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岡 部 明 子

３月に入り、暖かさが感じられるよう
になり、厳しい寒さから春へ季節が変化
してきているこの頃です。皆様はお健やかにお過ごしの
ことと存じます。
卒業の季節を迎え、４月から歯科衛生士としての一歩
を歩き出す学生に期待をすると共に、職業に対する意識
が気になります。
日々の仕事の中で、歯科衛生士会とのかかわりや役割
を意識することがないと、自分にどのようなメリットが
あるかという基準で入会を考えることが多いように思え
ます。誰かのメリットのために歯科衛生士会は存在し、
活動するわけではありません。歯科衛生士会にかかわら
ず、医療関係職種の職能団体の活動は、社会に対し職能
の役割を果たしていくことに、真摯に取り組んでいます。
職能団体に入ることにメリットがないと考えた方は、
今、
医療・介護が社会情勢に対応して大きく舵を取っている中、
患者や住民からの期待に答え、歯科衛生士としての役割を
果たしているかどうかを、考えてほしいと思います。
一億総活躍社会や女性の社会進出が言われている今だ
からこそ、職業の発展に向けて、組織として取り組める
力があるかどうか問われていると考えています。
職業の危機は、歯科衛生士自身が作り出しているので
す。社会の動きが加速していく中、いつまでも時間を
与えられているわけではなく、歯科医院では 65 歳以上
の高齢者が受診者の 4 割を超えてきている時代になり、
医療・介護の現場に歯科衛生士が介入することで、医療
費・介護予防にどのくらい貢献できているかは、結果評
価だけでなく、プロセス評価についても、個人単位の評
価ではなく、歯科衛生士数や内容や頻度等により評価さ

れていくことを、理解してほしいと思います。
在宅医療推進の流れは「口から最後まで食べられること」を
支える口腔の機能へのアプローチに、医療・介護職の関心を集
め、それぞれの職種が積極的に取り組む動きをはじめている中、
歯科衛生士はより深い専門性と連携力が求められています。
また、口腔機能管理に対する歯科衛生士の研修体制が不
十分であり、職能団体に属さない歯科衛生士が多い中、共
通認識を図りながら、専門性のある取り組みを進めるため
には、課題が山積です。
これから歯科衛生士が向かう方向を間違えないためにも、
卒後の早い時期から生涯研修をスタートさせてほしいと思い
ます。認定の取得など専門性を高めながら、歯科衛生士会の
活動に参加するなど、社会的役割に協力することができる考
え方の基礎を養成校の教育の中で学ぶ必要があると思います。
歯科衛生士の未来が明るいものになるように、共に力を
合わせていきましょう。
３月は、ステップアップセミナーと題した研修を行ってい
ます。午前は、患者の心にアプローチするためのひとつの方
法としてバルーンアートを学び、午後は千葉市医師会理事の
中村眞人先生と千葉市消防局の職員を講師にお迎えし、救急
救命処置を学びます。在宅医療に興味ある方、介護にかかわ
る方、小児歯科に勤務する方、障がい者歯科にかかわる方な
ど、多くの会員の皆様の参加を心よりお待ちしています。
季節の変わり目です、お身体ご自愛下さい。

会員動態
平成 30 年２月 28 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
●会費の自動引き落としは２月 20 日です。
引き落としされているか、ご確認下さい。
●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）

ステップアップセミナーのお知らせ
日にち
会 場

平成 30 年３月 25 日（日）
千葉県口腔保健センター

＜午前の部＞
時 間 10 時～ 12 時（受付９時半～）
テーマ 「バルーンアートの世界へようこそ」
～診療室の受付に…
みんなが笑顔のバルーンアート～
講 師 中山 浩太郎先生
（ちばぎんコンピューターサービス株式会社
公共事業部 公共営業部 課長代理）
＜午後の部＞
時 間 13 時～ 16 時（受付 12 時半～）
テーマ 救命処置講習
「シアトル化構想とは」
～命を守る都市を目指して～
講 師 中村 眞人先生（千葉市医師会理事）
千葉市消防局職員

皆様のご参加、心よりお待ちしております。
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2018 新年のつどい
平成 30 年 1 月 14 日（日）12 時 30 分より、ホテルグリーンタワー幕張３
階メイフェアイーストにて、2018 一般社団法人千葉県歯科衛生士会新年のつ
どいが開催されました。
来賓として、千葉県健康づくり支援課副課長をはじ
め、本会に関係のある方々のご臨席をいただきました。
また、歯科保健事業功労者厚生労働大臣表彰を受
賞した、岡部会長の紹介と花束贈呈を行いました。
歓談中には、カリエス矢作（船橋歯科医師会 矢
作泰紹先生）によるマジックショーが行われ、出席
者の目を釘付けにしていました。
最後に本会恒例の「しあわせの歌」を合唱し、閉
会となりました。
岡部 明子 会長

2018.3.4
カリエス矢作のマジックショー
大いに盛り上がりました !!

理事会報告
第６回理事会
内

容

第７回理事会
内

容

容

容

容

平成 29 年 12 月３日（日）

１．千葉県歯科医師会在宅口腔ケア講習会について ２．いい歯のイベントについて
３．選挙管理委員会について ４．地域支援事業について ５．8020 推進特別事業について
６．千葉県歯科医師会主催 歯科衛生士復職支援研修会について ７．千葉県歯科衛生士大会について
８．料理コンクールについて ９．千葉県歯科衛生士会だより・千衛通信について
10．新年のつどいについて 11．新春セミナーについて
12．ステップアップセミナーについて 13．次年度事業について

第 10 回理事会
内

平成 29 年 11 月５日（日）

１．千葉県歯科医師会 在宅歯科医療推進 歯科医師研修会 多職種カンファレンスについて
２．千葉県歯科医師会在宅口腔ケア講習会について ３．市川市休日急病等歯科診療所打ち合わせ会について
４．8020 推進特別事業について ５．支部研修会について ６．千葉県歯科衛生士大会について
７．料理コンクールについて ８．歯科助手講習会について ９．千葉県歯科衛生士育成協議会 就活セミナーについて
10．千葉県歯科衛生士会だより・千衛通信について 11．第 56 回千葉県公衆衛生学会について
12．新年のつどいについて 13．新春セミナーについて

第９回理事会
内

平成 29 年 10 月１日（日）

１．日本歯科衛生士会 関東信越ブロック連絡協議会について ２．千葉県歯科医師会 口腔ケア研修会について
３．8020 推進特別事業について ４．支部研修会について ５．千葉県歯科衛生士大会について
６．料理コンクールについて ７．第 12 回日本歯科衛生学会ポスター発表について
８. 千葉県歯科衛生士会だより・千衛通信について ９．口腔保健事業功労者表彰について
10．新年のつどいについて 11．新春セミナーについて
12．いい歯のイベントについて

第８回理事会
内

平成 29 年９月３日（日）

１．日本歯科衛生士会 認定歯科衛生士セミナー（在宅療養指導・口腔機能管理コース）について
２．8020 推進特別事業について ３．支部研修会について ４．千葉県歯科衛生士大会について
５．料理コンクールについて ６．千葉県歯科衛生士会だより・千衛通信について
７．第 12 回日本歯科衛生学会ポスター発表について

平成 30 年１月７日（日）

１．地域歯科衛生活動について ２．8020 推進特別事業について
３．日本歯科衛生士会・災害支援歯科衛生士フォーラムについて ４．新年のつどいについて
５．新春セミナーについて ６．千葉県歯科衛生士会だより・千衛通信について
７．料理コンクールレシピ集について
８．千葉県第２次千葉県歯・口腔保健計画（案）のパブリックコメントについて
９．日本歯科衛生士会 「地域ケア会議」取り組み状況についてのアンケートについて 10．次年度予算について

編 集 後 記

この冬は大寒波に二度も見舞われ、関東でも大雪となりました。案の定、交通機関はマ
ヒし、電車も道路も大混乱となりました。
そんな雪の中でも、勤務先の歯科医院へ、予約時間通りにいらっしゃる患者さんが !! ご
近所だと徒歩で来られるから、特に問題ないんですね。こんな時は、暖かい飲み物のサー
ビスでもした方がいいのかしら？
広報担当理事 市川美和子
（２）

