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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
３年ぶりに山都町伝統の八朔祭が
開催されました。呼び物の「大造り
物」は見事の一言。中でもエルヴィ
ス・プレスリーの大造り物は圧巻で
金賞に輝きました。
今回、写真を提供頂きました堂上
会員、通潤酒造の山下社長にはこの
場をお借りしてお礼申し上げます。
（A. K）
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医科歯科医療連携の推進
理事

三森 康弘

医療連携担当理事を拝命し、２期目に入りました。新型コロナウイルス感染症の第７波が
猛威を振るい、感染拡大防止のために日常の診療にも様々な制約を受けているなか、日頃よ
り医科歯科医療連携事業にご協力いただき、誠にありがとうございます。
医療連携委員会では、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と、
糖尿病医科歯科医療連携事業を担当しております。
がん患者医科歯科医療連携事業は平成 25 年から始まり、令和４年３月までに 23 の病院か
ら 14,000 件を超える紹介をいただいており、今後もがん患者の増加に伴い、周術期におけ
る口腔ケアの重要性も増加していくと思われます。令和３年３月に作成しました、がん医科
歯科連携ハンドブックをご活用いただければ幸いです。
回復期医科歯科病診連携事業は、回復期病院に入院中の患者さんへ訪問歯科診療を行うこ
とでリハビリの効果が向上し、患者さんの回復を早め、口腔内をきれいにして誤嚥性肺炎な
どを予防し、回復期や維持期において切れ目のない歯科支援を行うことが目的で、平成 26
年から熊本県の委託事業として行っており、令和３年度から補助事業になりました。令和４
年３月までに 10 施設から 4,453 件の紹介をいただき、令和４年８月現在、18 の施設と締結し、
近隣の先生方には登録医になって訪問歯科診療にご協力いただきますようお願いしておりま
す。また、第４次熊本県歯科保健医療計画において令和５年度までに合計 20 施設との連携
を目標としており、今後県下に連携先を増やしていきたいと考えていますので、ご理解、ご
協力をお願い申し上げます。
糖尿病・歯周病医療連携につきましては、地域保健委員会から所管が移り、２期目に入り
ました。「熊本県糖尿病地域連携パス（DM 熊友パス）」や「歯周病セルフチェック表」およ
び「糖尿病診療情報提供書（医科⇔歯科）」を活用して、歯周病治療および糖尿病治療が相
互に介入することにより、それぞれの治療効果を向上させ、糖尿病と歯周病双方の治療中断
を防止し、糖尿病重症化の予防と歯周病ハイリスク者の支援を行っています。昨年度は山鹿
地区に於いてオンラインで「歯周病・糖尿病医療連携講演会」を開催して医科・歯科・薬科
の連携を図りました。開催にあたり、いろいろとご尽力いただきました山鹿市歯会の先生方
にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
この３つの連携を委員一同協力してさらに進めて参りたいと思いますのでご指導・ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上げます。
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全員で考えて反省し悩みながら取り組んでいく
― 第 16 回理事会 ―
令和４年８月 24 日（水）午後７時より Web
にて伊藤会長他全役員、増田・水上監事、東
学院長出席のもと開催された。
１．開会：松本副会長
２．挨拶：伊藤会長
本日は全員 Web 会議にしました。さて、
私たちは生きていく中で反省したり悩んだり
することがあります。これは人生において、
何か計画する時や取り組む時に必要なことで
す。この反省と悩みは、どこから出てくるの
でしょうか。反省は、何かにチャレンジした
時に出てくるのです。成功の反対は失敗だと
も言われますが、そうではなくて、何もしな
い事です。チャレンジしない時には何も全く
出てきません。そして悩みとは、一生懸命に
取り組んで何か起こった時に出てくるので
す。一生懸命やらずに何もしない時に悩みは
出てきません。私たちは本会執行部として、
何事にもチャレンジしながら、反省しつつ、
成功した時には喜び合える、そして会員の先
生方の笑顔が見られるように頑張りましょ
う。このコロナ禍において、事業をどう進め

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
医療連携：回復期医科歯科病診連携事業説
明会（山鹿中央病院）
学
院：学院役員と学生会の意見交換会、
学生募集戦略委員会
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
 那須 智治 会員（終身／人吉市／那須
歯科医院） 令和４年８月２日 ご逝去
２ ６月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

れば良いのか、そして事業を将来にどう繋げ
ていけば良いのか、理事全員で考えて反省し
悩みながら取り組んでいきましょう。

３
４

７月末会計現況
職員の人事異動
学院課 次長・教務主任 岩切 恵子
（令和４年８月１日付）再雇用

３．議長選出：伊藤会長
４．議事録署名人：増田・水上監事、

５

その他
九州歯科医学大会厚生行事（鹿児島県）

伊藤会長
５．会務報告：
（自：７月 25 日～至：８月 21 日）
本会総務：理事会、常務理事会、災害時歯
科医療供給体制検討会
社会保険：社会保険委員会
地域保健Ⅰ：地域保健委員会Ⅰ

開催：ゴルフ、テニス、野球（熊本県不
参加）、囲碁
中止：剣道、ボウリング、俳句
７．連絡事項：
１ ９月行事予定
８．承認事項：
１ 関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼
①役員／熊本県医療・保健・福祉団体協
議会

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』９月号の校正

― 84 ―
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任期：令和４年７月～令和６年６月
現在：伊藤 明彦 会長

②藤崎八幡宮／浄財費
③熊本県防衛協会／年度会費

（令和４年６月迄）
②準 備委員会委員／第 21 回九州地区健
康教育研究大会（県体育保健課）

10,000 円
10,000 円

会費等の納入を承認した。
２ 生きる力を育む歯と口の研究事業【承
認】

③分 科会指導助言者／第 21 回九州地区
健康教育研究大会（県体育保健課）
④委員／熊本県後期高齢者医療運営協議

 大津町立大津南小学校へ 10 万円給付
することを承認した。
10．協議事項：

会（熊本県後期高齢者医療広域連合）
任期：令和４年 10 月１日～
現在：牛島 隆 専務理事
（令和４年９月 30 日迄）

１

各郡市会長専務理事連絡会議
 会議次第並びに各所管関係報告内容を
協議した。
11．監事講評：

 員等の推薦を承認した。①伊藤会長
役
②石井理事 ③学校歯科委員会から選出

増田監事より「会長が常々お話しされる様
に、我々は県民の健康を守る為に活動してい

④長野常務理事
２ 後援名義使用・共催依頼
①第 58 回熊本県精神保健福祉大会／公
益社団法人熊本県精神保健福祉協会
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】
①社会歯科学会／年会費
30,000 円

る。更に今年から口腔保健支援センターが県
で業務を開始した。今後益々、県との連携が
進む。」、水上監事より「関係機関・団体への
会費等納入の見直しは大事であり、当該団体
が地域とどれだけ密着性があるか否かを基準
に検討する事も一つの方法である。」と述べ
られた。
12．閉会：宮井副会長
（広報 神㟢 理子）

表紙の写真を募集中！！
撮影した写真を
「熊歯会報」
に掲載しませんか？
【募集内容】
・人物の顔がはっきりと映り込まない風景写真等
※撮影者名と写真の内容を一言添えて下記メール
へお送り下さい。
送り先：熊本県歯科医師会 広報委員会
メール：kouhou@kuma8020.com

熊本県野外劇場アスペクタの隣にある、南阿蘇桜公園の広大な敷
地に河津桜やソメ イヨシノなど約6700本の桜が咲き誇っています。
例年、桜の見頃に合わせて家族揃って楽しめるイベントの「貞春桜
まつり」も開催される、南阿蘇の隠れた桜の名所です。
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日頃から準備が必要であることを実感
― 第 19 回警察歯科医会全国大会 ―
警察歯科
８月６日（土）に標記大会が大阪府のシェ
ラトン都ホテル大阪にて開催された。４年ぶ
りに対面での開催でコロナ禍の中、感染予防
を徹底し警視庁をはじめとする警察関係者、
海上保安庁、行政関係者、医療関係団体から
300 人超が参集し、本会からは伊藤会長、永
松常務理事、椿理事の３人で参加した。
吉岡大阪府歯副会長の開催宣言後、深田大
阪府歯会長の主管挨拶、堀日歯会長、警察庁
刑事局捜査第一課検視指導室の谷直哉室長が
それぞれ挨拶され、その後、木原内閣官房副
長官、吉村大阪府知事、松井大阪市長からビ
デオメッセージが寄せられた。開会式だけで
１時間を超える盛大な幕開けとなった。
特別講演として関西大学社会安全学部特別
任命教授の河田惠昭センター長による「南海
トラフ巨大地震や首都直下地震時に心配な
『相転移』の発生と被害予防策」という演題
で講演された。今後 40 年以内に確実に起こ
るとされている南海トラフ地震をはじめとす
る災害時に日頃から真剣に備えておかなけれ
ばならないとの事であった。そのために防災
省の創設が必要であると安倍政権時に提言さ
れたと述べられた。2011 年東日本大震災で

大阪にて対面での開催となった

学教室の松本博志教授と大阪歯科大学歯科法
医学教室の大草亘孝講師による基調講演が行
われた。法医学の重要性、大変さやストレス
について講演があり日常診療とは全く違う苦
労があることを痛感した。
休憩後、シンポジスト３人により「大規模
災害」に向けての警察歯科の役割という題で
シンポジウムが行われた。大規模災害が起
こった時の警察歯科の取る対応の重要性を勉
強させて頂いたが正直簡単ではなく本会でも
協力して構築していかなければ機能しないの
ではないかと危惧した。
全体講演はここまでで終了したが、その後
ポスターセッションがあり、本会とも深いつ
ながりを頂いている千葉大学大学院医学研究
院法医学教室の中久木康一教授が「令和２年
７月豪雨にかかわる歯科所見からの身元確認
作業における課題」（本会との共同研究）の

多数の津波犠牲者が発生したのは巨大津波か
ら避難する時間があったにもかかわらず多く
の住民が、「高い防波堤があるからここまで
は来ないだろう。」と避難しなかったことが
原因であると述べられた。相転移災害になら
ず一般災害になれば、災害直後から標準的な

題名で発表された。写真を撮っている方を多
数みかけ注目の高さを感じた。中久木先生に
は災害歯科でもお世話になっており今後もご
協力いただき本会との連携強化をはかってい
きたいと考えている。次回は２年後に山口県
で開催されるため今後のコロナ感染にも注視

対応が可能になり、復旧・復興が早期に実現
して被害が軽減する。そのために、災害文明
と災害文化の協働が必要であると締めくくら
れた。聴講していて他人ごとではなく日頃か
ら準備が必要であることを実感させられる内
容であった。

して是非参加できる状態である事を祈るばか
りである。
（椿

その後、大阪大学大学院医学系研究科法医
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学校歯科医として、まだまだ
やれること、やるべきこと
― 九州地区学校歯科医会役員連絡協議会 ―
学校歯科
８月 20 日（土）午後２時より県歯会館にて
標記会が行われた。一昨年はコロナ禍のため
中止。昨年は Web 開催。そして今回、主幹
は長崎県であったが、急速な第７波の影響で
Web での開催となった。長崎県学校歯科委
員会の司会進行のもと、まず俣野長崎県歯副
会長の挨拶があり、その中で、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長崎
県地域保健理事が座長選出された。協議に先
立ち、川本日学歯会長・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４年度九州各地区学校歯科関連事
業計画
⑵ 各地区提出協議題
⑶ 日学歯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・更新研修会、日学歯へ入会への取り組
み、学校歯科認定制度、児童虐待への取り組
み、定期健康診断改訂（咬合２関連）に伴う
会員への周知についてなど、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、
議論がなされた。また、昨年度に続き各県共
このコロナの影響で、給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

挨拶される川本日学歯会長

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
ングの活用の是非について川本会長を中心に
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。
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ってお
り、とても参考となり、勉強になる連絡協議
会となった。より多くの会員、学校歯科医の
先生方に是非多くの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、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、次年度の宮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終了と
なった。
（髙田 宗秀）
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歯周組織検査に基づいた患者個別の将来予測
― 第 1 回歯周病対策プロジェクトセミナー ―
７月７日
（木）東歯科医院の東克章先生をお
招きして、標記セミナーが開催された。会長挨
拶の後、講演開始となった。
“ 歯周病 ” は慢性と急性を繰り返す疾患で、
段階的に進行し、部位によってその進行具合が
異なる疾患である。そのため、Gingival index
を重視し、プロービングにより歯肉から出血・
排膿する場合には、若年期であっても歯周病治
療を開始するべきであり、病変の流れに沿って
必要性に応じて適宜必要な処置を行うことの重
要性を説明された。
歯を長期的に守っていくためには、長い目で
見て治療の判断を行い、SPT を継続していく
ことが理想である。そしてブラッシング指導を
継続していくことで、菌の構成比が変化してく
る。また、ルートプレーニングでセメント質を
とってしまうと、長期的に結果が良くない影響
があること、またエナメル質、セメント質が失
われ、象牙質、象牙細管が露出することのリス
クについても説明された。歯周治療において何
よりも目指すのは、歯の長期保存であるので、
保存治療を優先することが重要である。
その後は歯周炎の病態についての説明があ
り、歯周炎は骨の疾患ではなく、歯肉結合組織
の慢性炎症性疾患であること、また歯周病の
シェーマを用い、ポケット内プラークの除去の
必要性、プロービングした際の BOP の重要性
に関して説明され、BOP（＋）の部位を特定し、
集中的に縁上・縁下のプラークを除去していく
ことで、選択的に管理を行っていくことを説明
された。
スカンジナビア学派による歯周疾患の定義によ

多くの受講生を前に講演する東先生

炎症性疾患であり、骨の疾患ではない。２．歯周
疾患の第１の特徴は、付着の喪失である。３．部
位特異性の疾患である。ということであった。
歯周治療に対するモチベーションの実際とし
て、人間の行動の基本パターンを示されたうえ
で、患者が歯周組織検査を敬遠してしまうこと
を防ぐために、歯周組織検査の前に検査結果の
意味を説明し、患者に理解をしてもらってから
検査を進めていくことの重要性を説明した。動
機付けを行う上での注意点としては、①治療を
始める前に正しい情報を提供する。②情報を与
える時には、その患者にとって何が重要なのか
を強調する。③やさしく、簡単な言葉を使用す
る。④部分的にもう一度適切に説明する。⑤何
度も繰り返し行う。⑥患者が正しく理解できた
かどうかを確認する。さらに実際の歯周治療開
始するにあたってのポイントも示された。
今回、長期症例を交えての講演であり、東先
生の熱意も多く伝わり、非常に共感できるご講
演内容であった。副会長の挨拶の後、閉会となっ
た。
（藤岡 洋記）

ると１．歯周疾患は、歯肉結合組織（軟組織）の
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学院だより

白石県教育長を表敬訪問
９月６日（火）午後１時より県歯から伊藤会長、
岡㟢事務局長、学院から東学院長、岩切次長が白
石県教育長を表敬訪問した。
歯科衛生士の業務、現状と課題、今後の取り組
みについて報告し、県内への中学・高等学校への
職業認知度アップとインターンシップの受入につ
いて協力依頼を行った。
白石教育長も県内の「乳幼児のむし歯保有率」

様々な課題と現状を白石教育長へ報告

や「口腔と全身疾患との関係について」に関心を
お持ちで、東学院長の歯周病と全身疾患の説明を
聞かれ「以前からモヤモヤしていたものが納得で

きました。」と口腔ケアの重要性と歯科衛生士の必要性に理解を示された。
また、歯科衛生士同様、教育の現場でも教師不足の課題があることから、歯科衛生士という職
業の認知度のアップを担当課に周知し、ご尽力いただけるとの事だった。今後の歯科衛生士の人
材確保へ繋げるきっかけとしていきたいと思う。
＊白石教育長は今年４月に就任、３月までは県の総務部長、知事公室長等を歴任。

（学院課 係長 紫藤 美香）

熊歯 QR コード
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歯と口の健康講座

妊産婦と乳幼児のお口のケア
理事 髙水間

奨

妊娠期の歯科治療
妊娠中は、女性ホルモンの作用で唾液が酸性になり、さらに唾液がネバネバしてお口の中を洗
い流す働きが低下するため、お口の中の細菌が増殖・変化してむし歯や歯周病になりやすくなり
ます。
また、つわりのために歯磨きがしづらい、食事の回数が増えるなど、お口の中の環境を悪化さ
せる要因も増えて、むし歯や歯周病のリスクが高まります。
妊娠期のセルフケアとして
・つわりなどで歯磨きができない時は、洗口液を使ってぶくぶくうがいをしましょう。
・だらだらと甘いものを食べることは控えましょう。
・気分のよい時間帯に丁寧に歯磨きをしましょう。
安定期には、通常の歯科治療が可能です。妊娠後期（28 週～ 39 週）になると緊急性がない歯
科治療は産後に行うことになりますので、安定期に治療が完治するようにしましょう。
特に妊娠中の歯周病は、低体重児出産や早産の原因となることがあるので、妊娠安定期には、
歯科健診を受けましょう。
歯科治療時の心配事として
・エックス線撮影の胎児への影響
歯科治療に用いるエックス線の放射線量はごくわずかですし、照射部位も子宮から離れている
ので、お腹の赤ちゃんにはほとんど影響はありませんが、妊娠していることを伝え防護エプロン
を着用するとさらに安心です。
・歯科治療時の麻酔の使用
通常の歯科治療に用いられる麻酔は局所麻酔で、使用量もわずかですし、局所で分散されるた
め、胎児には影響ありません。
・薬物の服用
妊娠初期はできれば薬物の服用を避けたいものですが、中期以降の歯科治療で処方される薬剤
は、妊娠中でも安全に使用できる薬剤が選ばれています。不安や心配がある場合は、産科の主治
医に相談しましょう。

赤ちゃんの歯は妊娠中から育っています
妊娠７週目頃から乳歯の芽（歯胚）ができはじめます。妊娠４カ月頃から乳歯が形づくられ、
永久歯の芽（歯胚）もできはじめます。妊娠４カ月頃から、カルシウムやリンなどが沈着し、硬
い歯がつくられていきます。
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（図１）

丈夫な歯をつくるには、お母さんが健康であることはもちろん、バランスのとれた食生活を通
じて、お腹の赤ちゃんに栄養を補給することが大切です。
積極的にとりたい栄養素
カルシウム、リン：歯の石灰化（硬くなること）のための材料
タンパク質：歯の基質の材料
ビタミン A：歯のエナメル質の土台を仕上げる材料
ビタミン C：歯の象牙質の土台を仕上げる材料
ビタミン D：カルシウムの代謝や石灰化の調整
クイズです。
「妊娠中は赤ちゃんの発育で歯からカルシウムがとられるために、お母さんの歯
が悪くなる？」正解は、「×」です。一度形成された歯から赤ちゃんのためにカルシウムがとら
れて、
歯がもろくなるということはありません。昔は妊娠のたびに歯を悪くしていた女性が多かっ
たことからそういわれたのだと思います。歯が悪くなったのは、妊娠中にお口のケアが不十分だっ
たため、むし歯や歯周病が進んでしまったためでしょう。前述したように、妊娠中は普段以上に
お口のケアに気をつける必要があります。
乳幼児のむし歯
生後６か月頃になると、一般的に下の前歯が生えてきます。生えたばかりの歯は未完成の状態
で、時間をかけて歯の表面のエナメル質が硬くなっていきます。乳歯は永久歯に比べてエナメル
質が柔らかく薄いため、むし歯になりやすいのが特徴です。痛みも感じにくいため、気がついた
ときはかなり進行していることも多くあります。乳歯のむし歯を放置していると永久歯の歯並び
などに影響があることがあります。
むし歯になる条件
“歯”に住み着いた“むし歯菌”が“食べ物（糖質）”から酸をつくり歯が溶かされます。こ
の環境が一定時間以上続くことでむし歯になります。
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（図２）

そのため、むし歯予防にはこれらの要因に対するアプローチが重要です。
◇むし歯菌
・生まれたばかりの赤ちゃんのお口には、むし歯菌はいません。むし歯菌の多くは、お母さん
のお口から入ってくるということがわかっています。出産前に、むし歯や歯周病の治療をし
てお口の中を清潔にしておくことは、生まれてくる赤ちゃんのむし歯になるリスクを下げる
ことにもつながります。
・大人が口に入れたスプーンやフォークを赤ちゃんのお口に入れないように、共用はさけましょ
う。
・歯磨きをスムーズに受け入れられるよう、日頃から手のひらでほっぺたをさわったり、人差
し指のはらで唇をさわったりすることで、口にさわられることに慣れさせましょう。
・乳歯が生えてきたら、仕上げ用歯ブラシを使って仕上げ磨きを始めましょう。
・歯ブラシを歯の表面に直角にあて、歯と歯ぐきの境目を小刻みに動かして磨きます。  
歯と歯の間にはデンタルフロスを使いましょう。
◇食べ物（糖質）
乳幼児期は、哺乳ビンやシッピーカップにジュースやイオン飲料など砂糖を多く含む飲み
物を入れて飲ませると、むし歯のリスクが非常に高くなります。水分補給は水や麦茶にして、
１歳を過ぎる頃からはコップで飲ませる練習をしましょう。乳幼児は、３回の食事だけでは
必要な栄養をとることができません。そこで、栄養を補う意味で与えるのが、
「おやつ（補食）」
です。歯の健康はもちろん、栄養面でもすぐれたおやつを与えたいものです。果物や野菜、チー
ズや牛乳などを与え、砂糖が多く含まれるお菓子は与え過ぎないようにしましょう。そして、
だらだら与えるのではなく、時間を決めて与えるようにしましょう。
◇生えたばかりの歯は、未成熟でむし歯のリスクが高いので、フッ化物を応用して歯を強くし、
むし歯を予防しましょう。
フッ化物の効果
◇歯質の強化
 フッ素を歯に取り込んで歯の質を強くし、むし歯の原因菌に強く、酸に溶けにくい歯にし
ます。
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◇再石灰化の促進
 初期のむし歯の治癒を助けたり、歯から溶け出したカルシウムやリンがもう一度歯に戻る
ように働きます。
◇細菌の酸産生抑制
 歯ブラシで落としきれなかった歯垢（細菌の塊）中に潜んでいるむし歯の原因菌の働きを
弱め、酸が作られるのを抑えます。
家庭では、フッ化物配合歯磨剤を使って歯磨きをして、歯科医院でも年２回以上フッ化物塗布
を受けるとよいでしょう。
（図 3） フッ化物配合歯磨剤の濃度と使用量
フッ素濃度

使用量

歯の萌出〜２歳

500ppm

ごく少量

３歳〜５歳

500ppm

５㎜以下

６歳〜 14 歳

900ppm

１㎝程度

15 歳以上

1000 ～ 1500ppm

２㎝程度

うがいができない場合は、最後に軽くふきとります。
うがいは、少量の水で１回だけにして、２時間程度は飲食しないようにしましょう。
マイナス１歳からの歯育て
かつては「どうせ抜ける歯だから」と、乳歯のケアをおろそかにする時代もありました。しか
し、お口の中に１本でもむし歯があれば、むし歯ができるリスクが高くなることは明らかになっ
ています。今では、生まれる前から子どもの歯を大切に育てる考え方に変わりつつあります。丈
夫な歯をお子さんにプレゼントしてあげましょう。
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リレー投稿
70
○

色々な人たちとの関わり
菊池郡市

いさかり歯科口腔クリニック

飯盛 美豊

野田会員からバトンを受けとりました、合
志市で開業しております飯盛美豊と申しま
す。九州歯科大学を卒業した後、伊東歯科口
腔病院で７年勉強させていただき、縁あって
合志市豊岡で開業する運びとなり４年が経ち
ました。
大学時代は空手道部に所属し、薔薇色とは
違う色の濃い大学生活を送りました。大会で
熊本遠征に来た際に OB から「足腰が弱い」
と言われ、悔しくて悔しくて、同期と部活の
前後に走り始めたのがきっかけでランニング
が好きになりました。歯科医師になった年か
ら始めたマラソンは今年で 11 年が経ち、今
では心を整え、身体を整える儀式のようにな
りました。熊本地震やコロナ禍で開催が見送
られている阿蘇カルデラスーパーマラソン
100 キロを来年は三度目の完走をすることが
当面の目標です。仕事も趣味も新しいものに
飛びつく！というより同じことをコツコツす
る方が好きなんだと思います。
最近は「野菜男子」になってます。父の趣
味も盆栽、山野草だったことを考えると、似
てきたなぁと思うこの頃です。病院の横に小

らっしゃるので、お野菜のお裾分けをもらっ
た時や診療の時には畑の耕す深さや育て方の
コツを聞いてなかなか楽しんでいます。
高校時代は生物の授業が好きで、連作障害
を学んだ記憶はあるのですが、今思えば言葉
だけ覚えて、中身は何も分かっていなかった
のだと思います。どうやら土壌に発生する菌
が影響しているようで、例えば同じナス科を
連続して同じ畑で作っても上手くできないの
です。春にじゃがいもを収穫して夏から秋に
トマトを育てようとして失敗したことがあり
ました。何事も失敗して、目の前で見たほう

さな畑を作って年２回、色々と育てながら
試行錯誤しています。作る植物によって土
壌の pH を変えたり、連作障害に気をつけた
り、害虫

がしっかり記憶されるんだと痛感させられま
した。
子供たちには野菜はこうやって育つんだ、
こんな虫が野菜を育たなくするんだ、普段食

阿蘇カルデラスーパーマラソン 100 キロ完走‼

子どもと一緒に家庭菜園を

駆除した
りしてい

べている食事の向こうには必ず作り手がい
て、作り手の想いがあるんだ、だから「いた

ます。幸
い患者さ
んには農
家さんや

だきます。ごちそうさま」は言え、食べ残す
なと、昭和な感じで教育しています。毎日自
宅の窓からは乳牛が見える自然と、色々な人
たちとの関わりの中で今日も私は生かされて

家庭菜園
されてい
る方もた

います。
次のバトンは大学時代、伊東歯科時代の同
期で、大きい看板が目印の匠原会員に繋ぎた

くさんい

いと思います。
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クリニックの紹介とお礼
熊本市

歯ならびの歯医者さん 泉

朝望

皆様こんにちは。この度投稿のご依頼をい
ただき誠にありがとうございました。私は
細々と臨床をしており、面識のない先生が多
いと思いますので、この度は私と私のクリ
ニックの紹介とお礼の言葉を書かせていただ
こうと思います。私は高校まで熊本で過ごし
昭和大学に進学しました。昭和大学の歯科矯
正学教室に在籍して矯正治療を学び、2008
年に熊本に戻り、熊本市北区にある熊本機能
病院の矯正歯科に勤務しました。勤務医で過
ごそうと思っていた矢先に、熊本機能病院の
歯科閉院が決まり、患者さんを引き継ぐかた
ちで熊本機能病院隣で開業することになりま
した。その当時 34 歳、第１子もまだ２歳に
なりたてだったので、仕事をやっていけるか
心配ではありましたが、周りの支えによって
現在まで仕事ができています。
現在中学１年生の娘と小学３年生の長男と
１才の息子と主人との５人暮らしをしており、
クリニックも 11 年目を迎えることができま
した。熊本機能病院では国際唇裂口蓋裂セン
ターの矯正治療担当をしていましたので、開
業当初の患者さんの割合は一般矯正１割、唇
裂口蓋裂の割合９割という感じで、ほぼほぼ

熊本機能病院の隣に開業しております

唇裂口蓋裂の患者さんの矯正治療を行なって
いましたが、現在はその割合は半々くらいに
なってきています。熊本で働き始めて 14 年、
赤ちゃんの頃からずっと通ってくださってい
る患者さんのおかげと、自分の３人の子育て
での気づきから、赤ちゃんの頃からのお口と
体の健康な育ちが歯ならびにとても影響して
いることを痛感しています。そこで当院では
歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士の他に、
助産師、言語聴覚士、保育士、管理栄養士さ
んにも勤務していただき、子供たちが健やか
に育つよう携わっています。先天的な口腔疾
患がないにも関わらず歯ならびが悪いお子さ
んがこれ以上増えないように、日々スタッフ
とあれやこれやと話をしながら、出来ること
をコツコツとやっているのがとても心地よく
楽しい毎日を過ごしています。
最後にお礼の件です。実はこの投稿依頼を
待ちに待っていました。理由は先生方にお礼
を言いたかったからです。私は矯正治療を専
門としておりますので、そのほかの大切な治
療については歯科医師会の先生方に頻繁にご
紹介させていただいております。困った時は
すぐにアドバイスをくださり、難しい処置も
しっかり対応していただける熊本の先生方な
しには私の臨床はあり得ません。私はこの場
を借りて熱くお礼を申し上げます。これから
も末長くどうぞよろしくお願いいたします。

これからもよろしくお願い申し上げます。
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会
所管

日付
７月 26 日

27 日

29 日
29 日
８月４日
総

務

６日
９日

社会保険

地域保健Ⅰ

10 日

25 日
地域保健Ⅱ

８月２日
８日

報

学校歯科

医療対策

センター・
スペシャル
ニーズ

８月 10 日
19 日
８月 18 日
18 日
20 日
８月８日
18 日
７月 29 日
８月８日
15 日

厚生・医療
管理

報

告

自
至

令和４年７月 2 5 日
令和４年８月 21 日

摘要
職員面談
【書面決議】県防衛協会定期総会
県口腔保健支援センター出務（県庁）
【Web】第 15 回理事会（会館、各診療所）
【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）関係機関・団体からの講師派遣依頼
【議
題】
（１）関係機関・団体への会費等の納入（２）後援名義使用・共催依頼
（３）日本リハビリテーション栄養学会学術集会登録依頼 ほか
【協議事項】
（１）Lalala テレビジョンへの広告動画プレゼン
【書面決議】全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会総会
【書面決議】第１回県医療審議会医療法人部会
【書面】県後発医薬品安心使用・啓発協議会
【Web】社会歯科学会学術大会（診療所）
第 19 回警察歯科医会全国大会（シェラトン都ホテル大阪）
【Web】社会歯科学会第３回理事会（診療所）
【書面決議】熊本ユネスコ協会総会
月次監査

７月末会計現況監査

７月 26 日

８月２日

出務者
伊藤会長、牛島専務理事
伊藤会長
髙水間理事

【会館】伊藤会長、牛島専務理事、
永松・宇治常務理事
【Web】他全役員

伊藤会長
伊藤会長
牛島専務理事
牛島専務理事
伊藤会長、永松常務理事、椿理事
牛島専務理事
伊藤会長
増田・水上監事

10 日 【Web】支払基金支部運営委員会（診療所）
12 日 県口腔保健支援センター出務（県庁）
15 日 熊本労災病院猪俣病院長訪問（熊本労災病院（八代市）
）
沼川県健康福祉部長訪問（県庁）
17 日 【Web】第 21 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
第１回災害時歯科医療供給体制検討会
【報
告】
（１）昨年度までの事業報告（２）中久木先生研修会のアンケート協議
19 日
【協
議】
（１）災害時歯科保健医療供給体制検討会（２）災害歯科保健医療研修強化事業研修会
（３）地域における歯科医師会、管轄保健所、行政との意見交換会 ほか
【Web】社会保険委員会
７月 30 日
（１）会員向け発行物（２）指導立会者、個別相談対応（３）共同指導 ほか
８月３日 青山製作所事業所健診（青山製作所熊本工場） 受診者：15 人
【Web】地域保健委員会Ⅰ（県歯会館、診療所）
５日
（１）笑顔ヘルＣキャンペーン
７月 25 日

広

務

青山製作所事業所健診（青山製作所熊本工場） 受診者：12 人
市町村職員等研修会（県市町村自治会館）

伊藤会長
牛島専務理事
伊藤会長、岡㟢事務局長
伊藤会長、岡㟢事務局長
【会館】宇治常務理事
【Web】伊藤会長他常務理事以上
【会館】松本副会長、永松常務理事、
椿・石井理事
【Web】牛島専務理事、宇治常務理事
椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他 14 委員
歯科医師１人、歯科衛生士１人
【会館】髙水間理事他全委員
【Web】松本副会長
歯科医師１人、歯科衛生士１人

牛島専務理事
松本副会長、長野理事、町田理事、
【Web】モデル地域と打合せ（各診療所）（１）モデル地域２郡市の進捗状況（２）アンケー
赤尾委員長、大林玉名歯会会長他４
ト集計結果（３）今後の計画
人
松本副会長、長野常務理事、町田理
【Web】在宅歯科医療研修会打合せ（各診療所）
事他２人
【Web】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（各診療所）
町田理事、赤尾委員長、岩本上益城
（１）各種書類完成（２）オンライン研修会（３）今後の周知方法 ほか
郡歯会長
【Web】広報委員会
【会館】神㟢理事、秋山委員長他２
（１）熊歯会報９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９月号 第２校目校正
委員【Web】他３委員
県学校保健研究協議大会（西原村総合体育館）
髙田委員長
県 PTA 共済審査委員会（県総合福祉センター）
牛島専務理事
【Web】九州地区学校歯科医会役員連絡協議会
石井理事、髙田委員長
医療相談
永松常務理事、椿理事
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】センター・スペシャルニーズ委員会（口腔保健センター、各診療所）
【センター】椿副会長【Web】五島
（１）センター患者件数等の推移（２）入所施設等の現在数
理事、我那覇委員長他６人
（３）障がい福祉サービス ほか
センター定例ミーティング（口腔保健センター）
椿センター長、岡崎局長他２人
（１）ヒヤリハット研修（２）口腔ケア事業計画（３）四半期診療実績 ほか
障害者歯科学会研修会打合せ
椿センター長、五島理事他２人
【Web】厚生・医療管理委員会（各診療所）
宮井副会長、工藤理事、牧委員長他
（１）歯科衛生士復職支援事業と歯科衛生士バンクホームページ
全委員
（２）女性歯科医師ネットワークと代診派遣事業
（３）医院承継事業とソニー生命による講演会企画 ほか
牛島専務理事、工藤理事、牧委員長、
【Web】歯科衛生士復職支援会議（各診療所）
黒岩委員、弘中副学院長、小原同窓
会長、淀川准教授
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日付

厚生・医療
管理

医療連携

摘要

出務者

天草郡市健康診断（天草地域健診センター）
20 日
山鹿市健康診断（山鹿市鹿本市民センター）
【Web】医療連携委員会（各診療所）（１）糖尿病・歯周病の薬・歯科連携ツール（リーフレッ
７月 25 日
ト案）
（２）糖尿病・歯周病連携マニュアル見直し（３）がん医科歯科連携事業アンケート
28 日 【Web】回復期医科歯科病診連携事業説明会（山鹿中央病院）
（診療所）
８月 10 日

回復期連携事業ヒアリング前打合せ

７月 27 日 【Web】第 15 回理事会（各診療所）
29 日

学

院

８月３日
９日

国保組合
事 業 課

学院役員と学生会の意見交換会
学院役職員打合せ
熊大口腔外科中山教授への挨拶（熊本大学病院）
学院前期終業式
【Web】第１回学生募集戦略委員会

10 日 学院夏期休暇開始
21 日 学院体験入学Ⅲ 参加者：20 人
７月 27 日 【書面決議】国保連合会通常総会
７月 27 日 損保ジャパン熊本支店支店長・支社長来訪
８月 17 日 【Web】長期収入サポート制度オンライン説明会

参加者：１人

松本副会長、三森理事、太田委員長、
吉武副委員長他４人
三森理事
松本副会長、牛島専務理事、宇治常
務理事、三森理事
東学院長
東学院長、秋山副学院長、正清教務
部長
東学院長、秋山副学院長、正清教務
部長
東学院長
東学院長
【Web】伊藤会長、弘中副学院長他
14 委員【学院】東学院長、秋山副学
院長、正清教務部長、牛島専務理事
他１委員

伊藤会長
宇治常務理事

「よ坊さん」LINE スタンプをリリース！
このたび、歯とお口の健康がもっと身近に感じられるように PR キャラクター「よ坊さん」の
LINE スタンプをリリースしました。
スタンプは 24 個で、あいさつや感情など、「よ坊さん」の可愛さが溢れ、日常で使用しやすい
ものばかり。歯科医療関係者だけでなく、国民の皆様がたくさんの場面で活用できるものになっ
ています。

【
「よ坊さんスタンプ」概要】

〇販売価格：120 円（50 コイン）
〇種類：1 セット 24 個
〇販売場所：「LINE」アプリ内
※「日本歯科医師会」「Japan Dental Association」と検索してください。
（日本歯科医師会）
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事業課からのご案内
其の

1

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 ]

November

2日
（水） 第26回常務理事会
6日
（日） 笑顔ヘルCキャンペーン中央イベント

（びぷれす広場）

図画・ポスター、習字コンクールならびに
歯・口の健康啓発標語コンクール表彰式（びぷれす広場）
15日
（火） 第27回常務理事会
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主な行事予定

22日
（火） 第19回理事会
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安心・安全歯科医療推進制度

賞に音楽鑑賞、書店に立ち寄り気になった本を購入。春、夏、冬にも同じことをしているの
ですが、気候をはじめとして秋の風情が落ち着きます。健康診断が終わり検査結果が送られ
てくる頃ですが、健康でなければ人生も楽しめませんので、季節を感じるように自分の体に
（A.K）
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