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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。

（T. M）

表紙に寄せて

　今年の夏は例年になく、梅雨の
ような長雨が続いた。
　雨が上がると厳しい残暑が待ち
構えていました。
　西原村に出かけると、秋の七草
のすすきが優しい風になびいてい
て、秋の気配が感じられた。
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今期に向けての私の想い

副会長　椿　 　誠

　会員の皆様には常日頃から会の運営につきまして大変お世話になっております。伊藤執行

部も今期２期目がスタート致しました。新型コロナウイルス感染症も終息する兆しが見えな

い中、我々も新しい生活様式・新しい事業様式を考えていかなければならないと思っており

ます。今後とも感染対策にご尽力頂きますようにお願い致します。

　私は前期まで学術委員会・社保委員会を所管させて頂いておりましたが、今期よりセン

ター・スペシャルニーズ委員会も担当させていただく事になりました。

　センター・スペシャルニーズ委員会とは前期まではセンター・介護委員会でしたが今期か

ら、障がい者の診療を行う口腔保健センターと介護関係の地域保健委員会Ⅰ・Ⅱに別れまし

た。口腔保健センターは県内唯一の障がい者専門の診療に特化した施設ですので、今後より

一層スキルアップを目指し、スタッフ一丸となって頑張っていこうと思っています。

　学術に関しましては今まで同様にWeb等をうまく活用し、現在の状況に対応した形で歯

科衛生士会・歯科技工士会などの共催も考えて講演会の企画運営を行なって参ります。

　また、社保に関しましては今年度10月より支払基金の審査にAIによる審査システムの導

入が始まりますが、正直スタートしてみなければ分からないのが現状です。しかし大きな問

題が起きない様に、支払基金の医療顧問の安光先生と意見交換をしながら対応していかなけ

ればならないと考えています。なにより現在進めている九州各県との連携をもっと充実させ

九州全県の意見として支払基金本部や日歯等に要望等を挙げていこうと思っております。

　先日の代議員会でも代議員の先生からパラジウム問題をどうにかしてほしい旨のお願いを

頂きました。近年新しい技術の保険導入が有りますが、これらについても会員の先生方はど

の様に感じておられるのでしょうか？先生方のご意見をお聞きしたいと思っております。個

人的には新技術の導入も大事ですが、導入前に日歯にて充分な協議を行って欲しい、その前

に解決しなければならない事があるのではないかと思っています。

　最後になりましたが県民の健口から全身的な健康に繋がって行くことを信じて業務を執行

していこうと思っておりますので、今後とも皆様の御支援・御協力を賜りますようにお願い

申し上げます。
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　７月10日（土）午後４時より、県歯会館に
おいて52議員、伊藤会長他全役員、東学院
長出席のもと開催された。
１．開会：宮井副会長
２．仮議長選出：
　　武藤 健史議員（阿蘇郡市）
３．議長及び副議長選出：
　　武藤 健史議員（阿蘇郡市）
　　向江 富士夫議員（人吉市）
４．議事録署名人指名：
　　西野 隆一議員（熊本市）
　　宮坂 圭太議員（山鹿市）
５．物故会員に対する黙祷：
　　甲斐 文郎先生（熊本市）
６．挨拶：伊藤会長

　代議員の先生方、本日はお集まりいただき
ありがとうございます。本日
も雨が降り続いており、予期
せぬことが起こる可能性もあ
りますので今後もご注意くだ
さい。6月の代議員会にて承
認頂きました役員にて執行を
進めているところです。1期目「passion＆
performance ～情熱と遂行を持って～」をス
ローガンに掲げ執行してまいりました。振り
返ってみますと、元号が令和に変わり新しい
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誇りを持って業務する新執行部へ

― 令和３年度　臨時代議員会 ―

時代の始まりを期待しておりましたが新型コ
ロナウイルスの感染拡大により先生方には大
変なご苦労をされたかと思います。執行部と
してもできるだけ会員の先生方に物資をお送
りしたところです。
　新執行部には理事会時に誇りを持って業務
をするように伝えました。それが県の執行部
には必要だと思います。
　パラジウム問題、点数改正、歯科衛生士不
足の問題等々の課題を日歯へ提案できないか
考えてまいります。我々理事全員、会員の先
生方の代表として業務を執行して参る所存で
ございます。今後もご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願い致します。

７．来賓挨拶：
　　早田章子県健康福祉部長
８．退職代議員への感謝状贈呈：
　◦代議員会議長・副議長
　　森口 茂樹会員（天草郡市）
　　髙木 公康会員（菊池郡市）
　◦代議員
　　松田 　惠会員（熊本市）
　　谷口 守昭会員（熊本市）
　　田中 栄一会員（宇土郡市）
　　髙㟢　 稔会員（玉名郡市）
　　犬束 美尚会員（玉名郡市）
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　 ［執行部回答］
　　　前期とほぼ変わってお
りませんが、将来的には
若い先生や多くの先生に
も関わって欲しい。

　　◦所管のDXは何されて
るのか（天草郡市・中
嶋議員）

　 ［執行部回答］
　　　デジタル化へ向けて検
討していく所管になりま
す。

　　◦歯科医師のワクチン接種について
（天草郡市・中嶋議員）

　 ［執行部回答］
　　　県から正式回答があれば随時お知らせ
していきます。

12．閉会：椿副会長

（広報　秋山 清、平島 将臣）

　　　田中 　正会員（荒尾市）
　　　佐藤 俊一郎会員（阿蘇郡市）
　　　清村 龍朗会員（上益城郡）
　　　中原 正弘会員（人吉市）
　　伊藤会長より出席者の清村龍朗会員へ感
謝状が授与された。

９．報告：
　⑴　役員の役職・所管報告
　⑵　顧問・嘱託の委嘱報告
　⑶　熊本歯科衛生士専門学
院役員報告
10．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

　第３号議案　熊本歯科衛生士専門学院学則
の一部改正案の承認を求める
件

　　以上すべての議案は承認可決された。
11．協議：
　⑴　時局対策
　⑵　その他
　＜当日質問＞
　　◦県歯委員会の人数が増

え郡市が偏っている執
行部の見解は（玉名郡市・大林議員）
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Keep moving forward

― 第２回理事会 ―
　７月７日（水）午後７時より県歯会館にて
伊藤会長他全役員、東会員出席のもと開催さ
れた。
１．開会：牛島理事
２．挨拶：伊藤会長

　本日は大変お忙しい中ご参集くださり、あ
りがとうございます。先日の定時代議員会に
おいて、理事、監事、日歯代議員・同予備代
議員に選任いただきました。選任いただいた
以上、会員の皆様からのご期待にしっかりと
応えていかなければなりません。これから２
年間よろしくお願い申し上げます。

３．理事の就任依頼
４．副会長の選定
　宮井祐理事、椿誠理事、松本信久理事を副
会長に選定した。
５．専務理事の選定
　牛島隆理事を専務理事に選定した。
６．常務理事の選定
　永松聖隆理事、長野靖弘理事、宇治信博理
事を常務理事に選定した。
７．就任承諾書の受理
８．委嘱状の伝達
９．会長所信表明：伊藤会長

　この度、各所管担当役員が決定しました。
今後は、これに基づき事業展開していかねば
なりません。それから、本日配布した理事
会理念をご覧ください。１期目の任期当初、
「Passion＆Performance」（情熱と遂行）を
胸に一緒に事業を進めていきましょうと皆
様にお話ししましたが、２年目は新型コロ
ナの影響により思うように遂行できません
でした。この資料にありますように『Keep 
moving forward』ということで前進し続け、
皆様で再度心に誓いつつ、誇りをもって自ら
の信念を貫きたいと思います。それで、「プ

ライド」という言葉を使うことがありますが、
「プライド」とは「優劣」や「勝敗」といった、
他者との比較において生じる「差別的意識」
です。それに対し「誇り」とは「己が己に与
える、己のための誉れ」です。上には上がい
ますので、「プライド」は簡単に他者から傷
つけられてしまいますが、「誇り」は自分自
身が自分の中で考えていることですから、絶
対に他者から傷つけられることはありませ
ん。自分の存在を誇りに思い、自らの信念に
従って生きることに、誰からの許可も要りま
せん。自分自身の信念を持ってそれを遂行し
ている、その過程にあると言うならば、自分
自身に誇りを感じられ、自分自身の誉れにな
ります。責任は全て私がとりますから、考え
うること、やれることを遠慮せず県民と会員
のために行動を起こしてください。理事とし
ての誇りをもって職務に邁進することが、自
分自身の誉れへとなります。それからもう１
枚の資料、負ける組織・できる組織というも
のをご覧ください。負ける組織でなくなるに
は、思い込み、慢心、情報不足、ない、こと
です。反対に、できる組織とは、創造力、実
行力、解決力です。このことを我々理事が心
に留めて、これから２年間の職務を全うする
ことで、歯科医師会がうまく循環していくと
思いますので、皆様のご協力をお願い致しま
す。
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10．議長選出：伊藤会長
11．議事録署名人：増田監事、水上監事
　　　　　　　　　伊藤会長
12．議事：
　①学院長・副学院長・教務部長の任命（熊
本歯科衛生士専門学院）【承認】

　　　学院長に東克章会員、副学院長に秋山
清会員と弘中美貴子会員、教務部長に正
清義朗会員を任命する。

　②口腔保健センター管理運営委員会委員
長・副委員長【承認】

　　　委員長（センター長）に椿誠副会長､
副委員長（副センター長）に五島嘉人理
事を任命する｡

　③有限会社ケイ・デー・エム・ユーの取締
役の選定【承認】

　　　代表取締役に宮井祐副会長､ 取締役に
宇治信博常務理事を選任する｡

　④顧問及び嘱託（弁護士・公認会計士）の
委嘱【承認】

　　　顧問を浦田健二元会長、嘱託を福岡聰
一郎弁護士と吉永賢一郎公認会計士に委
嘱する｡

13．会務連絡事項：
　①役員、事務局担当業務所管
　②熊本県歯科医師会役員の役割と業務
　③常務理事会・理事会・常任委員会の運営
　④理事会の発言
　⑤事業企画､ 事業実績報告書
　⑥懇親会負担基準・懇親会実施報告書
　⑦役員報酬、退職金支給規定、旅費日当支
給規定

　⑧出張行程報告書
　⑨常任委員会の編成及び委嘱状の伝達方法
　⑩年間スケジュール
　⑪事務局（事務局と役員の取り決め事項、
業務担当表、体制図、緊急連絡網）

　　　以上､ 今後の会務運営に係る連絡事項
についてそれぞれ報告がなされた。

14．会務報告：（自：６月４日～至：７月４日）
　本会総務：理事会、常務理事会、定時代議

員会
　学　　術：学術委員会
　社会保険：社会保険委員会
　地域保健：地域保健委員会、歯の健康文化

賞表彰式
　広　　報：『熊歯会報』７月号の校正
　学校歯科：学校歯科委員会と学院との連携

事業打合せ
　医療対策：医療相談・苦情事例報告
　センター・介護：在宅歯科医療連携室機能

強化事業・在宅歯科診療器材整
備事業県との打合せ

　厚生・医療管理：厚生・医療管理委員会
　医療連携：医療連携委員会
　学　　院：学院教務委員会
　国保組合：国保理事会
　以上、各担当役員より報告がなされた。
15．報告事項：
　１．退会会員
　　◦故　甲斐 文郎　会員（終身会員／熊

本市／閉院）令和３年６月26日　ご
逝去

　２．第１回臨時代議員会タイムスケジュー
ル

　　　代議員会タイムスケジュールを報告し
た。

　３．各委員会委員名簿
　　　各委員会委員名簿を報告した。
　４．九州歯科医学大会の組織図
　　　郡市歯会会長の交代や職員の異動に伴
う組織図の一部変更を報告した。

　５．会館貸出
　　　貸し出し基準は解除せず、申請ごとに
判断することを報告した。

　６．事業実施報告
　　◦サンメディカル㈱共催　学術講演会

（５月16日）学術委員会
　７．ワクチン接種実技研修会
　　　今月18日、25日に開催するワクチン
接種実技研修会の内容と申込状況を報告
した。

　８．令和３年度九州各県担当者会の開催
　　　今年度までWeb開催されることを報
告した。

　９．職員の人事異動
　　　定年退職　次長　奥村 和久

令和３年６月30日
　　　雇用継続　嘱託　奥村 和久

令和３年７月１日付　国保課
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　　　異　　動　課長補佐　岡 千香子
令和３年７月１日付　総務課

　　　異　　動　書記　紫藤 美香
令和３年７月１日付　学院課

　　　異　　動　書記　鬼塚 麻衣子
令和３年７月１日付　総務課兼連盟課

16．連絡事項：
　１．７月・８月行事予定
17．承認事項：
　１．関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼【承認】

　　◦熊本県循環器病対策推進協議会委員／
熊本県健康福祉部

　　　任期：就任の日～令和６年（2024年）
３月31日→牛島専務理事

　　◦熊本県地域医療構想調整会議委員／熊
本県健康福祉部

　　　任期：就任の日～令和５年（2023年）
３月31日

　　　現在：伊藤会長→留任
　　◦日本学校歯科医会代議員及び予備代議

員／日本学校歯科医会
　　　任期：令和３年７月１日～２年間
　　　現在：代議員 石井理事、予備代議員 

宮井副会長→留任
　　　関係機関・団体への役員等の推薦を承
認した。

　２．後援名義の使用依頼【承認】
　　◦令和３年度（2021年度）熊本県薬物

乱用「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
　　　名義後援の使用許諾を承認した。
18．議題：
　１．関係機関・団体への会費等の納入【承
　　認】
　　◦熊本市防災協議会　年会費
　　◦熊本県防犯協会連合会　年度賛助会費
　　◦スポーツデンティスト協議会　法人年

会費

　　　会費等の納入を承認した。
　２．退職役員、代議員会議長・副議長、代
議員、委員会委員の表彰者【承認】

　　　各表彰者を承認した。
　３．令和３年度第１回九地連協議会の提出
協議題【承認】

　　　１歳半・３歳児のむし歯保有率につい
て、九州各県が全国でも高いので、底上
げを図る事を提案する協議題を提出した
ことを事後承認した。

　４．第60回全日本学校歯科保健優良校表
彰の推薦【承認】

　　　阿蘇市立内牧小学校と甲佐町立龍野小
学校の推薦を承認した。

19．協議事項：
　１．新入会員研修会実施時期
　　　来年２月に開催する。
　２．各委員会における会員が利用できる講
演用資料一覧作成

　　　会員が地元で一般向けに講演される機
会があるため、日歯・県歯の使用可能な
講演会用資料を各委員会で整理して一覧
を作成する。

20．監事講評：
　増田監事より「伊藤執行部１期目は理事の
皆様が新型コロナで大変な思いをされた。今
年は新型コロナの終息を祈念し、Passion＆
Performanceを胸に頑張ってほしい。」、水上
監事より「この２年間は理事の皆様は新型コ
ロナでもどかしかったと思う。２期目は溜
まったエネルギーを爆発させて職務に専念し
てほしい。」と述べられた。
21．閉会：牛島専務理事

（広報　神㟢 理子）
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歯科医師によるワクチン接種始まる

― 第３回理事会 ―
　７月28日（水）午後７時より県歯会館にて
伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、町田理事、
増田・水上監事（他役員、東学院長はWeb）
出席のもと開催された。
１．開会：宮井副会長
２．挨拶：伊藤会長

　現在、オリンピックが開催されていますが、
様々な場面で感動させられます。各メディア
は、オリンピックを中止しろという風潮でし
た。しかし、選手たちが、自分たちが頑張っ
た事よりもまず、熱い思いでオリンピックを
開催している方々へ毎回、感謝の気持ちを伝
えていることに、スポーツマンとして素晴ら
しく、その心を大切にしなければならないと
思いました。同じように私たちも、何でもか
んでも反対という態勢ではなくて、丁寧に協
議を重ねながら進めていく理事会でありたい
と考えます。本日もぜひ忌憚のない意見交換
をしていただきますようよろしくお願いしま
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．会務報告：

（自：７月５日～至：７月25日）
　本会総務：理事会、常務理事会、臨時代議

員会、ワクチン接種実技研修会
　社会保険：社会保険委員会
　地域保健：地域保健委員会Ⅰ・Ⅱ
　広　　報：『熊歯会報』８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：センター・スペシャルニー

ズ委員会
　厚生・医療管理：厚生・医療管理委員会
　医療連携：回復期登録歯科医院へのエルガ

ナ説明会

　学　　院：学院体験入学
　国保組合：国保臨時組合会
　　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
　　◦大塚 洋平　会員（第３種／熊本市／

中原歯科クリニック）令和３年６月
15日　退職のため

　　◦三村 彰吾　会員（第３種／上益城郡
／共愛歯科医院）令和３年７月27日
　第２種へ変更のため

　２．５月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

　３．６月末会計現況
　４．令和２年度医療苦情相談事例分析結果
　　　昨年度の医療苦情相談事例分析結果を
報告した。

７．連絡事項：
　１．令和３年８月行事予定
　２．歯科医師によるワクチン接種
　　　８／８以降各週日曜日にグランメッセ
で実施予定の集団接種について、11月
末までの予定を連絡した。

８．承認事項：
　１．新入会員の承認【承認】
　　　第１種会員１名、第２種会員２名、第
３種会員２名の入会を承認した。

第１種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

緒
お

方
がた

　裕
ひろ

士
し 手取本町おがた

デンタルオフィス
熊本市中央区手取本町8-3
　　　テトリアくまもと3F

東 京 歯 科
大 学
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第２種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

西
にし

田
だ

　健
けん

吾
ご
西田歯科医院 熊本市北区清水新地6-7-14 朝 日 大 学

歯 学 部

三
み

村
むら

　彰
しょうご

吾 共愛歯科医院 上益城郡益城町安永722-4 鹿児島大学歯 学 部

第３種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

平
ひらはら

原　信
しん

也
や 熊本パール総合歯科・矯正歯科・

こども歯科クリニック　健軍院 熊本市東区健軍3-24-22
九 州 歯 科
大 学

石
いしかわ

川　　卓
たく 熊本パール総合歯科・矯正歯科・

こども歯科クリニック　宇土院 宇土市高柳町20-9
九 州 歯 科
大 学

　令和３年度入会状況（７月末累計）
第１種会員／５名　第２種会員／２名　
第３種会員／２名　第４種会員／２医療機関
　２．後援名義の使用依頼【承認】
　　◦第58回熊本県精神保健福祉大会
　　◦部落差別をはじめあらゆる差別をなく

す第49回熊本人権教育研究大会
　　後援名義の使用許諾を承認した。
　３．関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼【承認】

　　◦日本学校歯科医会　予算決算特別委員
会　委員／日本学校歯科医会

　　　現在：石井 洋一　理事
　　◦日本学校歯科医会　選挙管理委員会　

委員／日本学校歯科医会
　　　現在：髙田 宗秀　委員長
　　◦くまもと21ヘルスプラン推進委員会

委員／熊本県健康づくり推進課
　　　任期：令和３年（2021年）９月１日

～令和５年（2023年）３月31日
　　　現在：髙水間 奨　理事
　　◦熊本県国民健康保険運営協議会委員／

熊本県国保・高齢者医療課
　　　任期：令和３年（2021年）10月１日

～令和６年（2024年）９月30日
　　　現在：牛島 隆　専務理事
　　◦熊本県社会福祉協議会保健福祉推進部

会委員／熊本県高齢者支援課
　　　任期：令和３年（2021年）10月１日

～令和６年（2024年）９月30日
　　　現在：椿 誠　副会長
　　現在の役員等を留任で推薦することを承
認した。

９．議題：
　１．関係機関・団体への会費等の納入【承
　　認】
　　◦熊本県国際協会 年会費
　　◦熊本県社会保険委員会 年会費
　　◦熊本県交通安全推進連盟 賛助会費（年

会費）
　　◦くまもと被害者支援センター 企業・

団体会費
　　　会費等の納入を承認した。
　２．保存期間を経過した会計帳簿の廃棄
　　【承認】
　　　会計帳簿の廃棄を承認した。
　３．熊本県学校保健会の協力寄付金【承認】
　　　８月の定期発送物に案内文書を同封す
ることを承認した。

　４．熊本県医療・保健・福祉団体協議会理
事会【承認】

　　　伊藤会長が出席することを承認した。
学会への意見等を松本副会長がまとめ
る。

　５．令和３年度第33回中規模県歯科医師
会連合会の協議題【承認】

　　　協議題の内容を承認した。
　６．第50回医療功労賞【承認】
　　　推薦対象者がいれば、牛島専務理事に
伝える。

10．協議事項：
　１．役員の集団ワクチン接種出務
　　　グランメッセでの集団接種における会
員へのアドバイス係として役員が出務す
る。

11．監事講評：
　増田監事より「金パラの逆ザヤ問題につい
ては、メタルへの需要がまだまだあるので、
適正化に向けて厚労省や政府へ積極的に働き
掛けてほしい。」、水上監事より「がん検診の
費用が以前よりかなり安価になっており、県
歯の健診でも取り入れ、医療費の抑制と国保
組合の経営安定化につなげるため、委員会で
検討してほしい。」と述べられた。
12．閉会：椿副会長

（広報　神㟢 理子）
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九地連新役員が決定

　８月７日（土）午後３時より九州各県歯会
館にて標記協議会がWebで開催され、役員
の選任、令和２年度一般会計及び積立金会計
決算、令和３年度事業実施計画等を可決した。
　冒頭、伊藤熊本県歯会長が挨拶に立ち、新
型コロナウイルス感染症の蔓延により新しい
生活様式、感染予防対策を行う中で、有事の
状況下でも新たな発想、取組みをもって活動
していくことを述べた。
　次に堀日歯会長より来賓挨拶を兼ね「新執
行部における課題と対応～新型コロナウイ
ルス感染症対応と2040年を見据えた歯科ビ
ジョン～」と題して時局講演があった。その
中でコロナ禍での取り組みと成果について説
明、骨太の方針の充実、C2区分の医療技術
の期中導入の定着等現在までの取り組みと成
果、課題を示され、日歯が目指す５つの柱に
基づき実現のために戦略的に活動していくこ
とを示した。
　続いて、議長を伊藤熊本県歯会長、副議長
に重城宮崎県歯会長を選出。議事、協議へと
移った。議事では、役員の選任が行われ、会
長に大山福岡県歯会長が選出された。選出後
の挨拶で、九地連会員のために各会議、学術、
厚生行事の充実と、「九州はひとつ、風は西
から」とさらなる協力体制を示した。その後、

瀬古口日歯専務理事より日歯関係報告、川端
九地連専務理事（福岡県専務理事）による九
地連関係会務報告、伊藤前九地連監事による
監査報告、令和２年度一般会計決算及び令和
２年度積立金会計決算、令和３年度事業実施
計画および会員表彰について上程され、全て
賛成多数で可決した。
　協議では、次期協議会を宮崎県で行うこと
を確認した後、各県提出協議題について意見
交換した。
▽口腔がん検診について（佐賀県）
▽会員個々に対する情報発信を含めた対応に
ついて（長崎県）
▽１歳６か月及び、３歳児のむし歯有病者率、
１人平均むし歯本数の都道府県順位からみ
る対策について（熊本県）
▽各県における、特殊歯科健診を含め事業所
一般歯科健診の状況および受診率向上に向
けた対策について（鹿児島県）
▽今後の歯科医師会発展のための若手会員に
対する入会案内および人材育成について
（鹿児島県）
▽県（行政）との定期的な意見交換会の開催
の有無と要望事項について（宮崎県）
▽食育推進など口腔機能維持向上事業につい
て（沖縄県）

（理事　町田 由美子）九州各県役員がWebにて参加

担当県のため、県歯執行部は会館にて出席

― 第１回九州地区連合歯科医師会協議会 ―
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報 告

　８月から始まった県の新型コロナウイルス
ワクチン集団接種について、熊本県から歯科
医師の派遣について要請を受けた県歯は、７
月18日（日）と25日（日）にそれぞれ２回ず
つ計４回の実地研修会を開催しました。この
研修会は県の委託事業として行われ、歯科医
師約180人、臨床検査技師約60人が参加して
行われました。
　研修会では、熊本県医師会理事で熊本大学
大学院生命科学研究部小児科学講座特任教授
の三渕浩先生、福田病院看護師長徳永さち先
生にご講演頂いた後、実習を行いました。ま
た、熊本大学病院歯科口腔外科中山教授をは
じめ医局員の方に指導に回っていただき、ア
ドバイスをもらいながら、参加者はワクチン
接種の手順を確認し、蒸留水を入れた注射器
で筋肉注射のシミュレーターを使った研修を
行いました。
　研修会に参加して修了証を取得した歯科医
師には予め出務可能な日程を伺い、事務局で
調整した後に８月８日（日）から、グランメッ
セくまもとにおいて集団接種に参加してもら
いました。この集団接種は平日に近隣の医療
機関で接種できない働く世代や学生などが主
に参加されているということで、11月末ま
で予定されており、歯科医師会から依頼され
た歯科医師は毎週日曜日の12時から午後６
時の接種に派遣されます。歯科医師には３つ
のブースが割り当てられ、２時間ごとに交代
し、一日計９人の歯科医師が出務をします。
　実際の接種では、皆さん手順は既に頭に

入っており、被接種者の緊張を会話でほぐし
ながら、手際よくスムーズに接種されていま
した。８月８日（日）の歯科医師参入初日は、
全体で約3100人の予約した被接種者が集ま
り、熊本大学病院歯科口腔外科の中山教授を
はじめ、９人の歯科医師で466人の方々に接
種しました。特にトラブルもなく、安全な接
種に出務いただいた先生方には、ご協力に改
めて感謝申し上げます。接種された県民の方
の中には、「歯科医師の方なのですね」「全然
痛くありませんでした」といった声も聞かれ
ました。
　このように、歯科医師によるワクチン接種
は、緊急時における「違法性の阻却」が担保
されて、ワクチン接種の協力が求められたも
ので、新型コロナウイルス感染症対策の成否
を左右する極めて重要な局面になると、日歯
も認識しています。また、本県の会員をはじ
めとする歯科医師も、感染拡大が広がるなか、
社会への積極的な貢献をしたい、という意気
込みを多くの先生方がもっていることを心強
く感じています。
　ちなみに、６月末時点で全国で延べ3,661
人の歯科医師が、232,940回の接種をおこなっ
ており、今後このデータには熊本県の接種も
積み重ねられていくことになります。

（専務理事　牛島 隆）

赤尾会員から実際に接種を受ける岡㟢事務局長

歯科医師による新型コロナワクチン接種始まる

初日に参加したメンバー

― 県民広域接種 ―
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役員改選が可決承認、次期執行部が決定

― 令和３年度臨時組合会 ―
　７月17日（土）午後３時より、県歯会館に
て標記会が開催された。事務局による点呼が
行われ、総議員30人中26人の出席により会
議が成立することを田中議長が宣言し開会さ
れた。

―理事長挨拶―

　日頃から組合事業の運営にご理解とご協力
を賜りまして御礼申し上げます。さて、オリ
ンピックは開催される予定になっております
が、皆が楽しみにしていた大会が、どうもう
まく運営できない状況であり、新型コロナに
関しては、東京、大阪、福岡あたりもデルタ
株の増加ということで非常に心配な状況に
陥っています。県庁の会議でも、２週間後ぐ
らいには熊本も似たような状況になるのでは
ないかと心配しておりました。新型コロナに
ついてはどこで感染するか分かりません。そ
んな中、先生方には歯科医院における感染対
策にご尽力いただき本県ではクラスターが発
生しておりません。全国でみても１例ぐらい
ということで、感染対策を頑張っているのは
素晴らしいことだと思っております。また感
染状況により診療の自粛、受診控えが歯科で
もありましたが、少しずつ回復してきている
と思います。組合でも受診控えがあったよう
で療養給付費が昨年度は非常に少なくなって
いる。その反動で色んな病気が進行している
ことも考えられますので、今後の療養給付費
の動向等を見ながら運営してまいりたいと考
えております。本日はぜひ貴重なご意見を賜
りたいと思います。

◦議事録署名人：宮田議員（熊本市）
　　　　　　　　秋山議員（球磨郡）
◦組合員物故者に対する黙祷
◦会務報告・業務報告

（上野副理事長・桑田常務理事）
【議　題】

第１号議案：令和２年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合歳入歳出決算につ
いて

第２号議案：令和２年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合歳入歳出決算剰余
金処分（案）の承認について

第３号議案：令和２年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合役職員退職手当積
立金特別会計歳入歳出決算につ
いて

第４号議案：令和２年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合役職員退職手当積
立金特別会計歳入歳出決算剰余
金処分（案）の承認について

第５号議案：備品の廃棄処分について
第６号議案：役員改選
　桑田常務理事による第１号議案から第４号
議案までの説明後、原田監事が監査報告を行
い、原案通り可決承認された。
　第６号議案では役員改選の議案が提出され
桑田常務理事による説明の後、熊本市から西
野議員、井手議員、城北地区から乕谷議員、
城南地区から宮本議員が選考委員として選任
された。選考委員４人と、伊藤理事長、田中
議長、宮坂副議長がオブザーバーとして同席
し、別室にて理事と監事が選出され可決承認
された。
＜質　問＞
①マイナンバーカードと保険証の統合につい
て（熊本市・井手議員）

オンラインについての質疑応答が多数あった
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②オンライン資格について（熊本市・西野議
員）

［執行部回答］
　マイナンバーカードと保険証の情報の正確
な紐づけができるのがいつになるかはっきり
とは分からないが、オンラインによる資格確
認はいずれやらざるを得なくなることが予想

されるため早めに準備しておいた方が良いと
思います。

【協　議】
①令和２年度決算剰余金の一部を給付費支払
準備金積み立てについて

閉会：守永理事
（理事　瀬井 知己）

寿賀会員の皆様　おめでとうございます！

　毎年９月に開催しておりましたシニア倶楽部は、昨年に続き、今年も新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、やむを得ず中止致します。ご長寿の会員の皆様の長年にわたる労をねぎらい書
面上ではございますが、心よりお祝い申し上げます。

（会長　伊藤 明彦）

令和２年度　寿賀会員一覧

米寿 永田　　博久　会員 竹田　　豊子　会員 ２人

傘寿

一瀬　　英輔　会員 杉野　陽二郎　会員 関　　　剛一　会員

13人
宇治　　道孝　会員 内田　　隆　　会員 神戸　　威　　会員
野田　　和生　会員 河野　　敬明　会員 伊藤　　俊一　会員
若江　　秀敏　会員 那須　　智治　会員 横山　紘二郎　会員
規矩　　保　　会員

喜寿

片山　　幹夫　会員 岡田　　知久　会員 菅原　　洋　　会員

10人
牧野　　敬美　会員 中野　　敬輔　会員 工藤　　紘喜　会員
矢毛石　陸男　会員 中津留　豊　　会員 武末　　和貴　会員
田崎　日出夫　会員

古希

河野　　哲朗　会員 三笘　　司　　会員 中川　　順一　会員

21人

稲葉　　逸郎　会員 下山　　純生　会員 何　　俊二郎　会員
菅　　　健一　会員 鳥巣　　直　　会員 緒方　　講治　会員
林田　　裕一　会員 平野　　裕士　会員 藤岡　　憲昭　会員
中村　　進　　会員 小林　　泰子　会員 内藤　　啓一　会員
木庭　　健雄　会員 原田　秀一郎　会員 河端　　憲司　会員
増田　　了　　会員 高野　　秀司　会員 壽永　　章　　会員

令和３年度寿賀会員の紹介は10月号にてご紹介させて頂きます。
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委員会紹介
その２

学術委員会（理事　馬場　一英）

理事の抱負
　この度二期目の学術を担当します、荒尾市
の馬場一英と申します。
　昨年からのパンデミックにより、対面形式
の講演会が開催できずに、会員の皆さまには
大変ご迷惑をおかけしました。しかしながら、
ITの使用が急激に進み、対面の講演会、紙

媒体の他に、Eラーニングは完全に一つの研
修チャンネルとして確立したと思われます。
不得手な先生方のフォローを考慮しながら、
更なるITの活用を推進しつつ、日々の診療
に役立つ正確な情報発信を致します。

役　職 氏　　名 所属郡市
委 員 長 内　野　　　玲 上益城郡
副委員長 壽　永　旭　博 天草郡市

委　　員

清　水　幹　広 熊 本 市
井　上　裕　邦 八　　代
南　川　剛　寛 菊池郡市
豊　田　正　仰 熊 本 市

地域保健委員会Ⅰ（理事　髙水間　奨）

理事の抱負
　地域保健Ⅰは、公衆衛生と歯科健診事業が
主な分野となります。会員の皆様には、日頃
より各種健診事業におきまして、ご協力を賜
り感謝申し上げます。
　骨太の方針2021に、生涯を通じた切れ目
のない歯科健診という文言が、連続して盛り

込まれており、県民へ歯科健診の重要性をア
ピールし、歯科医療需要の増加へとつなげて
いきたいと考えております。
　これからの２年間、会員の皆様のご理解と
ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

役　職 氏　　名 所属郡市
委 員 長 郷　原　賢次郎 菊池郡市
副委員長 福　田　聖　一 玉名郡市

委　　員

蔵　本　茂　禎 荒 尾 市
松　原　崇　士 天草郡市
久　貝　喜太郎 八　　代
岡　村　俊　之 熊 本 市
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地域保健委員会Ⅱ（理事　町田由美子）

理事の抱負
　地域保健Ⅱ委員会の理事を拝命いたしま
した熊本市の町田由美子です。「骨太の方針
2021」におけるオーラルフレイル対策の普及、
訪問歯科診療の普及・推進、歯科医療専門職
間、医科歯科、介護機関等との連携の推進、
およびワーキンググループ時から関わってき

た女性歯科医師支援について、これまでの経
験を活かし、会員ならびに県民の皆様へ貢献
できるよう、委員一同で取り組んでまいりま
す。よろしくお願い致します。

役　職 氏　　名 所属郡市
委 員 長 赤　尾　浩　彦 阿蘇郡市
副委員長 菅　鉢　孝　治 熊 本 市

委　　員

古　田　洋　介 宇土郡市
志　方　圭　介 上益城郡
伊　藤　延　隆 水俣・芦北郡市
川　野　智　美 熊 本 市

広報委員会（理事　神㟢　理子）

理事の抱負
　今期も引続き広報担当理事を務めさせて頂
くことになりました。
　会員の皆様には、平素より会報作成にご協
力頂き誠に感謝申し上げます。
　前期は、新型コロナウイルス感染症拡大に
より委員会活動も制限され、これまで通りの
広報活動も見直す局面となりました。
　今期は、コロナ禍の中、新しい生活様式に
あった情報発信と啓蒙活動に積極的に取り組

んで参りたいと思っております。ホームペー
ジも８月よりリニューアル致しました。県民
の皆様にも会員の皆様にもよりわかりやすい
情報を提供し活用して頂き、更にマスメディ
アへのプレスリリースやSNSを使った広報
活動もこれまで以上に行って参りますので会
員の皆様のご理解とご協力の程宜しくお願い
申し上げます。

役　職 氏　　名 所属郡市
委 員 長 秋　山　　　清 熊 本 市
副委員長 髙　㟢　真由美 熊 本 市

委　　員

松　枝　勝　興 八　　代
月　精　秀　和 玉名郡市
平　島　将　臣 熊 本 市
田　中　秀　幸 熊 本 市
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ども達のため、県民のため、会員のために出
来ることをしっかりと考え、委員一同しっか
りと取り組んでいく所存です。会員の皆様の
ご理解、ご協力、ご指導のほど何卒よろしく
お願い致します。

役　職 氏　　名 所属郡市
委 員 長 髙　田　宗　秀 菊池郡市
副委員長 上　野　啓　之 熊 本 市

委　　員

川　井　哲　雄 熊 本 市
宮　㟢　修　一 八　　代
矢毛石　康　男 上益城郡
中　山　修　二 荒 尾 市

学校歯科委員会（理事　石井　洋一）

理事の抱負
　このたび、２期目の学校歯科担当理事を拝
命いたしました石井洋一です。コロナ禍が未
だ収束しない中、新しい生活様式を踏まえた
学校歯科保健活動がより重要になってくるこ
とと思います。学校歯科の枠にとらわれず、
各関係所管、行政、日学歯等と連携して、子

会の開催や熊本大学歯科口腔外科や熊本県警
との関係を今まで以上に強固なものにしてい
くよう努めてまいります。
　まだまだ力不足なのは否めませんが、理事
就任時の信念でもある「是は是、非は非」の
精神で医療対策委員会全員を１つにまとめて
会務を遂行していきますのでどうぞ宜しくお
願い致します。

役　職 氏　　名 所属郡市
委 員 長 町　田　宗一郎 熊 本 市

副委員長
松　原　明日香 熊 本 市
上　村　裕　希 熊 本 市

委　　員

原　田　秀一郎 菊池郡市
岡　田　長　久 八　　代
徳　丸　恵　介 熊 本 市
添　田　誠　也 熊 本 市
河　野　宏　和 熊 本 市
奥　村　浩　文 熊 本 市
松　原　良　太 玉名郡市

医療対策委員会（理事　椿　賢）

理事の抱負
　この度、２期目の医療対策委員会理事を拝
命いたしました椿賢です。
　１期目はコロナ禍で思うように行事を行う
ことができませんでした。
　今期は、昨年度できなかった医療対策講演
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医療連携委員会（理事　三森　康弘）

理事の抱負
　引続き医療連携担当理事を拝命しました三
森康弘です。
　がん患者医科歯科医療連携事業、回復期医
科歯科病診連携事業、ヘル歯ー元気８０２０
支援事業（糖尿病連携）を担当させていただ
きます。

　これらの医療連携をますます充実させるよ
う、委員一同で取り組んでまいります。皆様
のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

役　職 氏　　名 所属郡市
委 員 長 太　田　文　隆 熊 本 市
副委員長 吉　武　義　泰 熊 本 市

委　　員

矢毛石　　　玲 熊 本 市
片　山　泰　紀 熊 本 市
近　藤　俊　輔 宇土郡市
裵　　　福　泰 菊池郡市

復職支援事業です。まだ、日の目をみており
ませんが、会員の皆様のお役に立てるように
委員会全員で知恵を出し合い頑張りますので
よろしくお願いします。

役　職 氏　　名 所属郡市
委 員 長 牧　　　潤　一 熊 本 市
副委員長 宮　本　徳　郎 上益城郡

委　　員

神　戸　　　浩 上益城郡
黒　岩　寛　士 熊 本 市
渡　邉　　　康 熊 本 市
江　藤　崇　文 上益城郡

厚生・医療管理委員会（理事　工藤　智明）

理事の抱負
　厚生医療管理委員会担当理事の２期目とな
ります工藤智明と申します。
　主な担当事業は、シニア倶楽部・健康診断・
合同就職説明会・医療管理講演会・最近では
オンライン資格確認となります。中でも２年
前より１番力を注いでいるのが歯科衛生士の
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①年間行事、事業
　・熊本市歯科医師会通常・定時総会
　　 （年2回）
　・熊本市歯科医師会審議員会（年2回）
　・歯の祭典（歯と口の衛生週間イベント）
　・歯磨き巡回指導（小学校にて実施）
　・歯たちの健診（大学等にて健診）
　・小学校、幼稚園、保育所等へのフッ化物
洗口推進事業

　・こども博（歯の相談コーナーを開設）
　・熊本市民健康フェスティバル（歯科相談、
口臭測定）

　・熊本市地域包括支援センター担当歯科医
師派遣

　・国立病院機構熊本医療センター開放型連
絡協議会

　・熊本市歯科後方支援病院連絡協議会
　・熊本市救急歯科医療協議会
　・熊本市入院入所者歯科診療運営委員会
　・三歯会（市歯科医師会、市歯科技工士会、
歯科衛生士会熊本市支部）

　・四師会（市医師会、市歯科医師会、市薬
剤師会、看護師協会熊本市支部）

　・九州八市歯科医師会役員連絡協議会（会
長・専務理事会議）

　・十三指定都市歯科医師会役員連絡協議会
（政令指定都市会議）

　・国立病院機構熊本医療センター・熊本市
歯科医師会連絡協議会

　・国立病院機構熊本医療センターでの医歯
連携セミナー

　・年３回の学術講演会、他にも各種研修会
　・ケアマネジャー研修会（ケアマネジャー
への歯科知識啓発活動）

　・かわら版（毎月）、中岳（年４回）の発
　　行（会員への情報提供）

　・親睦ビアパーティー、新年懇親パーティー
（市会員親睦大会）

　・施設基準研修会
　・カルテ相談
　昨年度はコロナの影響で大多数の行事、事
業が中止。
　今年度も状況を注視しながら実施できるも
のは開催していく予定。
②現在計画中の事業
　・発送物・発行物等のデジタル化推進
③会の特徴
　６月末現在、会員数433人。
　12の支部があり、各支部では独自の活動
を行ない、各支部の代表として21人の審議
員が選ばれている。
　執行部には６つの委員会（地域学校歯科保
健、医療管理、厚生、社保、学術、広報）が
あり、必要があれば臨時委員会を立ち上げ活
動している。この他、医療相談委員会や特別
委員会（医道委員会、裁定審議委員会、選挙
管理委員会）もあり、多くの会員が会の運営
に参加している。そして、執行部は行政との
折衝など出務も多く、会のために毎日奮闘し
ている。
　また、会員は休日昼間（本会独自事業）及
び夜間（熊本市からの委託事業）の診療を輪
番制で行い一般社団法人としての責務を会全
体で果たしている。

（飯田 誠治）

熊本市歯科医師会 （会長　宮本 格尚）

各 郡 市 新 執 行 部 紹 介
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①年間行事、事業
　　コロナ禍が続いたとしても毎月の通常例
会、理事会は状況に応じ開催していく以外、
荒尾市側の方針により、未確定行事もある
がコロナ禍前の実績から９月以降の主な行
事・事業が予定されている。

　 （行事）
　　いきいき健康づくり教育講座での講演
　　荒玉役員連絡協議会・学術講演会
　　荒尾市健康福祉まつり参加
　　荒歯会、三師会総会など
　 （事業）
　　休日診療
　　自治体要請各種検診
　　フッ化物洗口など
②現在計画中の事業
　　現在着工中の荒尾市民病院新棟内に「歯
科口腔外科」外来の新設折衝

　　認知症コホート調査に伴う歯科調査を熊
本大学歯科口腔外科との共催

　老朽化した事務所改革

③会の特徴
　役員の多くが田中 正前執行部からの留任
であるが今年度から中村会員が専務理事、疋
田会員が常務理事、田中みどり会員が障がい
者、訪問歯科、医療連携担当理事に就任し、
新たなる執行部がスタートした。
　本会活動に関し経験値の高い理事が多いた
め運営はスムーズにいくと思われるものの、
マンネリ化を如何に防いでいくか執行部全体
で考えていかなければならないと思われる。
　またコロナ禍のため本会の強みである会員
相互、三師会会員との交流が制限されている
が、連携事業には引続き実績を残すため試行
錯誤的に邁進していくだけである。

（坂田 輝之）

荒尾市歯科医師会 （会長　田中 文丸）

①年間行事、事業
【総務】
　・定時総会、通常総会の運営
　・歯とお口の健康展の開催（11月開催）
　・城北地区役員連絡協議会への参加
【研修会】
　・学術講演会、三師会合同講演会、救急救
命研修会

　・訪問診療研修会、歯科に関する出前講座
の開催

【厚生事業】
　・新年会の開催、三師会行事（旅行・ゴル
フコンペ・ビアパーティー）の開催

　・ホームページの運用・管理・広報誌（菊
歯たより）の発刊

【その他】
　・AEDの貸与、訪問診療用ポータブルユ

ニットの管理
②現在計画中の事業
　・定款・規約の見直し、改定：働き方の多
様化に伴い定款・規約に当てはまらない
部分（会員種別の変更、終身会員の年齢
引き上げ等）の見直し、改定を進める。

　・執行事業の見直し：会員数の増加や歯科
医療環境の変化に対応し、費用対効果も
含めて検討する。

　・DX（デジタルトランスフォーメーショ

菊池郡市歯科医師会 （会長　城 　敦哉）
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①年間行事、事業
　・隔月の理事会と例会
　・新年会（お祝い事）
　・臨時総会､ 総会（議員、市役所関係招待）
　・乳幼児健診、小中学校・高校（分校）健
　　診、歯周疾患健診、後期高齢者健診、妊
婦健診

　・介護認定審査会（４人出務）
　・ ｢歯と口の健康週間｣ 無料健診イベント
（スーパー店舗内にて）

　・人吉・球磨合同学術講演会（年１回、主
催は交代）

　・人吉・球磨臨床歯科研修会（年３回、人
吉医療センターにて）

　・糖尿病予防フォーラム（歯科相談など）
　・人歯会報の発行（今年発行分は去年の水
害の記録）

　・研修旅行（隔年）
　・城南五郡市連絡協議会（天草・八代・水
俣芦北・球磨・人吉）

　・お口の健康教室（介護予防）
　・保健所、人吉市役所関係及び多職種連携
（Fanの会）への出務

　・人吉市との連絡協議会
　・三師会ゴルフコンペ（人吉球磨地域の医
科・歯科・薬剤師会）人吉デンタルゴル
フコンペ

②会の特徴
　人吉市はコンパクトな地域なので、２ヶ月
ごとに（第４水曜日）例会と理事会を交互に
行っている｡
　会員の高齢化は県内でも上位だが、例会に
は８割以上の会員が出席している｡
　例会では、社保のタイムリーな情報発信や、
当月誕生日の会員にお祝いの品を進呈してい
る｡
　また、会報（人歯会報）を毎年発行し、記
録の保管に努めている｡
③その他
　去年の水害で会員診療所の半数近くが被害
を受け人吉市の被害も甚大です。現在、復興
に向け、会として取り組みたい｡

（相良 吉正）

人吉市歯科医師会 （会長　齋藤 健三）

ン）の推進
　・コロナ感染拡大下においても対応できる
よう学術講演会、総会などのハイブリッ
ド開催を模索していく。

　・在宅歯科医療に関する勉強会の充実
　・保健所、行政担当者も巻き込んで地域包
括ケアシステムに対応していく。

　・ホームページを刷新し、対外的な情報発
信力を充実させる。

　・女性歯科医師WG（ワーキンググループ）
の創設

　・本会において女性歯科医師が活動してい

く際の問題点を検討し、積極的に会への
参加を行っていただく。

③会の特徴
　本会は正会員・準会員・特別会員を合わせ
て約80人の会員数を有する。
　他郡市会と比較すると、若手の会員も多く、
年齢構成はバランスがとれている。今後は、
連綿と受継がれてきた菊池郡市歯会の良き伝
統を若手に継承し、より進化させていくこと
が重要であると考えている。

（城 敦哉）
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①年間行事、事業
　・人吉球磨臨床研修会
　・歯科医師会主催学術講演会
　・人吉球磨地域歯科保健推進連絡会
　・人吉球磨合同理事会
　・球磨郡三師会
　・会員研修旅行
　・長期休日当番医
　・歯科衛生士養成奨学金支援
　・虫歯予防週間イベント
②会の特徴
　球磨郡歯会は会員数が14人と少ないため
今期も前期と同じ役員です。少人数のため会
の雰囲気は和気藹々としていますし、全会員
が会の行事にも協力的で、快く参加してくれ

ます。
　昨年の７月４日豪雨災害の際、会員総出で
懸命に災害復旧に当たってくれました。この
結束の固さが本会の特徴です。しかしながら
地方郡市の例に漏れず、会員数の減少と会員
高齢化の波により会の存続に不安を抱えてい
ます。

（塚本 卓也）

球磨郡歯科医師会 （会長　向江富士夫）

①年間行事、事業
　・令和２年度通常総会（４月17日）
　・会員、スタッフコロナワクチン接種（４
月末～５月）

　・三師会ゴルフ＆親睦会（例年５月→中止）
　・長寿会（喜寿３人、還暦４人）（例年６
月→未定）

　・会員、スタッフ健康診断（７～９月３回
予定）

　・三師会合同研修会（例年８月→未定）
　・第63回歯牙供養祭（10月２日）
　・第57回天草郡市歯科医学大会（10月２日）
　　講師：壬生（みぶ）秀明先生（東京都開
業）→Web

　・城南５郡市連絡協議会（例年11月→未定）
　・第２回健康のつどい（健康フェスタ）

（11月13日）
②現在計画中の事業
　糖尿病・歯周病医療連携事業
　天草市妊婦・成人・高齢者歯周病検診
　在宅診療ネットワーク事業
　ケアマネージャーとの連携

③会の特徴
　現在会員数64人、50歯科医院と近年若い
会員もわずかながら増えており、会員同士話
し合いながら地域歯科医療に貢献していきた
いと思っています。中嶋新会長の下でコロナ
禍が続く中も連携を深め色々な事業に取り組
んでいきたいと考えています。
④その他
　天草郡市歯科医師会90周年に際して、コ
ロナ禍でも後世に残すため可能な限りの記念
の事業を模索しながら計画を進めています。
　そのことが来たるべき100周年に必ずや好
結果をもたらすことを信じて。

（槌本 亮二郎）

天草郡市歯科医師会 （会長　中嶋 敬介）
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阿蘇郡市歯科医師会 （会長　武藤 健史）

　７月16日（金）、阿蘇郡市医師会館に於い
て標記会が開かれた。武藤会長挨拶の後、佐
藤副会長が議長をされ、令和２年度通常総会
（書面決議）結果報告、令和3年度臨時代議
員会報告が行われた。
第１号議案：新執行部の承認を求める件
第２号議案：第２種および第３種会員入会の

承認を求める件
　上記２つの議案は全員一致で承認された。

　その後、コロナ対策補助金のことや、これ
からの行事日程等が報告され無事総会は終了
しました。早くコロナが落ち着いて普段の生
活に戻れることを祈っています。

（乕谷　真）

【新執行部役員】
会　　長 武藤健史
副 会 長 佐藤俊一郎 乕谷真
専務理事 安光千昭
常務理事 隈井隆弘 園田隆弘
理　　事 田村尚子 宇治信博
監　　事 市原誓志

第73回九州歯科医学大会inくまもと

テーマ：国民医療とこれからの日本
　　　　　　　～人生100年時代の歯科界が果たすべき役割～
　　　　　日　　　時　令和３年10月23日（土）午後１時30分～午後４時40分
　　　　　基調講演Ⅰ　日本歯科医師会　堀　憲郎　会長
　　　　　基調講演Ⅱ　日本歯科大学　　菊谷　武　教授
　　　　　特別講演
　　　 （市民公開講座）　この国の行方―日本の在るべき姿―　
　　　　　　　　　　　　ジャーナリスト　櫻井　よしこ　氏
　　　　　参加申込 【ＷＥＢ】Ｚｏｏｍによるオンライン参加の方
　　　　　　　　　　　　　　右のＱＲコードまたは下記ＵＲＬよ
　　　　　　　　　　　　　　り事前にお申込み登録下さい。
　　　　　　　　　　　　　https://kumamoto-hr.jp/dental73/
　　　　　　　　　※事前にZoomアプリをインストールして下さい。

　　　　　　　　　【会　場】熊本県歯科医師会館４階ホール 70名（先着順）
　　　　　　　　　※会館への来場をご希望の場合は、同封しております申込
　　　　　　　　　　書にてお申込み下さい。

　　　※各大学同窓会のご案内および、10月24日（日）に予定されておりました、
厚生行事は中止とさせていただきます。
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荒尾市歯科医師会

次年度からは「原口杯」へ名称変更して開催

― 26回親睦釣り大会 ―

　７月18日（日）「原口泰先生追悼釣り大会」
が開催された。大会当日開始直前まで雨がぱら
ついていたが、出港時間には雨もやみ好天の中
行われた。
　今年も狙うターゲットは「シロギス」12人
の参加者は横島港から午前８時頃有明海沖のポ
イントへと向かう。釣りを開始するもなかなか
あたりもなく、ベテランの釣り師たちも様々な
工夫をするも苦戦を強いられた。今年は釣りの
コンディションがあまり良くなく、波が時折り
高くなるのと気温の高さで体調が悪くなる者も
数人いた。午後２時頃納竿し帰港した。港に戻
ると規工川会員がみんなの帰りを待ち、冷たい

苦戦を強いられた大会参加者全員で記念撮影

水とスイカの差し入れをして頂き、暑さで参っ
ていた我々の体を生き返らせてくれた。
　その後釣果の検量と表彰式にうつる前に今年
４月に亡くなられた原口会員のご冥福をお祈り
し参加者全員で１分間の黙祷を行った。今年で
26回目の「親睦釣り大会」になるが、第１回
目から大会に尽力して頂き、今日があるのは原
口先生のおかげである事を考慮して、次年度よ
り「親睦釣り大会」の名称を「原口杯」に変更
する事となった。
　表彰式では「キスの部」優勝は21.5㎝を釣り
上げた田中文丸会員が栄冠に輝いた。「他魚の
部」優勝は41㎝のマゴチをつりあげた永廣が
優勝した。「キスの部」「他魚の部」それぞれの
優勝者にはトロフィーが授与、入賞者には記念
品が贈呈され、熱戦を繰り広げた今年の大会も
無事終了した。来年は「原口杯」へと名称も変
え、例年以上に盛り上がる大会になることを期
待する。

（永廣 有伸）優勝した田中文丸会員
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＜沖縄に生まれたものとして＞
　私は戦後20年経った昭和40年に沖縄県那
覇市に生まれました。当時の沖縄は米軍統治
下でした。本土復帰が昭和47年５月15日、
小学校１年生の時に通貨が米ドルから日本円
に換わりました。昭和53年７月30日、中学
校１年生の時に、米軍統治下時代の車の左ハ
ンドル右側通行から、人は右側通行、車（右
ハンドル）は左側通行に変わりました。
　当時の沖縄は、本土に追いつけ追い越せと
言われており、郷土の歴史、文化、芸術、芸
能、舞踊、空手、方言等よりは、本土と同じ
になる事が重要な事であると思われていた時
代でした。どこからともなく流れて来る三線
の音色より、日本の歌謡曲、外国の音楽に想
いを寄せていました。
＜沖縄三線との出会い＞
　私が三線を習いたいと思ったのは熊本に来
てからでした。地域の高齢者に歯科の講話を
する時に、沖縄の曲を三線で弾きたいと思う
ようになりました。その時に阿蘇で三線を教
えている先生がいる事を知り、師匠の琉球古
典音楽野村流保存会下田美輪子研究所に入門
しました。琉球古典音楽は試験があります。
最初は新人賞、次に優秀賞、最高賞、グラン
プリ賞と続きます。その間に、教師免許、師
範免許の試験があります。
　新人賞の課題曲は、伊野波節（ぬふぁぶし）
と言います。伊野波節は、若い男女の恋の歌
です。

　歌詞は、「伊野波ぬ石くびり　無蔵連りてぃ
登る　なふぃん石くびり　遠さはあらな」で
す。意味は、「こんな石ころだらけの険しい
道が、二人で一緒に居られるなら、もっともっ
と長く遠く続いてればいいのに」。そんなふ
たりの恋する気持ちと別れの切なさを詠んだ
のが「伊野波節」です。伊野波村集落の「石
くびり」は、現在も昔の面影をとどめており、
「伊野波節」の歌碑があります。
　沖縄で野村流古典音楽保存会は創立65年
になります。12年前に九州支部創立記念公
演を博多座で行いました。私も幕開け斉唱で
博多座の舞台に立ちました。また熊本震災復
興祈念として八千代座で創立５周年公演をし
ました。
　毎年６月の歯と口の健康習慣に高齢者に向
けての健康教室に呼ばれて歯科医院のスタッ
フと一緒に講話の後に三線を弾いて踊りをし
ています。音楽を通して皆が生き生き元気に
なるお手伝いをする事が出来たらと思ってい
ます。
　ふるさと沖縄から離れて29年、沖縄にい
る時よりも長く本土にいる事になります。両
親はまだ健在で今はコロナで帰省する事が出
来ませんがいつもふるさと沖縄の事を想いな
がら生活をしています。これからもふるさと
沖縄の音楽を大切にして行きたいと思ってい
ます。
　次は熊本市の高尾真暢会員へバトンを託し
ます。

リレー投稿
○57

　　　　琉球古典音楽に魅せられて

阿蘇きずな歯科医院　我那覇 生純　

伊野波節の歌碑

健康教室での様子
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病気知らずだった私の2020年

八代　谷川歯科医院　谷川 京子

　1934年に祖父が開業した医院を、父に次ぎ
2017年に継承しました八代の谷川と申します。
　大学を出て４年間勤務医をし、地元に戻っ
てきたのは2002年でした。親はいつまでも
元気だろう、とのんびり構えていましたが、
病気を繰り返す父を見てさすがに覚悟を決め
ました。女一人でやっていくのは大変かと
思っていましたが、根っからの楽観主義と周
りの先生方のフォローもあり、楽しく日々の
診療に携われています。
　そんな私に、ある奇妙な肺の病気が見つか
りました。『リンパ脈管筋腫症』という100
万人に２～５人しかならない、しかも出産可
能な女性しかならないという難病です。
　雨の日に息苦しいとか、少し動くと異様に
心拍が上がるというのは以前からありました
が、それ以外の自覚はありませんでした。異
常なCT像だと何軒もの医院を転々とし、結
果的に大学病院で病名が分かりました。と
はいえ難病ですので原因も治療法もわから
ず、70代の肺をしていますが現在経過観察中
です。
　ただ、この病気が私の命を救うきっかけに
もなりました。検査を進めるうちにまず大き
な子宮筋腫が見つかりました。こちらも特に

自覚は無かったの
ですが、年齢的な
事や女性特有の肺
病が恨めしかった
ので取ることにし
ました。（取って
も肺は治らないの
ですが…）
　そうして子宮を
全摘したのが去年
のGWの事です。オ
ペ後主治医から「卵巣に嚢胞があったのでそ
れも取っときました」と言われ時には（一石
二鳥！ラッキー！）などと呑気に喜んだもの
です。しかし、なんとか真っ直ぐ歩けるよう
になったオペ１か月後、再び主治医から「嚢
胞じゃなくて癌だったのでもう一回切らせて
下さい」と言われた時には、（このズキズキ
している傷をもう一回切るなんて正気なの
か？）と医師を逆恨みしました。
　しばらくごねましたが、２か月後に再入院
して今度は両卵巣と大網を摘出しました。３
か月で２度の全身麻酔下での開腹手術は心身
共に相当ダメージでしたが、あのタイミング
で開腹したからこそ超初期の癌を見つけるこ
とが出来たので幸運としか言いようがありま
せん。子孫を残すことは出来ませんでしたが、
私にはこの世でまだすべきことがあるのだと
いう神様からのメッセージと思っています。
　２度目の退院一か月後には我慢できずにゴ
ルフを再開し、傷口が２㎝裂けるというハプ
ニングもありましたが、１年経った今は体力
も体重も元に戻り元気にしています。退院後
の診療室は患者様やスタッフからのお花に溢
れ、幸せの極みでした。たくさんの思いや幸
運から生かされた命を大事にしたく、ストレ
スを溜めない、悔いのない毎日を送っていき
たいと思っています。最後までお読みいただ
きありがとうございました。いただいたお花の一部

熊歯乙女の
ひとりごと⑨

　ゴルフは下手の横好き
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緒
（オガタ　ヒロシ）

方　裕士

熊本市中央区手取本町8-3
　　　 テトリアくまもと３Ｆ
手取本町おがたデンタルオフィス

①今後の生き方について。
②患者と自分の理想に治療を近づけること。
③病院へのアクセスが便利であること。
④歯科医師のスキルを上げていきたい。

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。 

平
（ヒラハラ　シンヤ）

原　信也
 
熊本市東区健軍３-24-22

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院

第１種会員第１種会員 第３種会員第３種会員

西
（ニシダ　ケンゴ）

田　健吾
 
熊本市北区清水新地６-7-14

西田歯科医院

①・小児矯正
　・総義歯
②年齢、性別問わず、良質な医療を提供でき

る臨床医でありたい
③地域に根ざした包括的な歯科診療
④学校歯科に関わっていきたい

第２種会員第２種会員

三
（ミムラ　ショウゴ）

村　彰吾
 
上益城郡益城町安永722-4

（医）共愛会　共愛歯科医院

①アフターコロナです。
②スタッフみんながやりがいを感じながら仕

事をして患者さんを幸せにする。
③様々な患者さんに対応できる。
④健康に留意して地域に貢献する。

石
（シカワ　タク）

川　　卓
 
宇土市高柳町字島之内20-9

熊本パール総合歯科・矯正歯科・
　　こども歯科クリニック宇土院
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所管 日付 摘要 出務者

総　　務

６月４日
第８回選挙管理委員会
 （１）監事、日歯代議員及び同予備代議員候補者審査
 （２）役員等選挙に係る届出結果通知

山口委員長他全委員

７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

本会事業・会計監査
増田・水上監事、伊藤会長、宮井副
会長、牛島専務理事、宇治常務理事、
吉永会計士

第26回理事会
【承認事項】
 （１）新入会員（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
【議　　題】
 （１）関係機関・団体への会費等の納入
 （２）出産育児修業制限による県歯均等割会費及び県歯共済互助負担金免除申請の認定
 （３）会長予備選挙当選者が推薦した理事候補者の令和３年度定時代議員会への上程　ほか
【協議事項】
 （１）熊本県歯科医師会諸会議及び委員会規程の改正

伊藤会長他全役員、森口議長、髙木
副議長

８日 【Web】歯周病プロジェクト（各診療所）　11 ／ 28歯周病プロジェクト講演会打合せ 椿副会長、馬場・野田理事

９日 人事考課 牛島専務理事
【Web】支払基金支部運営委員会（診療所） 伊藤会長

10日 【Web】スマイルコンテスト打合せ（各診療所） 髙水間・石井理事、秋山副学院長
14日 職員面談 牛島専務理事
18日 玉名郡市歯会定時総会（玉名市民会館） 伊藤会長、牛島専務理事

19日 定時代議員会 森口議長、髙木副議長他全議員、伊
藤会長他全役員

【Web】社会歯科学会総会（診療所） 牛島専務理事

21日 河野敬明先生叙勲伝達式 伊藤会長、牛島理事
県総合保健センター臨時理事会（県総合保健センター） 伊藤会長

会 務 報 告 自　令和３年６月４日
至　令和３年７月25日

県民に口腔ケアの大切さをアピール!

　８月19日（木）RKKから伊藤会長が取材を受けました。当日の夕方Liveゲツキンの
中で「感染拡大のなか口腔ケアでコロナ感染予防！」と題して8020テレビ（日本歯科
医師会作成）の動画を交えながら県民に是非実践して欲しい、ニューノーマルな歯磨き
法を伝えました。

分かりやすく説明する伊藤会長 実際の治療で感染防止対策をＰＲ

熊歯会報Ｈ.31.４

37

― ―

報 告
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所管 日付 摘要 出務者

総　　務

22日
【Web】第１回常務理事会（新役員打合せ会）
 （１）関係機関団体からの役員等推薦依頼（２）後援名義使用
 （３）関係機関団体会費等　ほか

伊藤会長、牛島理事【Web】永松・
松本・長野・宮井・椿・宇治理事

23日 職員面談 牛島理事
月次監査　５月末会計現況監査 増田・水上監事

24日 第30回日歯理事会（日歯会館） 伊藤会長

25日 【書面決議】第195回日歯定時代議員会（日歯会館） 伊藤会長、牛島日歯代議員
【Web】スマイルコンテスト打合せ（各診療所） 髙水間・石井理事、秋山副学院長

30日
【書面決議】熊本さわやか長寿団理事会 伊藤会長
支払基金熊本支部長来館挨拶 伊藤会長
賞与支給式 伊藤会長、牛島理事

７月２日 「人生100年くまもとコンソーシアム」第１回会議（ホテル熊本テルサ） 牛島理事

７日

支払基金支部運営委員会（支払基金） 伊藤会長
第２回理事会
 【承認事項】
 （１）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼（２）名義後援使用依頼
【議　　題】
 （１）関係機関・団体への会費等の納入
 （２）退職役員、代議員会議長・副議長、代議員、委員会委員の表彰者
 （３）令和３年度第１回九地連協議会の提出協議題
【協　　議】
 （１）新入会員研修会実施時期
 （２）各委員会における会員が利用できる講演用資料一覧作成

伊藤会長他全役員

10日
第１回臨時代議員会
【議　　事】第１号～第３号議案
【協　　議】来賓：早田県健康福祉部長

武藤議長、向江副議長他全議員、伊
藤会長他全役員

15日 第１回県医療審議会（県庁） 伊藤会長

16日 県スポーツ協会第１回財務特別委員会（ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ） 伊藤会長
【Web】九州各県事務局長連絡会 岡﨑事務局長

17日 スマイルコンテスト表彰式 伊藤会長、牛島専務理事、髙水間・
石井理事、秋山副学院長

18日 ワクチン接種実技研修会
伊藤会長、牛島専務理事、椿副会長、
宇治常務理事、馬場理事、三森理事、
椿理事、野田理事

19日 月次監査　６月末会計現況監査 増田・水上監事
20日 第１回県循環器病対策推進協議会（県庁） 牛島専務理事

21日 県ワクチン接種広域センターシミュレーション（グランメッセ熊本） 牛島専務理事、岡㟢事務局長他３人
第２回常務理事会 伊藤会長他常務理事以上全役員

25日 ワクチン接種実技研修会
伊藤会長、牛島専務理事、宮井副会
長、松本副会長、長野理事、永松理事、
工藤理事、髙水間理事

学　　術 ６月16日
【Web】学術委員会（各診療所）
 （１）九州各県学術担当者会（２）バイタルサインセミナー
 （３）日本補綴歯科学会生涯学習公開セミナー

馬場理事、内野委員長他全委員

22日 大学基準協会歯学教育評価試行評価九州大学歯学部現地視察（九州大学） 馬場理事

社会保険

６月12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）基金・国保との合同会議　ほか

椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他13委員

24日 保険個別指導（熊本第二合同庁舎） 船津理事

７月10日
社会保険委員会
 （１）委嘱状伝達（２）会員向け発行物等役割分担
 （３）指導立会者、個別相談対応　ほか

伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、
舩津・野田理事他15委員

地域保健

６月５日 地域保健委員会 松本常務理事、長野・髙水間理事、
熊本市・町田由美子会員

８日 第１回健康・生きがいづくり支援事業推進委員会（県総合保健センター） 松本常務理事

12日 歯の健康文化賞表彰式　個人の部　山根早織様 伊藤会長、牛島専務理事、松本常務
理事、髙水間理事、岡㟢事務局長

15日
地域保健委員会
 （１）歯の健康文化表彰式（２）生活歯援プログラム
 （３）熊歯キャラバン隊（荒尾市）　ほか

松本常務理事、長野・髙水間理事他
８委員

地域保健
Ⅰ ７月14日 地域保健委員会Ⅰ

 （１）委嘱状伝達式（２）写真撮影（３）委員会の概要　ほか
伊藤会長、松本副会長、牛島専務理
事、髙水間理事、郷原委員長他久具
委員を除く全委員

地域保健
Ⅱ ７月14日 地域保健委員会Ⅱ

 （１）委嘱状伝達式（２）写真撮影（３）委員会の概要　ほか
伊藤会長、松本副会長、牛島専務理
事、長野常務理事、町田理事、赤尾
委員長他全委員

広　　報

６月14日 広報委員会
 （１）熊歯会報７月号　第１校校正 神㟢理事、秋山委員長他全委員

19日 定時代議員会　取材 月精委員、田中委員

21日 広報委員会
 （１）熊歯会報７月号　第２校校正（２）業務引継ぎ 神㟢理事、高㟢副委員長他全委員

７月９日 広報委員会 伊藤会長、松本副会長、牛島専務理
事、神㟢理事他全委員

10日 第１回臨時代議員会 秋山委員長、平島委員
19日 広報委員会 神㟢理事、秋山委員長他４委員
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所管 日付 摘要 出務者

学校歯科

６月８日 【書面決議】県学校保健会第１回理事会（県医師会館） 伊藤会長、宮井副会長
16日 【Web】第２回日学歯議事運営特別委員会（診療所） 石井理事
18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２委員
23日 【書面決議】第103回日学歯定時代議員会（日歯会館） 石井理事

24日 【書面決議】県学校保健会定時評議員会（県医師会館） 石井理事、髙田委員長
【書面決議】県学校保健会臨時理事会（県医師会館） 伊藤会長、宮井理事

７月９日 県学校保健功労表彰及び学校保健及び学校安全表彰（文部科学省）に係る審査会（県庁） 宮井副会長

16日
学校歯科委員会
 （１）委嘱状伝達式（２）写真撮影
 （３）九州地区学校歯科医会役員連絡協議会提出協議題への回答最終協議　ほか

伊藤会長、宮井副会長、牛島専務理
事、石井理事、髙田委員長他全委員

医療対策

６月15日 医療対策小委員会　（１）医療対策講演の打合せ 奥村委員、前野会員

16日
医療対策委員会
 （１）事例報告検討（２）医療対策講演会
 （３）令和３年九州各県医療安全対策担当者会　ほか

永松常務理事、椿理事他全委員

23日 医療相談 永松・椿理事

25日 医療対策小委員会
 （１）九州各県歯科医療安全対策担当者会の打合せ

永松・椿理事、町田委員長、松原・
上村副委員長

29日 医療対策小委員会
 （１）医療対策講演会の打合せ 奥村委員

７月８日 医療対策小委員会
 （１）医療対策講演会の打合せ 奥村委員、前野会員

21日
医療対策委員会
 （１）事例報告検討（２）医療対策講演会
 （３）令和３年度九州各県医療安全対策担当者会　ほか

椿理事他松原良太委員を除く全委員

24日 医療対策小委員会
 （１）医療対策講演会の打合せ 奥村委員、前野会員

センター・
介護

センター・
スペシャル
ニーズ

６月９日 パレット宇土・Switch宇土歯科健診（パレット宇土・Switch宇土）　受診者：８人 藏本歯科医師他３人

10日 県との障がい児・者歯科医療提供体制強化事業打合せ
 （１）令和２年度の振り返り（２）今後の事業内容

松本センター長、椿副会長、五島理
事、岡㟢事務局長、藏本歯科医師他
２人

17日
在宅歯科医療連携室機能強化事業・在宅歯科診療器材整備事業県との打合せ
 （１）令和２年度実施（２）令和３年度事業計画
 （３）令和３年度在宅歯科診療器材整備事業

牛島専務理事、松本常務理事、五島
理事、長野理事、町田厚生・医療管
理委員

28日 障がい児・者歯科医療提供体制強化事業打合せ 椿・松本・牛島・五島理事、岡㟢事
務局長他１人

30日 たすかるステーション松橋歯科健診打合せ（たすかるステーション松橋） 藏本歯科医師他１人

７月10日 センター・スペシャルニーズ委員会
 （１）委嘱状伝達式（２）写真撮影（３）委員会の概要

伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、
五島理事、我那覇委員長他全委員、
石井歯科衛生士

厚生・医療
管理

６月14日 【Web】厚生・医療管理委員会（各診療所）
 （１）今年度の歯科衛生士合同就職説明会（２）今年度の委員会活動

宮井副会長、工藤理事、牧委員長、
宮本・神戸・黒岩委員

21日 【Web】合同就職説明会打合せ（各診療所） 宮井・工藤理事、牧委員長、宮本・
神戸・黒岩委員

７月14日 厚生・医療管理委員会
 （１）委嘱状伝達式（２）写真撮影（３）歯科衛生士合同就職説明会　ほか

伊藤会長、宮井副会長、牛島専務理
事、工藤理事、牧委員長他全委員

医療連携

６月８日 【Web】県がん診療連携協議会幹事会第48回相談支援・情報連携部会（診療所） 宇治常務理事
18日 【Web】機能病院とエルガナテスト（各診療所） 宇治常務理事、三森理事他３人
25日 【Web】医療連携委員会 宇治・三森理事、太田委員長他５人

７月１日 がん連携合意書・回復期連携覚書取交し（くまもと県北病院） 伊藤会長、松本・三森理事、大林玉
名郡市会長、岡㟢事務局長

17日 上益城郡歯科医師会への回復期医科歯科連携説明会 伊藤会長、牛島専務理事、松本副会
長、三森理事

19日 【Web】回復期登録歯科医院へのエルガナ説明会（各診療所）
【zoom】講師：機能病院情報システム課長　田村保善氏 伊藤会長、松本副会長、三森理事

学　　院

６月18日 学校歯科委員会と学院との連携事業打合せ 秋山副学院長
19日 定時代議員会 牧学院長

21日 【Web】合同就職説明会打合せ（各診療所） 牧学院長、秋山・弘中副学院長、正
清教務部長

26日 学校体験入学Ⅰ　参加者：28人 秋山副学院長

28日 第２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

７月７日 第２回理事会 東学院長
10日 第１回臨時代議員会 東学院長
17日 学院体験入学Ⅱ　参加者：46人

国保組合

６月18日 【書面決議】第77回全協通常総会（アルカディア市ヶ谷）

21日
国保組合監査　令和２年度決算、令和３年度５月末現況 原田・片山監事伊藤理事長、桑田常

務理事
第２回国保理事会
 （１）令和２年度決算（２）令和３年度臨時組合会日程（３）システム変更

伊藤理事長他全役員、田中議長・宮
坂副議長

７月７日 【書面決議】第１回全歯連通常総会（アルカディア市ヶ谷）

17日
国保臨時組合会
 （１）令和２年度歳入歳出決算（２）令和２年度歳入歳出決算余剰金処分（案）
 （３）令和２年度徳罰会計歳入歳出決算　ほか

伊藤理事長他全役員、議員26人

事 業 課 ６月８日 【書面議決】令和３年度くまもと共済通常総会（熊本ホテルキャッスル） 伊藤会長



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
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安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会

この10年はボウリングに没頭していましたが、コロナ禍になりゴルフ熱が再燃しました。

イメージトレーニングのみで練習も全くせずコースに向かいます。118とか平気で叩いて

100を切れないこの１年でしたが、先月ハーフ39を出せました。それでもトータルは92。

集中力が18ホール保たないのが現状ですが、また80台で回れるゴルフを目指し、70台が出る

まではゴルフとボウリングの二刀流で健康維持に努めたいと思います。

（A.K）

主な行事予定 10 October

２日（土）

６日（水）

７日（木）

16日（土）

20日（水）

23日（土）

27日（水）

各郡市学術担当者会

第６回常務理事会

学院体験入学（夜間Ⅱ）（学院校舎）

学院推薦・社会人一次入学試験

第７回常務理事会

第73回九州歯科医学大会

第６回理事会

編 集 の つ ぶ や き


