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現行の茨城県歯科医師会ホームページは、会

員の皆様のご理解ご協力により運用から３年余

が経過しましたが、この間も、インターネット

社会の変化は早く、単に情報発信をする手段

から、相互の情報共有を目的とする方向に進

んでいます。総務省の『IT政策大綱』も2004

年から『ICT政策大綱』に名称を変更するな

ど、聞き慣れたITという言葉も徐々にですが

確実に、ICT（Information and Communication 

Technology）へと、移行しつつあります。

総務省平成27年度情報通信白書・ICTサービス

の利用動向

① 情報通信機器の普及が全体的には飽和状態

の中、「携帯電話・PHS」の内数であるス

マートフォン保有だけが64.2％まで急激な

増加をしている。

② インターネット利用端末機器としてスマー

トフォンがPC利用に並びかけている。

③ インターネット利用は概ね増加傾向にある

ものの、世代間格差はまだ存在する。但

し、60代と70代は利用率が増加している。

④ 利用目的としては「電子メール送受信」が

各年代とも最も多い。

⑤ ソーシャルメディアの利用目的は、「従来

からの知人とのコミュニケーションをと

る」、「知りたいことについて情報を探

す」が上位を占める。

⑥ インターネット利用で感じる不安として

は、個人情報の外部漏洩、ウィルス感染、

電子決済の信頼性、迷惑メールが上位を占

める。特に迷惑メールについては約半数が

経験している。

⑦ 家庭でのセキュリティ対策は、実施

75.4％、未実施24.6％と不安はあるが未対

策がまだ多い。企業は、実施97.2％、未実

施2.8%となっている。

⑧ メディアとしてのインターネットの位置づ

けでは、いち早く情報を入手するメディア

は、20～30代がインターネット＞TV＞新

聞、40～60代がTV＞インターネット＞新聞

となり、年齢が上がるについてネットの割

合は低くなる。平成26年度情報通信白書で

は、60代がTV＞新聞＞インターネットの順

だったことから変化がある。

　 　信頼できる情報を得るメディアとして

は、20～30代がTV＞インターネット＞新

聞、40～60代がTV＞新聞＞インターネット

と世代によって傾向が変わる。TPOに合わ

せ情報メディアを選択している。

情報の発信と共有

理事
飯 島 清 人
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ホームページの将来

前置きが長くなりましたが、担当として、掲

載、配信とメンテナンスに追われ、茨城県歯科

医師会ホームページをどのような方向へ進化さ

せていきたいかを、皆様に説明する機会を失っ

たまま５年も経過してしまったことをお詫びし

ますと共に、ここで大まかな骨子を書いてみた

いと思います。

冒頭でも少し書きましたが、ホームページは

進化させなければ時代のスピードに追従できに

くいことと、小規模でも更新や改修を進めない

と、いつ見ても同じ情報・画像では訪問者に飽

きられやすいという特徴があります。

① この３年余で基本的な情報発信の場は用意

できたと思います。そこで、既にSNSが盛

んになっており、東日本大震災、関東東北

豪雨による常総市水害の様な広域災害時の

SNSによる情報発信と共有の速報性・重要

性は改めて説明する必要はないと思います

が、これに対応すべく第一歩として遅れば

せながら「Facebook」を設置しました。試

行錯誤は多々あるでしょうがご協力をお願

い致します。

② 茨城県歯科医師会が発信する種々の情報を

閲覧し易い環境を構築する。スマートフォ

ン利用率がPC利用率とほぼ同等となったこ

とから、県民の皆様にとって最も利用頻度

の高い「あなたの街の歯医者さん」を、ス

マートフォン用に対応させ、診療時間や休

診日のような歯科医院情報が地図情報と共

に利用できるようにします。これについて

は、会員の皆様には更なる情報提供にご協

力をお願い致します。その後、茨城県歯科

医師会ホームページ全体もスマートフォン

に対応させる計画です。

③ 旧ホームページは拡張性に制約があったこ

とから、現ホームページは茨城県歯科医師

会からの情報発信と拡張性を最重視して設

計しています。結果として、コンテンツ量

を含むサイト規模では県内では最大級サイ

トの一つになったと聞いています。そこ

で、当初の計画では各地区歯科医師会へ外

部リンクさせる方針でしたが、各地区歯科

医師会が一般社団法人化し、活発に県民向

けイベントを実施していることから、これ

らイベント情報をより有効に掲載・配信で

きる窓口を設置します。更新に関しても地

区歯科医師会側で自由に行えるようにする

方向で現在作業を進めています。また、

「あなたの街の歯医者さん」を共有するこ

とで、地区歯科医師会の負担軽減に繋がる

と共に、情報の一元化が可能となると考え

ています。

これらの事業が完了する頃には、既に世の中

は新たな潮流に乗って動いているかもしれませ

んが、今後も、確実に茨城県歯科医師会ホーム

ページを成長させていきたいと思いますので皆

様のご協力をお願い致します。
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第13回理事会

日時　平成28年３月17日（木）午後４時

場所　茨城県歯科医師会館　会議室

１．報　　告

（1）一般会務報告

（3）後援依頼について

第52回いばらき看護の祭典

（4）日本体育協会公認スポーツデンティスト協

議会のご案内について

（5）女性の学会参加環境整備アンケートについて

（6）３月開業予定の歯科医院について

（7）古川医療アドバイザーについて

（8）認知症対応力向上研修教材開発に関する研

究事業について

（9）各委員会報告について

学術委員会、厚生委員会、医療管理委員

会、地域保健委員会、学校歯科委員会、専門

学校

２．協議事項

（1）入会申し込みについて

柴田　聡氏（日立地区）、鬼澤　隆之氏

（鹿行地区）、吉田　俊一氏（土浦石岡地

区）、萩原　啓生氏（土浦石岡地区）、月村

　騰氏（土浦石岡地区）、佐藤　豊氏（県南

地区）、後藤　卓也氏（西南地区）

の入会を受理した。

（2）平成28年度事業計画（案）について

標記事業計画について承認した。

（3）平成28年度予算（案）について

標記予算について承認した。

（4）平成28年度設備投資の見込みについて

標記設備投資の見込みについて承認した。

（5）会員功労賞について

会員10名の表彰について承認した。

（6）永年勤続従業員について

従業員75名の表彰について承認した。

（7）永年勤続職員について

職員２名の表彰について承認した。

（8）公益社団法人茨城県歯科医師会会費免除規

程改正案について

標記会費免除規程について承認した。

（9）茨歯会報広告の掲載について

東京デンタルスクールから依頼のあった標

記について承認した。

（10）第20回茨城県総合リハビリテーションケア

学会学術集会について

標記について千葉理事に一任することとし

た。

（11）治療前からのお口のケアのすすめリーフ

レットの送付先について

標記について岡崎理事に一任することとし

た。

（12）平成28・29年度認定研修会申請について

標記認定研修会申請について承認した。

（13）茨歯会facebookページについて

岡崎理事主導で運営することとした。

（14）県民フォーラムの開催について

標記フォーラムの開催について検討するこ

ととした。

（15）会員名簿の取り扱いについて

標記名簿の取扱いには細心の注意を払うこ

茨歯会報12
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　３月１７日 　土浦市と土浦市歯科医師会の間で災害時の歯科医療救護についての協定を締結し、その調

印式が土浦市役所にて行われた。

 　出席者　森永会長ほか１名

　３月１７日 　第12回広報委員会を開催。会報３月号の校正、会報４月号の編集について協議した。

 　出席者　菱沼広報部長ほか４名

　３月１７日 　第13回理事会を開催。入会申し込み、平成28年度事業計画・予算（案）、会員功労賞、

永年勤続従業員、永年勤続職員、公益社団法人茨城県歯科医師会会費免除規程改正案、茨

歯会報広告の掲載、第20回茨城県総合リハビリテーションケア学会学術集会、治療前から

のお口のケアのすすめリーフレットの送付先、平成28・29年度認定研修会申請、茨歯会

Facebookページ、県民フォーラムの開催、会員名簿の取り扱い、代議員会通告質問および

その資料ならびに会報投稿原稿について協議を行った。

 　出席者　森永会長ほか18名

　３月１７日 　第１回委員会実施事業検討会を開催し、委員会実施事業の今後の計画について協議した。

 　出席者　森永会長ほか15名

　３月１７日 　口腔ケア講習会を結城市「南部中央コミュニティセンター」にて開催し、摂食・咀嚼、嚥

下そして栄養と題して講習を行った。

 　受講者　54名

　３月１８日 　本会と県医師会（耳鼻咽喉科）による懇談会が水戸京成ホテルにて行われた。

 　出席者　森永会長ほか５名

ととした。

（16）代議員会通告質問およびその資料ならびに

会報投稿原稿について

会報発行人の征矢専務理事と編集人の菱沼

理事で対応することとした。

茨歯会報 13
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　３月２０日 　スタッフセミナーを鹿嶋市まちづくり市民センターにて開催。「接遇マナー・意識向上」につ

いて元日本航空客室乗員訓練部教官・政府専用機初代担任教官の小原孝子先生が講義された。

 　受講者　19名

　３月２１日 　第４回医療管理委員会を神栖市内にて開催。平成28年度復職支援講習会、スタッフセミ

ナーの反省について協議を行った。

 　出席者　大字医療管理部長ほか９名

　３月２２日 　第２回障害児・者歯科診療推進小委員会を開催。障害児・者歯科研修会ベーシックコース

について協議を行った。

 　出席者　森永会長ほか７名

　３月２３日 　第89回日学歯総会が日歯会館にて開催され、平成27年度補正予算、平成28年度事業計

画・収支予算、理事選任の件について議事が執り行われた。

 　出席者　森永日学歯代表会員ほか１名

　３月２４日 　国体準備委員会第３回募金・企業協賛推進委員会がホテルテラスザガーデン水戸にて開催

され、募金・企業協賛の推進方針ほかについて協議が行われた。

 　出席者　森永会長

　３月２４日 　専門学校にて第４回体験入学を実施。歯科衛生士科６名、歯科技工士科３名の参加者に対

してガイダンス、学校施設説明、体験学習、入試説明等を行った。 

　３月２５日 　県国民健康保険審査会が県庁舎にて開催され、審査案件について議事が執り行われた。

 　出席者　森永会長

　３月３１日 　未就業歯科衛生士復職支援のための講習会を開催。シャープニング、キュレッタージの実

習を行った後、希望者に対して就職相談を実施した。

 　受講者　７名

　３月３１日 　石岡市と石岡市歯科医師会の間で災害時の歯科医療救護についての協定を締結し、その調

印式が石岡市役所にて行われた。

 　出席者　森永会長

　３月３１日 　第１回口腔センター土浦移設検討臨時委員会を開催。委員長・副委員長の選出、口腔セン

ター土浦の移設検討について協議を行った。

 　出席者　黒澤口腔センター移設検討臨時委員長ほか14名

　４月　３日 　障害児・者歯科研修会ベーシックコースの第１回目を開催し、障害者歯科総論ほかについ

ての講義と体験実習を行った。

 　受講者　14名

　４月　７日 　茨城歯科専門学校平成28年度入学式を挙行。歯科衛生士科53名、歯科技工士科５名の入

学を許可した。

　４月　７日 　茨城政経懇話会４月例会が水戸プラザホテルにて開催された。

 　出席者　森永会長

　４月　７日 　第２回在宅歯科医療連携室運営委員会を開催。在宅歯科医療に対するアンケート調査につ

いて協議を行った。

茨歯会報14
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 　出席者　森永会長ほか８名

　４月　７日 　第１回厚生委員会を開催。第38回茨城県歯科医師親善地区対抗ゴルフ大会、第21回茨城

県歯科医師親善地区対抗ソフトボール大会、歯と口の健康フェスティバル企画、平成28年度

事業計画及び予算、会員・家族・従業員レクリエーションについて協議を行った。

 　出席者　増本厚生部長ほか10名

　４月　８日 　四師会地域包括ケアワーキンググループ第４回会議が県医師会にて開催され、地域包括ケ

アの構築について協議が行われた。

 　出席者　黒澤副会長ほか１名

　４月１０日 　「石川歯科医師会会館落成記念式典並びに創立90周年記念式典祝賀会」がホテル日航金沢

にて開催された。

 　出席者　森永会長

　４月１４日 　第１回社会保険正副委員長会議を開催。第１回委員会、診療報酬改定の疑義、Q＆A、指

導、理事会報告、審査内容について協議した。

 　出席者　榊社会保険部長ほか３名

　４月１４日 　第１回社会保険委員会を開催。診療報酬改定の疑義、Q&Aについて協議を行った。

 　出席者　榊社会保険部長ほか19名

　４月１５日 　後期高齢者広域連合との歯科健診に係る打合せが行われ、契約に向けての確認事項ほかに

ついて話し合いを行った。

 　出席者　征矢専務ほか２名

　４月１７日 　障害児・者歯科研修会ベーシックコースの第２回講義を開催し、障害者歯科における歯科

衛生士の役割ほかについての講義と体験実習を行った。

 　受講者　11名
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平成28年３月20日（日）鹿嶋市まちづくり市民

センターにて、20名のスタッフと３名の院長先生

に参加していただき「スタッフセミナー」が開催

されました。

セミナーは、篠塚委員の司会ではじまり、松葉

副委員長の挨拶、奥田委員の諸注意、印南委員の

講師紹介へと進んで参りました。

講師に、小原先生と、アシスタントの久保田先

生と横野先生をお迎えし、御指導いただきまし

た。

小原先生は、日本航空客室乗務員として約20年間

勤務され、その後は客室乗務員訓練部教官、政府専

用機初代担任教官などの管理職を歴任されました。

現在は日本マナーOJTインストラクター協会認定講

師として、多方面でご活躍されています。

講義の内容は以下のようなものでした。

１．はじめに～医療従事者に必要な接客とは

・一般的なサービス業との接客の違い

・ 能力および教育の必要性（最初からできる人

はいない）

・医院全員で働く気持ち

・マナーの考え方「思いやりの心」

２．マナーの５原則

・表情、挨拶、身だしなみ、話し方、仕草、態度

・笑顔の目的（心、目、口）

・Smileトレーニング（笑顔の作り方）

３．美しい姿勢・お辞儀

・美しい姿勢の練習

・お辞儀の持つ意味

・スマートなお辞儀のポイント

・お辞儀の種類（目礼、会釈、敬礼、最敬礼）

４．第一印象徹底

・身だしなみのチェック

・清潔感、機能性、周囲との調和

５．感じの良い話し方、電話対応

・感じの良い話し方のコツ

（ 敬語、クッション言葉、肯定的否定＋代案提

示、依頼文）

・基本の接客用語

・電話対応６つのルール

　①３コール以内に出る

　②最初の名乗りをしっかりと

医療管理委員会　　河野　雅人

平成27年度　第２回スタッフセミナー報告
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　③相手を待たせない

　④いきなり本題に入らない

　⑤連絡事項は正確に

　⑥終わりの挨拶は丁寧に

・ロールプレイングタイム（受電、掛電の練習）

６．クレームの発生源

・発生源を理解

・期待値と評価

・不満、不安、不審、不便、不経済

初めは緊張で固い表情だった受講生が、小原先

生の心のこもった指導のもとで、次第に社会人と

しての接遇マナーを理解し、自信に満ちた態度と

明るい笑顔へと変貌を遂げる様は感動さえ覚えま

した。

医療人としてだけでなく、人としての「思いや

りの心」を学べる素晴らしいセミナーとなってお

ります。

スタッフセミナーは年２回開催されています。

お近くで開催の際には、スタッフに参加を勧め

てみてはいかがでしょうか。

平成28年３月31日（木）、県歯科医師会館に

於いて本年度３回目の上記講習会が開催されまし

た。歯科衛生士の採用を希望する医院数に対し、

その人数は慢性的に不足しています。ハローワー

ク等を活用してもなかなか解消されないのが実情

です。以前歯科衛生士の仕事をしていたが、結

婚・出産等で退職された方や、歯科衛生士の資格

を持ちながら何らかの事情で他の仕事についてい

る方も少なくありません。本講習会は、復職する

意志を持ちながらブランクがあるために歯科衛生

士の仕事に戻る事に躊躇している方々、不安を感

じている方々の復職の後押しをし、歯科衛生士不

足解消の一助とするためのものです。

今回の講習会には、県内各地から７名の受講者

が参加しました。会員の皆様にもお届けした講習

会の案内ポスターや、ホームページ、本会付属の

専門学校歯科衛生士科の同窓会組織である真珠会

からのメルマガを見ての参加と、きっかけは様々

でした。

森永県歯会長、大字医療管理委員会担当部長の

医療管理委員会　　印南　亮一

平成27年度　第３回歯科衛生士復職支援講習会
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挨拶の後、専門学校衛生士科の先生方による講

義、続いて実習が行われました。今回のテーマは

「キュレットスケーリングとPMTC」で、参加者

二人一組による相互実習が行われました。

初めはぎこちない雰囲気の受講者もいました

が、次第に慣れてきて以前の感覚を思い出してい

る様子でした。ただ、参加者のブランク、歯科衛

生士としての就労経験年数はまちまちで、技量の

差も少なからず見受けられました。やはり休職期

間が長くなるほど技術レベルやスキルの問題だけ

でなく様々な不安が重なりあい、それが歯科衛生

士の潜在化を招いている様に思えました。した

がって歯科医院側も即戦力としてすぐ結果を求め

ず、育てていく姿勢が必要なのかもしれません。

講習会の後には希望者に対する就職相談が行わ

れました。茨城県歯科医師会ではホームページ

http://www.ibasikai.or.jp（歯科衛生士再指導プロ

グラム欄参照）で歯科衛生士の求人情報を掲載し

ておりますので、歯科衛生士を必要としている会

員の先生方はぜひ利用していただければと思いま

す。

また、この講習会では受講生達の忌憚のない意

見を聞くために、就職相談と同時にささやかな

ティータイムを設けております。よく聞かれる意

見としては、「パートでも大丈夫なのか」「子供

がいるが、学校の行事や健康状態によって休むこ

とは出来るのか」等、やはり家庭を持つ主婦や母

親としての立場からの声が聞かれました。慢性的

な歯科衛生士不足が続いている現状としては、家

庭を持つ歯科衛生士達にとって働きやすい職場環

境を提供していく努力も必要なのかもしれませ

ん。なお、この復職支援講習会の一番の目的は、

潜在衛生士の把握・掘り起こしであります。これ

までは県歯科医師会館で開催してきましたが、県

内全域から未就業者を掘り起こしたいという観点

から、今年度は水戸以外の会場でも計画していま

す。皆様の地区で開催される場合は、御協力のほ

ど宜しくお願い致します。

最後に受講生に行ったアンケートの結果を掲載

します。求人をされている先生方へ少しでも参考

になればと思います。

また、次回の復職支援講習会の日程も併せて掲

載いたしますので、休職中の歯科衛生士の方をご

存知の先生がいらっしゃいましたら、是非お声を

かけてご案内していただける様お願いします。
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歯科衛生士復職支援講習会アンケート結果（平

成28年３月31日）受講者７名　

Q１　この講習会の事を何で知りましたか？

　　A１．歯科医院の広告　　　　　４人

　　A２．ホームページ　　　　　　２人

　　A３．友人・知人の紹介　　　　０人

　　A４．真珠会お知らせ　　　　　１人

　　A５．衛生士会お知らせ　　　　０人

　　A６．茨城放送ラジオ県だより　０人

　　A７．ＮＨＫデータ放送　　　　０人

　　A８．その他　　　　　　　　　１人

Q２　講義の内容はどうでしたか？

　　A１．丁度よい　　７人　

　　A２．物足りない　０人

Q３　実習内容はどうでしたか？

　　A１．丁度よい　　　7人　

　　A２．物足りない　　0人

Q４　復職にあたって気になることは？（複数回答可）

　　A１．給与・待遇　　　３人

　　A２．勤務時間　　　　５人

　　A３．職場の人間関係　４人

　　A４．その他　　　　　０人

Q５　 御友達に復職を考えている衛生士さんはい

ますか？

　　A１．いる　　　１人

　　A２．いない　　６人

Q６　復職の時期は

　　A１．３か月以内　　　　　　２人

　　A２．１年以内　　　　　　　０人

　　A３．１年以上　　　　　　　０人

　　A４．条件が合えばいつでも　４人

平成28年度歯科衛生士復職支援講習会日程

第１回　平成28年７月20日（水）

　　　　10：00から12：00まで

テーマ： シャープニング、スケーリング、エア

フロー

会　場：茨城県歯科医師会館（講習費無料）

問い合わせ：当会事務局　根本まで
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私の障害者歯科治療～第２報～

（公社）茨城県歯科医師会　口腔センター水戸　　大森　勇市郎、村居　幸夫

征矢　亘、森永　和男

茨歯会報2013年12月号において、私が2012年12月１日から2013年11月30日までに口腔センターで診療を

行った患者さんのデータ（以下D2012）をご報告しました。

今回、最新のデータである2015年４月１日から2016年３月31日までの診療患者のデータ（以下D2015）

をまとめ、現在のデータを記録し始めた2007年４月１日から2008年３月31日までのデータ（以下D2007）

と比較したので報告します。

１．診療日数（週1.5日）および延べ患者数とその内訳

診療日数 のべ患者数 1日平均患者数 男女比 定期健診 身体抑制 笑気 IV

D2007 83日 1016人 16.1人 639：377 551人 163回 16回 0回

D2015 98日 1581人 21.5人 870：711 824人 248回 25回 5回

診療日数は若干増えているものの、それを上回る延べ患者数の伸びがあり、１日あたりの平均患者数は

21.5人となりました。これはD2012のデータ（21.5人）と同じであり、障害者の歯科治療を安心・安全に行

うには限界に近いと思われます。また、定期健診（概ね３～４ヶ月に１度のリコール）は６割ほどを占めて

おりました。IV（静脈内鎮静法）は５回おこなわれておりました。

２．年齢別のべ患者数（尚、小児に関しては現在、新患配当は基本的にありません）

10歳未満 11～20歳 21～30歳 31～40歳 41～50歳 51～60歳 61～70歳 71～80歳 81～90歳 91～99歳

D2007 124 264 153 131 42 86 73 76 63 ４

D2015 23 160 297 247 245 170 198 140 99 １
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年齢別延べ患者数は、明らかに中高年にシフトしておりました。これは、若年者の初診患者は常勤歯科医

師である小児歯科専門医に配当されるため、私の配当患者は基本的に中高年が多いこと、私自身の勤務期間

の長期化に伴い、担当患者も年を重ね（10年以上継続してみている患者さんも多数いらっしゃいます）、必

然的に年齢構成が高くなりました。

３．障害別のべ患者数（一部重複有り）

身体障害

脳性麻痺 肢体不自由 筋ジストロフィー 内部障害 視覚・聴覚障害

D2007 162 153 ０ 63 21

D2015 149 287 11 143 31

知的障害

ダウン症 発達遅滞 自閉症 認知症

D2007 91 321 170 11

D2015 24 530 236 43

精神障害

精神病 歯科恐怖症 パニック障害ほか てんかん

D2007 13 ０ ０ 33

D2015 101 ６ 54 118
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障害別のべ患者数にもD2007とD2015の間に違いがみられました。身体障害では、肢体不自由・内部障害

（心疾患・透析患者等）者が倍増しておりました。肢体不自由には脳血管障害の後遺症によるものも多く、

内服薬の副作用により一般開業医での歯科診療困難とのことで来院される患者が増えているような気がしま

す。また、精神発達遅滞の増加は、精神発達遅滞がダウン症・自閉症などと合併することも高頻度で見ら

れ、D2007とD2015で障害による分類法が若干変わった（主たる障害のほか症状も記載するようになった）

という理由もあると思われます。認知症の増加は、日本全体での認知症患者の増加とより手厚い介護として

口腔ケアの必要性が理解されてきたためかもしれません。精神病（統合失調症など）、パニック障害につい

ては、患者さんのお話をよく聞くと、これまで一般の歯科診療所では診療そのものを断られたり、辛い思い

をしながら治療してきたが、口腔センターの存在を知り受診したという例が多いようです。

日本の人口構成の高齢化やノーマライゼーションの広がりと、口腔センターの住民への認知度向上によ

り、これからも上記のような傾向が強まってくることが予想されます。特に精神疾患の患者さんへの対応に

はまだまだ苦慮することが多々あります。今後も研鑽を積み口腔センターを受診する患者さんにより安心・

安全で心に寄り添った診療を心がけていきたいと思います。

E-mail id-05-koho@ibasikai.or.jp 広報委員会

身近な出来事から臨床まで皆さまのご意見・感想を載せてみませんか。

「茨歯会報」は会員皆さまの会誌です。臨床におけるヒントや趣味、旅の思い出など、また地区歯科

医師会や同好会・同窓会の様々な活動（研修会、厚生事業）など何でも結構です。会報をフルにご活

用下さい。

Ｅメールの投稿で結構です。形式はどんな形式でもかまいませんが、出来ればテキスト、ワード、

一太郎、にてお送り下さい。

詳しくは、茨歯会事務局まで。
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【第24回茨城県歯科医学会参加】
̶ 歯科衛生士科 ̶

３月６日（日）水戸プラザホテルにて開催され

ました第24回茨城歯科医学会に１年生50名、２年

生48名が参加いたしました。２年生は一般口演で

５人の代表者が歯に関わる下記の題材について質

問紙調査及び実験結果を発表しました。

・「スマートフォンと私たちの関わり」

・「学生の考えるコミュニケーションについて」

・「学生の食事から見えてきたこと」

・「電動歯ブラシと手用歯ブラシの比較」

・「 第一大臼歯のDMFSと幼児期の生活・口腔

環境との関係」

また、昨年に引き続き「弁当プロジェクト第３

報」として、今回は、「食べる機能を補う」とい

うことをテーマに、高齢者向け弁当として「よく

噛むこと」、「おいしく楽しく食べられるよう工

夫を施すこと」について、学生の夏期休暇課題と

し考案してもらいました。

弁当の工夫点としては、お肉に切れ込みを入れ

る、ソースにとろみをつけ食材をまとまりやすく

する工夫などがあげられ、その中から優秀なもの

として会長賞が「バランスよく食べよう弁当」、

校長賞に「元気モリモリ弁当」、「栄養満点弁

当」、「かむかむ和弁当」が表彰されました。

また、今回は栄養バランス（PFC比）について

も着目したことから、常磐大学人間科学部　健康

栄養学科教授冨田教代先生にご指導いただきなが

ら発表することができました。

学生にとっても公開講座ということで、多職種の

取り組みや連携の大切さを学んだことと思います。

（文責　須藤・西連寺）

【第24回茨城県歯科医学会】
̶ 歯科技工士科 ̶

同じく、第24回茨城県歯科医学会に歯科技工士

科１、２年生20名と教員４名が参加しました。

午前10時からの茨城県歯科技工士会と共催する

第12回歯科技工士科卒後研修会では、講師に神奈

川県で歯科技工所を開設されている生田龍平先生

（日本歯科技工士会認定講師）を招聘し、「患者

疑似体験をしてわかる義歯の床形態」のテーマで

ご講演いただきました。

講演では、スタディーグループの横浜歯科臨床

座談会の分科会である「患者疑似体験を製作物に

生かす会」で行ってきた患者体験を紹介されまし

た。我々歯科技工士が作っている補綴物の作り

方で患者さんの毎日の機能が良くも悪くもなる。

ただ作るのではなく、患者さんの事を考えながら

作ってほしいと述べられました。
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１年生（益子天斗　他10名）は「歯の形態と

色調における意識調査」のテーマで、これから歯

科技工士として身につけなければならない「見る

力」が、入学当初と半年ほど学習した後ではどの

位変わったかを自分たちの歯を題材として調査し

ポスター発表しました。また、学校紹介では１、

２年生の学校生活や授業風景などの写真を踏まえ

て来場者に説明を行いました。

この学会に参加し、各講演を受講し、自分達も

また発表することで、これからなろうとする職業

が社会にどのような役割を果たしているかを確認

することができたのではないかと思います。

（文責　川崎）

【27年度卒業式挙行】
喜びと期待を胸に

３月９日（水）午前10時から茨城県歯科医師会

館講堂で卒業生を含めて関係者約280名を集めて茨

城歯科専門学校の卒業式が挙行されました。

本年度は歯科衛生士科45名、歯科技工士科９名

が式に臨みました。

式は、綱川健一教頭の司会により進められ、国

歌斉唱、校歌斉唱に続き菱沼清美教務副部長（歯

科衛生士科）、野口知彦教務副部長（歯科技工士

科）が卒業生の氏名点呼を行い、小鹿典雄学校長

から一人ひとりに卒業証書、記念品が授与されま

した。

卒業証書、記念品の授与

次いで成績優秀者・無欠席者・特待生の表彰が

行われました。

◇成績優秀者

（歯科衛生士科）

　平野紗莉さん、鈴木彩花さん、土田なつみさん

（歯科技工士科）

　大山妃菜子さん、青柳諭さん

◇皆勤賞

（歯科衛生士科）

　大輪菜摘さん他16名

（歯科技工士科）

　青柳諭さん他７名

◇特待生褒賞

（歯科衛生士科）

　平野紗莉さん、川又瑶子さん、土田なつみさん

（歯科技工士科）

　大山妃菜子さん、大森麻実さん

◇特別表彰（いばらき専門カレッジリーグ賞）

（歯科衛生士科）

　萩野谷優さん

（歯科技工士科）

　青柳諭さん

◇特別表彰（全国模擬試験成績優秀賞）

（歯科衛生士科）

　平野紗莉さん

（歯科技工士科）

　大山妃菜子さん

◇特別表彰

　歯科衛生士科教務、歯科技工士科教務
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以上の表彰者に表彰状と記念品が授与されまし

た。

引き続き、日本歯科衛生士会長表彰ならびに日

本歯科技工士会長表彰があり県歯科衛生士会専務

理事ならびに県歯科技工士会会長からそれぞれ、

山中真衣さん、青柳諭さんに表彰状と記念品が贈

られました。

式辞で小鹿学校長は「これから皆さんには歯科

医療のプロとしての仕事が求められます。仕事を

覚え、技術に磨きをかけるために更なる研鑽を積ん

でください。そして今日の感激を忘れず、真摯な心

で、常に正しく、強く、高く邁進することを期待し

ます。」と、はなむけの言葉を送られました。

続いて森永和男県歯科医師会会長、西野雅之県

歯科技工士会会長、竹中京子県歯科衛生士会専務

理事の祝辞を受けました。

また、小河原智美歯科衛生士科同窓会真珠会会

長、瀧川三雄歯科技工士科同窓会みわ会会長らの

来賓紹介が行われました。

その後、在校生の嶋崎伊吹さんの「人々に愛さ

れる歯科衛生士、歯科技工士になって私たちの模

範でいて下さい。」と心のこもった送辞を受けて

田中愛美さんが卒業生を代表して感謝の言葉とと

もに「立派な歯科衛生士、技工士になることを誓

います。」と答辞を述べました。

送辞を述べる嶋崎伊吹さん

答辞を述べる田中愛美さん

卒業生代表の大山妃菜子さんからの記念品贈呈

で式は終了し、記念撮影ののち、卒業生や関係者

は謝恩会会場「フェリヴェールサンシャイン」に

向かいました。

（文責　大槻）

【謝恩会】
歯科衛生士科、歯科技工士科の卒業生主催によ

る謝恩会が３月９日（水）卒業式終了後午後３時

より水戸市のフェリヴェールサンシャインにおい

て開催されました。

卒業生歯科技工士科の神保嘉德くんと歯科衛生

士科の井坂裕里さん、前島千秋さんの司会進行の

もと行われました。

はじめに謝恩会委員長である歯科衛生士科の大

輪菜摘さんより挨拶がありました。

続いて学校長小鹿典雄先生と茨城県歯科医師会

会長森永和男先生よりお言葉をいただきました。

そして在学中お世話になった先生方に感謝をこめ

て歯科衛生士科の中村凪沙さんより校長先生へ花

束贈呈が行われました。

その後、綱川健一教頭先生のご発声により乾杯が

行われ、歓談に入り楽しい時間を過ごしました。

両科共にスライドショーなどの余興が行われ、

在学中の思い出を振り返り、なかには涙する卒業

生もいました。
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また、ビンゴゲームでは、歯科衛生士科の宇井

遥菜さんのとても元気な司会も加わり、景品を求

めて全員が盛り上がりました。

最後に茨城歯科専門学校の益々の発展を祈念す

るとのことで、卒業生を代表して歯科技工士科の

秋葉拓海くん、神保嘉德くんの音頭で三本締めが

行われ閉会となりました。

（文責　川井）

【歯科衛生士国家試験】
３月28日（月）14時に合格発表があり、無事

に45名全員が合格することができました。残念な

がら、既卒者が１名不合格となってしまいました

が、これから、それぞれに臨床経験を積み、歯科

衛生士として技術を磨いて活躍することを願って

います。

（文責　須藤）

【歯科技工士国家試験】
̶ 歯科技工士科 ̶

平成28年２月28日（日）初めての全国統一歯科

技工士国家試験が日本歯科大学生命歯学部におい

て実施されました。

２年生９名は前日に試験会場近隣のホテルに宿

泊し、やや緊張した様子ではありましたが、落ち

着いて試験当日を迎える事ができました。

試験は午前が実地試験、午後が学説試験の内容

で行われました。

そして３月28日（月）14時に合格発表があり、

無事に９名全員が合格することができました。

卒業生たちがこの２年間で学んだ歯科技工の基

本と初心を忘れずに、臨床の場で技工士としての

技術を磨き、長く活躍し続けることを願っていま

す。

（文責　渡邉）

1.死亡共済金受取人順位の変更について
　受給権者をあらかじめ指定した方で、結婚、離婚、再婚、死別などにより受給権者の状況に変更があ
った場合（指定の確認は茨城県歯科医師会までお問い合わせ下さい）。
　
2.火災・災害共済指定物件の変更について
　住宅及び診療所所在地の変更があった場合（変更届出前に火災、災害に遭われた場合、所定の共済金
が支払われないことがありますので、変更時に必ずお届け下さい）。

※ これらの変更については、所定の様式がございますから、茨歯会事務局（TEL 029-252-2561：
担当 根本）までご請求願います。
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だより

水戸市歯科医師会では「明日の臨床に活かす」という統一テーマのもと講演会を企画しております。今回

は歯周病治療の第一人者である二階堂雅彦先生をお迎えすることができました。貴重な臨床のヒントをいた

だけることと思います。ぜひご聴講いただけますようよろしくお願い致します。

統一テーマ：明日の臨床に活かす

今回の演題：「歯周病の歯列を守る
－長期症例から学ぶこと－」

講師：二階堂 雅彦先生 東京歯科大学臨床教授、東京都開業

日時：平成 28年6月12日（日曜日） 10：00～13：00 
場所：茨城県歯科医師会館３Ｆ講堂
参加者：歯科医師、歯科医療従事者
会費：無料

◇◆◇　講演抄録　◇◆◇

臨床で見る歯周病患者像は多様である。いわゆる“8020達成者”に代表される高齢にもかかわらず多くの

天然歯を有する方の特徴の一つは、歯周病の問題が少ないことである。反面30代、40代、時には20代と比較

的年齢が若いのにもかかわらず進行した歯周病を抱える患者もまた来院する。どうして歯周病患者はこのよ

うに多様なのだろうか？

歯周病患者の20％程度は予後が悪く、またそもそも歯周病を治療せず放置すると８％の人々は急速に歯周

病が進行し40代で無歯顎になるという驚くべき報告もある。これらの報告から導けることは重症化が運命づ

けられている患者がいるということである。

重度に進行する歯周病患者（Hyper Responder）に対しどのような治療方針をもって治療にあたるべきな

のだろうか？

私は４つの治療戦略をもってこのような患者の治療にあたっている。

①個別病因の除去

②細菌検査の応用と抗菌剤の投与

③確定的治療（歯周再生療法の応用）

④メインテナンス（SPT）

本講演ではこのような治療戦略に基づいて治療を行った長期症例を中心に、再生療法やインプラントの応

用についても述べさせていただきたい。

日歯生涯研修ＩＣカードをご持参ください。 短縮コード：129675

◇◆◇ 水戸市歯科医師会学術講演会のご案内 ◇◆◇
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平成28年熊本地震により、犠牲になられた方々

に心よりご冥福をお祈りいたしますとともに、被

災されている方々に心よりお見舞い申し上げます。

この２月から４月にかけて花を家内と色々観に

行きました。２月４日の県のフラワーパークの梅

や福寿草に始まり、国営ひたち海浜公園の梅や水

仙、下野市の天平の丘公園の日本三大桜といわれ

る、淡墨桜・三春の滝桜・山高神代桜の子孫樹の

桜、境町の桜、そして４月14日の那須や白河の桜

と、今年は各地で桜を長く観ることができました。

日本人が桜を愛でる文化。満開の見事さ豪華さ、

一斉に散る様、散り際は昔から武士道精神の象徴

として例えられたりもする。日本人の人生観にも

通じる所があるのかもしれない。

また来年もお互いに人生のパートナーとして一

緒に桜を観たいと思うのは私だけだろうか？やは

り花より団子でお花見の後の美味しい食事だろう

か？

（コスモッコ）

まず最初に、４月14日に発生した熊本地震に被

災した方々に心よりお見舞い申し上げます。現場

の惨状を目にする度に、５年前の東日本大震災の

当時を思い出します。今回の地震は非常に余震の

回数が多く、大きいため、被災地の方々は本当に

不安な日々を送っていると思います。本当に他人

事ではありません。実は私の母の実家が大分県の

豊後竹田市で、震度５強の地震に見舞われました。

親戚の従兄に電話したところ、今の処は問題な

いとの事で、安堵しました。今後も見守っていき

たいと思います。

話は変わりますが、４月13日（水）に、東京の

武道館で行われたエリッククラプトンのコンサー

トに行ってきました。今回は２年ぶりの来日で、

武道館での５公演のみになります。1974年10月の

初来日以来、21回目の来日公演で、武道館での公

演回数は91回となり、自身が持つ海外アーティス

ト公演回数１位の記録を更新したそうです。今年

の３月で71歳になり、今までは自分一人にスポッ

トライトが当たっていた感じでしたが、今回はも

う１人ギターを加え、キーボ－ドも２人、その他

にアコーディオンやマンドリンを弾く人を加え、

総勢８人でバンドの一員という感じで、演奏を自

ら楽しんでいた感じでした。服装もゆるくて、上

がベストと白いＴシャツで、下はアディダスの３

本線の入った紺のジャージでした。使用したエレ

キギターは、昨年のイギリスやアメリカの公演か

ら、サンバーストのストラト、いわゆる「ブラウ

ニー」のカラーの物を使うのかと思ったら、意外

に今までよく使われていた、ほとんど黒に近いグ

レーの物でした。当たるライトによって緑や黒に
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も見えました。途中のアコースティックステージ

の時に、エド・シーランと云うイギリスのシンガ

ーソングライターが飛び入りして、２曲ばかり演

奏したのですが、エリックはとても楽しそうでし

た。今回の公演では、カントリーやブルース色が

強く、他の人がメインボーカルを務めたり、いつ

もの有名な曲はあまり演奏されませんでしたが、

バンドの一員として自分の出番を濃縮した分、ギ

ターソロは良かったような気がします。しかし、

いつものクラプトンの演奏を期待していた人には、

少し物足りなかったかもしれません。しかし、70

歳でワールドツアーを引退すると言っていたので、

もう二度と観られないかと思っていたので、来日

してもらっただけでもありがたいと思いました。

これからもどうか定期的に来日していただきたい

と思います。

（勝）

今年も花粉が猛威を振るっている。年々つらそ

うに振る舞う患者さんも増え、今年の花粉はとて

もきついという言葉をよく耳にする。我が家でも

重症の家内、軽症の次女に加えてついに長男、長

女も花粉症デビューをした。私はなんとか大丈夫。

家族にどうして花粉症にかからないのか聞かれる

が、どうしてと言われても・・・。

そういえば、私は毎日鼻うがいをしている。い

つの頃からか忘れたが、もうかなりの年数になる。

鼻うがいについて調べたところ、花粉症対策や風

邪、インフルエンザ予防に効果的と載っている。

慢性鼻炎や扁桃炎の他、目を疑いたくなるような

効用も載っていた。思えば風邪やインフルエンザ

にもほとんど無縁だ。なんとかは風邪をひかない

からかもしれないが。

長男に話したところ、やってみるとのこと。し

かし後日聞いたら、痛くて一日でやめたそうだ。

他の家族はやる気も起きないと言っている。慣れ

れば痛くないのだが。

花粉症で苦しんでいる方。効果があるような気

がしますので（ちょっと自信がないが）、試してみ

てください。

この度の熊本地震におきまして、被災された

方々に心よりお見舞い申し上げます。福岡の知人

に聞いたところ、もともと地震の少ない地域にこ

れほどの地震が頻発しており、とても怖い思いを

しているとのことでした。被災地の方々が少しで

も早く安らげる日が訪れることを、心よりお祈り

いたします。

（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。

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
準 会 員
計

会員数（前月比）支　　部

会 員 数

1種会員
2種会員
終身会員
準 会 員
合 　 計

123
138
156
75
104
170
120
171
152
106
1

1,316

－2

－2

－2
－1
－1

－8

1,140名
41名
134名
1名

1,316名

平成28年3月31日現在

木落とし

信州諏訪 御柱祭 建御柱。2010年５月９日の写真です。
諏訪退社の境内にモミの巨木を御柱として立てるまでの行事。長
さ17m直系１m重さ約10t。巨木の里へ曳き出す「山出し」等々
５月９日この日の前日モミの木、御柱を立てる時命綱なしのた
め、３名の落下者があり死傷しています。

（社）茨城県南歯科医師会　斉藤 澄夫

建 御 柱
たて おん ばしら
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