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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。

（K. M）

表紙に寄せて

　香り豊かな松茸ご飯、銀杏揚げと
ホクホク栗。大好きな季節、食欲の
秋がやってきました～!!
　この松茸は、一体幾らだ!?なんて
興味津々ですが、短い秋の味覚を思う
存分満喫して参りましょう。
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コロナ禍で思う事

副会長　松本 信久

　会員の皆様には日頃より本会業務にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
　７月からの新執行部で副会長を拝命致しました天草郡市の松本です。役員就任以前より障
がい者歯科及び高齢者歯科を担当して参りましたが、今期から地域保健Ⅰ、医療連携、連携
室、医･保･福、災害対策、広報、選挙管理委員会を担当することになりました。所管の担
当理事と協力し各事業を遂行していこうと考えています。
　さて、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、日々の診療においても感染対策に苦慮
されていることと思いますが、現段階での防衛策はワクチン接種と人流抑制しか無いのが現
状のようです。今回のデルタ株は皆様もご存じのように感染力が強く、私の知り合いでも２
回のワクチン接種が済んでいたにもかかわらず、感染者とマスクをした上で５分ほどの会話
をしただけで陽性となった方がいます。感染後は38度前後の熱と関節痛及び頭痛で動くこ
ともままならず、味覚障害等の為、食事も満足に取れない状態となったそうです。ワクチン
接種を完了していたからこの程度で済んだとも言えます。後日私はグランメッセ熊本で行わ
れているワクチンの大規模接種に参加してきましたが、接種時間になると次々に未接種の方
が来場され、最近は大勢の人が集まるところに行っていなかったので、人の多さにまず戸惑
いました。私は、５月に２回ワクチン接種終了していましたが、知らないうちに感染してい
たら……という事が頭をよぎり心配しました。このような状況をみると副反応を恐れワクチ
ン接種を躊躇されている方もいらっしゃると思いますが、重症化及び周りの方に移してしま
うリスクを考えるとワクチン接種が禁忌な方を除き、ワクチン接種は必要ではないかと思い
ます。
　コロナ感染症問題もなかなか終息の傾向が見えず各種研修会や会議についてもWeb化が
進みました。便利な反面、対面形式の事業等ができず各担当は工夫を凝らして各事業に取り
組んでいますが、一刻も早くこの事態が終息し通常の生活に戻ることを切望しています。
　さて、現在回復期連携事業では県内の基幹病院と医科歯科連携の契約を締結し、入院時は
元より退院後の歯科的支援がスムーズにできるようなシステム作りを進めています。各病院
と会議をする中で歯科に対しての重要性を認識されているところが増えているように感じて
います。各病院のニーズを調査し連携を進めていくことで会員の皆様と県民の皆様の利益に
繋がると確信しています。会員の皆様で近隣の回復期病院の関係者にお知り合いの方がい
らっしゃればご紹介いただき、医科歯科連携の契約を締結し、地域における連携を進めてい
ければと考えています。
　40代、50代と私の中でも考え方が少しずつ変わってきたところがあります。現在還暦を
過ぎ熊本県歯科医師会の中での私の役割も終活を迎えていると思いますので、今後は後輩の
役員の先生方にしっかりとした引継ぎができるような活動に邁進していきたいと思っており
ます。
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できないことをできるように

― 第4回理事会 ―
　８月25日（水）午後７時から県歯会館にお
いて伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務理事、
増田・水上監事（副会長、 理事（五島理事除
く）、東学院長はWeb）出席のもと開催された。
１．開会：松本副会長
２．挨拶：伊藤会長

　新型コロナウイルス感染症のことばかりで
なく、 とにかく楽しく会務を遂行しましょ
う。新執行部が発足して２カ月余りが経ちま
すが、もうしばらくすると来年度の予算編成
が始まります。その前に各事業を見直し、来
年度実施したいことを各委員会でご検討くだ
さい。以前も申しましたように、委員会で様々
なことを検討していくことが必要になりま
す。そのために委員会への業務割り振りを理
事会で考えて、所管外の委員会も一緒に考え
ていただきたいと思います。そしてこの変革
の時期において、できる・できないという事
ではなくて、できるためには何をすれば良い
のか、できないことをできるように考えるこ
とが、必要なことです。そして今年度末、事
業終了後に、各所管でどのような変化が起き
たか、理事の皆様より報告いただきたいと思
います。それから、集団ワクチン接種におい
ては多くの会員の先生方にご協力いただいて
おり、我々も国民に対して協力できているこ
とへの自負を持って頑張っていきましょう。
本日も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．会務報告：（自：７月26日～至：８月22日）
　本会総務：理事会、常務理事会、九州各県

会長会、九地連協議会・総会、
大規模ワクチン接種

　学　　術：日本歯科麻酔学会共催バイタル
サインセミナー

　地域保健：在宅歯科医療連携各郡市担当者
会

　広　　報： 『熊歯会報』９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
　学　　院：学院教務委員会、学院体験入学
　以上、各担当役員より報告がなされた。
６．報告事項：
　１．６月末がん及び回復期の医科歯科連携

事業
　２．７月末会計現況
　３．九州歯科医学大会
　　　予報・チラシ・抄録、参加申込方法、

進行台本、Web参加困難な会員への対
応方法を報告した。

　４．グランメッセにおけるワクチン集団接
種

　　　８/ ８、15、22に27名の会員にご協
力いただき、会員１名当たり50 ～ 70名
接種したことを報告した。

７．連絡事項：
　１．令和３年９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１名、第４種会員１名の入

会を承認した。

　令和３年度入会状況（８月末累計）
第１種会員／６名　第２種会員／２名
第３種会員／２名　第４種会員／３医療機関

第１種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

甲
か

斐
い

　悠
ゆう

太
た うさぎだに歯科口腔

クリニック 熊本市北区兎谷1-3-16-3 長 崎 大 学

第４種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

前
まえはら

原　幸
さち

枝
え まえはら

クリニック 熊本市中央区出水4-25-28 福 岡 歯 科
大 学
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９．議題：
　１．関係機関・団体への会費等の納入【承

認】
　　◦社会歯科学会　年会費30,000円
　　◦熊本県防衛協会　年会費10,000円
　　　会費等の納入を承認した。
　２．県からの委託事業・補助事業の予算
　　 【承認】
　　　県委託事業・補助事業の予算を承認し

た。
　３．「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づく

り調査研究事業」の助成金交付申請【承
認】

　　　大津町立大津南小学校に助成金10万
円を支給することを承認した。

　４．令和４年度地域医療介護総合確保基金
（医療分）の提案【承認】

　　◦障がい児歯科医療体制強化事業（組み
換え新規）（補助）・歯科衛生士 確保
事業（委託）

　　　書類提出期限の都合により提案書は提
出済みで、事後承認した。

　５．後期高齢者歯科健診分析【承認】
　　　事業企画書（案）を承認した。
　６．第１回各郡市歯科医師会会長･専務理

事連絡会議【承認】
　　　会議次第を承認した。
　７．令和３年度第33回中規模県歯科医師

会連合会各県提出協議題【承認】
　　　提出協議題への回答を承認した。
10．協議事項：
11．監事講評：
　増田監事より「新型コロナ変異株により過
去にないケースのクラスターが発生してい
る。我々は今一度、診療所での感染予防対策
を徹底してクラスター発生を防ぎたい。」、水
上監事より「政治連盟活動が保険診療点数
アップにつながっていることを今後も継続し
て会員に分かり易く伝えていくべきだと考え
る。」と述べられた。
12．閉会：宮井副会長

（広報　神㟢 理子）

左から岡課長、早田部長、井上参事

熊歯会報Ｈ.31.４

37

― ―

報 告 　　２回目の県庁健康福祉部への訪問

　８月13日（金）伊藤会長と牛島専務理事、 岡㟢事務局長が県庁を訪問し、 早田章子健康福祉部
長、歯科保健を所管する健康づくり推進課の岡順子課長（保健師）、井上秀代担当参事（歯科衛
生士）と意見交換を行いました。伊藤会長からは、８月８日（日）から始まった、県の広域接種
センター（グランメッセ）での歯科医師によるコロナワクチン接種の状況や、10月Web開催の
第73回九州歯科医学大会のご案内と、蒲島県知事とくまモンのオープニングビデオメッセージ
での参加をお願いしました。牛島専務からは、乳児や3歳児のむし歯保有率が熊本県をはじめ九
州が全国的に高いことについて、九州各県歯科医師会に課題を投げかけていることや、今後、行
政と歯科医師会が情報を共有し早期に対策を進め
ていく必要性を訴えました。岡課長からは、妊産
婦健診など歯科の早期介入を進めていくことや、
市町村健診の実態を調査分析し、今後も、県歯科
医師会と一体となって対策を進めていきたいとの
発言がありました。県庁訪問は６月３日に続いて
２回目でした。コロナ禍で会合が減っている中、
今後も歯科保健医療の課題に応じ関係部署との意
見交換を続けていきます。

（事務局長　岡㟢 光治）
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安全な歯科医療のために

― バイタルサインセミナー ―

　８月22日（日）午前10時から録画動画配信
によるオンラインセミナーが開催された。
　 「安全な歯科医療のためのバイタルサイン
の見方」と題して講師に日本歯科麻酔学会理
事長で昭和大学歯学部全身管理歯科学講座の
飯島毅彦教授、「安全な歯科医療－患者情報
の把握と評価－」と題して日本歯科麻酔学会
の望月亮理事の講演を配信した。本講演は「歯
科外来診療環境体制加算」および「かかりつ
け歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準
に係る研修会となっていた。
　まず内野委員長より注意点、参加確認のた
めのキーワードを途中に発表し講演終了後に
ポストアンケートに記入して頂き回答した会
員のみに修了証交付することを説明した。
　伊藤会長の挨拶後、日本歯科麻酔学会地域
医療委員会の立浪康晴委員長より録画配信に
なった理由とセミナー開催の意義についての
説明があった。
　始めに、安全な歯科医療を行っていくには
バイタルサインの変化に気づくことが必要
で、生体モニターの画面や数値を理解する事
が必須であると説明。実例を示しながら、心
電図から分かる事、心拍数・不整脈・致死的
不整脈について説明があり、代表的な心電図
の波形を示しながら病状や心臓の状態につい
て解説された。治療時にみられる偶発症の代
表的なものに迷走神経反射・過換気症候群・
アナフィラキシー・アドレナリン過敏反応が
あり、これらが発症した際のバイタルサイン
の変化を理解することの重要性を説明、シ
ミュレーターで再現したものが提示された。
　迷走神経反射は不安や恐怖心からくるもの
で、刺激が加わることで副交感神経が優位に
なった状態であり、脈拍数の低下・徐脈とと
もに血圧が低下する。血圧の低下により意識
レベルの低下が起こる一過性の反射である。

自然に交感神経が刺激されるため対応として
は経過観察で問題ないが、洞不全症候群の患
者は回復が遅くなる場合があるので注意が必
要で、戻らない場合はアトロピン硫酸塩水和
物を静脈内投与もしくは筋肉内投与する。
　過換気症候群は20代女性が圧倒的に多い
ことが特徴である。特異的な身体所見として
テタニー症状、生体モニターの変化として、
一時的に徐脈を起こすが呼吸数の大幅な増加
を認める。呼吸数に関しては胸郭の動きを観
察することでも十分であるが、症状として胸
が痛い、幻暈や動悸を認めるため狭心症や心
筋症との鑑別が必要であり生体モニターの装
着の意義を説明された。対処法として会話を
促すことでゆっくり呼吸させること、必要が
あれば抗不安薬の投与を行う。またペーパー
バッグ法は低酸素症の発症や死亡症例の報告
があるため避けたほうが良いと説明があっ
た。
　アドレナリン過敏反応は、血管収縮薬によ
り交感神経の緊張が惹起され、心拍数の増加、
血圧の上昇を認める。対応策として経過観察
を行う。ゆっくりと麻酔注射を行うことで予
防につながる。
　緊急事態が起きた場合の行動手順について
の解説もあった。
　アナフィラキシーについては、極めて短い

学術

Webにて配信、参加者は185人であった
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時間に全身性に複数臓器に同時に症状が発現
するアレルギー反応である。迷走神経反射
との違いについて説明があり、症状を認め
ショック症状あるいは収縮期血圧の低下がみ
られる場合には、成人の場合は直ちにアドレ
ナリン0.3㎎を大腿前外側部に筋肉内注射を
することが提言された。
　高齢者の身体的特徴と精神的特徴について
の解説があり、心房細動、心原性脳塞栓症に
ついて新規経口抗凝固薬（NOAC）の説明が
あった。
　認知症において中核症状と周辺症状につい

ての解説があり、３大認知症、前頭側頭型認
知症の特徴について実例も提示された。老化
による口腔機能低下、サルコペニアとフレイ
ルについて説明があり、オーラルフレイルと
QOLについての解説、簡易フレイルチェッ
クの紹介があった。
　児童虐待防止法が改正され虐待の早期発見
職種に歯科も追加があったこと、地域包括ケ
アに果たす歯科の役割についての説明があ
り、最後に馬場理事より閉会の挨拶があり講
演会を終了した。

（豊田 正仰）

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3年度　寿賀会員一覧

寿賀 氏　　　　　　　　　　名
白寿 永田　　勝　会員 １人
卒寿 森　　　一　会員 中川　博公　会員 ２人

米寿
中根　俊吾　会員 武内　旌表　会員 田中　　宏　会員

５人
多田　昌司　会員 瀬戸　達弘　会員

傘寿
堤　　直文　会員 青山　雅子　会員 河上　　正　会員

９人髙水間　潤　会員 坂井　　満　会員 武末　憲一　会員
中原　孝典　会員 渋谷　征機　会員 藤本　　豊　会員

喜寿

緒方　　進　会員 千場　正昭　会員 後藤　俊一　会員

10人
北　　克巳　会員 北野　正民　会員 多田隈　裕　会員
工藤　晃正　会員 濱㟢　獻作　会員 蓑田　哲哉　会員
伊東　　宏　会員

古希

奥村　敏之　会員 緒方　敏克　会員 蔵田　幸一　会員

21人

永野　　忠　会員 新村　健三　会員 澤木　孝明　会員
緒方　弘和　会員 江田　雅彦　会員 森　　隆文　会員
安田　光則　会員 安武真理子　会員 緒方　照千　会員
中川　　徹　会員 児玉　睦雄　会員 片山　公則　会員
江藤　寛文　会員 上元ふみ子　会員 野村健一郎　会員
野村　隆子　会員 辻　　信彦　会員 久々山芳文　会員
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学校歯科

食後の歯磨きの中止やフッ素洗口の中断が顕
著にあり、どこも対応に苦慮されていた。協
議終了後、日学歯への質問・要望では、生涯
研修制度（基礎研修・更新研修）などオンラ
インまたはEラーニングの活用の是非を川本
日学歯会長中心に議論が行われた。学校歯科
医のレベル向上のために今後も日学歯として
も取り組んでいきたいとの強いご返事があっ
た。本県としても今後も研修にしっかりと取
り組んでいきたい。
　今回は講演等がなかったが、九州各県の取
り組みに関して、各県様々な事業を行い、と
ても参考となり、勉強になる連絡協議会と
なった。是非、多くの会員、学校歯科医の先
生方に情報を聞いて頂きたい。また私自身も
学校歯科医として、まだまだやれること、や
るべきことがたくさんあると感じた協議会で
あった。
　本来であれば沖縄での開催で、青い海と島
風に囲まれての各県の役員の先生方とも深い
懇親を交わし、現地開催を楽しみにしていた
のだが、次年度の長崎でのリアル開催で！と
各県の先生方と話しを締めくくりに大盛会の
もとに終了となった。

（髙田 宗秀）

熊歯会報 Ｈ.29.５

12

九州各県よりWebにて協議会が開催

― 九州地区学校歯科医会役員連絡協議会 ―

　８月28日（土）午後２時よりWebにて標
記会議が行われた。
　昨年度はコロナ禍のため中止。今回、主幹
は沖縄県であったが、Webでの開催の運び
となった。沖縄県学校歯科委員会の司会進行
のもと、まず米須敦子沖縄県歯会長の挨拶が
あり、挨拶の中では、コロナ関連における県
歯の対応やその後の経過、現況報告がなされ、
次に川本日学歯会長の挨拶と続き、協議にお
ける座長選出では開催県である米須沖縄県歯
会長が選出された。協議に先立ち、長沼日学
歯専務理事により日学歯報告があり、その後
以下の協議に入った。
⑴　令和３年度九州各地区学校歯科関連事業

計画
⑵　各県提出協議題
⑶　日本学校歯科医会への質問及び要望事項
　特に ⑵ の協議では各県活発な意見が出さ
れ、主なものとしてやはりコロナ禍での対応。
健診時の感染防止の対策、学校歯科医基礎研
修会、更新研修会、学校歯科認定制度、健診
時の保険調査票の活用、定期健康診断改訂に
伴う会員への周知など、協議事項が盛りだく
さんで、盛夏の暑さに負けぬ熱い協議・議論
がなされ時間も足りないくらいであった。ま
た、今回、各県ともこのコロナの影響で、給

熊本県からは石井理事と髙田委員長がWebexにて参加
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連携室報告連携室報告

在宅歯科医療の重要性や取り巻く環境、現状を協議

　８月21日（土）午後３時より県歯会館にお
いて標記会議が開催された。昨今のコロナ禍
での開催で、熊本県認知症対策・地域ケア推
進課及び各郡市歯会からは、オンライン出席
となった。
　始めに伊藤会長より挨拶があり、熊本県の
行政側から本県における在宅歯科医療の取り
組みについての概要説明があった。
　報告事項では、在宅歯科医療連携室機能強
化事業の概要について長野常務理事より説明
があった。その他予定されていた事業報告に
ついては、昨年と同様にコロナ感染拡大に伴
い事業の展開が難しく令和３年度モデル地域
の宇土郡市歯会及び山鹿市歯会からの報告は
割愛することとなった。
　協議事項では、最初に今年度の在宅歯科医
療研修会について地域保健委員会Ⅱの菅鉢副
委員長より昨年度の研修会についての説明が
あり、今年度の研修会についての企画を説明
して、効果的な研修内容・方法・やり方等に
ついて協議した。結果、今年度はWebにお
ける実習も含めた研修会を開催するように検
討していくことを決定した。
　次に、各郡市歯会に事前アンケートでご意
見・ご要望を伺い、そのアンケートを基に各
地域からの追加・補足をしていただき、それ

らの対応や解決策などを個々に協議した。
　また、この事業の検証をするための指針に
ついて長野常務理事より説明があり、資料分
析などについて県への要望を伝え、具体的な
指針作成の資料をどのようにするかは県歯と
県とで今後も協議を重ねていくことになった。
　次年度のモデル地域の選出に移り、県北地
域は玉名郡市、県南地域は水俣・芦北郡市が
モデル地区として受諾して頂いた。具体的な
事業については、各郡市歯会と県歯で協議し
て進めていくこととなっている。
　最後に、閉会の辞で松本副会長より本日の
会議の問題点や本事業の意義や課題について
話されて閉会となった。

（赤尾 浩彦）

オンライン会議で対応する参加者

― 在宅歯科医療連携各郡市担当者会 ―
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歯と口の健康講座

訪問歯科診療を利用しましょう
熊本県歯科医師会理事　町田 由美子

　訪問歯科診療とは、診療所ではなく、在宅や施設で歯科診療が受けられるものです。歯科に関
してお困りの際、外来受診が困難だからといって、本人や家族が歯科治療を受けることをあきら
める必要はありません。入院前にはかかりつけの歯科医院があっても、多くの場合は、歯科医師・
患者関係が途切れてしまい、対応が放置されるという悪循環を招いていることがしばしばみられ
ます。
　療養先の状況や患者さんの全身状態、治療時の姿勢の保持や照明など制約はありますが、基本
的には、訪問歯科診療で行われる診療内容は外来で行われるものと同じものです。

　訪問診療の場でも、歯科医院と同じように診療できるようにレントゲンや治療に必要な器材を
持ち運べるようになっています。

　また歯科医師は患者さんの全身状態を把握するために、かかりつけの医師や入院時の主治医、
関連職種等と外来診療以上に密な連携をとります。
　歯科治療というと、歯を削って歯を補うもの（銀歯や入れ歯）を入れるというイメージが強い
と思いますが、歯があるということだけで食べることができるのではなく、口を動かす筋肉、呑
み込みの状態等、いわゆる口腔の機能を評価して、食事の形態を工夫する必要性もあります。加
齢変化を含めて、慢性的に徐々に機能低下することを念頭に支援します。「食べる」ということは、
栄養障害を改善し、療養を支援することにつながります。
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　歯科訪問診療対象者は、寝たきり・歩行困難な疾病等で歯科医院に通院が困難な方、認知症等
で心身状態が医学的に困難で外来受診ができない方、障害があって歩行困難あるいは外出困難な
方などです。年齢の制限はありません。要介護者で介護サービス（デイケア等）を受けている時
間帯は不可です。また、入院中の病院に伺うことはできますが、歯科のない病院で、本人、家族、
主治医の許可が必要です。訪問先と歯科との距離が半径16㎞以内に限られます。（特別な場合を
除く）

　訪問歯科診療では、高齢者、特に要介護高齢者が多いです。それは加齢と疾病により歩行困難
となることが多いからであり、歯科的な問題を抱えているにも関わらず、これまでの歯科受診率
は75 ～ 79歳をピークに、その後急速に減少している実態があります。（厚生労働省　平成29年
調査「年齢階級別歯科推計患者様数及び受診率」）。高齢者の歯科医療は外来を中心に行われ、外
来受診ができない要因が発生すると受療機会を失っていることが要因と考えられます。
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　高齢者の特徴として、加齢による唾液減少と多剤服用による副作用としての口腔乾燥によりむ
し歯の発生リスクが高く、歯周病も重症化しやすくなります。歯科疾患が放置されることで歯の
喪失を招き、咀嚼機能や嚥下機能などの口腔機能の低下を招き、食べるという楽しみばかりでは
なく、栄養状態の悪化によるフレイル、サルコペニアや生活の質の低下や生きるための意欲低下
につながることがあります。また、多くの高齢者は口腔健康管理（義歯の修理や新製、咀嚼・嚥
下機能のリハビリ、口腔ケア）などを必要としています。
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　どのように依頼したらいいですか？

　歯科と医科の連携、他職種との連携が進んでおり、身近なかかりつけ歯科や病院の連携室、ケ
アマネージャーに相談いただくことで訪問歯科につなげていただくことができます。
　どこに相談したらよいかわからず不安なこともあるかと思います。
　熊本県歯科医師会では在宅歯科医療連携室を設けております。訪問歯科診療等についてお困り
の場合は気軽に相談ください。
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若年層への歯科啓発に向けて

　７月17日（土）午後５時30分より県歯会館
４階ホールにて、感染防止対策を施した中、
上記表彰式を挙行した。石井理事の司会進行
で開式し、伊藤会長の挨拶に続き表彰が行わ
れた。
　今回は県下12校の男女高校生それぞれ10人
ずつにエントリーしてもらい、前回同様SNSな
どで事前告知をし、本会HP上にて投票を行っ
た。
各賞は次のとおり
ミススマイルグランプリ　　手嶋百々香さん

ミスタースマイルグランプリ　手嶋大介さん

準ミススマイル　　　　　　　大石穂佳さん

準ミスタースマイル　　　　　丸内敏也さん

プリンセススマイル　　　　　扇苑々子さん

プリンススマイル　　　　　　　東隆斗さん

　受賞者には伊藤会長から各賞と氏名が刻印
されたクリスタル盾、及び副賞が贈呈され、
一人ずつ受賞した感想と今後の抱負を語って
もらった。会長、専務が笑顔の受賞者に囲ま
れ記念写真を撮影し、最後に牛島専務理事の
閉式にて無事に終了した。
　第２段となる今回はマスコミへのプレスリ
リースが功を奏しTKU・KKTの取材を受け
ニュースにも取り上げられ、「歯科と笑顔」を
県民に向け大いにアピール出来た。

　またWeb投票の際に歯科アンケートも実
施し、若年層中心の歯科意識について考察も
行った。
　その中で何らかの自覚症状があるが放置
している者が27％、歯科受診が３年以上な
い者が17.4％、かかりつけ歯科医がある者が
68.7％など、興味深い結果も出てきた。 
　この企画の翌日には歯科医師によるワクチ
ン接種研修会もニュースで取り上げられ、歯
科の話題がマスコミで広がることで若年層や
県民への対外アピールの重要性と事後効果を
実感している。
　現に学院の体験入学参加数が昨年より倍増
しており、今年も男性の参加があった。
　また日常臨床では通院されている患者さん
から、「ニュース見ました。歯医者さんは、
休日も色々活動されてお疲れですね。」と嬉
しい労いの言葉も頂いた。
　本プロジェクトは、費用対効果という面か
らも大変有意義なものだと感じており、高水
間理事、石井理事並びにT1パーク寺岡氏、
ボランティア大学生と共に年末に向け、本プ
ロジェクトを締めくくる第３段を予定している。

（広報、学院　秋山 清）

― Miss & Mrスマイルコンテスト2021表彰式 ―

総合政策プロジェクト報告

６人の受賞者たちの笑顔に囲まれて
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①年間行事、事業
 ・総会
 ・理事会
 ・宇城三郡市合同学術講演会
　 （担当：宇土郡市）
 ・地域歯科保健事業の推進　訪問歯科診療・

後期高齢者歯科口腔健康診査事業
 ・ 「歯と口の健康週間」および「笑顔ヘルC

キャンペーン」事業
 ・研修会の開催
 ・健康診断
 ・忘年会
 ・医師会との交流
 ・会員旅行
②現在計画中の事業
 ・定款の見直し

③会の特徴
　高齢化が進む会ですが、結束して行事や事
業に取り組んでいます。
　理事間ではSNS等で連絡を密に行い迅速
に物事に対応しています。
　地域の医科の先生との連携を深めています。

（村田 和子）

各 郡 市 新 執 行 部 紹 介

宇土郡市歯科医師会 （会長　八木 義博）

①年間行事、事業について
 ・八代口腔保健センター運営
　　会員の輪番制による日曜、祭日、年末年

始、お盆期間の休日診療をおこなっていま
す。その功績により昨年度救急医療功労者
厚生労働大臣表彰を受けました。

 ・やつしろ歯の祭典
　　歯の衛生週間内の土曜日に八代ハーモ

ニーホールをメイン会場として、全４会場
で行われ毎年2,000人近い来場者があり市
民に定着したイベントになりました。

　　昨年度は中止になりましたが、今年度は
各診療所での無料歯科検診を期間中おこな
い多数の方が検診に訪れました。

 ・その他の事業として、学術講演会、補助者
講習会、歯科技工士会との親睦会、会員研
修旅行、家族同伴の新年会などをおこなっ
ています。

②現在計画中の事業について
 ・会内部では特に新規の計画はありませんが、

既存各事業については各会員の負担が増え
ない形でかつ会の理念に沿った形で計画の

見直しは随時おこなっています。
　　また、一般社団法人化に伴う諸規則の見

直しと整備が急務となっています。
③会の特徴
　会員のほとんどが参加する八代歯会の伝統
行事である厄入り厄晴れ賀寿の祝いを通して、
全世代を通して親睦がはかられている会員同
士の仲がとてもよい会です。
　山口透会長を頭とする執行部が２期目とな
りました。昨年度はコロナ禍でほとんどの行
事が中止あるいは縮小となってしまいました。
まだまだ油断はできませんが、この状況下で
もやれることを模索してよりよい活動をして
いきたいと考えています。

（高田 博樹）

八代歯科医師会 （会長　山口　透）　
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阿蘇郡市歯科医師会 （会長　武藤 健史）

①年間事業、行事
学術
 ・例会及び各種研修会の開催（含多職種との

共催）
 ・在宅歯科診療の推進及び研修
地域保健
 ・歯と口の健康週間事業（老人介護施設訪問

等）の実施
 ・口腔衛生思想の普及啓発（歯科保健計画の

推進）
 ・三師会活動への参加（医師会、薬剤師会と

の連携の充実）
 ・各市町村や保健所との連携による歯科保健

の充実
 ・１歳半・３歳児健診等
 ・8020高齢者よい歯のコンクール、後期高

齢者歯科口腔健診
 ・歯及び口腔の健康づくり推進条例への協力
 ・厚生・医療管理
 ・会員、従業員の健康管理
 ・会員親睦旅行実施
社会保険
 ・保険診療扱いに対する研究と対応
 ・社会保険研修会の実施
 ・学校歯科
 ・学校健診及び口腔衛生指導の実施
 ・フッ化物の推進
 ・フッ化物洗口事業の継続に向けた努力
 ・医療対策及びセンター介護
 ・介護認定審査会への参加
 ・訪問歯科、障がい者歯科への取り組み

 ・医療苦情等に対する研修
 ・医療連携及び多職種連携への対応
 ・地域包括ケアシステムの構築
 ・在宅歯科医療連携モデル地区会議及び講演

会
広報
 ・広報誌の発行
 ・在宅歯科診療に対する広報活動
②現在計画中の事業
　例年、親睦旅行、社会保険研修会、地域包
括ケアシステムの参加等が計画されますが新
型コロナウイルスの感染防止の考えから今の
ところ実施を断念しています。
③会の特徴
　広い阿蘇郡市に会員が散らばっています
が、会員数が少ないこともあり全員が何か役
割を与えられ一丸となり会務を遂行していま
す。新型コロナウイルスの影響もあって、例
年より大幅に事業が縮小もしくは延期となっ
ています。コロナが終息したときには大いに
活動できればと考えています。今期も武藤執
行部をよろしくお願いします。

（乕谷　真）

お詫びと訂正

※熊歯会報９月号「各郡市新執行部紹介」（Ｐ23）に掲載しました“阿蘇郡市歯科医師会”
の報告内容について「郡市会報告」として掲載するところを「各郡市新執行部紹介」と
して掲載しておりました。お詫びして訂正申し上げます。
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①年間行事、事業について
総務：
 ・例会・年５～６回開催
 ・未入会員対策
学術：
 ・例会時のビデオ研修
 ・学術講演会
 ・医師会との合同研修会・年１回
 ・病診連携研修会・水俣総合医療センター懇

話会
厚生：
 ・会員､ 関係者健康診断（11月予定）
 ・新年会の開催
 ・会員の研修旅行・各診療所福利厚生事業
 ・医療安全管理義務（院内感染・医療機器､

医薬品の安全管理・放射線機器測定等）
公衆衛生：
 ・各市町村のイベントへの参加
 ・歯の衛生週間（各会員の歯科医院にて無料

歯科健診予定）
 ・高齢者のよい歯のコンクール
 ・小中学校フッ化物洗口（芦北・津奈木は再

開済、水俣が９月再開予定）
社会保険：
 ・例会時の社保研修会及び質疑応答

②郡市会の内部で現在問題となっていること
新型コロナウイルス対策
　安心して患者さんに来院していただける
ための環境作り
③郡市会で現在計画している事業および将

来の夢
　新型コロナウイルスにより多くの事業で影
響が出ている。会員に対してのWeb上での研
修やミーティングなどの整備を行い時代に合
わせた郡市歯会の運営を目指していく
④郡市会のキャッチフレーズや特徴
　何よりも一人一人の会員が手を取り合い、
患者さんに寄り添う助けになる水俣芦北歯
会に

（伊藤 延隆）

水俣・芦北郡歯科医師会 （会長　永田 英樹）

①年間行事、事業
 ・コロナ禍においてすべての対面によるサー

ビスが中止されているなか児童生徒のフッ
化物洗口や学校での歯みがきについては、
学校保健会を通じて継続要請している。

 ・会員向けの厚生事業なども実施できない。
②現在計画中の事業
 ・昨年度、郡市入会金引き下げを行った。そ

れに伴う定款の見直しと勤務医会員の入会
に関する議論を行っている。

③会の特徴
　２ヵ月１回の理事会と例会を同日に対面で
実施している。幸いソーシャルディスタンス
のとれる人数なのでできている。早く通常の
歯科保健活動ができるように願うのみである。

（宮坂 圭太）

山鹿市歯科医師会 （会長　宮坂 圭太）
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①年間行事、事業
 ・定時総会　臨時総会
 ・新年会（国会議員、県議会議員、郡市首長、

各団体の首長をお招きして開催）
 ・講演会（学術　学校歯科　医療対策　在宅

介護　荒尾玉名合同学術講演会　等）
 ・ボウリング大会・永年勤続表彰
 ・福寿会（70歳以上の会員対象）
 ・救急救命講習会（１回／２年）
 ・よい歯の広場（歯と口の健康習慣事業）玉

名健康食育フェア
 ・会員旅行　等
②現在計画中の事業
 ・今年３月くまもと県北病院が新設、４月に

口腔外科が開設され、今後様々な連携を構
築予定。

 ・障がい者歯科健診を模索

③会の特徴
 ・今まで理事と委員長のポストを分けて会の

事業を行ってきたが、今回から理事が委員
長を兼ねて行うことにより、スムーズに会
務を行える体制を目指す。

 ・家庭の事情などで会議に参加できない会員
のため、事務所にオンライン設備の充実を
はかり、リモートで会議に参加できる環境
を整備する。

(永廣 有伸)

玉名郡市歯科医師会 （会長　大林 裕明）

①年間行事、事業
 ・通常総会、常務会・理事会、臨時総会兼忘

年会
 ・月例研修会、宇城３郡市合同学術講演会、

三師会研修会
 ・救急救命講習会、歯と口の健康週間、笑顔

ヘルCキャンペーン
 ・保健所等行政と連携した歯科保健活動
②現在計画中の事業
　常務会、理事会、月例研修会等のオンライ
ン化、会員連絡のデジタル化等会務のDX促
進
　コロナ禍の終息が見えない中で、県歯から
のＩＴ導入補助金を活用しモバイルルーター
を購入し、オンライン会議システムを構築中。
　昨年３月に谷田病院と回復期医科歯科病診
連携の覚書を交わす等、更に医科歯科連携を
深める予定である。
③会の特徴
　会の理念が「和」であるが、とても会員の
仲が良い。若手が多い。県歯へ理事・委員と
して多く出向している等、アクティブに活動

している。医科歯科連携にも積極的で薬剤に
よる顎骨壊死予防についても医科と共通の指
針を作り、全国でも先進的との評価を受けた。

（岩本 知之）

上益城郡歯科医師会 （会長　岩本 知之）
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郡市会報告

下益城郡歯科医師会

２年ぶりに総会を開催
― 下益城郡歯総会 ―

　７月28日（水）午後７時より松橋町華月園会
議室にて２年ぶりに標記が開催されました。ワ
クチン接種を終えた会員が大半とはいえ、まだ
油断できぬ状況の中での開催とあり十分感染に
配慮し通常より広い会場をお借りして行われま
した。

【吉永会長挨拶】
　新型コロナの流行は第４波から第５波へと感
染が拡大しております。今のところ熊本県での
歯科での感染は報告されておらず、各医院での
感染予防対策に対する賜物と存じます。しかし
ながら、変異株の流行が拡大し始めており、今
一度感染予防対策の徹底、再確認をお願いしま
す。先の見えない状況が続きますが今後もしっ
かりとした対策をお願し、さらにスタッフにも
再度注意喚起を広めていただきます様お願いい
たします。
　会計報告、会計監査報告、各委員からの報告
へと続きました。このような状況下では通年行
われているイベントなどの開催は難しく、その
他の年間行事や今後の予定等はコロナの状況次

感染対策を施して２年ぶりの再会

第となりそうです。今は各会員一人一人の健康
が第一ということで２年ぶりにお会いした会員
の先生方の変わりない様子に安堵した次第です。
　このような中、会員であられます河野敬明会
員が端宝双光章を受賞されました。めったにい
ただける賞ではありません。下益城歯会員とし
て誠に誇らしく尊敬し、心よりお祝い申し上げ
ます。最後に、一日でも早くコロナが終息し通
常の生活が訪れるのを望むばかりです。

（田染 直子）

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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田中弥興会員が熊本日日新聞社賞を受賞!!

田中弥興会員にインタビューを行いました。

①受賞された感想

　最初は友人より新聞に載っていることを知らされて、驚きの方が大きかったです。最近やっと

受賞した喜びを噛みしめています。多くの方々よりお祝いの言葉を頂き、感謝申し上げます。

②油絵を始めた時期はいつですか

　20数年前、知人の紹介で故二子石義之先生（元県美術家連盟副会長）に出会ったのが始まり

です。先生には油絵の基本も何もなかった私に自由に描かせてもらい、そこで１つ１つ丁寧に指

導していただき、絵の奥深さ、出来上がった時の喜びを教えて頂きました。

③受賞された作品の制作期間はどれくらいですか

　約１年、仕事の合間に描いてましたので時間がかかりました。

④多い時で年に何作描かれますか

　２作品、今後は時間も出来ましたので色々描いていこうと思います。

⑤好きな画家や好みの画風はありますか

　風景画、静物画を主に描いてます。好きな画家は東山魁夷、平山郁夫、モネ、etc

⑥これからの展望はありますか

　示現会熊本支部に所属していますので50 ～ 100号の作品を描いていくこと、本展に入選する

こと

⑦個展など開く予定はありますか

　個展は開く予定はありませんが第二高校美術部ＯＢ「ぐる～ぷ二の丸」、県歯科医師会芸術同

好会「かめる会」にて年１回の展示会に出品しております。
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　熊本市南区城南町にて令和元年の６月に開
業いたしました高尾真暢と申します。
この度は開業前にお世話になりました我那覇
会員のご紹介で一筆書かせて頂くこととなり
ました。
　さて私の近況はと申しますと、令和の御代
一発目の開業というめでたい船出を迎えまし
たが、すぐコロナ禍が始まり現在まで続くと
いう大変な時勢の中で、七転八倒、右往左往
して元に戻ったりしながら、何とか医院経営
に精を出しているところです。
　STAY HOMEということもあり、仕事場
と自宅の往復の毎日。自宅には可愛い双子の
娘が待っており、猫かわいがりしております
が、ここに書けるようなトピックがなく思案
にくれておりました。継続して行っているこ
とは何かなと…酒を飲む（これはめっきり減
少）、野球（最近県歯の野球部にいれてもら
いましたが、コロナ禍で機会減少）…ありま
した！皆さんご存知でしょうか。そうあの

SLG、ゲー
ム界に冠た
る「信長の
野望」です。
　簡単に申
しますと戦
国時代の大
名となり、
内政で自国
を富ませて
軍事力を蓄
え、他の勢
力を合戦で
討ち滅ぼす
ことで全国
統一を果た
して戦国の
世を終わら
せるのが最

終的な目的（Wiki
より）としたゲー
ムで、1983年に
第一作が発売さ
れ現在までに第
十五作発売され
ており業界では
有名な歴史SLG
です。私が初め
てplayし始めた
のは小学生の低

学年のころだったでしょうか。それから三十
有余年にわたり、学業の隙を見て、仕事の隙
を見て、現在では日頃酷使している目と脳を
さらに酷使しながら、夜な夜な天下統一に向
けて戦ってきたのです。
　これが実生活に以外と役に立ち？戦略眼を
養い、人を雇用し教育し、領国を発展させる
という面ではクリニック経営にかなり有用な
バイブルではないでしょうか。実際の人に
ゲームのように能力ステータスが出ていた
ら、人を雇用する面でこんなに苦労すること
はないのにと思っているのは立派な信長の野
望脳ですね。
　冗談はさておき、いつの時代の人も悩みを
もち、それは時代が変わっても同じような悩
みだったりします。歴史書は、自分が困った
ときなどに読むことで、こういうやり方が
あったかと、自分も頑張ろうと再考、奮起さ
せてくれるものだと思います。
　最近私のクリニックでも色々なことがあ
り、悩みは尽きることがありません（新作が
出るようだしまだまだ信長の野望をやらなく
ては）。
　秋の夜長にまた改めて歴史書を手に取りた
いと思う今日この頃です。
　さて、次は私一押しの癒し系歯科医師、益
城町の矢毛石康男会員にバトンを渡したいと
思います。

リレー投稿
○58

　　　　下天の内をくらぶれば

熊本市　たかお歯科口腔機能クリニック　高尾　真暢　

いざ出陣

娘もアヒルで出陣
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好きなこと

菊池郡市　原賀歯科医院　今泉 真理子

　この度「熊歯乙女のひとりごと」 のコー
ナーへ投稿させて頂きます、菊池郡市 原賀
歯科医院の今泉真理子と申します。
　福岡歯科大学卒業後、同付属病院に勤務
しておりましたが、2017年父の急逝に伴い、
父の歯科医院を継承することになり、右も左
も分からない状態で帰熊した私でしたが、歯
科医師会会員の先生方、事務局の方々に支え
ていただき、無事に４年目を迎えることがで
きました。これもひとえに皆様方のおかげと
心より御礼申し上げます。
　さて、「ひとりごと」とのことで、私自身
の学生時代、趣味について書かせて頂こうと
思います。
　小学生からスポーツクラブで硬式テニスを
始め、それと並行して、中学時代には学校の
軟式テニス部にも所属し、真っ黒に日焼けしな
がら練習に励んでいました。高校生になり、日
焼けが気になり始め、高校は帰宅部、高校卒
業までスポーツクラブでのレッスンのみ続け
ていました。そんなテニス一筋な生活を送っ
ていた私ですが、大学の入学式後の部活勧誘
でテニス部からの誘いをお断りするほど、大
学で入りたいと心に決めていたサークルがあ
りました。それがMA（music association、
軽音楽部）でした。
　小学生の頃に遡りますが、当時流行してい

た音楽にバンドの曲が多く、その中で知った
バンド「GLAY」にハマり、現在に至るまで
かれこれファン歴は20年を超えました。
　帰宅部だった高校時代、マリンメッセ福岡
で初めてGLAYのライブを観た際の感動は今
でも鮮明に覚えています。その頃からベース
を弾いてみたいなという思いが芽生えていき
ました。
　大学入学後、MAに入部し、同級生メンバー
で念願のバンドを結成し、入学してまもなく
の５月に行われたサークル主催のライブで初
披露。練習期間が短く、１曲合わせるだけで
も精一杯で、１曲だけでのライブでしたが、
先輩方がアンコールを下さり、１曲を２回演
奏するという記憶に残るデビューを飾りまし
た。元々人前に出ることが得意ではありませ
んでしたが、MAで人前に立つ経験を積んだ
ことで、多少克服され、後の学会発表等で人
前に立つ場面でも役立ったように思います。
　学生時代からたくさんの好きなアーティス
トのライブ、コンサートに参加しましたが、
ライブ、コンサート会場ならではの空気感は
非現実的で、私にとって何よりの気分転換の
場になります。音楽を通して新たな友人が増
えることも楽しみの一つです。一刻も早くコ
ロナ禍が終息し、気兼ねなく音楽を楽しめる
日々が戻ってくることを願うばかりです。

ペンライトでコンサート会場内がキラキラと埋め尽くされます

熊歯乙女の
ひとりごと⑩

　屋外フェスの開放感
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甲
（カイ　ユウタ）

斐　悠太

熊本市北区兎谷1-3-16-3

うさぎだに歯科
　　　口腔クリニック

①大谷翔平選手の活躍を楽しみにしています。
②治療が少なく、多くの方が予防・メンテナ

ンスに来院されるのが理想です。
③特色がないのが特色です。
　白を基調として清潔感を、木目調で暖かみ

を表しています。

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

　なかなか歯科に来れない人も来れるきっか
けを作れればいいなと思います。

④地域の皆さまに受け入れて頂けるようがん
ばります。

会 務 報 告 自　令和３年７月26日
至　令和３年８月22日

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

７月27日 【書面審議】裁定審議委員会　（１）正・副委員長の互選

28日

【Web】第３回理事会
【承認事項】
 （１）新入会員（２）後援名義使用依頼
 （３）関係機関関係機関団体からの役員等の推薦依頼

【議　　題】
 （１）関係機関関係団体への会費等納入（２）保存期間を経過した会計帳簿の廃棄
 （３）熊本県学校保健会協力寄付金　ほか

伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、
町田理事、増田・水上監事【Web】
宮井・宮本副会長、常務理事、理事
全役員（五島理事除く）

29日 【Web】九地連監事会 伊藤会長

31日 【書面審議】第１回選挙管理委員会
 （１）正・副委員長の互選

８月４日 【Web】第24回日本歯科医学会学術大会日歯シンポジウム２事前打合せ（診療所） 牛島専務理事

７日

【Web】九州各県会長会 伊藤会長、牛島専務理事
【Web】九地連協議会
【Webex】
【議　　事】
 （１）役員選任（２）令和２年度一般会計決算（３）令和２年度積立金会計決算　ほか

【協　　議】
 （１）次期協議会開催（２）各県提出協議題（３）その他

伊藤会長他三森・五島理事、増田・
水上監事を除く全役員

【Web】九地連総会 伊藤会長他三森・五島理事、増田・
水上監事を除く全役員

社会歯科学会理事会（診療所） 牛島専務理事

８日 大規模ワクチン接種（グランメッセ熊本） 伊藤会長、牛島専務理事、長野常務
理事

11日 【Web】支払基金支部運営委員会（診療所） 伊藤会長
月次監査　７月末会計現況監査 増田・水上監事

前
（マエハラ　サチエ）

原　幸枝
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所管 日付 摘要 出務者

総　　務

13日 県・早田健康福祉部長との意見交換会（県庁新館健康福祉部長室） 伊藤会長、牛島専務理事、岡㟢事務局長
15日 大規模ワクチン接種（グランメッセ熊本） 牛島専務理事、松本副会長、工藤理事

18日
第３回常務理事会
 （１）新入会員の承認（２）関係機関・団体への会費等の納入
 （３）県からの委託事業・補助事業の予算　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

19日 RKK取材対応（診療所）
 （１）コロナ禍の口腔ケアについて 伊藤会長

22日 大規模ワクチン接種（グランメッセ熊本） 牛島専務理事、松本副会長、工藤理事

学　　術

７月28日 【Web】第１回日歯学術委員会（診療所）
 （１）正副委員長の互選（２）今後の委員会運営（３）その他 馬場理事

８月22日
【Web】日本歯科麻酔学会共催バイタルサインセミナー（各所）
　受講者：185人　演題：安全な歯科医療を提供するためのバイタルサインセミナー
　講　師：日本歯科麻酔学会　理事長 飯島毅彦先生、理事 望月亮先生

伊藤会長、椿副会長、馬場理事、内
野委員長他３委員

社会保険

８月４日 社会保険個別相談会（熊本市）　相談者：１人 船津理事
５日 社会保険個別相談会（宇城市）　相談者：１人 船津理事、鎌田・上田委員
７日 社会保険個別相談会（熊本市）　相談者：１人 船津理事、中川・中村委員

11日 社会保険個別相談会（宇城市）　相談者：１人 鎌田委員
社会保険個別相談会（熊本市）　相談者：１人 船津理事、中川委員

12日 保険個別指導（熊本第二合同庁舎） 井口・中村委員

地域保健

７月27日 熊本県在宅医療連合会代表者会議（県医師会館） 松本副会長

29日

後期高齢者医療歯科口腔健康診査事業に係る意見交換会
【報　　告】
 （１）令和２年度後期高齢者歯科健診事業について
 （２）高齢者のフレイル予防を目的とした運動機能評価について

【協　　議】
 （１）歯科分析について

【その他】くま歯キャラバン隊について

牛島専務理事、長野常務理事、町田
理事

31日
在宅歯科医療連携事業打合せ
 （１）地域保健Ⅱ委員会の事業内容・外部諸会議確認
 （２）在宅歯科医療連携室機能強化事業説明
 （３）在宅歯科医療連携各郡市担当者会の内容

松本副会長、長野常務理事、町田理
事、赤尾委員長、菅鉢副委員長

８月16日 【Web】在宅歯科医療連携各郡市担当者会打合せ（各診療所）
 （１）次第内容確認（２）県認地課へ事業検証資料依頼

松本副会長、長野常務理事、町田理
事、赤尾委員長、菅鉢副委員長、伊
藤委員

21日
【Web】在宅歯科医療連携各郡市担当者会
 （１）今年度の在宅歯科医療研修会（２）他郡市歯科医師会より意見・要望
 （３）事業検証の指標　ほか

伊藤会長、松本副会長、牛島専務理
事、長野常務理事、赤尾委員長、菅
鉢副委員長他14人

地域保健Ⅱ ８月16日 地域保健Ⅱ小委員会　認知症対応力セミナー打合せ
松本副会長、長野常務理事、町田理
事、赤尾委員長、菅鉢副委員長、伊
藤委員

広　　報 ８月16日
【Web】広報委員会　
【Webex】
 （１）熊歯会報９月号第１校目校正

【会館】神㟢理事、秋山委員長、髙
㟢副委員長【Web】他全委員

学校歯科 ８月10日
【Web】学校歯科委員会（各診療所）
【Webex】
 （１）学院との連携事業（２）九州地区学校歯科医会役員連絡協議会提出協議題
 （３）くま歯キャラバン隊　ほか

宮井副会長、石井理事、髙田委員長
他全委員

19日 県PTA共済審査委員会（県婦人会館） 牛島専務理事

医療対策

７月27日 医療対策小委員会
 （１）医療対策講演会の打合せ

椿理事、町田委員長、上村副委員長、
河野・奥村委員

８月５日 医療相談 永松常務理事、椿理事、岡田委員
10日 医療相談 永松常務理事、椿理事、町田委員長

13日 医療対策小委員会
 （１）医療対策講演会の打合せ 椿理事、添田・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 永松常務理事、椿理事他全委員

17日 医療相談 永松常務理事、椿理事

センター・
スペシャル

ニーズ

７月28日 たすかるステーション松橋歯科健診（たすかるステーション松橋）　健診者：６人 藏本歯科医師他３人

29日 センター・スペシャルニーズ委員会
 （１）委嘱状伝達（２）今後の委員会運営

伊藤会長、椿副会長、我那覇委員長
他全委員、石井歯科衛生士

８月21日 センター実務者委員会
 （１）今後のセンターの方向性

伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、
宇治常務理事、岡㟢事務局長、藏本
歯科医師他３人

厚生・医療
管理

８月７日 天草郡市健康診断（天草地域健診センター）

19日 【Web】厚生・医療管理小委員会（各診療所）
 （１）合同就職説明会（２）歯科衛生士復職支援事業（３）九州各県担当者会議題　ほか

宮井副会長、工藤理事、牧委員長、
宮本副委員長

21日 山鹿市健康診断（山鹿市鹿本市民センター）

医療連携
７月26日 医療連携委員会

 （１）委嘱状伝達（２）写真撮影（３）今年度の業務内容確認　ほか
伊藤会長、牛島専務理事、松本副会
長、三森理事他６人

８月17日 県医療・保健・福祉団体協議会第１回理事会（県医師会館） 伊藤会長
19日 武蔵ヶ丘病院へ回復期連携の働きかけ（武蔵ヶ丘病院） 松本副会長、三森理事

学　　院

７月28日 【Web】第３回理事会 【Web】東学院長

29日 第３回学院教務委員会 伊藤会長、東学院長、秋山・弘中副
学院長、正清教務部長他３教務委員

８月３日 学院講師会議
伊藤会長、東学院長、牧前学院長、
秋山・弘中副学院長、正清教務部長
他全教務委員

22日 学院体験入学Ⅲ　参加者：17人 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





貴金属事業部／〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー 11F
TEL：03-6270-1820　FAX：03-6270-1825　URL：https://www.asahipretec.com/　
営業所 札幌・青森・仙台・新潟・北関東・関東・横浜・甲府・静岡・名古屋・北陸・神戸・岡山・広島・四国・福岡・鹿児島・沖縄

グループ会社のアサヒプリテックメディカルサポート株式会社が提供するWeb完結型の歯科衛生士専門マッチングサイトです。
歯科衛生士に特化していますので、歯科医院と衛生士に納得のベストマッチをご提供します。
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安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会

コロナ禍で１年延期された東京オリンピック・パラリンピックも、熱い戦いの連続で
我々に感動を与え幕を閉じた。無観客という異例の状況で、最多のメダル獲得には敬意を
表したい。熊本県出身選手の活躍も多数聞かれ、熊本に活力をくれたのではと思う。
熊本の秋の風物詩である藤崎八幡宮例大祭も、神幸行列は２年連続で中止となった。

「ドーカイ」と威勢の良い掛け声やラッパの音が聴けないのは、どこか寂しく思う。
朝晩が冷えて秋が深まっていくと言われる「随兵寒夜」も、今年は少し遅くなりそうな
気配だ。来年こそは、勇壮な馬追いが見たい！

（T.M）

主な行事予定 11 November

２日（火）

17日（水）

24日（水）

第８回常務理事会

第９回常務理事会

第７回理事会

編 集 の つ ぶ や き


