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岡 部 明 子

七月に入り、本格的に夏が感じられる暑
い日が多くなりました。
平成 29 年度も役員一同、心を引き締め、会員の皆様・
関係団体のご理解と協力を得ながら会務に取り組みたい
と思います。
この頃、働き方について報道で取り上げられる機会が
増えています。政府が「働き方改革」として正社員の副
業や兼業を後押しする時代になり、
「原則禁止」から「原
則容認」に転換し、仕事に対する考え方の転換期にある
ことを感じています。
企業だけでなく、神戸市が職員の働き方を多様化し、
外部での経験を活かして、市民サービス向上につなげる
ことができる公共性のある組織での副業を可能にできる
許可基準を設け、一定の報酬を得ることができるような
制度を設けたとの記事を読みました。
副業を持とうとする人には、高い専門性、人とのつな
がり、豊かな発想を活かし、チャレンジしていくエネル
ギーを持ち合わせていることが必要になります。
副業の考え方を変えた理由は、イノベーションが作り出
す新しい結合・新しい切り口・新しい捉え方は、行動が伴
なわなければ、新たな価値を生み出すことも、社会的に大
きな変化を起こすこともできず、地域社会や企業や広く世
界に貢献することもないということでしょう。
もう一つ大切なことは“連携”がなければ成功につな
がらないということでしょう。社会の流れを感じるアン

テナやセンスは、いつも持ち合わせていたいと思います。
さて、私たち歯科衛生士を振り返りましょう。
副業はともかく、専門職としての歯科衛生士全体の資質
向上・社会貢献・連携は、ひとりひとりの行動の積み重ね
が大切になり、その意識をどのようにして多くの歯科衛生
士と共有できるかということになります。
本会の課題として、会員の組織率低下があり、平成 28
年度は 10 ％を切りました。地域社会が求める高い専門性
に対応できる、実践経験が豊かな歯科衛生士の皆様の協力
により、実施できている公益事業の継続が、将来難しくな
ることも予想されるようになりました。
研修会や主催・共催等の事業に参加することは、年齢や業
務が異なる歯科衛生士同士の交流ができ、知識や技術の習得
や経験の積み重ねができます。中でも大規模災害時における
歯科衛生士が行う支援については、支部単位での協力体制づ
くりが必要であり、日頃から会員同士の交流を深めていただ
ける支部活動への多数の参加をお待ちしています。
また、今回の発送において、就業実態アンケートをさせ
ていただくことで、労働環境の変化を把握し、会の運営に
活かしていきたいと考えていますので、ご協力よろしくお
願い致します。
今年の夏は、暑さが厳しくなりそうです。体調管理に気
をつけ、夏を乗り切りましょう。

会員動態
平成 29 年６月 25 日現在

480 人

会費振込先

千葉銀行 稲毛支店
普通口座 № 3118047
一般社団法人 千葉県歯科衛生士会
代表 岡 部 明 子
会
費 １５，０００円
●会費内訳は、
日本歯科衛生士会
会費 ７，
０００円
千葉県歯科衛生士会 会費 ８，
０００円です。
●氏名・住所等の変更はお早めにお願いします。
●変更用紙はホームページよりダウンロード出来ます。
（１）

平成29年度定期通常総会開催
平成 29 年度定期通常総会が、６月 25 日（日）
12 時半より、千葉県口腔保健センター２階
会議室において開催されました。
会員総数 480 名
出席者数 48 名
委任状数 305 名
出席者数と委任状数の合計が過半数の為
定款第 18 条により成立
執行部より
第１号議案 平成 28 年度事業報告に関する件
第２号議案 平成 28 年度決算報告に関する件
第３号議案 その他
が提案され挙手多数に
より承認されました。
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支部研修会報告
平成 29 年２月 26 日（日）13 時半より、ミレニアムセンター
佐倉にて、北総支部研修会を開催しました。
今回は講師に本会会員の山口朱見先生をお呼びして、「在
宅訪問口腔ケアの実際～疾患により症例を通して考える～」
と題してご講演頂きました。
山口先生は、歯科診療室ではなく、在宅療養支援診療所に
勤務するという、特殊な勤務形態を取られています。
症例および訪問口腔ケアの内容が、訪問に携わる歯科衛生
士には、どれも非常に参考になるものばかりで、質問も沢山
寄せられ、とても良い研修会となりました。
北総支部副支部長 森田 陽子

山口

朱見 先生

支部研修会のお知らせ
わかしお支部研修会

さざなみ支部研修会

日
会
演
講

日
会
内
講

時 平成29年８月６日（日）13時30分～15時30分
場 茂原市保健センター
題 「子どもの発達・口腔の成長に応じた食育のすすめ」
師 藤岡 万里 先生
（昭和大学歯学部小児育成歯科学講座・
緑生会あびこクリニック歯科 兼任講師）

しおさい支部研修会
日 時 平成29年10月29日（日）13時30分～15時30分
会 場 匝瑳市民ふれあいセンター １階会議室
演 題 「むせのある人・なかなか飲み込まない人への訓練と対応」
―高齢者の摂食・嚥下リハビリテーション―
講 師 田村 乙彦 先生（旭中央病院 言語聴覚士）

時
場
容
師

平成 29 年 10 月 22 日（日）10 時～ 14 時
君津市立中央図書館
保健指導について
岡部 明子先生（千葉県歯科衛生士会会長）

支部研修会に参加しませんか？
自分の所属以外の支部研修会にも参加出来ます。
お申し込みは、本会へＦＡＸにてお送り下さい。

ＦＡＸ 0 43（2 4 1）9 9 03
〆切は開催日の２週間前までとなります。
沢山のご参加、お待ちしております。

理事会報告
第１回理事会
内

容

１．千葉県在宅医療推進連絡協議会について ２．千葉県歯科衛生士育成協議会について ３．派遣担当者会議について
４．市川市休日急病等歯科診療担当者会議について
５．支部長会議について
６．選挙管理委員について
７．ステップアップセミナーについて
８．フレッシュ＆リフレッシュセミナーについて
10．千衛通信・千葉県歯科衛生士会だよりについて
９．料理コンクールについて
11．千葉県内歯科衛生士養成校・入会説明会について
12．第４回未就業歯科衛生士復職支援研修会について
13．日本歯科衛生学会 第 12 回学術大会ポスター発表について

第２回理事会
内

容

容

平成 29 年５月７日（日）

１．千葉県歯・口腔の健康週間の後援承諾について
２．選挙管理委員会について
３．定時総会について
４．フレッシュ＆リフレッシュセミナーについて
５．料理コンクールについて
６．日本歯科衛生学会 第 12 回学術大会ポスター発表について
７．千衛通信・千葉県歯科衛生士だよりについて
８．監査報告について
９．会員就業実態調査について

第３回理事会
内

平成 29 年４月２日（日）

平成 29 年６月４日（日）

１．千葉県歯科衛生士育成協議会について
２．支部長会議について
３．定時総会について
４．フレッシュ＆リフレッシュセミナーについて ５．料理コンクールについて
６．千衛通信・千葉県歯科衛生士だよりについて ７．会員就業実態調査について
８．日本歯科衛生士会 認定歯科衛生士セミナーについて
９．表彰について

編 集 後 記

ＧＷ頃から左指に痺れが出て、未だに治りません。歯科衛生士によくある“手根管症
候群”かしら？ と思いましたが、考えたら酷使するほど仕事もしてないし、そもそも左
手（笑）整骨院で診てもらいましたが、結局原因不明。歳なのかしらと落ち込む日々です。
広報担当理事 市川美和子
（２）

