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歯科医師会に
入ろう！

進歩発達、公衆衛生の普及向上等を図っています。
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歯科医師なら

各種融資制度

どなたでも
入会できます
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◎会員向けのホームページ
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万一の病気や事故・災害にあわれた時に
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「生きる力」
を支える医療です。
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いや全ての動物は、生きるため
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最新情報
提供
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充実した
歯科医師国保と
福祉厚生
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て、
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医事紛争への
対応
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まずは下記までご連絡ください。

「生きる力を支えたい」
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福岡県歯科医師会
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地域保健
地域医療への
貢献

福岡県歯科医師会

歯科衛生士の
紹介や斡旋

FUKUOKA DENTAL ASSOCIATION
レセプトが返戻に

〜日々の歯科医療〜

保険診療に関して疑問解決への手助け
日々変化する保険診療ルールに必要な情報を随時提供します。

カルテ・レセプト請求

担当者を設置

新規に開業した入会者に

担当者を設け会員からの

アドバイス！

新人会員研修会
の開催

質疑事項に回答し疑問解決へ！！

歯科衛生士が

間違っているのか

必要なんだけどなかなか

わからないなぁ…

見つからなくて…

患者さんとトラブルが…
誰に相談すれば…

困

各地域の歯科医師会に担当者を設け医療保険関係の情報提供を行います。

なったけれど、
どこが

〜
たな
っ

健康保険料が高くて…
もっと安くならないのかなあ…
国民年金だけでは老後の事が
心配だしなぁ…

講習会などに参加して

その他、保険診療に関するサポート
医療保険に関する情報を
「医療保険だより」
「保険ニュース」
「伝達コーナー」
などの機関誌掲載を通じて提供

地域社会へ

診療報酬点数の改定に伴う歯科保険診療テキストの発行

歯科健診などで

カルテ、
レセプト、保険請求台紙及び窓口ポスターなど医療関係諸印刷物の配布

貢献したいけれど…

困ったときは
福岡県歯科医師会が
その悩みを手助け！

医療保険の解説や最新情報を提供するため社会保険講習会を開催
日本歯科医師会・九州厚生局などからの医療保険関係文書の伝達

〜歯科医師としての研鑚〜

様々な内容の講習会・研修会を開催！ 基本的に参加料は無料

〜安心できる歯科医院経営〜

弁護士・社会保険労務士・税理士による充実の対応・体制

医事紛争・医療事故発生時の
負担軽減と早期解決を目指し、
万一のアクシデントにも
経験豊富な専門部員、
嘱託弁護士がアドバイス

経営税務
労務管理
経営税務・労務管理に
対する情報の提供
歯科医院経営合理化に役立つ
歯科医業税務ダイジェストの配布
コ・デンタルスタッフの雇用確保と
労使紛争防止のための「労務管理手引書」

私たち歯科医師会ができること
誤嚥性肺炎への対応
福岡県口腔機能回復支援研究会に加入する会員を中心に摂食嚥
下障害への評価、対応などについて知識とスキルの向上をめざし、
研修会を開催しています。
またこれらで研修していただいた先生を
コアメンバーとして、地域の病院施設との連携を推進しています。

もっと勉強したいけれど
なかなか機会がなくて…

医事紛争
医療事故

〜県民のＱОＬ向上のために〜

医療
安全管理
医療安全管理に関する
研修会開催とマニュアルの
配布
専門家による医療安全対策の
ための講習会の開催
医事法制・医療廃棄物処理などに関する
各種手引書・マニュアルの配布

と
「モデル就業規則」の配布

基礎的なものから最新の歯科医療知識・技術に関する講習会、研修会を年間を通して開催しています。

日本歯科医師会
生涯研修事業への参加！
修了証や認定証の取得者は日本歯科医師会ＨＰ
「全国の歯医者さん検索」への掲載

豊富な学術情報の提供！
●福岡県歯科医学会
福岡県歯科医師会主催の歯科医学の研鑚

●身元確認研修会

会立の福岡歯科衛生専門学校で優秀な歯科衛生士の養成をしています。
無料で会員の先生方に求人情報の提供や、紹介・斡旋をしています。

●臨床研修セミナー
テーマを広く実践的知識と技術の向上を
目的にしたセミナー

●九州歯科医学大会
九州各県歯科医師会主催の学会

日本リハビリテーション病院・施設協会と共
催事業を開催しています。
これらの病院施設
との連携を推進しています。

Ｌ
О
Ｑ
平成25年3月に『福岡県

日本歯科医師会と国立がん研究セン
ターとの連携推進事業の一環として、
福岡県下18ヶ所のがん診療拠点病院
と連携協力して、がん患者さんのＱＯ
Ｌ向上を目指しています。がん手術の
術前に会員診療所にて口腔ケアを受け
ていただけるようなシステム構築を目
指しています。

歯と口の歯科保健条例』
が制定されました。
すべて
のライフステージにおい

て歯科医師会は地域の歯
科保健の向上に協力して
います。

在宅医療・要介護
高齢者への対応〜
地域と連携して訪問
歯科診療を推進

在宅医療の推進は現在の超高齢社会で
の重要課題です。行政、病院・施設や関
連職種との連携を図り、地域で完結し
た在宅医療供給体制の構築を目指して
います。

母子歯科保健
への寄与

学校歯科保健
への参加

産業歯科保健
への取り組み

行政と連携した母子歯科
保健活動へ参加できます。

歯科医師会から教委へ推薦を受けて、学校歯科医
として学校歯科保健に携わる機会が開けます。

事業所歯科健診の機会が
生まれます。

●各種表彰
本会推薦の表彰受賞の機会があります。
(叙勲、大臣表彰、県知事表彰、日本歯科医師会
会長、福岡県歯科医師会会長表彰 等）

●災害支援活動

大規模災害等で身元確認活動に
協力するための研修会

人材の紹介・スタッフの確保！！

その他

がん患者周術期
連携事業

日本リハビリテーション
病院・施設協会との協働

〜安心な暮らしのサポート〜

さまざまな保険給付や保健事業で会員の健康をバックアップ！

被災者の救済と歯科活動を行う体制を
確立しています。

●行政・各種団体・大学病院との連携
行政の行う事業への協力や病診連携の
体制を確立しています。

●福岡県歯科医師会館の利用
本会会員であればどなたでも福岡県歯科医師
会館を利用できます。会館の各会議室および
備品などの使用料が減額されます。

●パーキングタワーの利用
福岡県歯科医師会会員およびその家族が
利用できます。

福岡県歯科医師国民健康保険組合
甲種組合員(会員）、乙種組会員(従業員）
とそれぞれの家族は歯科医師国保に
加入する資格ができます。

◎総合健診(人間ドック）の補助があります
◎本組合加入者が、出産、死亡した場合、給付金が支給されます
◎保険料は一般市町村国保に比べておおむね割安
◎傷病手当金の給付
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がん患者周術期
連携事業

日本リハビリテーション
病院・施設協会との協働

〜安心な暮らしのサポート〜

さまざまな保険給付や保健事業で会員の健康をバックアップ！

被災者の救済と歯科活動を行う体制を
確立しています。

●行政・各種団体・大学病院との連携
行政の行う事業への協力や病診連携の
体制を確立しています。

●福岡県歯科医師会館の利用
本会会員であればどなたでも福岡県歯科医師
会館を利用できます。会館の各会議室および
備品などの使用料が減額されます。

●パーキングタワーの利用
福岡県歯科医師会会員およびその家族が
利用できます。

福岡県歯科医師国民健康保険組合
甲種組合員(会員）、乙種組会員(従業員）
とそれぞれの家族は歯科医師国保に
加入する資格ができます。

◎総合健診(人間ドック）の補助があります
◎本組合加入者が、出産、死亡した場合、給付金が支給されます
◎保険料は一般市町村国保に比べておおむね割安
◎傷病手当金の給付

FUKUOKA DENTAL ASSOCIATION
レセプトが返戻に

〜日々の歯科医療〜

保険診療に関して疑問解決への手助け
日々変化する保険診療ルールに必要な情報を随時提供します。

カルテ・レセプト請求

担当者を設置

新規に開業した入会者に

担当者を設け会員からの

アドバイス！

新人会員研修会
の開催

質疑事項に回答し疑問解決へ！！

歯科衛生士が

間違っているのか

必要なんだけどなかなか

わからないなぁ…

見つからなくて…

患者さんとトラブルが…
誰に相談すれば…

困

各地域の歯科医師会に担当者を設け医療保険関係の情報提供を行います。

なったけれど、
どこが

〜
たな
っ

健康保険料が高くて…
もっと安くならないのかなあ…
国民年金だけでは老後の事が
心配だしなぁ…

講習会などに参加して

その他、保険診療に関するサポート
医療保険に関する情報を
「医療保険だより」
「保険ニュース」
「伝達コーナー」
などの機関誌掲載を通じて提供

地域社会へ

診療報酬点数の改定に伴う歯科保険診療テキストの発行

歯科健診などで

カルテ、
レセプト、保険請求台紙及び窓口ポスターなど医療関係諸印刷物の配布

貢献したいけれど…

困ったときは
福岡県歯科医師会が
その悩みを手助け！

医療保険の解説や最新情報を提供するため社会保険講習会を開催
日本歯科医師会・九州厚生局などからの医療保険関係文書の伝達

〜歯科医師としての研鑚〜

様々な内容の講習会・研修会を開催！ 基本的に参加料は無料

〜安心できる歯科医院経営〜

弁護士・社会保険労務士・税理士による充実の対応・体制

医事紛争・医療事故発生時の
負担軽減と早期解決を目指し、
万一のアクシデントにも
経験豊富な専門部員、
嘱託弁護士がアドバイス

経営税務
労務管理
経営税務・労務管理に
対する情報の提供
歯科医院経営合理化に役立つ
歯科医業税務ダイジェストの配布
コ・デンタルスタッフの雇用確保と
労使紛争防止のための「労務管理手引書」

私たち歯科医師会ができること
誤嚥性肺炎への対応
福岡県口腔機能回復支援研究会に加入する会員を中心に摂食嚥
下障害への評価、対応などについて知識とスキルの向上をめざし、
研修会を開催しています。
またこれらで研修していただいた先生を
コアメンバーとして、地域の病院施設との連携を推進しています。

もっと勉強したいけれど
なかなか機会がなくて…

医事紛争
医療事故

〜県民のＱОＬ向上のために〜

医療
安全管理
医療安全管理に関する
研修会開催とマニュアルの
配布
専門家による医療安全対策の
ための講習会の開催
医事法制・医療廃棄物処理などに関する
各種手引書・マニュアルの配布

と
「モデル就業規則」の配布

基礎的なものから最新の歯科医療知識・技術に関する講習会、研修会を年間を通して開催しています。

日本歯科医師会
生涯研修事業への参加！
修了証や認定証の取得者は日本歯科医師会ＨＰ
「全国の歯医者さん検索」への掲載

豊富な学術情報の提供！
●福岡県歯科医学会
福岡県歯科医師会主催の歯科医学の研鑚

●身元確認研修会

会立の福岡歯科衛生専門学校で優秀な歯科衛生士の養成をしています。
無料で会員の先生方に求人情報の提供や、紹介・斡旋をしています。

●臨床研修セミナー
テーマを広く実践的知識と技術の向上を
目的にしたセミナー

●九州歯科医学大会
九州各県歯科医師会主催の学会

日本リハビリテーション病院・施設協会と共
催事業を開催しています。
これらの病院施設
との連携を推進しています。

Ｌ
О
Ｑ
平成25年3月に『福岡県

日本歯科医師会と国立がん研究セン
ターとの連携推進事業の一環として、
福岡県下18ヶ所のがん診療拠点病院
と連携協力して、がん患者さんのＱＯ
Ｌ向上を目指しています。がん手術の
術前に会員診療所にて口腔ケアを受け
ていただけるようなシステム構築を目
指しています。

歯と口の歯科保健条例』
が制定されました。
すべて
のライフステージにおい

て歯科医師会は地域の歯
科保健の向上に協力して
います。

在宅医療・要介護
高齢者への対応〜
地域と連携して訪問
歯科診療を推進

在宅医療の推進は現在の超高齢社会で
の重要課題です。行政、病院・施設や関
連職種との連携を図り、地域で完結し
た在宅医療供給体制の構築を目指して
います。

母子歯科保健
への寄与

学校歯科保健
への参加

産業歯科保健
への取り組み

行政と連携した母子歯科
保健活動へ参加できます。

歯科医師会から教委へ推薦を受けて、学校歯科医
として学校歯科保健に携わる機会が開けます。

事業所歯科健診の機会が
生まれます。

●各種表彰
本会推薦の表彰受賞の機会があります。
(叙勲、大臣表彰、県知事表彰、日本歯科医師会
会長、福岡県歯科医師会会長表彰 等）

●災害支援活動

大規模災害等で身元確認活動に
協力するための研修会

人材の紹介・スタッフの確保！！

その他

がん患者周術期
連携事業

日本リハビリテーション
病院・施設協会との協働

〜安心な暮らしのサポート〜

さまざまな保険給付や保健事業で会員の健康をバックアップ！

被災者の救済と歯科活動を行う体制を
確立しています。

●行政・各種団体・大学病院との連携
行政の行う事業への協力や病診連携の
体制を確立しています。

●福岡県歯科医師会館の利用
本会会員であればどなたでも福岡県歯科医師
会館を利用できます。会館の各会議室および
備品などの使用料が減額されます。

●パーキングタワーの利用
福岡県歯科医師会会員およびその家族が
利用できます。

福岡県歯科医師国民健康保険組合
甲種組合員(会員）、乙種組会員(従業員）
とそれぞれの家族は歯科医師国保に
加入する資格ができます。

◎総合健診(人間ドック）の補助があります
◎本組合加入者が、出産、死亡した場合、給付金が支給されます
◎保険料は一般市町村国保に比べておおむね割安
◎傷病手当金の給付

各種保険が団体割引に！

広がる人の輪！
福岡県歯科医師会は、医道の高揚、歯科医学の

歯科医師会に
入ろう！

進歩発達、公衆衛生の普及向上等を図っています。
そして社会や会員の福祉を増進するため、多くの
分野にわたり事業や活動を行っています。

〜各種保険・各種融資制度〜
◎損害保険

●医師賠償責任保険（団体割引20％）

●団体入院保険（団体割引30％）

●傷病保障プラン（団体割引30％）

●団体がん保険（団体割引30％）

●日歯団体所得補償保険（団体割引30％）

●個人情報漏えい保険（団体割引20％適用）

●積立傷害保険（集団扱）集団割引5％

●団体ゴルファー保険（団体割引20％適用）

●傷害総合保険

●医療施設機械総合補償保険

●火災保険（集団扱）集団割引5％

●国内旅行傷害保険

●自動車保険（集団扱）集団割引5％

●レクリエーション総合補償保険

◎グル−プ保険

◎機関誌「歯界時報」の発行(毎月)

歯科医師会を

各種保険

おすすめします！

◎院長退職金制度（小規模企業共済） ◎従業員退職金制度

◎福岡県歯科医師会ホームページ
◎日本歯科医師会による

〜歯科医師会と銀行との独自の融資〜

機関誌「日歯広報」の発行(月3回)
「日本歯科医師会雑誌」の発行(毎月)

歯科医師なら

各種融資制度

どなたでも
入会できます

◎低金利による約定融資（歯科医師会と銀行との独自の融資制度）

◎会員向けのホームページ

◎日歯青色ローン（日本歯科医師会の会員で青色申告をされている方対象の融資制度）

安心の福祉厚生事業
会員の福祉・厚生を図るために敬老祝金や弔慰金、
万一の病気や事故・災害にあわれた時に

歯科医療は
「生きる力」
を支える医療です。
「生きるということは食べ続けることである」
これは、ある哲学者がその著作の中で述べている言葉です。確かに、人は、
いや全ての動物は、生きるため

見舞金などの給付を行っています。
◎福岡県歯科医師会 … 敬老祝金、弔慰金、火災・災害見舞金
◎日本歯科医師会

… 死亡共済保険金、障害共済保険金、火災・災害見舞金、年金保険制度

◎九地連歯科医師会

… 弔慰金、廃失見舞金、火災・災害見舞金

保険請求の
最新情報
提供

※各地区歯科医師会でも福祉・厚生事業を行っています。

充実した
歯科医師国保と
福祉厚生

に食べ続けねばなりません。
とりわけ人間は、その食べるということを、単に生きるためだけではなく、美味
しい食べ物を求め、その調理方法を考え、さらにそれを食べる作法までも創り上げてきました。つまり食の
文化を創り、それを伝統として守ってきました。
このように、美味しく食べること、そして楽しい会話の場を持つこと。
これらは、国民の皆様の生活にとっ
て、
さらに充実した人生をおくることにとって、大変大きな役割を果たしています。
このような食と会話の文化を支えるために大切な役割を果たしているのが口と歯であり、われわれ歯科
医師は、それを使命として日々歯科診療に従事しています。
それでは、歯科医師の組織である歯科医師会の存在意義とはいったい何でしょうか。
私たちはそれを
「歯科医師である限り、生涯を掛けて共に学びあう組織」
であると考えています。
私たちは、
このような存在意義を根底に持ちつつ、その上に歯科医療という自らの専門領域の役割を充
実させることによって、国民の健康の保持・増進に貢献する公益的な役割を果たしていきたいと願って活動
を続けております。
日歯HPから引用抜粋

歯科医師会への入会を検討されている先生へ

医療事故
医事紛争への
対応

入会される各地区歯科医師会によって、入会金等の諸条件が
異なりますので、
まずは下記までご連絡ください。

「生きる力を支えたい」
一般社団法人

福岡県歯科医師会
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-12-43

参加費無料の
講演会や
研修会

一般社団法人

TEL.092-771-3531（代） FAX.092-771-2988

URL:http://www.fdanet.or.jp/
（H25.4発行）

地域保健
地域医療への
貢献

福岡県歯科医師会

歯科衛生士の
紹介や斡旋

各種保険が団体割引に！

広がる人の輪！
福岡県歯科医師会は、医道の高揚、歯科医学の

歯科医師会に
入ろう！

進歩発達、公衆衛生の普及向上等を図っています。
そして社会や会員の福祉を増進するため、多くの
分野にわたり事業や活動を行っています。

〜各種保険・各種融資制度〜
◎損害保険

●医師賠償責任保険（団体割引20％）

●団体入院保険（団体割引30％）

●傷病保障プラン（団体割引30％）

●団体がん保険（団体割引30％）

●日歯団体所得補償保険（団体割引30％）

●個人情報漏えい保険（団体割引20％適用）

●積立傷害保険（集団扱）集団割引5％

●団体ゴルファー保険（団体割引20％適用）

●傷害総合保険

●医療施設機械総合補償保険

●火災保険（集団扱）集団割引5％

●国内旅行傷害保険

●自動車保険（集団扱）集団割引5％

●レクリエーション総合補償保険

◎グル−プ保険

◎機関誌「歯界時報」の発行(毎月)

歯科医師会を

各種保険

おすすめします！

◎院長退職金制度（小規模企業共済） ◎従業員退職金制度

◎福岡県歯科医師会ホームページ
◎日本歯科医師会による

〜歯科医師会と銀行との独自の融資〜

機関誌「日歯広報」の発行(月3回)
「日本歯科医師会雑誌」の発行(毎月)

歯科医師なら

各種融資制度

どなたでも
入会できます

◎低金利による約定融資（歯科医師会と銀行との独自の融資制度）

◎会員向けのホームページ

◎日歯青色ローン（日本歯科医師会の会員で青色申告をされている方対象の融資制度）

安心の福祉厚生事業
会員の福祉・厚生を図るために敬老祝金や弔慰金、
万一の病気や事故・災害にあわれた時に

歯科医療は
「生きる力」
を支える医療です。
「生きるということは食べ続けることである」
これは、ある哲学者がその著作の中で述べている言葉です。確かに、人は、
いや全ての動物は、生きるため

見舞金などの給付を行っています。
◎福岡県歯科医師会 … 敬老祝金、弔慰金、火災・災害見舞金
◎日本歯科医師会

… 死亡共済保険金、障害共済保険金、火災・災害見舞金、年金保険制度

◎九地連歯科医師会

… 弔慰金、廃失見舞金、火災・災害見舞金

保険請求の
最新情報
提供

※各地区歯科医師会でも福祉・厚生事業を行っています。

充実した
歯科医師国保と
福祉厚生

に食べ続けねばなりません。
とりわけ人間は、その食べるということを、単に生きるためだけではなく、美味
しい食べ物を求め、その調理方法を考え、さらにそれを食べる作法までも創り上げてきました。つまり食の
文化を創り、それを伝統として守ってきました。
このように、美味しく食べること、そして楽しい会話の場を持つこと。
これらは、国民の皆様の生活にとっ
て、
さらに充実した人生をおくることにとって、大変大きな役割を果たしています。
このような食と会話の文化を支えるために大切な役割を果たしているのが口と歯であり、われわれ歯科
医師は、それを使命として日々歯科診療に従事しています。
それでは、歯科医師の組織である歯科医師会の存在意義とはいったい何でしょうか。
私たちはそれを
「歯科医師である限り、生涯を掛けて共に学びあう組織」
であると考えています。
私たちは、
このような存在意義を根底に持ちつつ、その上に歯科医療という自らの専門領域の役割を充
実させることによって、国民の健康の保持・増進に貢献する公益的な役割を果たしていきたいと願って活動
を続けております。
日歯HPから引用抜粋

歯科医師会への入会を検討されている先生へ

医療事故
医事紛争への
対応

入会される各地区歯科医師会によって、入会金等の諸条件が
異なりますので、
まずは下記までご連絡ください。

「生きる力を支えたい」
一般社団法人

福岡県歯科医師会
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-12-43

参加費無料の
講演会や
研修会

一般社団法人

TEL.092-771-3531（代） FAX.092-771-2988

URL:http://www.fdanet.or.jp/
（H25.4発行）

地域保健
地域医療への
貢献

福岡県歯科医師会

歯科衛生士の
紹介や斡旋

