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会長御挨拶

木　村　光　孝

　日本小児歯科会会員の皆様には、益々ご健勝にて日々小児口腔健康の維持、推進のために御活

躍されていることと存じ上げます。

　さて、昭和54・平成元年と日本小児歯科学会九州地方会会長を引き受けて参りましたが、この

たび再び平成2年11月17日の熊本市における第8回日本小児歯科学会九州地方会総会（熊本市産

業文化会館）において引き続き会長として留任致すことになり、その責任の重大さを感じ、精一

杯努力する所存でございます。さらに、本会の一層の飛躍発展を願って精一杯日本小児歯科学会

のために活躍するつもりでございます。皆様方の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。

日本小児歯科学会九州地方会も発足してから、はや8年目を迎えるに至りましたが、その間に歯

科界は、日本歯科医師会による生涯研修制度の導入、また日本小児歯科学会による小児歯科認定

医制度の発足といった動向があり、当初の困惑の時期から現時点ではかなり定着した感がありま

す。

　先日の日本小児歯科学会九州地方会大会に於ても多数の参加者を得、地方会の益々の盛会を予

感するとともに、小児歯科医療に対する関心の強さを実感致しました。講演内容も多岐に亘り同

じ小児歯科学を志すものにとって大いに興味深い学会になったことと存じます。小児歯科認定医

制度の導入とも相まって、小児の口腔保健に対する関心が高まり、小児歯科医療の質の一層の向

上と、深い理解が得られつつあることに深い喜びを感じるものであります。

　折りしも1990年代の幕開けである今年は、国外にも目を向けましても東西対立の解消、イラク

のクウェート侵攻、ドイツの統一と、大変流動的でかつ激動の年でもありました。このような流

れの中でも私たちは、本来の使命である小児歯科医療のさらなる進歩を目指して努力することが

大切であります。

　小児歯科医療への関心が徐々に高まり、小児歯科医への期待が大きくなっていく今日、本会の

果たす役割も重大な位置を占めるものと思っております。21世紀の新しい時代に向けて本会が益

々発展、飛躍していくことを念願するとともに、一層の努力を惜しまない所存であります。

　今後とも何卒御協力、御鞭燵のほど、よろしくお願い申しあげます。
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「第8回日本小児歯科学会九州地方会大会

及び総会」

熊本市産業文化会館において開催

　第8回目の日本小児歯科学会九州地方会は、大

学所在地を離れて初めての開催地、そしてNHK

の大河ドラマ「翔ぶが如く」のゆかりの地である

熊本市にて、熊本小児歯科懇話会と九州大学小児

歯科学教室の合同の主管で開かれました。また、

熊本市と熊本県両歯科医師会の御後援もいただき

ました。当日は秋晴れの好天に恵まれ早朝より九

州地区の会員及び県内の開業医関係者、遠くは大

阪府、山口県、沖縄県からの参加もあり約250名

（内本県参加者66名）の参加者と予想以上の盛況

でした。

　午前中は9時より一般講演18演題、展示発表ll

題の発表、午後からは1時より総会を開催、午後

のメインは吉田前教授の後任で新しく講座主任と

なられた本川渉福岡歯科大学教授の教育講演「歯

牙外傷への対応における問題点」及び、シンポジ

ウムはドクター向けの「小児歯科における臨床の

ヒント」と、スタッフ向けの「飽食時代のおやつ

を考える」の2題が行われた。

　今回の両シンポジウムは、熊本小児歯科懇話会

の提案で企画されたもので、「小児歯科における

臨床のヒント」は、県内の開業医をターゲットに

小児歯科臨床の普及を主眼としたもの、　「飽食時

代のおやつを考える」は、熊本県主催の「強い子

よい歯のおやつコンクール」の10年間の実績を踏

まえ、時代の社会状況にかなう「間食の基本的な

位置付け」を検討し、その結果を「幼児おやつへ

の提言、熊本’90」としてまとめました。今回は

地元新聞、テレビ等の報道関係者の取材もあり、

地域における小児歯科保健のアピールにも役立つ

ものと思われます。

　学会の終了後、午後5時30分からは近くのチサ

ンホテル熊本にて、本大会初めての本格的な懇親

会が開かれ、中田稔大会長、木村光孝学会長の挨

拶の後、熊本県歯科医師会宇治寿康会長、熊本市

の中根俊吾会長を初め、熊本県衛生部の星子亘部

長、熊本市の田尻實衛生部部長にも来賓としてご

挨拶をいただきました。次いで鹿大の小椋正次期

大会長の乾杯の後、恒例の5大学新人紹介など各

大学の趣向を凝らしたアトラクションが行われま

した。玄人はだしの出し物もあり、アイデア賞、

敢闘賞など、賞の用意不足が悔やまれるほどの熱

演でした。翌、18日の日曜日も快晴に恵まれ、午

前8時30分より熊本県営球技場にて5大学の親睦

ソフトボール大会が行われ、トーナメント試合の

結果、九大小児歯科チームが優勝の栄冠を勝ち得

ました。チーム不足の大学には応援のメンバーが

入った和気謁々の熱戦に応援のかけ声も弾んでい

ました。

　初めての熊本の地での開催、そして初めて大学

と臨床家グループとの学会共催ということで、運

営にあたっては様々な問題点が懸念されましたが、

過去の第7回までの準備委員会の実績を踏まえた

こと、大学側の全面的なバックアップ、そして地

域の多くの方々のご支援で、大過なく終了するこ

とが出来ました。今後の地方会の地盤づくりの第

一歩が踏み出せたものと確信する次第です。地域

を巻き込んだ、地方の協力と支援の得られる地方

会の大勢づくりが望まれます。来年度は、国際小

児歯科学会の開催も予定されていますが、第9回

地方会は鹿児島大学（小椋正教授）の担当で7月

に沖縄県（高橋清一郎準備委員長）にて開催され

ることが決定しました。今後、地方会にふさわし

い臨床のセッションやカレントトピックス、継続

的テーマでのシンポジウムなどの新企画を期待し

て、次の学会の開催を楽しみにしております。

（第8回準備委員長　松本晋 ）己一三
口
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平成2年11月17日（土）

於：熊本市産業文化会館

繍

シンポジウム1「小児歯科における臨床のヒント」

覇

シンポジウム2「飽食時代のおやつを考える」

木村光孝学会長と宇治寿康熊本県歯科医師会会長

木村光孝学会長の挨拶

第9回日本小児歯科学会九州地方会大会
　　　　　　　　　　　　および総会の御案内

期
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平成3年7月13日（土）

鹿児島大学歯学部小児歯科学講座

沖縄県　那覇市

小椋　　　正

高橋清一郎



九州地区における小児歯科研究会の御紹介

九州小児歯科集談会
　私ども九州小児歯科集談会は、日本小児歯科学

会が地方会を造ろうと動き始めた昭和55年の秋に

誕生しました。最初の発起人となったのは福歯大

小児歯科の吉田教授、九歯大の木村教授、九大の

中田教授それに福岡市内の小児歯科開業医数名で

した。その当時小児歯科では遅れていると言われ

ていた九州の地に子供の歯を熱心に治療する歯科

医を増やすと共に小児歯科のレベルアップを計っ

て行こうとの目的で準備を進めました。準備の段

階では「どの地域まで含めるか』とか『実際には

何をやろうか』とか『範囲はどんな人に限るのか』

と具体的なことでよく話し合いました。そして秋

に発足総会を盛会裡に開くことが出来ました。初

代会長には柏木先生が選出され実際の活動がスター

トしました。最初の頃はまず小児歯科の臨床に関

するセミナーを福岡、長崎、佐世保、大分、北九

州で行いました。内容は治療計画、歯冠修復、歯

髄処置、外科処置、予防処置といったすぐに役立

つ臨床的な話でした。聴講に来られた先生方も熱

心に聞かれ喜ばれました。その後は小児歯科の教

科書に出ているような総論、各論を大学の先生方

を招いてやってもらいました。最初のうちは小児

歯科の分からない所を教えて欲しいという方も結

構来られてましたが、年を経るにつれて小児歯科

を率先してやっている方々ばかりになって来まし

た。また予防が中心になって来たので衛生士さん

も多数参加されるようになって来ました。ただ聞

きに来るという人も少なくなり、発表が出来る先

生や衛生士さん方が多くなって来ました。実際に

お互いの医院でやっていることを発表し合い、批

判し合おうということになり型式も会員発表とい

うやり方で進めることになりました。予防指導、

定期診査の結果をデータでまとめ発表し、質問や

批評を出し合ってレベルアップを計って行きたい

と思います。

長会

長会副

員役

監　事

九州小児歯科集談会役員名簿

中尾（福岡）

柏木（福岡）

毛利（福岡）、

森高（北九州）

井槌（福岡）

浜野（福岡）

西本（福岡）

、川村（福岡）

熊本小児歯科懇話会

　この度、第8回九州地方会大会を九州大学小児

歯科学講座と共に担当しました、当熊本小児歯科

懇話会の概要を紹介させていただきます。当会の

設立は平成元年7月1日で、現在まで、4回の例

会を開催し、第3号までの会誌を刊行しておりま

す。会の目的は、　「小児に関する地域保健の向上、

ひいては歯科保健に関連する者の連携、情報交換、

親睦の場とする」ものです。現会員は34名で、小

児歯科標榜医が主体です。この地方会を契機に熊

本の地に小児歯科をより広く、より深く根づかせ

てゆければと考えます。地方会会員の皆様のご支

援をお願い致します。

（役員構成）

会　長：松本晋一、副会長：小林泰子

庶務：入江英仁、瀬尾令士

編　集：伊東泰蔵、前田章二

会計：川口辰彦、緒方恵理

監事：若江紀子、大久保和之

　（事務局）

〒861－32

熊本県上益城郡御船町辺田見366－1

　　　入江歯科医院　　　ftO96－282－3188

　　　　　　　　　　　　faxO96－282－3177
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オクトピド

オクトピドグループの結成理由の1つとして、時

代を先取りした小児歯科医を考えてみようではな

いかと言ったことから出発していると言えます。

小児歯科学の歴史と学問的基盤を大切にし、私た

ち小児歯科医が臨床医として何に生きがいを求め

るかが、これからの課題だと考えています。とく

グループ

にグループの代表者は決めず、研究テーマの発案

者あるいは熟知者がリーダーシップをとることを

グループの基本的概念とし、リサーチを中心に活

動しています。

平成2年度　世話人　山　口　昭

福岡臨床小児歯科研究会

　福岡臨床小児歯科研究会は、昭和58年発足しま

した。会員は小児歯科専門か、小児歯科に重点を

おいた診療を行なっている歯科医師よりなります。

現在会員は、北部九州に広がり、25名います。セ

ミナーは、月一回、症例を中心に会員の臨床発表

を行なっています。

　皆が、同じレベルで参加するということで会長

はおかず、1年間もちまわりの世話人で運営して

います。

　　　　平成2年度世話人西本美恵子

大分小児歯科研究会
大分小児歯科研究会は昭和64年1月に発足。現在、

小児歯科医3名を中心に小児歯科に興味あるGP

の先生方14名、計17名にて会を運営中。小児歯科

に対する知識、治療の普及・向上を目的として2

ヶ月に1度勉強会を催している。勉強会は現在、

小児歯科専門の3名が交代で小児の取り扱いから

治療にいたるまで一連のことを、資料を集め講義・

実習を行っている。世話人として未熟であるが、

この会の火を消さないよう頑張って行きたい。

　
裕
郎
之

　

　

敏

邦

　

野

船

野

表
河
木
数

代

長崎小児歯科臨床研究会

　平成元年5月福岡において全国小児歯科開業医

会が設立されましたが、　「長崎小児歯科臨床研究

会」はそれに先立ち現会長である角町正勝先生の

呼び掛けで、発足しました。活動状況としまして

は、第1回研究会は会の運営指針、役員を決定す

るために、13名全員が出席して長崎市で行われま

した。そこで会の発足時の呼び掛け人でもある、

長崎市開業の角町正勝先生を満場一致で初代会長

とすることに決定しました。尚、会の正式名称は

「長崎小児歯科臨床研究会」とすることが承認さ

れました。活動としましては、お互いの情報交

換、医療の向上をはかる為、年2～3回の講演会、

懇親会を開く事としました。第2回研究会も

長崎市で行われ、お互いの日ごろの診療の在り方

について、情報交換がなされました。現在までの

研究会としての活動はこれだけですが、今後発展

させたいと思います。
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日本小児歯科学会認定医名簿

　　　　　（平成2年4月1日現在）

九 州地方会
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登締∋　氏 名

福岡県
第449号

第298号

第465号

第307号

第328号

第352号

第429号

第354号

第353号

第142号

第241号

第274号

第385号

第273号

第462号

第642号

第334．号

第576号

第497号

有　吉　ゆみ子

井　手　有　三

池　田　政　信

石　井

板　家

香

条P

木　敷　由

内上堀　征　人

小笠原 靖

尾　崎　正　雄

加　藤　洋　治

柏木伸一郎

勝　俣　眞　里

木　村　光　孝

久　芳　陽

三　箇　正　人

篠　崎　英

副　島　嘉　男

空　田　安　博

武　田　康　男

九州地方会（福岡）

勤務先・診療所 自　宅　　住　　所

九大・歯・小児歯科
〒812福岡市東区馬出3－1－1
　　　　　　　　　　　曾092－641－1151

井手小児歯科医院
〒830久留米市天神町34－14
　　　山秀ピル4F　　　O942－39－0118

医療法人　池田歯科医院
〒807北九州市八幡西区浅川日の峯1－7－
　　　2　　　　　　　　　　　　　　　093－601－7330

福歯大・小児歯科
〒814－01福岡市早良区大字田700
　　　　　　　　　　　　092－801－0411

板家小児歯科医院
〒802北九州市小倉北区片野新町2－1－3
　　　　　　　　　　　　093－921－3443

福歯大・小児歯科
〒814－01福岡市早良区大字田700
　　　　　　　　　　　　092－801－0411

九歯大・小児歯科
〒803北九州市小倉北区真鶴2－6－1
　　　　　　　　　　　　093－582－1131

福歯大・小児歯科
〒814－01福岡市早良区大字田700
　　　　　　　　　　　　092－801－0411

福歯大・小児歯科
〒814－01福岡市早良区大字田700
　　　　　　　　　　　　092－801－0411

加藤歯科医院
〒836大牟田市右京町69
　　　　　　　　　　　　0944－51－5115

小児歯科柏木医院
〒810福岡市中央区天神3－16－15
　　　サソヨーパーキソグビル4F
　　　　　　　　　　　　O92－781－5927

福歯大・小児歯科
〒814－01福岡市早良区大字田700
　　　　　　　　　　　　092－801－0411

九歯大・小児歯科
〒803北九州市小倉北区真鶴2－6－1
　　　　　　　　　　　　093－582－1131

福歯大・小児歯科
〒814－01福岡市早良区大字田700
　　　　　　　　　　　　092－801－0411

医療法人　三箇歯科医院
〒806北九州市八幡西区幸神4－7－10
　　　　　　　　　　　　093－641－3641

しのざき歯科医院
〒813福岡市東区千早5－21－5
　　　　　　　　　　　　092－681－3610

福歯大・小児歯科
〒814－01福岡市早良区大字田700
　　　　　　　　　　　　092－801－0411

九歯大・小児歯科
〒803北九州市小倉北区真鶴2－6－1
　　　　　　　　　　　　093－582－1131

北九州市立総合療育セソター
〒802北九州市小倉南区春ケ丘10－2
　　　　　　　　　　　　093－922－5596

〒810福岡市中央区今川1－25－18
　　　イトーピア大濠406
　　　　　　　　　　　曾092－761－4518

〒830久留米市津福本町170－15
　　　　　　　　　　　　0942－38－8723

左　同
093－601－7350

〒810福岡市中央区小笹5－4－67－130
　　　　　　　　　　　　092－526－3981

左　同

〒816福岡市博多区寿町3－1－30
　　　　　　　　　　　　092－581－1405

〒803北九州市小倉北区皿山町22－11
　　　　　　　　　　　　093－581－9978

〒811－12筑紫郡那珂川町片縄9－32
　　　　ハイムあかしや305
　　　　　　　　　　　　092－953－3445

〒814－Ol福岡市西区四箇田団地5棟607
　　　　　　　　　　　　092－812－2116

〒861－09熊本県玉名郡三加和町西吉地
　　　　2409　　　　　　　　　　0968－34－3066

〒815福岡市南区長丘2－21－28
　　　　　　　　　　　　092－541－3601

〒810福岡市中央区赤坂2－6－237
　　　　　　　　　　　　092－751－4120

〒803北九州市小倉北区井堀1－23－28
　　　　　　　　　　　　093－581－0198

〒814福岡市早良区原6－10－2
　　　中村旭ビルB棟405092－822－8461

〒806北九州市八幡西区石坂2－7－3
　　　　　　　　　　　　093－618－0408

〒813福岡市東区香椎台3－18－17
　　　　　　　　　　　　092－672－3888

〒815福岡市南区向野2－20－18
　　　新栄アソピール筑紫ケ丘205
　　　　　　　　　　　　092－511－7179

〒807北九州市八幡西区大字則松867－
　　　478　　　　　　　　　　　　　　093－603－8665

〒802北九州市小倉南区若園3－615
　　　　　　　　　　　　093－941－0869
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九州地方会（福岡）

登録翻1氏 名

第337号

第141号

第275号

第511号

第131号

第41号

第443号

第277号

第636号

第133号

第705号

第323号

第336号

第322号

第601号

第240号

第461号

第564号

第416号

立　川　義　博

塚　本　末　廣

手　嶋　文　史

砥　上　照　美

中　尾　哲　之

中　田 稔

野中和明

橋　本　敏　昭

濱　坂　レイ子

濱　野　良　彦

廣　田　和　子

福　島　桂　子

二　木　寿子

二　木　昌　人

堀　内　信　子

増　田　純

松　尾　和　廣

松　本　敏　秀

毛　利　元　治

勤務先・診療所 自　宅　　住　　所

九大・歯・小児歯科
〒812福岡市東区馬出3－1－1
　　　　　　　　　　　曾092－641－1151

福歯大・小児歯科
〒814－01福岡市早良区大字田700
　　　　　　　　　　　　092－801－0411

福歯大・小児歯科
〒814－01福岡市早良区大字田700
　　　　　　　　　　　　092－801－0411

砥上歯科医院
〒815福岡市南区花畑3－17－12
　　　西野ピル2F　　　O92565．1216

なかお小児歯科
〒813福岡市東区香椎駅前1－9．8
　　　第2エクセレソト桜井2F
　　　　　　　　　　　　O92－661－2370

九大・歯・小児歯科
〒812福岡市東区馬出3－1－1
　　　　　　　　　　　　092－641　1151

九大・歯・小児歯科
〒812福岡市東区馬出311
　　　　　　　　　　　　092．641　1151

はしもと小児歯科医院
〒802北九州市小倉北区黒1，住町2441
　　　　　　　　　　　　093－951－3100

浜坂歯科医院
〒818筑紫野市大字筑紫8104
　　　　　　　　　　　　092　926　2002

小児歯科はまの
〒815福岡市南区大橋321
　　　大橋プラザビル2F
　　　　　　　　　　　　O92　551－8080

九大・歯・小児歯科
〒812福岡市東区馬出3－H
　　　　　　　　　　　　O92－641－1151

福島歯科医院
〒814福岡市早良区西新4－928
　　　グラソドビル柴田3F
　　　　　　　　　　　　O92－851－0918

九大・歯・小児歯科
〒812福岡市東区馬出3－1－1
　　　　　　　　　　　　092－641－1151

九大・歯・小児歯科
〒812福岡市東区馬出3－11
　　　　　　　　　　　　092　641－1151

聖マリア病院　小児歯科
〒830久留米市津福本町422
　　　　　　　　　　　　0942－35－3322

マスダ小児歯科医院
〒810福岡市中央区渡辺通5－24－30
　　　東カソピル901　　092－714－4870

松尾歯科医院
〒806北九州市八幡西区熊手2－2－23
　　　　　　　　　　　　093－631－8841

九大・歯・小児歯科
〒812福岡市東区馬出3－1－1
　　　　　　　　　　　　092－641－1151

もうり小児歯科
〒814福岡市早良区藤崎1－1－40
　　　ふじビル3F　　　O92－822－1515

〒814福岡市城南区田島1－1－351
　　　　　　　　　　　曾092－843－5766

〒814福岡市早良区小田部6－2－30－201
　　　　　　　　　　　　092－822－3771

〒816福岡市博多区元町22－1－513
　　　　　　　　　　　　092－581－6444

〒815福岡市南区鶴田4－2－12－701
　　　　　　　　　　　　092－565－8478

〒813福岡市東区大字浜男304－5
　　　橋ロピル2F　　　O926612370

〒814－01福岡市早良区飯倉2－24－2－206

　　　　飯倉サソハイツ092－84H896

〒815福岡市南区野間111251003
　　　　　　　　　　　　092－512－3198

〒802北九州riJ小倉，化区若富士9－9705
　　　　　　　　　　　　093－941－1061

〒81801太宰府ll∫青山127－12
　　　　　　　　　　　　092－921－－2512

〒810福岡市中央区今泉2－4－24
　　　ヴェルドミール今泉901
　　　　　　　　　　　　092－713－4967

〒814－Ol福同市早良区加茂4－38－3
　　　　庄崎コーポ306092－862－5290

〒814福岡市早良区高取120－33
　　　　　　　　　　　　092－851－7506

〒810福岡市中央区大名1－4－24
　　　ロマネスク大名1003
　　　　　　　　　　　　092－771－5638

〒810福岡市中央区大名1－4－24
　　　ロマネスク大名1003
　　　　　　　　　　　　092－771－5638

〒810福岡市中央区大濠213－15－708
　　　　　　　　　　　　092－711－8468

〒813福岡市東区若宮2－15－8
　　　　　　　　　　　　092－681－6437

〒803北九州市小倉北区弁天町9－3
　　　白川ハウジソグ201093－582－0406

〒812福岡市東区箱崎3－13－11
　　　　　　　　　　　　092－631－4102

〒810福岡市中央区警固216－24
　　　野瀬ビルC－3　　　092－714－4080
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登録翻1氏 名

第162号

第303号

第211号

第505号

第670号

第565号

第572号

第468号

第　39号

佐賀県
第214号

第232号

長崎県
第242号

第　9号

第363号

第466号

第190号

第296号

第503号

第128号

本　川 渉

森　高　久　恵

森　山　賢　児

安　水

山　［　昭

山　崎　要

満

山　本　英　次

横　溝　唯　史

吉　田 穣

峰　松　小百合

山　田　清　夫

飯　島　静　子

後　藤　譲　治

清　水 保

品　川　光　春

樽　美　哲　生

成　瀬　敏　彦

藤　田　正　典

細　矢　由美子

九州地方会（福岡・佐賀・長崎）

勤務先・診療所 自　宅　　住　　所

　　　メイトピア相生

森山小児歯科

福歯大・小児歯科
〒814－Ol福岡市早良、区大字田700
　　　　　　　　　　　｛seo92－SOI－0411

もりたか小児歯科医院
〒806北九州市八幡西区相生町2－1
　　　　　　　　　　　　093．－622－3187

〒816大野城市白木原3　－10－20
092－571－3226

安永歯科医院
〒805北九州市八幡東区東鉄町1－10

093－652－4323

小児歯科はまの
〒815福岡市南区大橋321
　　　大橋プラザ2F

九大・歯・小児歯科

092　551－8080

〒812福岡市東区馬出3－1－1
092　641－－1151

九歯大・小児歯科
〒803北九州市小倉北区真鶴2－6－1

093－582－1131

九歯大・小児歯科
〒803北九州市小倉北区真鶴2－6－1

093－582－1131

福歯大・小児歯科
〒81401福岡市早良区大字田700

092－801　0411

みねまつ歯科医院
〒840佐賀市北川副町大字木原143－21
　　　　　　　　　　　　0952－24－8088

山田歯科医院
〒849佐賀市若楠3－2－22
　　　　　　　　　　　　0952－31－1182

長大・歯・矯正
〒852長崎市坂本町7－1　0958－47－2111

長大・歯・小児歯科
〒852長崎市坂本町7－1　0958－47－2111

シミズ小児歯科クリニック
〒859－32佐世保市権常寺町1101－33
　　　　　　　　　　　　0956－38－Ol74

しながわ小児歯科医院
〒857佐世保市浜田町217
　　　　　　　　　　　　0956－24－6010

タルミ小児歯科医院
〒857佐世保市本島町4－15
　　　スター中村ビル5FO956－23－6480

なるせ小児歯科
〒854諌早市山川町25－6
　　　　　　　　　　　　0957－26　8211

藤田歯科医院
〒854諌早市永昌東町78
　　　　　　　　　　　　0957－22－0805

長大・歯・小児歯科
〒852長崎市坂本町7－1
　　　　　　　　　　　　0958－47－2111

〒814－01福岡市早良区四箇田団地7－2
　　　　　　　　　　　曾092－811－1902

〒806北九州市八幡西区鷹の巣2－3－7－
　　　703　　　　　　　　　　　　　093－622－5801

〒816大野城市白木原5－1－24
　　　　　　　　　　　　092－581－0321

〒805北九州市八幡東区東山2－8－40
　　　　　　　　　　　　093－652－3891

〒815福岡市南区大池1－1－1

　　　エスポワールKANEKO306
　　　　　　　　　　　　092－561－8267

〒812福岡市東区馬出2－35－5
　　　すず荘B・－2　　　092－651－3473

〒802北九州市小倉北区黒住17－15
　　　中村ビル302　　　093－931－8170

〒805北九州市八幡東区東山1－5－5
　　　　　　　　　　　　093－652－5237

〒814福岡市城南区茶山5－13－0
　　　　　　　　　　　　092－864－1031

左　同

〒849佐賀市若楠3－15－15

0952－26－8647

0952－31－4496

〒852長崎市白鳥町10－22－401
　　　　　　　　　　　　0958－43－0385

〒852長崎市御船蔵町15－3－701
　　　　　　　　　　　　0958－27－6593

左　同

左　同

〒859－32佐世保市早岐1－1－21
　　　　　　　　　　　　0956－38－2218

左　同

左　同

〒852長崎市平野町10－2
　　　セソトポールプロスペクトピル
　　　503　　　　　　　　　　　　　　0958－45－1451
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九州地方会（熊本・宮崎・鹿児島）

登録番号1氏 名 勤務先・診療所 自　宅　　住　　所

熊本県
第647号 伊 東 泰 蔵 伊東歯科医院 〒862熊本市長嶺町2255－516

〒860熊本市子飼本町3－14 曾096－385－1255
曾096－343－0377

第526号 伊 東 武 嗣 伊東歯科医院 左　同
〒860熊本市子飼本町3－14 096－344－0384

096－343－0377

第430号 入 江 英 仁 入江歯科医院 左　同
〒861－32上益城郡御船町辺田見366－1

096－282－3188

第492号 太 田 菊 子 ファミリー歯科 〒862熊本市江津1－845－2
〒862熊本市若葉2－13－13 096－378－2683

096－367－9665

第431号 川 口 辰 彦 熊本市立熊本市民病院歯科 〒862熊本市保田窪本町1154
〒862熊本市湖東1－1－60 096－384－2773

096－365－1711

第617号 許 淵 仁 砥用病院歯科 〒861－48下益城郡砥用町洞岳1308
〒861－48下益城郡砥用町洞岳1308 砥用病院医師住宅

0964－48－0211 0964－48－0211

第464号 住 本 和 隆 すみもと歯科医院 〒860熊本市琴平本町3－27
〒860熊本市船場町1－41 096－362－0571

096－352－5753

第599号 瀬 尾 令 士 医療法人皓奏会 瀬尾歯科クリニック 〒862熊本市出水6－41－100
〒861－42下益城郡城南町宮地530－3 096－363－0838

0964－28－7157

第521号 松 本 晋
一 松本歯科医院 〒868人吉市瓦屋町1791－6

〒868人吉市九日町ll5 09662－4－2509
09662－2－2928

第145号 若 江 紀 子 宮島歯科医院 左　同
〒869－55芦北郡芦北町湯浦173

0966－86－1818

宮崎県
第417号 西 田 賢 三 西田歯科医院 左　同

〒889－42えびの市小田38－1 0984－35－2638
0984－35－2429

第457号 旭 爪 伸 二 わかば小児歯科 左　同
〒880宮崎市永楽町207－1

0985－27－2003

鹿児島県

第378号 小 椋 正 鹿大・歯・小児歯科 〒890－01鹿児島市東谷山2－15－5
〒890鹿児島市宇宿町1208－1 0992－69－0680

0992－64－2211

第592号 塩 野 幸
一 鹿大・歯・小児歯科 〒890鹿児島市明和4－14－10－45

〒890鹿児島市宇宿町1208－1 0992－82－0373
0992－64－2211

第470号 濱 崎 榮 七 浜崎デソタルクリニック 〒892鹿児島市平之町12－12
〒892鹿児島市金生町1－10 0992－24－2192

0992－22－6834

第704号 福 島 真 弓 福島歯科医院 〒890－01鹿児島市桜ケ丘3－3－19
〒890鹿児島市武3－23－7 セジェール青山101

0992－54－5593 0992－55－4170

第393号 森 主 宜 延 鹿大・歯・小児歯科 〒891－01鹿児島市五ケ別府町4014－108
〒890鹿児島市宇宿町1208－1 0992－64－9824

0992－64－2211

一 12一



日本小児歯科学会九州地方会役員（平成2・3年度）

会　　長　　木村　光孝（九歯大）

副会長　後藤譲治（長大）

常任幹事　　木村　光孝（九歯大）

　　　　　　後藤　譲治（長　大）

　　　　　　本川　　渉（福歯大）

幹事吉田穣（福歯大）
　　　　　　武田　康男（九　大）

　　　　　　高橋清一郎（鹿　大）

　　　　　　野中　和明（九　大）

監事森主宜延（鹿大）

増田　純一（福歯大）

中田　　稔（九　大）

小椋　　正（鹿　大）

橋本　敏昭（九歯大）

樽美　哲生（長　大）

増田　純一（福歯大）

内上堀征人仇歯大・庶務担当）

角町　正勝（長　大）

日本小児歯科学会九州地方会会則

第1条

第2条

第3条

第4条

本会は日本小児歯科学会九州地方会と称

する。

本会は小児歯科に関する研究の発表と知

識の普及を計ることを目的てする。

本会の事務所は別に定める所におく。

本会の会員は九州地区に居住する日本小

児歯科学会員で構成する。

第5条　1 ．本会に次の役員を置き、役員会を構

　成する。

　会　長　1名

　副会長　2名（内⊥名は学会で小児

　　　　歯科の臨床に携わっている

　　　　者）

　幹事若干名（内5名は常任幹事、
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第6条

第7条

　　　　　　　　　並びに小児歯科の

　　　　　　　　　臨床に携わってい

　　　　　　　　　る者）

　監事2名（内1名は学外）
2．役員任期は、2ヶ年とする。ただし

　再任は妨げない。

　　なお、役員は九州・沖縄地区に居住

　　するものに限る。

1．会長は本会を代表し会務を統括する。

2．副会長は会長を補佐し、会長に事故

　　あるときはその職務を代行する。

3．常任幹事は会務に必要な事項を企画、

　　審議iし、これを執行する。

4．幹事は本会運営に参画し、本会の円

　　滑な運営を計る。

5．監事は会計及び会務を監査する。

1．次期会長・幹事は、役員会が候補者

　　を推薦し総会で決定する。

2．副会長は会長が委嘱する。

3．常任幹事は九州地区5大学歯学部小

　　　　　　児歯科主任教授とする。

　　　　4．監事は総会で決定する。

第8条　本会は毎年1回総会を開き会務の報告、

　　　　会則の改正、役員の選出、会計報告なら

　　　　びにその他の議事を決定する。

第9条　本会は毎年1回会員の研究発表会を行う。

第10条　本大会は当日会費を徴収できる。

第11条　本会には顧問をおくことができる。

第12条　本会の事務年度は4月1日より翌年3月

　　　　31日迄とする。

第13条　第8条の規定にかかわらず付則2の変更

　　　　に限り、役員会において行うことができ

　　　　る。

　〈付則＞

　　1．本会則は、昭和58年4　月から施行す

　　　　る。

　　2．本会の事務局は、

　　　　〒803　北九州小倉北区真鶴2－6－1

　　　　　　　九州歯科大学小児歯科学講座内

　　　　　　　TEL．（093）　571－9555　（内216）

■編集後記■

九州地方会会報をお届け致します。

第8回日本小児歯科学会九州地方会大会及び総会

は熊本の地で熊本市産業文化会館において盛大に

開催され、成功裡に終りました。九州地方会も年

々会員数も増し、臨床の内容も充実してきました。

今後とも会員の皆様方各位におかれましては新し

い情報の導入やご意見、ご感想などをお伝えでき

るようできるだけ努力していきたと思っておりま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　（橋本　記）

平成2年12月20日印刷

平成2年12月25日発行

　　　発行者　木　村　光　孝

　　　発行所　日本小児歯科学会九州地方会

　　　　　　　　　　　　　会報編集委員会

　　　　　〒803北九州小倉北区真鶴2丁目6－1

　　　　　　　　九州歯科大学小児歯科学講座内

　　　　　　　　　　　　TEL（093）582－1131
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