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明けましてお
めでとうござい
ます︒

会員の皆様に
おかれましては

穏やかに新年を迎えられたことと
お慶び申し上げます︒

平素皆様には会務にご協力いた
だきまして厚く御礼申し上げま
す︒

さて︑恒例となった﹁今年の漢
字﹂︒昨年は︑明るい新年になる
ようにと願いを込めて奉納された
﹃災﹂でした︒

大阪北部地震をはじめ︑西日本
豪雨︑相次ぐ台風︑北海道胆振東
部地震と︑多くの自然災害に見舞
われ︑多数の織牲者が出るという
悲しい出来事がありました︒
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科技工士の養成・確保に関する検
討会﹄が発足いたしました︒その
４回目の会合がｎ月四日に開催さ
れましたが︑その中で︑外国人技

ており︑昨年厚生労働省内に︑﹃歯

今︑歯科技工士不足が懸念され

的な出来事でした︒

一刀奉県Ｉ為ｂ−はスきな災
害もなく︑中国で開催されたバド
ミントン世界選手権で北都銀行の
ナガマッペアが初出場で初優勝︑
そして何といっても夏に甲子園を
沸かせた金足農業高校の大活躍Ⅱ
お正月には全国高校サッカー選手
権でベスト８まで勝ち上がった秋
田商業高校の大健闘は記憶に新し
いと思います︒昨年から今年にか
けて︑スポーツにおいて県民の気
持ちを熱く一つにしてくれた感動

発手

工士の就労について話し合いがも
たれました︒現在日本において︑
外国人の歯科技工士は︑免許を取

得しても︑働くことができません︒

このままでは︑本当に技工士が不
足した時に︑海外に技工物が流れ
てしまうような事態が起こるので
はないかと心配しているところで
す︒省令に歯科技工士の文字を追
記することで︑外国人が働けるよ
うになるかも知れませんが︑それ
よりもまずは経済基盤の確立が先
のようにも感じます︒これを解決
しないことには︑日本人であれ外
国人であれ歯科技工士という職業
から離れて行ってしまうのではな
いでしょうか︒

日本歯科医師会が︑８０２０運
動釦周年記念事業の一環として︑
﹃笑顔の向こうに﹂という映画を
作製し︑第猫回モナコ国際映画祭
のグランプリを受賞しました︒主

人公は︑技工士と衛生士︒歯科医
療現場での若者の成長を描いた青
春感動ストーリーで︑２月妬日か
ら全国で公開されます︒歯科医療
の重要性や歯科技工士・歯科衛生
士の仕事の大切さが伝わってほし
いし︑これをきっかけに︑若い人
たちが︑この職業に目を向けてく

れたらいいなぁ︑と思っています︒

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の届け出の割
合が全国的に７割を超え︑秋田県
においても︑９月現在で︑・８％
となりました︒一昨年の廻月に︑
下顎第一大臼歯に保険適用されて
から大幅に伸びたとのことです︒
今︑金属が思いっきり高騰して
いることは︑我々も頭が痛いとこ
ろであります︒企業努力により近
い将来メタルフリーの時代がやっ
てきます︒デジタルという言葉が
この業界に大きく浸透してきまし
た︒今後ＡＩの進化によりさらに
その業態を変えていくものと思わ
れます︒しかし︑私たちが相手に
しているのは︑患者さんｌ生きて
いる人間です︒デジタルと上手く
融合し︑ＡＩにはない愛で︑新し

い歯科技工の確立に努めていかな

ければならないのではないかと

思っています︒

平成が終わり新しい元号になる
本年︑皆様にとりまして素晴らし

い一年でありますようご祈念申し

上げ新年の挨拶といたします︒

ｎ夕︼
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平成訓年１月２日︵日︶秋田市
文化会館第４会議室において︑日
技指定研修﹁顎口腔機能学﹄が開
催されました︒

﹃顎口腔機能学﹂は︑１９９５
年に歯科技工士養成所の新学科目
として加わりました︒

現在︑この学科目を全く履修し
ていない方が︑就業歯科技工士の
約７割以上ということで︑今回︑
日技指定研修として国民に質の高
い歯科医療を提供することを目的
として実施に至り︑講師に日本歯
科大学新潟生命歯学部歯科補綴学
第１講座主任教授小出馨先生と日
本歯科技工士会副会長森野隆先生
をお招きし︑ご講演いただきまし
た︒

はじめに二．顎口腔機能学﹄を
わかりやすく１〜これからの歯科
技工にもとめられていること〜﹂の

示されヲ一一列︾／ホワトーラご入

した︒

ファーとチェックパイトを活用し
た咳合器付着の方法を述べられま

当日は︑歯科医師４名を含む鯛
名の参加があり︑県外から参加さ
れた方もおりました︒

歯科技工士養成所の教員時代︑
学生には履修科目の中で﹁歯の解

剖学﹂﹁歯科理工学﹂﹁顎口腔機能

ません︒最新版の﹁顎口腔機能学﹂

演題で︑小出先生の識演をお聞き
しました︒識演では︑平均寿命の
長寿化とともに現代人の風貌︑と
りわけ見た目の変化等に言及し︑
健康寿命を支えるため口腔環境を
整えることの大切さを話され︑岐
合が顎関節や全身に及ぼす影響︑
特に補綴による咳合治療を実際に
行う歯科医師と歯科技工士が十分
に認識しておかなければならない
重要な事項を述べられました︒
次に﹁岐合器設定のちがいによ
る臨床例﹂の演題で︑森野先生の

を取り寄せようと思います︒

学﹂は必須であると伝えてきまし
た︒今回︑両先生のお話から︑改
めて教科書を見直す良い機会では
ないかと思いました︒学生時代と
はまた違った発見があるかも知れ

諦演をお聞きしました︒講演では︑

○生涯研修︻自由﹄

︵福士省治︶

実際の臨床での咳合器の調整機能
︵矢状穎路︑側方穎路︑平衡測側
方順路︑作業側側方順路︶の設定
の違いによる補綴物の峻合関係を

平成訓年７月１日︵日︶秋田県
歯科医師会館３階講堂において︑
生涯研修︻自由︼︵二水会特別講
演会︶が開催され︑株式会社サャ
カの小林高志先生︵歯科技工士︶
をお招きし︑﹃生理的な口腔環境
を作るという技工士の役割﹂の演
題でご講演いただきました︒

当日は会員唯名未入会歯科

技工士４名︑歯科医師他陥名の方

が参加してくださいました︒

講演では︑正常な顎顔面・口腔
の役割と機能を考えることについ
て述べられました︒特に呼吸器と
しての歯の役割に言及され︑睡眠
時に行われる咳合崩壊が睡眠時無
意識下での呼吸とストレスコント
ロールに影響を及ぼすことについ
て触れられました︒口の環境と呼
吸は密接に関係していることか
ら︑今後︑睡眠時の呼吸位の確保

ていくことになるとも話されまし

と呼吸運動に歯科が大きく関わっ

た︒

健康寿命には歯科と医科の連携
が必要です︒今後ますます口腔環
境に注目が集まっていく中で︑歯
科技工士としての知識の向上に努

めていかなければと再認識した誰

演でした︒

︵福士省治︶

平成訓年５月週日︵日︶生涯研

修︻自由︼﹃診療報酬改定﹄につ

いての講演会が︑ユースパルを会

場に開催されました︒

識師は︑本会会員であり日技理
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事・日技認定諦師の岩濁毅先生︒
まず︑岩瀧先生が︑平成加年４
月１日から社会保険診擁報酬が改
定された旨説明がされました︒

私たち歯科技工士に関連する歯
冠修復及び欠損補綴に関する改定
内容については︑生活の質に配慮
した歯科医療の推進の観点から︑
口腔機能の回復に関する技術の評
価の見直しが行われています︒
良斑な歯科医療に資する︑安全
で質の高い歯科補綴物等を安定的
に供給するためには︑製作を委託
する側の歯科医療機関と︑受託す
る側の歯科技工所の双方が︑歯科
補綴物等に関する保険点数のしく
みについて︑共通認識の下︑適正
な歯科技工料金での委託・受託が
行われなければなりません︒質の
高い医療の実施をⅡ
当日は︑自営者のみならず勤務
の方も数名参加され︑関心の高さ
がうかがえました︒

岩潔先生︑いろいろアドバイス
ありがとうございました︒

︵酒樹栄︶

●P●ず今夕のザ…f
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この活動にご協力いただいた︑

秋田県種苗交換会が秋田市で
行われました︒今年は︑会場が分
散して開催されました︒技工士会
の割り当ての場所が︑﹃秋田駅ぽ
ぼろＩど﹂とブースのスペースに
制約があり︑恒例の手型採取は難
しいな⁝︒さて︑どうしましょう
か？となりました︒そこで︑以前
より話題に上がっていたＵＶレジ
ンを使ってのアクセサリー作りに
挑戦してみることになりました︒
東北ではすでに︑宮城県技で行わ
れ︑全国的にも少しずつ広がりを
見られる活動です︒﹁叩均一など

︵佐藤仁美︶

会員の皆様に御礼申し上げます︒

科技工フェア・歯科相談コーナー．

﹁動物の歯に関するクイズ﹂︒動物

そして︑動物園とのコラボ企画

りました︒

昨年とは打って変わって︑終日
晴天︒トレードマークの黄色い
ジャンパーを着ていると︑汗だく
になるような気温となりました︒
手型採取も大盛況︑気温上昇で石
膏の硬化が促進されて︑大変助か

た︒

歯科医師会︑歯科衛生士会の皆様︑

した︒

園を廻りながらクイズに答えて景
品をＧＥＴⅡでしたが︑不手際
な面もあり︑次回に宿題が残りま

刻

ブラッシング指導を開催しまし
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でも材料力販売さ＃ているので
一度やってみたかったわ﹂などと
言って参加してくださる方もい
て︑お子様からお姉様まで常に参
加者がいる状態で嬉しい悲鳴とな
りました︒隣では︑硬質レジン築
盛のデモも行い︑歯科技工の作業
の工程に関心・興味を持っていた
だけました︒ピンセットを使って
の細かい作業を上手にこなした
り︑色彩のセンスなどは年齢に関
係なく︑とても驚かされました︒
参加したお子様の中から︑次世代

の歯科技工士が誕生することを願

うばかりです︒協力してくださっ

た会員の皆様︑御礼申し上げます︒

︵佐藤仁美︶

る︒

．県への登録と現状の差があ

る︒

・歯科技工士の不足を感じてい

福島県①について

１５００円

・県会費１４００円〜

ている︒

・各県自治体の地区割りに倣っ

山形県①について

◆協議内容

行える対応の仕方︒

東北ブロック大会報告
第帥回東北ブロック
歯科技工士協議会青森大会報告
日時ダ／平成訓年皿月ワ．日︵日︶

場所／弘前パークホテル
︵公社︶日本歯科技工士会会長
杉岡範明会長を迎えての協議会と
なりました︒

◆各県技からの提出議題
山形県①各県技では地区割をど
のように考えているか︒
また︑県会費︑地区会賀

日技では取り組んでいる︒

・技工士不足にならないように

②岩手県技さんの会員増

についてお聞きしたい︒

加の理由をお聞きした
い︒

・緊急災害時における技工士会

青森県①について

出向く︒

ついて保険局医療課が日歯へ

・設備の構築︑製作技工料金に

える︒

い︑安価なラボとの差を技工
に反映させて価格の下落を抑

宮城県①について
・研修や個人での受講のセミ
ナー等でスキルアップを行

福島県①就労者人数の把握につ
いて︒

宮城県①適正な技工料を得るた
めには︒

青森県①広域災害発生時の技工
士会および会員として会
員への支援について各県
のご意見を伺いたいと思
います︒

体制マニュアルの検討︒

・激甚災害の場合日技本部で
対策本部を現地に立ち上げ
ヲ︵︾Ｏ

等︑本会議２時間の討議を行いま
した︒

その後︑祝賀懇親会に移り会員
表彰で︵公社︶日本歯科技工士会
会長表彰感謝状が佐藤仁氏に︑
東北ブロック歯科技工士協議会
会長表彰感謝状が細田武彦氏に
授与されました︒

祝賀会では︑津軽三味線の生演
奏も行われ︑大いに盛り上がりま
した︒

なお︑予定されていた野球大会

は︑台風のため中止となりました︒

﹂凸二一ヶ一旧一旧再一一

ンテイアの

叩

ご﹄て一一﹄二一手評一・・・一︾跨声一一一Ｊ﹂︾一・・︽︾グー︻一目圭一︒︒︾一一

ｍ亜叩〜略

ところ恥イオンモール大曲
恒例となりました献血ボラン

ティア︒声かけをしてくださる方︑

献血される方を募集しておりま
す︒冬場は血液が不足しやすい傾
向にありますので︑ご協力よろし

くお願いいたします︒

当日は︑秋田県献血推進ガール

であるＡＫＢ蛤チーム８の谷川聖

さんがおいでになって︑献血を呼

びかけてくれる予定です︒

Ⅲ

ー

岩手県①災害時における６県で

臓馳
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ボウリング大会

罷時莞／平成雛年予二万鯉菖︵Ｅ︶

佐々木順也氏︑菅野雅人氏︑

昨年６月割日︵＋一︶秋田市の
ラウンドーでボウリング大会が開

︑時〜焔時帥分
場所／秋田キャッスルホテル
歯科医師と歯科技工士とのコ
ラボレーションを躯い︑県内外

も今回の講演会で発表いたしま

て発表したのは記憶に新しいと
ころだと思います︒見ていない

今回は︑翌日に生涯研修がある
ために︑前日の土曜日開催となり
ました︒そのため︑例年よりも参

で多くの仲間と共に活蹄してい
るスタディーグループです︒

晦橋和文さん

禰士省治さん
細田武彦さん
佐々木順也さん
今野悟さん
荒木美里さん
佐々木順也さん家族
ピールギフト

能代山本
さくらんぽ

県 南
フルーツギフト

高級納豆セット

中 央
中 央

会長賞(AIスピーカー

県 南

ユーキデンタル覚
(北坂たまごプリン

中央佐藤仁美さん

ドライブレコーダー

ン︑ハッピーウエディングとし

佐々木祐幸氏ら本会の若手会員

人はご覧になってください︒必
見ですⅡ

加人数は少なめでしたが︑会員．
ご家族叫名で磯り上がりました︒

すので︑ぜひ参加してください︒

今野悟さん家族
ソーダストリーム

９月号に歯科技工士による歯科
技工士のためのコンベンショ

昨年の﹁歯科技工士﹄８月︑

次回はまた日曜日の開催とし︑
多くの方に参加していただきたい

三

炉端焼き器

プロジェクター

プリ受賞Ⅱ

第陥回モナコ国際映画祭グラン

マで公開されます︒

２月晦日より全国のイオンシネ

日本歯科医師会が８０２０運

動訓周年記念事業の一環として

製作した映画が︑第肥回モナコ

国際映画祭で最優秀作品賞に輝
きました︒

監督叩榎本二郎
主演二局杉真宙︑

安田聖愛︵潟上市出身︶

F

F〃p〃卯『

rf

蕊耀華

■ロ画■n口■でCRRヤG

縦藤雄貴さん
酒樹栄さん

中 央
中 央
中 央
中 央
能代山本
VRゴーグル

鍵

と思っております︒

払轡・回

L

OU貝宙□q己哩里幽b

鋤
i支部議
伽概厚『・pp
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︻中央支部︼
新年明けましておめでとうござ
います︒

平成加年中央支部の活動報告を
いたします︒

８月肥日︑当初の予定ではＢＢ
Ｑでしたが今年はシンプルに居酒
屋で懇親会という形にして７名で
美味しい料理をいただきました︒
ｎ月３日・４日の土日２日間︑

なりました

︾まだまだ経験不足で

いろいろ至らないところもあり︑

皆様にご迷惑をかけるかと思いま

新年明けましておめでとうござ

︻県北支部︼

ていきたいと思いますのでイベン

います︒今年もよろしくお願いい

すが︑ご協力を頂きながら頑張っ

ト等の開催時にはたくさんのご参

たします︒

県北支部では︑昨年の９月に︑

加．ご協力引き続きよろしくお願
いします︒

永井歯科商会︵大館営業所︶の協

種苗交換会は秋田市開催となり︑

き継ぎ県南支部長をさせて頂く事

この度↑佐々木支部長の後を弓

した︒研磨により義歯がピカピカ

に暑い中義歯ネーム入れを行いま

喬苑にて湯沢雄勝の先生方と共

は︑作業用模型の製作︑ワックス

従来の歯冠補綴装悩の製作で

われました︒

加名ほどの参加があり︑盛況に行

︵高橋和文︶

力を得て︑﹁松風ＳＩＷＡＶＥ

ＣＡＤ／ＣＡＭシステム﹂の講

私たちのブースは︑駅前ぽぼろ−

になりました︒前支部長のこれま

になる過程に施設の方が大変感動

アップ︑埋没︑鋳造︑仕上げとい

習会を行いました︒会員︑非会員

どだったため︑例年であれば石膏

でのご尽力に心より感謝申し上げ

されていました︒研磨ボランティ

︻県南支部︼

手型取りですが︑場所等の関係で
ます︒

こちらは県の事業ですが︑今年の

レジンアクセサリーの製作となり
ました︒二日間で約帥名の老若男

明社にて神事︑その後ささやかな

えられたので︑７月狸日︑横手神

初めとして︑３名の方が還暦を迎

さて︑平成帥年度の支部活動の

まんぷくの思い出深い旅

史文化芸術に触れ︑何より腹一杯

として台風直撃の青森へ強行︑歴

加月７日・８日︑支部研修旅行

と変化しました︒これにより︑技

デジタル化されたワークフローヘ

ン︑切削機での加工という完全に

トウェア上でのクラウンのデザイ

及により︑模型のスキャン︑ソフ

う作業工程がＣＡＤ／ＣＡＭの普

女が集まり︑スペースを考えると

お祝ｂをしたしました

になりました︒

ア有りかも？

なかなかの大盛況だったと思いま

みなさん若々しく︑まだ

支部として何ができる

皿月１日︑こちらは毎年恒例の

す︒

山王焼肉わかばで忘年会を行いま

まだ加年卯年頑張っても

これからの支部活動の予定とし

待したいと思います︒

歯科医療技術の益々の発展に期

うと感じました︒

工作業が著しく効率化されるだろ

した︒参加人数焔名と年々減少傾

のか模索しながらの活動

す︒

力宜しくお願い致しま

になりますが︑何卒ご協

らえると確信していま

の特別養融老人ホーム松

７月幻日には︑羽後町

す︒

向ですが︑ビンゴゲームを行い︑
美味しいお肉とお酒で盛り上がり
ました︒

さて︑今年度より中央支部長と

種苗交換会における技工フェアが
ケァネットのしろ﹂様に

落合﹁介謎老人保健施設

九月一日︵土︶能代市

使って頂くとのことでし

早速皆様にお渡しして

来ませんでしたが︑明日

皆様にお会しする事は出

年でありました︒５月末にヘルニ

が︑昨年の私は健康面で苦しんだ

私事で大変恐縮ではあります

を迎える時期が迫ってきました︒

り︑その人達も六十歳前後と定年

七名勤務者八名と勤務者か多くな

今︑支部会員が自営者

しながら耐えておりました︒まと

なく︑ただひたすら半年ほど通院

んな姿勢でも痛みが和らぐことは

全体にかけて常に激痛があり︑ど

もに立てない︑歩けない︑そんな

中でも唯一︑座っているのは楽で

したので︑仕事が技工士でよかっ

たと思うこともありました︒

若い頃と違い︑身体が正直に悲

技工士が陥りやすい病気といえ

十五年に渡り支部長として支部を

日に逝去されました︒享年六十三

ば︑感染症などありますが︑ヘル

鳴をあげるようになってきたかな

歳でした︒入院をされたと聞いて

ニアもその一つではないかと思わ

まとめその後二期県技副会長を務

間もなくのことで皆動揺を隠しき

れます︒日頃︑正しい姿勢で仕事

と︑痛感しております︒

れません︒御冥福をお祈り致しま

そこで今年の本荘由利支部の研

号なのかもしれません︒

それはもしかしたら︑要注意信

とはありませんか？

皆様は時々︑腰が痛むようなこ

数なのではないでしょうか︒

ば︑必ずしもそうではない方が多

や生活ができているかと問われれ

皆様はどのように新しい年を

ざいます︒

新年明けましておめでとうご

︻本荘由利支部︼

︵飯坂俊哉︶

す︒お疲れ様でした︒

められた袴田康廠氏が十一月十八

平成九年能代山本支部発足から

す︒

今後︑能代山本支部を継続出来る
のかとても心配な今日この頃で

アを発症してしまい︑腰から左脚

お布哩一えで﹂し芳一でＬ・一言言・か﹈

あります︒会員の皆さんの協力の
入れ歯ケースと入れ歯洗

ては新年会誰習会秋には

もと︑成功裏に終えたいと思いま

〃ル

た︒

浄剤を贈呈しました︒残

澱
昔

念ながら入所されている

す︒よろしくお願いします︒

１

ｌ

︵藤盛正伸︶

︻能代山本支部−
今年度の初めに毎年恒例となり
ましたレクリエーションとして︑

七月二十一日︵土︶﹁港祭り能代

m噂陥91町D

〃"〃〃〃脇〃
〃

の花火﹂を鑑賞しました︒今年は︑

天候に恵まれ仕掛け幅八百脚︑七
鮒の高さに渡したワイヤから滝の
ように降り注ぐ﹁ナイアガラ﹂に
魅了されました︒

E代山本支部研修

歯技会
二品

(
？

麹山

︾出産

・堀谷佳宣さん︻中央支部︼

︺お悔やみ

︵２０１８年５月︶

・西宮知里さん︻県南支部︼

お子さんの名前：．束冴ちゃん

とも継続して遣わせていただきます

寺子屋オンライン

を問わず自分の身体を考えてみま
昨任９月︑一日ふり歯科技二二会

a

修会瞳この逗で一度︑老若男女
せんか？という意味で︑健康を
テーマにした研修会を本荘由利支

オンライン寺子屋に無料で参加す
ることができるようになりまし

ホームページのアドレスが変わりました。

部設立加周年行事として開催する

・袴田康展さん︻能代山本支部︼
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というのはどうだろうと思いまし

︵２０１８年ｎ月︶

〒019‑2411大仙市協和境字境26番地

※会員・会員の妻が出産された場
合︑日技からもお祝い金がいた

（−社）秋田県歯科技工士会事務局

た︒

ご冥福をお祈りいたします︒

今必ず事務局にご連絡ください。

だけます︒︵一子につき２万円︶

☆勤務者から自営者になられた方
☆自営者の方で廃業された方
☆現住所、勤務先などが変更になった方

申諦は事務局まで！お忘れなくⅡ

たしました｡皆様からお預かりした貴重な会費の一部を今後

とは言え︑これはまだ私の案に

る限り協力しようとの結論になり、昨年9月に2万円寄付も

ライブ配信のセミナーや誰習会
をＷＥＢサイトで受講できます︒
動画のコンテンッやメーカーの
セミナーなど︑何度でも視聴でき

昨年も行いましたが､日本赤十字社秋田県支部から活動資
金のための寄付の依頼があり、理事会で検討した結果､でき

しかすぎず︑まずは支部の新年会

日本赤十字社秋田県支部に寄付をしました

ます︒

片岡繁夫先生︑青嶋仁先生︑佐
藤幸司先生︑川島哲先生等︑著名
な先生方のセミナーが受講できま
す︒

スマホでも視聴できますので︑
仕事をしながら見ることもできま
す︒

ぜひ登録してください！
登録方法は．秋田

県歯科技工士会の
ホームページに入り
下のイラストをクリッ

ク←寺子屋新規登録
をクリック←必要事
項を記入して送信
これだけです︒

奮ってご参加くだ
さい！

！属煽伺煽厩

にて意見を伺いながら︑大まかな
方向を決めたいと思います︒

決まり次第︑事務局や各支部長
さんにお知らせしますので︑内容
を見て興味を持たれた方は︑支部
外でもご参加いただければありが
たく思っております︒

私の平成訓年は他にも風邪をこ
じらせたりと︑散々なものでした
が︑ここはそんな年だったのだと
割り切って︑今年こそは良いこと
だらけな−年になるものと︑ほく
そ笑みながら楽天的に過ごしてい
きたいと思います︒

皆様にとっても︑幸多い年とな
りますよう︑お祈り申し上げます︒

本年も本荘由利支部の面々を︑
どうぞよろしくお願いいたします︒

""""'"""""""""'"'"〃 "'""〃皿'〃 ﾉ"" "抑""ｿ""ww〃 ' 叩"I'"'"""'』 ''''''''"､異
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