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公益社団法人  日本歯科医師会

― 歯科医師の倫理綱領 ―

われわれ歯科医師は、日頃より歯科医学および歯科医療の研鑽を通じて培った知識や技術を
もって、人々の健康の回復と疾病の予防のために貢献するものである。

一、専門職として歯科医学と歯科医療の発展のために尽くし、医療倫理の実践に務める。

一、専門職であることを念頭に、法を遵守し適切な説明を行い、常に愛情を持って患者
のために社会的使命を果たすように努める。

一、自己の知識、技術、経験を社会のために提供し、社会福祉および国民の健康向上の
ために努める。

表紙に寄せて

（A. K）

　熊本地震本震にて崩落した阿蘇大橋が
新阿蘇大橋として復旧しました。ゴルフ
場へ行く際も迂回せず、スムーズになり
ました。帰りも２車線化されたせいか、
渋滞も以前より緩和されたようです。
　また展望所「ヨ・ミュール」も併設され、
四季折々の景色を堪能できます。
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平穏な日常をありがたく感じた１年

副会長　椿　 　誠

　会員の皆様、常日頃より歯科医師会の運営に大変お世話になっております。早いもので伊

藤執行部の１期目が幕を閉じようとしています。この執行部は令和元年６月より２年が経と

うとしていますがその間、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、水害と５年前の熊本

地震に続きまたもや災難が起きており会員の先生方も何事もない日常生活を懐かしく感じら

れるのではないでしょうか？特に新型コロナに追い討ちをかけるように水害に被災された人

吉・水俣・球磨・八代の先生方は大変なご苦労をされ、未だに復旧されていない先生もおら

れる事に心よりお見舞い申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症は、令和３年４月半ばより第４波が猛威を振るい始め、GWも

終わり今後もっと増えていく可能性があります。ワクチン接種もようやく始まっていますが、

まだまだ会員全てが接種できる数が確保出来ずにおります。１日も早いワクチン確保が出来

ればと思っております。

　また会員の先生方におかれましては、口腔内の徹底した清掃が県民のコロナ感染の抑止力

に繋がる事を信じて、歯科医院に通院している患者さんを感染から守るべく、口腔衛生指導

及び治療、今までと同様に院内感染防止の継続をお願い致します。

　社会保険所管より社会保険支払基金情報としましては、令和４年10月よりレセプトの一

部がAIにより審査される事が決まっております。最近の数年間において、まずは基金と国

保の意見の統一、また九州管内の支部間格差を出来るだけなくすべく九州各県の担当者と意

見交換を充実させ各県とのすり合わせを行って参りましたが、今後も継続して頑張っていき

たいと思っております。返戻等は減点になるものばかりではなく増点になるものもございま

す。返戻されたレセプトは何が間違いなのかをしっかり確認頂き、正しいレセプト請求を御

願い致します。

　学術所管からは今期中止となった事業もありましたが、今後はWebなども活用しながら

講演会などの企画を考えております。日歯の生涯研修事業も施設基準の達成などの為にも、

うまくご活用頂ければ幸いです。

　今後とも熊本県歯科医師会の事業にご協力頂きますようにお願い申し上げます。
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逆風を発想の転換に

― 第24回理事会 ―
　４月27日（火）午後７時より県歯会館にて
伊藤会長他全役員、牧学院長出席のもと開催
された。
１．開会：椿副会長
２．挨拶：伊藤会長

　本日もお忙しい中ご参集いただき、ありが
とうございます。日々の診療における感染予
防対策は大変ですが、変異株も出ております
し、ここが踏ん張りどころです。また、学校
健診の実施も難しく悩ましいところですが、
感染予防対策をしっかりした上で行えば万が
一の際も濃厚接触に該当しませんので、この
事も会員の皆様へ再度周知したいと思いま
す。新年度が始まりましたが、理事の皆様も
タイミングを見計らいながら事業を進めて下
さい。今は逆風が吹いている状況ですが、例
えば、飛行機は逆風が無ければ飛ぶことはで
きません。そして逆風が強いほど、より高く
飛ぶことができます。我々もこの逆風を発想
の転換により良い好機と捉え、より良い事業
を展開してほしいと考えています。本日も慎
重審議をよろしくお願いいたします。

３．議長選出：伊藤会長
４．議事録署名人：増田･水上監事、伊藤会長
５．令和２年度・令和３年度会務報告：
　　（自：令和３年３月19日～

至：令和３年４月23日）
　本会総務：理事会、常務理事会、臨時代議

員会、総合政策推進プロジェク
ト会議

　学　　術：学術委員会
　社会保険：社会保険委員会
　地域保健：都道府県歯科医師会地域保健・

産業保健・介護保険担当理事連
絡協議会

　広　　報：『熊歯会報』４・５月号の校正
　学校歯科：学校歯科委員会

　医療対策：医療相談・苦情事例報告
　センター・介護：都道府県歯科医師会地域

保健・産業保健・介護保
険担当理事連絡協議会

　学　　院：学院教務委員会、学院入学式
　以上、各担当役員より報告がなされた。
６．報告事項：
　１．退会会員
　　◦故　原口 泰　会員（第１種／荒尾市

／閉院）令和３年４月４日　ご逝去
　　◦故　遠山 啓介　会員（第１種／熊本

市／閉院）令和３年４月11日　ご逝去
　　◦故　小嶋 立州　会員（第１種／山鹿

市／小嶋歯科医院）令和３年４月12
日　ご逝去

　　◦故　松田 愛人　会員（終身会員／天
草郡市／閉院）令和３年４月15日　
ご逝去

　　◦長田 明子　会員（第３種／熊本市／
伊東歯科口腔病院）令和３年３月31
日　県外転出のため

　　◦北原 佑樹　会員（第３種／熊本市／
熊本パール総合歯科･矯正歯科･こど
も歯科クリニック健軍医院）令和３年
３月31日　退職のため

　２．職員の人事異動
　　⑴　退　　職　事務局長　田原 牧人

（令和３年３月31日付）
　　　　　　　　　契約職員　辻 雅子

（令和３年３月31日付）
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　　⑵　採　　用　事務局長　岡㟢 光治
（令和３年４月１日付）

　　　　　　　　　契約職員　桑田 裕加里
（令和３年３月17日付、本会受付）

　　　　　　　　　契約職員　池田 智子
　　　　 （令和３年４月１日付、事業課・災

害対策・警察歯科担当）
　　⑶　異　　動　課長補佐　田尻 康代
　　　　 （令和３年４月１日付、連盟・選挙

管理委員会担当）
　　　　　　　　　書　　記　緒方 和典
　　　　 （令和３年４月１日付、事業課・ケ

イデーエムユー担当）
　　⑷　昇　　任　国保課　課長補佐
　　　　岡 千香子（令和３年４月１日付）
　３．クールビズの実施
　　　クールビズを５月１日から９月30日ま
で実施することを報告した。

　４． 九州各県歯科医師会次期会長会議内容
　　　日歯理事は馬場理事が学術委員会を継
続する。日歯医学会評議員、同予備評議
員に伊藤会長、牛島専務が就任する予定。
九州歯科医学大会はWebで実施する。

　５．日歯臨時代議員会
　　　地区代表事前質問の再質問への回答
　　　再質問への回答を報告した。
　６．令和３・４年度生きる力を育む歯・口の
健康づくり推進事業実施要領の一部変更

　　　本県の推進校は大津南小に決定したこ
とを報告した。

　７．令和２年７月豪雨に係る九地連災害見
舞金支給

　　　九地連災害見舞金支給状況を報告した。
　８． ２月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

　９． ３月末会計現況
７．連絡事項：
　１．令和３年４月行事予定
８．承認事項：
　１．新入会員の承認【承認】
　　　第１種会員２名、第４種会員２医療機
第１種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

宮
みやはら

原　光
みつはる

春 球磨川歯科医院 人吉市下原田町荒毛1433-1-2 九州大学歯学部

日
ひ

高
だか

功
こう

司
し

郎
ろう
並木坂歯科ひだか 熊本市中央区南坪井町6-7

　　 グランフェリーチェ並木坂１Ｆ 福岡歯科大学

関の入会を承認した。
　　令和３年度入会状況（４月末）
　　第１種会員／２名
　　第４種会員／２医療機関
　２．関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼【承認】

　　◦熊本県防災会議委員等の委員／熊本県
　　◦熊本県地域リハビリテーション支援セ

ンター運営委員／熊本地域リハビリ
テーション支援協議会

　　　　現職のとおり防災会議委員は伊藤会
長、支援センター運営委員は長野理事
を推薦することを承認した。

　３．後援名義の使用依頼【承認】
　　◦熊本県母性衛生学会学術集会
　　　名義後援の使用許諾を承認した。
　４．関係機関・団体への会費等の納入【承
　　認】
　　◦熊本県日中協会　法人年会費・熊本県

社会保険協会　協会年会費
　　　会費等の納入を承認した。
　５．安心・安全歯科医療推進制度　基準達
成証【承認】

　　　６月発送の基準達成証を承認。今年１
年間、制度の周知を図り、新たな制度は
令和４年４月から開始とする。

９．議題：
　１．第22回令和２年度くまもと歯の健康文
化賞受賞者【承認】

　　　個人の部で山根早織氏を表彰すること
を承認した。

　２．保存期間を経過した文書の廃棄【承認】
　　　文書の廃棄を承認した。
　３．令和３年度8020研究事業公募【承認】
　　　実績はなく、応募を見送ることにした。
　４．令和３年度定時代議員会日程【承認】
　　　定時代議員会日程内容を承認した。
　５． 令和３年度第１回臨時代議員会日程【承
認】

　　　第１回臨時代議員会日程内容を承認し
た。

第4種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

山
やま

田
だ

　崇
たかひろ

弘 すこやか歯科クリニック 熊本市中央区本山1-6-19 九州歯科大

森
もりかわ

川あかね
熊本パール歯科矯正歯科
こども歯科クリニック
AMUPLAZA熊本院

熊本市西区春日3-15-26
アミュプラザくまもと531区画 九州大学歯学部
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　６．年間プロモーション【承認】
　　　ＴＶスポット番組やＣＭのプロモー
ション申し入れがあったが、今後、委員
会で内容を煮詰めて、理事会で再度検討
する。

　７．九州歯科医学大会（案）【承認】
　　　大会（案）の方針で準備を進めること
を承認した。

　８．次期理事会定期開催の曜日【承認】
　　　７月より水曜日に開催することを承認
した。

10．協議事項：その他

11．監事講評：
　増田監事より「新型コロナの第４波で３度
目の緊急事態宣言となった。地元郡市でもク
ラスターが発生しており、我々も改めて感
染予防対策が重要だと思う。」、 水上監事より
「日歯福祉共済制度の審査方法見直しに関す
る質問への日歯の回答は、スピード感が感じ
られない。今後も日歯への提言を継続してほ
しい。」と述べられた。
12．閉会：椿副会長

（広報　神㟢 理子）

令和３年度定時代議員会 開催のお知らせ
　下記の通り令和３年度定時代議員会を開催いたしますのでお知らせします。

記
　　　　　　　日時：令和３年６月19日（土）午後２時30分～
　　　　　　　会場：熊本県歯科医師会館 　４階ホール

 ［議　事］
第１号議案　令和２年度一般社団法人熊本県歯科医師会会計決算（案）の承認

を求める件
　　　　　　　《　監　査　報　告　》
　　　　　　　　　　　決算監査報告書
　　　　　　　　　　　公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告書
第２号議案　理事の選任に関する件　
第３号議案　監事の選任に関する件
第４号議案　日歯代議員及び日歯予備代議員の選任に関する件

 ［協　議］
１．熊本歯科衛生士専門学院学則の一部変更について
２．時局対策について
３．その他
　
　※代議員会は公開となっています。傍聴を希望される場合は、会議場後方に
席を用意してありますので、事務局に必ずご連絡のうえご来場下さい。

　※新型コロナウイルスの拡大状況によっては、一部制限をすることがありま
すので、ご了承ください。
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　熊本県国保連合会の会報誌「国保くまもと」（隔月発刊）にて歯の健康講座と題してシリーズ
掲載する事になった。熊歯会報でもその内容を紹介する。

　2019年中国湖北省武漢で発生した重症急性呼吸器症候群コロナウイルス２（SARS-CoV-2）に
よって引き起こされた新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、全世界で猛威をふるい、
2020年３月11日に世界保健機関（WHO）からパンデミックが宣言され, 我が国でも死者数は欧
米と比較して少ないもののPCR検査による陽性者の急増により、緊急事態宣言発出の措置がと
られた。その状況下、歯科医師、歯科衛生士といった、歯科医療従事者は最も感染リスクの高い
業種と指摘され（今日現在においても歯科医院における新型コロナウイルス院内感染は報告され
ていない。）、患者にも受診控えが発生し、定期的なメンテナンスや継続した治療の中断が多々見
られる事となった。これは保存可能な歯牙をやむなく抜歯せざるを得ない事態となったり、歯肉
疾患の悪化など口腔内環境の悪化を招いてしまう事も懸念された。近年、口腔内を不潔にしてし
まうと、呼吸器をはじめ様々な全身疾患との関連も示されるようになり、間接的に身体の入り口
である口腔の環境の悪化が、全身の健康を脅かす事も同様に懸念された。
　SARS-CoV-2は、上咽頭の分泌物および唾液に多く存在するとされ、感染者から発せられる飛
沫やウイルスに曝露された箇所への接触を介して、鼻・口・目の粘膜から侵入すると考えられて
いる。歯科治療はその特性から唾液・飛沫・エアロゾルに曝される危険性があり、従来よりのス
タンダードプリコーションの概念に基づいた感染対策に重ねて、更なる感染対策を講じる必要が
あり、これまで一般的に遵守されてきた標準予防策に加えて、特にエアロゾル感染を生じるとさ
れるこの感染対策の歯科医師会の取り組みを示す。

歯科とSARS-CoV-2について
　インフルエンザウイルスの人への感染においてはプロテアーゼの存在が不可欠であるが、プロ
テアーゼ産生菌は口腔内にも認められ、特に歯周病原菌の中にはプロテアーゼを有するものがあ
る。即ち、口腔内の清潔を保ちそれらの細菌群を減少させることは、インフルエンザ予防に一定
の効果があることはすでに報告されている。
　口腔内粘膜特に舌背部にはSARS-CoV-2のスパイク蛋白質と結合する宿主受容体アンギオテン
シン変換酵素２（ACE2）が豊富に存在することは示されており、またSARS-CoV-2感染に必要
なプロテアーゼである膜貫通型プロテアーゼセリン２（TMPRSS2）が唾液腺に発現しているこ
とがすでに示されている。前述のように、口腔内細菌、特に歯周病原菌P.gingivalisなどはプロ
テアーゼを有しており（これらのSARS-CoV-2感染との関連は明らかでは無いが）口腔内を清潔
かつ、健康に保つことは、COVID-19についても一定の効果が期待されると推測される。
　また、唾液中にはRNAウィルスに対する抑制因子であるRNase、IgAなど抗ウィルス作用の
ある成分も含まれている。（特にIgAは日本人には欧米人と比較して100倍ほど欠損症の患者が
少なく、日本人が重症化しにくい要因の一つかもしれないとも言われている。）１日に0.5 ～ 1.5
ℓ分泌される唾液を正常に分泌させるには、健康な歯牙、歯肉を維持し、また歯牙が欠損してい
る場合においては、適切な義歯を装着して食べる、話すといった正常な機能を取り戻し、口腔周
囲筋を存分に賦活することが必須である。

学術
だより

コロナ禍における歯科受診と感染対策

理事　馬場　一英
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歯科治療における感染対策
　歯科治療においては、歯牙の切削のため注水下での高速回転切削器具の使用や、超音波スケー
ラーを用いた歯石除去など、唾液や血液を含むエアロゾルを発生させる。
　そもそも口腔内には、SARS-CoV-2の細胞侵入受容体であるACE2（アンギオテンシン変換酵
素Ⅱ）が多く存在し、特に舌表面には多量に分布していると報告されており、感染者の体内で増
殖したウィルスは、口腔内、特に唾液に多量に存在するとも報告されている。
　これらを使用した処置で発生したエアロゾルは、粒子の大きいものは半径約２mの範囲に短
時間で落下すると考えられるが、微細な粒子は診療室の空間に長く存在することとなる。SARS-
CoV-2はエアロゾル内で３時間、環境表面上３～７日間感染力を維持すると報告されている。

１　患者及び歯科医師、スタッフの体調管理
　来院者の全てについてSARS-CoV-2感染者を篩い分ける事は不可能である。そのため来院者全
てに、検温、問診（体調、流行地域への渡航歴等）を行い、発熱や疑わしい症候のある者は処置
を延期する。また医院スタッフについても毎朝検温と体調管理を行い、不調のあるものは業務よ
り外す。

２　治療器具の滅菌、施術者の個人防護
　歯科においては、従前より標準予防策の概念に基づき感染予防対策を行ってきた。
治療に使用するピンセット、ミラーといった小器具をはじめ、ほぼ全ての器具が、患者の体液に
触れるため、それらはオートクレーブによる滅菌を行っている。
　しかしながらSARS-CoV-2に対しては、エアロゾルに対してもケアが必要な為、更なる対策を
要する。
　歯科医師が使用する個人防護具としては、サージカルマスク、白衣、ディスポーザブルグローブ、
ゴーグルおよびフェイスシールドであるが、血液を含むエアロゾルを発生させる処置には、キャッ
プ、アイソレーションガウン、N95マスクを処置によって装着し、口腔外バキュームを使用して、
エアロゾルの拡散を可及的に最小限にするよう努めている。
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３　施設内の「密」の回避
　診療室内に限らず、フィジカルディスタン
スを確保する事は重要である。しかしながら
歯科医院においては患者待合室の混雑や、診
療室内においては患者、術者、アシスタント
といった比較的人口密度の高い状況を作りや
すい。そのため余裕を持った患者のアポイン
ト設定を心掛けるようにし、それでも待合室
が混雑する際には、車で待機してもらうなど
の措置を取っている。診療室内においても
出来るだけ過密な状況を避けるが、 術中は患
者、術者、アシスタントという人口密度の高
い状況にならざるを得ないため、アシスタン
トにも術者同様のPPEを装着させる。

４　処置前のうがい
　１～ 1.5％過酸化水素水、0.2 ～１％ポピド
ンヨード、0.05 ～ 0.1％塩化セチルピリジニ口腔外バキューム

ウムなどを用いてのうがいは、口腔内の微生物を減少させるのに有効であり、従来より日常的に
行われている。ただしこれらの抗菌成分含有洗口剤が、SARS-CoV-2に有効であるというエビデ
ンスは不透明である。

５　施設の消毒、換気
　患者の処置毎に座っていたユニットチェアー及びその周辺を70％消毒用エタノールに浸漬し
たクロスで清拭した上で、周囲のドアノブや診療用什器も含めて清拭する。また、バキュームだ
けでは処理しきれない残存したエアロゾルに対して、患者の治療毎や休憩時間の窓開けによる換
気、換気扇の継続使用、空気清浄機の設置などの対策をとっている。

　歯科医師会では、下記のチェックシートを準備して、医院の感染対策を確認しています。各会
員の努力により、前述のように歯科医院内での新型コロナウイルスの院内感染は生じておりませ
ん。どうか安心して歯科医院を受診して、お口の健康のメンテナンス、早めの治療を心がけてく
ださい。
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人吉市歯科医師会

次期会長は、齋藤健三会員へ

― 通常総会 ―
　４月３日（土）午後４時より人吉市内の華の
荘リゾートホテルにおいて標記会議が執り行わ
れた。最初に愛甲副会長の開会の辞につづき中
原会長より会長挨拶をいただいた。
　各会務、会計の報告事項の後、事業計画、一
般会計の予算、連盟会計の予算など慎重にかな
りの多くの時間をかけて審議された。最後の議
事では、中原会長の任期満了に伴う次期会長選
出が行われ次期会長には、齋藤会員が満場一致
で選出された。議事も済み、続いて今回は、長
寿の祝い及び熊本県学校医功労賞の紹介があ
り、盛り沢山の通常総会となった。
　総会の報告は、以上ですが、最後に中原会長
の挨拶を全文以下に載せることにしました。ご
存知の通り、人吉市歯会は、去年７月に豪雨水
害により多大なる損害を受けました。その中で
伊藤県歯会長をはじめ、県歯会員の方々、他都
道府県歯会の方々には、早期より暖かい手を差
し伸べてくださり感謝申し上げます。中原会長
の挨拶ですが、県歯会員の皆様に気持ちが伝わ
ればと掲載させていただきました。どうかご理
解ください。
【令和２年度通常総会挨拶】（中原正弘会長）
　人吉城の桜も散り始めているころですが、本
日は、年度初めのご多忙な中、通常総会にご出
席いただきありがとうございます。昨年度は新
型コロナウイルス感染症の影響で、オリンピッ
クをはじめ、あらゆる講演会、研修会、祝賀会

新会長に選出された齋藤会員

郡市会報告

などが延期や中止となりました。
　会員の皆様には各療所において、感染予防対
策をしっかりしていただき、１人の感染者も出
さなかったことに対し感謝申し上げます。さら
に、咋年は７月の未曽有の豪雨災害によりまし
て、人吉市歯会の26診療所の半数にあたる13
診療所の医院・自宅が被災しました。理事会も
半数の先生方が被害を受けまして、通信手段も
限られる中、一時は会の機能も停止したような
状況でした。現在のところ、被災された13医
院のうち10医院は大体復旧されました。後の
２医院は４月中には再開予定です。ただし、今
後移転を余儀なくされている方々も複数名おら
れ、まだ完全に復旧とは言えない状況です。
　このような中、会員の先生方には、ご不自由
をかけたことがあったかと思いますが、色々な
面でフォローしていただいた先生方にはあらた
めて感謝申し上げます。有り難うございました。
　このような暗いニュースの中ですが、本日は
めでたく傘寿と古稀および還暦のお祝いの6人
の先生方（那須会員、武末憲一会員、辻会員、
清水会員、相良会員、齋藤会員）には、誠にお
めでとうございます。また、長年にわたる学校
保健功労の先生方にも、後程、会からお祝いを
呈させていただきますので、お受け取りの方
よろしくお願いいたします。最後になりますが、
私の任期もあと3か月足らずとなりました。あ
りがとうございました。

（御手洗 肇）
挨拶される中原正弘会長
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球磨郡歯科医師会

豪雨災害からの復興
― 球磨川鉄道に寄付 ―

　７月４日の豪雨災害の後、球磨郡歯会と人吉
市歯会へ隣接県である宮崎県歯会の若手歯科医
師会「若しゃん会」より、人吉・球磨の災害復
旧支援に行きたいがコロナ禍で県外からの支援
が叶わないとの事で、人吉市・球磨郡両歯科医
師会に支援金30万円を送って頂きました。隣
接する地域とは言え他県の歯科医師会の心遣い
に大変感謝し励まされました。
　人吉市歯会と相談し被害の大きかった人吉市
と比較的少なかった球磨郡で２：１で分割しま
した。せっかく若しゃん会の御厚意で頂いた貴
重な支援金であるため、できる限り多くの人に
役立つよう有意義に使いたいとの事で会員全員
知恵を絞りました。その結果、人吉市から湯前
町まで人吉球磨盆地の中心部を流れる球磨川に
沿って東西に運行している第三セクターの球磨
川鉄道へと寄付する案が持ち上がりました。球
磨川鉄道は人吉球磨地域の学生の通学、通勤、
お年寄りの通院など言わば交通手段の選択肢の
少ない方のための日常の足として利用されてい
るローカル鉄道です。昨年の豪雨により球磨川
に架かる鉄道は全壊、路線は各所で寸断され復
旧の見通しも立っていない状態が続いていま
す。高校生の通学者用に代替バスが運行してい
るが乗車できるのは学生のみであり、乗車定員
が鉄道車両に比べて少ないため通学時間になり

球磨川鉄道の早期復旧を願って

通学生が集中すると定員オーバーで乗車できな
い事もあり不便を強いられている状態です。乗
車できなかった生徒は保護者が送迎しなければ
ならないなど高校生をもつ保護者は悩みの種の
一つとなっています。またバス輸送のため時間
的には鉄道よりも多くの時間が必要となりま
す。今まで球磨川鉄道に乗車していた一般の乗
客は球磨川鉄道が復旧するまで交通手段は運行
本数の少ない路線バスのみの状態です。そこで
一日でも早い球磨川鉄道の復旧を願い若しゃん
会からの支援金と向江会長の個人的な支援を含
め球磨郡市会より30万円を熊本地震から５年
を迎えた４月14日の節目の日に球磨川鉄道本
社に寄付し球磨川鉄道スタッフの方々を激励し
ました。

（塚本 卓也）
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　熊本市植木町の添田会員よりバトンを受け
ました熊本市西区で開業しています町田宗一
郎と申します。添田先生は、医療対策委員会
で一緒に仕事をさせて頂き尊敬している先輩
です。
　私（当時42歳）は、平成24年第１回熊本
城マラソンにエントリーして以来ランニング
を続けています。タバコを止めアルコールの
量が増え気付いたら体重が76キロありまし
た。血液検査の数値も異常値が出始めなんと
かダイエットしたい、そんな気持ちでマラソ
ンを始めました。歯科医師会メンバーで「歯
知ろう会」を結成し奥田良樹会員に走る基本
を教えて頂きました。走るきっかけを作って
頂いた奥田先生には、大変感謝しております。
走り始めて約10年になった現在、体重62キロ、
体脂肪13％、γーGTPは300から30になりま
した。朝５時から10キロ１時間弱毎日トレーニ
ングして食事もかなり気を付けるようになり
ました。朝は人参リンゴジュース、昼は野菜
スープ・ナッツ類・果物、夜は野菜中心に、
豆類、肉・魚を少量と玄米。週３日は休肝日
を作るよう努力しています。動物性の食物や
アルコールを止めようと決意したこともあり
ましたが挫折しました。一人ではなかなかモ
チベーションが保てないため奥田先生の紹

介で「て
れっとウ
ルトラマ
ラソンク
ラブ」に
参加し、
阿蘇カル
デラスー
パーマラ
ソ ン100
キロに２
回参加さ
せて頂き

ました。異業種の方々が多数集まっているク
ラブでマラソン以外の人生についても勉強させ
て頂いてます。また走り始めてからの夢であっ
た2019年別府大分毎日マラソン（別大）に
出場し、３時間21分自己ベストでゴールし
ました。別大は、公式記録で３時間半を切ら
ないと出場権が得られず素人ランナーにとっ
ては非常に厳しい関門です。別大出走時、
IPS細胞の山中教授と並走できたことは大き
な喜びでした。ノーベル賞受賞の山中教授が
３時間半を切るぐらいに日々練習されてい
るのだから、 忙しいから時間が取れない、歳
取ったから走れないなどの言い訳はしないと
心に決めました。
　最近では新型コロナの影響で大会がないの
ですが、熊本城マラソン以外にホノルル、別
大、延岡、天草、菜の花などフルマラソン
を中心にエントリーしています。現在51歳、
目標はフルマラソンで３時間10分を切る事、
80歳まで仕事、マラソンを続ける事です。
外を走る事により自然に触れ、新鮮な空気を
体いっぱいに吸い込み、日々リフレッシュし
ています。歳をとってもできますし、ひとり
でいつでもできる最高の運動だと思います。
ぜひ運動されてない方はジョグからでも始め
てみませんか。
　次回は公私ともに仲良くしてもらってい
る、同じ時期に隣り同士で開業した椿賢会員
にバトンを託します。

リレー投稿
○54

　　　　　　目標は80歳まで仕事、マラソンの継続

熊本市　まちだ歯科クリニック　町田 宗一郎　

2017延岡西日本マラソン　初サブ3.5

毎日のマラソンコース　藤崎台のクスノキ群　
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熊本に来て
熊本市　なないろデンタルクリニック　秋吉 愛花

　この度熊歯乙女のひとりごとに執筆させて
いただくこととなりました。とはいえ昔から
特に何の趣味や特技もなく、熊本で開業させ
て頂いて以来よりいっそう時間が無くなり、
仕事に追われる毎日を送っています。朝は子
供を保育園まで車で送り、診療所に直行し診
察にあたり、診療時間終了後は息を切らしな
がら子供のお迎えに行き一緒に夕食を摂りお
風呂と寝かしつけ。その後たまった家事と残
業をして夜中に就寝という慌ただしいサイク
ルを繰り返しています。昨年は特に新型コロ
ナウイルスの蔓延に翻弄される日々を送りま
した。現代のようにテクノロジーが発達した
時代になっても目に見えない大きさのウイル
スに世界中が危機的状況に陥り、感染情報に
混乱しました。普段から感染対策は気を付け
ていましたが、衛生用品の不足と急激な値上
げで今後の診療への影響を懸念しました。今
年になってからは品不足はかなり解消され、
今のうちにまた今後このような状況に陥った
ときどう対応していくかを考えていかなけれ
ばいけないと思っています。
　保育園の側の桜並木がいつの間にか満開を

迎え、子供
にまた咲い
てるねと言
われていつ
の間にかコ
ロナウイル
スの問題に
一喜一憂す
る一年間が
過ぎたこと
を実感しま
した。今度
はワクチン
の不足が世
界的に問題
になってい
ますが、ウ

イルスに対抗する光明は見えてきているよう
に思えます。この記事が掲載される頃には自
分のような歯科医療従事者にもワクチン接種
の順番がまわってきているかもしれません。
　開業して２年半経ちますがまだまだ知らな
いことばかりで未熟さを痛感することが多い
です。開業前はいつか開業してから本格的に
勉強しようとなんとなく思っていましたが、
それは誤りであり、開業前にきちんと未熟な
分野の勉強をしていれば良かったと痛感して
います。また、開業したら主に診療するのは
歯科医師である夫で、自分は育児を主にしな
ければならないので診療はどこまで手伝える
だろうと思っていましたが、気が付いたら毎
日のように院長として責任ある治療を請け
負っていました。多忙な日々を送る為体重が
減ったのではないかと心配しましたが、何故
か体重と腹囲は一年ごとに１㎏、１㎝ずつ増
加しているので、運動不足と焦っています。
熊本に来てから既に６年たちますが、いろい
ろな出来事が重なり、まだせっかくの熊本の
名所に訪れたことがほとんどありません。外
出を心置きなくできるようになった時に運動
もかねて熊本の名所を周ってみようと楽しみ
にしています。

水前寺公園での家族写真

熊歯乙女の
ひとりごと⑥

保育園側の桜の写真
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37

― ―

報 告

　４月４日（日）に歯科医療機器メーカーの
株式会社チームフォーチュン（小川篤史社長）
より無配管の可搬式歯科用ユニット２台を寄
贈していただきました。同社はこのユニット
を災害発生時に被災者の歯の治療に役立てて
いただきたいと以前より考えておられ、大野
俊幸様を介して本会へ紹介されました。（大
野様はスーパーボランティアとして全国各地
の被災地で支援活動されており、令和２年７
月豪雨災害においても熊本で活動されており
ます。）
　当日は、早朝より菊池郡市歯会館、その後
八代歯会口腔保健センターにユニットが設置
され、午後４時より県歯会館３Ｆにて寄贈引
渡し式を執り行いました。小川社長より目録
の贈呈と寄贈の経緯についてお話があり、こ
れを受けて伊藤会長が「大切に使わせていた
だきます。」と感謝状を贈呈しました。
　可搬式歯科用ユニットの構成は歯科診査・
診療用チェアー（大人２人で運べる重さ75
㎏）、L E D式無影灯（可動式）、移動式スピッ
トンの合計150万／台相当のもので、通常の
ユニットと異なり水道やエアー（コンプレッ
サー）の配管が不要（水はボトルに入れ、排
水もボトルに貯めるタイプ）で電源さえあれ

ばどこでも使用でき、バキューム、エアー等
診療室のものと遜色ないパワーがあり今後の
活用に期待できると思われます。
　日曜日にも関わらずチームフォーチュンの
小川社長はじめ社員の方々、両郡市歯会の山
口会長、髙木会長には設置、保管にご協力い
ただき誠にありがとうございました。

（常務理事　宇治 信博）

　下記URLまたはQ Rコードを読み込んでいた
だきますと動画をご覧いただけます。

寄贈引渡し式
https://youtu.be/W2PotaBsn4A

ユニットの取扱説明
https://youtu.be/IT3e4a-RCgY

伊藤会長より感謝状を

可搬式歯科用ユニット　寄贈引渡し式

大野社長より贈呈
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ご　訃　報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

緒方　史朗 先生
令和３年５月11日　ご逝去　88歳

◦郡　市　名：熊本市
◦入会年月日：昭和44年11月27日

片岡奈々美 先生
令和３年５月20日　ご逝去　49歳

◦郡　市　名：熊本市
◦入会年月日：令和２年６月９日

花田　桂助 先生
令和３年５月21日　ご逝去　93歳

◦郡　市　名：人吉市
◦入会年月日：昭和30年４月１日

（ご逝去日順）
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①今もっとも関心のあることを教えてください。 
②自分が希望する歯科診療とはどのようなものだとお考えですか。 
③他の歯科医院にはない自分の医院の特色を教えてください。 
④今後の抱負は何ですか。 

第１種会員第１種会員 第４種会員第４種会員
宮

（ミヤハラ　ミツハル） 
原　光春

人吉市下原田町荒毛1433-1-2

球磨川歯科医院

①新型コロナ。
②患者満足度が高い
③全身健康を考慮した歯科治療を行う。
④多くの方に長く愛される歯科医院を目指す。

山
（ヤマダ　タカヒロ）

田　崇弘

熊本市中央区本山1-6-19

すこやか歯科クリニック

日
（ヒダカ　コウシロウ）

高　功司郎

熊本市中央区南坪井町6-7
グランフェリーチェ並木坂１Ｆ
並木坂歯科ひだか

①地域の方々が歯科医院に対して何を求めて
いるか何を発信すればより興味をもってい
ただけるか

②その方のバックグラウンドからしっかり考
え、何を求めているのか、今後どうすれば
より良い口腔内になるかを提案し一緒に考
えていく診療

③患者さんのニーズに応え、心から満足して
いただけるよう様々な面からアプローチし
ていきます。

④地域の皆様に少しでも早く安心して通院し
ていただけるよう努力して参りたいと思っ
ております。

森
（モリカワ　アカネ）

川　あかね

熊本市西区春日３-15-26
アミュプラザくまもと531区画

熊本パール総合歯科・矯正歯科・
こども歯科クリニックAMU PLASA
熊本院
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令和３年度臨時代議員会 開催のお知らせ
　下記の通り令和３年度臨時代議員会を開催いたしますのでお知らせします。

記
　　　　　　　日時：令和３年７月10日（土）午後４時～
　　　　　　　会場：熊本県歯科医師会館 　４階ホール

 ［議　事］
第１号議案　裁定審議委員会委員の委嘱に関する件
第２号議案　選挙管理委員会委員、同予備委員の委嘱に関する件

 ［協　議］
１．時局対策について
２．その他
　
　※代議員会は公開となっています。傍聴を希望される場合は、会議場後方に
席を用意してありますので、事務局に必ずご連絡のうえご来場下さい。

　※新型コロナウイルスの拡大状況によっては、一部制限をすることがありま
すので、ご了承ください。

第26回高齢者のよい歯のコンクール入賞者
県審査：令和３年５月19日　表彰式：開催中止

審査結果 郡市 氏　　名 フリガナ 生年月日 年齢

熊本県知事賞 熊 本 市 本田　修祐 ホンダ　シュウスケ 昭和12年7月3日 83

熊本県歯科医師会長賞 八　　代 中村　房子 ナカムラ　フサコ 昭和10年7月20日 85

8020優秀賞 玉名郡市 大塚　龍也 オオツカ　タツヤ 昭和5年2月17日 91

敬称略

　標記コンクールにつきまして、地域保健委員会により慎重に審査いたしました結果、上記のと
おり決定いたしましたのでお知らせいたします。
　なお、表彰式は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、中止となりました。
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所管 日付 摘要 出務者

総　　務

３月19日 熊本さわやか長寿財団理事会（ホテル熊本テルサ） 伊藤会長
22日 県総合保健センター第３回理事会・第３回常務理事会（熊本県総合保健センター） 伊藤会長

23日

第23回理事会
【承認事項】
 （１）新入会員の承認（２）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
 （３）後援名義の使用依頼　ほか
【議　　題】
 （１）令和３年度定時代議員会までのスケジュール（２）スマイルコンテスト第２段
 （３）役職員の傷害保険　ほか

伊藤会長他全役員

24日
支払基金支部長来館 伊藤会長
第１回県死因究明等推進協議会（県庁） 永松常務理事
熊本市歯会社保委員会（PTA共済に関する会議） 牛島専務理事

25日
【Web】第27回日歯理事会（診療所） 伊藤会長
第150回九州地方社会保険医療協議会熊本部会（熊本第二合同庁舎） 椿副会長
熊本市歯会通常総会 伊藤会長

27日
臨時代議員会
【議　　事】第１号～第６号議案
【協　　議】
 （１）時局対策

森口議長、髙木副議長他50議員、伊
藤会長他全役員、山口選挙管理委員
会委員長

29日 自民党県連会長・幹事長来館 伊藤会長、牛島専務理事
渡辺健康福祉部長来館 伊藤会長、牛島専務理事

４月１日 辞令交付式 伊藤会長、牛島専務理事
県健康福祉部長他来館（新任挨拶回り） 伊藤会長、牛島専務理事

２日 医療従事者向けワクチン接種に係る地域調整会議（熊本市）（熊本市医師会館） 岡㟢事務局長

会 務 報 告 自　令和３年３月19日
至　令和３年４月23日

増田了会員が文部科学大臣表彰を受賞

伝達式

　５月15日（土）午後３時から県歯会館にて日本学校歯科医会の学校歯科医制度90周年及び法
人設立50周年事業記念にて本会から増田了会員が文部科学大臣表彰を受賞されました。伊藤会
長、牛島専務理事出席のもと伝達式が執り行われました。

伊藤会長より表彰状の贈呈 この度の受賞誠におめでとうございます
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所管 日付 摘要 出務者

総　　務

４日

寄贈ユニット設置立ち合い（菊池）（菊池郡市歯科医師会館） 宇治常務理事、髙木菊池郡市会長

寄贈ユニット設置立ち合い（八代）（八代歯科医師会口腔保健センター） 宮井副会長、牛島専務理事、山口八
代歯科医師会会長、日永歯科衛生士

寄贈ユニット引き渡し式 伊藤会長、宮井副会長、牛島専務理
事、宇治常務理事、日永歯科衛生士

６日

支払基金熊本支部長来館挨拶 伊藤会長、牛島専務理事
第43回常務理事会
 （１）新入会員の承認（２）歯周病プロジェクト
 （３）第22回令和２年度くまもと歯の健康文化賞受賞者　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

７日 故原口泰会員（荒尾市）告別式弔辞奉呈（玉泉院水前寺会館） 伊藤会長
10日 【Web】社会歯科学会理事会 牛島専務理事

12日 総合政策推進プロジェクト会議
 （１）歯周病プロジェクト

伊藤会長他、宮井副会長を除く理事
以上全役員、熊本市・東会員、菊池
郡市・林会員

13日 故遠山啓介会員（熊本市）お通夜参列（平安祭典熊本会館） 伊藤会長

14日
アース製薬来館挨拶 伊藤会長
【Web】第１回支払基金支部運営委員会 伊藤会長
月次監査　３月末会計現況監査 増田・水上監事

17日 【Web】天草郡市歯通常総会 伊藤会長
【Web】次期会長候補者打合せ会 伊藤会長

20日
第44回常務理事会
 （１）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼（２）後援名義の使用依頼
 （３）関係機関・団体への会費等の納入　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

22日 スマイルコンテスト打合せ 髙水間・石井理事、秋山副学院長

学　　術

３月26日 学術委員会
 （１）５／ 16 Web講演会（２）バイタルサインセミナー（３）その他　ほか 馬場理事、内野委員長他４委員

４月15日 【Web】第11回学術委員会正副委員長打合せ（診療所） 伊藤会長
【Web】第11回学術委員会（各診療所） 伊藤会長、馬場理事

23日 学術委員会 馬場理事、内野委員長他全委員

社会保険
３月24日 九州厚生局・県庁との打合せ　九州厚生局熊本事務所４人、熊本県２人、県歯４人 椿副会長、舩津・野田理事、桐野委

員長

27日 社会保険委員会
 （１）会員向け発行物（２）指導立会者、個別相談対応（３）報告事項と今後の日程

椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他12委員

地域保健 ３月31日
【Web】令和２年度都道府県歯科医師会地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会 松本常務理事、長野・髙水間理事

地域保健委員会 松本常務理事、長野・髙水間理事、
郷原委員長他全委員

４月８日 後期高齢者医療広域連合局長来館挨拶 岡㟢局長

広　　報

３月22日 広報委員会
 （１）熊歯会報４月号　２校目校正 神㟢理事、秋山委員長他全委員

27日 臨時代議員会　取材 髙㟢副委員長、松枝委員
４月２日 広告代理店との打合せ 永松常務理事、神㟢理事

８日 広報委員会
 （１）熊歯会報５月号　第１校目校正 秋山委員長他４委員

15日 広報委員会
 （１）熊歯会報５月号　第２校目校正（２）ホームページリニューアル案の検討 神㟢理事、秋山委員長他４委員

学校歯科

３月24日 第101回日学歯臨時代議員会［書面議決］（日歯会館） 石井理事

４月９日

学校歯科委員会
 （１）令和２年度委託事業について・反省点と今後の課題、開催方法の検討、歯及び口腔
の健康に係る研修会、令和２年度各郡市学校歯科担当者会議

 （２）熊本歯科衛生士専門学院と学校歯科委員会の連携事業
 （３）令和３年度「歯の祭典」および作品募集

石井理事、髙田委員長他全委員

15日 県PTA共済審査委員会（県総合福祉センター） 牛島専務理事
22日 公立学校新規採用養護教諭研修（熊本県立教育センター） 髙田委員長
23日 学校歯科委員会と学院との連携事業打合せ 石井理事、髙田委員長他４委員

医療対策

３月31日 医療相談 永松常務理事、椿理事

４月13日 医療対策小委員会
 （１）医療対策研修会の打合せ 奥村医院、前野会員

19日 医療対策委員会 永松常務理事、椿理事他全委員

センター・
介護

３月31日
【Web】令和２年度都道府県歯科医師会地域保健・産業保健・介護保険担当理事連携協議会 五島理事
口腔保健センター運営打合せ
 （１）口腔保健センターの次年度の歯科衛生士教育

松本常務理事、長野・五島理事、石
井九看大教授、藏本歯科医師他１人

４月15日 連携室事業打合せ
 （１）令和２年度実績報告（２）今年度の事業スケジュール（３）モデル都市活動進捗状況 松本常務理事、五島理事

21日 平成学園歯科健診（平成学園）　健診者数：18人 藏本歯科医師他３人

医療連携
３月23日 合志第一病院への連携働きかけ（診療所）

 （１）合志第一病院への回復期連携説明 三森理事

４月７日 【Web】回復期機能病院との打合せ（各診療所）
 （１）連携ツールエルガナの説明（２）今後の利用方法

牛島専務理事、宇治常務理事、三森
理事

学　　院

３月27日 臨時代議員会 牧学院長

29日 第５回学院教務委員会 牧学院長、秋山・弘中副学院長、正
清教務部長他全教務委員

４月10日 学院入学式 伊藤会長、牧学院長、秋山・弘中副
学院長、正清教務部長

13日 学院役職員会 牧学院長、秋山・弘中副学院長、正
清教務部長

23日 学校歯科委員会と学院との連携事業打合せ 牧学院長、秋山副学院長



この保険は新型コロナウイルスの感染時に災害入院・災害死亡で保障されます



公益社団法人  日本歯科医師会

― 歯科医師の倫理綱領 ―

われわれ歯科医師は、日頃より歯科医学および歯科医療の研鑽を通じて培った知識や技術を
もって、人々の健康の回復と疾病の予防のために貢献するものである。

一、専門職として歯科医学と歯科医療の発展のために尽くし、医療倫理の実践に務める。

一、専門職であることを念頭に、法を遵守し適切な説明を行い、常に愛情を持って患者
のために社会的使命を果たすように努める。

一、自己の知識、技術、経験を社会のために提供し、社会福祉および国民の健康向上の
ために努める。

表紙に寄せて

（A. K）

　熊本地震本震にて崩落した阿蘇大橋が
新阿蘇大橋として復旧しました。ゴルフ
場へ行く際も迂回せず、スムーズになり
ました。帰りも２車線化されたせいか、
渋滞も以前より緩和されたようです。
　また展望所「ヨ・ミュール」も併設され、
四季折々の景色を堪能できます。
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