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　歯科衛生士の不足が語られてずいぶん経ちま

す。現在の歯科衛生士名簿登録者数は24万人を

超えていますが、業務に従事しているのは11万

人弱です。看護師のライセンス取得者が160万人

でそのうち150万人が働いているのに対し、歯科

衛生士では半数以上が免許を持ちながら働いて

いないということになります。 

　

そもそも未就業の常勤歯科衛生士はいるのか？

　過去９年間の歯科衛生士国家試験合格者数を

見ると全国で52,629人。全員が21歳で合格して

いると仮定しても20代の歯科衛生士は全体の

22%に過ぎないということになります。歯科診

療所数が約７万件ですから、未就業で常勤希望

の歯科衛生士に遭遇する確率がとんでもなく低

いということは誰の目にも明らかです。

　

「理想の歯科衛生士像」とは？

　我々「雇う」側が望む歯科衛生士とはどうい

うものでしょうか。

　責任感と向上心、思いやりの心があり、コ

ミュニケーション能力に長けて笑顔で患者と接

することができる。そして診療時間中は常にい

てくれて急に休んだり辞めたりせず、長期にわ

たり安定して勤務してくれる人・・といったと

ころでしょうか。

復職支援講習会で見えてきたこと

　昨年度、茨歯会では７月と３月に県内在住の

未就業歯科衛生士を対象に復職支援講習会を行

いました。そこで復職を困難にしている理由を

浮き彫りにする回答がありました。

１．考慮すべきはお金よりも時間

Q 　復職にあたって気になることは？（複数回

答可）

　　給与・待遇　　　54％

　　職勤務時間　　　89％

　　職場の人間関係　46％

　復職を望む歯科衛生士のほとんどが子供の帰

宅時間や家庭の事情の関係から、平日午前中か

ら午後の早い時間までのパート勤務を希望して

いるということがわかりました。

２．仕事についていけるかという不安

Q　申し込みの動機について

　・SC、SRPの基本の勉強をしたい（35歳）。

　・ X-rayやPC等のデジタル化についていける

かが不安だから（34歳）。

　・歯科医療の現状を知りたい（50歳）。

　歯科医療の進歩に自分のスキルがついていける

かどうか不安を持っていることがわかりました。

　すなわち「勤務時間の問題」と「スキルへの

不安」の解決が歯科衛生士復職のカギだという

ことがわかってきたのです。

パート歯科衛生士導入のススメ

　歯科衛生士が定着しない・来ないという歯科

医院の不満と、有資格者のうち過半数が働いて

いないという歯科衛生士の現実は、我々「雇

大 字 崇 弘

「理想の衛生士像」が衛生士不足を招く!?
　　変わるのはいつ？　今でしょ!?   
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う」側が抱く「休まず辞めずいつもいてくれる

歯科衛生士」という理想と、「周りの環境が許

す範囲で働きたい」という歯科衛生士側の希望

との間にズレがあったことが原因のようです。

　そのズレを埋める具体的方策としては、パー

ト歯科衛生士の活用以外に手段はないと思いま

す。子供の成長や家庭環境にあった勤務時間を

提供し、パートとして雇用を維持していく。そ

れができれば早期の復職が期待でき、ブランク

の期間短縮につながり「スキルへの不安」の解

消にもつながります。歯科衛生士側のニーズに

沿いながら、歯科医院は歯科衛生士を確保する

ことができるのです。未就業の13万人歯科衛生

士から「選ばれる」歯科医院になるのです。

　

「夕方いない」と考えるか「昼間だけでもいて

くれる」と考えるか

　数年来の歯科衛生士不足という現実は、「歯

科衛生士は時が来れば結婚、出産などで働けな

い期間が必ずできる」と認識するべき時期が来

ていることを我々に示しています。その上で

「一旦離れてもすぐ戻ってきてくれる、時間が

できたら少しでも働いてくれて、一生付き合っ

てくれる歯科衛生士」を理想と考えられるかど

うか、我々「雇う側」が変われるかどうかが今

問われようとしています。

最後に～子供はやがて大きくなる

　２回の復職支援講習会を応援に来てくださっ

た茨城県歯科衛生士会の秋山さんも、子育て期

間にブランクがあり、復職した歯科衛生士さん

の一人です。「パートの歯科衛生士はダメと決

めつけないでほしい。今は午前中しか働けなく

ても子供が小学生になれば学童保育で５時まで

働けます。中学生になって部活を始めたらもっ

と働けるようになります。病気になったり学校

行事があったり迷惑もかけますが、年を追うご

とに確実に先生方の戦力になれます。母であり

妻である以上仕事が一番とはいきませんが、歯

科衛生士として歯科の仕事に携わりたいとみ

んな思っています。だから長い目で見てほし

い。」という言葉がとても印象的でした。
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公益社団法人への移行にあたり

公益社団法人茨城県歯科医師会

会長　　森永　和男

　会員の多くの皆様はご存知かも知れませんが、

本会は去る３月23日に公益等認定委員会より公益

移行認定を受け、４月１日付けで公益社団法人に

移行することができました。これもひとえに皆様

のご理解、ご協力の賜物と存じます。

　全国都道府県歯で公益社団に移行したのは本会

を含め、三重、山口、香川、岐阜、鹿児島の６県

歯であり、東京都歯は公益移行に向けて準備中と

のことです。その他の県歯はほぼ一般社団法人へ

の移行が完了していますが、その多くは将来的に

公益社団への移行を希望していると聞き及んでい

ます。

　私自身が２年前に会長となって掲げた「強い歯

科医師会」実現のため、公益社団法人へ移行する

決意を固め、執行部一丸となってその準備を始め

ました。すでに前執行部から支部の一般社団法人

化は進めておりましたが、最終的には昨年４月１

日付けで全ての法人化を完了させることができま

した。また最大の課題であった共済制度の存続問

題を外部委託と地区のシニア共済とに移管するこ

とで解決することができました。この二つの解決

が公益社団法人への移行に大きな後押しとなりま

した。

　また本会が公益に移行できた最大の要因は、本

会の多くの事業が公益目的事業にかなうものであ

るとの証明が成されたことに他なりません。これ

は先輩諸兄が築きあげた本会事業の成果であると

考えております。

　昨年度は本会創立100周年記念事業を行い、そ

して締めくくりに今回の公益社団法人化となりま

したが、定款、施行規則をはじめとした多くの規

則・規程も改め、新しい歯科医師会として生まれ

変わりました。

　この出発点に当たり、本会は会員と県民のため

に、更に充実した事業展開を進めていきたいと

思っております。そして今後とも皆様からのご支

援、ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

今期より、各歯科医師会の呼称が変わりました。
　　　　『～支部』　　→　　『～地区』

各郡市歯科医師会が一般社団法人となり、名称が以下となりました。
日立歯科医師会、珂北歯科医師会、水戸市歯科医師会、東西茨城歯科医師会、

鹿行歯科医師会、土浦石岡歯科医師会、茨城県つくば歯科医師会、茨城県南歯科医師会、

茨城県西歯科医師会、茨城西南歯科医師会
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　３月21日（木）10:00より、第151回定時代議員

会が茨歯会館３階講堂にて開催された。

　氏名点呼、鈴木副会長の開会の辞に続き、会員

功労者19名、永年勤続従業員62名、永年勤続職員

３名に対する顕彰が行われ、代表で水戸地区、臼

井健祐先生が謝辞を述べられた。

　森永会長の挨拶（前号に掲載）に続き、髙野茨

歯連盟会長、大和田顧問弁護士、坂本顧問公認会

計士より来賓挨拶をいただき、報告のあと、議

事、協議事項と進められた。

　島田議事運営委員長より、追加第１、２号議案

および、第３～７号議案は一括審議、第１、２号

および第８～12号議案は単独審議とする旨の報告

があり、報告に対する質問、議案に対する審議と

も慎重かつ活発に行われ、議案についてはすべて

賛成多数により原案通り可決された。

　続いて、事前質問12題に対する質疑が行われ、

小鹿副会長の閉会の辞により17：00ごろ長時間に

わたる日程を予定通り終了した。

　以下、日程表、報告に対する質問、議案の審議

および協議の要旨を掲載し、事前質問に対する質

疑は次号に掲載します。なお、議案の詳細、資料

は「茨歯会資料室・代議員会ページ」をご参照い

ただきたい。

第151回定時代議員会報告

森永会長挨拶

大和田弁護士

髙野連盟会長

坂本公認会計士

臼井健祐先生謝辞
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第151回定時代議員会日程
日時　平成25年３月21日（木）午前10時

場所　茨城県歯科医師会館　会議室

氏名点呼

１．開会の辞　　　　　　　　　　　　　副会長　鈴木　潤一

１．顕　　彰

　（1）会員功労者

　（2）永年勤続従業員

１．議事録署名人指名

１．物故会員黙祷

１．会長挨拶　　　　　　　　　　　　　会長　森永　和男

１．来賓挨拶　　　　　　　　　　　　　茨城県歯科医師連盟会長　髙野　一夫殿

１．議長挨拶　　　　　　　　　　　　　議長　小澤　一友

１．報　　告

　（1）議事運営特別委員会報告　　　　 委員長　島田　理

　（2）日本歯科医師会代議員会報告　　 日歯代議員　小鹿　典雄

　（3）一般会務報告　　　　　　　　　 専務理事　征矢　亘

　（4）会計現況報告　　　　　　　　　 常務理事　小林　不律

　（5）公益杜団法人認定申請過程における申請書類の訂正等について　　常務理事　小林　不律

１．議　　事

　　第１号議案　　　公益社団法人茨城県歯科医師会諸規程等案に関する件

　　第２号議案　　　公益社団法人茨城県歯科医師会会長予備選挙規則の一部を修正する修正案に関する件

　　第３号議案　　　平成24年度一般会計収支補正予算案に関する件

　　第４号議案　　　平成24年度茨城歯科専門学校会計収支補正予算案に関する件

　　第５号議案　　　平成24年度茨城県身体障害者･小児歯科治療センター会計収支補正予算案に関する件

　　第６号議案　　　平成24年度茨城県土浦心身障害者歯科治療センター会計収支補正予算案に関する件

　　第７号議案　　　平成24年度収益事業会計収支補正予算案に関する件

　　第８号議案　　　平成25年度事業計画案に関する件

　　第９号議案　　　平成25年度会費･負担金賦課徴収方法案に関する件

　　第10号議案　　　平成25年度予算案に関する件

　　第11号議案　　　備品廃棄処分案に関する件

　　第12号議案　　　会長予備選挙の日程に関する件

　　追加第１号議案　役員の任期に関する件

　　追加第２号議案　公益法人移行登記の際に就任する最初の監事の選挙に関する件

１．協議事項

　　所得割負担金から定額会費への移行について

１．閉会の辞　　　　　　　　　　　　　副会長　小鹿　典雄
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第１回理事会

日時　平成25年４月17日（木）12時

場所　茨城県歯科医師会館　役員室

１．報　　告

（1）一般会務報告

（2）会計現況報告

（3）退会について

退会年月日 氏　名 事　由 支　部

H25.３.13 増子　　強 死　　亡 珂　北

H25.３.23 後藤　一以 死　　亡 珂　北

H25.３.29 新井　　清 死　　亡 県　西

（会員数　1,316名）

（4）取手市ぬくもり医療支援事業の対象年齢拡

大について

（5）大洗町医療福祉費支給制度への公費負担番

号の導入について

（6）各委員会報告について

・厚生委員会、学校歯科委員会、社保委員会

専門学校、口腔センター

２．協議事項

（1）入会申込書の受理について

市村和大氏（土浦石岡）、小倉直子氏（西

南）、小林ゆかり氏（水戸）、色川敦士氏

（土浦石岡）、安藤智也氏（水戸）の入会を

受理した。

（2）地区歯科医師会補助事業について

県南歯科医師会の申請について承認した。

（3）後援依頼について

日本診療情報管理学会学術大会の後援につ

いて承認した。

（4）高齢社会をよくする女性の会全国大会茨城

について

関連業者の紹介をすることとした。

（5）歯の健康力推進歯科医師等養成講習会につ

いて

今回は開催を見送ることとした。

（6）日本歯科医師会会長表彰候補者の推薦につ

いて

会長に一任することとした。

（7）平成25年度事業計画について

各事業の担当を確認した。

（8）平成25年度歯科保健賞要項について

標記要項について変更を承認した。

（9）平成25年度親と子のよい歯のコンクール要

項について

標記要項について内容を確認した。

（10）みがこーモン貸出規定について

標記貸出規定について内容を確認した。

（11）茨城県歯科医師連盟との連携について

至急、協議会を開催することとした。

茨歯会報6
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４月１５日 　内外情勢調査会茨城支部懇談会が水戸京成ホテルにて開催された。

 　出席者　森永会長    

４月１７日 　第１回理事会を開催。入会申込書の受理、地区歯科医師会補助事業（県南歯科医師会）、

日本診療情報管理学会学術大会講演依頼、高齢社会をよくする女性の会全国大会茨城、歯の

健康力推進歯科医師等養成講習会、日本歯科医師会会長表彰候補者の推薦、平成25年度事

業計画、平成25年度歯科保健賞要綱、平成25年度親と子の良い歯のコンクール要綱、みが

こーモン貸出規定、茨城県歯科医師連盟との連携について協議が行われた。 

 　出席者　森永会長ほか16名 

４月１８日 　日学歯「学校歯科医生涯研修制度」基礎研修会・茨歯会学校歯科医研修会を開催。学校歯

科保健に関する概論の後、学校歯科保健における保健教育、保健管理、組織活動、学校歯科

健康診断結果のお知らせについて研修を行った。

 　受講者49名

４月１８日 　第１回広報委員会を開催。会報４月号校正、会報５月号編集、100周年記念誌について協

議した。 

 　出席者　菱沼広報部長ほか５名　 

４月１９日 　労働保険事務組合事務担当者研修会がホテルレイクビュー水戸にて開催される。年度更新

事務手続をはじめとする各種事務処理等について質疑を交えて研修を行った。 

 　出席者　須能 

４月２２日 　県総合リハビリテーションケア学会の理事会がつくば国際大学にて開催された。 

 　出席者　森永会長 

４月２３日 　「為公会と語る夕べ」がANAインターコンチネンタルホテル東京にて開催された。 

 　出席者　橋本連盟副会長ほか３名 

４月２５日 　古河市民生委員児童委員連合協議会にて歯科医療と健康長寿をテーマに講演を実施。併せ

て健口キャンペーンにて歯科講演会を実施した。 

 　出席者　森永会長ほか１名 

４月２５日 　本会と連盟の間で懇談会を開催。両者の間の連携、今後の方向性について協議が行われ

た。 

 　出席者　森永会長ほか４名、髙野連盟会長ほか３名 

４月２５日 　第１回選挙管理委員会を開催。役員選挙について協議を行った。 

 　出席者　高野選挙管理委員長ほか５名 

４月２５日 　県保健予防課による委託事業説明会が開催。平成25年度歯科保健事業について保健予防課

担当者からの連絡が行われた。 
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 　出席者　渡辺地域保健部長ほか７名 

４月３０日 　歯科専門学校にて学生を対象にした年金説明会を開催。水戸北年金事務所の担当者が衛生

士科２・３年、技工士科１・２年の学生に対し年金制度について説明を行った。 

５月　２日 　那珂市と那珂市歯科医師会の間で防災協定を締結し、その調印式が那珂市庁舎にて行わ

れた。

 　出席者　森永会長ほか２名 

５月　７日 　「丹羽雄哉君激励の集い」が東京都千代田区グランドアーク半蔵門にて開催された。 

 　出席者　髙野連盟会長ほか４名 

５月　８日 　内外情勢調査会の５月例会が水戸京成ホテルにて開催された。 

 　出席者　森永会長 

５月　９日 　日本大学松戸歯学部との間で災害時の歯科医療救護活動に関する協定を締結し、協定書を

取り交わした。 

 　出席者　森永会長ほか２名 

５月　９日 　参議院選挙に向けて担当県議を招き、選挙対策について懇談を行った。 

 　出席者　髙野連盟会長ほか９名 

５月１１日 　県看護協会の主催による「いばらき看護の祭典」がつくば国際会議場にて開催された。 

 　出席者　森永会長
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①病名の変更：歯牙破折（充填処置）後のPulまたはPer移行の記載について

終了扱いした場合：後のPulまたはPer移行に関して、医療費は支払われません。

継続治療の場合：後のPulまたはPer移行に関して、医療費は支払われます。

よって、なるべく終了扱いにしないで、経過観察にしておいた方が良いでしょう。

また、C病名では充填の医療費は請求できませんので、必ず歯牙破折等の外傷の傷病名でお願いします。

②充填処置で終了したものが、後日脱離して再充填したとき

一度治癒となってしまうと、二度目の請求ができませんので、経過観察でなるべく切らないようにした方が

良いでしょう。

③同一部位を再度受傷した場合

再度の受傷の場合、その時点からまた初診として医療費請求できます。

④マル福関係について

マル福は使っても使わなくてもどちらでも可です。

センターの方はどちらでも対応できるようになっているので、使った場合は医療費点数欄外にその旨と負担

金額を記載してください。

最近ではマル福の記入欄のある請求書をセンターの方でも作っているそうです。

またマル福を使う傾向にあるか使わない傾向にあるかは、各教育委員会により

違いがあるので、各教育委員会の傾向に従うとよいとのことです。

　　災害共済給付に関するお問い合わせは

　　　　独立行政法人　日本スポーツ振興センター　東京支所

　　　　　　ＴＥＬ　：０３－５４１０－９１６２　（給付第一課）

＜学校歯科委員会からのお知らせ＞
「学校管理下における外傷の医療費請求に関して」

学校 歯科
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＜特別支援学校機能強化事業＞に関するお願い
食育において、我々歯科医師は食べ方の教育・支援を行う役割があります。特別支援学校の児童・生徒に

対しては、より一層の食支援が必要とされます。

昨年度、県内の特別支援学校の児童が学校給食の時間に食べ物を丸呑みし、不幸にして窒息死に至った

ケースがありました。

そこで、茨城県教育庁特別支援教育課が文部科学省委託事業として＜特別支援学校機能強化事業＞を行う

ことになり、本会に協力依頼がありました。事業の概要は下記のとおりです。

※ 特別支援学校機能強化事業（文部科学省委託事業）

１．目　的： 特別支援学校において外部人材の配置・活用や専門性向上のための研修等を実施し、特別支援

学校の専門性を図るとともに、地域内の小・中学校等に対するセンター的機能を充実させる。

２．期　間： 平成25年５月から平成26年３月

３．対象校： 16校（知的障害特別支援学校13校、肢体不自由特別支援学校３校）

４．内　容：知的障害教育及び肢体不自由教育における食事（摂食・嚥下）指導の充実。

　　　　　　 障害の特性や発達段階における食事指導の在り方についての研修・実践研究及び相談業務を

実施する。

　　講　師：歯科医師、言語聴覚士（ＳＴ）、作業療法士（ＯＴ）、歯科衛生士等

　　対象者：県立特別支援学校、幼稚園、小中学校特別支援学級担任および保護者等

　　　　

【事業内容】　①特別支援学校職員、保護者への研修

　　　　　　②実践研究として学校への直接介入および相談業務等

県歯科医師会としては、小児の摂食・嚥下外来を行っている，水戸口腔センターを中心に会員の皆様のご

協力のもとに、対応していきたいと考えております。

つきましては、小児の摂食・嚥下に関わっておられ、本事業にご協力をいただける先生がおられました

ら、下記まで、ご連絡いただきたくお願いします。

　

　　連絡先：茨城県歯科医師会 事務局　担当：川津

　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０２９－２５２－２５６１ 　メールアドレス：offi  ce@ibasikai.or.jp

　　　　　　茨城県身体障害者小児歯科治療センター（水戸口腔センター）担当：野村

　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０２９－２５４－４１７７ 　メールアドレス：center-mito@ibasikai.or.jp

　

※ 特別支援学校を担当している学校歯科医の先生へ
　  各学校における研修会等の日程は、担当講師と学校での調整となりますが、出来る限り、研修会等へ

の参加協力をお願い申し上げます。

茨歯会報10

2013.5



「歯科センターに勤務して７年」

私が茨城県土浦心身障害者歯科センターに勤務

してから早いもので、７年が経ちました。働き始

めるまでは、出産、子育てに追われ、仕事には長

いブランクが有り、加えて障害者歯科治療セン

ターに勤務ということで戸惑いや不安が多々あり

ました。しかし、先生、歯科衛生士の先輩の方々

の指導を受け、仕事を続けてくることができまし

た。また、歯科センターを通

じて、沢山の歯科衛生士の

方々との交流も増え、歯科衛

生士の和も広がりました。現

在歯科センターには、各曜日

ごとにそれぞれ担当の先生が

勤務しており、先生方の指導

を受け、日々技能の向上に努

めております。

私が歯科センターに勤務し

ていて感じたことがいくつか

あります。１つは、患者さん

の保護者、特にお母さんがパ

ワフルだということです。思

わずその様子に圧倒されてし

まうこともあったほどです。とても明るく、元気

で、こちらもつられて笑顔になってしまう様な方

ばかりです。

２つ目は、摂食指導の日、患者さんはお弁当を

持参することが多いのですが、そのお弁当が、お

母さんの愛情がこもった手作り弁当だということ

です。忙しい中、沢山のおかずが入った美味し

そうなお弁当ばかりです。私も味見をさせていた

だくのですが、アイディア満載でとても参考にな

り、感心してしまうばかり。常日頃私も実践しよ

うとは思っているのですが、早起きしてどうにか

冷凍食品を活用しつつお弁当を作るだけで精一杯

で、手作りのおかずでお弁当箱を一杯にすること

は出来ないまま、子供達は大学生になりお弁当を

作る機会も無くなってしまいました。「レンジで

チン！」にはお世話になりま

した。摂食指導でセンターに

通い始めた当初は、口から食

べることが難しかった患者さ

んが、もりもりとお弁当をた

いらげる様子には驚きと喜び

を感じます。

３つ目は、患者さんの成長

が見られたということ。小学生

から中学生、高校生を経て、仕

事をする様になり、成人を迎え

た患者さんもおり、成人式の写

真を見せていただいたりして、

その成長ぶりを目の当たりにし

て、とても嬉しく思いました。

いつも思っているのですが、病院のスタッフが

変わらず診療出来ると良いと思っています。私自

身も、かかりつけの病院に受診した際に、担当の

先生はもちろんですが、受付や診療室のスタッ

フが同じだと安心します。歯科センターの患者さ

んも同様に感じると思っています。私も自分を磨

き、歯科センターに長く勤務していける様、努力

していきたいと思っております。

茨城県土浦心身障害者歯科治療センター　　木村　貴子
丸山　容子、村居　幸夫、征矢　亘、森永　和男

茨歯会報 11

531



　２年程前に創刊された『月刊　歯科医療経済』

という業界誌があります。

　この月刊誌は我々歯科界を経済という側面に特

化した大変面白い本です。

　単なるHow Toにこだわらず、歯科における経済

効率や業界の動向に始まり、業界のトピックスな

どを非常に斬新なスタイルで紹介しています。

　この編集部が茨城県歯科医師会立の茨城歯科専

門学校の運営方法に注目し、トップインタビュー

として森永執行部に取材にやってきました。

　内容に関して『月刊　歯科医療経済　５月号』

をご購読の上ご確認いただきたいと思いますが、

森永会長・小鹿校長のコデンタルスタッフ人材育

成への想いが掲載されています。

　学校関係者として手前味噌となってしまいます

が、この２年間の活動が対外的にも評価・注目さ

れ全国的にも紹介されることは大変光栄なことで

あります。

　また、この雑誌には『歯科美女図鑑』という企

画コーナーがあり、同月号で本年本校卒業生の鉾

田市出身の高柳歯科に勤務する高柳智美歯科衛生

士が紹介されました。これもまた大変嬉しく、高

柳智美さんにとっても記念になるでしょう！先生

方の診療室のスタッフや先生ご自身も応募されて

みては如何でしょうか!?

『月刊　歯科医療経済』より取材を受ける

教頭　　田中　晃伸

取材を受ける執行部と学校関係者
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入学式終了後に新入生への説明会と父兄会が開

催されました。

父兄会は我々が就任して以来、戴帽式や入学式

などの節目毎に開催してまいりました。当初は参

加者も少なかったのですが、年々こちらの意図を

理解していただき本年の入学式ではほとんどの父

兄が参加されました。

今まではこういった話し合いの場が無く、学生

対学校という構図の中で、ともすれば父兄からの

誤解を生むこともあり、その対応に苦慮しており

ました。

父兄会は父兄からの意見や要望を聞き、また学

校の方針を伝えることで、安全で充実した学生生

活を送って貰えるように協力を要請するものであ

ります。

さてそこで、昨年よりの懸案事項として学生の

制服化を検討しておりましたが、この４月より制

服に準ずるようなリクルートファッションとし、

私服通学を禁止いたしました。

月刊　歯科医療経済 現役歯科美女図鑑に掲載された
本校卒業生の高柳智美さん（高柳歯科勤務）

新入生父兄会と制服化

説明会にて父兄ともに真剣に
小澤教務副部長の話を聞く新入生
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これは主観的観点の問題ではありますが、私服

が華美になり風紀が乱れることを抑制するもので

あり、少なくとも医療系の学校であるということ

を認識させるものであります。当初、学生から反

発があると思われましたが、むしろ父兄からは大

変賛成され、今年度より実施することにいたしま

した。
久しぶりに定員を満たし活気づく技工士科教室

【25年度入学式挙行】

　４月10日（水）午前10時から茨城県歯科医師会館

講堂において、茨城歯科専門学校の入学式が入学生

を含めて関係者約290名を集めて挙行されました。

　入学生は歯科衛生士科53名、歯科技工士科21名

（うち女子10名）合計74名でした。

　田中晃伸教頭の司会により式は進められまし

た。国家斉唱・校歌斉唱に続き小澤永久、野口知

彦両科教務副部長が入学生の氏名点呼を行い、小

鹿典雄学校長が入学許可を宣言されました。

　式辞にあたり小鹿学校長は「衛生士・技工士を

目指す皆さんは地域社会に貢献できるよう自覚を

持って勉学に励み、また、自分の知識や経験を超

えた難問に答えられる訓練もしておいてくださ

い。」と述べられました。

式辞を述べる小鹿学校長

　来賓からの祝辞として、森永和男県歯科医師会

長、鈴木一央県歯科技工士会長、芹澤鏡子県歯科

衛生士会長から入学のお祝いとともに激励の言葉

を頂きました。

　また、松尾弘美取手歯科衛生専門学校長、星光恵

歯科衛生士科同窓会真珠会長、瀧川三雄歯科技工士

科同窓会みわ会長らの来賓紹介が行われました。

　このあと、入学生代表の山本未夢さんが「学

則を守り、学生の本分に従って学業に精励しま

す」と誓ったあと、在校生を代表して髙橋舞さん

が「私たちと一緒に充実した学生生活を過ごしま

しょう」と歓迎の詞を述べました。

誓いの詞を読誦する山本さんと新入生

歓迎の詞を読誦する髙橋さん
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　この後、24年度特待生として歯科衛生士科２年

赤津有美さん、同じく３年佐藤玲子さん、歯科技

工士科２年髙橋舞さんの３名に対して学校長から

褒賞金とともに認定証書の授与がありました。

　入学生は記念撮影のあと、まだ緊張のとけない

様子で各学科の施設へ移動し、これからの学生生

活についての説明を受けました。

　また、保護者には懇談会が開催され、教職員の

紹介、今年度より施行される通学時の制服化につ

いて、国家試験に向けての対策について、教育方

針、家庭との連携などについて説明があり質疑応

答などを交えて相互の理解を深めました。

（文責　大槻）

 いばらき専門カレッジリーグ
　　　　　　　合同説明会開催

　３月16日（土）午前10時から午後６時まで、

水戸駅ビルエクセル６階エクセルホールにて、い

ばらき専門カレッジリーグ５校により進学に関す

る合同説明会が行われました。高校生を対象とし

て、学校の説明や実習で習う一部の内容を実際に

体験してもらいました。

　本校のブースには、歯科衛生士科に４名、歯科技

工士科に２名の中・高校生の参加がありました。

　歯科衛生士科では、顎模型を使用して、ブラッ

シングやスケーリングの体験、あるいは位相差顕

微鏡を用いて口腔内の細菌を実際に見てもらいま

した。

　歯科技工士科では、歯の形をしたレジンのプ

レート等に各々のデザインを考えてもらい、マイ

クロモーターを使用して彫りこみ、オリジナルの

キーホルダーを製作してもらいました。初めて使

用するマイクロモーターに戸惑いながら作業をし

ていましたが、慣れていくにつれ、楽しそうに製

作を進めていました。

　

　今回、参加した高校生は、本校を第一志望とし

て考えているとのことで、熱心に説明等を聞いてお

り、実習体験にも興味を持った様子でした。今後の

進路決定の参考としてもらえることと思います。

（文責　須藤）

特別講義開催
　４月11日（木）午前９時から10時半まで、前茨

城県副知事の上月良祐さんにより『茨城の魅力・

課題と将来展望～茨城の若者に送るエール～』と

いう演題で、歯科技工士科・歯科衛生士科全学年

に向けて、講演をしていただきました。

　内容は、茨城県をもっとよく知ってほしい、こ

んなに茨城はすばらしいところであるという熱い

語りからはじまり、社会に出たときに何が大切

か、成功する鍵は何か、などについてお話をして

いただきました。

　学生は、茨城県に対する熱い思いが伝わったこ

とで、茨城県のことについてより深く興味を持っ

たようです。

　また、上月さん自身の貴重な経験や失敗から学ん

だことや考えを聞くことで、自分自身を見つめなお

す契機にしてほしいと思います。　（文責　須藤）
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2013年４月26日（金）茨城新聞

2013年５月14日（火）茨城新聞
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茨城新聞４月18日（木）掲載

D e n t a l  c o l u m n
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電話による人事・労務管理無料相談のご案内

わたくしども葵経営グループは日頃より茨城県歯科医師会事務局様の人事労務管理運営のサポートを担当

させていただいております。その一環のサービスとして、茨城県歯科医師会会員様からの人事・労務に関す

る電話相談を無料にてお受けしております。これまで概ね月に２－３件のご相談をお受けしております。

例えばどのようなご相談が可能かといいますと、「勤務態度に問題のあるスタッフへの対応をどのように

すればよいか」「職場のルールを整備したいのですが・・・」「給与や賞与の支払い方や基準について相談し

たい」「退職金はどう考えればいいでしょうか」「スタッフを雇うに当たり助成金を活用したい」「職員・ス

タッフの教育をしたい」などです。

まずはお電話にて基本的な考え方や概略についてはアドバイスさせていただきます。より具体的、詳細な

助言や資料作成、訪問面談等の場合には別途実費を頂くことになりますので、その際には相談の途中で明示

いたしますのでご安心ください。これまでにも数件実際にご訪問のうえ対応させていただいたことがござい

ます。

今後は、この紙面をお借りしまして皆様方に役に立つ助成金情報、労務管理のポイント情報などを順次お

届けして参りますので、よろしくお願いいたします。

【葵経営グループ】
社会保険労務士法人葵経営　　特定社会保険労務士　皆川雅彦

ＴＥＬ　０２９４－２５－３６６８　

□各種保険手続き

□就業規則等の整備

□助成金受給診断及び申請代行

□個別労働紛争への対応

□メンタルヘルスケアへの対応

□人材育成事業

（教育訓練計画策定支援、研修事業の企画実施）

株式会社Ｄｒ．企業　　　　　代表取締役　長久保伸江

ＴＥＬ　０２９－２１２－３６９５

□出勤管理・給与計算の運用実務

□賃金制度・人事評価制度の構築
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次男も大学に入り、我が家の５人家族は長期休

暇の日程の調整が難しくなりました。最後の家族

旅行？とも思い、京都旅行を計画したのですが、

（最初日程が合わず次男を残しての４人旅行の予定

でしたが急遽行けるとのことで、別枠で１人取り

ました）行きの新幹線は１人自由席、京都での宿

泊は私が別のホテルになってしまい・・家族旅行

なので、パチスロには行っていません。

ゴールデンウイークの初日、東京駅はごった返

しており、自由席に並んでいた次男から混み過ぎ

て乗れなかったとの連絡、、また京都に着いたらホ

テルバスにも定員オーバーで乗れず、季節を選ば

ねば京都は難しいと感じました。中日は奈良へ。

大好きな近鉄特急に乗り、法隆寺への定期観光バ

スへ乗車。あまりの混雑で２箇所ほどカット、さ

らに１時間遅れ、ガイドさんピリピリ、でもまあ、

最後の日は、朝５時半に起き、清水寺へ、、、清清し

い京都を感じることができたので、良しとします。

（アサ３）

この春、末っ子が小学校を卒業し、13年間の長

い子供会活動からようやく解放されました。子供

も中学、高校、大学生ともなると、それぞれ部活

やら遊びやら勉強やら（これはないか）で予定も

合わず、ゴールデンウイークは、のんびりと過ご

していました。しかし末っ子の予定が急きょ無く

なり、突然ジェットコースターに乗りに行きたい

と言い出し、ぶらっと那須ハイランドパークへ行

ってきました。

那須ハイランドパークは何度か来ていますが、

この時期は初めて。こんなところにまで駐車場が

あったのか、というところまで車を誘導されてか

ら入園。中はどれだけ混んでいるのかと思いきや、

ディズニーランドなどに比べれば、まったく快適。

程よい待ち時間で、乗りまくりました。実は私、

絶叫マシンが大好きなのです。

大学生のとき、つくば万博で乗った日本初の立

ち乗りコースター。あの初めて味わう恐怖心が、

回を重ねるごとに爽快感に変わり、いつしか絶叫

マシンでスリルを味わう事が楽しみになっていき

ました。

これまで、あちこちでけっこう乗りました。噂

に違わぬもの、見かけ倒しのもの、楽しかったが

無くなってしまったものなど、思い出はたくさん

ありますが、きりがないのでやめておきます。

那須では、広大な敷地に遠方まで見渡せる景観

があり、爽快感を思い切り味わいました。ただ、

ゴチャゴチャ回るものは、以前よりも体が衰えた

か、痛かったです。子供が乗りたいと言った以上、

とことん付き合い（付き合わせ？）、楽しめた１日

でした。

（仁）





みんなの写真館写真募集！！
このページには皆さんからの写真を掲載でき

ます。表紙写真に関連した写真、御自宅の古い

アルバムに埋もれた写真などを御送り下さい。

平成25年4月30日現在

日 立
珂 北
水 戸
東西茨城
鹿 行
土浦石岡
つ く ば
県 南
県 西
西 南
計

120
142
155
73
101
172
115
180
153
107

1,318

＋2

－1
＋1

－1

＋1
＋2

会員数（前月比）支　　部

会 員 数

1種会員

2種会員

終身会員

合 　 計

1,131名

38名

149名

1,318名

（社）鹿行歯科医師会　楠美　淳
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