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　平成29年6月10日（土）18時より大阪府歯科技工士会館

において第4回社員総会を開催した。各支部から代議員43

名が出席をし、野首議長、中川副議長の進行のもと総会が

行われた。

　先ず、清水会長から新体制で2年目に入り、今後の展望

について挨拶があった。その後、第1号議案、平成28年度事

業経過報告承認の件、第2号議案、平成28年度会計収支決

算報告承認の件、第3号議案、会計管理および会費規程一

部改正承認の件、第4号議案、役員報酬および諸費用弁償

規程一部改正承認の件、第5号議案、共済互助規程一部改

正承認の件、の審議が行われ、各議案について採択の上、承

認された。その後、各議事に関して活発な質問等が行われた。

　質問事項は「社員総会の議案書を事前にホームページ等

で閲覧について」、「Facebookの乗っ取りに関して原因

と対応について」、「新執行部が掲げた活動方針につい

て」、「歯科技工士免許の無資格者雇用問題について」お

よび「労働環境の改善策について」について、要望事項と

して「大阪府歯科技工士会　脱煙宣言」について行われた。

最後に閉会の辞で終了した。
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第 4 回   社 員 総 会  開 催
会 長 挨 拶

　一般社団法人大阪府歯科技工士会第4回社員総会を開

催するにあたり、ご挨拶申し上げます。

　昨年6月に新執行部を立ち上げ、はや1年が過ぎまし

た。就任間もない7月には2016年近畿歯科技工ガイダ

ンス、中之島公園にてBBQ懇親会、8月には府庁の英断

にて実現した、高校生向けのポスター作製委員会の初会

合、9月には奈良春日野国際フォーラムにて歯科技工学

会と毎月大きな行事があり、慣れない大役で戸惑いなが

らの公務であったことを昨日のように思い出します。

　近年、若手歯科技工士不足が叫ばれる中、先月行われ

た初の試みである本会主催の新入会員歓迎会では、100

名を超える会員が集まり盛大に行われました。

　また、府立高校でのキャリアガイダンスにも初めて本

会として参加し、社会的認知度向上、並びに在阪歯科技

工士養成所の定員充足活動にも尽力しております。

　まだまだ至らぬ点があろうかと思いますが、執行役員

が一丸となって全国の県技の模範となり、業界改革の旗

手となれるよう邁進して参りますので、引き続きご支援

ご協力のほどよろしくお願いし、本日の社員総会が一般

社団法人大阪府歯科技工士会にとりまして実りある会合

となりますことを祈念致しましてご挨拶とさせていただ

きます。
　　　　　　　　　　平成29年6月10日

　　　　　　　　　　一般社団法人 大阪府歯科技工士会

　　　　　　　　　　　　　　　  会  長　清 水　潤 一
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平成28年度　事業報告　【財務部】
◎一般社団法人として健全な財務運営を行うとともに、各支部の会計システムの明確化の為従来のシステムからの
　変更を行った。
　一般社団法人として適正な財務処理が行われるように、マニュアル作りを行った。
　１．部会の開催（2回）
　　　第 1 回　平成28年9月3日（土）
　　　　内 容　①各支部の中間監査の現状確認
　　　　　　　 ②各支部会費徴収の現状確認（過年度会費）
　　　　　　　 ③支部会計のエクセル版の内容確認（支部パソコンにインストール）
　　　　　　　 ④中間監査の日程確認
　　　第 2 回　平成29年2月4日（土）
　　　　内 容　①決算に向けて各支部の進捗状況の確認
　　　　　　　 ②各支部の未納会費の現状報告
　　　　　　　 ③回収不能会費の対応について（未納会費の対応マニュアルの提案）
　２．新エクセル会計システムのマニュアルの策定及び運営に努めた。
　３．本会の健全な財務運営の為、未納会費回収の徹底に努めた。

◎ お 詫 び と 訂 正　　前号に掲載しました社員総会の議案の中に記載漏れがありましたので
　　　　　　　　　　　　　　  　　ここに深くお詫びし、訂正させていただきます。
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　去る 5 月 28 日（日）、グレースバリなんば道頓堀店にお

いて「大阪府歯科技工士会新入会員歓迎会」が新入会員 43

名、総勢 115 名の参加により盛大に開催された。

　我々の業界に入ってきた新社会人達を本会に迎え入れ、

そして歓迎しようと、若手・青年部主導で企画・実行された。

支部単位で 12 卓の円テーブルが配置され、さながら披

露宴会場の雰囲気が醸し出されていた。

　組織・青年部の司会進行のなか、本会会長の歓迎挨拶に始まり、4 グループに分か

れて「連動粘土アート」コンテストが行われた。一人持ち時間 3 分で一つの作品を連

動で完成させ、本会役員審査のもと 1 位から 3 位にはクオカードが進呈された。直前

に出された題目は“ミッキーマウス”。すぐにスマホで検索し画像を見ながらの製作に、

今時を感じたのはおやじ達だけだったでしょう。

　その後、乾杯を合図にバイキング形式の料理を堪能し、会員の皆さんとも楽しみな

がら時を過ごし、本会恒例？ジャンケン大会も盛り上がりに花を添えた。

　新入会の皆様には、これからも大いに歯科技工士会行事を利用し、参加していって

もらえればと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長　西　康文

新入会員歓迎会開催される
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新 入 会 者

　平成29年5月21日（日）、新大阪歯科技工士専門

学校３階実習室で「匠の技を見る」～有床義歯、模

型作りと咬合器装着～を開催した。学生17名、会

員12名の合計29名で、学生対象とした内容であっ

たが、本年度卒業した会員の参加も見られた。

　実習は臨床の注意事項など新卒者も学生もとて

も熱心に、講師である 三嶋敬一氏（北東支部）、

愛尾健一氏（北東支部）の話を聞いていたと感じた。

　平成29年5月27、28日に台湾の台北　谷会議センター

（Taipei Innovation City Convention Center）で第

６回国際歯科技工学術大会・第39回（一社）日本歯科技

工学会学術大会が併催された。

　第６回国際歯科技工学術大会大会長は荘 政洲 先生、

The Digital Dental Aesthetics of Clinical Practice 

in Next Generationをテーマに開催された。参加国は

台湾、韓国、中国および日本の歯科技工士や学生が約

2,000名参加し、盛大に行われた。内容は主題講演 1演

題、特別講演 5演題、シンポジウム 2演題（教育、クリ

ニカル審美）、デモンストレーション 3演題、ポスター

発表（英文）60演題、学生テクニカルコンテスト（歯型

彫刻）100名および器材展示が行われた。

　招待公演はスイス、フランス、台湾、中国、韓国およ

び日本の著名な先生の発表があった。ポスター発表は英

語で行われ、各国が課題テーマに対して英語で討論が行

われた。国際学会での共通言語はやはり英語であり、他

国の学生も流暢な英語を使ってコミュニケーションをさ

れている様子があちこちで見受けられ、日本の歯科技工

士教育にも英会話力が求められることを感じた。

　今回、各国の歯科技工士教育（大学や専門学校）が異

なるため、研究内容に差があった。テクニカルコンテス

トは約100名の学生が参加し、1時間で2本（上顎中切歯

と下顎第二大臼歯）の彫刻が行われた。国を越え、同じ

目標をもった学生同士が頑張っている様子が印象的であ

った。次回の第7回国際歯科技工学術大会は日本で行わ

れる予定で

ある。

日本歯科技工士会
第6回 社員総会開催

　平成29年6月17日（土）、歯科技工士会館において公

益社団法人日本歯科技工士会第6回社員総会が開催され

た。

　大阪府技より清水会長（日技役員）、重光副会長、山

下副会長、小谷監事（日技役員）、野首議長の5名が出

席をした。

議　案

　第1号議案　2016年度会計収支決算報告承認の件

　第2号議案　会員管理及び会費規程一部改正の件

　第3号議案　旅費規程一部改正の件

　第4号議案　財産管理及び会計処理規程一部改正の件

5 月入会（3名）
 中央北　南部  恵理子　阪大卒

 中央北　竹 原　大 悟　香川県歯科医療専門学校卒

 北　東　古 﨑　勘 助　大歯大卒

6 月入会（1名）
 中央北　澤 田　知 佳　新大阪卒

7 月入会（1名）
 北　東　本 多　左 季　新大阪卒

 「匠
の技を見る」開催

第6回 国際歯科技工学術大会
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ご結婚・お子様のご誕生
おめでとうございます!!  

 7 月  1 日（土） ガイダンス2017
 15日（土） 三役会・理事会・支部長会

  技対・学術・組織各部会

 23日（日） 匠の技を見る

 27日（木） 第1回大阪府地域医療推進協議会

 8 月  4 日（金） 関西北陸地区歯科技工士学校連絡協議会「懇親会」 
  5 日（土） 三役会・理事会

 　　　　　　　　※夏期会館休館日  8/14～16

平成29年 7月・8月 活動日程

 ＊下記5名の方に結婚祝金を給付しました。

   　● 野口　 恵吾 様（中央南支部）
   　● 藤井　 克憲 様（北東支部）
   　● 桂　 加那子 様（南大阪支部）
   　● 山中 由紀美 様（南大阪支部）
   　● 釣谷　 玲央 様（北大阪支部）

 ＊下記4 名の方に出生祝金を給付しました。

   　● 赤土　 太亮 様（北東支部）
   　● 岩佐　　 聖 様（南大阪支部）
   　● 足立　 哲也 様（中央北支部）
   　● 岩佐　 美穂 様（北大阪支部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（届出順に掲載）

　　　　　＝会員慶弔制度のご案内＝
本会の慶弔制度では「入院見舞金」や、子どもが生まれた
際の「出生祝金」や、「結婚祝金」などが一定の要件を満た
した場合に給付されます。
詳しくは「定款・諸規程集23P」もしくは「ホームページ
http: //www.daishigi.org/?p=660」をご参照くだ
さい。ホームページより用紙をダウンロードできますので
ご利用ください。

訃　報
岡 本  尚 様（中央北）
　　　平成29年5月9日ご逝去（享年57歳）

高 野  博 行 様（南大阪）
　　　平成29年5月15日ご逝去（享年53歳）

上 原  貫 一 様（中央北）
　　　平成29年5月16日ご逝去（享年87歳）

　　　謹んでご冥福をお祈り致します。

京都府歯科技工士会
「感染症対策」講演会 のご案内
▶日 時：平成 29 年 9 月 3 日（日）
　　　　　　　 13：00～ 16：00
▶場　 所：㈱松風研修センター

▶演 題 1：「病原微生物の基礎知識」
　　　　　　講 師：奥田　克爾 先生

▶講 演 2：「補綴物等製作過程における感染対策例」
　　　　　　講 師：大西　正和 先生

 詳細は京都府歯科技工士会までお問合せください。

　　　　  TEL 075ー821ー7270



（6）　第 497 号 平成 29 年 7・8 月合併号大　歯　技　広　報

１、はじめに

　インプラント上部構造の必要要件は機能性、審美性、清

掃性、生体親和性および強靱性が挙げられる。近年ではデ

ジタル技術の進歩とそれに伴う加工素材の進化により、そ

れらの要件を満たすことが以前よりも容易となった。しか

し、天然歯補綴と構造の異なる歯根膜の緩衝作用を持たな

いインプラント上部構造では、前装マテリアルの破折など

も天然歯補綴に比較して発生しやすい。また、審美的要件

を満たすためにはインプラント周囲粘膜と上部構造が３次

元的に形成する歯頚ラインの調和も非常に重要なポイント

であり、上部構造が歯肉に与える影響や生体に優しい材料

学的な配慮も必要である。従って、インプラント上部構造

は、咬合力を十分受け止めるだけの強度を持ったマテリア

ル選択と、各症例に適した上部構造の設計後に適切な治療

手順を踏み、必要に応じて口腔内での確認を行いながら治

療を進めることが重要となる。本稿では筆者がインプラン

ト上部構造製作時、主に使用するジルコニアを用いた上部

構造の設計や、治療ステップのポイントなど臨床例を交え

て紹介したい。

２、インプラント補綴にジルコニアを使用する利点

　インプラント上部構造にジルコニアを使用する利点の一

つとして考えられるのは、セラミック材料でありながら高

靱性を持ち合わせていることである。近年では従来型の高

強度タイプに加え、高透光性さらに強度は低下するが、超

高透光性タイプもラインナップに加わり、臨床対応の幅が

格段に増加している。それぞれ、目標とするベースシェー

ドが予め付与されるため、審美領域症例などでの前装陶材

と合わせての色調再現性は、金属の裏装が避けられないメ

タルボンドポーセレンと比較して非常に自由度が高く、唇

側前装クリアランスの少ない症例などでも透明感を保ちな

がら製作することが容易となった。また、生体親和性にお

いてもチタンやコバルトクロム合金以上の優れたデータを

示しており、ジルコニア露出部を鏡面に研磨することによ

り汚れも付着しにくく、バクテリアの付着も低下すること

が報告されている。インプラントとその周囲歯肉との関係

性を考慮した場合、条件が許される症例であるならばイン

プラント上部構造製作において、ジルコニアを使用するこ

とが現時点では最良と思われる。

３、治療ステップと設計のポイント

　Ⅰ．レジンフレーム製作・試適

 ジルコニアを使用する際、注意すべき点として、セラミ

ック材料であるためミリング完全焼結後に大幅な形態の変

更などは難しく、鑞着なども不可能である。そのため、フ

レームを製作する前段階で上部構造の最終形態を口腔内で

確認することが、以後のステップを進める上で有利となる。

特に、前歯部症例ではサブジンジバルカントゥアが形成す

る歯頚ラインの状態も、事前にアクリルレジンなどで最終

形態を模倣したレジンフレームを製作し、口腔内に試適す

ることで、最終補綴物の歯肉に接触するエリアを生体親和

性に優れたジル

コニア鏡面研磨

面で仕上げるこ

とも可能となる

（写真１）。 

　また、咬合調整はレジンフレームの口腔内試適段階で行

うことにより、最終上部構造セット時の咬合調整量を最小

限に抑えることも出来る。

　デジタル化が進むなかワックスアップを行い、レジンに

置き換え試適することはアナログ的な手法ではあるが、現

状のデジタル技工で可能なことを考慮した場合、全ての工

程をデジタルワークフローに沿って進めるよりも、効果的

にアナログ工程を採用することで、治療の確実性を高める

結果となる。

　現在では、上顎前歯部については口蓋側切端までジルコ

ニアでカバーし、切端部の前装陶材のチッピングを防止す

るフェイシャルカットバックデザインとすることが多いた

め、ジルコニアフレーム製作後、形態修正などは困難な作

業となる。レジンフレームでの形態確認は患者に了解を得

た後にジルコニアフレーム製作に移行するため、最終仕上

げ後に陶材を使用して形態の修正などを行わなければなら

ない可能性も低減できる。サブジンジバルカントゥア部や

切端部の陶材による形態修正は、先に挙げたジルコニアの

利点を減少させることになり、技工作業上の効率から考え

ても可能な限り避けたい作業でもある。

テ ク ニ カ ル エ ッ セ ン ス
中央北支部　藤 田　一 志

ジルコニアを用いたインプラント上部構造設計のポイント

写真１．ワックスアップをレジンに置き
　　　　換え、口腔内に試適
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Ⅱ．ジルコニアフレーム製作・ポーセレン築盛

　レジンフレーム試

適後、陶材前装部の

カットバックを行う

（写真２）。

 

　その後、カットバ

ックしたレジンフレ

ームをスキャニング

し、得られたデータ

をもとにミリング加

工する（写真３）。

 　ミリング加工したフレームをシンタリング後、細部を

注水下にて調整し、フレームステインを予め行いポーセレ

ンを築盛する。フェイシャルカットバックデザインでは切

縁部までジルコニアで裏装するため、切端付近の透明感を

再現することが、ポーセレンフルカバータイプに比較して

困難になる。このデザインの場合はフレームステインとポ

ーセレン築盛段階

での内部ステイン

を効果的に使用す

ることが非常に有

効である

（写真４）。

Ⅲ．完成

　ポーセレン部の形態修正とグレーズ後、ジルコニア露出

部の鏡面研磨を行い、レジンセメントを用いてチタンベー

スと模型上でセメンティングを行う。セメンティング後は

チタンベースと

ジルコニアマー

ジン部のギャッ

プが生じないよ

うにマイクロス

コープ下で再度

サブジンジバル

カントゥア部の

研磨を慎重に行う（写真５）。

 セメンティングによ

る咬合や隣接コンタク

トの変化などがないこ

とを確認して完成する

（写真６）。

４、まとめ

　歯科技工のデジタル化が加速するなか、加工可能な素材

も進化し、ますます増加している。それらの素材の利点を

最大限に活かせるように上部構造を設計し、確実性のある

ステップで治療を進めることが、口腔内で長期に安定する

インプラント上部構造製作を可能とする。デジタルの恩恵

により、従来では作業者の勘や経験に頼ってきた部分が

徐々に数値化され、ある程度のレベルの精度では安定した

技工作業の実現が可能となってきている。しかしながら、

現状では先人が培ってきた匠の技術と比較しても、デジタ

ルが全てにおいて同等もしくは超越しているわけではなく、

及ばぬポイントも多々存在する。我々歯科技工士はデジタ

ルとアナログそれぞれの利点を理解し、それぞれの患者に

合わせた補綴設計の中で効果的なデジタルとマテリアルを

採用することが、良質な補綴物製作に繋がると考える。

写真2．試適後，陶材前装部をカットバック

写真3．CAD/CAMによる
　　　 ジルコニアフレームの加工

写真4．内部ステイン法を応用した
　　　  陶材築盛

写真 5．模型上でチタンベースを

　　　　レジンセメントで接着後、研磨

写真６．口腔内セット

　特に、前歯部領域が含まれる症例については、求められ

る形態を途中段階で口腔内試適を行うことにより、患者の

安心感も得られ、後の治療ステップもスムーズに進めるこ

とが可能となる。その結果、レジンフレーム試適を行うこ

とは後戻り作業の可能性が低減し、より確実性の期待でき

る精度の高い技工作業に繋がる。

参考文献
１、伴清治：オールセラミックレストレーションを実現するためのジルコニア材料特性　
　　歯科学報,107(6),2007.
２、Gomes AL, Montero J： Zirconia implant abutments : a review.
　　Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011;16(1):e50-55.
３、日髙豊彦：Solutions for Dental Esthetic,　　東京:クインテッセンス出版, 2007; 32-33.
４、Buser D, Belser U, Wismeijer D(編),勝山英明, 船越栄次(監訳).
　　ITI Treatment Guide Volume 1 審美領域におけるインプラント治療 単独歯欠損修復.
　　東京:クインテッセンス出版, 2007.　
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第 1 回  理事会報告

日 時：平成29年4月8日（土）14：30～17：00
場 所：大阪府歯科技工士会館地下

会長挨拶：毎々の会務遂行に深謝いたします。私事ですが、

先日車上荒らしの被害に遭いましたので、皆さんもくれぐ

れもご注意ください。

◎4・5月度の日程の確認

◎第13回理事会報告（各部確認）の確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・3/18第1回全国会長懇談会…地域差があるが、大阪

　　　は非常に注目されているので、これからも力を合わ

　　　せて組織拡充を進めていきたい。

　②3/12大阪府歯科衛生士会「府民公開講座」報告

　　・清水会長、前川理事が講演を行った。

　③4/8近畿デンタルショー2017開会式典報告

　　・清水会長が出席。広報部も取材に同行した。

◎各部報告

【財務部】

　①4月分会費納入状況の確認

【福祉厚生部】

　①訃報…渡邊　黎明様…3/21ご逝去　享年82才

　②慶弔金支払い報告

　　・長寿祝金…北大阪・北東各1名

　　・出生祝金…中央南・南大阪各1名

　　・入院見舞金支払い…北大阪1名

　③健康増進に係る事業進捗状況

　　・インフルエンザ142名（343,100 円）

　　　B型肝炎2名（38,060 円）　

    　  肺炎球菌3名（10,000 円）、 合計147名（391,160 円）

　　　今年度より振込み対応とする。

　④3/11歯の手話を学ぶ会終了式報告

　　・南郷理事が出席

【広報部】

　①6月号進捗状況の確認

【組織部】

　①日技関係

　　・組織拡充支援金支給結果10件

　　・再入会キャンペーン継続実施について

【学術部】

　①7/23匠の技を見る・9/10学術講演会（基本研修）　

　　開催決定

　　・7/23は石膏カービングで開催。9/10は中央南支部

　　　と併催で行う。

　

②日技関係

　　1）生涯研修終了証書…大阪府技会員19名に終了証書

　　　  送付済、全国終了者数は252名であった。

　　2）「感染症歯科技工士予防講習会」開催意向の件

　　　・次年度開催の方向で検討。

　　3）日技認定講師更新結果（大阪）および最新名簿の確認

【組織・学術部】

　①平成28年度新入会・健康展支部助成報告

　　・3/24支給済

◎審議事項

【総務部】

　①平成29年度事業計画案及び予算案について

　　・収入の部「雑収入」に1,911,600円を新大阪の広告費

　　　として追加。「人材育成事業」は3,175,000円に訂正。

　　　収入が増えた分を支出の部、人件費「給料」、事業費

　　  「広報」「組織」「総務費」に振り分ける。

　②第4回社員総会に向けて

　　・第3～5号議案　諸規程改正案について検討。

　③第37回「近畿高等学校総合文化祭大阪大会」協賛の件

　　・以前、承認済の協賛金を支払った。

　④高校ガイダンス参加について

　　・2校よりオファーが来ており、講師は人選中である。

　⑤南大阪支部聴障部の対応について

　　・基本、支部対応とする。

【財務部】

　①実際の繰越金について

　　・財産目録（流動資産）に計上されている一部金額に

　　　流動負債額が含まれているため、収支計算書の繰越

　　　金額については内容を把握した上で執行する必要が

　　　ある。

　②未納会費の現状について

　　・各支部会費滞納者についての対応結果を次月理事会

　　　で報告する。

【組織部】

　①新入会歓迎会について

　　・内容と予算について再度確認。

　③新入会員（新卒）の所属支部について

　　・まず入会していただくことが第一なので、入会時の

　　　支部選択の基準（自宅・就職先）が明確でないこと

　　　を踏まえ、入会後、希望があれば変更する。

【技対部】

　①近畿歯科技工ガイダンス2017について

　　・内容は前回の理事会通り。案内は週明けに送付する。

◎その他

１．会員数状況・入会・退会予定者の確認

２．7月の理事会・部会、日程変更について

３．3/11支部検討会報告
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第 1 回  会計部会報告

日 時：平成 29 年 4 月 8 日 ( 土 )18：00 ～ 20：00

場 所：大阪府歯科技工士会館 3 Ｆ

内 容

　①決算に向けて各支部の進捗状況の確認

　　・第４回社員総会までの決算スケジュールを確認

　　・各支部の進捗状況を確認

　②各支部の未納会費の現状報告

　　・各支部の問題点を個別に報告を受けた上で、対応策

　　　を話し合い、後日報告を受けることとした。

　③回収不能会費の対応について

　　・理事会での話し合いを受け、今年度中に整理を行う

　　　事とした。

　④その他

　　・各案内

第 1 回  学術部会報告
日 時：平成 29 年 4 月 8 日（土）18：00 ～ 19：15

場 所：大阪府歯科技工士会館 1 Ｆ

内 容

　①本会・各支部学術講演の内容の統一について

　　・改めて本会・各支部の学術講演の統一について話し

　　　合い、各支部の開催日程の確認をした。

　②「匠の技を見る」の講師について

　　・今年度から学生の授業にそった内容の趣旨の説明と

　　　各支部から講師を出して頂く事で、同じ講師に定着

　　　しない様にする説明をした。

　　　各学術理事から名簿の作成や登録制などの案が出た

　　　ので継続して話し合う。

　③生涯研修マニュアル作りについて

　　・本会の研修マニュアルの資料をもとに話し合いをし

　　　た。内容として各支部の学術講演会を実施している

　　　が、支部によってやり方が違うので、各支部でのや

　　　り方や流れを次回の部会で発表してもらう。

　④ 9/10 基本研修の件

　　・検討の結果、チラシ案①に決まった。

　⑤その他

　　・日技認定講師名簿最新（2017 年 4 月）の確認

　　・平成 29 年度年間予定表（7/8 理事会・部会を 7/15

　　　に変更）

　　・各案内

第 1 回  広報部会報告

日 時：平成 29 年 4 月 8 日（土）18：00 ～ 19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館 1F

内 容

　①大歯技広報発刊スケジュールについての確認

　　・支部コーナーも定着し、各支部の情報交換の場とし

　　　て活用されており好評である。会員の周知徹底する

　　　手段を検討する必要がある。次期広報に関しても協

　　　力をお願いした。

　②私の町の風景、リレー編集の確認

　　・来年度の年間スケジュールにて、各支部の担当月を

　　　確認し、来年度も引き続き協力のお願いをした。

　③今後の広報について

　　・関連する医療職種団体にお願いをして、歯科技工士

　　　に対しての要望やご意見が聞ける記事を入れてはど

　　　うか、との意見があった。

第 1 回  組織部会報告
日 時：平成 29 年 4 月 8 日 ( 土 )　18：00 ～ 19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館 2 Ｆ

内 容

　①新入会歓迎会について

　　・イベントの内容・役割分担を確認した。

　②青年部連絡網

　　・青年部連絡網（LINE・Gmail）について話し合った。

　③その他

　　・次回部会の協議内容を確認

　　・会員数状況表の確認

　　・新入会員リストの確認

　　・本会平成 29 年度年間予定表 （7/8 理事会・部会を

　　　　7/15 に変更）

　　・各案内

第 2 回  理事会報告
日 時：平成 29 年 5 月 13 日（土）14：30 ～ 17：00

場 所：大阪府歯科技工士会館 3F

会長挨拶：暑くなってきましたので今月よりクールビズを

実施します。ご承知の通り、無資格者を雇用していた技工

所が書類送検され、全国的にも非常に反響があった。今後

も随時対応していきたいと思います。

◎ 5・6 月度の日程の確認

◎第 1 回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・資料に基づき説明があった。
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　②4/10新大阪一泊研修での講演報告

　　・清水会長が出務。年々、学生数の減少が目立ってい

　　　るため、高校向け PR 活動をより一層強化していき

　　　たい。

◎各部報告

【総務部】

　①2016年度CAD/CAM講習会報告

　　・3,175,000円の支給が決定。今年度の事業は8月頃に

　　　申請をした結果が10月になるため、秋以降の開催と

　　　なる。

　②フェイスブックの件

　　・アカウントの乗っ取り被害にあったため、アカウン

　　　ト、パスワードをすぐに変更して今後のセキュリテ

　　　ィも強化した。

　③学生向けの無料アプリについて

　　・無料アプリの作成の提案があった。前向きに検討し

　　　ていく。

【財務部】

　①会計監査報告

　　・本会館において監査会議を担当役員、各監事出席の

　　　もと開催した。監事団より適正に執行されていると

　　　の報告があった。

　　　また、支部の繰越金額に格差が出ているので、多い

　　　支部は金額に見合う事業を考えて頂きたいという報

　　　告があった。

　②5月分会費納入状況の確認

【福祉厚生部】

　①慶弔金支払い報告

　　・長寿祝金…北大阪・北東・中央北・中央南各 1 名

　　・出生祝金…北東 1 名

　　・結婚祝金…北東・中央北各 1 名

【学術部】

　①日技関係

　　・2016年度教育研修推進事業助成金30万が支給され

　　　た旨の報告

　②9/10基本研修開催決定

　　・中央南支部と併催で海遊館ホールにて開催する。

◎審議事項

【総務部】

　①第 4 回社員総会に向けて

　　・5/20 財務委員会資料の確認

　②除籍申請の件

　　・長期会費滞納者で連絡不能となっている場合の対応

　　　について検討。

　③J-MOTTOの件

　　・スケジュールや資料の共有化が出来るため、

　　　J-MOTTOの使用も検討していく。

　④理事会資料の件

　　・今後もデジタル資料で理事会を進めていく。

　⑤支部長検討会について

　　・検討会のあり方について協議をした。各支部の活動

　　　および運営について情報公開をし、より良い支部運

　　　営方法を検討していく必要がある。

【財務部】

　①会費免除申請…中央北1名

　　・12ヶ月で承認される。

　②未納会費の支部対応状況と現状について

　　・長期滞納者26名について、各支部より個別対応の結

　　　果報告があった。

　　　引続き未納会費の回収に努める。

【組織部】

　①新入会員歓迎会メールの活用法について

　　・5/28 歓迎会当日のスケジュールと役割分担につい

　　　て確認。

　　・新入会員の方に当日、各支部のGmailアドレスを登

　　　録していただき、支部との親睦を図っていきたい。

【広報部】

　①7・8月合併号企画案について確認

【技対部】

　①近畿歯科技工ガイダンス2017について

　②歯科医師会の要請による技工所リストの提供について

　　・早急に開設者会員に歯科医師会へのリスト提供につ

　　　いてのアンケート調査を行うことになった。

◎その他

１．会員数状況・入会・退会予定者の確認

２．会員より脱煙に関する要望提案があった旨の報告があ

　　った。

第 1 回  支部長会報告
日 時：平成29年5月13日（土）18：00～18：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3Ｆ

内 容

　①無資格歯科技工士の件

　　・会長より経緯について報告があった。

　②会計監査報告

　　・滞りなく終了した旨の報告

　③第4回社員総会について

　　・質問・要望事項〆切…6/5（月）厳守

　④新入会員歓迎会について

　　・支部役員、青年部の参加の件と、当日のタイムスケ

　　　ジュールと役割分担について確認。

　⑤その他

　　・会費納入状況（5月分）の確認

　　・各案内
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第 1 回  支部長検討会報告
日 時：平成29年5月13日（土）18：30～20：15

場 所：大阪府歯科技工士会館3Ｆ

内 容

　①3/11支部長検討会報告

　②歯科医師会リスト

　③役員就任挨拶状

　④健康展依頼状・承諾書（見本）

　⑤その他

検討内容・発言

・支部間の連携と情報共有を考慮し、組織としての対応を進め

るため検討会を提案したが、当初の考え方と前回の検討会の進

め方で良かったのか、支部に対して事業の負担を掛けていない

か、もう一度最初に戻って検討会のあり方について討議をお願

いしたい。（現執行部理事には支部長経験者が 5 名もいる）

・今度の検討会には何か一つテーマを決めて進めてはどうか。

（進める方もやり易いと思う）

・タイムリー（サンエイ）なテーマが出た時は別だが、次回に

は事前にテーマを決めて案内してやればどうか。議題の内容を

考える時間の余裕をもって素朴な意見でもいいし、意見を考え

る時間が必要。

・歯科医師会との交流対応については、本会は本会としての対

応があり支部は支部として地域歯科医師会との交流が基本で

あって、対内的な考えでなく対外的な活動が必要ではないか。

・北大阪は支部統合前から地域歯科医師会との交流を行い、支

部役員の意識の伝達を進めきた。支部新年会に他支部の支部

長に参加してもらい状況を見て頂きたい。健康展の開催時にも

積極的に関係団体との情報交換を進めている。

・前回から根本的に話が進まないのは何故か。検討会は何のた

めにするのか。支部が現状のままでいいのであれば進まない。

本会から提案させてもらっているが、支部のステップアップの

意志があって検討会に望まないと無駄ではないだろうか。

・どの支部も現状についてどこも満足はしていないと思うので、

とりあえず、しばらく本会主導で２～３回誘導してもらうのも

いいのでは。

・今の本会理事に支部長経験者が５名いるので、５名で検討会

のテーマを絞って対応していく、ということでよろしいですか。

・支部長経験者によってテーマを決めて進める方が効果のある

会議になると思います。

・本来会員がどこの支部に所属しても不公平感があってはよく

ないと思う。足並みを揃えることは良いことであり、本来支部

長会で決めるようなことが出来ていないのでは。

・支部運営についての現状は、今やることで精一杯で、何かし

たいかと言われても思いつかない。

・北大阪は財政的に苦しい状況で、色々工夫しているがお金が

減っている。支部長のグループラインをもっと活用してもらっ

たらどうか。支部間での交通費の支給の統一や行事の助成金

の扱い等について決められないか。

・支部の規模が大きくなっているので、各支部の財務状況（繰

越金額・事業の実施状況等）の資料を出して状況を公開したい。

会費未納について各支部の問題点や対応についての一覧を支部

長にはメールで送らせていただいた。出せるものは支部長会に

出して行く。

・本日の意見を踏まえて、検討会を継続してやって行きたいと

思いますので協力をお願いします。

　次回（7月15日）のテーマを決めて支部長宛てに案内します。

次回の検討会について

　・支部検討会のあり方（進め方）の再確認

　・次回までに役員で支部長経験者が集まり検討会のテーマを

　　決める。

　・7月15日の支部長会後に開催

第 1 回  福祉厚生部会報告
日 時：平成29年5月13日(土)18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①健康増進に係る事業報告（平成28年度分）

　　・インフルエンザ142名、B型肝炎2名、肺炎球菌3名、

　　　合計147名に支給した。29年度より振込み対応とする。

　②健康増進に係る事業について（平成29年度分）

　　・時期は来春とし、健康増進に係るイベントを企画して、

　　　次回10月の部会までに各支部の案を出して検討する。

　③BBQ懇親会等開催について

　　・今年度は見送ることとする。次年度開催について検

　　　討していく。

　④献血について

　　・基本的には支部単位で開催。出来れば団体でも行っ

　　　ていく。少なくても良いので人数をまとめて活動報

　　　告をしてほしい。

第 1 回　技対部会報告
日 時：平成29年5月13日（土）18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①ガイダンス2017について

　　・最終決定案の報告

　②技対部活動の確認

　　・現在行っている活動に加えて、さらに技対部が取り

　　　組む活動について意見交換を行った。

　③その他

　　・大阪府の無資格者による歯科技工所摘発について説

　　　明を行った。

　　・上記に伴う豊中歯科医師会の依頼の内容説明と対応

　　　について話し合った。
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第 2 回  学術部会報告
日 時：平成 29 年 5 月 13 日（土）18：00 ～ 19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館 1 Ｆ

内 容

　①５支部ある学術講演会の内容統一（各支部での取り組

　　みの発表）

　　・各支部での学術講演での内容を発表し、マニュアル

　　　を作る上で活発な意見が出来た。次回の学術部会ま

　　　でにまとめた内容を検討する

　②匠の技を見る（講師を各支部から募る）

　　・各支部から講師に協力して頂ける方々が増えてきた。

　　　また内容に応じた講師リストを作る事になった。今

　　　後も継続して話し合う。

　③本会・各支部の動員の仕方について

　　・次回の学術部会で引き続き話し合う。

　④ 10 月・11 月の自由研修について

　　・本会の自由研修を部会で話し合う事にした。部会で

　　　決める事で一体感をもって取り組みたく話し合った

　　　結果、色々な案が出たため５月末までに内容を決定

　　　させる事になった。

　⑤その他

　　・各案内

第 2 回  組織部会報告
日 時：平成 29 年 5 月 13 日 ( 土 )18：00 ～ 19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館 2 Ｆ

内 容

　①新入会歓迎会について

　　・イベントの再度内容・役割分担を確認した。

　　・現在の各支部参加人数を確認した。

　②青年部連絡網

　　・5/28 から使用する各支部青年部連絡網（Gmail）制

　　　作について説明した。

　③その他

　　・会員数状況表の確認。

　　・新入会員リストの確認。

　　・各案内　

財務委員会報告
　去る平成29年5月20日（土）に財務委員会を開催し、第

4回社員総会に上程する議案について審議を行い下記のと

おり報告致します。

＜第１号議案＞ 平成28年度事業経過報告承認の件

　執行部より、総括報告及び各部事業報告の説明を受け、

　了承した。

＜第２号議案＞①平成28年度会計収支決算報告承認の件

　収支ベース及び損益ベースの説明を受け、一部内容の精

　査をお願いし、了承した。

＜第２号議案＞②監査報告

　事業報告ならびに計算関係書類について監査した結果、

　正確に運用されているとの報告を受け、了承した。

＜第３号議案＞会員管理及び会費規程一部改正承認の件

　執行部より会員管理及び会費規程一部改正承認の説明を

　受け了承した。

＜第４号議案＞役員報酬及び諸費用弁償規程一部改正承認の件

　役員報酬及び諸費用弁償規程一部改正承認の説明を受け

　了承した。

＜第５号議案＞共済互助規程（別表）一部改正承認の件

　共済互助規程一部改正承認の説明を受け了承した。

　上記の報告を受け、了承した。

以上、議案および報告事項を慎重かつ厳正に審議した結果

を報告致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年5月20日

　　　　　　　　　　　   一般社団法人 大阪府歯科技工士会

　　　　　　　　　　財務委員会　委  員  長　山口　雅弘

　　　　　　　　　　　　　　　　副委員長　久家　恵二
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▶▶ 講 師
　　　

▶▶ 講師
　　　

清水  潤一 先生
　　　

 ● お 問 い 合 せ ●

日技生涯研修：基本5単位
大阪府歯科技工士会・中央南支部併催

『changing dental　
　 technician
　　 change the world』
　～今後の歯科技工士に
　　　　　求められること～  

奥野  幾久 先生
1997年　朝日大学歯学部　卒業
2002年　大阪大学大学院歯学研科 大学院修了
2003年　大阪大学大学院歯学研究科
　　　    顎口腔機能再建学講座　助手
2008年　医療法人歯研会  宮崎歯科  勤務
2012年　医療法人歯研会  奥野歯科医院  理事長

日  時　2017年 9 月10日（日）13：00～16：30
会  場　海遊館ホール （大阪市港区海岸通1-1-10)
定  員　300名

参加費
無 料

(会員・学生)
未入会員 1万円

学 術 講 演 会

大阪府歯科技工士会　会　長
日本歯科技工士会　常務理事

歯科技工に役立つ
レントゲンCT画像の見方

　今回の講演では方、欠 損補綴治療を前提とした
レントゲン画像診断にスポットをあて、これに関連
する様々な情報を供覧したいと思いますので、皆様
の日常臨床に役立てて頂ければ幸いです。

申込みは
FAX・メールのみ
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【行事名】歯の手話を学ぶ会

【目　的】

 1) 手話関係者・歯科関係者が歯科医療機関を訪れた聴力

　　障がい者との円滑なコミュニケーションをはかる

  2) 専門分野の手話通訳者を育成する

【主　催】 大阪府歯科用語手話作成普及委員会

【後　援】 一般社団法人大阪府歯科技工士会

　　　　　 公益社団法人大阪聴力障害者協会

【日　時】第１回　2017年  9月 9 日（土）

    第２回　　 　　10月21日（土）

    第３回　 　　　11月11日（土）

    第４回　 　　　12月 2 日（土）

    第５回　2018年  1 月27日（土）

    第６回　 　　　  2 月24日（土）

    第７回　 　　　  3 月24日（土）

  　　　午後２時00分～２時25分　ミニ講演

　　　　午後２時30分～４時30分　手話講習

【受講料】全７回のテキスト代・受講料

　　一般3,000円・学生2,000円（学生証をご持参ください）

 【販 売 特 価】　 3,000 円

 【お申込方法】
  ａ）歯の手話を学ぶ会で購入（会場受付でお申込みください）

  ｂ）大阪府歯科用語手話作成普及委員会の委員から購入

  ｃ）注文書でのお申し込み

　 ・申込先へ郵送、FAX またはメールでお申込の上、DVD 料金 3,360 円
　　（送料込）を下記の口座に送金してください。入金を確認した後、DVD
　　をご送付いたします。

  ●ゆうちょ銀行からの送金先　口座記号番号 ００９７０－６－２０７８７６
　  口座名称　大阪府歯科用語手話作成普及委員会
 　　　　　　（ｵｵｻｶﾌｼｶﾖｳｺﾞｼｭﾜｻｸｾｲﾌｷｭｳｲｲﾝｶｲ）

  ●ゆうちょ銀行以外 の銀行からの送金先
　  店名　〇九九　預金種目　当座　　　口座番号  ０２０７８７６

・申込先　一般社団法人 大阪府歯科技工士会
　　　　　〒558-0014　大阪市住吉区我孫子 ５-14-7

　・FAX 06ー6697ー4100　・E-mail：kanri@daishigi.org
　・URL: http://www.daishigi.org/
　　・お問合わせはメールまたはＦＡＸでお願いします。
　　　後日ご回答いたします（電話でのお問合せはご遠慮ください）

【クラス】
◎入門クラス

　対象…手話を初めて学ぶ方（再受講可）

　内容…基礎的な手話・初歩的な歯科医療会話練習
　　　　・聴覚障がい者について

◎会話初級クラス

　対象…ろう者と簡単な会話ができる方

　内容…歯科医院での基本的な会話練習

◎会話中級クラス

　対象…ろう者と日常会話がほぼ通じる方

　内容…会話練習・歯科に関する手話通訳演習

【場　所】大阪府谷町福祉センター
　　　　　 大阪市中央区谷町５丁目４－１３
　　　　　 電話０６－６７６３－４６９１
　　　　　 地下鉄谷町線・長堀鶴見緑地線｢谷町6丁目｣駅下車　
　　　　　  ①・⑥番出口徒歩３分

【定　員】　50 名

【申込み】お名前、ご住所、FAX・TEL 番号、希望クラス名、　
　　　　　職種を記入の上、下記の申込み先まで郵便､ メール　

　　　　　またはＦＡＸでお申込みください（先着順）後日、　

　　　　　メールまたはＦＡＸで受講票を送付いたします。

【申込先・問合せ先】

　　　　一般社団法人 大阪府歯科技工士会

　　　　〒558-0014　大阪市住吉区我孫子５-14-7

FAX 06ー6697ー4100  E-mail：kanri@daishigi.org
　　　　URL:http://www.daishigi,org/
　お問合わせはメールまたはＦＡＸでお願いします。後日、

　ご回答いたします（電話でのお問合せはご遠慮ください）

2017（平成29）年度   歯の手話を学ぶ会

定価  3,000円

「歯の手話」DVD（販売特価 3,000 円）注文します。

お 名 前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

ご住所  〒

FAX 番号　　　　　　　　　　　　　

TEL 番号　　　　　　　

注文枚数　　　　　　　　　枚　

● 歯の手話DVDができました

歯の手話を学ぶ会は手話関係者と歯科関係者が

歯の手話について一緒に楽しく学びあう会で

す。歯の手話について関心のある方、ぜひご参

加ください。



平成 29 年 7・8 月合併号 第 497 号　（15）大　歯　技　広　報

第6回 国際歯科技工学会に参加して
　平成29年5月27日（土）～28日（日）、台湾の TAIPEI　  

INNOVATION　CITY　CONVENTION　CENTERで行

われた、第6回国際歯

科技工学会に参加し

ました。

　参加メンバーは、

女性部会の中央南支

部・永間千恵、中央

北支部・田口美緒、

北東支部・谷彩香、

と森直美の4名での参加です。

　4人とも初めての台湾、そのうちの2名は、初めての海

外というメンバーで、1泊2日の弾丸ツアーとなりました。

27日土曜日14時～の特別講演に参加するため、27日朝8

時15分のPEACHに搭乗し、台北桃園空港へ到着、その後

桃園空港と台北市内を結ぶ空港MRTに乗りました。地下

鉄、バスに乗るには、ICカード（EAZYCARD）を活用し

ました。台湾では、バスはおつりが出ないので、このカー

ドはとても便利です。

　その後、地下鉄、

タクシーを乗り継ぎ

無事会場に到着。会

場が台北市内より離

れていたのと、少し

トラブルがあり、特

別講演には少し遅れ

ましたが、デンタル

ショー、ポスター発表、学生テクニカルコンテストを見

て、18時30分～のレセプションパーティにも参加しまし

た。パーティー終了後、台北市内のホテルに戻りました。

　2日目は、台湾で一番有名な観光地でもある九份に行き

ました。地下鉄、バスを乗り継ぎお昼ごろ無事到着しまし

たが、すごい観光客で歩くのがやっとの状態でした。観光

客も、アジアのみならず、いろんな国の人たちであふれて

いました。現地には、1時間半程しか滞在できなかったの

ですが、昼食、お土産を買うことができました。そして夕

方18時30分のPEACHで、大阪へ帰国しました。

　女性部会の韓国の国際技工学会参加から4年、今回は台

湾でしたが、初めてのことが多く、4年前では可能ではな

かった、インターネットで飛行機（LCC）、ホテルを取り

ました。旅行会社に行くことなく、格安で海外旅行ができ

る時代になりました。

　「三ツ島神社」
　昨年の11月に3歳の娘の七五三参りに行きました。初め

ての七五三ということもあり有名な神社を探していたので

すが、意味を考えると住んでいる地域の氏神様にお参りに

行った方が良いかなということになり、門真市役所に聞い

て「三ツ島神社」を教えてもらいました。

　後日、両親と妻と娘とその神社に七五三参りに向かいま

した。家から歩いて行ける距離で一軒家が立ち並ぶ細い路

地の一画にある小さい神社だったのですが、一本の大き

な木があり娘が「トトロの木や！」とびっくりしていま

した。確かにすごく大きくて立派なクスノキで皆驚きまし

た。後で調べたのですが薫

蓋樟（くんがいしょう）と

呼ばれる大阪府下最大のク

スノキで内務省により国の

天然記念物に指定されてい

ました。

　また「国際花と緑の博覧

会」にて「新日本名木100

選」、近年では「大阪みど

りの100選」に選ばれ、樹

高25ｍで幹周12.5ｍ。樹年齢は推定1000年以上という凄

い木でした。立派なクスノキのある神社で子供の成長に感

謝してこれからの健康をお願いすることができました。こ

の日から妻と娘は近くを通る時、お参りにいくようになっ

たそうで、いい習慣が出来て良かったです。

児島　大河

フェミニン通信

北東支部

　韓国との違いは、韓国は車などすべて韓国製でしたが、

台湾は、車、テレビ、エレベーター、トイレなど日本製の

ものが多く見受けられました。あと、韓国では通じた、英

語、日本語が通じないのには驚きました。

　4年後は東京で、東京オリンピックの翌年です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事  森　直 美



（16）　第 497 号 平成 29 年 7・8 月合併号大　歯　技　広　報

　ここ数年、巷ではキャンプブームが20数年振りに到来

していると、マスコミで取り上げられています。我が家

でも7年前からBBQの延長のノリで、家族キャンプを季

節を問わず年間7～8回行っています。夏は汗だく、冬は

雪中、雨の中でも、台風でも…流石に台風ではテントが

崩壊寸前になりましたが(笑)。非日常を感じられ、有意

義な時間を過ごす事が出来ます。

　また、ライター、マッチなどを使わずに火を起こす事

を、自ら調べ実戦する子ども達の成長振りも感じ取れる

所が、お気に入りです。子どものお気に入りアイテムは

“ファイヤースターター”という火起こしツールでマグ

ネシウムの棒にストライカーというナイフのような金属

をマッチの要領で擦り合わせ火花を飛ばし、燃えやすい

物に火を着けます。なかなかコツがいり時間がかかりま

すが、めげずにチャレンジしています。

　これからはなにかと子ども達の予定が増え、キャンプ

に 行 け る 機 会

は減りますが、

子ども達が付き

合ってくれる間

は、野外生活を

楽しんで行きま

す。

　　岩佐　達也

　家の近くの道路脇で震えていた子猫を保護して、丁度

1年が経ち、すっかり家族の一員に。黒猫に前を横切ら

れたら悪い事が起きるとか、不吉とか言われる事がある

が、それは外国で悪魔や魔女の化身の様に描かれる事が

あるからとか。

　日本では福を呼ぶとか商売繁盛の象徴とされ縁起がよ

いとされています。夏目漱石の「吾輩は猫である」の猫

も黒猫らしく、「黒猫」と名のつく物、モチーフにした

ものは、すぐ思いつくだけでも2つ3つあるのでは無いで

しょうか？

　うちのシャノワール(黒猫)はあまり人に媚びないと言

うか、ツンデレと言うか、後から来た猫は、犬みたいな

猫？人にひっつき回って顔をペロペロ舐めてくるのにこ

の差はなんだ？人も色々、猫も色々だなぁと。

　猫の寿命なんて人

間の5分の1程度、

いずれその時が来る

まで、出来るだけ長

く一緒に家族で居よ

う。福なんて呼ばな

くていいから、十分

家族を笑顔にしてく

れているから。

　　　　三嶋　敬一

9・10月合併号の「リレー編集」と「私の町の風景」は、中央北支部 担当です。

 担当支部：北 東

家族キャンプ シャノワール

 次回担当支部のお知らせ

  7 月：土曜・日曜・祝日です。

  8 月：5日を除く土曜・日曜・祝日です。

  9 月：9日を除く土曜・日曜・祝日です。

会館休館日
のお知らせ

ご自宅や会社の住所が変わられた場合は、お手数で
すが、速やかに本会へご連絡をお願いいたします。

 TEL 06ー6699ー4400  
 FAX 06ー6697ー4100   
  メール  kanri @ daishigi.  org
　 　　　　※メールアドレスが変わりました。

会員の皆様へ

☆ 8／ 8 （火）…   9 月分
☆ 9／ 8 （金）… 10月分

会費引き
落とし日
のお知らせ 引落し日の前日までにご入金をお済ませください

ますよう、よろしくお願い申し上げます。



平成 29 年 7・8 月合併号 第 497 号　（17）大　歯　技　広　報

　5 月  28日(日)本会主催の新入会員歓迎会がミ

ナミの『パセラリゾーツなんば道頓堀店』で開

催されました。中央南支部からは 5 名の新入会

の方と役員を中心に参加し、多彩な企画で懇親

を深めました。

　大歯技広報 495 号の支部コーナーにおいて 9

月 23 日開催予定でご案内しました支部学術講演

会は、本会との共催で 9 月 10 日(日)に開催され

ます。

　この大歯技広報13ページにも掲載されていま

す海遊館ホールでの学術講演会です。

　府技工士会 清水 潤一 会長 と医療法人歯研会

奥野歯科医院 理事長 奥野 幾久 先生のお二人を

講師にお招きし、ご講演いただきます。

支部コーナー
『中央南支部だより』第36号
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『中央北支部だより』
　　　　　 第 29号支部コーナー 『中央北支部だより』
　　　　　 第 29号
『南大阪支部だより』
　   第 31号  No.1

  ● 新入会員歓迎会に参加して
　歯科技工士会って、どんなところなんだろう…どのような方がいて、何をしているんだろうというよう

な不安な気持ちでいましたが、“ご入会ありがとうございます。歓迎会への参加を心よりお待ちしていま

す。”という直筆のメッセージが書かれた案内ハガキが届いてからは、楽しみな気持ちの方が少しずつ大き

くなっていきました。

　同じ会社の先輩には歯科技工士会の役員をされている方も

おり、忙しい中連絡をとったり、書類を作ったりしている姿

を見かけることもあり、ありがたいことだなぁと感じてはい

たのですが、当日会場へ行くと皆さんが暖かく迎えて下さっ

ていることがよく分かりました。

　チームに分かれて紙粘土でミッキーマウスを作り完成度を

競うゲームがあったり、食事が用意されていたりと終始楽し

い雰囲気で緊張もいつの間にか解かれていました。

　役員の方がテーブルに来られて歓迎の言葉をかけて頂いたり、

違う会社の方とお話をすることで親交を深めることが出来たよう

に思います。同じ仕事を選んだ先輩方の経験談やアドバイスなど

を聞かせて頂けて、とても貴重な時間となりました。

　歯科技工士会に入会して、この様な経験を重ねて行くことで、

視野を広く持ちながら日々の仕事に取り組んで行きたいと思いま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南部  千晶

　平成29年6月3日(土)  岸和田市「歯と口の健康フェスティバル」 が岸和

田市立保健センターにて開催されました。岸和田市よい歯を育てる会、岸

和田市歯科医師会主催、南大阪支部などが後援で、午後1時の開場とともに

1千名近い市民の方が来場されました。技工士会は会員10名、学生ボラン

ティア3名が参加し、今年も記念手形の作製、技工物の展示、石膏人形の

プレゼントを行いましたが、やはり人気は子供さんの手形です。その場で

手の型を採り、他のコーナーを見ている間に石膏を流して 30分ほどで出来

上がりです。見ているところで作業をしますので市民の皆さんと話のやり

とりも楽しいです。80名分ほど用意した材料もまたたく間に無くなりまし

た。

　また、木村岸和田市歯科医師会会長、大西宏昭先生（元岸和田市、前池

田市保健所長） と懇談する機会があり、特に木村会長は「今後他方面につ

いても協力しながらやっていきましょう」という言葉に、こちらも意を強

くしました。

　協力していただいた皆さんありがとうございました。

岸和田市「歯と口の健康フェスティバル」
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『中央北支部だより』
　　　　　 第 29号支部コーナー 『中央北支部だより』
　　　　　 第 29号
『南大阪支部だより』
　   第 31号  No.2

　6月4日（日）堺
市産業振興センター
に於いて、佐藤幸司

先生、西村好美先生とのコラボでの講演会となりました。
　西村好美先生には、「ダブルライセンスから見た歯科技
工」と題して、ご自身がどうして歯科技工に携わり、形態
を追求してきたかなど、体験を通して講演をしてくださり、
色調も形態を追求する中に有る事等。参加された方々は感
動されていました。また46歳からなぜ歯科衛生士の資格
を取りに行ったかの話もあり、「ありの目から鳥の目を持
つことが大切だ。」とも教えて頂きました。
　佐藤幸司先生には、「義歯製作のガイドライン」と「歯
科技工士の今後のあるべき姿」と題してご自身の研究、経
験、体験から、こうすれば失敗せず成功するデンチャーの
ポイントを教えて頂きました。そしてこれからの歯科技工
士のあるべき姿等を話して頂きました。
　その後、シンポジウム「今抱える歯科技工士問題を考え
る」と題して、参加者と共に取り組みました。３年前、南
大阪支部の学術講演に、佐藤先生が日技の技対理事をされ
ている時にも「医療法に委託の根拠が定めて無い」との興
味深いお話を伺いしました。２年前には、本会主催で海遊
館に於いて、またもや佐藤先生に医療法について講演して
頂き、現状の問題を解決するには、「医療法の１５条の２
に業務委託の根拠を定める事」この道しか無い、この道が
通れば未来に希望があると確信致しました。
　そして今回、西村先生もこの道に同感されているとお聞
きし、お願いしたところ快くお引き受けして頂き、今回お
二人のコラボが実現したのです。思いもかけず西村先生の
方から、ありがたくも今回シンポジウムが大切になると思
うので、当初11時30分に待ち合わせでしたが、打ち合わ
せを密にと提案して頂き、佐藤先生も朝早く名古屋から来
て下さり、10時30分から打ち合わせをして臨みました。
　会場は、13時からしか開かないと言うことで、準備は
山田学術理事を中心に青年部が協力してくださり、12時
に役員集合して進めてくれました。今回、1支部だけで取
り組む問題では無いと考え、清水会長に近畿の各会長にも
連絡をお願いし、奈良の小野山会長も来てくださっていま
した。他の4支部にも声をかけさせて頂き、又各専門学校
の関係者にも連絡させて頂きました。私の知っている国会
議員に話をしたところ、奈良で同じ時間帯で行事があるの
で終わり次第、途中からになりますが、勉強させていただ
きに行かせて貰います。と言って来ていただきました。

南大阪支部の学術講演会を終えて！
　今回、参加されている「皆さんと共に考えるシンポジウ
ム」という形で進めさせて頂きました。
議題、
1. 歯科技工士不足　2. 離職率の高さと未来　3. これから
忙しくなる　4. 補綴装置か補綴物か？　5. 海外委託の問題
6. CAD/CAM 口腔内スキャナー　7. 歯科技工士会の組
織率の低下　等、参加されている皆さんと共に活発に意見
交換が出来て良かったと思います。
　またこれらの問題も、我々歯科技工士は国家資格で、し
かも厚生大臣免許でもあります。一般の技工は別として、
国民皆保険の仕事、製作点数が決まっているにもかかわ
らず、ダンピングがなされて市場価格の感覚になっている
ことにあると思います。これでは、ダンピング競争にな
り、技術知識競争ではなくなります。本来の歯科医療であ
る「患者のために」、歯科医師を中心に歯科衛生士、歯科
技工士、スタッフが行う医療ではなくなってしまいかねま
せん。
　補綴物管理点数は別にして、製作点数は製作者に回る様
に、社会の仕組みを作ることが重要と思われます。委託と
云うことは、現在医療法15条の2に書かれているとのこと
なので、それに業務委託の定義を付け加えて貰えるように
取り組むことが今、歯科技工が抱える問題の95％は解決
するのではと思われ、希望を持つことが出来ました。
　また、咬合虫歯菌、歯周病菌が全身疾患のリスクを高め
る事が、問題視されています。口腔域を歯科治療も含め健
康に保つことが、健康寿命を延ばす事に貢献でき、延いて
は国の抱える医療費の削減に繋がると考えられますので、
歯科医療業界が一つになって取り組んで行かなくてはと思
っています。
　「食することは、命を継ぐものなり」と言う言葉もある
ように、我々の歯科技工も人の健康にとって、重要な仕事
で有る事を再認識した一日となりました。また、道なき道
を開いた、フローレンス・ナイチンゲールの言葉に、「諦
めなどという言葉は私の辞書にはない」とあります。私達
も諦めずに前に進んで参りたいと思います。
　終了後、近くのお店で懇親会を開催いたしました。佐藤
先生、西村先生、また奈良の小野山会長も参加してくださ
り、両先生からも今日は面白い、面白かったと誉めてくだ
さり、大盛り
上がりの懇親
会となりまし
た。
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『中央北支部だより』
　　　　　 第 29号支部コーナー 『中央北支部だより』
　　　　　 第 29号
『北大阪支部だより』
　　　　　 第 30号

 「みんないきいき よい歯の健康展」
　６月４日（日）摂津市歯科医師会主催、「みんないきいき　よい歯

の健康展」が摂津市立保健センターで開催されました。

　参加団体は摂津市歯科医師会、衛生士会、衛生士学校の生徒さん、

そして当北大阪支部（３名）でした。

　晴天にも恵まれ高齢者の方々、子供連れの家族がたくさん来場され

ました。子供たちにはワンピースの石

膏人形、乳歯ケースなどを高齢者の

方々にはデンチャーケースをお渡ししました。補綴物を展示していましたので興

味を示された方には説明をしました。検診を受けるまでの待ち時間、流していま

した技工物製作過程のDVDを見ている方もおられました。

　この様な機会を通じて一般の方々に歯科技工士を認知して頂き、また歯科医師

会の先生方や衛生士の方々、そして行政の方と交流する事により、信頼関係を築
く事になると感じました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗原　健二

    「箕面市民歯のつどい・歯っぴい健康フェスタ2017」
　平成 29 年 6 月 10 日（土）箕面市の総合保健福祉センターにて箕面市民歯のつどい・

歯っぴい健康フェスタ 2017 が行われ、北大阪支部も参加してまいりました。

　去年は箕面のゆるキャラ「滝の道ゆずる君」の模型を20個ほど用意して、市民の

方々に色塗りをしてもらいましたが、好

評だったため今年は100個用意しましたが

３時間ほどでなくなってしまいました。

　「滝の道ゆずる君」がすごく箕面の人

たちに愛されていることがわかった健康

展でした。これからも箕面市民の方々に喜んでもらえるように歯

科技工士のアピールとともに協力していけたらと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副支部長　齊藤　峰信

  ●  ● ●   豊中市 良い歯の集い   ● ● ●
　平成29年6月3日（土）豊中市立西丘小学校にて今年度の良い歯の集いが開催

されました。豊中市内の小学校を順に回らせていただいて残すは後１

校となりました。西丘小学校の校舎は新しく使いやすさ・死角の少な

さ・回遊のしやすさをコンセプトに、建設された見渡しやすい学校で

した。

　25学級629人の子供たちが午前中の間に体育館に学級別で順次各ブ

ースにて説明を受け、穏やかな日和で楽しい時間を過ごさせて頂きま

した。
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北 東 支 部 総 会 開 催

『北東支部だより』
　　　　　 第 51号支部コーナー

● 行事予定
     8 月 27 日（日） 北東支部バーベキュー大会
　 10 月  　　　　　新入会員歓迎会

　去る、平成 29 年 5 月 14 日（日）午前 10 時より、

ホテル京阪京橋グランデにて、平成 29 年度北東支部

総会が開催されました。総会議長には北田氏を選出

し、総会が進められました。

　まず、平成 28 年度事業報告と決算報告を行い、質

疑応答の後、全会一致で承認されました。

　次に、平成 29 年度事業計画案と予算案について報

告があり、こちらも全会一致で承認されました。

　平成 29 年度も皆さんにご協力をお願いし、総会は

閉会となりました。

　総会終了後のお食事会も大変盛り上がり、今年度

も活発な活動が期待できそうでした。

　平成 29 年 6 月 3 日（土）寝屋川市歯の健康展

が 開 催 さ れ ま し

た。

　三嶋敬一様・大

西邦夫様・片山仁

様・内山克基様・

木村栄司様　お手

伝い有難うござい

ました。

 

● 北東支部会員状況（平成 29 年６月現在）

　　会員数　3 1 1名  （男性 269名　女性 42名）

　　新入会員紹介
　　（平成 29 年 5 月）古﨑　勘助（大歯大）
　　（平成 29 年 7 月）本多　左季（新大阪）

● 健康展への協力について
　以下の日程にて、健康展が開催されます。

　ご協力頂ける方は支部までご連絡くださいます

　ようお願い致します。

 支部メール　daishigi.hokutou@gmail.com
　・ 寝屋川市健康展   6 月 3日（終了）
　・ 門真市健康展　   9 月 2日（土）
　・ 四条畷市健康展　　9月頃
　・ 枚方市健康展　 　10月頃
　・ 大東市健康展　　 11 月頃
　・ 交野市健康展　　 11 月頃

平成 29 年度 

寝屋川市健康展に協力しました
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中央北支部総会・懇親会開催
日時　平成2９年5月7日（日）15：30～

場所　ジーニス大阪（南森町）

総会では

・1号議案　平成28年度事業報告

・2号議案　平成28年度決算報告

・3号議案　平成29年度事業計画

・4号議案　平成29年度予算案

が報告されました。

また各部会報告と社員総会への質問及び要望事項の

取りまとめを行いました。

〇支部から社員総会に対する質問と要望

・府技Facebook乗っ取りに関して原因と対応

・新執行部が掲げた活動方針について

・大阪府歯科技工士会  脱煙宣言の発出の件（要望）

府技主催 新入会員歓迎会 
　平成29年5月28日グレースバリな

んば道頓堀店にて新入会員歓迎会が

行われました。歓迎会は連造粘土ア

ート→バイキング→お楽しみ抽選会

→連造粘土アート順位結果発表という流れでした。連造粘土アートを簡単に説明します

と、まず４つのグループに分かれます。指定されたお題に沿い持ち時間1人3分で作っていきます。時間がたったら

次の方がその続きを作ります。赤・青・緑・白色の紙粘土を使用。出されたお題は「ミッキーマウス」出来上がっ

たのがこちらなかなかの出来栄えっ！！この粘土がまたくっつきにくくてパーツごとに作っ

ていたのですがそれらをくっつけるのに苦労しました。（笑）

　そのあとはバイキング、乾杯の音頭と同時に周りの照明が変化、会員の皆さんとお話し

しながら楽しい時間を過ごしました。

総会終了後、ジーニス大阪東館「ノストラ」にて

懇親会開催、新入会員 3名参加、時間まで楽しく

過ごしました。

新入会員
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家族と一緒に参加しませんか

　そのあとはお楽しみ抽選会、清水会長とジャンケン勝ち残り戦

でした。最後に連造粘土アートの順位発表、1位は取れませんで

したがクオカードいただきました！

最後に中央北支部でパチリ!!

　　　平成29年5月28日　広報　溝渕
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【 理　念 】

【 目　標 】

フ   ェ   イ   ス   ブ   ッ   クフ   ェ   イ   ス   ブ   ッ   ク

メ   ル    マ   ガメ   ル    マ   ガ

会員の皆様には平素より大変お世話になっております。 

さて、2016年6月から新執行部となりました。

新執行部からは『next stage 大阪』と題し 61年目に相応しい新たな
活動を展開して参ります。

まずは歯科技工士会の行事にご参加ください。そこからすべてが始まります。 

　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会 長　清  水　潤  一

歯科技工士会は、公的に認められている歯科技工士で構成された、歯科技工

士の為の唯一の組織です。他から救世主は現れません。「沈黙は金なり」の

時代はすでに終わっています。  私達から変わりましょう。  自分達で変えま

しょう。  見せましょう。大阪の底力を‼

①社会的認知度up 在阪学校定員充足率100%を目指します。

②強く、優しい、学べる、組織作りを目指します。

歯科医師会へのリスト提供に関するアンケートの実施について

　2017 年 5 月 8 日、大阪府吹田市の技工所にて無資格者における歯科技工が行われていたため、歯科技工士

法違反の疑いで歯科技工所の社長や従業員が書類送検された。書類送検された歯科技工所（代表）は技工士会

未入会であったが、この事件を受けて歯科医師会より国民医療の安全と安心のために大阪府歯科技工士会に加

入している歯科技工士会会員の歯科技工所一覧のリスト提供が求められた。

　その要望を受け、大阪府歯科技工士会に加入している開設者会員に対し、リスト提供に関するアンケート調

査を行った。無資格で歯科技工を行っている場合、国民医療の安全と安心が損なわれるだけでなく、歯科医院

の保険請求返還にまで影響を及ぼす可能性もあると考えられる。

　今後ますます歯科医療における歯科技工物（補綴物）の安心と安全が大きく求められるようになるのは間違

いないと思う。本会は今後も継続して歯科技工士法の順守と無資格者による歯科技工の防止を訴え、違反した

歯科技工所に関しては毅然とした態度で対応することを大阪府歯科技工士会の清水会長は提言している。


