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― 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。

公益社団法人 日本歯科医師会

表紙に寄せて
紫陽花は、時期や土のpHにより花の
色が変わるそうです。
花言葉は、青…辛抱強い愛情、ピン
ク…元気な女性
熊歯乙女のひとりごとの文章からも、
女性の元気さは伝わってきますね。
（A. K）
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議論と結果
理事

工藤 智明

厚生・医療管理委員会を担当しております工藤智明と申します。
当委員会の主な活動には例年、夏の合同就職説明会・秋のシニア倶楽部・冬の医療管理講
演会の開催がありますが、この２年間、新型コロナウイルス感染症拡大のため、ほとんどの
企画が中止及び延期せざるを得ない状況でした。
その他には、将来的な構想として歯科衛生士バンクの設立、代診派遣制度の見直し、医院
承継支援などのシステムの構築を目標に掲げて議論しております。近いうちに何かしらのご
報告ができるよう努力していく所存です。
また、直近の課題としましては、オンライン資格確認の導入の件についてですが、令和４
年４月 24 日現在熊本県内 896 歯科医療機関のうち 556 歯科医療機関 62.1％がカードリーダー
を申請されており 182 医療機関 20.3％が既に導入が完了されております。当初、私自身にも
入ってくる情報量が少なく、身近な材料商の方からの情報も皆無、五里霧中の状態でした。
レセコンベンダーの準備も整わない状況下でのカードリーダーの申請を余儀なくされ、会員
の皆様におかれましては、大変戸惑われたことと存じます。また、補助金や開始時期の変更
もあり常に情報の発信を心掛けておりますが、レセコンとオンライン資格確認をつながなけ
れば、とても簡単に導入できます。つなぐことが可能であれば、受付の事務作業は、飛躍的
に簡略化されます。保険証の記号番号間違え等の事務的な入力ミスの返戻は、皆無と考えら
れております。今後のタイムスケジュールとしましては、令和５年３月 31 日までオンライ
ン資格確認設置完了、令和５年６月 30 日までに補助金申請完了となっておりますので未導
入の先生方は期日を確認の上手続きの程宜しくお願い致します。
また、2023 年 10 月から消費税の仕入れ税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」
いわゆる「インボイス制度」が導入されます。日歯では、「新型コロナウイルス感染症によ
る中小企業等の窮状に鑑み、消費税の適格請求書等保存方式の開始時期を延期あるいは導入
を中止されたい」と令和４年度税制改正要望を行っております。こちらも今後、情報が入り
次第、発信を行って参ります。
微力ではございますが、会員の皆様に与えられました役職を全うできますよう厚生・医療
管理委員会一同、議論し結果が出せるよう努力してまいりますので、今後ともよろしくお願
いします。
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熱意と好奇心、意欲を持って
― 第 12 回理事会 ―
４月 27 日（水）午後７時から県歯会館にお
いて伊藤会長他全役員（五島理事を除く）、
増田・水上監事、東学院長、Web にて宮井
副会長、舩津理事の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
ロシアのウクライナ侵攻による金パラ価格
高騰で我々も難しい局面を迎えております。
５月に臨時改定が予定されているのは我々に
とっては良いことですが、患者の一部負担金
が上がりますので、どうしても受診抑制が起
こりかねないですし、健康長寿は歯からとい
う本県の理念とは逆行することになります。
本会や日歯は県民や国民の健康を目的に活動
するのですから、そのために何をすべきかを
考えながら行動する必要があります。イギリ
スの小説家で、ブライアン・オールディスの
「子供らしさが死んだとき、その死体を大人
と呼ぶ。
」という言葉がありますが、熱意と
好奇心が無くなると意欲が無くなるという意
味だそうです。何事も熱意と好奇心、意欲を
持って行動し、我々の歯科医院経営だけでな
く県民が物価に左右されず安心して歯科医療
を受けられるために、国に申し入れていかね
ばなりません。今月から新たな年度が始まり
ました。理事の皆様も気持ちを新たに意欲的

地域保健Ⅰ：歯の健康文化賞委員会、地域
保健委員会Ⅰ
地域保健Ⅱ：後期高齢者歯科口腔健診デー
タ分析会議、地域保健委員会Ⅱ
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・スペシャルニーズ：センター・
スペシャルニーズ委員会、セン
ター IV-S 研修会
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：学院入学式
事 業 課：事業課セミナー
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
 川元 直子 会員（一般会員／熊本市／

に行動し、今後も県民のことを念頭に事業遂
行をお願いいたします。

閉院）令和４年３月 31 日 自己都合
 田中 裕子 会員（一般会員／八代市／
田中歯科医院）令和４年３月 31 日 閉院
 鶴田 敏弘 会員（第３種会員／熊本市
／熊本パール総合歯科 ･ 矯正歯科 ･ こど

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：３月 14 日～至：４月 24 日）
本会総務：理事会、常務理事会、臨時代議
員会、新入会員研修会
学
術：学術委員会
社会保険：社会保険委員会
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も歯科クリニック健軍院）令和４年３月
21 日 退職
２．２月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業
３．３月末会計現況
４．令和４年度地域医療介護総合確保基金
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（医療分）新規提案事業に係る取扱い
 本会が提案した３事業に対する県から

◦第４種会員：１名
くるみ訪問歯科クリニック

の回答を報告した。
５．口腔保健支援センターの勤務歯科医師
 牛島専務理事・宇治常務理事・髙水間

◦代表歯科医変更：４名
蓮台寺クリニック
熊本パール総合歯科矯正歯科こども歯

理事の勤務を報告した。
６．ウクライナ募金の結果
 103 名 944,000 円 の 募 金 が 寄 せ ら れ た

科クリニック大江院
熊本パール総合歯科矯正歯科こども歯
科クリニックサクラマチクマモト

ことを報告した。
７． 職員休業日の Web（Webex）会議の
対応
 理事を責任者として対応することを承

熊本パール総合歯科矯正歯科こども歯
科クリニックアミュプラザ熊本院
 第１種３名、第２種３名、第３種３名、
第４種１名の入会及び代表歯科医４名の変

認した。
８．職員の人事異動

更を承認した。
２．関係機関・団体からの役員等の推薦依

⑴

退
職
契約職員 藏本 和咲
（令和４年３月 31 日付）
契約職員 吉田 知代子
（令和４年３月 31 日付）
契約職員 早志 梢
（令和４年３月 31 日付）
⑵ 採
用
書 記 榮 静（令和４年４月１日付、
口腔保健センター）
嘱 託 財 満 健典（令和４年４月１
日付、連盟、がん連携、後期
高齢者歯科健診）
⑶ 昇
任
総務課 係長 石川 祐香
学院課

（令和４年４月１日付）
係長 紫藤 美香
（令和４年４月１日付）

７．連絡事項：
１．５月行事予定
２．クールビズの実施
 ５月１日から 10 月末日までクールビ

頼
◦熊本県口腔保健支援センター／熊本県
健康福祉部健康局健康づくり推進課
任 期：従事依頼日～令和５年
（2023 年）３月 31 日まで
 牛島専務理事・宇治常務理事・髙水間
理事の推薦を承認した。
３．後援名義の使用依頼
◦第２回後援会／文化講演会 宇城
◦第 61 回熊本県学校保健研究競技大会
／熊本県学校保健会
後援名義の使用許諾を承認した。
９．議題：
１．関係機関・団体への会費等の納入【承認】
◦熊本県日中協会／法人年会費一口
30,000 円
◦熊 本県学校保健会／令和４年度 団体
助成金 200,000 円
◦熊 本県社会保険協会／令和４年度 年
会費 5,000 円
 県日中協会を除く関係機関・団体への
会費等の納入を承認した。県日中協会は

ズの実施を報告した。
８．承認事項：
１．新入会員の承認

退会する。
２．会館１階照明の LED 化（器具取替）
【承
認】

◦第１種会員：３名 豊
 田真弘・脇勇士郎
児玉沙央理
◦第２種会員：３名 清川亮平・中村拓哉

 西部電気工業に工事依頼することを承
認した。
３． 令和３年度くまもと歯の健康文化賞

福田実千枝
◦第３種会員：３名 松
 㟢雅昌・山根健成
児玉彩

受賞者【承認】
 団体の部に「子どもとママの健口を育
む会」の受賞を承認した。
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10．協議事項：
１．その他

４．令和４年度定時代議員会日程・タイム
スケジュール【承認】
 代議員会日程・タイムスケジュールを
承認した。
５．後期高齢者歯科口腔健診データ分析

◦ Lalala テレビジョンへの広告掲載内容
【承認】
 何か放映したい内容があれば各所管

【承認】
 分析に貢献した弘中副学院長・郷原地
域保健Ⅰ委員長・赤尾地域保健Ⅱ委員長

で検討し、７月理事会でプレゼンテー
ションを行う。
11．監事講評：

に謝金を出すことを承認した。
６．スポーツデンティスト養成講習会の開
催案内及び受講申込手続きの協力依頼

増田監事より「新入会員研修会で、会員に
要望を尋ねると、医院経営に関する研修会開
催の要望が多かった。会員が本会に求めるこ

【承認】
 受講申し込みがあった会員の推薦順位
を承認した。
７．学生募集戦略委員会の設置【承認】

とは時代により変化する。今後も入会して良
かったと思える会にしてほしい。」、水上監事
より「先日、郡市で舩津理事から口腔機能管
理の話しをして頂いた。すぐにでも取り入れ

委員会の設置を承認した。
８． 広報誌「あゆみ」第 58 号への広告掲
載【承認】
広告掲載を承認した。
９．令和４年度鹿児島県歯会生涯研修セミ
ナー【承認】
 ４月の定期発送物に案内を同封して会
員へ周知することを承認した。

たいという意見が多数あり、大変好評だった。
今後も有益な情報を提供し続けてほしい。」
と述べられた。
12．閉会：椿副会長
（広報 神㟢 理子）

第 27 回高齢者のよい歯のコンクール入賞者
県審査：令和４年５月 16 日（月） 表彰式：令和４年６月４日（土）
敬称略
審査結果

郡市

熊本県知事賞

阿蘇郡市

熊本県歯科医師会長賞

熊本市

8020 優秀賞

人吉市

8020 優秀賞

八

代

氏
加藤

フリガナ

名

生年月日

年齢

幸人

カトウ

ユキト

S15.11. ２

81

フク子

タカセ

フクコ

S14. ７.17

82

谷川

恒雄

タニガワ

ツネオ

S15. ６.12

81

水上

正憲

マサノリ

S15. １.10

82

髙瀬

ミナカミ

標記コンクールにつきまして、地域保健委員会Ⅰ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、表彰式は令和４年６月４日（土）の歯の祭典内で執り行われました。
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学院だより

学院体験入学が始まります

令和４年熊本歯科衛生士専門学院体験入学が６月 25 日（土）の第１回目を皮切りに今年も順次
開催されます。
係長、三役で既に６月初旬より県下高校訪問を開始し、歯科衛生士の多岐にわたる仕事内容、
今後の社会的ニーズの高まり、生涯働ける国家資格を有する職種など多くのメリットを伝えてい
ます。既に男子学生も在学していますので、男女共学もアピールしております。
会員の先生方には学生募集ポスターの院内掲示、高校生の患者さんや知人への学院の紹介など
のご協力を今年も何卒よろしくお願いいたします。

楽しい体験入学で学生生活をイメージしよう！

優しい先輩にいろいろ教えてもらおう！

参加申し込みは
こちら♪

第１回

令和４年６月25日（土）午前９時30分

第２回

令和４年７月16日（土）午前９時30分

第３回

令和４年８月21日（日）午前９時30分

夜間・第１回

令和４年９月15日（木）午後７時

夜間・第２回

令和４年10月５日（水）午後７時
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学術
だより

CAD/CAM インレーの形成と接着
学術委員会委員長

内野

玲

形 成
「材質的強度を確保し、ミリングマシーンが削りやすい形態」
○緩やかで連続したカーブ
○イスムスは1.5㎜以上確保
○縁上マージン
○90 ～ 120°
の開放角
○咬合面の削除量1.5㎜以上確保
○マージンはバットジョイント（ベベルは付与しない）

メタルインレーの形成ライン

CAD/CAMインレーの形成ライン

ボックス部では十分に厚みをとり、
スライスカットを付与しない

―8―
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フィニッシングライン
ラウンデッドショルダー or ヘビーシャンファー

接 着
支台歯側

インレー側

○仮着剤を除去し、歯面清掃
↓
○プライミング・ボンディング処置

○インレー内面のリン酸エッチング処理、
水洗・乾燥
↓
○シラン処理

（セメントシェード試適）
↓
接

着

＊処理剤・セメントの使用方法の確認
＊接着後咬合調整
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GC社製 ジーセムONE neoにおける接着の一例

インレー形成バー
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材 料

治療部位により強度・色調等の種類があるため技工士との連携確認を行ってください

CAD/CAMインレーの算定例

Dentsply Sirona
株式会社GC 資料引用
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歯と口の健康講座

脳卒中および心疾患と歯・口の関係
医療連携委員会

副委員長 吉武 義泰

はじめに
脳卒中は要介護状態となる原因で最も多い疾患であり、要介護２以上の原因疾患の約 30％を
占めることが知られています。脳卒中による年間死亡者数は約 13 万人とされ、約６割が脳梗塞
です。脳卒中により四肢の運動機能障害が生じるのみでなく、認知・構音・摂食機能にも障害が
生じるため、コミュニケーションや歯科治療にも大きな問題が生じます。脳卒中はその発症にお
いて歯科疾患との関連が深く、とくに歯周病により動脈硬化が増悪し脳梗塞の発症が促進される
のではないか、と考えられています。脳卒中の危険因子である高血圧症や糖尿病などの全身疾患
は、歯科治療にて頻回に行われる局所麻酔や観血処置を困難にします。このように脳卒中が歯科
治療の妨げになるのみでなく、歯科疾患が脳卒中の発症にも関与している可能性が示されており、
両者の関連は非常に深いとされています。今回、脳卒中と歯科疾患との関係および脳卒中患者に
おける歯科治療上の問題点などについて紹介します。
脳梗塞ってどんな病気？
脳梗塞は、脳出血やくも膜下出血などの小内脳血管障害の一つで、脳内の血管が詰まって脳組
織が壊死を起こした病態をいいます。脳梗塞は、脳血管の血流障害の原因によってラクナ梗塞・
アテローム血栓性脳梗塞・心原性脳塞栓症・その他に分類されます。
ラクナ梗塞

アテローム血栓性脳梗塞

心原性脳塞栓症

細い血管が詰まって起こる

太い血管が動脈硬化を起こして
細くなったり、詰まったりして起こる

心臓に出来た血栓によって
太い血管が詰まって起こる

脳卒中と歯科疾患との関係
脳血管の血流障害によって突然生じる四肢のしびれや運動障害、会話あるいは意識障害を生じ
る発作を脳卒中と呼びます。脳卒中には出血性病変として高血圧性脳内出血とくも膜下出血、閉
塞性病変として脳梗塞と一過性虚血性発作などがあります。ここで脳卒中と歯科疾患との関係に
ついて報告します。
１．動脈硬化症と歯周病
 脳卒中の多くを占めるアテローム血栓性脳梗塞の危険因子である動脈硬化の原因には高血圧
症、高脂血症、喫煙、肥満、糖尿病ならびに遺伝的要因の存在がよく知られています。最近の
研究では歯周病やその関連菌、そこで産生される炎症性サイトカインなどが動脈硬化を増悪す
るため、脳梗塞の発症が促進されるのではないかと考えられています。
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２．脳卒中と歯周病
 コホート研究により、口腔環境の悪化は脳梗塞発症と関連している可能性が示されており、
歯周炎は非出血性脳卒中発症に関与していると報告されています。
歯周病と脳梗塞の関係
歯周病細菌は、血流の流れに入り込んで血液の凝固を起こし、血液の流れを障害します。歯周
病が重症なほど、歯周病原細菌は容易に血液の流れに入り込みやすくなります。また、脳梗塞発
症後の合併症も歯周病のリスクファクターになります。

歯周病

脳の血管に入り込み…

血栓ができて…

脳梗塞発症‼

歯科治療上の留意点
そこで、歯科治療上の注意点について考えてみましょう。
脳卒中患者における歯科治療上の注意事項には大きく２つあります。１つ目は歯科治療中の全
身管理であり、２つ目は観血処置時の止血です。
１．歯科治療中の留意点
血圧変動への注意
 脳卒中患者の多くが高血圧症に罹患していることが多いです。高血圧症脳内出血患者では、
歯科治療による再出血を予防する必要があります。心原性脳梗塞患者では心疾患への影響を抑
えるため、疼痛や不快症状・ストレスに起因する血圧上昇による心機能への負荷を考慮する必
要があります。逆に、アテローム血栓性脳梗塞やラクナ梗塞では脳への血流を保つため極端な
低血圧にならないよう注意する必要があります。脳卒中患者への歯科治療は、原則発症後６か
月は局所麻酔を要する歯科治療を避けるべきとされています。しかし、近年では血圧や心疾患
などがコントロールされ全身状態が安定した場合には早期のリハビリ開始が推奨されていま
す。そのため、患者の状態を主治医に対診し、必要があれば早期に歯科治療を開始してもよい
と考えます。
 脳卒中患者では血圧や SpO2（血中酸素飽和度）のモニタリングをすることが大切です。急
激な血圧上昇は再出血の危険性があり、血圧低下は脳虚血を悪化させます。不安や緊張・スト
レスは血圧を変動させるのでなるべくリラックスさせるように心掛けています。また血圧の変
動が著しい患者では鎮静法の併用も検討します。局所麻酔薬はエピネフリン含有を避け、３％
フェリプレシン含有プロピトカイン（シタネスト・オクタプレシン ®）やメピバカイン塩酸塩（ス
キャンドネストカートリッジ３％）の使用を考慮します。
２．観血処置における留意点
 ほとんどの脳梗塞患者は何らかの抗血栓療法を受けています。そのために観血処置時には後
出血に留意する必要があります。一般的にアテローム血栓性脳梗塞やラクナ梗塞患者では抗
血小板薬が投与されています。心原性脳梗塞患者では抗凝固薬であるワルファリンや DOAC
（direct oral anticoagulants）が投与されています。しかし、投薬内容がわからないことが多い
ので、脳梗塞患者では抗血栓療法が行われていることを前提として丁寧な問診やお薬手帳の確
認、主治医への対診を行う必要があります。
 いずれの抗血栓薬にしても原則継続投与下で観血処置を行うことが推奨されています。本邦
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におけるガイドラインでは、PT-INR が 3.0 以下であればワルファリン継続投与下に抜歯を行っ
ても重篤な後出血は生じないとされています。抜歯以外の処置では歯周ポケット測定、スケー
リング、ルートプレーニングはガーゼによる圧迫で止血可能とされています。しかし、DOAC
の抗凝固作用は評価できませんが、いずれの薬剤でもワルファリンと比べ重篤な出血は多くな
いとされています。
 抜歯時の止血方法は、ゼラチンスポンジや酸化セルロース綿などの抜歯窩充填剤を使用し、
縫合、圧迫にて局所止血を厳重に行うことです。止血できないときには止血シーネの使用も考
慮します。一般的に抗血小板薬のみが投与されている患者では止血に苦慮することは稀ですが、
抗凝固薬も併用している患者では止血に難渋し、後出血を生じることもある、との報告があり
ます。このようなことを想定し、夜間でも対応できるような高次医療機関との連携が必要です。
 さらに、抗凝固薬は歯科で比較的よく使用される抗真菌薬と併用禁忌または使用注意になっ
ているため注意が必要です。抗凝固薬服用患者に対して抗真菌薬の投与が必要な場合はアムホ
テリシン B（ファンギゾンシロップ ®）を使用しています。
日常の歯科臨床で遭遇する抗血栓療法患者
・心疾患
 弁膜症（僧帽弁逸脱症・閉鎖不全症．僧帽弁狭窄症．大動脈弁膜症など）心臓外科手術後（人工
弁置換術・弁形成後．カテーテルインターベンション）
．心不全．心房細動．ペースメーカー埋め
込み術後など
・脳血管障害
 脳梗塞（ラクナ梗塞．アテローム血栓性梗塞．心原性脳梗塞）
・血液疾患
 先天性アンチトロンビンⅢ欠損症．プロテインＣ欠乏症．プロテインＳ欠乏症
・その他
 肺塞栓．深部静脈血栓症．閉塞性動脈硬化症．前腕動脈流シャント術後
循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン2009年改訂版（http://www.j-circ.
or.jp/guideline/pdf/JCS2009_hori_h.pdf）より一部改変引用
代表的な抗血栓薬
抗凝固薬→抗凝固療法
経口：ビタミンＫ拮抗薬
ワルファリンカリウム（ワーファリン®）
：直接作用型経口抗凝固剤（DOAC）
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩（プラザキサ®）
リバーロキサバン（イグザレルト®）
エドキサバントシル酸塩水和物（リクシアナ®）
アピキサバン（エリキュース®）
抗血小板薬→抗血小板療法
経口：アスピリン（アスピリン®）
チクロピジン塩酸塩（チクロピン®．パナルジン®）
クロピドグレル硫酸塩（プラビックス®）
ジピリダモール（ペルサンチン®．アンギナール®）
シロスタゾール（プレタール®など）
イコサペント酸エチル（エパデール®）
サルポグレラート塩酸塩（アンプラーグ®）
トラピジル（ロコルナール®）
ベラプロストナトリウム（ドルナー ®．プロサイリン®）
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各DOACの特徴
製品名
一般名

プラデキサカプセル
ダビガトラン

作用機序
服用方法

トロンビン阻害
１日２回

リクシアナ錠
エドキサバン

イグザレルト錠
リバーロキサバン

エリキュース錠
アピキサバン

１日１回

Xa因子阻害
１日１回

１日２回

※

効能・効果 ・心原性脳梗塞※

・心原性脳梗塞
・静脈血栓塞栓症✚
・下肢整形外科手術 ・心原性脳梗塞※
施行患者における ・静脈血栓塞栓症✚
静脈血栓塞栓症の
発症抑制

・心原性脳梗塞※
・静脈血栓塞栓症✚

※正式な効能・効果は「非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制」
✚正式な効果は「静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制」
新薬情報オンライン（https://medicalcampus.jp/di/）より一部改変引用
３．脳卒中の合併症と口腔機能
 脳卒中患者ではさまざまな障害が長期に生じます。運動麻痺による摂食嚥下機能の低下や、
利き手の運動麻痺はセルフケアに支障をきたし、顔面や舌の運動麻痺は口腔の麻痺側の清掃に
支障をきたします。高次障害ではセルフケア方法を指導するのも困難になってきます。患者個々
の状態に合わせて摂食嚥下や口腔ケアの介入度を考える必要があります。基本的には障害が重
篤であるとセルフケアは困難となり、訓練による学習効果も期待しづらくなります。
脳梗塞の合併症と歯周病のリスクファクター
脳梗塞は血流が止まって壊死した脳の部分によってその症状が異なります。代表的なものに運
動障害・嚥下障害・言語障害があります。脳梗塞の合併症と歯周病のリスクファクターとの関係
を表に示します。
脳梗塞の合併症

症状

歯周病のリスクファクター

半身麻痺や筋肉の緊張により、手
運動障害

足の痛みや変形が起こる。
口唇や舌の運動障害により、お口
の機能が低下する。

嚥下障害

食べ物をうまく飲み込めない。

➡

歯磨きが難しくなり、プラークコントロー

➡

お口の中に食物残渣がたまりやすくな
り、歯肉が腫れやすくなる。

ル不良になりやすい。

栄養不足になりやすく、全身の免疫力が

➡ 低下する。

 歯肉は薬の副作用でも腫脹することがあります。これを薬物性歯肉肥大、または薬物性歯肉
増殖と呼びます。抗てんかん薬のフェニトイン（アレビアチン ®、ヒダントール ®など）、高血
圧症治療薬のうちカルシウム拮抗薬（ニフェジピン ®、アダラート ®、アムロジン ®など）、臓
器移植や自己免疫疾患に対して使用するシクロスポリン（サンディミュン ®、ネオラール ®など）
を内服している患者では歯肉肥大が生じやすいことが分かっています。歯肉肥大が生じたとき、
服用薬を変更できればよいのですが難しいことが多いため、日々の歯磨きを徹底して行うこと、
定期的に歯科を受診して歯石除去をしてもらうことが必要になります。時には歯肉切除が必要
になることもあります。

― 15 ―

熊歯会報

Ｒ．
４．
６

降圧剤・抗てんかん薬と副作用
代表的な商品名
アムロジン®
降圧剤

ノルバスク®
アダラート®

副作用
歯肉増殖
（Ca拮抗薬）

アレビアチン®
抗てんかん薬

ヒダントール®

歯肉増殖

アクセノン®
テグレトール®

口腔乾燥

脳梗塞と歯周病を予防するためのポイント

脳梗塞の主な危険因子は高血圧、高脂血症、糖尿病です。日々の生活を見直しましょう。
◆
飲酒や喫煙、過度のストレスは高血圧を招きます。飲酒、喫煙習慣の改善とストレスをためな
い生活を！
◆定期的な健康診断で、血糖値の管理をしましょう。
◆
運動不足を解消し、糖尿病や脂質異常を予防しましょう。

歯周病は、毎日の歯磨きや定期的な歯科通院で管理することが大切です。
◆
プラークコントロールが最も重要です。ホームケアやプロフェッショナルケアで管理しましょ
う。
◆喫煙は、脳梗塞・歯周病のリスクファクターです。禁煙してどちらも予防しましょう。
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リレー投稿
66
○

「ブンブンブーン！」
熊本市

新外レッツ歯科

山口 英司

就職活動中から 20 年以上お世話になって
いるスタディーグループの先輩である、天草

て、あっという
間に感化され、

の松田光正会員からバトンをいただきまし
た。熊本市で開業しております新外レッツ歯
科の山口と申します。

すぐに自動車学
校に入校しまし
た。教習所では

大学卒業後、６年間熊本市の松永久会員の
元で勉強させていただき、現在の地で開業し
ました。大学時代はテニス部に所属し、ほぼ

自分ができない
ことを先生に教
わるという行為

テニス部の思い出しかありません。先輩や後
輩、ライバルにも恵まれて楽しい学生生活で
した。就職後もテニスは続けておりましたが、
年を重ねるにつれ、足も動かなくなり、モチ
ベーションも下がっていき、最近では九地連
の前だけ少し練習して大会に臨む程度になっ
ております。そんな他に趣味も無く、仕事や
医院経営のみが関心事になっていた最近の私
に、ワクワクするような出来事が２つありま
した。
１つ目は普通自動二輪の免許を取得したこ
とです。高校の同級生の医師のところを受診
した際に、彼が普通自動二輪の免許を取得
し、さらに大型免許をとりに教習所に通って
いると聞きました。それがコロナ禍で趣味も

が久しぶりで新
鮮で懐かしい気
持ちになりまし
た。現在は中型
のバイクを購入
し、格好だけは
一人前に揃え、
学生時代
休日に周囲に迷
惑をかけながら、超低速の暴走族をしており
ます。まだ景色や走りを楽しむことよりバイ
クの操作で精一杯ですが、慣れてきたら小旅
行でも計画したいです。
２つ目は一人息子が私と同じ九州歯科大学
に入学し、しかも同じテニス部に入部したこ
とです。先日、卒業後初めて学生の練習をコ

無い私には新鮮で、それ以来 YouTube でバ
イクの動画を見るようになりました。若い頃
はバイク乗りに憧れはありましたが、危険な
イメージから勝手に敬遠しておりました。し

ソッと見に行きました（息子から恥ずかしい
から来るなと言われたため）。雰囲気は多少
変わりましたが昔と変わらない練習やかけ声、
キビキビした動きに当時を思い出し、胸が熱

かし動画ではいろんな楽しみ方をする人がい

くなっていくのを感じました。私くらいの年
齢になったら相手のパワーを老練なテクニッ
クでいなしていくスタイルへ変化していく時
期なのかもしれませんが、私の中にやっぱり
パワーで勝ちたい自分がいます。息子にはま
だまだ負けられませんし、お父さんちょっと
頑張っちゃおうかな！と感じている今日この
頃です。
次も同じスタディーグループで頑張ってい
る、優しい後輩の井口佳大会員へリレーいた
します。

阿蘇にて
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熊歯乙女の
ひとりごと⑱

フィギュアスケート
熊本市

今回、熊歯乙女のひとりごとを担当いたし
ます、松原明日香と申します。熊本市東区の
現在の地で、父の歯科医院を平成 26 年より
継承致しました。
私が若かりし頃の学生時代に続けたことと
いえば、小学生の時から始めたフィギュアス
ケートです。遅いスタートでした。皆さんは
フィギュアスケートに対してどのような印象
を抱いていらっしゃるでしょうか。浅田真央
さんや羽生結弦選手の目覚ましい活躍によっ
て競技人気も増えて来ています。私は元々水
泳をしておりましたが、小学校入学までに個
人メドレーをマスターすることができまし
た。あとはタイムを伸ばすだけ…と言う酷な
練習に耐えることができず、プールの横に併
設してあったスケート場へと逃げたわけで
す。リンクで滑ることの楽しさに目覚め、ク
ラブに入りスケートを始めました。最初は遊
びで始めたスケートでしたが、一つの滑りや
技ができるようになると面白くてたまらなく
なりました。次第に練習時間も増えていきま
した。早朝や夜などリンクが開館前、閉館後
の貸切練習がクラブ生徒の主な練習時間でし
た。朝は５時頃から練習をし、その後、車の
中で母の作ってくれた朝のお弁当を食べ、そ
こから学校へ行く。授業が終わるとまっすぐ
リンクへ行き練習して帰る…の毎日でした。
北京五輪での羽生選手の冒頭の４回転サル
コー、跳んでエッジが氷を離れた瞬間「穴に
はまった」とありました。他の人が滑った後
の溝にはまってしまったのです。そのような
ことがあるので練習は綺麗な氷の時間帯が選

当時のマイシューズ
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松原歯科医院 松原 明日香

第 48 回国民体育大会冬季スケート競技会（八戸市）

ばれるのです。スケートは転ぶと痛く、当時
私の足にはアザがたくさんできていました。
ジャンプから着氷するときに足首にかかる
負荷は体重のおよそ３倍と言われています。
少々、いや…大いに体重がオーバーしていた
私は、足首の怪我に悩まされました。そんな
こんなで高校生の時に、インターハイ（日光
市）と国体（八戸市）に出場することができ
ました。インターハイで、７位に入賞するこ
とができ、貴重な経験となりました。大会前
には毎週末、学校が終わると、県外に泊まり
がけで練習に行っていました。全ての送り迎
え、食事の管理をしてくれた母には感謝しか
ありません。夏休みはほぼ全てを県外での合
宿に費やしていました。そして父はそんな私
を黙って応援してくれていました。昨年の
３月には真央さんのサンクスツアーのアイ
スショーに娘と行ってきました。席は一番前。
壁はありません。氷が削れる音も聞こえ、迫
力もあり、真央スマイルには本当に魅了され、
癒されました。目の前に真央さんが滑って来
ると感激極まりなかったです。そして可愛い！
終わっても拍手が鳴り止まず、感動の余韻
に浸ったまま会場を後に。会場の外の芝を歩
きながら、娘が手を広げたり足をあげたりク
ルクル回りながら踊っていました。娘はス
ケートはまだ未経験。私はもう何十年と滑っ
ていませんが、体が感覚を覚えています。
今はしまってある当時のマイシューズを出
して今年の冬は娘とスケートに行きたいと
思っています。

Ｒ．４．６
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ご

訃

報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

山内

透 先生

令和４年４月 26 日

ご逝去

73 歳

◦郡 市 名：上益城郡
◦入会年月日：昭和 60 年５月 28 日

片岡

淳吉 先生

令和４年５月 8 日

ご逝去

93 歳

◦郡 市 名：熊本市
◦入会年月日：昭和 38 年７月９日

鹿井

省文 先生

令和４年５月 13 日

◦郡

市

ご逝去

92 歳

名：菊池郡市

◦入会年月日：昭和 42 年５月 18 日

森永

博臣 先生

令和４年５月 16 日

ご逝去

63 歳

◦郡 市 名：上益城郡
◦入会年月日：平成７年２月 28 日
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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。

豊田

第１種会員

（トヨダ

真弘

マサヒロ）

脇 勇士郎

熊本市南区川尻４-2-16

阿蘇市内牧西中無田 1671-16

ブライトデンタルクリニック

（ワキ

ユウシロウ）

①
②

脇デンタルクリニック

様な治療を行う
怖くなく、痛みの少ない医院となり、患
者さんの苦手意識を払拭できる様に努める
④ 地域にとってなくてはならない、頼りに
される存在になりたいと思います

①
②

義歯・咬合
正確な検査・診査をもとに適切な診断を
行う歯科診療
③ 景色がきれいです
④ 阿蘇の地域医療に貢献できるようがんば
ります

児玉

（コダマ

コロナ関連、ウクライナ情勢
患者さんの立場になり、家族を治療する

③

第２種会員

沙央理

サオリ）

清川

（キヨカワ

阿蘇郡小国町宮原 1701

亮平

リョウヘイ）

熊本市東区尾ノ上 2-5-12
児玉歯科医院
尾ノ上歯科クリニック
①
②

口腔衛生とコロナの関係
幅広い年齢層に対応できる歯科診療

①

③

地域のニーズに合わせて診療開始時間を
早くしている（ＡＭ８時前から）
④ これまでと同様に地域に密着した歯科診
療を行っていけるように頑張りたいです

新たに保険導入される CAD/CAM イン
レーなど、歯科治療のデジタル化の流れに

注目しています
② 患者さんとの相互理解、信頼関係を構築
し、それぞれの患者さんに合わせた治療や
口腔管理を行うこと
③

私の医院だけではないと思いますが、で
きるだけ治療の度に口腔内カメラで撮影

し、視覚的に説明することを心がけます
④ 患者さん一人ひとりを大切にし、地域の
方々に信頼される歯科医院を目指します
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中村

拓哉

（ナカムラ

第３種会員

タクヤ）

児玉

山鹿市鹿央町 672-1

（コダマ

児玉歯科医院

歯髄の可能な限りの保存です。
歯の痛みのない方でも気軽に受診しても

らい、予防を中心とした早期発見早期治療
です。
③ スタッフの人柄と患者さんの人柄の良さ
です。
自分の特色は今後作っていきたいです。
④ 地域に根差し、さらに認知度を高め、三
世代の家族が皆で通っていただける歯科医

松㟢

福田実千枝

マサアキ）

宇土市高柳町 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

山根

ミチエ）

雅昌

（マツザキ

院にしたいです。

（フクダ

彩

阿蘇郡小国町宮原 1701

ふじもと歯科医院
①
②

アヤ）

（ヤマネ

健誠

ケンセイ）

熊本市中央区桜町３-10 サク
ラマチクマモト２階 216 区画
熊本パール総合歯科・矯正歯科・こど
も歯科クリニックサクラマチクマモト

水俣市大黒町 1-2-3
伊藤歯科医院
①

今改めて総義歯を審美的かつ機能的に作
ることに関心があります。
私生活では自然豊かなパワースポット巡
りや４才と 10 才の子供がおりますので、
子育てについていつも考えております。
② お口の中だけでなく患者さん一人一人の
個性に合わせながらもできるだけよりよい
歯科医療を提供できればと思っています。
③ スタッフも患者さんもいつも皆笑顔で優
しい方が多く平和的で穏やかな歯科医院で
す。患者さんが帰られる時に笑顔の方がと
ても多いです。
④

地元に帰ってきて 20 年過ぎました。そ
の頃からいらっしゃっている患者さんも高
齢化しています。元気な高齢者でいていた
だけるサポートをお口を通じて取り組んで
いければと思っております。
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第４種会員
西田くるみ

（ニシダ

クルミ）

熊本市北区鶴羽田３-1-50
くるみ訪問歯科クリニック

熊歯会報
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４．
６

会
所管

務

日付

報

告

自
至

摘要

第 11 回理事会
【議
題】
３月 16 日 （１）関係機関団体からの役員等の推薦依頼
（２）第２回臨時代議員会事前質問に対する回答
（３）令和４年度定時代議員会までのスケジュール ほか
【Web】人生 100 年コンソーシアム第３回市町村向け事業説明会
17 日
スマイルコンテスト表彰式
【書面決議】
熊本さわやか長寿財団第６回理事会
22 日 県総合保健センター第２回理事会（県総合保健センター）
18 日

23 日

Ｔ１パーク企画・県立大ゼミ課題発表会
【Web】第 12 回県地域医療等情報ネットワーク連絡協議会

24 日
25 日

熊本市歯会通常総会
九州地方社会保険医療協議会熊本部会（熊本第２合同庁舎４階会議室）
第２回臨時代議員会
26 日 【議
事】
（１）Ｒ３年度補正予算
早田県健康福祉部長（退任）挨拶回り
28 日 【Web】九州各県臨時会長会（診療所）
済生会予防医療センター往訪（済生会病院）
31 日

総

務

【Web】肝炎啓発活動打合せ

【Web】くま歯キャラバン隊（菊池郡市）
（診療所）
（１）点数改定対策研修：受講者：39 人
辞令交付式
４月１日 役員報酬等検討臨時委員会
（１）４／６小委員会準備資料の確認
くま歯キャラバン隊（人吉市）
（ホテルサン人吉）
２日
（１）点数改定対策研修：受講者：24 人
県高等学校保健会会長・理事長挨拶
沼川県健康福祉部長挨拶
４日
県警との協議会（熊本市）
役員報酬等検討臨時小委員会
（１）諮問内容の確認（２）役員報酬の状況確認、方向性、他県との比較
（３）退職金の状況確認、他県との比較 ほか
６日
第 14 回常務理事会
（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）令和３年度くまもと歯の健康文化賞受賞者 ほか
職員面談
７日 【Web】くま歯キャラバン隊（荒尾市）
（診療所）
（１）点数改定対策研修：受講者：22 人
口腔保健支援センター会議
８日
（１）設置内容の確認（２）今後の方針
９日
11 日
12 日
13 日
14 日
16 日
20 日

21 日

22 日

令和４年３月 14 日
令和４年４月 24 日

新入会員研修会
（１）本会の機構および関連事業（２）適切な保険診療と保険請求、施設基準
（３）医療事故、トラブル ほか
職員面談
【Web】くま歯キャラバン隊（上益城郡）
（診療所）
（１）点数改定対策研修：受講者：21 人
【Web】支払基金支部運営委員会（診療所）
月次監査 ３月末会計現況監査
県口腔保健支援センター
くま歯キャラバン隊（八代）
（八代歯会口腔保健センター）
（１）点数改定対策研修：受講者：47 人
日本大学歯学部同窓会県支部懇親会（日航ホテル熊本）
第 15 回常務理事会
（１）新入会員の承認（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
弁護士と損保ジャパンとの協議会（熊本市）
くま歯キャラバン隊（阿蘇郡市）
（阿蘇郡医師会館講堂）
（１）点数改定対策研修：受講者：23 人
くま歯キャラバン隊（玉名郡市）
（玉名市文化センター）
（１）点数改定対策研修：受講者：32 人
口腔保健支援センター会議
（１）市町村の健診・指導実態調査（２）カリエス判断基準
（３）実施状況チェック票 ほか
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出務者
伊藤会長他（五島理事を除く）全役
員
牛島専務理事
伊藤会長、牛島専務理事、神㟢・髙
水間・石井理事、秋山副学院長
伊藤会長
伊藤会長
伊藤会長、牛島専務理事、髙水間理
事
伊藤会長、宇治常務理事
伊藤会長
椿副会長
武藤議長、向江副議長、伊藤会長他
全役員
伊藤会長、牛島専務理事
伊藤会長
伊藤会長、岡㟢事務局長
伊藤会長、牛島専務理事、馬場・三
森理事
市川委員
伊藤会長、牛島専務理事
牛島専務理事、宇治常務理事
清水副委員長
伊藤会長
伊藤会長、牛島専務理事
伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、
永松常務理事、椿理事
久々山委員長、西野副委員長、八木
委員
伊藤会長他常務理事以上全役員
牛島専務理事
野田理事
牛島専務理事、髙水間理事
伊藤会長、宮井・椿・松本副会長、
牛島専務理事、長野・宇治常務理事、
舩津・工藤・馬場・三森・椿・石井・
野田理事
牛島専務理事
野田理事
伊藤会長
増田・水上監事
牛島専務理事
舩津理事、清藤・上田委員
牛島専務理事
【会館】伊藤会長他常務理事以上（宮
井副会長を除く）全役員【Web】宮
井副会長
伊藤会長、牛島専務理事、永松常務
理事、椿理事、町田医療対策委員長
園田副委員長
桐野委員長
牛島専務理事、宇治常務理事、髙水
間理事

Ｒ．４．６

所管
総
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日付

務

23 日
24 日

学

術

３月 26 日

３月 19 日
社会保険

23 日
29 日
４月 13 日
３月 14 日

地域保健Ⅰ

16 日
４月８日
12 日
３月 14 日
18 日
19 日
22 日

地域保健Ⅱ

23 日
31 日
４月 14 日
22 日

摘要

九州厚生局・県庁との打合せ

広

報

学校歯科

21 日
医療対策

センター・
スペシャル
ニーズ

３月 14 日
４月 18 日
３月 14 日
31 日
４月２日
５日
８日

厚生・医療
管理

３月 17 日
４月 21 日

医療連携

４月 22 日

学

３月 16 日

院

椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長、清水・橋本・園田副委員長
椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他 11 委員
舩津理事
伊藤会長、椿副会長、舩津・野田理事、
桐野委員長
宇治常務理事、野田理事
伊藤会長、松本副会長
歯科衛生士２人
伊藤会長、牛島専務理事、岡㟢事務
局長
松本副会長、髙水間理事他全委員

県認地課と在宅歯科医療事業の打合せ
後期高齢者歯科口腔健診データ分析会議
（１）分析報告確認
地域保健Ⅱ委員会
（１）医科歯科連携事業モデル地区上益城郡・歯科衛生士会等関係団体との打合せ
地域保健委員会Ⅱ（県歯会館及び診療所）
（１）令和３年度事業最終報告（２）令和４年度事業
委託事業及び補助事業に関する打合せ
（１）各事業年間スケジュール検討

長野常務理事、町田理事、赤尾委員
長、弘中副学院長
松本副会長
長野常務理事、町田理事、弘中副学
院長
伊藤会長、松本副会長、長野常務理
事、町田理事
牛島専務理事、長野常務理事、町田
理事他４人
松本副会長、長野常務理事、町田理
事他２人
【会館】松本副会長、長野常務理事、
町田理事、赤尾委員長他４委員
【Web】伊藤委員
町田理事、長野常務理事
【会館】神㟢理事、秋山委員長他２
委員【Web】他３委員
髙㟢副委員長、松枝委員
【会館】神㟢理事、秋山委員長他２
委員【Web】他３委員
【会館】神㟢理事、秋山委員長他２
委員【Web】他３委員
牛島専務理事

第２校目校正

臨時代議員会取材

第２校目校正

４月 15 日

ほか

地域保健委員会Ⅰ
（１）歯の祭典
後期高齢者歯科口腔健診データ分析会議
（１）分析報告書作成
県地域リハビリテーション推進会議（県医師会館）
後期高齢者歯科口腔健診データ分析会議
（１）分析報告書作成

18 日 【Web】広報委員会 （１）熊歯会報５月号

23 日

馬場理事、内野委員長他全委員

株式会社えがお訪問（株式会社えがお）

第１校目校正

18 日

伊藤会長、牛島専務理事
牛島専務理事

社会保険小委員会
（１）熊本市歯会点数改定説明会 WEB 配信テスト
歯の健康文化委員会
（１）令和４年度候補者審査
生活歯援プログラム健診（熊本産業文化振興㈱） 受診者：11 人

４月 11 日 【Web】広報委員会 （１）熊歯会報５月号

３月 17 日

野田理事

九州厚生局熊本事務所４人、熊本県２人、県歯５人

３月 18 日 【Web】広報委員会 （１）熊歯会報４月号
26 日

出務者

くま歯キャラバン隊（天草郡市）
（肥後銀行天草支店コミュニティーホール）
（１）点数改定対策研修：受講者：45 人
天草郡市歯会通常総会（肥後銀行天草支店コミュニティーホール）
【Web】社会歯科学会理事会（診療所）
学術委員会
（１）歯周病対策プロジェクト講演会（２）補綴学会共催講演会
（３）来年度の事業計画 ほか
社会保健小委員会
（１）次年度点数改定動画作成
【Web】社会保険委員会（各診療所、県歯会館）
（１）会員向け発行物（２）指導立会者、個別相談対応（３）次年度点数改定
社会保険医療担当者監査（熊本第二合同庁舎）

県 PTA 共済審査委員会（県総合福祉センター）
学校歯科委員会
（１）県委託事業（２）次年度の委託事業・キャラバン・その他事業
（３）日学歯啓発チラシ ほか
第 105 回日学歯臨時代議員会（日歯会館）
学校歯科委員会
（１）県委託事業（２）次年度の委託事業・キャラバン・その他事業
（３）新規採用養護教諭研修 ほか
県 PTA 共済審査委員会（県総合福祉センター）
【Web】医療対策委員会（県歯会館、各所）
（１）事例報告（２）各郡市担当者会議（３）理事報告
医療対策委員会
（１）事例報告（２）各郡市担当者会議（３）理事報告
センタースタッフ面談
【Web】センター・スペシャルニーズ委員会
センターⅣ―Ｓ研修会（口腔保健センター）
センタースタッフ面接
センター４月定例ミーティング
（１）事業計画の見直し（２）行政との調整（３）その他 ほか
【Web】厚生・医療管理委員会（各診療所）
（１）医療管理講演会（２）就職支援事業（３）代診派遣制度 ほか
【Web】厚生・医療管理小委員会（各診療所）
【webex】
（１）代診派遣制度見直し（２）歯科衛生士バンク（３）医院継承
委託事業及び補助事業に関する打合せ
（１）各事業年間スケジュール検討
学院一般二次入学試験 受験者：１人
第４回学院入学試験委員会
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宮井副会長、石井理事、髙田委員長
他５委員
石井理事
石井理事、髙田委員長他５委員
牛島専務理事
永松常務理事、椿理事他２委員
【Web】町田委員長他全委員
永松常務理事、椿理事、町田委員長
他全委員
椿センター長
椿副会長、我那覇委員長他５委員
椿センター長
椿センター長

ほか

宮井副会長、工藤理事、牧委員長他
全委員
宮井副会長、工藤理事、牧委員長、
宮本副委員長
松本副会長、三森理事、髙水間理事
秋山副学院長
伊藤会長、東学院長、宮井・椿・松
本副会長、牛島専務理事、秋山・弘
中副学院長、正清教務部長

熊歯会報

所管

学

院

国保組合

事 業 課

Ｒ．
４．
６

日付

摘要

16 日
17 日
４月９日

第 11 回理事会
学院一般二次入学試験合格者発表
新入会員研修会

11 日

学院入学式

22 日

学院役職員会

出務者
東学院長

合格者：１人

３月 16 日 【書面開催】第２回全歯連通常総会
18 日 【書面決議】全協通常総会
４月 19 日 国会議員との勉強会（意見交換会）
（参議院議員会館）
【Web】事業課セミナー（診療所）
４月 18 日 （１）家族信託（２）労務関係と労使トラブル解決策
講師：園田剛士公認会計士、三浦修社会保険労務士

東学院長
伊藤会長、東学院長、秋山・弘中副
学院長、正清教務部長
東学院長、弘中副学院長、正清教務
部長

伊藤理事長
参加者：34 人

宇治常務理事

令和４年度定時代議員会のお知らせ
下記の通り令和４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４年６月 25 日（土）午後３時～
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３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 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人選出の承認を求める件
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
［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、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、ご了承下さい。
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おしらせ
Lalala テレビジョンの放映について

Ｒ．４．６

熊歯会報

熊本市中心市街地―駕町通り入口（鶴屋本館横）に大型ＬＥＤビジョンが設置されており、上通り入口の正

となり、信号待ちの県民へのアピールとしては大変良い場所にあります。本会としても対外ＰＲによる県民へ

歯と口の健康に関する啓発や歯科衛生士などの人材育成、在宅連携室の紹介などは、これからますます重要な
策になってくると考えており、4 月から広告放映しております。
現在は、口腔保健センターの広告動画を放映しております。
Lalala テレビジョンの放映について
市街地にお立ち寄りの際は是非ビジョンをご覧ください。
おしらせ

熊本市中心市街地―駕町通り入口（鶴屋本館横）に大型ＬＥＤビジョンが設置されて
おり、上通り入口の正面となり、信号待ちの県民へのアピールとしては大変良い場所に
熊本市中心市街地―駕町通り入口（鶴屋本館横）に大型ＬＥＤビジョンが設置されており、上通り入口の正面

Lalala テレビジョンの放映について
また、ホームページにも同様の動画を公開しておりますので

市街地に行かない方などもご覧ください。
あります。本会としても対外ＰＲによる県民への歯と口の健康に関する啓発や歯科衛生

となり、信号待ちの県民へのアピールとしては大変良い場所にあります。本会としても対外ＰＲによる県民への

士などの人材育成、在宅連携室の紹介などは、これからますます重要な施策になってく
歯と口の健康に関する啓発や歯科衛生士などの人材育成、在宅連携室の紹介などは、これからますます重要な施
策になってくると考えており、4 月から広告放映しております。
ると考えており、４月から広告放映しております。
現在は、口腔保健センターの広告動画を放映しております。
現在は、口腔保健センターの広告動画を放映しております。
市街地にお立ち寄りの際は是非ビジョンをご覧ください。
市街地にお立ち寄りの際は是非ビジョンをご覧ください。
また、ホームページにも同様の動画を公開しておりますので
また、ホームページにも同様の動画を公開しておりますので

市街地に行かない方などもご覧ください。
市街地に行かない方などもご覧ください。

診療日が変更になりました
診療日が変更になりました
障がい児（者）歯科診療
診療案内
障がい児（者）歯科診療
診療日が変更になりました
火・木・土（休診日：月・水・金・日祝祭日）

診療案内

火・木・土（休診日：月・水・金・日祝祭日）
8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで
診療案内 ※月・金は午前
障がい児（者）歯科診療
職員が常駐しております。
※月・金は午前
8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで
火・木・土（休診日：月・水・金・日祝祭日）
職員が常駐しております。
※月・金は午前８時
30 分～午後５時 15 分まで職員
診療時間 午前 10 時～12 時 午後 1 時～午後 5 時まで
が常駐しております。
※診療は「予約制」です。
診療時間
午前 10 午前
時～ 12
午後１時～午後５時まで
診療時間
10時時～12
時 午後 1 時～午後 5 時まで
※診療は「予約制」です。
熊本県歯科医師会
口腔保健センター
※診療は「予約制」です。
〒860-0863 熊本市中央区坪井 2-3-6
TEL 熊本県歯科医師会
096-343-4382
口腔保健センター
H P http://www.kuma8020.com/center/
熊本県歯科医師会 口腔保健センター

〒 860-0863 熊本市中央区坪井２－３－６
TEL 〒860-0863
096－343－4382熊本市中央区坪井 2-3-6
096-343-4382
HP TEL
http://www.kuma8020.com/center/

日本歯科医師会イメージキャラクター よ坊さん
ⓒ２０１０熊本県くまモン＃Ｋ６３５６

H P

日本歯科医師会イメージキャラクター よ坊さん
ⓒ２０１０熊本県くまモン＃Ｋ６３５６
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http://www.kuma8020.com/center/

事業課からのご案内
其の

1

この団体定期保険には、災害保険金や災害入院給付金が付帯されており、新型コロナウイルス感染症に
関しては災害保険金のお支払い対象となります。

保険料がさらに
お安くなりました

配偶者も 1000 万円
まで加入 OK

最高「3000 万円」の
保障が無診査で加入 OK

１年更新で配当金は
毎年加入者へ還元
（2021 年の還元率 48％）

グループ保険は歯科医師会が契約者で
保険料を一括納付しています。
会員だけがいつでも自由に加入できる制度です。
引受保険会社 幹事 メットライフ生命

其の

２

下記保険会社と団体収納契 約 を し て い る 為 、 会 費 明 細 引 き が ご 利 用 可 能 。
個人加入の保険料が団体割引でお安くなり、保険内容に何も影響ありません。

手 続 き は 簡 単 、 事 務 局 が 代 行 し ます 。 ぜ ひ 便 利 で お 得 な 制 度 を ご 活 用 く だ さ い 。

朝日生命

第一生命

アメリカンファミリー生命
日本生命

富国生命

住友生命

SOMPO ひまわり生命

明治安田生命

[ 県歯事務局 事業課

メットライフ生命

T E L ： 096- 343- 8020 ]

7

July
June 2022 No.792

6日
（水） 第19回常務理事会
20日
（水） 第20回常務理事会
23日
（土） 国保臨時組合会
27日
（水） 第15回理事会
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明彦

熊本県歯科医師会
安心・安全歯科医療推進制度

最近になって増えてきているのか、人が元々持っている闇の部分をSNSなどを通じて目に
する機会が増えているだけなのか分かりませんが、人々の心の余裕がなくなり他人への思
いやりの気持ちが減ってきているのではと感じます。わが身を振り返り、日々感謝の心と
他人への思いやりを忘れずに毎日を過ごしたいと思います。
（G.H）

FAX／096-343-0623

の様々な暗いニュースを最近目にするたびに、なんともいたたまれない気持ちになります。

TEL／096-343-8020

ネットでの誹謗中傷やあおり運転、芸能人の相次ぐ自死、ロシアのウクライナ侵攻など
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