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さんは大忙しでした。
また歌にもなっている潮来花嫁さん（嫁入り
船）、イベントのためにモデルさんを使って
いるのかと思ったら、本当の花嫁さんだった
のですね。（ビックリポンでした。）どうか
お幸せに。

（社）茨城県南歯科医師会　 星野 浩伸
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約10年前、私は茨城歯科専門学校の教務部長

として学校運営に関わりましたが、昨年より教

頭としてまた関わり、この十年の変化に驚きま

した。10年前本校の大きな課題は、校舎の改築

と衛生士科の曙町校舎から移動、衛生士科の３

年制への移行であり、いずれも社会の変化に大

きく影響を受ける問題ではありませんでした。

現在本校が直面している大きな問題は二つあ

り、いずれも社会の変化に影響を受けている問

題です。

一つは、少子化による18歳人口、受験生の減

少です。平成28年の茨城県の18歳人口は28,749

人で、23年より1,000人減少、31年には28,000

人、36年には24,893と減少傾向が続くと予想さ

れてます。18歳人口は減少しますが、大学や各

種学校の定員や、他職種の求人が大きくは減り

ませんので、必然的に受験者も減ります。本校

では受験生の勧誘のため、高校訪問や、推薦入

学の枠を増やす努力はしておりますが、過去15

年間の入学者の推移（資料１）でも分かるよう

に、歯科衛生士科は何とか定員を維持、歯科技

工士科は定員割れが続いている状況です。本校

としても、これまで以上の募集の活動をしてい

く予定ですが、学校歯科医の先生には、高校生

ばかりでなく小中学生にも、歯科衛生士、歯科

技工士という仕事について、機会あるごとに情

報を流していただけるようお願いします。

二つ目の問題は歯科技工士科の定員割れが続

いていることです。歯科医師が歯科技工をほと

んど出来ない現状から考え、またデジタル化に

より技工の省力化が予想されたとしても、歯科

技工という職業がなくなることは考えられませ

ん。将来なくなる職業に歯科技工がランクされ

たということがネット上で話題になり、受験に

も大きな影響を与え受験者が激減しています。

しかし厚労省の平成26年度の統計、歯科技工士

数と年齢構成（資料２）によれば歯科技工士数

は２年間に約百名ずつ減少し、年齢構成をみれ

ば、50代以上の歯科技工士が50%を占め、この

世代がリタイアするであろう20年後には歯科技

工士が激減することが予想されます。歯科技工

士科の問題は単に茨城歯科専門学校だけの問題

ではなく、歯科技工という職業を歯科医師会と

してどう位置付けるか、短期的なとらえ方でな

く、中長期的な視点に立った議論が必要な時期

だろうと思います。

最後に本校卒業生の就職についてのお願いで

す。本校は会員の会費により運営されています

ので、卒業生の就職について、できるだけ多く

の会員の診療所に卒業生が就職できるよう進路

茨城歯科専門学校の現況

理事
綱 川 健 一
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指導をしています。そのために一歯科医院一名

ということを求人票にも明記し、これを遵守す

るよう会員にお願いしています。しかしながら

複数の卒業生を就職させるために、いろいろな

方法でルールを逸脱する会員がおり、前回の代

議員会でもこの問題が議論されました。この問

題は会員のモラルにお願いする以外に、解決法

はありませんので、一歯科医院一名というルー

ルを厳守していただけるようお願いします。

（資料１）

（資料２）

茨歯会報2

2016.6



第２回理事会

日　時　平成28年５月19日（木）午後３時

場　所　茨城県歯科医師会館　会議室

報告者　増本章典

１．開　　会

２．会長挨拶

３．監査報告

４．報　　告

（1）一般会務報告

（2）後援名義の使用許可について

県理学療法士会

事後承諾

（3）５月開業予定の歯科医院について

（4）疾病共済金の支払について

県西地区　１名　26日

（5）日本歯科医師会におけるクールビズについて

（6）各委員会報告について

地域保健委員会

５．協議事項

（1）入会申込書の受理について

山﨑　善純先生　県南地区　昭和大卒　承認

齋藤　健先生　県南地区　北海道大卒　承認

（2）日本学校保健学会第63回学術大会への名義

使用について

名義使用を許可することで承認

（3）第161回定時代議員会について

承認

（4）茨城県歯科技工士会への平成28年度事業補

助申請について

承認

（5）平成27年度備品の廃棄処分について

承認

（6）日本学校歯科医会会長表彰について

森永会長に一任することで承認

（7）平成28年度委託事業について

承認

（8）医療の憲法「医療基本法」制定に向けて

共同骨子への賛同依頼について

森永会長に一任することで承認

（9）地区歯科医師会入会金・会費について

継続協議

（10）茨城県歯科医師会健康フォーラム開催案に

ついて

開催することで承認

（11）平成27年度茨城県心身障害者（児）歯科診

療所運営費補助金

実績報告書の提出について

承認

（12）後期高齢者医療広域連合歯科健診事業契約

書（案）について

承認

（13）その他

○行事予定について

　６月９日（木）午後４時　第３回理事会

　６月23日（木）午後２時　 第161回定時

代議員会

　　　　　　　　午後５時　 第１回地区会

長協議会
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　５月１９日 　第１回備品・消耗品監査を執行。土浦センターと茨歯会館にて、土地、建物、備品、消耗

品の管理保管並びに整備状況について監査を行った。

 　出席者　鈴木監事ほか７名

　５月１９日 　第１回業務会計監査を執行。業務並びに制度に関する監査（２月１日～３月31日）、会計

に関する監査（平成27年度収支決算）を行った。

 　出席者　鈴木監事ほか７名

　５月１９日 　第２回理事会を開催。入会申込書の受理、日本学校保健学会第63回学術大会への名義使

用、第161回定時代議員会、茨城県歯科技工士会への平成28年度事業補助申請、平成27年度

備品の廃棄処分、日本学校歯科医会会長表彰、平成28年度委託事業、医療の憲法「医療基本

法」制定に向けて共同骨子への賛同依頼、地区歯科医師会入会金・会費、茨城県歯科医師会

健康フォーラム開催案、平成27年度茨城県心身障害者（児）歯科診療所運営費補助金実績報

告書の提出、後期高齢者医療広域連合歯科健診事業契約書（案）について協議を行った。

 　出席者　森永会長ほか18名

　５月１９日 　県学校保健会理事会が県メディカルセンターにて開催され、平成27年度事業報告並びに決

算報告ほかについて協議が行われた。

 　出席者　千葉理事ほか１名

　５月１９日 　第１回茨城県医療審議会保健医療計画部会（茨城県地域医療構想調整会議）が県庁舎にて

開催され、地域医療構想（素案）ほかについて協議が行われた。

 　出席者　森永会長

　５月１９日 　第２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を行っ

た。

 　出席者　　森永会長ほか15名

　５月１９日 　鬼怒川水害対応に係る日本歯科新聞社によるインタビューが行われ、時系列を追っての対

応と問題点の抽出、行政側への質問などについて話し合いを行った。

 　出席者　森永会長ほか６名

　５月２０日 　食生活改善推進員協議会総会が県民文化センターにて開催された。

 　出席者　森永会長

　５月２０日 　第１回オープンキャンパスを実施。歯科衛生士科に19名、歯科技工士科には３名の参加が

あった。

　５月２１日 　第２回広報委員会を水戸市内にて開催し、会報５月号の校正、会報６月号の編集、次回委

員会について協議を行った。

 　出席者　菱沼広報部長ほか９名
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　５月２３日 　大好きいばらき県民会議総会が県総合福祉会館にて開催された。

 　出席者　鈴木事務局長

　５月２５日 　新規に指定された保険医療機関に対する集団指導が県開発公社にて行われた。

 　対象医療機関数　18

　５月２５日 　いばらき高齢者プラン21推進委員会が県庁舎にて開催され、いばらき高齢者プラン21ほ

かについて協議が行われた。

 　出席者　森永会長

　５月２５日 　県総合リハビリテーションケア学会理事会がつくば国際大学第２キャンパスにて開催さ

れ、理事長の選出ほかについて審議が行われた。 

 　出席者　森永会長ほか１名

　５月２６日 　日歯認定歯科助手講習会の第１回目を開催。開講式の後、「歯科助手概論・歯科助手の仕

事」の講義が行われ、その後「歯科助手の心得とマナー」についてコミュニケーションアド

バイザーの中村八恵子先生が講義された。 

 　受講者　54名 

　５月２６日 　茨城空港利用促進等協議会総会が水戸プラザホテルにて開催され、平成27年度事業報告及

び決算報告ほかについて協議が行われた。

 　出席者　森永会長

　５月２６日 　第２回地域保健委員会を開催。今年度の事業計画について協議を行った。

 　出席者　渡辺地域保健部長ほか９名

　５月２６日 　口腔センター土浦移設検討臨時小委員会を開催。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　黒澤副会長ほか７名

　５月２７日 　関東地区歯科医師会会長会議が日本歯科医師会館にて開催され、時局問題について協議が

行われた。

 　出席者　森永会長

　５月２７日 　都道府県会長会議が日歯会館にて開催され、時局問題について協議が行われた。

 　出席者　森永会長

　５月２７日 　関東信越地方社会保険医療協議会に係る連絡協議会が東京都歯科医師会にて開催され、各

県歯からの提出協議題について協議が行われた。

 　出席者　榊地方医療協議会臨時委員

　５月３０日 　茨城をたべよう運動推進協議会が水戸京成ホテルにて開催された。

 　出席者　藤田

　５月３１日 　県栄養士会定時総会が県民文化センター小ホールにて開催された。

 　出席者　黒澤副会長

　６月　１日 　県防災情報ネットワークシステム運用開始記念式典が内原ヘルスパークにて開催された。

 　出席者　森永会長

　６月　５日 　恒例の春のテニス大会が霞ヶ浦総合運動公園（水郷）テニスコートにて開催された。
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 　参加者　18名 

　６月　５日 　本会の主催により障害児・者講演会を開催。「摂食嚥下機能の正常発達と発達期障害児・

者への対応」と題して日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座教授の野本たかと先生が講演さ

れた。

 　出席者　129名

　６月　８日 　第３回社会保険正副委員長会議を開催し、第３回委員会、疑義、Q＆A、理事会、審査内

容について協議を行った。

 　出席者　榊社会保険部長ほか２名

　６月　８日 　第３回社会保険委員会を開催し、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18名

　６月　９日 　第２回歯科助手講習会を開催。「歯科疾患の概要」「歯科診療の概要」「口腔外科要点」

について講義を行った。

 　受講者　54名 

　６月　９日 　第１回議事運営特別委員会を開催。第161回定時代議員会日程、タイムスケジュール、事

前質問の取扱い再質問、関連質問の取扱い、質疑応答（すべての場合において）の方法、傍

聴について協議を行った。

 　出席者　高橋議事運営委員長ほか12名

　６月　９日 　第３回理事会を開催。第161回定時代議員会事前質問の取り扱い、第１回地区会長協議

会、堀会長時局講演会、茨城県歯科医師会健康フォーラム開催案、平成28年度各国税局管

内税務指導者協議会の開催、防災危機管理委員会講演会の開催、フッ化物応用研修会講師謝

礼、寄付受け入れ、弁当プロジェクト、県民向け歯科講演会の開催について協議を行った。

 　出席者　森永会長ほか18名

　６月　９日 　第１回防災危機管理運営小委員会を開催。平成28年度委員会事業計画、茨城県・高萩市

総合防災訓練、第15回警察歯科医会全国大会、第３回JMAT茨城研修会について協議を行っ

た。

 　出席者　小鹿副会長ほか９名

　６月１０日 　四師会地域包括ケアワーキンググループ第５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

　６月１３日 　内外情勢調査会６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

　６月１４日 　第１回四師会会長等会議が県医師会にて開催され、当面の課題について協議を行った。

 　出席者　森永会長ほか１名

　６月１６日 　第183回日歯定時代議員会が日歯会館にて開催される（～17日）。平成27年度（平成27年

４月１日から平成28年３月31日まで）貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの

付属明細書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書承認の件、平成28年熊本地震被災会

員に係る本会会費、福祉共済保険料並びに年金保険料の取扱いに関する特別措置の件、裁定

茨歯会報6

2016.6



審議会委員指名の件、選挙管理委員会委員指名の件について議事が執り行われた後、時局対

策、福祉共済保険制度および年金保険制度について協議が行われた。

 　出席者　森永日歯代議員ほか２名

　６月１９日 　日本歯科医師会会長 堀憲郎先生による時局講演会を茨歯会館にて開催。「日本歯科医

師会の過去10年間の議論とこれからの10年に向けて」について講演された後、質疑応答を

行った。

 　参加者　92名 

　６月２１日 　第90回日学歯総会が日歯会館にて開催され、平成27年度貸借対照表及び損益計算書（正

味財産増減計算書）の承認並びに公益目的支出計画実施報告、平成27年度次期繰越収支差額

処理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
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第49回関東地区歯科医師会親善ゴルフ大会

当番県：群馬県　平成28年６月９日（木）

於：初穂カントリークラブ

梅雨入りの知らせを聞き、前週から空模様を気

にしていたが、茨城県の雨のニュースを尻目に初

穂CCは曇り空の中、午前７時20分、第１組がス

タートしていった。

この大会は一都七県の歯科医師会対抗戦の形

で、シニア60歳以上５名、一般60歳以下15名の

選手枠でシニアがグロス上位３名、一般が上位７

名の総合計で順位を決める。茨城県はこのところ

常に３位に手が届きそうで、届かない状態であっ

た。

今年はどうか？またも４位！３位の神奈川県と

は821ストロークの同スコアながら、シニアのベス

トスコアで残念ながら４位となってしまった。あ

のショートパットが入っていれば！あのアプロー

チでミスしなければ！などと考えてしまいます。

シニアになっても不惑とはいかないようです。

成績表団体戦（＊個人戦は新ぺリア方式）

　優　勝：埼玉県 800ストローク

　準優勝：東京都 812

　第３位：神奈川県 821

　第４位：茨城県 821

　第５位：栃木県 825

　第６位：群馬県 841

　第７位：山梨県 843

　第８位：千葉県 847

最終組まで雨にも降られず、大会運営を担って

下さった群馬県の皆様、協賛の会社の方々には感

謝申し上げます。

次年度は栃木県が当番県となり、平成29年６月

１日（木）・烏山城カントリー倶楽部において開

催されることが決定しました。

IDC会長　　村居　幸夫
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平成28年６月３日（金）、第73回全国小学生歯

みがき大会が開催されました。昨年までは学童歯

みがき大会でしたが、今年から名前が変更されま

した。この大会は第65回大会からインターネット

同時配信がスタートし、今年は日本全国約1700校

の小学校から約９万人の児童が参加しました。ま

た、韓国、中国、香港、タイ、シンガポール、ベ

トナム、フィリピン、ミャンマーにも配信してい

ます。

茨城県では、第66回大会に水戸市立新荘小学校

が初めて参加しました。その後年々参加校が増加

し、本年度の参加校数は156校で全国第１位（！）

となりました。

今年のテーマは「歯と自分をみがこう」です。

今年も【クイズ】から始まりました。

第１問： 歯垢・プラークの正体は食べかすであ

る。

第２問： 歯垢は１日１回の歯みがきで消えてな

くなる。

第３問： 歯ぐきの病気はおとなだけがかかって

しまう。

続いて、歯肉炎の勉強に入っていきました。

健康な歯肉と、炎症がおきている歯肉のイラス

トを比較し、炎症が起こっている歯肉の特徴を調

べます。色は？形は？硬さは？出血は？と観察し

ていきます。次に、自分の歯肉を鏡で見て観察し

ました。そして、「歯肉炎が軽いうちに歯みがき

をして歯垢を落とすと、早ければ３日で、１週間

もあれば健康な歯ぐきに改善されます。」という

お話がありました。

「でも、歯みがきを毎日続けるのは大変かもし

れない」、そのような人たちへ、サッカーの元日

本代表、中山雅史選手から毎日続けることの大切

さについてのメッセージがありました。

次は、【歯みがきステップアップ講座】です。

学校歯科委員会　　椎名　和郎

第73回全国小学生歯みがき大会

学校 歯科
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　　１）歯垢がつきやすい場所

　　２）歯ブラシの当て方

　　３）歯ブラシは１㎝を目安に動かす

　　４）軽いちょうどいい力でみがく

　　５）１カ所20回以上みがく

という解説のあと実習をし、デンタルフロスの

使い方も習いました。

最後に【未来宣言シール】に、自分の夢とその

ために毎日続けることを記入しました。また、

「ピカコレ」というサイトの紹介もありました。

毎日楽しく歯みがきができるように作ったサイト

だそうです。

私はリリーベール小学校でこの中継を見学し、

あとで内容についていくつか質問してみました

が、児童はとてもよく理解していました。

学校歯科医の職務には歯科検診だけでなく、事

後措置も含まれます。この全国小学生歯みがき大

会のインターネット中継は、対象が小学校４、

５、６年生のいずれか１学年です。午後１時30分

から２時30分とほぼ５時限目におさまるようにで

きていますし、内容も分かりやすいので、事後措

置の一つとして活用されてはいかがでしょうか。

来年の歯みがき大会の募集は今年の10月頃から

始まると思います。ご興味のある方はライオン歯

科衛生研究所のホームページ（http://www.lion-

dent-health.or.jp/）をご覧下さい。

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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口腔センター水戸で障害者（児）・
高齢者歯科治療に携わって

　　景山　万貴子・村居　幸夫

征矢　亘・森永　和男

2013年４月より口腔センター水戸で非常勤歯科

医師として障害者（児）・高齢者の歯科治療に携

わるようになって、早いもので丸２年が過ぎ、今

年で３年目になりました。前回このセンターだよ

りに投稿させて頂いたのが、センターに着任した

直後のことでした。今回、再度投稿する機会を頂

いたので、これを機にこの２年間を振り返りたい

と思います。

もともと私は日本大学松戸歯学部顎顔面矯正学

講座に所属しており、口腔外科を専門としており

ますので、障害を持つ患者さんの外科処置を行っ

たことはあっても、歯科治療は全く経験が無く、

口腔センター水戸への出向が決まった時には不安

しかありませんでした。

着任当初は、何よりも患者さんにどう向き合え

ば良いか、どう接したら良いか、そのことばかり

考えていたように思います。その中で、ようやく

患者さんとの接し方に少し不安を覚えなくなって

来たころに課題となったのが歯科治療でした。障

害によっては歯牙自体に形成不全があったり、歯

列不正、開口障害、先天欠如などの様々な口腔内

環境に加え、口腔ケアの状態も様々で、患者さん

によっては決して良いものとは言えないのが現状

です。また、不随意運動や拒絶行動など、突然の

体動への対応も考慮に入れないとなりません。口

腔内環境の改善や短時間で確実に歯科治療を行う

ことの難しさを痛感しました。恥ずかしながら現

在もこの悩みは尽きることが無く、事あるごとに
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自分の未熟さを思い知る日々であります。幸いな

事に、私の周りには多くの場面で助けて下さる先

輩方やセンターの衛生士の方々がいらっしゃるお

かげで、今もなお手探りではありますが、多くの

事を学ばせて頂いております。

また、当センターでは以前より静脈内鎮静法併

用下での治療は行っておりましたが、全身麻酔下

での治療も導入された事により、更に治療の幅が

広がっております。今まで通院が困難な為に治療

が滞っていた患者さんや通法通りの治療が困難な

患者さんにとって、より良い環境下での治療を行

う事が可能になりました。それでも、一度治療が

完了しても継続的なケアは必要になります。長期

的にケアを継続させるためにはやはり障害者歯科

治療の基本である行動変容法が大切ではないか

と、改めて感じております。そのテクニックを早

く習得できるよう今後とも精進するよう心掛ける

所存であります。

医療の進歩によって障害者のみならず高齢者の

受診も増加しています。当然全身疾患を持った高

齢者の歯科治療にも対応できる知識や技術も必要

になります。課題を挙げればきりがありません

が、少しでも患者さんにとって最適な治療を行え

るように今後とも努力をしていきたいと思ってお

ります。また、センターでの勤務が３年目を迎え

た今年度が更により良いものになるようにこれか

らも頑張りたいと思っております。
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【スポーツ大会】
－ 歯科技工士科 －

５月13日（金）、水戸市のグリーンボウルにて

歯科技工士科の学生主催による親睦会が行われま

した。１学年５名、２学年11名、専任教員４名が

参加し、ボウリング大会という形での開催となり

ました。

個人及びチームでの上位者には景品も出るとい

うことで、それぞれが気合十分でゲームに臨みま

した。

普段は授業が忙しく、学年間の交流があまりな

い中で、この日はボウリングをしながら楽しく会

話もでき、ピンを倒すたびに歓声が上がるなど、

日頃の授業でのストレスを解消しながら親睦が深

められたようです。

あっという間の時間でしたが、この日は授業から

解放され、楽しいひとときを過ごせました。体と心

を少しリフレッシュできたので、また新たな気持ち

で授業に取り組めるのではないかと思います。

えい！　渾身の一投

ゲーム後に全員で記念撮影

（文責　大槻）

【親睦会】

４月22日（金）内原ヘルスパークにて、本校歯

科衛生士科の親睦会が開催されました。

晴天にも恵まれ、過ごしやすい穏やかな日でし

たが、体育館の中は熱気と興奮で非常に活気に満

ちあふれました。

親睦会委員の２年生を中心に、企画・準備・当

日の進行などを行いました。

競技は、５人６脚、馬跳び、八の字跳び、学年

対抗リレーの４種目を各学年気合を入れて競技に

臨みました。

５人６脚では、５人で息をそろえないと動けま

せんが、意外にも転ばずにどのチームも進むこと

ができました。

馬跳びでは、腕の力だけでなく開脚や馬の高

さ、跳び方など見応えがある種目でした。

いばらき専門カレッジリーグ
職業体験フェア
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八の字跳びでは、３分間に飛んだ回数の合計数

で勝敗が決まり、みんな夢中で飛び続けました。

最後にここ数年の恒例種目である全員参加によ

る学年対抗のリレーです。それぞれが一生懸命走

り、抜いたり抜かされたり、転倒もあり、応援の

声も一層大きく盛り上がりました。

１年生は入学間もない時期にも関わらず交流を

図り和やかな雰囲気となり、全員が他学年のゴー

ルを応援するといった姿に心打たれました。

また、普段の学校生活の中で見る姿とはまた

違った学生のいろいろな一面を見ることができま

した。そして、同学年だけでなく他学年との親睦

も深められたのでないかと思います。

競技の結果は、総合優勝は３年生、２位が２年

生、次いで１年生でした。

秋に開催されるスポーツ大会も更なる団結を期

待したいです。

（文責　西連寺）

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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年頭の年男の挨拶で、最近はカミさんとよく映

画鑑賞に行く事を書いたが、相変わらず続いてい

て、少なくとも月に３～４本のペースで観ている。

だが予告から期待して観ると、期待ハズレという

か全然好みじゃない、後味の悪い思いをすること

も多々ある。だが今回観てきた映画は期待通り、

二人で最近観た中で一番のヒットだった。それが

「クリーピー 偽りの隣人」。日本ミステリー文学大

賞新人賞に輝いた前川裕の小説を、黒沢清監督が

映画化したサスペンス・スリラーで、西島秀俊、

竹内結子、香川照之らがメインキャストで、予告

通り香川さんの怪演が最高でした。昔、香川さん

を「静かなるドン」で観た頃はあまり好きではあ

りませんでしたが、最近は池井戸潤作品をはじめ、

TBSテレビの日９ドラマに立て続けに出演し、主

演を凌駕する存在感で、その魅力に惹きつけられ

ます。ですが、その裏では歌舞伎俳優「市川中車」

を名乗り、どこにそんな時間があるのか、舞台も

こなしています。７月大歌舞伎では市川海老蔵、

市川猿之助と共演するということで是非、歌舞伎

俳優としても観てみたかったのですが、残念なが

ら日程が合わず、今回はおあずけとなりました。

今年で50歳という同年代の俳優、というか怪優

「香川照之」、今後が更に楽しみです。

そういえば、自分が小さい頃、香川さんのお母

様の浜木綿子さんの事を好きだと言っていた、と

昔お袋に言われたことを思い出しました（笑）。

（コバ）

６月３日元ボクシング世界ヘビー級チャンピオ

ン、モハメド・アリが亡くなった。そして追悼番

組が放映された。1976年６月26日にアントニオ猪

木とモハメド・アリの「格闘技世界一決定戦」と

銘打って戦った。もちろんリアルタイムで世紀の

一戦をテレビに釘付けになって観戦したのを思い

出す。当時、自分自身も格闘技ブーム（？）の中

にいた。後楽園ホール、蔵前国技館、市民体育館

などで観戦したのが懐かしい。極真会の三瓶啓二

師範に教えを受け、稽古の後のビールがお決まり

で楽しい時間を過ごしたものだ。学園祭では演武

にも参加した（空手部でもないのに）。それはさて

おき、猪木、アリ戦は単調な展開だった。派手な

KOシーンを予想していたので、少々ガッカリした

のを覚えている。当時は「世紀の一戦」と期待さ

れたが「世紀の凡戦」と言われた。しかし今回の

再放送でセコンドや本人達から発せられた言葉や

背景（黒人差別、ベトナム戦争への徴兵拒否など）

詳しく説明され興味深い番組だった。改めて偉大

なボクサーであり、伝説のレスラーであったと感

じた。猪木・アリ戦から40年の今年、試合の行わ

れた６月26日が「世界格闘技の日」と認定された。

「蝶のように舞い、蜂のように刺す」あのフレーズ

そしてあのアリダンス。自分のなかで1970年代は

訳のわからないパワフルな時代であった。

（生る）

胸椎の圧迫骨折でしばらく入院していた母親が、

やっと退院の運びとなりそうです。

母は、今年10月で80歳になりますが、２月初め、

ちょっとしたはずみで自宅の廊下でしりもちをつ
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き背中の痛みがなかなか治らず、病院で診てもら

うと胸椎の圧迫骨折ということで即入院となりま

した。ひと月ほど安静にし、投薬等の治療により

痛みもほぼなくなり、コルセットを装着しリハビ

リを開始し、これは意外と早く退院できるかなと

思っていました。

しかし、リハビリ開始数日目から下肢の麻痺が

みられるようになり（これに気づき、主治医に進

言していただいた理学療法士さんには、ほんと感

謝しました）、再検査の結果、骨折部位が何らかの

原因で感染し膿瘍を形成し、一部骨吸収が起こっ

ているとのことで、迷う間もなく３月８日緊急手

術が行われました。

主治医の説明では、もともと骨粗鬆症がひどく、

さらに骨吸収も起こったため歩けるようになるに

はボルトを入れる再施術が必要になるかもしれま

せん、ということで、お先真っ暗になりました。

母の年齢や精神的なストレスを考えると、再手術

はまず無理で、たぶん寝たきりでの介護になるだ

ろうなと、家内と二人、諦めかかりました。

しかし、幸いその後の経過は思ったより順調で、

５月ぐらいからよりしっかりとしたコルセットを

装着しリハビリを再開し、最近では歩行器で何と

か歩けるようになり、７月中には退院できそうで

す。介護申請により介護認定も受け、退院後は自

宅で看ていくつもりです。

今回の件で、改めて特に女性の高齢者の骨粗鬆

症の怖さを知ることとなり、我々歯科医にとって

は厄介なBP剤についても、いろいろ考える機会と

なりました。

（Hisshy）
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損害保険取り扱い

医師賠償責任保険

個人情報漏洩保険

所得補償保険

長期障害所得補償保険

家族傷害保険

デンタルファミリー傷害保険

ゴルファー保険

自動車保険

火災保険　

新規加入、増額変更、何なりとご用命ください。

有限会社 アイ・デー・エス
代表取締役  森永　和男
水戸市見和2丁目292番地の1 茨城県歯科医師会館内 Tel:029-254-2826

を行っております。を行っております。を行っております。

生命保険取り扱い

朝日生命保険

日本生命保険

三井生命保険

明治生命保険

住友生命保険

第一生命保険

グループ共済保険

小規模企業共済

損保ジャパン日本興亜ひまわり保険

アメリカンファミリー保険　

東京海上日動あんしん生命保険

三井住友海上あいおい生命保険

アイ・デー・エスアイ・デー・エスアイ・デー・エス有限会社有限会社有限会社 は、は、は、

各種保険の代理店・集金業務各種保険の代理店・集金業務各種保険の代理店・集金業務



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
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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
74
105
173
120
172
152
107
1

1,321 ±0

1,145名
42名
133名
1名

1,321名

平成28年5月31日現在

（社）茨城県南歯科医師会　 星野 浩伸（社）茨城県南歯科医師会　 星野 浩伸



発行日 平成28年 6月
発　行 茨城県歯科医師会　水戸市見和2丁目292番地
電　話 029（252）2561～2　FAX  029（253）1075
ホームページ http://www.ibasikai.or.jp/
E-mailアドレス id-05-koho@ibasikai.or.jp

発行人 征矢　　亘
編集人 菱沼　一弥
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この会報には、環境に配慮して植物油インキを使用しております。
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