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巻　　頭　　言

近畿地方会副会長　　

樂木　正実

　私は大阪府立急性期・総合医療センター障がい者歯科に勤務していますので、この機会を利用

して、発達障害に関する最近の法律および小児歯科との関連について述べさせていただきます。

　知的障害を伴う低機能自閉症は、以前から知的障害として療育手帳が発行され福祉の対象となっ

ていました。しかし高機能自閉症やアスペルガー症候群、注意欠陥・多動性障害（ADHD）、学習

障害（LD）などの知的障害を伴わない発達障害は、長年にわたって福祉の谷間に取り残されてい

ました。そこで平成16年に発達障害者支援法が制定され、自閉症、アスペルガー症候群その他の

広汎性発達障害、LD、ADHD などの発達障害を持つ人に対しての早期発見、発達支援、自立及

び社会参加に資する支援などが明記されました。平成19年には学校教育法等の一部改正があり、

盲学校・聾学校・養護学校が障害種別を超えた特別支援学校に一本化され、小中学校等において

は、LD・ADHD 等を含む障害のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことが規定されまし

た。小中学校の通常の学級においては、LD・ADHD 等により学習や行動の面で特別な教育的支

援を必要としている児童生徒が約　6　%の割合で在籍している可能性が示されています。

　小児歯科では、昔から発達障害を持つ小児を診てきました。なかには診断されていない場合も

ありますし、高機能自閉症やアスペルガー症候群では ADHD や LD と症状が重なる部分がある

ため色々な診断がついていることもあります。こうした小児を治療すると、何かおかしいと気づ

かれることもある思います。保護者と良好な関係を築いていれば、発達障害に対して適切なアド

バイスをすることもできると思います。また、自閉症のための視覚支援や構造化といった手法は、

障害の有無に関わらず、小児の歯科治療において有効なことがあります。低機能自閉症は歯科治

療が困難で、静脈内鎮静や全身麻酔を用いたほうが良いこともありますが、それ以外の発達障害

でも治療が困難なことがあります。その場合、検診や予防処置は通法で行ったとしても、治療だ

けは静脈内鎮静や全身麻酔で行ったほうが良いことがあります。

　最後になりましたが、10月18日（日）に第28回日本小児歯科学会近畿地方会が大阪歯科大学付

属病院で開催されます。今年も大勢の皆さまとお会いできることを楽しみにしています。
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医局・研究会紹介

大阪歯科大学小児歯科学講座の紹介（2009年　8　月現在）
（小児歯科診療科および障害者歯科診療科）

　本講座は、昭和35年　4　月に保存科小児歯科診療室として発足し、昭和43年　5　月（1968年）に初

代教授に稗田豊治先生が就任されて、40年の歴史を有しています。また、二代目教授に大東道治

教授が平成　5　年　9　月（1993年）に就任されて本年で17年目になります。現在の講座構成は、有給

医員が教授（大東道治）、准教授（嘉藤幹夫）、講師（大東希好、原田京子）、助教（園本美惠、中

野智子、人見さよ子、竹安正治、永田幸子）の　9　名で、大学院生（河合咲希、岡井有子）が　2　名、

病院医員（国本絢子）が　1　名、非常勤講師23名と非常勤研修医員15名になります。

　日本小児歯科学会は、本年（2009年）　5　月より一般社団法人になり、会員数は約4,000名を有す

る大きな組織になりました。本講座が主催した学会は、第24回近畿地方会（2005年11月13日）と、

本年10月18日の第28回近畿地方会になります。現在、大東道治教授は常務理事（表彰選考担当）、

嘉藤幹夫准教授は理事（和文誌編集副委員長、学術委員、教育問題検討委員）として活躍中であ

ります。また、本年　4　月26日大阪歯科大学楠葉学舎講堂において専門医セミナーが開催され、嘉

藤幹夫准教授が「小児期の口腔習癖とその処置法」について講演を行いました。

　日本障害者歯科学会は、日本小児歯科学会と同じく本年（2009年）　5　月より一般社団法人にな

りました。現在、大東道治教授は平成　9　年から理事、嘉藤幹夫准教授は評議員として活躍中であ

ります。また、日本障害者歯科学会の地方研修組織として関西障害者歯科臨床研究会が発足し、

本年　6　月28日大阪大学中之島センターにおいて第　1　回研究集会が開催され、嘉藤幹夫准教授がパ

ネリストとして「障害者歯科診療における患者への対応－キュア（Cure）とケア（Care）の考え

方－」について講演を行いました。

　基礎教育は、第　3　学年時に時間数35コマ（講義：19コマ、実習：16コマ）を行っています。講

義は、小児歯科学の教授要綱に従って基礎および臨床的な知識と障害者歯科の基本的な知識の習

得を目的に行っており、実習は、全講座員と非常勤講師が、乳歯の窩洞形成、乳歯用冠の作製、

保隙装置や咬合誘導装置の作製などを行いました。

　臨床教育は、第　5　学年～　6　学年時に日数4日間の臨床実習を行っており、午前中は、マネキン実

習による乳臼歯の窩洞形成とレジン修復、局所麻酔と乳臼歯の抜歯、バンドループの作製と乳歯

列期の治療計画の立案、午後は、臨床見学と症例患者に対するレポートの作成を行っています。

その他に、臨床症例に対する臨床講義14コマと国家試験対策としての統合講義10コマも行ってい

ます。

　小児歯科診療は、初診、診査、診断、治療と定期検診および患者予約についてもコンピュータ

システム化された診療形態が確立しています。近年、小児の齲蝕が減少傾向にありますが、食習

慣や生活環境の変化により歯列や咬合に異常を訴える患者が多く来院し、乳歯列期、混合歯列期

および永久歯列期での咬合育成や管理を行う患者が多くなり、多岐にわたる咬合誘導処置を行っ

ています。初診では、歯の外傷が多く、歯の損傷による修復、歯の脱臼による整復・固定を行い、
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永久歯萌出までの長期間の経過観察を行っています。また、近年、乳歯や永久歯の先天性欠如を

伴う患者も多く来院するようになりました。

　障害者歯科診療は、平成　9　年　4　月の新病院完成後に小児歯科学講座が担当するようになりまし

た。障害患者は、近年、多くの障害疾患と内臓器疾患が障害として認定されたためかなり増加傾

向にあり、また、歯科疾患が広範囲で重度なために歯科麻酔科にて静脈鎮静法や全身麻酔法にて

歯科処置を行う症例も多くなっています。

　小児歯科での基礎研究は、歯の萌出時における歯根基端部での細胞増殖・分化についての実験

的研究、線維芽細胞のサイトカイン分泌と血液細胞の分化・増殖に対するぺスナリノンの影響、

Methamphetamine 胎生期投与ラットの口腔組織における形態変化、ヒト歯髄培養細胞における

Streptococcus mutans による細胞死への誘導などを大学院生が中心となって研究を行っています。

　小児歯科での臨床研究は、小児の咬合育成に関する研究として有限要素法による吸指癖での上

顎歯列や上顎骨と反対咬合でのオトガイ帽装置による下顎骨への構造解析、小児の歯の外傷に対

する歯および顎骨への影響、乳歯や永久歯の先天性欠如の統計的分析、小児期の歯ブラシ使用時

の歯垢除去効果に関する研究、小児期の口蓋部の形態的変化、小児患者に対する診療時の精神性

発汗による心理的変化などの研究を行っています。

　障害者歯科での研究は、障害患者に対する行動調整法の試み、障害患者に対する精神性発汗テ

スト、自閉症患者に対するブラッシング指導法の確立などの研究を行っています。

　最後に、日本小児歯科学会や日本障害者歯科学会が、一般社団法人になり、専門医制度が確立

してきた現在において、大阪歯科大学小児歯科学講座においては、小児歯科や障害者歯科での教

育、臨床と研究の分野において、広い視野を持ち、また、深い洞察力の基に新たな環境に適応し

ていく必要性があると考えていますので、近畿地方会の会員の皆様方には今後ともより一層ご支

援ならびにご助言を頂きますようにお願い致します。

（嘉藤　幹夫　記）
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第28回日本小児歯科学会近畿地方会大会・総会のご案内

大会長　　松尾　博之

　この度、平成21年10月18日（日）に、一般社団法人日本小児歯

科学会第28回近畿地方会大会および総会が、大阪歯科大学小児歯

科学講座および咬合誘導研究会近畿の担当で、天満橋附属病院に

て開催されることになりました。大変光栄に存じるとともに、会

員皆様方に感謝申し上げます。

　今回のメインテーマは「子どもを育てる小児歯科の未来像とは」で、

◯特別講演「小児期の食育について」

昭和大学歯学部小児成育歯科学講座教授　井上美津子先生

◯教育講演「小児歯科に期待されるもの－Down 症児への取り組みから－」

カノミ矯正・小児歯科クリニック　石井信行先生

◯シンポジウム

テーマ：食育からみえる小児の未来像

相愛大学人間発達学部専任講師　並河信太郎先生

管理栄養士・健康運動指導士 山川知恵美先生

◯コ・デンタルセミナー

テーマ：歯科保健指導の未来像

大阪府歯科衛生士会会長　永井るみこ先生

ライオン歯科衛生研究所歯科衛生士　田中良子先生

泉大津市立健康センタ－歯科衛生士　岡本英子先生

上記の先生方にご講演をお願いしております。

　また一般発表は展示発表のみですが、今回は優秀発表賞を創設致しました。

　皆様方の温かいご支援と情熱でもって、今大会が充実した大会になることを願っております。

多数のご参加をお待ち致します。
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北　日　本　───────────────────────────────────────────────
第27回北日本地方会大会および総会

会　　期：平成21年10月24日（土）

会　　場：石巻専修大学　〒986-8580　宮城県石巻市南境新水戸　1　　TEL：0225-22-7711　FAX：0225-22-7710

大会内容：　1　）市民公開講座　東北大学未来科学技術共同研究センター教授　川島　隆太先生

演　　題　子供の脳をはぐくむ

　2　）教育講演　東北大大学院歯学研究科小児発達歯科学分野教授　福本　　敏先生

演　　題　最新の小児歯科医療

　3　）特別講演Ⅰ　宮城県立こども病院歯科　御代田浩伸先生

演　　題　宮城県立こども病院における地域歯科医療連携－口腔育成の視点に立った病院連携を目指して－

特別講演Ⅱ　東北工業大学ウエルネスセンター准教授　臨床心理士　布柴　靖枝先生

演　　題　子供の心の理解と対応（心理臨床から見えてくるもの）

そ の 他：口頭発表，展示発表，専門医更新展示発表，総会，懇親会など

事 務 局：〒986-0861　石巻市蛇田中新西境谷地99-7　佐々木小児歯科医院内　TEL：0225-94-0110　FAX：0225-96-0797

大 会 長：佐々木仁弘　　準備委員長：太宰　徳夫

関　　　東　───────────────────────────────────────────────
第24回関東地方会大会および総会

テ ー マ：ワンダフルライフをすべてのこどもたちに－たおやかな健康支援を目指して－

会　　期：平成21年11月　8　日（日）　9　：30～

会　　場：群馬県前橋市　前橋テルサ（前橋勤労者総合福祉センター）

大会内容：　1　．特別講演：「子どものすこやかな心身発達のための食育について」

群馬大学大学院生体防御機構学講座　小児科教授　荒川　浩一先生

　2　．公開講演：「みんなで暮らそう楽しい地域社会」－重症心身障がい者施設の立ち上げ－

社会福祉法人「あい」理事長　長居　由子先生

　3　．シンポジウム　1　：「歯科衛生土教育最前線」

シンポジスト

宮城高等歯科衛生士学院　佐藤　陽子先生

千葉県立保健医療大学健康科学部　歯科衛生学科　吉田　直美先生

東京歯科衛生専門学校　永野千恵子先生

東京医科歯科大学歯学部口腔保健科　遠藤　圭子先生

シンポジウム　2　：「特別なケアーが必要なこどもたちへの健康支援」

シンポジスト

群馬県立小児医療センター　木下　　樹先生

静岡市歯と口の健康支援センター　服部　　清先生

東京都立心身障害者口腔保健センター　山口さやか先生

平塚市　開業　芳賀　　定先生

　4　．リレー講演：「ワンダフルライフをみちびく“食育”」

昭和大学歯学部口腔衛生学教室教授　向井　美惠先生

昭和大学歯学部小児成育歯科学教室教授　井上美津子先生

　5　．特別企画「若き研究者の集い」

関東　9　歯科大学の若き研究者たちのプレゼンテーション

　6　．ポスター発表

　1　）一般演題発表

　2　）専門医・認定医更新用ケースプレゼンテーション

　7　．商業展示

事 務 局：第24回日本小児歯科学会関東地方会大会準備委員会事務局

〒321-0963　宇都宮市南大通り4-1-1　篠原歯科医院　坂入　　博

TEL：028-634-6618　FAX：028-637-2050　E-mail：jspdkantoh24＠yahoo.co.jp

大 会 長：武井　謙司　　準備委員長：坂入　　博

平成21年度　日本小児歯科学会　地方会のご案内
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中　　　部　───────────────────────────────────────────────
第28回中部地方会大会および総会

テ ー マ：『地域で育む歯・口の健康』

会　　期：平成21年10月25日（日）　9　：30～16：30

会　　場：松本市中央公民館（Ｍウイング）　〒390-0811　長野県松本市中央　1　丁目18番　1　号　TEL：0263-32-1132

大会内容：　1　．特別講演

特別講演　1　《市民公開講座》

演題「こどもの事故に関する諸問題」

講師　長野県立こども病院副院長　田中　哲郎先生

特別講演　2　《市民公開講座》

演題「超小子化社会と健康寿命延伸－医療従事者ならびに行政の責務－」

講師　松本市長　菅谷　　昭先生

　2　．教育講演

教育講演　1　

演題「小児歯科診療室における歯科医師，歯科衛生士のための禁煙治療学」

講師　松本歯科大学歯科薬理学講座教授，松本歯科大学附属病院口腔内科　主任　王　　宝禮先生

教育講演　2　

演題「歯の外傷－手際のよい処置とトピックス」

講師　東京医科歯科大学歯学部附属病院　助教　宮新美智世先生

　3　．一般講演（ポスター），専門医・認定医発表（ポスター）

　4　．業者展示

参 加 費：歯科医師　当日　5,000円　事前　4,000円　　歯科衛生士・その他　当日　3,000円　事前　2,000円　　学生　無料

事 務 局：〒399-0781　長野県塩尻市広丘郷原1780　松本歯科大学小児歯科学講座

TEL：0263-51-2106　FAX：0263-54-6388　E-mail：info_ped＠po.mdu.ac.jp

大 会 長：原　　昌伸　　実行委員長：小口　久雄

近　　　畿　───────────────────────────────────────────────
第28回近畿地方会大会および総会

テ ー マ：「子どもを育てる小児歯科の未来像とは」

会　　期：平成21年10月18日（日）　午前　8　時30分受付開始

会　　場：大阪歯科大学天満橋附属病院　〒540-0008　大阪市中央区大手前　1　-　5　-17

大会内容：　1　）平成21年度総会

　2　）特別講演：『小児期の食育について』

講師：井上美津子（昭和大学歯学部小児成育歯科学講座教授）

　3　）シンポジウム　テーマ：「食育からみえる小児の未来像」

講師：並河信太郎（相愛大学人間発達部専任講師）

講師：山川知恵美（管理栄養士・健康運動指導士）

　4　）教育講演：「小児歯科に期待されるもの－Down 症児への取り組みから－」

講師：石井　信行（カノミ矯正・小児歯科クリニック）

　5　）コ・デンタルセミナー　テーマ：「歯科保健指導の未来像」

「歯科衛生士の保健指導の現状と今後－歯科衛生士としての職域－」

講師：永井るみこ（社団法人　大阪府歯科衛生士会会長）

「学校歯科保健　保健指導から健康教育へ－生きる力を育む－」

講師：田中　良子（ライオン歯科衛生研究所歯科衛生士）

「乳幼児保健指導　歯科健康診査における保健指導」

講師：岡本　英子（泉大津市立保健センター歯科衛生士）

　6　）一般発表：展示発表（今回は，優秀賞を創設のため展示発表のみとします）

　7　）認定医更新発表

参 加 費：（当日）歯科医師　5,000円　　コ・デンタルスタッフ　2,000円　　学生　無料

事 務 局：〒540-0008　大阪市中央区大手前1-5-17　大阪歯科大学小児歯科学講座　TEL：06-6910-1515　FAX：06-6910-1038

大会会長：松尾　博之　　準備委員長：嘉藤　幹夫
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中国・四国　───────────────────────────────────────────────
第28回中四国地方会大会および総会

会　　期：平成21年11月15日（日）

会　　場：広島県歯科医師会館　広島市中区富士見町11-　9　

大会内容：・特別講演「小児がん治療の進歩と包括医療」

講師：小林　正夫先生（広島大学大学院小児科学）

・テーブルクリニック「診断と治療方針のレベルアップを目指して－全員参加型カンファレンス－」

・一般演題・専門医ケースプレゼンテーション

・コ・デンタルセッション「子どもの包括歯科医療を考えた定期健診」

講師：中原　裕子先生（おおの小児矯正歯科）

懇親会日時：平成21年11月14日（土）18時30分～

場　　所：オリエンタルホテル New York Cafe　広島市中区田中町　6　-10（歯科医師会館徒歩　5　分）

事 務 局：〒734-8553　広島市南区霞　1　-　2　-　3　　広島大学大学院小児歯科学研究室

TEL：082-257-5698　FAX：082-257-5699　E-mail：junji＠hiroshima-u.ac.jp

大会会長：香西　克之　　準備委員長：鈴木　淳司

九　　　州　─────────────────────────────────────────────────────

第27回九州地方会大会および総会

テ ー マ：「子どもたちの健全な咬合育成を目指して」

会　　期：平成21年11月22日（日）

会　　場：九州歯科大学　講堂および本館　〒803-8580　福岡県北九州市小倉北区真鶴　2　-　6　-　1　

TEL：093-582-1131　FAX：093-583-5383　E-mail：http://www.kyu-dent.ac.jp/

大会内容：特別講演Ⅰ「小児の歯列の側方緩徐拡大の臨床」

佐橋喜志夫先生（さばし矯正小児歯科）

特別講演Ⅱ「歯科領域における画像診断の進歩」

森本　泰宏先生（九州歯科大学教授）

テーブルディスカッション

　1　．「小児期の機能的顎偏位症例に対する咬合管理」

小川　晴也先生（小川矯正歯科）

　2　．「　3　D-CT を用いた上顎埋伏犬歯の臨床－その診断と早期治療について－」

仲村　陽平先生（カノミ矯正・小児歯科クリニック）

　3　．「生活者の視点で子どものカリエス治療を考える」

田中　克明先生（田中こども歯科医院）

　4　．「異所萌出を見つけたら－上顎第一大臼歯異所萌出対処について考える－」

佐藤　　厚先生（さとう子ども歯科）

歯科衛生士のための研修セミナー

　1　．「妊娠期からの齲蝕予防への取り組み」

野本　知佐先生（ちあーず歯科・小児歯科）

　2　．「歯科衛生士がかかわる子どもの定期的支援－定期的に来院させるために－」

小田　裕子先生（おおの小児矯正歯科）

一般講演

ポスター発表

専門医・認定医更新用ケースプレゼンテーション

当日会費：歯科医師　5,000円　　衛生士・その他　2,000円

事 務 局：〒803-8580　北九州市小倉北区真鶴2-6-1　九州歯科大学口腔機能発達学分野内

第27回日本小児歯科学会九州地方会大会準備委員会事務局

TEL：093-582-1131（内線1906）　FAX：093-583-5383　E-mail：nishida＠kyu-dent.ac.jp

大会会長：牧　　憲司　　準備委員長：西田　郁子
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小児歯科学会の会員向けの HP のご案内

　日本小児歯科学会はコミュニティサイトを立ち上げましたので、ご登録をお願いいたします。
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～ご登録をお願いいたします～

近畿地方会の各県別、会員・認定医・専門医・専門指導医・認定衛生士数（H20年　9　月　9　日現在）

会員数 認定医数 専門医数

大　阪　府
兵　庫　県

京　都　府

奈　良　県
滋　賀　県

和 歌 山 県

合　計

331

144

68

35

26

15

619

33

18

6

7

4

2

70

60

36

10

5

6

4

121

専門指導医

12

1

1

0

1

0

15

認定衛生士

7

4

0

0

0

0

11

日本小児歯科学会近畿地方会「子どもの健康週間」に関する委員

府　県　名

大 阪 府

兵 庫 県

京 都 府

奈 良 県

滋 賀 県

和 歌 山 県

委　員　名

松尾　博之 先生

春木　隆伸 先生

笹井　浩司 先生

仲川　憲幸 先生

池本　博之 先生

金尾　好章 先生



－ 10 －

小児歯科学会　近畿地方会　特別会計

収　入
本学会からの援助金　　　　　　　　　　　　　　　　￥787,000

第26回近畿地方会大会　援助金残金　　　　　　　　　￥　　　0

預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　316

合　計①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥787,316

支　出
通信会議費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　18,820

第27回近畿地方会大会援助金＋振込手数料　　　　　　￥500,210（￥500,000 ＋ ￥210）
ニュースレター　7　号経費　　＋振込手数料　　　　　　￥157,710（￥157,500 ＋ ￥210）
カードリーダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　2,680

施設使用料（大阪歯科大学）　　　　　　　　　　　　￥107,896

合　計②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥787,316

本会への返却
合計①－合計②　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　0

通信会議費　詳細
幹事会（平成20年　5　月22日）　　　　　　　￥　9,400
幹事会（平成20年　9　月11日）　　　　　　　￥　4,000
幹事会（平成20年12月11日）　　　　　　　￥　2,450
幹事会（平成21年　3　月13日）　　　　　　　￥　2,970
葬祭費（弔電etc.）　　　　　　　　　　　　￥　　　0
合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　￥18,820

収　入
普通預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,006,043

スーパー定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　500,000

預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,640＋448

合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,509,131

支　出
なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　　0

繰　越
普通預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,009,131

スーパー定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　500,000

合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,509,131

平成20年度　近畿地方会　会計報告

有限責任中間法人　日本小児歯科学会　近畿地方会　一般会計
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小児歯科学会　近畿地方会　特別会計

収　入
本学会からの援助金　　　　　　　　　　　　　　　　￥772,000

第27回近畿地方会大会　援助金残金　　　　　　　　　￥　　　0

預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　300

合　計①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥772,300

支　出
通信会議費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　41,000

第28回近畿地方会大会援助金＋振込手数料　　　　　　￥500,210

ニュースレター　8　号経費　　＋振込手数料　　　　　　￥160,210

施設使用料（大阪歯科大学）　　　　　　　　　　　　￥　50,000

予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　20,880

合　計②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥772,300

本会への返却
合計①－合計②　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　0

通信会議費　詳細
第　1　回幹事会　　　　　　　　　　　　　　￥　3,334
第　2　回幹事会　　　　　　　　　　　　　　￥　3,666
第　3　回幹事会　　　　　　　　　　　　　　￥　4,000
葬祭費（弔電etc.）　　　　　　　　　　　　￥30,000
合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　￥41,000

収　入
普通預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,009,131

スーパー定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　500,000

預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　3,000

合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,539,131

支　出
なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　　0

繰　越
普通預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,039,131

スーパー定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　500,000

合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥2,539,131

平成21年度　近畿地方会　予算（案）

有限責任中間法人　日本小児歯科学会　近畿地方会　一般会計
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《日本小児歯科学会近畿地方会》

平成21年度役員名簿

会　長　　梶本祐一郎

副会長　　松尾　博之　・　樂木　正実

会　計　　大西　智之

庶　務　　春木　隆伸

監　事　　嘉ノ海龍三　・　野々村栄二

名誉顧問　　祖父江鎮雄　・　大東　道治

顧　問　　大嶋　　隆

幹　事　　池尾元三朗　・　池本　博之　・　石井　信行　・　泉谷　　明

嘉藤　幹夫　・　大橋　健治　・　大原　　裕　・　大道　士郎

岡本　篤剛　・　金尾　好章　・　亀井有太郎　・　�原　康生

佐伯　克彦　・　笹井　光司　・　園本　美恵　・　筒井　　睦

徳永順一郎　・　永井るみこ　・　仲川　憲幸　・　仲野　和彦

仲野　道代　・　中村　弘之　・　人見　晃司　・　人見さよ子（順不同)

●編集後記

　毎日の臨床において、多くの子どもたちと接

する機会があります。よく泣く子、甘えっぱな

しの子、しゃべり続けている子、いやな治療で

も一生懸命がんばっている子、いつもニコニコ

笑顔でいる子、毎日がとてもバラエティーに富

んでいて、裏表のない子どもの仕草を観察させ

ていただけ、いろいろな発見がありとても楽し

いです。また、その子どもたちは、定期的に

通ってくれるので、「あの泣きべそだった○○

ちゃんが、こんなに立派なおにいちゃんになっ

て…」これもまたその子ども達の成長を見せて

もらえ、小児歯科医って本当にいい仕事だ

なぁ、と最近つくづくと思えてきました。小児

歯科をやってきて本当によかった。多くの純粋

な子ども達と毎日接することのできる幸せに感

謝しています。

＊今回、会報発行にお手伝い頂いた方々＊

樂木　正実先生・嘉藤　幹夫先生

松尾　博之先生・大西　智之先生

梶本祐一郎先生・春木　隆伸

＜お知らせ＞

　住所、氏名変更は地方会事務局では取り扱って

おりません。

　必ず口腔保健協会（〒170-0003　東京都豊島区

駒込1－43－9　TEL：03-3947-8981㈹）へお願い

します。

平成21年　9　月18日　印刷

平成21年　9　月18日　発行

発行者　梶本祐一郎

発行所　日本小児歯科学会近畿地方会

会報編集委員会

〒590-0077　大阪府堺市中瓦町1-4-22

　南大阪信用金庫ビル2F　かじもと矯正小児歯科医院

日本小児歯科学会近畿地方会 HP

http://square.umin.ac.jp/jspd/


