに作られていて､ 子供用

に工夫されています｡ 100種類以上のお仕事

があり､ 本物そっくりのユニフォームに着替

え､ パンやソーセージなど作ったものはお土

産に持ち帰れます｡

ただ大人は仕事に参加できないのはもちろ

ん､ パビリオンに入室もできないので､ あと

は見守りつつカメラマンに徹するのみです｡

子供達は仕事をするとキッザニア内で使え

る通貨 ｢キッゾ｣ がお給料としてもらえます｡
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熊本市 中川 真樹

消防署員体験中！
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第第３３種種会会員員
木� 衣吏子
(キザキ エリコ)

熊本市西区春日5-2-1

熊本駅前矯正歯科クリニック

林 美沙
(ハヤシ ミサ)

熊本市西区春日5-2-1

熊本駅前矯正歯科クリニック

会 務 報 告 自 平成30年12月27日
至 平成31年１月20日

所管 日付 摘要 出務者

総 務

12月22日 第44回九州各県事務職員研修会 (１日目) (鹿児島県歯会館) 澤田事務局長他３名
23日 第44回九州各県事務職員研修会 (２日目) (鹿児島県歯会館) 澤田事務局長他３名

25日
事務局人事打合せ 牛島専務理事､ 澤田事務局長
支払基金審査委員懇談会 (ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ) 浦田会長

26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
県新型インフルエンザ対策協議会及び指定地方公共機関・感染症指定医療機関合同会議
(ホテル熊本テルサ) 澤田事務局長

阿蘇医療センター甲斐院長との面談 浦田会長
第20回理事会
【承認事項】
(１) 新入会員の承認
(２) 熊本県老人クラブ連合会主催者健康づくりリーダー等研修会への講師派遣依頼
(３) 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼 ほか
【議 題】
(１) 平成31年度年間行事
(２) 平成30年度第２回各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡協議会の報告及び協議
(３) 平成30年度第２回九地連協議会の提出協議題

浦田会長他全役員

28日
支払基金支部長年末挨拶来館 浦田会長
事務局仕事納め
仕事納め式 浦田会長､小島副会長､牛島専務理事

29日 事務局年末・年始休暇 (至１月３日)

１月４日

事務局仕事始め
仕事始め式 浦田会長､ 牛島専務理事

新年挨拶廻り (県庁､ 熊本市役所) 浦田会長､ 伊藤副会長､ 牛島専務理
事､ 澤田事務局長

��������������������
大正８年２月16日生まれ
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所管 日付 摘要 出務者

総 務

５日
八代歯会新年会 (セレクトロイヤル八代) 浦田会長
山鹿市歯会新年会 (山鹿市) 伊藤副会長

９日

宮本加洲彦会員叙勲伝達式 浦田会長
第36回常務理事会
(１) 新入会員の承認
(２) ｢歯科医療事故情報の分析・評価業務一式｣ におけるアンケート調査の対象者選定
(３) 2020年九州歯科医学大会 (熊本開催) プログラム ほか

浦田会長他椿常務理事を除く全役員

11日 会計打合せ
Ｈ31年度予算打合せ 八木常務理事

12日
九州各県専務理事会 (ホテル・レクストン鹿児島) 牛島専務理事
菊池郡市歯会新年会 (熊本市) 浦田会長､ 伊藤副会長

16日

第807回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長
第37回常務理事会
(１) 平成30年度臨時代議員会会務報告
(２) 第２回各郡市歯科医師会会長・専務理事会の資料及び出席者
(３) 平成31年度熊本県歯科医師会会計収支予算書 (案) ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

17日 熊本民事調停協会新年会 (ホテル日航熊本) 前野会員
18日 国保診療報酬審査委員会新年会 (ホテル日航熊本) 浦田会長
19日 阿蘇郡市歯会新年会・田上会員大臣表彰受賞祝賀会 (熊本市) 渡辺副会長

社会保険

12月22日

社会保険個別相談会
相談者：３名 田中理事､ 桐野委員長他５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 ほか

椿常務理事､ 田中理事､ 桐野委員長
他13委員

１月７日 レセプトチェックセンター
相談者：０名 田中理事

９日 第５回日歯社会保険委員会 (日歯会館) 椿常務理事

11日 社会保険個別相談会 (八代市)
相談者：１名 清藤・今�委員

14日 社会保険個別相談会
相談者：１名 渡辺委員

15日 社会保険個別相談会 (八代市)
相談者：１名 清藤・今�委員

16日 社会保険個別相談会 (宇城市)
相談者：１名 福田委員

17日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 井口副委員長､ 小林・今�委員
地域保健

１月７日 地域保健小委員会
(１) 九州口腔衛生学会調査研究事業アンケート集計方法 赤尾理事､ 郷原委員長他２委員

10日 後期高齢者歯科口腔健診事業意見交換会
(１) 後期高齢者広域連合との意見交換

渡辺副会長､ 牛島専務理事､ 田上常
務理事､ 松本・赤尾理事､ 平井・郷
原委員長､ �水間副委員長

12日 糖尿病・歯周病医療連携事業事前打合せ (玉名市)
田上常務理事､ 赤尾理事､ ��会長､
大林専務理事 (玉名郡市)､ 田中専
務理事 (荒尾市)

13日

糖尿病・歯周病医療連携研修会 (九州看護福祉大学)
受講者：65名
講 師：熊本大学大学院 古川昇住教授他

渡辺副会長､ 田上常務理事､ 赤尾理
事他福田・蔵本委員

糖尿病・歯周病医療連携検討会 (九州看護福祉大学) 田上常務理事､ 赤尾理事他15名

広 報
12月27日 熊日キャロットとの打合せ

(１) 子どもの歯並び 竹下理事

１月11日 広報小委員会
(１) 会報２月号編集・校正 竹下理事､ 永廣委員長他３委員

学校歯科

12月21日 熊本県体育協会メディカルチェック (熊本市医師会ヘルスケアセンター) 渡辺副会長

26日 ｢児童生徒の心と体の健康づくり推進事業｣ 推進委員会第３回報告書作成委員会 (水前寺
共済会館) 大林理事

１月11日 県体育協会メディカルチェック (熊本市医師会ヘルスケアセンター) 渡辺副会長
16日 保団連との打合せ 大林理事

17日
県学校保健会合同研修会 (くまもと森都心プラザ) 浦田会長､ 大林理事
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

１月10日 医療相談 永松理事､ 岡田委員長､ 椿副委員長､
添田委員

11日 医療相談 永松理事､ 五島委員

16日 医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 委員提出協議題 (３) 理事報告 永松理事他徳丸委員を除く全委員

18日 医療相談 永松理事､ 岡田委員長､ 椿副委員長

センター･
介護

12月21日
第２回介護者歯科実技研修会
受講者：108名
講 師：東京大学高齢社会総合研究機構 飯島 勝矢教授

渡辺副会長､ 田上・八木常務理事､
松本理事他６名

１月19日

第２回認知症対応力向上研修会 (菊池市中央公民館)
受講者：61名
講 師：熊大医学部附属病院 田中 響神経精神科医

原土井病院 岩佐 康行歯科部長

松本理事､ 平井委員長他２委員

20日 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー育成事業歯科健診 (口腔保健センター)
受診者：８名

松本理事､ 井手委員､ 蔵本歯科医師
他衛生士５名

厚生･医療
管理 １月12日

医療管理講演会
受講者：72名
講 師：野口純佳歯科衛生士

渡辺副会長､ 八木常務理事､ 宮井理
事､ 池嶋委員長他全委員

学 院
12月25日

学院臨床実習反省会
(１) 平成31年度臨床実習計画 (案)
[講演会] 講師：熊本大学大学院生命科学研究部 安藤由喜雄教授

小島副会長､ 伊藤学院長､ 牧・林副
学院長､ 弘中教務部長､ 全教務委員

１月15日 学院役職員会 伊藤学院長､ 牧・林副学院長､ 弘中
教務部長

国保組合

１月11日 全協事務 (局) 長研修会 (全国町村会館) 田尻課長補佐
19日 第２回九歯連役員会 (城山ホテル鹿児島) 浦田理事長

19日 第１回九歯連協議会 (城山ホテル鹿児島) 浦田理事長､ 上野副理事長､ 桑田常
務理事他２名

20日 九州各県国保事務担当者連絡会 (城山ホテル鹿児島) 田尻課長補佐､ 野口書記



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。

　今年で８回目となる熊本城マラソンは17日、好
天にも恵まれ、過去最多となる約１万４千人が早
春の熊本の街を駆け抜けた。歯科医師会関係者は
一般ランナー・メディカルランナー・ＡＥＤ隊と
して会館に集まった。コース上や沿道の安全に目
を光らせ、救護も担う者や完走を目指す者など
レース前に気合を入れた写真です。

（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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主な行事予定 April

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

4
3日（水）

17日（水）

24日（水）

第42回常務理事会

第43回常務理事会

第24回理事会

２月９日（土）～11日（月）に広報委員会メンバー７人で（３人が初めての海外旅行）春節の
台湾に行ってきました。
パスポートとチケットを紛失しないように注意して無事に出国し、機内でのトイレを心配し

ながらも、搭乗までの間に空港で朝から生ビールで乾杯。同じ飛行機に搭乗予定の菊池郡市
歯の会員やプライベート旅行の会員とも遭遇しました。
無事に桃園空港に到着し、楽しみにしていた海に突き出た岬に、海食や風化により形成さ

れた奇岩が無数に並ぶ「野柳」と、「九份」はあいにくの雨でびしょ濡れの観光。翌日からは
雨も降らず、「鼎泰豐」の小籠包に舌鼓（さすが本店は鶴屋とは一味違う？）、貴重な文物な
どが数多く展示されている「国立故宮博物院」、パワースポットの「龍山寺」、360度台北の
町並みを眺望できる「台北101」、地元の人々の活気と熱気を肌で感じながら「士林夜市」、
一糸乱れぬ見事な動きの衛兵交代式の「中正紀念堂」と「忠烈祠」、気持ち良く痛い「台湾
マッサージ」等。今回は定番の観光スポットを巡りました。
久しぶりの海外旅行で、出入国の検査が機械化されていてびっくりしました。
台湾にしては寒かったが、体重増を少し気にしながらも沢山の台湾グルメも楽しめた旅行

でした。台湾最高でーす。
（T. K）
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