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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
食と遊びのランドマーク 「熊本屋
台村」を覗いてきました。
（１時間待ち
で、飲食は諦めました）街と人の活性
化を基本理念としたこの場所が、城下
町熊本の新しい名所として、元気を発
信して欲しいものです。
（Ａ. Ｋ）

Ｒ．４．７

熊歯会報

新しい風
理事

神﨑 理子

会員の皆様には、平素より会の広報事業並びに会報作成にご理解とご協力をいただき心よ
り感謝申し上げます。
前期は、新型コロナの影響で思うような啓発活動が行えない中、それでもできる限り各メ
ディア機関にプレスリリースを出し、スマイルコンテストの取材やニュース番組等で感染予
防対策など歯科受診の啓蒙を取り上げて頂きました。この場を借りて関係各社の方々には御
礼申し上げます。
今期は、４月より駕町通り入り口の Lalala テレビジョン（大型ビジョン）にて県民向けに
歯科医師会の事業に携わる動画を自主制作し放映を行っております。現在はセンタースペ
シャルニーズ委員会の作成した口腔保健センターの動画が流れております。今後も各所管と
連携しながらいろいろな事業活動を放映していく予定です。尚、作成した動画は県歯ホーム
ページでも配信しておりますのでいつどこからでもご覧いただけます。
さて最近では、徐々にコロナ禍前の日常に戻りつつあり、他職種との会議にも対面で参加
できるようになってきました。その会議の場には明らかに以前と比べ女性の参加者が増えて
きています。この熊歯会報の中で「熊歯乙女のひとりごと」という投稿欄があります。これ
は本会に入会年度の若い女性歯科医師会員の先生から順に自己紹介も兼ねて何でも好きなこ
とを書いていただく内容ですが、毎回その投稿を読むと素敵な女性会員が沢山いることを改
めて実感いたします。本会でも多くの女性歯科医師が働きやすい環境で多いに活躍できるよ
うに制度や体制を見直しておりますが、まだまだ本会との繋がりも浅く活躍できる場が十分
に与えられていないのが現状です。そういう環境を改善するために今期より厚生・医療管理
の工藤理事らは県下在住の女性歯科医師（非会員も含めて）の把握と実態調査を行い、女性
歯科医師の代診派遣制度（産休・育休を含めた）などを充実させていく予定です。今まで女
性歯科医師との横のつながりが希薄だった環境が整えば、必然的に女性の意見も発信する機
会が多くなり、今までには無かったいろいろな見解を見いだせるようになると思います。一
人でも多くの女性歯科医師が本会の事業に参加して頂き、新しい風を吹き込んでくれること
を切に望みます。
また政府の骨太の方針にも国民皆歯科健診の導入というニュースが流れ、益々歯科の重要
性が取り沙汰されてきております。
歯科界にも新しい風が吹き始めておりますが、県民一人一人の健康寿命を延ばすため、尚
一層、歯科受診への啓蒙活動を行っていく所存でございますので会員の皆様には今後ともご
理解とご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
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熊本県・熊本市に口腔保健支援センターが設置
― 第 13 回理事会 ―
５月 25 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
本日も大変お忙しい中ご参集いただき、あ
りがとうございます。さて、我々は常に、県
民の健康を実現する為に、何をすべきかを考
えていく必要があります。熊本県と熊本市に
口腔保健支援センターが設置されましたが、
本会から役員３名が出務予定です。現在、熊
本県における１歳半児の歯科健診結果は全国
ワースト１、３歳児がワースト３ですが、こ
のことを今まで見過ごされていたことが非常
に気になります。我々はいつも、歯科に関す
る統計を把握して県に申し入れを行わなけれ
ばなりません。その為には多角的な思考が必
要です。是非とも口腔保健支援センターを充
実させ、本県の歯科医療をより良い方向に進
め、県民の健康をしっかり支えたいと思いま
す。役員の皆様にも、多方面にアンテナを張
り巡らせた事業展開をお願いいたします。

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
厚生・医療管理：女性歯科医師の代診派遣
制度検討会議
医療連携：回復期医科歯科病診連携事業説
明会
学
院：学院運営審議会
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。
６．報告事項：
１．退会会員
山内 透 会員（終身／上益城郡／山内
歯科クリニック）令和４年４月 26 日
ご逝去
片岡 淳吉 会員（終身／熊本市／閉院）
令和４年５月８日 ご逝去

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：４月 25 日～至：５月 22 日）
本会総務：理事会、常務理事会、熊本県歯
科医師会・熊本県歯科医師連盟
合同会議
学
術：学術委員会
社会保険：社会保険委員会
地域保健Ⅱ：歯科歯科（訪問歯科）連携モ

鹿井 省文 会員（終身／菊池郡市／閉
院）令和４年５月 13 日 ご逝去
森永 博臣 会員（第２種／上益城郡／
共愛歯科医院）令和４年５月 16 日 ご
逝去
２．熊本県学校保健会の理事及び評議員の
改選
理事（伊藤会長、宮井副会長）と評議
員（石井理事、髙田学校歯科委員長）の
再任を報告した。
３．HP のプライバシーポリシー追加
本会 HP へのプライバシーポリシーの

デル地区事業会議
広
報：『熊歯会報』６月号の校正
学校歯科：学校歯科委員会

追加を報告した。
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４．３月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

現在：伊藤 明彦 会長
◦人生 100 年くまもとコンソーシアム委

５．４月末会計現況
６．その他
◦九州各県担当者会の開催予定

員／熊本県総合保健センター
任期：承諾日～令和５年（2023 年）３
月 22 日

会議の開催予定日や開催形式等を報
告した。
◦福岡県歯会主催の施設基準対応講習会

現在：牛島 隆 専務理事
役員等の推薦（いずれも留任）を承認し
た。

講習会中の通信トラブルにより、パ
スワードを確認できなかった会員への
対応を報告した。
７．連絡事項：

９．議題：
１．関係機関・団体への会費等の納入【承
認】
◦令和の大造営寄付金／熊本城内加藤神

１．６月行事予定
８．承認事項：

社
寄付金の納入を承認した。

１．新入会員の承認

第３種会員１名の入会を承認した。
令和４年度入会状況（５月末）
第１種会員／３名 第２種会員／３名
第３種会員／４名 第４種会員／１医療機関
２．関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼
◦推進委員会委員／社会を明るくする運
動熊本県推進委員会
任期：令和４年（2022 年）４月１日～
令和５年（2023 年）３月 31 日
現在：伊藤 明彦 会長

２．学院学則の一部変更【承認】
学院学則の一部変更を承認した。
３．令和４年度定時代議員会会務報告【承
認】
代議員会会務報告を承認した。
４．歯科衛生士による浸潤麻酔に関する注
意喚起【承認】
注意喚起文書の会員への周知を承認し
た。
５．シニア倶楽部の開催【承認】
シニア倶楽部の開催（充分な感染症防
止対策を行う）並びに対象年齢 70 歳へ
の引き上げを承認した。
６．会員向けの就業規則【承認】
会員向け就業規則の作成を依頼するこ

◦熊本県医療安全推進協議会委員／熊本
県医療政策課
任期：委嘱日～令和６年（2024 年）３
月 31 日

とを承認した。
10．協議事項：
11．監事講評：
増田監事より「金パラ臨時改定は国へ働き

現在：永松 聖隆 常務理事
◦熊本県救急・災害医療提供体制検討委
員／熊本県医療政策課

かけた結果であり、歯科への正当な評価を取
り戻し、歯科界が時代に逆行しないよう活動
し続けてほしい。」、水上監事より「ここ最近

第３種
氏
の ぐち

野口

名
だいすけ

大輔

医療機関名

伊藤歯科医院

住

所

出身大学

児島大学
合志市幾久富 1909-1193 鹿
歯 学 部

任期：承諾日～令和６年（2024 年）３
月 31 日
現在：牛島 隆 専務理事

は新型コロナウイルス感染者が減少傾向にあ
るが油断は禁物であり、今後も感染防止対策
による自己防衛が必要である。
」と述べられた。
12．閉会：椿副会長

◦熊本県総合保健センター理事／熊本県
総合保健センター
任期：令和４年６月 20 日～令和６年

（広報

度定時評議員会終結
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歯

の

祭

典

６月４日
（土）午後１時から市民会館シ
アーズホーム夢ホールにて、歯と口の健
康週間事業「歯の祭典」が開催された。
例年会場は歯科医師会館であったが、３
年ぶりの開催でもあり、一般の方も来場
しやすいようにとの趣旨で市民会館での
開催となった。
感染対策を講じたうえで開催されたが、
たくさんの来場があった

YouTube や Zoom で視聴できるようにした
ため、多くの参加があった。

開会式は松本副会長の開会の辞で幕を開け、主催者を代表して伊藤会
長と県健康福祉部健康局健康づくり推進課の岡課
長より挨拶があった。
続いて表彰式に移り
①「高齢者のよい歯のコンクール」では、熊本県
知事賞１人（阿蘇郡市）、熊本県歯科医師会長
賞１人（熊本市）、８０２０優秀賞２人（人吉市、

伊藤会長の挨拶

八代市）合計４人が表彰された。
②「くまもと歯の健康文化賞」では、子どもとママの健口を育む会が受賞

松本副会長の開会の辞

さ れ、 平 成 23 年 か ら 10 年
間の、熊本市内の産婦人科
における早産予防や子ども
のむし歯予防などの活動報
告が行われた。
特別講演として、国立モ
ンゴル医学・科学大学歯学
部客員教授の岡崎好秀先生
岡崎教授の講演

岡課長の挨拶

をお招きし「お口の中は、
ふしぎがいっぱい」と題し

た講演をしていただいた。クイズ形式を取り入れ、歯と口の話、人間の
口だけでなくカバの口の中の治療のアドバイス、そしておならのことま
で…最後には質問にも丁寧に答えていただき、不思議ありお笑いありの、
終始楽しい講演であった。
最後に牛島専務理事より閉会の辞があり、今年の歯の祭典は盛会のう
ちに幕を閉じた。

牛島専務理事の閉会の辞

（岡村 俊之）
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高齢者のよい歯のコンクール
熊本県知事賞

阿蘇郡市

加藤 幸人 様

受賞の感想
表彰式はお世話になりました。この表彰の受
賞は地元の歯科医院の先生やスタッフの方々の
指導のお陰だと思っています。歯を大切にする
事は健康にも繋がると思うので、この受賞を機
会に、また歯を大切にしていこうと思います。
この表彰式に家族みんなで出席出来た事が幸
せです。

普段の生活で気をつけていること
・毎日、歯磨きをする事！
・食事を３食必ず食べる事！
・月に１回必ず歯科医院に行ってメンテナン
スをしてもらうこと！

くまもと歯の健康文化賞
子どもとママの健口を育む会 様
受賞の感想
政令指定都市の３才児検診で、う蝕有病者
率が全国で北九州市とワースト１位、２位を
争う熊本市。なるべく早期の予防が大事と福
田病院での妊産婦の健康教育をスタートした
のが 2011 年となります。そのあと慈恵病院
でも両親教室がスタートし（現在はコロナで
休止中）、現在は県内 14 の歯科医院と１人の
フリーランス歯科衛生士が持ち回りのボラン
ティアで健康教育を行っております。この度、
この 11 年にわたる活動が認められ、くまも
と歯の健康文化賞という名誉を頂けたこと、
メンバー一同とてもありがたく思っておりま
す。これを励みに尚一層県民の歯とそこから
始まる健康に、貢献していく所存です。今回
はありがとうございました。
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県口腔保健支援センターが開設
― ―

― 開設式 ―

５月 18 日
（水）午前 11 時から標記開設式が、県庁にて開催され、伊藤会長が出席した。センター
は、県民の歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するため県庁内（健康づくり推進課内）に開設
された新しい行政組織である。今回、県歯から牛島専務理事、宇治常務理事、髙水間理事の３人
が就任し、週１日、スタッフとして交代で執務することになった。伊藤会長は挨拶の中で、「蒲
島県知事命名の『健康長寿は歯から』を実現するためには、シームレスな取組が必要。こうした
中、県庁内に支援センターが設置され、私達も大きな期待を寄せている。組織の縦横に、また関
係機関との連携強化を進めてほしい。特に広報啓発活動等は工夫を凝らして進めてほしい」と、
発言された。式後の、「センター設置で子どものむし歯は改善しますか？」との報道機関からの
質問に、会長は「改善しなければならないのです」と力強い決意を述べた。健康づくり推進課の岡
順子課長からは、支援センターで現場の課題を抽出し、対策をより強化していく旨発言があった。
また、午後からは熊本県市町村自治会館にて関係者を対象に歯科保健研修会が開催された。本
会から髙水間理事が「乳幼児の歯科保健対策で必要な取り組み」と題して講演を行った。

左から下山健康局長、沼川健康福祉部長、伊藤会長、
越川県歯科衛生士会会長、永廣歯科衛生士、宮田歯科衛生士

子どもの口腔内の状況を説明する髙水間理事

（事務局長

職
昇

員

人

岡㟢 光治）

事

任
学 院 課 係長兼教務副主任 野中友紀子
センター 主任歯科衛生士
日永 智子
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くま歯キャラバン隊を派遣して頂いて
― 診療報酬点数改定説明会 ―
４月 23 日
（土）午後２時 30 分より、肥後銀行
天草支店にて、野田県歯理事を招き、標記説明
会並びに初診料の注１に規定する施設基準（歯
初診）に係る説明会が行われた。
昨今はウクライナ情勢など様々な世界情勢の
影響なのか、度重なる金属価格の異常高騰もあ
り、補綴物点数改訂の頻度見直しが行われるこ
と、新たに設定された項目である CAD/CAM
インレー、訪問時の細菌検査など複数の項目に
ついての説明があった。その後は会員からの質
疑応答に回答いただき引続き施設基準説明会と
なった。今回の改定で新たに加わった新興感染
症に関する内容などについての話があり、今後
の外来対応について改めて考えるきっかけに
なったと思われる。

久しぶりの対面開催で 45 人が参加

今回は長時間に及ぶ説明会にも関わらず、御
快諾いただいた野田理事にこの場をお借りして
感謝申し上げます。
（小林 裕介）

野田県歯理事を招いて
― 通常総会・点数改定説明会・施設基準説明会 ―
４月 23 日
（土）午後２時 30 分から肥後銀行天
草支店３Ｆ大会議場において標記会が開催され
た。
県歯から野田社保担当理事をお招きして、今
回の診療報酬報酬改定について資料を基に詳し
く説明して頂いた。特に初再診料のアップは以
前からの課題であった医科との格差を縮小する
改定であり、金パラ問題は世界情勢との関係も
あり、今後も継続する課題であると感じた。引
金パラ問題についても説明

き続き改定に関連した施設基準説明会に移行
し、各施設基準の提出方法や新設された施設基

く現状、今回の点数改定における総括、次期参
議院通常選挙等について話を頂いた。コロナ禍
が少し落ち着いた中での対面開催であったが、

準等について、分かりやすく説明して頂いた。
その後、通常総会に入り、各報告、議事と進
み、協議では天草郡市歯会 90 周年記念事業に
関しての協議を行った。途中、県歯より伊藤会

充実した会であった。
（小田 哲也）

長、牛島専務理事にご来席頂き、歯科を取り巻
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郡市会報告

郡市会報告

天草郡市歯科医師会

熊歯会報
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リレー投稿
67
○

みんなでワイワイ
熊本市

よつば歯科口腔クリニック

井口 佳大

開業前からお世話になっているスタディー
グループの先輩である、熊本市の山口英司会

就学前です。年齢を考えるとそれぞれが一番
元気にワイワイするために全力投球できるタ

員からバトンをいただきました。熊本市東区
で開業しておりますよつば歯科口腔クリニッ
クの井口と申します。

イミングだろうと思っています。そのため、
コロナ禍で、配慮しないといけない部分は
しっかり配慮し、３世代で集まることができ

大学卒業後、９年間熊本市の伊東歯科口腔
病院で勉強させていただき、現在の地で開業
しました。大学時代は水泳部に所属し、高校

る時間や場所をできるだけ工夫して、ワイワ
イ楽しんでいます。
２つ目はスパイスカレーです。もともとカ

時代に水球でつけた泳力を活かして、先輩や
後輩、ライバルと楽しく学生生活を過ごしま
した。就職後はたまにプールに出かけること
はありましたが、一人で行って泳ぐだけでは
モチベーションも下がっていき、足は遠のき
ました。勤務医時代は、同僚の仲間で、フル
マラソンに挑戦したり、山登りしたり、キャ
ンプしたり苦手なバレーにバスケにも手を出
してみたりしました。どれも一生懸命やりま
したし、そのものも楽しみました。でも、今
考えるとそのスポーツや競技も好きですが、
なんだかんだみんなでワイワイしていること
が一番楽しかったし、好きな時間でした。そ
んな私が最近楽しんでいる出来事を２つ挙げ
てみます。

レーが好きでよく色々なお店を巡ったりして
いました。王道の欧風カレーからタイカレー、
スパイスカレーなどどれも大好きです。ただ、
コロナ禍で外食にいけず、家カレーが増えま
した。それまで、スパイスカレーを家で作る
イメージはなかったのですが、色々参考にし
てやってみると結構うまくできるものです。
スパイスの勉強もなかなか面白くてカレーの
ことを深く知ることができます。また、病院
スタッフにも振る舞ってみると意外に好評
で、プチカレー大会を開いて病院のお昼ご飯
でワイワイ楽しめました。今後は仲間内での
キャンプでも披露したら、みんなでワイワイ
できるきっかけにできそうだなと今からワク
ワクしています。

１つ目はありきたりですが、家族の時間で
す。今現在、自分達の親が 70 歳前後、自分
達夫婦・兄弟夫婦が 40 歳前後、子供たちが

海老のスパイスカレー

次は元同僚で、時々一緒にワイワイしても
らっている竹中誠一郎会員へリレーいたしま

家族でワイワイ旅行

す。
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熊歯乙女の
ひとりごと⑲

熊歯会報

私のお助けグッズ
八代

何も分からないまま勢いで開業して、４月
14 日で８年になりました。八代市の後藤千
恵と申します。私は大学時代から歯科の仕事
には適性がないと感じていて絶対臨床には就
きたくないと思っていましたが、事情があっ
て 40 代で勤務医になりました。仕事ができ
る訳もなく彼方此方でご迷惑をおかけした
後、背水の陣で訪問診療できるくらいの最低
限の道具設備で、実家の建物の一部で開業し
ました。私の細々とした努力と患者さんの大
きな辛抱で、感謝の言葉をいただく経験もで
きるようになりました。しかし勉強不足であ
ることは日々痛感しており、向上の必要性を
感じています。
さて、前置きが長くなりましたが、私はよ
く置き忘れをします。ボケてるのかもしれま
せんが、昔からこの傾向はあります。学生時
代は朝から鍵が見当たらず実はドアの外に挿
したままだったり、自転車のカゴに一晩財布
を放置したままだったり、子育て中は、空っ
ぽの冷蔵庫を見てスーパーのレジにカゴを置
き忘れている事に気付いたり、子どもをホー
ムセンターに置いたまま車で１人帰って、家
族から指摘されて慌てて迎えに行ったり、朝
から駐車場に車
が無いのを見
て、前日小学校
に車で行って帰
りは歩いた事を
思い出したりと
いうような頓馬
をしておりまし
た。
傘は日常的に
置き忘れます
が、不思議と数
カ月後出現する
ので「これ私の
傘だよね！」と
断りながら急い
で 回 収 し ま す。
帽子もよく失く
しますが出てこ
ないので残念で
す。クレジット
メガネ用は充電必要

― 11 ―

本町ごとう歯科 後藤 千恵

カード、ポイン
トカードは再発
行した直後に発
見します。自動
車免許証の末尾
の数字３は再発
行回数で、更新
の度に恥ずかし
い思いをします。
私が物を失く
す 原 因 で す が、
一つは無意識に
どこでも置いて
しまうこと。二
つ目に探すのが
下手なことです。
カバンの中なら
引っくり返せば
良いですが、そ
うでない場合は
お手上げです。
移動経路が出ます
ガラケー、スマホ、キーケース、メガネは
日に何度も探します。前者二つは音が出る事
にどんなに助けられていることでしょう！
キーケースは数年前、庭石の上に置かれたま
まだったのを見た息子が紛失防止タグを付け
てくれたので、スマホから位置を確認するこ
とができます。そのスマホはＰＣで場所が分
かります。メガネも専用の紛失防止タグを手
に入れました。しかし実際付けるのは抵抗が
あって放置していたところ、立て続けにメガ
ネ３本無くしてしまい、新調後即座に装着し
ました。これも同様に確認でき音も出せるた
め、大変助かっています。
息子によると私がボーっとしているのは睡
眠不足のせいという事です。息子二人は心配
して、仕事をセーブするように言い、何かと
手伝いに帰ってくれたりもします。この原稿も
そうですが、ギリギリにならないと取り掛か
らないという私の悪癖を克服して、健康的で
無理のない生活にしていこうと考えています。
最後になりましたが、歯科医師会の先生方
や皆様に日頃から大変お世話になっておりま
す事を、この場を借りてお礼申し上げます。

熊歯会報

Ｒ．４．７

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３種会員
野口

（ノグチ

大輔

ダイスケ）

合志市幾久富 1909-1193
伊藤歯科医院

会
所管

日付
４月 25 日
26 日

27 日

28 日

５月 11 日
総

務

務

報

告

自
至

令和４年４月 25 日
令和４年５月 22 日

摘要
九州地方社会保険医療協議会熊本部会（第二合同庁舎）
社労士との打合せ
災害支援活動に関する歯科衛生士会との打合せ
【Web】日歯代議員との意見交換会
第 12 回理事会
【承認事項】
（１）新入会員（２）関係機関・団体からの役員などの推薦依頼
（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）会館１階照明 LED 化（器具取替）
（３）令和３年度くまもと歯の健康文化賞 受賞者 ほか
県口腔保健支援センター出務（県庁）
【書面決議】熊本さわやか長寿財団理事会
【Web】支払基金支部運営委員会（診療所）
月次監査 ４月末会計現況監査
県立大学との打合せ

12 日
14 日
17 日

18 日

20 日

22 日

熊本県歯科医師会・熊本県歯科医師連盟合同会議
（１）意見交換
神奈川歯科大学同窓会県支部通常総会懇親会
県防災会議、県石油コンビナート等防災本部、県水防協議会及び県国民保護協議会合同会
議（ホテル熊本テルサ１階テルサホール）
県口腔保健支援センター開設式（県庁健康づくり推進課）
県口腔保健支援センター 歯科保健研修会（県市町村自治会館）
三役会議
第 16 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）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼 ほか
県介護保険審査会（県庁）
くま歯キャラバン隊（山鹿市）
（山鹿市交流センター）
（１）点数改定対策研修
くま歯キャラバン隊（水俣・芦北郡市）
（つなぎ文化センター）
（１）点数改定対策研修
福岡県歯会主催・施設基準対応講習会
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出務者
椿副会長
牛島専務理事、岡㟢事務局長
牛島専務理事、宇治常務理事
伊藤会長、牛島専務理事

【会館】伊藤会長他全役員
【Web】宮井副会長、舩津理事

髙水間理事
伊藤会長
伊藤会長
増田・水上監事
伊藤会長、牛島専務理事、髙水間・
石井理事
宮井副会長他（五島・野田理事除く）
全役員
伊藤会長、牛島専務理事
神㟢理事
伊藤会長、岡㟢事務局長
牛島専務理事、髙水間理事
伊藤会長他専務理事以上全役員
伊藤会長他常務理事以上全役員
椿副会長
橋本副委員長
清水副委員長
宇治常務理事、野田理事

Ｒ．４．７

所管
学

熊歯会報

日付

術

社会保険

摘要

出務者

５月 11 日 【Web】第６回日歯学術委員会（診療所）

馬場理事

20 日

学術委員会
【Web】社会保険委員会（各診療所）
４月 30 日 （１）会員向け発行物（２）指導立会者、個別相談対応
（３）近県歯会社保担当者会議 ほか
社会保険小委員会
５月６日
（１）熊本市歯会点数改定説明会 Web 配信最終リハーサル
９日 国保連合会との勉強会（国保連合会）

馬場理事、内野委員長他全委員
椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他全委員
宇治常務理事、野田理事
野田理事
宇治常務理事、野田理事、清水副委
員長、橋本副委員長
野田理事、桐野委員長、園田副委員
長
宇都委員
髙水間理事、郷原委員長、松原・久
貝委員
髙水間理事

11 日 【Web】熊本市点数改定説明会（県歯共催）
12 日 【Web】熊本市点数改定説明会（県歯共催）
19 日
４月 28 日
地域保健Ⅰ

11 日
５月 16 日
18 日
４月 28 日

地域保健Ⅱ

５月６日
12 日

広

報

学校歯科

医療対策

５月 13 日
４月 28 日
５月 19 日
20 日
５月９日
16 日
４月 28 日

センター・
スペシャ
ルニーズ

５月７日
11 日
13 日

厚生・医
療管理

医療連携

５月 10 日
12 日
４月 25 日
28 日
５月 15 日
４月 26 日
27 日

学

院

５月 10 日

保険個別指導（熊本第二合同庁舎）
地域保健小委員会Ⅰ
（１）歯科保健研修会講演内容
平田機工㈱歯科セミナー（平田機工㈱）
地域保健委員会Ⅰ
（１）歯の祭典（２）高齢者よい歯のコンクール（３）歯科保健研修会
歯の祭典打合せ
県・市認知症対策課打合せ
（１）認知症対応旅行向上研修会（２）開催方法（３）契約内容
歯科歯科（訪問歯科）連携モデル地区事業会議
（１）公募結果報告（２）人員確保（３）上益城口腔ケアステーション契約
県認地課と補助金事業の打合せ
（１）在宅歯科医療連携室機能強化事業及び在宅歯科診療機材整備事業
（２）令和４年度在宅歯科診療器材整備事業の進め方
（３）在宅歯科医療関係の指標について本会より
【Web】広報委員会
（１）熊歯会報６月号 第１校目校正
公立学校新規採用養護教諭研修（熊本県立教育センター）
県 PTA 共済審査委員会（熊本県婦人会館）
県高等学校保健会第１回理事会（熊本商業高校）
学校歯科委員会
（１）県委託事業（２）次年度のキャラバン・その他事業（３）学院連携事業
医療相談
医療対策委員会
（１）事例報告検討（２）各郡市担当者会議（３）理事報告
センタースペシャルニーズ委員会
（１）か強診継続のための訪問診療（２）紹介状（３）今後の委員会の方向性
口腔保健センターレセチェック（口腔保健センター）
くまにちすぱいす取材対応（センター）
県庁関係課訪問（県庁）
センター定例ミーティング（口腔保健センター）
（１）医療政策課補正予算（２）センターの現状報告
【Web】女性歯科医師の代診派遣制度検討会議（各診療所）
産休に伴う代診派遣制度
厚生・医療管理委員会
（１）医院事業承継（２）歯科衛生士復職支援事業（３）代診派遣制度 ほか
【Web】医療連携委員会
【webex】
（１）日本緩和医療薬学会（２）今年度のがん連携事業計画
（３）今年度の回復期事業計画 ほか
【Web】回復期医科歯科連携事業説明会（診療所）
【Web】第 15 回日本緩和医療薬学会年会（各診療所）
臨床実習指導担当者打合会
第 12 回理事会
学院運営審議会

16 日 【Web】病院歯科新規臨床実習場打合会
18 日
国保組合

４月 28 日

事 業 課

５月 18 日

自衛隊隊員口腔衛生指導実習
第１回国保理事会
（１）年間行事予定（２）文書廃棄
事業課打合せ

松本副会長、髙水間理事他４委員
髙水間理事
松本副会長、長野常務理事、町田理
事
【会館】松本副会長、長野常務理事、
町田理事他３人
松本副会長、長野常務理事、町田理
事、赤尾委員長

ほか

【会館】神㟢理事、秋山委員長他２
委員【Web】他３委員
髙田委員長
牛島専務理事
宮井副会長
宮井副会長、石井理事、髙田委員長
他５委員
永松常務理事、椿理事
永松常務理事、椿理事、町田委員長
他全委員
椿副会長、我那覇委員長他全委員
椿センター長
椿副会長
椿センター長、岡㟢事務局長
椿センター長、岡㟢事務局長
町田理事、工藤理事、牧委員長、神
戸副委員長
工藤理事他全委員
松本副会長、三森理事、太田委員長
他５委員
三森理事
三森理事
東学院長、秋山・弘中副学院長、正
清教務部長他全教務委員
東学院長
伊藤会長、宮井・椿・松本副会長、
牛島専務理事、宇治常務理事、東学
院長、秋山・弘中副学院長、正清教
務部長
【Web】伊藤会長【学院】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
伊藤理事長他全役員
宮井副会長、宇治常務理事
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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 ]

8

August
July 2022 No.793

3日
（水） 第21回常務理事会

6日
（土） 第19回警察歯科医会全国大会（大阪府）
17日
（水） 第22回常務理事会
21日
（日） 学院体験入学Ⅲ
24日
（水） 第16回理事会
28日
（日） 合同就職説明会

Kumamoto Prefecture Dentistry Medical Association Report

主な行事予定

■発行日／2022年７月５日発行
■発行人／伊藤

〒860-0863 熊本市中央区坪井2丁目4番15号

■発行所／一般社団法人 熊本県歯科医師会

明彦

熊本県歯科医師会
安心・安全歯科医療推進制度

もなかなか降らなかったりでモヤモヤっとしてしまいますが、せっかく自粛が必要無く
なった事だし、好きな仲間と美味しい食事を楽しみたいものです。
（H.M）

FAX／096-343-0623

世界になってしまいました。梅雨も何故か関東から梅雨入りするわ、降る降る詐欺で雨

TEL／096-343-8020

コロナ禍からのウクライナ侵攻で、歯科界も資材の高騰で大変です。本当に不安定な

URL／https://www.kuma8020.com
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