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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
今年は短い梅雨が早々に明けて、
連日の猛暑日や熱帯夜で体調や、自
然界の動植物への影響も心配された。
もうしばらく残暑は続くが、夜の虫
の声に秋の気配も感じられるように
なり、一面のコスモスも私達に癒し
を届けてくれた。
（T. M）
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地道な取り組みが実を結ぶ
理事

髙水間 奨

会員の皆様には、平素より各種歯科健診や歯科啓発イベント等にご協力を賜り感謝申し上
げます。
コロナ禍で本会としての啓発イベントができない状況で、２年続けて「歯と口の健康週間
事業」が中止となりましたが、今年は規模を縮小したり、各郡市で例年は会場で行っていた
歯科健診を各医院で行うなど、感染対策を講じ無事開催することができました。
また、市民会館シアーズホーム夢ホールにて「歯の祭典」が行われ、高齢者よい歯のコン
クールとくまもと歯の健康文化賞の表彰式、そして岡崎好秀先生の特別講演を、一般の方に
も参加していただけるよう会場と Web のハイブリッド形式で開催し、大変ご好評を頂きま
した。
啓発活動ができない中、昨年からテレビや新聞等の取材依頼をいくつか受けました。熊
本県が推進する人生 100 年くまもと健康づくり推進事業の「はるか＆まさやんの健康バンザ
イ」動画（「乳幼児のむし歯編」「歯周病編」）、くまにちキャロット、Dr. テレビたん、リビ
ング新聞などの取材がありました。取材内容としては、テレビや新聞でも取り上げられまし
た、熊本県の令和元年度のむし歯有病者率が１歳６か月児は全国ワースト１位、３歳児は全
国ワースト３位という状況から、乳幼児のむし歯についての現状や対策などについてお話し
ました。特に、「はるか＆まさやんの健康バンザイ」の動画再生回数は９万回を超えており、
関心が高い内容かと思いましたし、手軽に見られることが再生回数の多さにつながったので
はないかと思います。イベントができず歯科啓発ができない中、お口の健康について少しで
も県民の皆様に関心を持っていただけるとうれしく思います。
熊本県においては、熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例に基づき、県民の歯及び口腔
の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、今年４月より
県庁に口腔保健支援センターが開設されました。業務内容は、
（１）市町村に対する技術的な
指導及び助言（２）歯科口腔保健推進のための人材育成（３）歯科口腔保健に関する知識等
の普及啓発及び調査研究（４）その他、歯科口腔保健の推進に関すること、となっております。
本会からは、牛島専務理事、宇治常務理事と髙水間が出務しており、口腔保健支援センター
の２人の歯科衛生士と共に、今年度の重点目標である、1 歳６か月児・３歳児のむし歯保有
率の減少に向けて取り組んでいるところです。すぐに成果が出ることではないですが、地道
な取り組みが将来実を結び、乳幼児のむし歯が減少するよう、尽力していきたいと思ってお
ります。
今後ともご理解ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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何事も起こり得ると思って危機管理の準備をして
― 第 15 回理事会 ―
７月 27 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、
Web にて宮井副会長他全役員、増田・水上
監事、東学院長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
新型コロナウイルス感染再拡大で各会務行
事が中止になっています。一時期は、もう収
束するのではと思っていた頃もありました
が、以前にも増して感染拡大しています。暫
くはこの繰り返しだと思われますので、来年
度の事業計画も各所管で様々な事態を想定し
て立てて頂きたいと思います。また今年度も
残り８ヶ月となりましたが、事業計画がどれ
だけの進捗状況か、コロナの影響で思うよう
に進んでいない事業はどうすれば良いのか、
考えながら実行してください。今後、With
コロナのなかで我々がいかに会員及び県民の
為に貢献できるのかが大切になるので、理事
の皆様にはそのために知恵を絞って頂き、執
行部一丸となって邁進していきましょう。
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：

センター・ス ペシャルニーズ：センター
DH 研修会
医療連携：国保水俣市立総合医療センター
と回復期連携覚書取り交わし
学
院：学院高校訪問、学院体験入学
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：
１．５月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業
２．６月末会計現況
３．ヒト歯を用いた被ばく線量評価研修事
業への協力
 役員の診療所が協力することを報告し
た。
４．新型コロナウイルス感染被害見舞金給
付対象期間及び申請期限の変更

（自：６月６日～至：７月 24 日）
本会総務：理事会、常務理事会、定時代議
員会
学
術：歯周病対策プロジェクト講演会
社会保険：近県歯科医師会社会保険担当者
会議

 見舞金の給付対象期間が今年９月 30
日まで、申請期限が来年３月 31 日まで
となる。会員へ定期発送物で周知するこ
とを報告した。
５．行事の中止
• 合同就職説明会

８月 28 日（日）／

シニア倶楽部 ９月 17 日（土）
７．事業報告：
• 歯周病対策プロジェクト講演会（６
月 17 日）学術委員会

地域保健Ⅱ：歯科歯科（訪問歯科）連携モ
デル地区事業会議
広
報：『熊歯会報』７・８月号の校正

８．連絡事項：
１．８月行事予定

医療対策：医療相談・苦情事例報告、各郡
市医療相談担当者会議
学校歯科：学校歯科委員会
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９．承認事項：
１．新入会員の承認
第１種
氏
たけぐち

竹口

名
あつ し

医療機関名

 歯科衛生士専門学院には宇治常務理事
を、県年金協会には長野常務理事を講師
住

所

派遣することを承認した。
10．議題：
１．関係機関・団体への会費等の納入【承

出身大学

熊本東たけぐち 熊本市東区小峯 2-7-30 愛 知 学 院
大
学

敦士 矯正歯科

第１種会員１名の入会を承認した。
令和４年度入会状況（７月末）
第１種会員／４名

認】
• 令和４年度会費／熊本県社会保険委員
会

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

• 令和４年度会費／熊本県国際協会
• 令和４年度賛助会費／熊本県防犯協会
連合会
• 令和４年度会費／熊本市防災協会

頼
• リハビリテーション支援センター運

• 令和４年度会費／熊本県交通安全推進
連盟

営委員／熊本地域リハビリテーション
支援協議会
任期：令和４年４月１日～令和５年３
月 31 日
現在：松本 信久副会長
• 熊本地域リハビリテーション支援恊
議会委員／熊本地域リハビリテーショ
ン支援協議会
任期：令 和４年６月 18 日～令和６年
６月代議員会終結時
現在：松本 信久副会長、長野 靖弘常
務理事
• 社会歯科学会理事／社会歯科学会
任期：令和４年度・令和５年度
現在：牛島 隆専務理事

• 協賛費／一般社団法人熊本暮らし人ま
つり
• 令和４年度会費／公益社団法人くまも
と被害者支援センター
 一般社団法人熊本暮らし人まつりには
納入しない。その他の団体への会費等の
納入を承認した。
２．後援名義使用・共催依頼【承認】
• 第 11 回日本言語聴覚士協会九州地区
学術集会熊本大会／同大会
• 第 11 回九州在宅医療推進フォーラム
in 熊本／全国在宅療養支援医協会九州
ブロック
• 令和４年度「ダメ。ゼッタイ。」普及
運動／「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

• 熊本県死因究明等推進協議会委員／
熊本県医療政策課
任期：承諾日～令和６年３月 31 日
現在：永松 聖隆常務理事

熊本県実行委員会
後援名義の使用許諾を承認した。
３．日本リハビリテーション栄養学会学術
集会登壇依頼【承認】

• 九州地方社会保険医療協議会臨時委
員／九州厚生局熊本事務所
任期：令和４年 10 月 14 日～２年

町田理事の講師派遣を承認した。
４．本会所有資料・データの学会発表・講
演等における利用許可申請に関する内規

現在：椿 誠副会長
 役員等の推薦（いずれも現役員留任）を
承認した。

（案）【承認】
内規の施行を承認した。
５．企画書【承認】

３．関係機関・団体からの講師派遣依頼
• 地域歯科保健活動Ⅲ／熊本歯科衛生
士専門学院

• 歯周病対策プロジェクト
• ケアマネ協会と歯科医師会の連携事業
事業企画書を承認した。

期日：令和４年 10 月 14 日・10 月 28 日
• 会員のつどい／熊本県年金協会
期日：令和４年 11 月 24 日

６．出産育児就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【承認】
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 会員１名より申請があった県歯均等割
会費及び県歯共済互助負担金の免除を承

13．１階事務局東側、４階ホール西側雨漏
り工事見積【承認】

認した。
７．会員からの会費・共済互助負担金の減
免申請の認定【承認】

 豊工務店への雨漏り工事の依頼を承認
した。
14．令和４年度障がい児・者歯科治療設備

 会員１名より申請があった会費・共済
互助負担金の免除を承認した。
８．保存期間を経過した会計帳簿の廃棄

整備事業補助金交付申請【承認】
補助金交付申請を承認した。
11．協議事項：

【承認】
会計帳簿の廃棄を承認した。
９．熊本県学校保健会協力寄付金のお願い
【承認】

• Lalalaテレビジョンへの広告動画プレゼン
 各所管より広告案のプレゼンを行った
結果、熊本歯科衛生士専門学院の広告を
承認した。

 ８月定期発送物に同封して通知するこ
とを承認した。

12．監事講評：
増田監事より「コロナが猛威を振るってい

10．第１回九地連協議会提出協議題の回答
【承認】
提出協議題の回答を承認した。
11．第１回九州各県専務理事会提出協議題
の回答【承認】
提出協議題の回答を承認した。
12．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。

る。今一度、感染防止対策の原点に立ち返り、
緊張感を持って診療にあたりたい。」、水上監
事より「コロナもそうだが、何事も起こり得
ると思って危機管理の準備をしておくことが
必要であり、大事なことだと考える。」と述
べられた。
13．閉会：椿副会長
（広報 神㟢 理子）

熊歯 QR コード
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本県が担当で開催
― 第 24 回近県歯科医師会社会保険担当者会議 ―
社会保険
７月９日（土）に県歯会館にて標記会議が、
開催された。参加県は、熊本県、長崎県、香
川県、山口県の４県であった。開催前に安倍
晋三元内閣総理大臣の訃報に参加者全員にて
黙祷を捧げた。まず、椿熊本県歯副会長によ
る開会の宣言が行われ、その後、伊藤熊本県
歯会長、渋谷長崎県歯会長、豊嶋香川県歯会
長、上田山口県歯常務理事の挨拶に続き、出
席者紹介が行われ、座長に野田熊本県歯理事
が選出された。
上田日歯社保副委員長より、報告事項と
して初・再診料の保険点数アップに P 基処が
充てられたことに対しての説明があり、オン
ライン資格確認に対する今後の対応が中医協
で協議が始まっていることに関しての報告が
あった。また、新点数のCAD/CAMインレー、
磁製アタッチメントデンチャーの点数改定に
対しての割り当ての報告もあった。また、今
年は熊本県で厚労省と熊本県の共同指導が行
われるとのことで、他県においては、高点数
による医療機関の選定ではなく、臨床研修医
施設が選出されているとの報告があった。伊
藤会長より、日歯社保委員会に各地域からの
要望等を聞いてほしいとの提案があり、上田
副委員長よりさっそく日歯に持ち帰らせてい
ただき協議したいと回答を頂いた。その後、
各県からの協議題における協議に入った。近
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近県より多数の来熊

年の世界情勢のあおりを受け、パラジウムの
高騰に各県の会員も頭を抱えている様子で、
チタン冠や CAD/CAM 冠の普及傾向や、磁
製アッタチメント、CAD/CAM インレー新
規医療技術の普及具合の協議が行われたが、
各県とも新技術に関しては、技工料金と保険
点数のバランスが適性な評価がなされていな
い点からなかなか普及傾向にはなっていない
という意見が上がっていた。
また、コロナ禍で施設基準の大規模な講演
会が開催できず、日歯の E－システム等での
Web 講習会がメインになってきているとの報
告も多数あった。時間いっぱい協議を行い、
最後に牛島熊本県歯専務理事による閉会の挨
拶が行われ終了した。
（清藤 寿晃）
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ＫＭバイオロジクスへ研修を
― 歯と口の健康セミナー ―
地域保健Ⅰ
６月 21 日（火）
、27 日
（月）に、ＫＭバイオ
ロジクス株式会社（本社熊本事業所・菊池研
究所）の従業員を対象に、
「健康長寿は歯から」
～歯科健診の重要性～をテーマとし髙水間理
事を講師として研修を開催した。
このセミナーは、健康経営の取組みに熱心
なＫＭバイオ社の永里社長に伊藤会長の是非
歯の健康も取り入れて頂きたいとの要望が実
り開催に至った。２日間で 130 人（Web 含む）
の従業員の皆さんに参加いただき、熱心に髙
水間理事の話に聞き入っていた。
【アンケート回答結果】
セミナー終了後参加者にアンケートを実施
し、内容については以下のとおりである。
・セミナーの内容を理解できたか？という質
問に対し、ほとんどの参加者が理解できた。
またセミナーの満足度についても、多くの
参加者が満足という回答だった。
質問、意見については
・歯の健康は体の健康につながるものと再認
識した。
・歯磨きの効果的な方法、回数等の質問

髙水間理事の説明を熱心に聞き入る参加者

・定期的な歯科健診の重要性を認識した。
など、口腔の管理が様々な疾患の予防につな
がることや、定期的な歯の健診に努めたいな
ど多くの意見があった。特に髙水間理事の各
種データなどエビデンスに基づく説明がわか
り易く、良かったという意見が多く寄せられ
た。
今後も、このような企業等を対象とした、
研修を行い多くの県民への歯と口の健康啓発
活動を継続していく。
（事務局 財満 健典）

kmb の社内報にも掲載

Web 配信でも多くの視聴があった
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センター
だより

口腔ケア知識を深めるための対策の検討を
― 施設訪問健診 ―

口腔保健センターでは、センターでの診療以外
に、障がい児施設への訪問歯科健診を実施してい
ます。６月には通所型の障がい児者施設２か所を
訪問し、78 人を健診しました。日頃から歯科健診
受診者が多い施設では、利用者の口腔内の「清掃
状態、歯肉の状態」共に良い傾向が見られました。
全体の総合判定では「異状なし」９％、助言指導
40％、要治療 51％でした。健診を受けていない方
の中には、口腔状態が悪化し、早期の治療が必要
施設を訪問し健診する様子
な利用者もいらっしゃいました。予防、健診の重
要性を再認識しました。
事前に記入をお願いした問診票には、口腔ケアの悩みを抱えた保護者のコメントも多くありま
した。施設職員の方は、口腔ケアに関心を持っておられますが、更なる研修等が必要と感じまし
た。
今後は県行政と協働で、施設職員の口腔ケア知識を深めるための対策の検討や、施設健診から
歯科受診につながる仕組みの構築など、効果的な施策を進めていきます。
（口腔保健センター 主任歯科衛生士 日永、書記（歯科衛生士）榮）

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。

令和４年度

（会長

寿賀会員一覧

百寿

永田

勝

会員

卒寿

竹田

豊子

会員

米寿

犬塚

隆雄

会員

伊東

隆利

会員

入江

正昭

会員

大部

彰義

会員

傘寿

甲斐

利博

会員

坂本

憲昭

会員

津田

勝久

会員

徳永

宣夫

会員

西川

庄次

会員

元島

渥子

会員

田中

聖一

会員

松本

晉一

会員

若槻

正幸

会員

荒木

靖

会員

上田

龍吾

会員

宇治

保義

会員

大久保和之

会員

大村

芳昭

会員

上別府敏之

会員

斉藤

朗

会員

髙﨑

稔

会員

田中

康

会員

谷口

守昭

会員

田上

恵

会員

出来田悌吾

会員

西田

宗剛

会員

古川

猛士

会員

真方

貴生

会員

丸田

兼堂

会員

安田

伸行

会員

山口

治利

会員

喜寿

古希

伊藤 明彦）
１人

永田

博久

会員

２人
１人
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9人
３人

18 人
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歯科医師は健康第一です！
― 通常総会 ―
６月 23 日
（木）午 後 ７ 時 か ら 宇 城 市 松 橋 町
「新和食吉田」にて標記総会が執り行われた。
平日診療後にもかかわらず、18 人もの参加と
なり開催された。まず始めに吉永会長より、下
益城郡歯会会員全員が後援会へ参加した事に対
してのお礼を述べられ、選挙に関する報告やお
願いを兼ねた挨拶から始まった。また、新型コ
ロナの状況が長引き先の見えない中このような
リアルミーティングに代わり、リモート開催の
提案もして頂いた。次に山㟢副会長より緊急時
に備えて緊急連絡網を再作成していただき、各
会員に配布された。その他連絡を簡便にしたい
という意見もあり、LINE でのグループ作成も
行った。これにより会員同士の連絡が容易にな
り今後の一助になると考える。また、日々の診
療に役立つようにと、カルテンジャーを各会員
に１冊配布された。次に会計及び監査報告へと
続き、大久保会員の「歯科医師は健康第一で
す！」との発声で乾杯となり懇親会へと移行し
た。各自の近況報告や、保険改正の話が中心で

職

顔と顔を合わせて話す事の大切さを実感

盛会となった。中でも金属の高騰に対しての意
見や、CAD/CAM インレー、高強度硬質レジ
ンブリッジに関する見解を聞かせていただき大
変参考になった。リモートの利便さは今の時代
に欠かせないが、どうしても会話が一方通行に
なりがちである。こうして１年に１回であって
もリアルにお会いして忌憚のない会話ができた
ことは喜ばしい限りである。
（田染 直子）

員

人

事

定年退職
学院課

次

長・教務主任

岩切

恵子

令和４年７月31日付

次

長・教務主任

岩切

恵子

令和４年８月１日付

再 雇 用
学院課
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寿賀会員、表彰会員が多数
― 定時総会 ―
６月 18 日
（土）午後４時より笹乃家にて標記
総会が開催された。
田中副会長による開会挨拶後、議長に高木会
員、副議長に宮川会員を選出、中川博公先生、
鹿井省文先生物故会員に対する黙祷を行い、城
会長の挨拶で開始された。
工藤専務理事より令和３年度の会務報告、慶
事については緒方照千会員・山口治利会員・荒

参加者は 37 人であった

木靖会員が古希を迎えられる事、また、日本学
校歯科医会会長表彰：片山幸博会員、熊本県学
校保健功労表彰：阿久根秀典会員、菊池郡市学
校保健会表彰：松岡拓治会員が表彰された事を
報告した。
【議事】
第１号議案：令和３年度（一社）菊池郡市歯科
医師会歳入歳出決算（案）

第２号議案：会費の年度払い移行について
いずれも賛成多数により可決承認された。協
議では、定款（会員種別）の変更について議論
し、今後も協議を行い、更に検討する事となっ
た。最後に田中副会長より閉会の挨拶があり、
総会は終了した。
（平良 幸治）

人吉市歯科医師会

人吉市政の 80周年も記念して
― 臨時総会 ―
６月 29 日
（水）午後７時 30 分よりあゆの里に
て標記会が催された。清水副会長の開会の辞、
議長に熊埜御堂会員を選出し、齋藤会長の挨拶
で開始された。相良専務理事より会務報告、御
手洗常務理事より会計報告があり、今藤・與田
監事より適正に運営されている旨会計監査報告
があり賛成多数にて可決承認された。

３つの議題について協議した

【協議】
⑴ 会費の現状と今後
⑵

保健センターでの歯周疾患検診、後期高
齢者口腔健診

⑶ 学校医について
上記の３題が協議された。人吉市政 80 周年
表彰を会として受けたことと武末憲一会員が瑞
宝双光章を受彰された事が報告された。愛甲副
会長の閉会の辞があり、総会は終了した。
（田中 勝久）

人吉市より表彰
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３年ぶりの対面での開催
― 通常総会・くま歯キャラバン隊 ―
７月８日
（金）午後７時より、阿蘇郡市医師
会館講堂にて標記総会が開催された。令和元年
および２年度は、新型コロナウイルス感染拡大
防止に鑑み書面による議決となったため３年ぶ
りの会場（対面）での開催となった。
武藤会長の挨拶後、佐藤副会長を議長とし
て、武藤会長から代議員会報告、安光専務理事
から会務報告、園田会計担当常務理事から会計
報告ならびに市原監事による監査報告が行われ
た。続いて、令和３年度会務および会計決算、
次年度事業計画（案）および会計予算（案）の
承認を求める件に関し、すべての議案について
満場一致で承認可決された。最後に次年度の行
事日程等について確認し、滞りなく総会は終了
した。
総会終了後、くま歯キャラバン隊研修会が併
催された。県歯より椿医療対策担当理事をお招
きし、医療苦情・相談事例の紹介に加えカルテ
記載や初期対応の重要性等を大変わかりやすく
ご講演頂いた。また、歯科衛生士や歯科助手の

椿理事の熱の入ったお話に聞き入る会員

業務内容、範囲等についても言及頂き非常に有
意義な研修会となった。質疑応答の後、佐藤副
会長の謝辞と会員の拍手をもって閉会となっ
た。奇しくもこの直後、新型コロナ感染症第７
波の到来となったが、ギリギリのタイミングで
久々に対面での開催ができたことに感謝しつ
つ、また椿理事には、遠路ご足労をお掛けし、
有意義な時間を共有させて頂き心よりお礼申し
上げます。
（乕谷 真）

荒尾市歯科医師会

第７波の状況下でも開催可能
― 寿賀の会 ―
新型コロナ感染症第７波が到来し始めた７月
15 日
（金）午後７時よりホテルヴェルデにて標
記の会が行われた。
今回は昨年末厄入りしたものの、厄を全会員
が背負ったままの状態であった山本直秀会員の
厄明け、藤本博会員の還暦のお祝いと例年開催
していた暑気払いも併せて行う事になった。
第７波の急速な感染拡大が懸念されたもの
の、今回を逃すと今度いつになるか見通しが立
たない上、以前と違って何かしらの行動制限が
国から発出されておらず、通常の感染対策を行
うことで大丈夫であると執行部で判断し、対策
が充分に行われている上での開催となった。
年頭行えなかった参加者全員で記念撮影後開
式、田中文丸会長の祝辞のあと藤本会員に記念
品の贈呈後、両会員からスピーチを頂戴したが、

― 12 ―

感染対策を講じて参加者で記念撮影

時節柄もあり二人とも健康面に留意する大切さ
を話された。
その後、福嶋修治会員の乾杯の発声から会食、
歓談へと移行し、各会員が感染対策を意識しな
がら談笑、前述の両会員にもお祝いを伝え盛会
のうちに終了した。
（坂田 輝之）

郡市会報告

郡市会報告

阿蘇郡市歯科医師会

Ｒ．４．９

熊歯会報

山田会員が第１回「原口杯」を制す
― 27 回親睦釣り大会 ―
７月 17 日
（日）「原口杯」（親睦釣り大会）が
開催された。大会当日はどんよりした雲が空全

を開始すると予想通りなかなかあたりもなく、
釣り師たちは様々な工夫をするも苦戦を強いら

体を覆い、今にも雨が降りそうで、この時期の
釣りにとってとてもありがたい天候となった。
毎年「シロギス」をターゲットにしていたが、

れた。あまり釣れなかったが、太刀魚のひきは
シロギスとは比べ物にならないくらい強く、た
まにくる強烈なひきを十分に楽しんだ。午後１

年々釣れなくなっているのを考慮して、今回初
めて
「太刀魚」をターゲットに狙った。「太刀魚」
は銀色に輝く魚体が美しいが、歯は鋭く嚙まれ

時納竿して帰港した。港に戻ると毎年規工川会
員が我々の戦いをねぎらい、冷たい水と甘くて
美味しいスイカでおもてなし頂き、本当に感謝、

ないように注意が必要だ。又食べると白身でと
ても美味しい魚である。
新型コロナウイルスの影響で例年より少ない
７人の参加であった。横島港から午前６時出航
し有明海沖のポイントへ向かう。ポイントには
すでに 20 ～ 30 隻程の船が太刀魚を釣っていた。
１隻１隻の間隔が比較的空いていたので、太刀
魚の群れがあちらこちらに分散しているのが予
想され、厳しい釣りになる事を覚悟した。釣り

感謝である。
その後釣果の検量と表彰式にうつる。今回
は各自釣れた中で最も重い１匹を測り競った。
優勝は 890g みごとなドラゴンを釣り上げた山
田会員が栄冠に輝いた、２位 600g 永廣、３位
580g 山本会員であった。来年はコロナが落ち
着き、多くの参加者で熱戦が行われることを期
待したい。
（玉名郡市 永廣 有伸）

見事なドラゴンを釣り上げた山田会員

厳しい戦いを終えた参加者７人
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伊藤会長の地域中核病院訪問
― 熊本労災病院訪問 ―
― ―

８月 15 日（月）伊藤会長が八代市の熊本
労災病院の猪俣病院長を訪問した。熊本労
災病院は入院病床 410 床、26 診療科を有す
る県南の拠点病院である。今回は、地域で
の医科歯科連携の取組みへの御礼と、八代
地区の病院歯科の整備に向けた協力のお願
いのため訪問をした。猪俣病院長は、医科
歯科連携や病院歯科の重要性を十分にご認
識頂いており、今後、前向きに検討頂くこ
とになった。県歯としても大学や八代歯会、
行政と連携して八代地区の病院歯科の整備
に向けて力を入れていく。

八代地区の病院歯科整備へ向けて往訪した

Ｈ.31.４

報 告

熊歯会報

沼川健康福祉部長との意見交換会
― 県庁意見交換会 ―
― ―

８月 17 日（水）伊藤会長が県庁に沼川健
康福祉部長を訪ねた。第８次保健医療計画
策定に向けた県民意識調査への要望や、歯
科衛生士不足問題、行政歯科医師の確保、
基金事業等の効果的な見直しなどについて
活発な意見交換を行い、改めて県と歯科医
師会でタッグを組んで県民の健康を取り巻
く諸課題に取組んでいくこととした。県か
らは沼川部長の他に、下山健康局長、阿南
医療政策課長、健康福祉政策課の東主幹、
柴田主幹も同席された。

様々な要望を報告するため県庁へ

（事務局長
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岡㟢 光治）
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リレー投稿
69
○

今を大事に過ごすための「読書と散歩」
菊池郡市

野田歯科口腔クリニック

野田 一樹

菊池郡大津町で開業しております野田一樹
と申します。勤務医時代からお世話になって
いる先輩である竹中誠一郎会員から、新規指
導前の慌ただしい時期にお電話をいただきま
した。相変わらずと思いながら、バトンを受
け取ってしまいました。
大学時代は、野球部に所属し、その傍ら焼
肉屋でアルバイトをしながら過ごしておりま
した。それでも暇を持て余しておりましたの
で、友達と深夜までお酒を飲んだり、賭け事
をしたり、無計画な旅行に行ったりと無茶な
ことをすることが楽しいと感じておりました。
しかし、勤務医時代を経て開業した今の趣
味といえば、もっぱら読書と散歩です。「楽
しいの？」と感じられるかもしれませんが、
これが幸せを感じる秘訣なのです。このこと
を最近読んだ本『精神科医がみつけた３つの
幸福』をもとに解説していきたいと思います。
この本では幸福の正体は脳内伝達物質であ
ると説いています。その３大幸福物質に「ドー
パミン」
「セロトニン」「オキシトシン」があ
ります。
「ドーパミン」は成功やお金に関するホル

て、おそらく健康を害していたわけですが、
若いのでなんとかなっていたのです。
しかし、開業すると責任感が違いますので
健康に気を遣うようになります。そこで大事
にしたいのが「セロトニン」です。セロト
ニンは心と体の健康に関するホルモンです。
「天気がよくて気持ちいいな」など感じてい
るときにセロトニンが分泌されます。朝散歩
はセロトニンを分泌するのに最適なのです。
私は開業以来、30 分程度の朝散歩を毎日
の日課にしており、仕事を気持ちよく始める
ことができております。
そして、もう一つ重要なのは「オキシトシ

モンです。もちろん、開業して成功を積み上
げていく過程で分泌されるわけですが、ドー
パミンには
『光と闇』

ン」です。オキシトシンはつながりや愛に関
するホルモンで、人とつながっていたりや動
植物とふれあったときに分泌されます。幸い
自分は家族、友人、先輩、後輩と良い人間関

セロトニンを感じる朝焼けと桜並木の散歩道

オキシトシンを出してくれる野田家の人々

があり、求
めすぎると

係に恵まれておりましたので、いつもオキシ
トシンは出ていたのかなと感じております。

健康を害し
たり、依存
症になった
り し ま す。

そして、現在妻のお腹の中に新しい命を授
かりましたので、オキシトシンの分泌が増え
ることを期待しております。
長くなりましたが、今思うことは、健康や

学生時代や
勤務医時代
は何よりも

つながりを害してまで手に入れる成功はない
ということです。そして、今を大事に過ごす
と幸せはそこにあるのかなと思います。今後

先にこの
「ドーパミ
ン」を求め

も読書と散歩を通して今ある幸せをみつけて
いきます。次は、勤務医時代にお世話になっ
た飯盛美豊会員へリレーいたします。
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Ｒ．４．９

熊歯乙女の
21
ひとりごと○

学生時代の思い出
菊池郡市

たかやまデンタルクリニック 髙山 久美

菊池郡市に医院を開設して早いか遅いか14
年の月日が流れました。この間、大雨、地震
など取り巻く環境にもたくさんの変化があり
ました。
今回記事依頼が回ってきましたのでさて何
について書こうかなと思ったときに暑さも厳
しくなり、夏らしい？ことを書こうと夏の数
日間の思い出について書いてみようと思いま
す。
学生時代一番楽しみにしていたことの一つ
といえば夏休み後半の沖縄への旅行でした。
特に印象深かったのは宮古島への旅行でし
た。当時はホテルも確か１社ぐらいしかな
かったように記憶しています。海岸にトイレ
すら整備されていない時代でしたが、絶景の
数々と地元の方の人柄に圧倒されました。宮
古島に到着して最初に乗り込んだタクシーで
早速宮古そばの美味しいお店を教えてもら
い、沖縄そばとはまた違う美味しさに感動し
ました。この時の運転手さんには帰るまで
ずっとお世話になり、楽しい思い出ができま
した。明日何時に迎えにこようか？と言われ

真玉海岸のサンセット

連れて行ってもらった自然豊かな海。サンゴ
を守っているおじさんから缶ジュースをもら
い、ロープと糸でのアクセサリーを作り、シュ
ノーケルをして夕方まで満喫しました。ダイ
ビングも行いましたが手つかずの自然豊かな
海はシュノーケルでこんなに素晴らしいこと
に驚きました。（迎えが何時と決まっていな
いので少し友人と心細く？も待ったのですが
……）別の日は東平安名崎へ観光に。行く途
中でマンゴーは観光客向けのところは高いか
らねーとの話でそうなんですかーなんてやり
取りの後、地元の方と止まって話をされている
なーと思っていたら３個 1,000 円でいいよー
と。（この間彼らの会話内容は全く理解でき
ませんでした）今考えても信じられない価格
です。何より今でもこの時のマンゴーの味を
越えたものはありません。帰りの空港までは
自家用車で送ってもらい、謝礼を幾ら支払っ
たら良いかこっそり相談したのも良い思い出
です。
今は健康や家族のことなど優先することが
たくさんあり、旅行にはしばらく行けそうに
もありませんがまたどこかで青い海を見たい
なと思います。

海に囲まれた平戸の寺院と教会
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ご

訃

報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

那須

智治 先生

令和４年８月２日

ご逝去

81 歳

◦郡 市 名：人吉市
◦入会年月日：昭和 40 年７月１日

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
竹口

（タケグチ

敦士

③新規開院ですので、現時点では最もフレッ
シュな歯科医院です‼ チャレンジ精神や向

アツシ）

熊本市東区小峯 2-7-30

上心に満ち溢れています。
④地域の皆さんに安心して通っていただける

熊本東たけぐち矯正歯科

医院づくりに努めてまいります。どうぞよ
ろしくお願い致します。

① TSMC が熊本に及ぼす影響について。
②自分本位ではなく、患者さんの目線に立っ
て物事を考える姿勢でいること。
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会
所管

務

日付
６月６日
７日

報

告

自
至

令和４年６月 ６ 日
令和４年７月 24 日

摘要
肥後医育振興会定時評議員会（KKR ホテル熊本）
ＤＸ打合せ （１）Web 常設会議室用購入備品検討
職員面談
県口腔保健支援センター出務（県庁）
【書面開催】支払基金支部運営委員会（支払基金）
本会事業・会計監査

伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事

第 14 回理事会
８日 【承認事項】
（１）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
【議
題】
（１）関係機関・団体への会費等の納入
（２）令和３年度一般社団法人熊本県歯科医師会会計決算（案）
（３）令和３年度ケイ・デー・エム・ユー事業報告及び決算 ほか
【協議事項】
（１）歯科衛生士会との意見交換会
【書面開催】令和４年度県交通安全推進連盟総会
16 日
第 198 回日歯定時代議員会（１日目）
（日歯会館）

18 日
19 日
20 日
21 日
総

務

22 日
23 日

第 198 回日歯定時代議員会（２日目）
（日歯会館）
玉名郡市歯会定時総会（玉名市民会館）
くま歯キャラバン隊（菊池郡市）
（国際ホテル菊池笹の家）
（１）点数改定対策研修：受講者：36 人
菊池郡市歯会定時総会懇親会（菊池市）
県歯科衛生士会総会（県総合保健センター）
県総合保健センター臨時理事会（県総合保健センター）
ＫＭバイオロジクス株式会社（菊池）研修会（ＫＭバイオロジクス株式会社（菊池研究所）
）
第 18 回常務理事会
（１）関係機関・団体への会費等の納入（２）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
（３）後援名義使用・共催依頼 ほか
【書面決議】熊本さわやか長寿財団理事会

29 日
30 日
７月４日

６日

７日
８日
９日
13 日
20 日
22 日

学

術

6 月 17 日
18 日
７月６日

伊藤会長他（宮井副会長・五島理事
を除く）全役員

伊藤会長
伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務
理事
伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務
理事
伊藤会長、牛島専務理事
舩津理事
長野常務理事
伊藤会長
伊藤会長
髙水間理事
伊藤会長他常務理事以上全役員

【Web】第７回社会歯科学会総会

伊藤会長
武藤議長、向江副議長他 50 議員、伊
藤会長他（宮井副会長、五島理事除
く）全役員
牛島専務理事

【書面審議】県移植医療推進財団評議員会

伊藤会長

定時代議員会
25 日 ［議事］第１号～第３号議案 【来賓：沼川敦彦熊本県健康福祉部長】

27 日

伊藤会長
増田・水上監事、伊藤会長、牛島専
務理事、宇治常務理事、吉永会計士

Ｒ３年度決算監査

県医療政策課との打合せ

17 日

出務者
伊藤会長
牛島専務理事、宇治常務理事
牛島専務理事
宇治常務理事

ＫＭバイオロジクス株式会社（熊本）研修会
（ＫＭバイオロジクス株式会社（本社／熊本営業所）
）
九州地方社会保険医療協議会熊本部会（合同庁舎）
県口腔保健支援センター出務（県庁）
月次監査 ５月末会計現況監査
賞与授与式
県口腔保健支援センター会議
（１）県口腔保健支援センター（２）県との打合せ内容確認
「第七十二回熊日賞」贈呈式・祝賀会（ホテル日航熊本）
県口腔保健支援センター出務（県庁）
支払基金運営委員会（支払基金）
第 19 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
県健康づくり推進課協議
くま歯キャラバン隊（阿蘇郡市）
（阿蘇郡市医師会館）
（１）医療紛争の実情と実例
鹿児島大学歯学部同窓会熊本県支部総会・懇親会（熊本市）
月次監査 ６月末会計現況監査
【Web】第 20 回常務理事会（各診療所）
（１）関係機関・団体への会費等の納入（２）関係機関・団体からの講師派遣依頼
（３）後援名義・協賛名義使用依頼 ほか
【Web】九州各県事務局長連絡会
【Web】歯周病対策プロジェクト講演会
【Webex】演題『歯周病治療に必要な資料「Ｘ線十枚法と口腔内写真」
』
講師：林康博会員 受講者：85 人
【書面決議】日本スポーツ・健康づくり歯学協議会
【Web】令和４年度都道府県学術担当理事連絡協議会（診療所）
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髙水間理事
椿副会長
髙水間理事
増田・水上監事
伊藤会長、牛島専務理事
牛島専務理事、宇治常務理事、髙水
間理事
伊藤会長
宇治常務理事
伊藤会長
伊藤会長他（宮井副会長を除く）常
務理事以上全役員
伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務
理事、岡㟢事務局長
椿理事
松本副会長
増田・水上監事
伊藤会長他常務理事以上全役員
岡㟢事務局長
椿副会長、馬場理事他２委員
伊藤会長
馬場理事

Ｒ．４．９

所管

熊歯会報

日付
７日

学

術

15 日
20 日
６月 16 日

社会保険

７月６日
７日
９日

地域保健Ⅰ

６月 15 日
６月 11 日
13 日
20 日
23 日
27 日

地域保健
Ⅱ

28 日
７月４日
８日
11 日
12 日
13 日

地域保健
Ⅱ

19 日
22 日
６月 13 日
20 日

広

報

25 日
７月 12 日
21 日
６月７日
17 日

学校歯科

22 日
23 日
７月 15 日
17 日
21 日
6 月 14 日
20 日
24 日

医療対策

7 月 11 日
19 日
22 日
23 日

摘要
熊本市歯会共催歯周病対策プロジェクト講演会
演題『歯周組織検査に基づいた患者個別の将来予測』 講師：東克章会員
【Web】学術委員会（各診療所）
（１）８/21 デンツプライシロナ共催後援会（２）９/４補綴学会生涯学習セミナー
（３）市歯会共催歯周病対策プロジェクトセミナー ほか
【Web】第７回日歯学術委員会（診療所）
【Web】社会保険委員会（各診療所）（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 ほか
保険個別監査（KKR ホテル熊本）
社会保険個別相談会（大津町）相談者：１人

出務者
馬場理事他２委員
馬場理事、内野委員長他全委員

馬場理事
椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他 12 委員
舩津理事
舩津理事、市川委員
伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、
近県歯科医師会社会保険担当者会議
舩津・野田理事、桐野委員長他 15 委
員
協会けんぽとの打合せ
髙水間理事
日本老年歯科医学会（新潟県民会館）
長野常務理事
松本副会長、長野常務理事、町田理
歯科歯科（訪問歯科）連携モデル地区事業会議
（１）上益城郡歯科医師会のシステム概要、アンケート（２）登録歯科衛生士募集ポスター 事、志方委員、岩本上益城郡歯会長
他５人
（３）契約書等の書式校正 ほか
【Web】松本副会長、長野常務理事、
【Web】地域保健Ⅱ委員会（各診療所）（１）各事業報告（２）検討
町田理事、赤尾委員長他４委員
熊本さわやか大学校（熊本校）
（熊本県総合福祉センター） 受診者：55 人
長野常務理事
松本副会長、長野常務理事、町田理
【Web】モデル地域と打合せ
事、赤尾委員長【Web】永田水俣・
（１）各郡市担当者会日程（２）玉名郡市のアンケート・検討会
芦北郡市歯会会長他２人
（３）水俣・芦北郡市のアンケート・検討会・研修会
【Web】ケアマネ協会と打合せ（各診療所）
【Web】松本副会長、長野常務理事、
（１）ケアマネ協会アンケートデータ（２）研修会日程・場所・形態
町田理事
県地域リハビリテーション支援センター運営委員会（県医師会館）
松本副会長
【会館】松本副会長、長野常務理事、
【Web】歯科歯科（訪問歯科）連携モデル地区事業会議
町田理事、赤尾委員長、上益城郡歯
（１）オンライン研修会（２）口腔ケアステーション人員確保（３）システム構築
会長他２人【Web】志方委員他３人
【Web】県認地課と連携室事業の打合せ（各診療所）
松本副会長、長野常務理事、町田理
（１）今年度の事業内容（２）令和５年度の計画
事
（３）今年度のモデル地域・在宅歯科医療研修会企画案
熊本さわやか大学校（八代校）
（桜十字ホールやつしろ） 受講者：14 人
長野常務理事
高齢者保健事業と介護予防実施における懇談会（熊本県市町村自治会館）
牛島専務理事
【Web】上益城郡月例研修会（各診療所）
【Web】松本副会長、長野常務理事、
（１）Web 講演：歯科－歯科連携 訪問診療サポート
町田理事
（２）歯科歯科連携インフォメーション
永田水俣・芦北郡市歯会会長、井上
【Web】在宅歯科医療連携室機能強化事業モデル地域の打合せ（水俣・芦北郡市）
（各診療所）
水俣・芦北郡市歯会専務理事、伊藤
（１）在宅歯科医療推進の為のアンケート（２）郡市歯科医師会での事業計画
委員
【Web】広報委員会
【会館】神㟢理事、秋山委員長他２
（１）熊歯会報７月号・第１校目校正
委員【Web】他３委員
【Web】広報委員会
【会館】神㟢理事、秋山委員長他２
（１）熊歯会報７月号・第２校目校正
委員【Web】他３委員
定時代議員会 取材
月精・田中委員
【Web】広報委員会
【会館】神㟢理事他２委員【Web】
（１）熊歯会報８月号・第１校目校正
秋山委員長他３委員
【Web】広報委員会
【会館】神㟢理事他２委員【Web】
（１）熊歯会報８月号・第２校目校正
秋山委員長他３委員
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、石井理事、髙田委員長
学校歯科委員会
他全委員
第 106 回日学歯定時代議員会（日歯会館）
石井理事
熊本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
【Web】学校歯科委員会（各診療所）
石井理事、髙田委員長他全委員
（１）学校歯科医のアンケート（２）学院連携事業（３）児童虐待パンフレット ほか
日学歯「学校歯科医専門研修」至 18 日（ホテルメトロポリタンエドモント）
上野副委員長
県 PTA 共済審査委員会（熊本県総合福祉センター）
牛島専務理事
医療対策小委員会
永松常務理事、椿理事、町田委員長
（１）九州各県歯科医療安全対策担当者会（２）医療対策講演会
医療対策委員会
永松常務理事、椿理事、町田委員長
（１）事例報告検討（２）九州各県歯科医療安全対策担当者会
他全委員
（３）医療対策講演会 ほか
医療対策小委員会
永松常務理事、椿理事
（１）医療対策講演会
医療対策小員会
永松常務理事、椿理事、町田委員長、
（１）各郡市歯科医師会医療相談担当者会議
松原副委員長
医療対策小委員会
永松常務理事、椿理事
（１）医療対策講演会
【Web】医療対策委員会（県歯会館、各診療所）
【来館】永松常務理事、椿理事、町
（１）事例報告検討（２）各郡市医療相談担当者会議（３）医療対策講演会 ほか
田委員長他４委員【Web】３委員
【来館】永松常務理事、椿理事、町
【Web】各郡市医療相談担当者会議（県歯会館、各診療所）
田委員長他６人【Web】伊藤会長、
（１）令和３年度事例分析・検討（２）医療事故、トラブル事例発表（３）その他報告
牛島専務理事他 15 人

― 19 ―

熊歯会報

所管

Ｒ．４．９

日付
６月６日
８日
14 日
24 日

センター・
スペシャ
ルニーズ

24 日
28 日
29 日
７月８日

厚生・医
療管理

６月 16 日
７月 23 日
６月 14 日

医療連携

30 日
７月５日
14 日
６月６日
８日
９日

学

院

13 日
16 日
20 日
21 日
22 日
23 日
25 日
25 日
30 日
７月７日
９日
10 日
12 日
14 日
16 日
19 日
６月９日
21 日

国保組合

事業課

摘要

出務者

センター定例ミーティング（口腔保健センター）
（１）担当役割分担（２）補正予算進捗状況（３）レセチェック
パレット宇土歯科健診・歯科相談会（パレット宇土） 参加者：６人
センターミーティング
はなぞの学苑歯科健診（はなぞの学苑） 健診者：61 人
パレット新屋敷歯科健診・歯科相談会打合せ（パレット新屋敷）
（１）家族からの要望聞き取り（２）対象者事前把握（３）会場確認
センターＤＨ研修会（口腔保健センター）
（１）Ｄｒミーティングの報告（２）ＤＨ業務の見直し（３）センター使用機器の確認
平成学園歯科健診（平成学園） 健診者：17 人
県障がい者支援課打合せ（口腔保健センター）
Ｒ４年度（県委託）口腔ケア事業の早期着手
センター定例ミーティング（口腔保健センター）
（１）補助金交付申請（２）診療実績（３）施設健診 ほか
【Web】厚生・医療管理小委員会
（１）合同就職説明会（２）歯科衛生士バンクと復職支援
（３）女性歯科医師ネットワーク ほか
天草郡市健康診断（天草通期健診センター）
荒尾市健康診断（はたらく女性の家（エボック・荒尾）
）
【Web】県がん診療連携協議会幹事会第 52 回相談支援・情報連携部会（診療所）
国保水俣市立総合医療センターと回復期連携覚書取り交わし
（国保水俣市立総合医療センター）
県糖尿病対策推進会議（県医師会館）
山鹿中央病院登録歯科医説明会（山鹿市民交流センター） 参加者：14 人
職員人事考課二次評価
第 14 回理事会
学院高校訪問（菊池郡市、山鹿市）
（各高校）
自衛隊隊員口腔衛生指導実習
学院高校訪問（熊本市）
（各高校）
学院高校訪問（人吉市、球磨郡）
（各高校）
学院高校訪問（熊本市）
（各高校）
学院高校訪問（熊本市）
（各高校）
学院採用面接
学院高校訪問（八代）
（各高校）
学院体験入学Ⅰ 参加者：25 人
定時代議員会
学院動画製作打合せ
学院高校訪問（天草郡市）
（各高校）
学院保護者対面実習
学院保護者対面実習
学院高校訪問（上益城郡、阿蘇郡市）
（各高校）
学院高校訪問（宇土郡市、下益城郡、水俣・芦北郡市）
（各高校）
学院体験入学Ⅱ 参加者：23 人
学院高校訪問（玉名郡市、荒尾市）
（各高校）
【書面参加】第 79 全協通常総会（リーガロイヤルホテル大阪）
国保組合監査

令和３年度決算、令和４年度６月末現況

第２回国保理事会
（１）規約の一部改正（案）
（２）令和３年度決算（３）令和４年度補正予算
７月８日 【Web】国保連合会理事会（診療所）
【理事専決処分】国保臨時組合
23 日 （１）規約一部改正（案）
（２）令和３年度歳入歳出決算
（３）令和３年度歳入歳出決算余剰金処分（案） ほか
６月 22 日 事業課打合せ
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ほか

椿センター長、岡㟢事務局長
椿センター長他２人
椿センター長、我那覇委員長他 17 人
長歯科医師、岡㟢事務局長他２人
長歯科医師、岡㟢事務局長他２人
椿センター長他９人
難波歯科医師他３人
椿センター長、岡㟢事務局長他２人
椿センター長、岡㟢事務局長他２人
【会館】工藤理事、牧委員長他２委
員【Web】宮井副会長

三森理事
伊藤会長、松本副会長、三森理事、
永田水俣・芦北郡市歯会会長
三森理事
三森理事他３人
東学院長、正清教務部長
東学院長
宮㟢・紫藤係長
秋山副学院長
弘中副学院長、紫藤係長
宮㟢係長
弘中副学院長、紫藤係長
東学院長、宮㟢係長
東学院長、正清教務部長
岩切次長、紫藤係長
秋山副学院長
正清教務部長
秋山副学院長
岩切次長、紫藤係長
正清教務部長
井上・神山教務委員
宮㟢係長
紫藤係長
弘中副学院長
宮㟢係長
片山・守永監事、伊藤理事長、桑田
常務理事
伊藤理事長他全役員、田中議長、宮
坂副議長
伊藤理事長

宮井副会長、宇治常務理事

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- 80 20 ]

October

5日
（水） 第24回常務理事会

学院体験入学（夜間Ⅱ）

（学院校舎）

15日
（土） 学院推薦・社会人一次入学試験
19日
（水） 第25回常務理事会
22日
（土） 第74回九州歯科医学大会（鹿児島市・宝山ホール）
23日
（日） 第74回九州歯科医学大会厚生行事（鹿児島県各所）

Kumamoto Prefecture Dentistry Medical Association Report
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主な行事予定

26日
（水） 第18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

食後はいつも通り満腹感で幸せいっぱいなのですが、体の重量感が半端なく、恐る恐る
体重計へ。なんと、いつもより３kgオーバーになってました。健康診断も近いのに困った
ものです。
「ま、加齢とともに代謝も悪くなってしまうからしょうがないけどねっ。」と
自分に言い聞かせながら健診日まで、少しだけ足掻いてみようと思ってます。

（K.M）

FAX／096-343-0623

家飲みの安心感からか自分の好きなお惣菜でダラダラと飲みながら食べてます。

TEL／096-343-8020

最近、外食を控えてるせいか、家での暴飲暴食が止まりません。

URL／https://www.kuma8020.com
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