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歯科技工士の道
諸先輩に対して失礼かもしれませんが還
暦を迎えたので､少し思い出を述べさせて
頂きます。私の歯科技工との出会いは､子
供のころ､ボロい借家の居間の片隅の､不思
議な匂いのする薄汚れた机に向かって何か
を、している父の姿でした。のぞきに行く
と､「体に悪いからこっちに来ないで」と
言われました。今思うと水銀化合物（昇汞
(しょうこう)）を使って金属の精練だった
ようです。バーナーはサンビタンクと言っ
てガソリンを石綿にたっぷり染み込ませて
蓋を閉め､足踏式のふいごで空気を送って
いました。家ではガソリンコンロで炊事を
していたので､一升瓶に入って､新聞紙でね
じり栓をした白色ガソリンが納戸にありま
した。良くガソリンスタントまで買いにお
使いに行きました。火炎瓶もどきだったと
大人になって気がつきました。転んでいた
ら大変。危険物や有害物質を普通に扱って
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いたのですね。今は有害危険物取締法で取
扱注意です。父は定期的に送られてくる小
包を開いて､畳いっぱいに不思議な冊誌を
数十部､帯封を作って手書きで住所を書い
て丸めて郵便局へ持参してました。今思え
ば「日本歯技」です。また､いつでも金銭
出納帳を開いていました。歯科技工士会会
計担当だったのです。なぜか私は高校卒業
して技工士専門学校を受験､東京の第一志
望校を惜敗､隣県の岩手の学校で本気で修
業しました。気合いを入れて学んだ分､今
の自分に役立っているのだとつくづく思い
ます。仕事が楽しく感じるのも昔からの辛
苦を味わった頃の積み重ねがスパイスとし
て効いているのだと思います。
70際以上の終身会員様には､日技公益法
人認定の本年から､永年功労の証として
「金色のバッヂ」が送られます。
いい事です。
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平成24年度

生涯研修

自由課程 7月29日(日)

[�【プΙΠりフヮ【メタ【ゆ中税蜂]／
[貢煮ΙピΠ中税りメ�ΠフモΙ【ビΔΠ]
／／／／／／／／／／／／／／／／
／
青森市問屋町「はまなす会館」に於て、日技認定講師

末永

健氏（写真右）を講師

にお迎えしてセミナーを開催いたしました。

今回は、前半、山本貴金属さんの自信作のポーセレンパウダー『ゼオセライト』の物性
説明と素早く築盛するテクニックの披露。後半、光硬化型硬質レジン『ツイニー』と新
製品『ツイニーFLOW』を使っての物性と色調の特徴、技術、さらにデモンストレー
ションによる講義が行われました。当日に皆さんで実際に触って頂こうと、25名分のメ
タルフレーム、光重合器、レジン材料等をせっかくご用意頂いたのですが、参加者13名
と少し少なかったのが残念です。普段硬質レジンを築盛しているベテラン技工士さん
も、これから硬質レジンを築盛する新人技工士さんも、末永先生のテクニックを真剣に
盗み見て頂き、真剣に各自持ち寄りのインストゥルメントを駆使して前装冠の築盛実習
をしました。また、参加者全員に硬質レジンイントロセット『ツィニーセット』をお土
産でいただきました。お忙しい中、講義を
していただきました末永先生、いろいろ手
配してくださったプロパーの外崎氏、ま
た、ご参加くださいました技工士会員の皆
様ありがとうございました。次回の講習会
にも、もっと多数のご参加よろしくお願い
いたします。
学術理事
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福田

祐嗣
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平成24年度

生涯研修

基本課程 11月24日(日)

[Μミニフゾミヱ靭禍惑 ヴΗデΠムニュミニ]／
[磁貨杵校緊鎧り麻樫填 約免ねり逸ょ]
／／／／／／／／／／
青森市問屋町「はまなす会館」に於て、日技認
定講師

加藤雅司氏を講師にお迎えして勉強会を

開催いたしました。小雪が吹雪く悪天候の中、技
工士学校の生徒さんも加わり28名の会員参加によ
り行われました。ペリカンテクニックによるデモ
ンストレーションでは、参加者全員が目を見開い
て覗き込み、いかにして無駄な動きをせずに能率
良くワックスアップするかという理念に基づいて
加藤氏の発明したペリカンチップのマジックを
堪能しました。その後参加者による実習体験も
行われました。初めてという方がほとんどで苦
戦しながらペリカンテクニックでワックスを築
盛していました。また、『歯科技工業界の本格
的・夜明けの為に』の講義では、我々技工士が
もっと患者様にわかっていただけるようにな
り、技工士会全体で結束して活動することで明
るい未来を目指そうと、希望が見えてくる講義
でした。勉強会に参加された会員の皆様、学生
の皆さんありがとうございました。これからも、よろしくお願い致します。
学術理事
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北東北親善野球大会
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岩手・秋田・青森
青森県技工士会・野球部

石岡

繁

東日本大震災の影響により、昨年順延と成っておりました北東北三県親善野球大会が、
ついに今年は岩木山の南麓にある岩木総合運動公園野球場にて開催する事が出来ました。

前日の雨による影響もなく、美しい岩木山
を望みながらの開会式となり、青森県・秋田県・岩手県の選手が整列し大会開催宣言に続
き、長内会長の挨拶。会長は、大震災にふれ岩手県への激励のことばと、朝早く出発して
大会に参加してくれた各県選手・大会関係者へのねぎらいの言葉と、大会を開催できた事を
喜ばしく思うとの言葉をいただき、選手に向けるあたたかい気持ちが感じられる挨拶とな
りました。
続いて、青森県野球部を代表して赤田選手がユーモアあふれ心温まる選手宣誓を行ない、
戦いの幕を開けることとなる予定でしたが・・・。そこで岩手県野球部監督・千葉茂さん
より、「是非一言」との申し出が有り飛び入り挨拶となりました。「震災のときには、た
くさんのご支援と励ましの言葉を頂き有難うございました。岩手県歯科技工士会（会員）
も、震災を乗り越え頑張っております。他県の皆さんからの、温かい励ましの言葉やご援助
は本当に、ありがたいものでした。どうぞ、この様な良い関係を続けて行きたいと思いま
す。これからも、よろしくお願いします。ありがとうございました。礼!!!」との言葉があ
り、改めて歯科技工士会員としての交流の大切さを感じさせられました。
二年ぶりに会った選手達は、互いに元気そうな姿を見て、健闘を誓い合い、対戦へと気
持ちを引き締めているようでした。
第一試合はジャンケンの結果、秋田県チーム対岩手県チームの対戦となりました。試合
に先立ち、長内会長の始球式が行なわれ戦いの火ぶたが切って落とされました。先攻は、
秋田県チームで初回から自慢の打線が爆発、また岩手県チームのエラーも絡み、点差はつ
いたものの後半、岩手県チームの小川投手も立ち直り、０対８と敗れはしたものの締まっ
た試合となりました。
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第二試合は、一回戦敗れた岩手
県チームと我が青森県チームとな
り、岩手県が先攻、青森県先発の
甲地（かっち）投手が力投、ピン
チでは２度の見事な中継プレーで
ホーム寸前でタッチアウトにする
など、硬い守りとチームワークを
見せた青森県チームが１対１０と
岩手県チームに大勝しました。
第三試合は、秋田県チームとの
決勝戦となりました。新加入の工
藤投手が先発をして好投しましたが青森
県チームの守りのミスもあり、地力に勝
る秋田県チームが先制点を取り、追加点
するなど試合を優勢に運び、意地を見せ
た青森県チームも、１点返したものの突
き放され４対１と秋田県チームに破れ準
優勝となりました。やはり地力に勝る秋
田県チームが力を見せつけた大会となり
ました。
今回は、震災後の大会ということもあ
り岩手県チームの参加する選手は少な
かったものの、各県チームともに若い選手の参加も増えており、次回の大会に向けて頼も
しさを感じさせられました。
弘前市内のパークホテルでの懇親会では、表彰式と青森県・秋田県・岩手県の各県新メ
ンバーが自己紹介をし、新婚ホヤホヤの若者が二人もいて、津軽の郷土料理とお酒、本場
の津軽三味線日本一の生演奏も勝利
をたたえて、他県の技工士会員との
楽しいひとときを過ごさせて頂きま
した。この様に試合ができ、選手の
みんなが楽しく交流できたのも、長
内会長を始め、斉藤弘前支部長、館
山理事、野球部・三上幸久先輩、技
工士会会員のお陰があっての事と感
謝しております。ありがとうござい
ました。これからも、野球部への応
援と皆様のご理解、ご協力をよろし
くお願い申し上げます。
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北東北親善野球大会結果（青森弘前）H24・10・7
第一試合

先攻

後攻

８対０

秋田

岩手

岩手

青森

青森

秋田

秋田県技の勝ち
第二試合
２対１０

青森県技の勝ち
決勝戦
１対４

秋田県技の勝ち
優勝

秋田県技工士会

最優秀選手賞
殊勲賞

高橋
渡部

和文
芳大

準優勝

青森県技工士会

優秀選手賞
敢闘賞

三上
蝦名

幸久
雄太

三位

岩手県技工士会

優秀選手賞
敢闘賞

鈴木
八木

翔
執

歯科技工士の皆様へ
今年は2年に一度の歯科技工士就業届の提出をして下さい。
平成24年12月31日現在の就業先を
平成25年1月15日まで最寄りの保健所へ
青森県庁ホームページを開き、中の検索窓に「歯科技工士就業届」
と入れてクリックするとPDF書類がダウンロード出来ます。
県庁では把握している技工所、診療機関へ書類を送付します。
○専務理事から各会員にお願いがあります。
今年度から技工士会の会費の支払いが変わりましたが、未だ理解していない会員の方がい
らっしゃいます。
銀行引き落としは、前納３か月分ごと４月・７月・１０月・１月に引き落としになります。
お間違わないようにお願いします。
専務理事
小笠原 賢
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東北ブロック協議会 青森会議
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於弘前

９月２２日東北ブロック会議を、弘前市のパークホテルにて開催しました。
青森県歯科技工士会は今年、担当県になっており当県からは、長内会長・木村副会長・若
松副会長・小笠原専務理事・佐藤理事・斉藤理事・舘山理事、弘前支部役員（船水憲行
氏・竹浪聖也氏・後藤匡史氏・丹代幸司氏）の有志方々の惜しみない労力によって執り行
なわれました。今回は、大日向ブロック長のお声掛けにより、日技会長古橋博美氏と日技
副会長杉岡範明氏が出席しました。何時に無く緊張の中、会議が始まり昨年の東日本大震
災の影響やその対策として日技から岩手県・宮城県・福島県の被災者に差し上げる義援金
基金の振り方が話し合われました。懇親会では、日本一を三回受賞した津軽三味線の生演
奏で各県代表者や古橋会長・杉岡副会長が感動しておりました。今回は、弘前支部役員の
お蔭で開催することができ、県理事として本当に感謝しております。
尚､会議の内容は､現在録音から起こす作業をしております。後日「発言録」として皆様に
お届けいたします。次年度から北海道と合併する討議もなされました。

大日向均ブロック長

古橋博美日技会長

若松副会長・長内会長

夜は北海道・東北・静岡など遠路よりはるばるお越し頂いたお
客様の為に､おいしい津軽の郷土料理と地酒､宮城の銘酒（差入
れ）で､乾杯。各県技役員さん達日頃の苦労も忘れ､宴もたけなわ､
津軽三味線師 笹川皇人氏のトークと生演奏に酔いしれました。

杉岡範明北海道会長

紅一点 柴田さとみ岩手県副会長
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第３３回全国歯科保健大会に参加して
厚生労働省の主催で全国歯科保
健大会が、10月27日(土) 青森市の
リ ンク ス テ ー シ ョ ン ホ ール 青 森
（青森市文化会館）に於て開催さ
れました。今年は一般社団法人青
森県歯科医師会が開催当番で､全国
から歯科保健事業関係者多数の参
集を求め、「８０２０運動」の普
及啓発並びに口腔機能の維持・増
進により「食と会話」という人間
の生活の根幹に関わる､「生きる
力」を支援し、健康で質の高い生
活を送ることができる「８０２０
健康社会」の実現に向けて、健康
格差のない新たな歯科保健事業の
あり方など､新時代の歯科保健とい
う趣旨を踏まえた､歯科保健諸問題
について研究討議を行うとともに､
歯科保健事業の推進及び歯科保健
衛生の普及向上に多大な功績の
あった個人及び団体を表彰して、
もって我が国の歯科保健事業の一
層の推進を図るものである云々。
といった趣旨をもって開催された大会でありまし
た。
今年は特に、「８０２０健康社会」〜生活習慣とが
ん予防〜のテーマに法って大会は進行されました。
任された県歯科医師会の前準備はさぞかし大変な事
だったと察するに余りあります。当歯科技工士会に
も準備段階から協力の依頼があり､数度の実行委員
会及び地元歯科技工士会青森支部の皆様にも手伝っ
て頂きまして､大変ご苦労様でした
青森県歯科医師会副会長 宮沢誠氏の開会宣言に始まり、青森県歯科医師会会長 山口
勝弘氏の挨拶、厚生労働大臣 三井わき雄氏（代理）、日本歯科医師会会長 大久保満男
氏、青森県知事 三村 申吾氏（代理）、青森市長 鹿内 博氏といった方々などによる挨
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拶、「歯科保健事業功労者表彰」と「母と子のよい歯のコンクール表彰」により大会は
盛り上がりをみせました。来賓として登壇した二十もの関係団体代表のトップから二番
目に日技会長席が設けられ､日本歯科技工士会 古橋 博美 会長の代行として時見 高志 副
会長が登壇、青森県技工士会 長内 隆 会長も登壇され、紹介を受けるなど医療の中で
の、歯科治療に携わるものとして嬉しく思いました。
嘉山 孝正氏のフォーラムの中では、「生活習慣病とガン予防」歯科の役割が話され、ガ
ン治療においても口腔内ケアの大切さを感じさせられました。
この大会では、青森県歯科医師会より青森県技工士会に協力の要請があり、県技理事ま
た青森支部 役員の方々が参加するなど、青森県技工士会として、歯科医師会・歯科衛生
士会だけではない、他の団体との全国的な大会に参加出来たことは、技工士会の活動と
して有意義なことであったと思いました。チーム医療の一翼です。
この様に、活動を通して青森県歯科技工士会が歯科医師会の医師の皆様、衛生士会の衛
生士の皆様と、親密な関係を作り歯科業界がより良い方向に進んで行ければと願ってお
ります。最後に、大会に参加された日技時見副会長、県技長内会長、県技理事、青森支
部役員、県技会員の皆様お疲れ様でした。
広報
石岡 繁

地元のアイドルユニットΗΠバ鳴のアシスタント。全国各地から招待された
「良い歯の母と子」コンクールの栄冠を讃えて､厚労大臣から表彰状と記念品
を授与されました。
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青森県保険医協会との懇親会
青森県歯科技工士会
平成24年10月28日
弘前パークホテル 正午より
10月27日の全国歯科保健大会の翌日、時見日技副会長（大阪在住）より、TBS 報道特集で
お馴染の青森県保険医協会理事 歯科医師の成田博之先生（弘前在住）と会合を持ちたいので、
県技の理事を何人か集めて下さいと申し入れが有りました。当方としては役員の連日の動員は心
苦しかったのですが、幾人かに弘前へ参集頂きました。大阪弁も交え有意義な時間を持つことが
出来ました。
参加者
成田 博之氏
青森県保健医協会 副会長
時見 高志
日本歯科技工士会
副会長
中畑 範彦氏
青森県保健医協会 理事
長内 隆
青森県歯科技工士会 会長
藤林 渉氏
青森県保健医協会 事務局
若松 巌
青森県歯科技工士会 副会長
木村 壽二
青森県歯科技工士会 副会長
中居 勝義
青森県歯科技工士会 相談役
小笠原 賢
青森県歯科技工士会 専務理事
以下 発言要旨
○海外技工物委託問題について
日技時見副会長
海外委託問題で、日本歯科技工士会は、東京都技の中で最初に問題になる。その後、訴訟問題
になっている。
法人としてのサンワデンタルと歯科技工所委託の問題、別会社にして国外委託している。
裁量権の問題で、国内で問題が大きくなる。日歯の担当医師に、色々聞いてみる。
輸出入でも、省庁によって意見が違う。よって日技が要求して輸入統計品目表改正をした。
個人の技工士が、歯科用輸入製品を誤魔化して（おもちゃとして）輸入している、それを国内
で販売している事実がある。
日技では今、トテレィーサヴィリティーを取り入れて今後の技工内容の技術、品質の確保に担
保している。政令化の動き。
保健医協会成田副会長
中国に行って感じたことは、臨床的先進技術が、かなり低い状況です。
診療コスト率が大事な要素である。それは、セット調整時間にかかる比率が上がることである。
それによって診療内容が変わってくる。そのおかげで、患者の受け方が変わってくる。
歯科医院によって患者数の違いが出てきている状況です。
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○診療内容から
弘前では、完全二極化になっている。これは全国的でも同じである。
患者の多い歯科医院は、患者さんの立場になって診療をしている。
診療の全体の３割が採算点にならない診療行為である。これをどうにかしたい。
CADCAMは、一つの技工所では荷が大きすぎる為に、いくつかの技工所が集まり対応しても
いいのでは？
今後、保険医協会と技工士会との関係を密にして行く。
技工指示書を変えていく、内容・保険点数の確保。
衛生士さんの関係保険点数の状況を変えていくことも大事。
歯科医療の形成で、機能咬頭を削らずに診療をしていくことが、患者さんにとって大事であ
る。
歯科医療では、原則保険で行うのが通常である。
混合治療の内容？
差額の料金問題が、大事である？
歯科には、審美歯科ある為、選択診療を患者に委ねることになる。
これが、歯科医療の一つのネックになっている。すべての歯科診療に繋がっていく
歯科医療の裾野を広げることが大事である。
歯科の点数化を、明確にしていけば歯科業界の発展に繋がる
歯科保健法律に於いて、今の時代に於いてかなりの遅れを感じ得ない。
法律の改正も含め、歯科医師会と、衛生士会と、技工士会との連携が大事な事である。
データを元にして、検査事項をしない。これが歯科診療の発展に繋がっていない。
やはり、検査事項を怠らずにしていくことは、大事である。
以上
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支部便り
【青森支部】
歯の衛生週間イベントに参加して
報告
支部長 成田光広
青森支部の公益事業と致しまして、歯の衛生週間に行われるむし歯予防キャンペーンが御座いま
す。概要等ご報告いたします。
①日時等 平成24年6月24日（日）毎年6月の第1週か第2週に行われます。
主催 青森市歯科医師会
イトーヨーカドー青森店 センターコート
協賛 青森県技工士会青森支部・青森県衛生士会・青森技工士衛生士学校・東地方保健所
（株）ロッテ・（株）明治
②概要 口腔がん検診、無料歯科診断、唾液検査、無料ブラッシング指導、無料フッ素塗布、歯
ブラシのプレゼント、自社オリジナル商品の無料提供、母と子の良い歯のコンクールの審査と表
彰など、技工士会は希望者の指の製作とキャラクター石膏模型の無料のプレゼントです。
③その他 技工士会青森支部は毎年１０名程度で参加致しております。スタッフ全員では５０名
以上の体制で行われます。
【八戸支部】

老人ホーム瑞光園を訪問して
報告
支部長 荒谷玄
6月2日（土）“いきいきハッピー八戸”の一環として瑞光
園に義歯の名前入れと清掃作業に行ってきました。以前に
も訪問していますが、年々入居者の入れ歯がきれいに使わ
れているのが明らかで、園長をはじめスタッフの口腔内ケ
アがきちんと管理されていると感じました。
技工士会員は、限られた時間内でスムーズに義歯の名入
れと清掃をするために
①名前スペースの確保（削り込み）②名前の挿入（レジン
で埋入）③義歯の荒研磨仕上げ（レーズにてつや出し）④
清掃と作業分担し予定通り時間内で終わることが出来まし
た。当日は、ＮＨＫの取材カメラが近くにありその場の様
子を写したり、みんなに様々な質問をしていました。そう言えば、数
年前も同じ取材がありテレビのニュースに私の手だけ写った時は、誰
も気づかないけどテレビに出たと思っていました。 今年もラピア会
場の方に石膏のキャラクター模型を提供して、会場にお越しの皆様に
喜んでいただけたとのことでした。
最後にお忙しい中、協力して頂いた会員の皆様に感謝申し上げます。

「八戸市健康まつり＆環境」に参加して
9月30日（日）八戸市公会堂にて、昨年同様、入れ歯リサイクル、
キャラクター模型プレゼント指型模型の制作を行いました。出足は思ったより来客者が少なくて
心配しましたが、次第に増え模型は瞬く間になくなりました。指型模型作成に人員を増やしまし
たが、今年は子供来場者が思ったより少なかったようでした。来年の課題として、入れ歯のリサイ
クルをもっと周知することがあげられました。どのように宣伝していくかをこれから考えて行きた
い と 思 って い ま す。 全
体としては、人員を増
したこともあり余裕を
持って楽しくできたと
思います。準備会、前
日準備、当日と忙しい
中皆様に協力して頂い
た事に感謝申し上げま
す。
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対応して行く。）来賓として小宮山厚労大臣、日技会長古橋氏も。

が有り。1300名規模 技工士会より20名（青森支部より6人参加、あとは県理事にて

山口歯科医師会会長より、技工士会に全国歯科保健大会(青森県歯担当)への参加要請

以上です。よろしく お願い致します。

広報

石岡

4．日本歯科技工士学会 北海道・東北支部大会について（長内会長）
学会開催について、東北ブロック長・大日向 均さんに確認、次回報告。
5．その他
・ 日本技工士会連盟・報告
（木村副会長）
・ 学術・生涯研修，基本課程を平成24年11月11日（日）
『クラウン・ブリッジの作り方』 講師 加藤 雅司を予定。 （小笠原専務）
・ 会費未納者の除名の検討。
（小笠原専務）
・ 日技会費の３ヶ月一括納入月の会員への再確認の為の通知の発送。
（4月・7月・10月・1月）

・

3.10月27日(土)の全国歯科保健大会について（長内会長）

岩木総合運動公園野球場にて、7日（日）試合を行ないなす。
AM8:30開会式・第一試合AM9:00〜・第二試合AM10:45〜・昼食・第三試合PM13:30〜
懇親会 弘前パークホテル17:30予定。
青森県技工士会・秋田県技工士会・岩手県技工士会参加者、30〜40名予定。
技工士会員の減少、組織拡充の為に未入会者の参加を予定検討。

2.10月7･8日の北東北野球大会について（石岡理事）

報告事項及び検討事項
1． 9月22･23日の東北ブロック会議について（会場 弘前パークホテルAM12：00〜5：00）
（小笠原専務）
・ 討議事項の確認と各県への資料発行
・ プログラム作成
・ 弘前支部理事参加を予定 （司会・議事録、役割分担及び．マイクの準備）
・ 斉藤弘前支部長二次会場の下見
・ 県から可能であれば若干の補助

平成24年７月29日
参加者 長内会長・若松副会長・木村副会長・小笠原専務・福田理事・成田（青森支部長）・
斉藤（弘前支部長）・館山理事・石岡理事
座 長 小笠原専務
場 所 はまなす会館 中会議場（青森市）
日 時 平成24年7月29日(日) 開始 午前１０時３０分、終了 午前１１時５０分
会長挨拶（長内会長）皆さんご苦労さまです。理事会を始めたいと思います。
よろしくお願いします。

《平成２４年度第２回県理事会》議事録

所
時

場
日

弘前パークホテル・弘前プラザホテル予定

それでは、時間となりましたので、総会準備にとりかかりましょう。
よろしく お願い致します。

ニチギデータセンター口座振替申請用紙の未提出者２名の対応について（弘前・○○さん）
（上十三・□□さん）検討をよろしくお願いします。支部長（小笠原）
法務局への提出書類の確認
一般法人化に向けての会計報告についての説明
各支部会員への３カ月一括徴収についての理解
支部会費の支給についての説明

歯科医師会全国大会青森・10月27日（土）開催について。
会場 リンクステーションホール青森（青森文化会館）技工士会、割り当て参加人数20名

北東北親善野球大会ととのに開催することとする。また、東北ブロック大会に向けての準
備。
※ 後にブロック長より連絡有、10月7日は日本歯科技工士会連盟評議員会が東京で会され
る事が分かったので、10月7日の野球大会との合同は取りやめ、9月の日程でブロック会議を協
議の上開催する。当番県 青森県。

平成24年10月 7日(日)

議 題
・ 定款について、県庁へ提出に向けての説明｡（長内会長）
・ 一般法人化に向けての会計との話し合いについて。（長内会長）
・ 生涯研修ついて。平成24年7月29日(日)はまなす会館AM10:00〜PM5:00
佐藤会計、講師による帳簿政策と理解の為の勉強。
長内会長による講演・自由研修課題 (小笠原)
東北ブロック大会について ※

会長挨拶（長内会長）皆さんご苦労さまです。理事会を始めたいと思います。

午後４時５０分

小笠原専務

長

座
はまなす会館 中会議場（青森市）
５月２６日(土) 開始 午後４時００分、終了

長内会長・若松副会長・木村副会長・小笠原専務・佐藤会計・福田理事・成田（青森支部
長）・沖津（上十三支部長）・荒谷（八戸支部長）・斉藤（弘前支部長）・安村理事・石岡
理事・館山理事

参加者

《平成２４年度第１回県理事会》議事録
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所

場

はまなす会館

小笠原専務

時

平成２４年１１月１８日(日)開始

進捗状況

（長内会長）

午後１０時００分終了

午前

（長内会長）

学生

\0

・

学会員，歯科医師，歯科衛生士会会員\1,000

隆(昭和大学歯学部教授)
・

非会員\5,000

講師

宮

場所

業務報告

県の監査が、１０月２５日にあり無事に終わりました。以上です。

広報誌発行を、１２月中旬を予定しております。広報誌に掲載する記事と写真を募集しております

月・5月・6月分は県が立替払をしている為）

その他

勤技対

ありがとうございました。

終了したいと思います。

以上です。よろしく

お願い致します。

広報

石岡

繁

て行くために考えて行きたいと思いますので、理事の皆さんよろしくお願いします。それでは、理事会を

（土）理事会も行ないますので、県技工士会の諸問題を考えて行きたいと思います。特に、会員を増やし

（小笠原専務）新年会開催は、上十三支部になっておりますので、よろしくお願いします。来年１月１９日

様でした｡

ルも同じに行い無事に終わることか出来ました。ありがとうございました。青森支部の役員さんもご苦労

まして開催され、技工士会から２０人参加をして無事に終了することが出来ました。あわせて、ハートフ

（若松副会長）全国歯科保健大会が、10月27日（土）リインクステーション青森（青森市文化会館）におき

には、ご協力をいただき感謝しております。

た。ケガをする選手もなく無事に終わる事ができました。長内会長をはじめ、斉藤弘前支部長・館山理事

した。秋田県技工士会が優勝、青森県技工士会が準優勝、岩手県技工士会が三位という結果と成りまし

野球 （石岡理事）10月７日（日）弘前市岩木山総合運動公園・野球場おきまして、北東北親善野球大会が開催されま

ので各支部長・各理事の方々は、よろしくお願い致します。

広報 （石岡理事）

（4

勧告は保留にする。

※後日、会計担当者から□□氏の会費入金（10月・11月・12月）の知らせがあり未納三ヶ月なので除名

ついては、除名勧告と会費未納分の請求。（会長・各理事）

庶務（小笠原専務）会費未納者については、（○○さん・□□さん）どの様にしましょうか。□□さん（弘前支部）に

会計（佐藤会計）

4. 理事

理事がお願いします。なるべくたくさんの、参加をお願いします。

抄録・定款・ファイルを長内会長が作成。タイムテーブル・プログラムは、小笠原専務作成。問い合わせ先は、福田

入場料

崎

メインテーマ「CAD/CAMの現在と未来」・内容「CAD/CAMが変える歯科医療の未来」

青森県総合社会教育センター(青森市荒川藤戸１１９-７)

日本歯科技工学会北海道・東北支部第８回学術学会は、平成25年3月10日（日）１２：００〜１６：４５

3. 日本歯科技工学会北海道・東北技工学会について

早めにお知らせしていただきたい。学生に参加を、お願いする為

行い、機材等のセッティングを各理事にお願い致します。歯科技工士学校より、青森県技工士会の年間スケジールを

い致します。受付を福田・成田で

本日、１１月１８日生涯研修・基本研修を正午より、加藤先生の講演を行います。司会進行を、小笠原専務にお願

2. 本日の学会担当係（福田理事）

します。

へ、理事の皆さんの登記時に、最新三ヶ月以内の印鑑証明・委任状等の提出なども有りますので、ご協力をお願い

平成２５年４月１日を目標に行っております。県庁に関係書類の提出は最終段階に近づいております。後日法務局

1. 公益法人

会長挨拶 それでは、理事会を始めたいと思います。理事の皆さん宜しくお願いします。

小会議場（青森市）日

支部長)・ 仲居相談役

《平成24年度第４回県理事会》議事録

長内会長・若松副会長・木村副会長・小笠原専務・福田理事・石岡理事・館山理事・佐藤会計・成田(青森

１１時００分

長

座

出席者

その他 ・各支部の会費回収不能な会員の方への連絡。
・来年度の予算を決める為に、早目（4月末まで）に各支部の決算など、
書類の提出をお願い致します。（佐藤会計）

会長挨拶 それでは、理事会を始めたいと思います。理事の皆さんよろしくお
願いします。
議 題
5. 支部活動費について
支部活動を運営して行く為に、支部の予算を何とかして頂きたい。（小笠
原青森支部会計より）
○県技工士会の予算も、多数の退会者が出た為､支部活動費を、従来ど
おり出すのが厳しくなりました。つきましては、今年度４月にさかのぼ
り会員一人あたり、月1００円減で各支部へ支給しで支部の運営を行
なって行く。100円を実質県技へとすることで理事会､支部長で決定｡
県技も理事も交通費など削減して苦労しているところです。
1. 東北ブロック会議について（小笠原専務）
弘前パークホテルにて、今月９月22日（土）開催します。弘前支部の
方々、ご協力をお願い致します。当日、11時集合お願い致します。来弘
者 日技古橋会長､北海道ブロック杉岡会長､東北ブロック大日向会長
参加者全員31名
2. 北東北野球大会について（石岡理事）
10月７日（日）弘前市岩木山総合運動公園・野球場にて開催致します。
長内会長を
始め、弘前支部の方々には東北ブロック会議に続き、ご協力をお願い致
します。岩手､秋田､青森チーム他 全40名 早朝8時前集合
3. 全国歯科保健大会（青森大会）について（長内会長・若松副会長・成田支
部長）
全国歯科保健大会・10月27日（土）リインクステーション青森（青森市
文化会館）。
歯科医師会より県技工士会に参加要請があり（20名）、前日の26日金曜
日から手伝いあり（若松・成田）。10月27日（土）役員は、現地10：00
集合・17：00までです。
№2
来賓招待は日技会長代理時見副会長､県技長内会長出席 小宮山厚労大
臣出席
県理事の手伝いの方々は、若松技工所さんの駐車場に、12：00まで集合
のこと。
服装は、ネクタイ使用。（変更があり次第連絡します。若松）
4. 平成24年１１月１８日開催 生涯研修について
加藤雅司先生・基本研修・12：00〜。
当日の理事会は、はまなす会館・小会議場10:00〜。
5. 日本歯科技工学会北海道・東北支部学会について
北海道・東北技工学会は、平成25年3月10日(日)場所 青森市ワラッセ
入場料 学生 \0 ・ 学会員\3,000 ・ 非会員\5,000
講師は昭和大学歯学部長 宮崎隆教授
※多数の動員を画策しなければなりません｡ご協力お願いいたします｡

日 時 平成２４年９月８日(土)開始 午後４時００分、終了午後８時００分

№1

参加者 長内会長・若松副会長・木村副会長・小笠原専務・福田理事・
石岡理事・斉藤(弘前支部長)・館山理事・佐藤会計・成田(青森支部長)・
荒谷(八戸支部長)・小笠原(青森支部会計)
座 長 小笠原専務
場 所 はまなす会館 小会議室（青森市）

平成２４年度第３回県理事会》議事録

AOMORI DENTAL TECHNOLOGISTS ASSOCIATION!
2012年12月7日

AOMORI DENTAL TECHNOLOGISTS ASSOCIATION!

「日本歯技」10月号に 黄色い
書類で官報が同梱されています。
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2012年12月7日

日本歯科技工学会 北海道・東北支部第８回学術大会のご案内
１．日

時：平成25年３月10日（日）

12:00〜16:45

２．会

場：青森県総合社会教育センター
青森市荒川藤戸119-7

３．メインテーマ：「CAD/CAMの現在と未来」
４．内

容

特別講演

£CAD/CAMと娩つォ磁貨飲量り喰蓑酪％
宮﨑

隆 （昭和大学歯学部教授）

近代の歯科医療は歯科技工の専門化とともに発展してきたと言っても過言ではない。歯
科技工の歴史をひもとくと、生体材料としての金属材料、セラミック材料、および合成高
分子材料を用いて、先人たちの血のにじむような努力により、歯科独自の成形加工法が開
発されてきた。そして個別の患者に高品質の修復・補綴装置を提供し、患者の健康回復に
貢献してきた。
21世紀に入り、コンピュータ技術の進歩により、社会や経済だけでなく医療においても
グローバル化が進み、世界の歯科診療のあり方や歯科技工が大きく変革しつつある。デジ
タル診療機器や診療情報管理機器、新しい材料やインプラントを含む治療術式の開発と導
入により、歯科医療が高度化してきた。CAD/CAMの導入、さらにネットワーク対応CAD/
CAMシステムの導入は歯科技工におけるパラダイムシフトをもたらした。
しかし、患者中心の良質な医療を提供するためには、歯科
医師を中心に歯科衛生士、歯科技工士の連携がこれまで以上
に重要であることを忘れてはいけない。歯科CAD/CAMの歴
史を振り返り、現状を理解して、今後患者中心の歯科医療を
推し進めるために、歯科技工士がどのように新しい材料とテ
クノジーを活用すべきか、一緒に考えてみたい。
５．募集人員：

60名

６．参 加 費：
学会員 1,000円、学会会員外 5,000円
学生は無料、歯科医師会、 保険医協会、歯科衛生士会会員は学会会員扱いとします。
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