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委員会報告、郡市会だよりなど会報作成にご協力頂き感謝申し上げます。気軽に読んでもらえるために気まぐれに復活させ
た「グルメハンター２」や会員のリレー投稿を始めました。知らない一面を発見して頂けるかもしれません。
広報の立場から、熊本地震に際しては、県民の皆様やメディアに対し、会の活動を広くアピールするためにマスコミとのつな

がりも重要であることを再認識させられました。それを広く浸透し周知させるために、県民の皆様と歯科医師会の橋渡しを
担っていると思います。２年間ありがとうございました。 （T．K）

４期、８年間お世話になった広報委員会。とうとうお別れの時がやってきました。記憶を辿っても何故私が広報委員になっ
たのかどうしても思い出せません。最初は嫌 だ々ったはずですが、優しい歴代の理事と委員の方々のおかげで楽しい思い出ば
かり心に残っています。校正、取材、写真撮影、その他諸 、々忙しいですがやりがいがある仕事でした。またいつか戻ってくるか
も？とりあえず次期の委員会旅行には参加したいなあ。よろしくお願いいたします！ （I．K）

２年の任期中に熊本地震が起こり、会報でも震災関連の記事が多くなりました。記事をとおして、執行部をはじめ会員各位
の震災への対応や活動を知り、ほんとに頭の下がる思いでした。今後は復興に向け、本会並びに熊本全体が元気になり、明る
い記事が多くなる事を願っております。２年間会報を手に取って頂きありがとうございました。 （N．Y）

大学の先輩T理事の指名を受け１期目の広報委員会でしたが、カジノ大好きI委員長、ビール大好きN副委員長のお二人に
甘えてしまった感があります。次期も指名を受ければ、許される範囲で面白く、会員の皆様に読んでいただける会報となります
よう微力ながら頑張りたいと思います。 （A．K）

広報委員に声をかけていただいたが、不器用なカメラさばきに、超未熟な文才、こんな私に務まるのか…と思っているうちに、
皆様にご迷惑かけながらあっという間の２年間でした。
熊本地震や様 な々イベントなど貴重な体験をしました。次期があるならばもう少しお役に立てるよう頑張ります。 （T．M）

広報委員会に入って１期が終わりました。あまりお役に立てることもなく…成長もなく…時だけが過ぎてしまいました。ただ周
りに助けてもらいながら、委員会の仕事は、楽しくできたんではないかと思います。
とりあえず、もう１期！あれば、周りに迷惑かけてみようかなと考えてます…（笑） （Y．T）

高校時代、国語の偏差値は40台だった私。そんな国語力の無い私が、今は広報委員で他の人の文章をチェックしている。
学生時代、恋愛経験が増えていく中で写真で記録を残さなくなった私。今は子供もいるので写真を撮るが、配偶者からは

『センスが無い』とダメ出しを食らう。そんな私が広報で写真を撮る。
迷惑かけてないか心配だが、温かく優しく接してくださる委員のメンバーには感謝している。来期も継続させてもらえるなら

ば、頑張りたいと思う。 （O．H）

編集者のつぶやき
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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 ―

表紙に寄せて

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。

　熊本県歯科医師会は明治40年６月に小泉会長
のもとに会員14人で誕生いたしました。創立
110周年記念式典において式辞を述べる浦田会
長です。

（Ｔ・Ｋ）
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熊本県歯科医師会創立110周年おめでとうございます｡ 110年前の先輩方が､ 今の歯科界を

どのように想像されていたか今では､ 知るよしもありません｡ 現在の私達も100年後の歯科

界がどのようになっているか想像するのは､ なかなか難しいことです｡

もう皆様御存知の2025年問題です｡ いわゆる団塊の世代が､ 75才以上になり人口の約25％

の3000万人が高齢者となります｡ 今から８年後の事です｡ そして､ 33年後の2050年には､ 日

本の人口が25％減少し9000万人台になると予想されています｡ さらに50年後つまり今から83

年後には日本の人口は6500万人台となり､ 現在の半分になると言われています｡ 熊本県歯科

医師会創立193年です｡ この人口は､ おおよそ100年前の明治時代後期と同じ位ですが､ 人口

の構成がまったく当時と異なり生産人口が､ 50％以下だそうです｡

いやな話ばかり書いてしまい誠に申し訳ないのですが､ 日本の国民皆保険制度を皆で良く

考える必要があります｡

特にちっとも上昇した実感のない歯科の保険点数について50年後､ 83年後は､ ちと無理が

あるので､ 10年から20年のスパンで考えてみましょう｡ 医科は､ 老人が増加すれば病気も増

え入院や介護施設に入所するので､ 影響は歯科程ではないと思われます｡ 歯科の場合､ 総義

歯を装着してしまったら､ 月一回の歯科口腔リハビリテーション科の算定だけ､ 後は再診の

みという残念な点数配分など､ もっと強く意見を言うべきですし､ 総義歯にならないように､

少しでも歯を残す治療や予防が､ もっと評価されるべきだと主張するべきです｡ それでも､

急激に点数がアップすることは､ まず無理です｡

ここで一つ提案があります｡ 義歯の調整に関しては､ 訪問診療として一番始めやすくとっ

つきやすい治療分野なので訪問診療に皆さんもっと出かけて行き､ 訪問診療の実績を増加さ

せ､ その必要性をアピールしましょう｡ これは､ 厚労省の方針に合っていますから一番主張

が通りやすい分野です｡

本会が推し進めている病診連携も､ 訪問歯科器材の購入費の半額補助も､ ここにつながっ

て来ます｡

本会が頑張って､ 日本の中で一番進歩的に行っている事業は､ 100年とはいいませんが､

10年～20年後の事を見据えた事業です｡

今後の会員の皆様の本会への増々の御協力をお願いして巻頭言といたします｡
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熊本県歯科医師会は､ 明治40年６月12日に県下の歯科医師14人で創立されたのが始まりで今年

110周年を迎えた｡ 平成29年５月20日(土) ホテル日航熊本において､ 記念講演・記念式典・祝賀

会が､ 日歯・各府県歯科医師会・衆参国会

議員・県議会議員・各医療保健福祉団体､

行政からの来賓や本会会員およそ350人が出

席して盛大に開催された｡ まず､ 記念講演

会では､ ｢なぜ今､ 医科歯科連携が求められ

るのか？その源は幕末にあり｣ と題して､

東京歯科大学短期大学の石井拓男学長の講

演があった｡

その後､ ホテル内の場所を移動して記念式

典が行われ､ 浦田会長が式辞を述べ､ 熊本県

の歯科医療､ 歯科医師会の110年の歴史を振

り返るとともに､ 昨年の震災における本会の

対応､ 各方面に対するお礼､ 感謝を述べられ

た｡ 来賓として､ 柳川日歯副会長､ 蒲島県知

事 (代理)､ 大西熊本市長 (代理)､ 福田県医

師会長､ 野田衆議院議員からの祝辞が述べられた｡ つづいて表彰状贈呈に移り､ 長年にわたり､

歯科医師会発展のためご尽力いただいた会員

各位を､ 担当された各々の分野 (県知事表彰､

県歯会長表彰､ 県歯連盟長表彰､ 国保組合理

事長表彰､ 歯科衛生士専門学院学院長表彰)

の表彰状贈呈があり､ 記念式典は無事終了し

た｡

�����
―熊本県歯科医師会創立110周年行事―

記念講演を行う石井拓男講師

式辞を述べる浦田会長

式典に出席された来賓の方々
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祝賀会では､ まずプロローグとして牛島常

務理事作製による ｢熊本地震支援活動報告｣

のＤＶＤの映像が流され､ 出席者の中には当

時を思い出されたのか､ 涙する方もおられた｡

浦田会長の挨拶のあと､ 園田衆議院議員､ 前

川自民党県連幹事長の祝辞があり､ 金子衆議

院議員の乾杯で高々と杯が上がり祝宴となっ

た｡ 楽しい宴席はあっという間に過ぎ､ 伊藤

学院長の万歳三唱の発声､ 渡辺専務理事より

来賓並びに出席者にお礼を述べ､ 閉宴となっ

た｡

県知事表彰を受ける神山会員

会員表彰を受ける杉尾会員

万歳三唱する伊藤学院長

あちらこちらで楽しい宴席となった

(広報 竹下 憲治)

祝賀会の初めに熊本地震支援活動報告のDVDを放映
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―第24回理事会―

����������
６. 報告事項：
１. 退会会員�故 前野 昭 会員 (終身／山鹿市)

102歳 ３月19日ご逝去�産山村歯科診療所 (第４種会員／阿蘇

郡市) ３月31日付 閉院のため�町田 李菜 (第３種会員／熊大歯科口

腔外科) ３月31日付 県外への転勤の

ため�藤� 順一 会員 (第３種会員／人吉医

療センター) ３月31日付 県外への転

勤のため�故 野村 雄幸 会員 (終身／熊本市)

85歳 ４月４日ご逝去

２. 第18回 (平成28年度) くまもと歯の健

康文化賞受賞者

受賞者が３月23日に開催した委員会で

決定した｡ ６月４日に開催される ｢歯の

祭典｣ にて表彰を行う｡

(団体の部) 県高等学校保健会人吉球磨

地区養護教諭部会､ (個人の部) 秋山 喬

３. 新役員就任までのスケジュール及び業

務概要

本会､ 学院､ ケイ・デー・エム・ユー

の新役員就任までのスケジュール及び業

務概要について報告がなされた｡

４. 平成28年度後期高齢者歯科口腔健康診

査事業・生活歯援プログラム実施結果

実施状況・内容・結果について報告が

なされた｡

１. 開会：小島副会長
２. 挨拶：浦田会長

我々の残る任期は､ ６月の定時代議員会ま
での僅かな期間となります｡ それまでは､ 会
務に一層邁進し､ 次期執行部に引き継いでい
く所存ですので､ 役員の皆様も気を引き締め
て担当業務を遂行してください｡
任期中最後の大きな会務のひとつは､ 本会
創立110周年記念式典です｡ 110周年という節
目を祝うと共に､ 昨年の震災でお世話になっ
た方々への感謝と御礼のための記念式典でも
ありますので､ おもてなしの心で､ 全ての来
場者の方へ温かい気持ちで対応をよろしくお
願い申し上げます｡ 早いもので､ 現執行部も
約２年間の任期の終わりを迎えようとしてい
ます｡ その間に大きな震災への対応も経験し､
固い絆で結ばれた執行部であったと感じてお
ります｡ 皆様には､ 担当業務へのこれまでの
ご尽力に深く御礼申し上げます｡ 本日も慎重
審議をよろしくお願いいたします｡

３. 議長選出：浦田会長
４. 議事録署名人：久々山監事､ 西野監事､

浦田会長

５. 平成28・29年度会務報告：
(自：３月17日～至：４月23日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ 臨時代議員

会､ 警察歯科医会全国大会準備委

員会､ グループ補助金説明会

学 術：県歯科医学大会

学校歯科：各郡市学校歯科担当者会議

医療対策：医療相談・苦情事例報告

センター・介護：摂食・嚥下リハビリテーショ

ン研修会

学 院：入学式

以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

４月26日(水) 午後７時より県歯会館にお
いて､ 浦田会長他全役員､ 伊藤学院長の出席
のもと開催された｡
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５. 熊本県地震検証報告書
３月末より県ホームページに掲載され
ている｡ 県に働きかけて歯科の記載を盛
り込んでもらった｡
６. 熊本地震災害義援金・見舞金の受付状況

３月14日現在､ 本会へ寄せられた義援
金等 (総額：138,914,823円) の内訳につ
いて報告がなされた｡
７. 熊本地震における医療従事者派遣に係
る災害救助費負担金
４月14日に熊本県より31,245,063円が
入金された｡
８. 会計３月末現況
９. その他�保険医療機関指定の取消及び保険医登
録の取消事例
大分県の歯科医療機関の事例につい

て報告がなされた｡
７. 連絡事項：
１. ５月行事予定
８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]
佐藤 邦彦 (第１種／熊本市)､ 北 夕貴
子 (第１種／熊本市)､ 西山 正之 (第１
種／下益城郡)､ 有永 小百合 (第２種／
天草郡市)､ 匠原 健 (第３種)､ 山本 祐
香理 (第３種)の計６人の入会を承認した｡
２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼 [承認]�“社会を明るくする運動”県推進委員
会委員／県保護観察所
浦田 健二 会長 任期：平成29年４
月１日～平成30年３月31日�県防災会議委員／県知事公室危機管理
防災課
浦田 健二 会長 任期：平成29年４
月１日～平成31年３月31日�県高等学校保健会理事／県高等学校保
健会
宮坂 圭太 副会長 任期：平成29年
４月１日～平成31年３月31日�県医療安全推進協議会委員／県医療政
策課
渡辺 賢治 専務理事 任期：平成29
年４月１日～平成31年３月31日�民事調停委員／熊本地方裁判所
前野 正春 会員 任期：平成29年４
月１日～平成31年３月31日

３. 県歯会創立110周年記念表彰者及び通
知文書 [承認]
県知事表彰者が確定し､ 県知事表彰・
会員表彰対象者に通知文書を送付したこ
とが事後承認された｡
４. 県肢体不自由児協会 ｢あゆみ｣ 第53号
への広告掲載 [承認]
提出のあった２案のうち､ １つを採用
することを承認した｡

９. 議題：
１. 平成29年度定時代議員会の報告・議事
及びスケジュール [承認]
原案のとおり承認した｡

２. 平成29年度第１回臨時代議員会の日程・
報告・議事及びスケジュール [承認]
原案のとおり承認した｡

３. 保存期間を経過した文書の破棄 [承認]
原案のとおり承認した｡

４. 患者さんへの説明・同意のあり方 [承
認]
顧問弁護士からの提案内容について検
討を行うため､ 医療対策､ 学術､ 厚生・
医療管理､ 社会保険から選出したメンバー
でプロジェクトチームを結成し､ 検討す
るよう次期執行部へ引き継ぐこととした｡
５. 熊本県からの災害救助費負担金の精算
[承認]
本会分､ 九地連､ 県歯科衛生士会への
分配について了承した｡ 九地連､ 県歯科
衛生士会には早急に支払うこととする｡
なお､ 支払先不明分については再度確認
することとした｡
６. 熊本県のがん対策に関する意見 [承認]

締切の関係で牛島常務理事が先に回答
した提案内容について事後承認された｡
今後､ 意見等があれば､ 牛島常務理事又
は事務局に連絡することとした｡
７. 日本口腔衛生学会からのアンケート調
査及び回答 [承認]
締切の関係で田上・牛島常務理事が先
に回答を作成し提出したことが事後承認
された｡ なお､ 日本口腔衛生学会から本
会へ調査協力費が支払われた｡
８. 県保険医協会との共同医科歯科連携シ
ンポジウムの開催 [承認]
シンポジウムを開催する方向で今後検
討することが承認された｡ なお､ 開催日
は再度検討することとした｡
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９. あさぎり町との熊本型早産予防対策事
業業務委託契約 [承認]
契約の締結を承認した｡

10. ダイレクトＦＡＸに対する注意喚起 [承認]
原案を一部修正し､ ５月の全会員発送
時に同封することを承認した｡
11. 平成29年度日本体育協会公認スポーツ
デンティスト養成講習会受講者の推薦
[承認]
推薦順位を決定し､ 日歯へ推薦するこ
ととした｡

10. 協議事項：
11. 監事講評：
西野監事より､ 熊本地震における医療従
事者派遣に係る災害救助費負担金と日本口
腔衛生学会からのアンケート調査協力費の
獲得､ 全国に誇れる医科歯科連携事業を展
開していることに対して労いの言葉があっ
た｡
12. 閉会：中嶋副会長

(広報 竹下 憲治)

平成29年度第１回臨時代議員会のお知らせ

下記の通り平成29年度第１回臨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：平成29年７月15日(土) 午後４時～
会場：熊本県歯科医師会館 ４階ホール

[報 告]
役員紹介
[議 事]
第１号議案 裁定審議委員会委員の委嘱に関する件
第２号議案 選挙管理委員会委員､ 同予備委員の委嘱に関する件
[協 議]
１ 時局対策
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､ 会議場後方に席を用
意してありますので､ ご来場ください｡

平成29年度定時代議員会のお知らせ

下記の通り平成29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：平成29年６月17日(土) 午後２時～
会場：熊本県歯科医師会館 ４階ホール

[議 事]
第１号議案 平成28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
第２号議案 理事の選任に関する件
第３号議案 監事の選任に関する件
第４号議案 日歯代議員及び日歯予備代議員の選任に関する件
[協 議]
１ 時局対策
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､ 会議場後方に席を用意
してありますので､ ご来場ください｡
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熊本地震から１年が過ぎた４月15日(土)

に熊本地震復興祈念座談会が開催された｡ 南

阿蘇地区の歯科支援活動に携わった日歯災害

歯科コーディネーターの中久木康一氏､ 福岡

県・大分県・宮崎県の歯科医師会および歯科

衛生士会､ 福岡歯科大学・九州大学歯学部・

九州歯科大学の関係者に加えて､ 地元の歯科

医師や歯科衛生士の総勢24名が歯科支援チー

ムの宿舎となった村田屋旅館 (高森町) に集

合し､ 熱心な討論が展開された｡ 座談会の内

容は下記の通りである｡

１. 報告会

１) ｢熊本地震から１年の歩み｣

(現地コーディネーター 田上)

発災直後から災害対策本部会議に出席

し､ 県外からの歯科支援チームに対する

受援環境整備を行い､ 支援撤退後は地元

資源による仮設住宅・介護施設等への歯

科支援活動を継続した｡

２) ｢論点の整理､ 確認｣

(日歯災害歯科コーディネーター 中久木)

３) 県外支援チーム各班活動のまとめ

第１班｢初動｣のために考えたこと(太田)

①被災者全員のアセスメント､ ②要援護

者対策・感染症対策､ ③誰でもできる仕

組み作り

第２班｢連携｣のために考えたこと(和田)

①口腔ケアを主体とした慢性期の活動､

②JRATなど多職種および地元との連携

強化

第３班 ｢連携と引継ぎ｣ のために考えた

こと (西山)

①宮崎JRATとの協働､ ② ｢歯科支援継

続評価管理表｣ を考案し､ 継続的管理が必要

な方を抽出､ ③地元資源 (施設職員を含

む) への口腔ケア・摂食嚥下訓練研修

第４班 ｢引継ぎ｣ のために考えたこと

(山口)

①各種歯科支援活動の最終確認､ ②支援

撤収後の地元資源による仮設住宅等への

継続的歯科支援活動の準備

２. 座談会 (司会進行：中久木)

南阿蘇地区での歯科医療支援全体を通し

て振り返り､ 次の災害に向けた課題と提言

について出席者全員がそれぞれの立場で意

見を述べ合い､ ｢初動｣ ｢連携｣ ｢引継ぎ｣

の課題ごとに様々な意見交換を経て､ 今後

の災害時の口腔ケアマニュアル作成や平時

の地域包括ケアにおける口腔ケア体制の確

立を目指す必要があることを確認した｡

座談会終了後そのまま懇親会となり､ １年

間の歯科支援活動を振り返りつつ､ 一応お開

きとなったのは午前０時であった｡

翌日は南阿蘇中学校体育館で追悼式典が開

催され､ 宿泊者の多くが参列した｡ 私はこの

式典には参加せず､ 宮崎県高千穂町にある五

か所高原の三秀台に向かった｡ この三秀台か

らは ｢祖母山｣ ｢久住山｣ ｢阿蘇山｣ を一望出

来､ 祖母山には宮崎県の支援を､ 久住山には

大分県とその遥か先の福岡県の支援を重ね合

わせた｡ ３県３大学のこれまでの支援に感謝

しつつ､ 桜満開の中､ 祖母山と久住山を背に

受ける格好で阿蘇山に対して黙祷した｡

(南阿蘇地区コーディネーター 田上 大輔)

熊熊熊熊熊熊熊熊本本本本本本本本地地地地地地地地震震震震震震震震報報報報報報報報告告告告告告告告

１年間の歯科支援活動を振り返る

―熊本地震復興祈念座談会 IN南阿蘇2017 ―

１列目：地元の歯科医師＆歯科衛生士
２列目以降：県外支援チームの皆さん
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羽大学歯学部を卒業後､ 原宿デンタルオフィ

ス・山崎長郎氏に師事し､ さらに渡米しDr.

Raymond Kim氏に師事しながら南カルフォ

ルニア大学にて卒後研修されるなど歯科臨床

に対して真摯に多くの研鑽を積まれてきたこ

とを紹介された後､ 講演の開始となった｡

����������
―災害時における障がい児 (者) への歯科支援活動研修会―

４月２日(日) 午後３時より県歯会館にお

いて､ ｢災害時における障がい児 (者) への

歯科支援活動｣ という演題で､ 石巻市雄勝歯

科診療所の河瀬聡一朗所長による講演会が開

催された｡

まず､ 東日本大震災後の歯科の役割として､

歯科支援活動に加えて､ 警察庁からの依頼で

ご遺体の身元確認という重大な任務があった

との報告がなされた｡

歯科支援活動は単なる歯科応急処置だけで

なく､ 口腔ケア活動､ 食についての支援等､

多岐に渡るものであった｡ 口腔ケア活動を行

うに際し､ 断水が続く中で飲み水の確保がやっ

とという環境下における活動の難しさや､ 現

場に向かう道路の寸断､ 各避難所の情報収集

の困難さや重要性､ 食についての支援では､

配給される食事形態が合わずに栄養不良に陥

る方の存在等､ まさに我々が先の熊本地震被

災後に直面した問題と共通の問題点の数々が

紹介された｡

次に､ 障がい児 (者) への支援においては､

一般の避難所に障がい児 (者) がおらず､ 施

設の情報を行政に求めたにもかかわらず､ 行

政が施設の情報を把握していなかったとの問

題点が挙げられた｡ これらの反省点を踏まえ､

①市町村で社会的弱者の情報把握をしておく

②福祉避難所の充実の必要性③平常時から関

係機関の横のつながりをもっておく④障がい

児 (者) についての知識を深める教育をして

おく等､ 日頃から災害時を意識した準備をし

ておく必要性があることが述べられた｡

最後に参加者と講師間で､ 実際に被災した

者でなければ感じ取ることができない問題点

が議論され､ 非常に有用な講演会となった｡

(センター・介護 太田 宜彦)

�������

��
４月23日(日) 午前10時より県歯会館にお

いて第21回熊本県歯科医学大会を開催された｡

講師に鳥取県米子市にて開業の今井俊広氏を

お招きした｡ 『咬合補綴治療の臨床』 と題し

て行なわれた講演は､ 140人を超える熱心な

参加者のもと盛会に執り行われた｡ 講師は奥

����������
―第21回熊本県歯科医学大会―
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����午前の部では､ 咬合を安定させるための治

療概論を説明された｡ 歯､ 咀嚼筋､ 顎関節顆

頭は連動して働いている｡ その中で､ 顎口腔

系が長期的安定を保つための咬合治療の指標

は､ ①顎関節において顆頭の安定した下顎位

(CR)､ ②アンテリアガイダンスの確立､ ③

適正な咬合高径でのバーティカルストップの

確立という大きく３つの指標を守ることが重

要であるとのことであった｡ 具体的には､ 咬

合で早期接触などがあると､ 関節円板が前方

へ転位､ 顆頭が後方へ偏位すると咀嚼筋肉の

不調和が起こり咬筋や咀嚼筋に痛みが出やす

くなる｡ アクアライザーなどで適切な顎位を

模索し対処する場合が多い｡ 顎関節でのポイ

ントとなるのは､ 生理的顆頭安定位 (CR)

で下顎頭後方に空間があることである｡ この

空間がなければ､ 下顎頭に関節円板が乗らず

に痛みが生じやすい｡ 特に､ 全顎的に治療を

行う場合は､ 最終補綴物を装着する前のプロ

ビジョナルの段階で顎関節のレントゲンを撮

影し､ 下顎頭後方にスペースができているこ

とを確認することが重要だと説明された｡ 今

井講師は適切な咬合高径を決定する際は､ 患

者の昔の笑顔の写真を見て顔貌や上顎前歯の

露出具合などを参考に判断することも重要で

あることを講演の中で示唆されていた｡

アンテリアガイダンスや臼歯部順次離開咬

合を付与する理由は､ 前方運動時や側方運動

時に臼歯部を離開させるためである｡ ストレ

スが多い現代の生活では､ ブラキシズムも多

くなり､ それにより歯根破折するケースが増

えている｡ ガイドする歯に大臼歯が加わると､

咀嚼筋疲労を起こしやすくなる｡ 故に､ ガイ

ドする歯は犬歯単独､ もしくは多くても第二

小臼歯までに留めておくことが重要である｡

臼歯部に適正な咬合力が加わると歯槽骨が

活性化し改善方向へのリモデリングが起こる｡

欠損部顎堤のレントゲン所見では骨質が粗の

状態であったものが､ インプラントを埋入し

適切な咬合力を与えるとことで骨質が密に変

化していたことを事例として挙げられた｡

午後の部では､ 閉鎖性無呼吸症候群による

身体の影響についての講話をされた｡ 睡眠１

時間あたりの無呼吸の回数が20を超えると､

その患者の５年生存率が87％､ ８年生存率が

63％まで低下することには非常に驚かされた｡

睡眠時無呼吸症候群 (OSAS) の治療法には

CPAPや口腔内装置 (OA) などがあり､ 咬

合高径が低下すると下顎骨体が後方転位し､

口腔内容量が減少する｡ それがさらにOSAS

の重篤化を引き起こすため､ 適切な咬合高径

を維持し口腔内容量を減少させないことも治

療計画を歯科医療の側面から立案する上で重

要となる｡

午前・午後合わせて､ 約５時間にわたり講

演が行われたが､ 実に短く感じられた｡ 講演

の途中､ 当日熊本県下で行われた熊本地震の

復興フェスタの催しと時間が重なり､ 熊本城

上空をブルーインパルスが飛び､ ジェット音

が会場にも聞こえたため講師がブレークタイ

ムを取られ､ 講師と聴講者ともども青空に描

かれた美しい桜やハートマークを堪能するこ

とができた｡

講演の最後まで多くの会員やスタッフが熱

心に聴講し､ 講演終了後も講師への質問が多

く寄せられ､ このテーマへの関心の高さが推

察された｡

(学術 壽永 旭博)
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熊本市 金本 良久

２つ目は卒業後保存科に残った流れで出場

していた福岡県教職員バドミントン選手権

(Ｃ級優勝して進級後の) Ｂ級シングルス決

勝戦｡ この階級は技術力では敵わないので体

力勝負で挑む作戦です｡ １セット目は得意な

ショットは温存しつつ､ ひたすらラリーを続

けることに専念し､ たっぷり時間をかけて失

う…計画通りの流れです｡ ２セット目はやや

お疲れ気味の相手を観察しつつ､ やはりラリー

を続けながら要所で得意な必殺ショットを放

ち､ ここは取って１－１のフルセットへ｡ も

うめちゃめちゃこちらの流れです｡ ３セット

目はヘトヘトの相手に対してこちらはギア全

開で猛攻撃…圧勝でとても気持ちの良い？試

合となりました｡ でも家内はせこいっ人間が

小さいって言います｡ (ちなみにA級はとん

でもないレベルですので出場したのはこの時

まで｡) (写真２)

小さい頃から作文が大の苦手…でも書いて

みました｡ おもしろくないのはご容赦ください｡

私の１番の趣味はバドミントン｡ 始めたの

は大学に入ってからで､ 19才の頃から53才の

今に至るまで､ 私の生命エネルギーの源となっ

ております｡ 私の１週間は火曜日のバドミン

トン練習日を中心にまわります｡ 私の持って

いる礼節､ 忍耐力､ 精神力は､ バドミントン

を通して培われたものです｡ そしてダブルス

は苦手､ シングルスが好きで､ バドミントン

歴中､ 特に印象深く心に残っている２試合が

あります｡

１つ目は６年生最後のオールデンタル｡ 上

位進出を狙い意気込んで臨んだ個人戦シング

ルス､ 初戦となる２回戦の相手はなんと１年

生のスーパールーキー (高校経験者) でした｡

鋭いスピードと巧みな技術に戸惑い翻弄され

１セット目を失いましたが､ 絶対負ける訳に

はいかないと２セット目は必死にシャトルに

食らいつき接戦に持ち込むと､ なんと奇跡的

にこのセットを奪うことができフルセットへ｡

しかしながらドタバタの粘りが通用したのは

ここまで…結局１－２で敗戦｡ 最後のオール

デンタル個人戦シングルスは１勝も挙げられ

ず終わりました｡ ただこの相手､ 決勝で敗れ

準優勝するまでに落としたセットは自分に対

するこれのみ｡ このことが学生時代の中で一

番の勲章？であります｡ ○海大学の○君､ 貴

重な１セットをくれてありがとう！ (写真１)

写真２：自分にとって一番のタイトル
写真１：６年の時オールデンタルにて｡ 相手を威嚇して

いる訳ではありません｡ 気合を入れてる場面です｡
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るから､ 半分近く
はいつも早歩き｡
これがつらいのな
んの…歩いても歩
いてもなかなかゴー
ルに近づかず遠い
まんまで､ ６時間
は長～くて地獄で
す｡ 家内は､ 普通
の人はこんだけダ
メならとっくにあ
きらめてるけん…
いいかげんにせん
とって言います｡
でも次こそは全部走ってゴール…４時間完走
を目指します｡ あきらめないことが肝要です｡
そしてバドミントンもまだまだ強くなりたい｡
孫が１才になりました｡ 孫が大きくなっても
バドミントン大会､ マラソン大会で雄姿？を
見せることができるよう､ 今後も日々精進し
ていきます｡ 家内は仕事をちゃんとしてって
言います｡ でも仕事を頑張るためにバドミン
トンが必要なのです｡ バドミントンが中心で
す！

次は､ 気は優しくて力持ち､ 栗原健一会員
にお願いします｡

福岡にいる時は毎日のようにバドミントン
を練習していましたが､ 熊本に帰ってからは
練習日はほぼ週に１回限り｡ そんなこんなで
体力維持のため走ることが前より多くなり､
モチベーションを上げるために各地のマラソ
ン大会に出るようになりました｡ 直近半年の
活動成績は以下のような感じです｡
Ｈ28年11月 福岡フル～６時間くらい (つら

かった)
12月 宮崎青島フル～６時間くらい

(つらかった)
Ｈ29年１月 合志市３㎞40才以上の部～４位

(惜しくも…)
宮崎３㎞50代の部～３位 (すべ
りこみで表彰台へ)

２月 バドミントン大会Ｃクラス～２
位 (優勝へあと２点でした)
熊本城フル～６時間半くらい
(まじリタイアかもの大ピンチ)

３月 福岡３㎞50代の部～１位 (歴代
３個目の金メダル)

４月 宮崎２㎞一般の部～２位 (写真
３)

見ての通り得意不得意が明確です｡ フルマ
ラソンは15回参加して１度も全部走ってゴー
ルしたことがないという快挙？必ず足がつっ
て走れなくなり…また走ろうとすると足がつ

写真３：総合４位だったのですが､
１・３位が高校生だった
ので､ 運良く部門別で
銀メダル｡

�����郡市会報告

球磨郡歯科医師会

―総会―

�����������
４月18日(火) 午後７時より､ 錦町の割烹ふ

じにて開催された｡ 開始前にあさぎり町保健師

による妊婦健診の説明の後､ 塚本会長挨拶｡ 高

野理事より会計報告が詳細に伝えられ､ 中原監

査より監査結果報告の後､ 28年度会計が承認さ

れた｡ その他､ むし歯予防デーに関する広告の

件など報告があったが､ 小規模で高齢化の進む

会の為､ 次期執行部の人選や今後の会の在り方

など､ 目の前の料理が気になりつつも白熱した

討論が行われた｡

(山村 礼二) 28年度会計が承認された
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４月15日(土) 午後３時より肥後銀行天草支

店ホールにて新年度の通常総会が行われた｡

まずは熊本地震から早や１年が経ったという

事で､ 被災者の方々に対する黙祷から始まった｡

昨年の総会ではまさに本震の後で､ 総会中にも

数回余震があった記憶が蘇った｡

28年度の会務､ 学術､ 予算報告等が行われた､

今年は新たに２人が本会会員となり､ また山本

会長の御子息も親子会員となり､ 若い力で本会

がさらに活性化されていくと思われた｡ 来賓と

して県歯の浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理

事にもお越しいただき､ お言葉を頂いた｡

総会後､ 恒例の ｢とらや｣ にて懇親会を行っ

た｡ 昨年は地震の為､ 中止になった分､ ２年ぶ

りに新鮮な海鮮料理を美味しく頂き､ お酒も大

いに進み､ 楽しい時間となった｡ その後､ 会員

御用達の２次会場に場所を移し､ 遅くまで盛り

上がった｡

昨年は地震という大変悲しい出来事があった

が､ 気持ちを新たにまた１年間頑張って行きたい｡

(松原 崇士)

天草郡市歯科医師会 �������
―総会―

３人の新入会員を迎えて� � �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

野村 雄幸 先生
平成29年４月４日 ご逝去 85歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和41年２月18日
吉� 久幸 先生
平成29年４月20日 ご逝去 86歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和39年６月12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｡

第第１１種種会会員員
北 夕貴子
(キタ ユキコ)

熊本市南区江越2-20-28

北歯科医院

①姪っ子の成長と熊本の復興｡
②患者さんファーストの歯科診療｡
③アットホームで話しやすい雰囲気づくりを心
がけています｡
④公私ともに充実させることができるように頑
張っていきたいと思います｡ ご指導ご鞭撻の
ほど､ よろしくお願い申し上げます｡

有永 小百合
(アリナガ サユリ)

天草市東浜町13-16

中嶋歯科医院

①小児歯科に関心があります｡
②治療はもとより､ 予防歯科に重点をおき､ 悪
くなってから治療するのではなく､ 悪くなら
ない様に予防して､ 患者さんの健康管理に役
に立つ診療が出来ればと思っています｡
③特別なことはやっていませんが､ 患者さんに､
よりわかりやすく治療の内容を説明する様に
心がけています｡
④患者さんが食事や会話を心おきなく楽しめる
様､ 少しでもお手伝いできるように､ 日々勉
強していきたいと思います｡

佐藤 邦彦
(サトウ クニヒコ)

熊本市中央区上通町7-10
上通パレス草人木２Ｆ

佐藤歯科クリニック

①今後の日本人の人口動態と少子化対策｡
②患者さんのあるゆる希望に答える｡
③顕微鏡｡
④自分の医院に来て下さった方が少しでもその
方の人生においてプラスになったなと思って
いただけるような医院､ 人間になること｡

西山 正之
(ニシヤマ マサユキ)

宇城市小川町江頭120

西山歯科医院

①訪問診療｡
②人に寄り添える歯科医療｡
③スタッフの笑顔｡
④まだ多々勉強不足の所があります｡ 御指導の
程宜しくお願い致します｡

第第２２種種会会員員

匠原 健
(ショウハラ ケン)

熊本市中央区子飼本町4-14

伊東歯科口腔病院

山本 祐香理
(ヤマモト ユカリ)

天草市東浜町13-16

中嶋歯科医院

第第３３種種会会員員
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会 務 報 告 自 平成29年３月17日
至 平成29年４月23日

所管 日付 摘要 出務者

総 務

３月20日 熊本地震報告座談会
宮坂副会長､ 渡辺専務理事､ 田上・
牛島常務理事､ 竹下理事

22日

第６回熊本地震見舞金・義援金給付検討臨時委員会
小島副会長､ 久々山・西野監事､ 渡
辺専務理事､ 八木常務理事

第３回熊本地震に係る県災害医療提供体制検討委員会 (県庁) 牛島常務理事

第23回理事会
【承認事項】
(１) 名義後援使用依頼 (２) 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
(３) 事務局人事 ほか
【議 題】
(１) 平成28年度臨時代議員会事前質問に対する回答
(２) 院内感染対策Ｑ＆Ａの会員への周知
(３) 平成29年度定期健康診断等の実施企画 ほか

浦田会長他牛島常務理事､ 大林理事
を除く全役員､ 伊藤学院長

23日
くまもと歯の健康文化賞委員会
(１) 平成29年度候補者審査

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事､ 田上常務理事

熊本市歯会通常総会 浦田会長
24日 県救急医療連絡協議会 (テルウェル熊本ビル) 牛島常務理事

25日
臨時代議員会
[議 事] 第１号～第４号議案
[協 議] (１) 時局対策

宮本議長､ 玉置副議長他48議員､ 浦
田会長他井上理事を除く全役員､ 伊
藤学院長

28日

九州地方社会保険医療協議会熊本部会 (熊本市国際交流会館) 中嶋副会長
第１回警察歯科医会全国大会準備委員会
(１) 正副委員長の互選 (２) 全国大会熊本開催の経過
(３) 開催までのスケジュール ほか

浦田会長､ 小島副会長､ 伊藤学院長､
渡辺専務理事､ 田上・八木・牛島常
務理事他３名

４月１日
月次監査
２月末会計現況監査

久々山・西野監事

２日

グループ補助金説明会
(１) 交付申請書類の現況 (２) 事業実績報告書の提出方法
受講者：72名

八木常務理事､ 宮井理事

災害時における障がい児 (者) への歯科支援活動研修会
講師：石巻市立雄勝診療所 河瀬聡一朗所長
受講者：32名

宮坂副会長､ 松本理事､ 平井委員長
他４名

４日

くま歯キャラバン隊 (天草郡市) (天草プラザホテル)
(１) 正確なレセプト請求のポイント (２) 個別指導対策のポイント
受講者：35名

中嶋副会長

県歯会・県保険医協会共催シンポジウムに関する打合せ会議 (県保険医協会) 牛島常務理事

５日
第42回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 平成29年度定時代議員会の報告・議事
(３) 平成29年度定時代議員会までのスケジュール ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

６日
グループ補助金説明会
(１) 交付申請書類の現況 (２) 事業実績報告書の提出方法
受講者：67名

小島副会長､ 八木常務理事､ 宮井理
事

７日 110周年記念事業準備委員会
渡辺専務理事､ 八木常務理事､ 竹下・
宮井・井上・宇治理事､ 有田連盟副
理事､ 瀬井国保理事長､ 林副学院長

８日 九州大学歯学部同窓会熊本県支部総会・親睦会 (熊本市) 浦田会長

10日 110周年記念事業に伴うホテル日航との打合せ (ホテル日航熊本)
渡辺専務理事､ 八木常務理事､ 竹下・
井上・宮井・宇治理事

12日 第786回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長
13日 理事候補者届出用紙配布開始

14日
熊本地震犠牲者追悼式 (県庁) 浦田会長
地域医療介護総合確保基金に係る厚労省ヒアリング事前打合せ (県庁) 宮坂副会長

15日
天草郡市歯会総会 (肥後銀行天草支店ホール)

浦田会長､ 小島副会長､ 渡辺専務理
事

日本大学歯学部同窓会熊本支部懇親会 (アークホテル) 宮坂副会長
第６回九州歯科医師剣道稽古会・懇親会 (熊本市) 竹下理事

17日 平成29年度地域医療介護総合確保基金に係る厚労省ヒアリング (厚生労働省) 宮坂副会長

18日
第２回警察歯科医会全国大会準備委員会
(１) 助成金の申請 (２) 大会テーマ (３) 大会プログラム ほか

小島委員長､ 上田副委員長他８委員

19日

県防災会議・県石油コンビナート等防災本部及び県水防協議会合同会議 (県庁) 澤田事務局長
災害支援活動に対する費用弁償検討会 渡辺専務理事､ 八木・牛島常務理事
第43回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 平成29年度第１回臨時代議員会の日程・報告・議事
(３) 平成29年度第１回臨時代議員会までのスケジュール ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

20日

日本歯科新聞社取材 浦田会長
熊本空港緊急計画連絡協議会 (熊本空港事務所) 牛島常務理事
熊本民事調停協会定期総会・懇親会 (熊本地方裁判所､ KKRホテル熊本) 前野会員
グループ補助金交付申請説明会
受講者：25名

小島副会長､ 宮井理事

21日 理事候補者届出用紙配布終了

22日
月次監査
(１) ３月末会計現況監査

久々山・西野監事

23日 九州各県次期会長候補者事前打合会 (福岡県歯会館) 浦田会長
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所管 日付 摘要 出務者

学 術

４月14日

Ｈ29年度日歯生涯研修セミナーDVD版収録 (日歯会館) 牛島常務理事
学術委員会
(１) ４／23熊本県歯科医学大会 (２) 110周年記念講演会
(３) メーカータイアップ講演会 ほか

井上理事､ 堀川委員長他全委員

23日

第21回熊本県歯科医学大会
演 題：咬合補綴治療の臨床
講 師：今井歯科クリニック (鳥取県) 今井俊広 院長
受講者：141名

浦田会長､ 牛島常務理事､ 井上理事､
堀川委員長他５委員

社会保険

３月25日
社会保険委員会
(１) 会員向け発行物 (２) 指導立会者､ 個別相談対応 (３) 個別対策社保説明会 ほか

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他全委員

４月５日
レセプトチェックセンター (荒尾市)
相談者：１名

田中理事

８日
九州大学歯学部同窓会
熊本県支部社保説明会

田中・椿理事

15日
個別指導対策社会保険説明会
受講者：30名

田中理事､ 清水委員長､ 舩津・伊藤・
今�委員

19日 九州厚生局・県庁との打合せ
浦田会長､ 中嶋副会長､ 田中・椿理
事

22日

社会保険個別相談会
相談者：２名

清水委員長８委員

社会保険委員会
(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

中嶋副会長､ 田中・椿理事､ 清水委
員長他12委員

地域保健

３月17日 くまもと21ヘルスプラン推進委員会及び県地域・職域連携推進協議会 (県庁) 赤尾理事
19日 歯科衛生士リカバリー研修会での生活歯援プログラム説明 二宮委員長

21日
生活歯援プログラム打合せ
(１) 来年度の事業予算及び事業計画 (２) 事業実施における流れ
(３) 事業実施における問題点と解決策 ほか

渡辺専務理事､ 田上常務理事､ 赤尾
理事他２委員

23日
協会けんぽスモールチェンジ・生活歯援プログラム健診 (九州不動産鑑定所)
受講者：11名

歯科衛生士２名

27日
協会けんぽスモールチェンジ・生活歯援プログラム健診 (南九州交通共済協同組合)
受講者：22名

歯科衛生士２名

30日
協会けんぽスモールチェンジ・生活歯援プログラム健診 (社会福祉法人聖母会聖母の丘)
受講者：４名

歯科衛生士１名

４月21日
地域保健委員会
(１) Ｈ29後期高齢者歯科口腔健康診査事業 (２) Ｈ29生活歯援プログラム
(３) 歯の祭典 ほか

赤尾理事､ 二宮委員長他全委員

広 報

３月21日
広報小委員会
(１) 会報４月号第２校校正 (２) 今後の会報作成等日程

竹下理事､ 岩崎委員長他３委員

25日 臨時代議員会取材 永廣副委員長､ 八木委員

４月10日
広報小委員会
(１) 会報５月号編集・第１校校正

岩崎委員長他２委員

18日
広報小委員会
(１) 会報５月号第２校校正 (２) 今後の会報作成等日程

竹下理事､ 岩崎委員長他３委員

学校歯科

３月17日 県学校保健会第２回評議員会 (県薬剤師会館) 浦田会長､ 大林理事
22日 日学歯臨時総会 (日歯会館) 大林理事

23日
むし歯予防全国大会打合せ
(１) 全国大会ポスター (２) ４／３ゲラ刷り40部

大林理事､ 河原委員長

４月12日
各郡市学校歯科担当者会議
(１) 県のフッ化物洗口の実施状況 (２) 圏域別フッ化物洗口実施状況
(３) 圏域別小中学校むし歯処置率 ほか

浦田会長､ 宮坂副会長､ 渡辺専務理
事､ 大林理事､ 河原委員長他全委員

14日 県高等学校保健会評議員会 (熊本工業高校) 宮坂副会長
20日 県PTA共済審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事

医療対策 ４月12日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 平成28年度事例分析 (３) 委員提出協議題

小島副会長､ 岡田委員長他全委員

センター・
介護

３月27日
第６回県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会 (県庁) 小島副会長

センター運営について熊本市健康づくり推進課との打合せ (ウェルパル熊本)
浦田会長､ 渡辺専務理事､ 松岡セン
ター長､ 松本理事

28日 県社会福祉審議会 小島副会長

４月１日
センター・介護委員会
(１) 平成29年度委託事業 (２) 平成29年度開催研修会
(３) 九州各県地域保健担当者会議 ほか

松本理事､ 平井委員長他全委員

９日

摂食・嚥下リハビリテーション研修会
｢口から食べる幸せをサポートする包括的スキル～ＫＴバランスチャートの活用と支援～｣
NPO法人口から食べる幸せを守る会 小山珠美 理事長
受講者：108名

小島・宮坂副会長､ 田上常務理事､
松本理事他６名

厚生・医療
管理

３月29日
厚生・医療管理委員会
(１) 医療管理だより (２) 合同就職説明会の成果アンケート

牛島常務理事､ 宮井理事他坂田委員
を除く全委員

総務・医療
連携

３月30日
第２回県がん診療連携協議会 (熊大医学部附属病院) 浦田会長
県がん対策推進懇話会 (熊大医学部附属病院) 牛島常務理事

学 院

３月19日
第５回歯科衛生士リカバリー研修会
実習受講者：32名
講師：工藤智明委員長

池嶋副委員長

４月８日
学院入学式
第54期生：46名

浦田会長､ 伊藤学院長､ 牧・林副学
院長､ 澤田事務局長

14日 第１回教務委員会 (学院校舎) 伊藤学院長他全役員､ 全教務委員

23日
学院臨床実習指導担当者打合会・研修会 (ルーテル学院大学)
担当者打合会及び安生歯科衛生士による講演会
出席者：実習施設指導担当者42名､ 口腔センター歯科衛生士６名

伊藤学院長､ 牧・林副学院長､ 弘中
教務部長



この保険は当グループ内で１年ごとに収支計算を行ない 剰余金が生じたときは配当金として
加入者全員に還元 しています。

傷害

35
会員のために継続してい

る福利厚生制度です。

最高3000万円の保障（無診査）が
70才まで新設されました

保険金額の増減は毎年自由に
変更できます

本人プランは
入院1日
15,000円
まで保障1入院60日限度  通算1,000日分まで保障

奥村







公益社団法人  日本歯科医師会

― 歯科医師の倫理綱領 ―

表紙に寄せて

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。

　熊本県歯科医師会は明治40年６月に小泉会長
のもとに会員14人で誕生いたしました。創立
110周年記念式典において式辞を述べる浦田会
長です。

（Ｔ・Ｋ）
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主な行事予定 July

熊本県歯科医師会

Kumamoto Dental Association

ⓒ2010熊本県くまモン#K6356

4日（火）

15日（土）

19日（水）

22日（土）

26日（水）

30日（日）

第２回理事会

第１回臨時代議員会

第２回常務理事会

第２回国保臨時組合会

第３回理事会

バイタルサインセミナー

7

委員会報告、郡市会だよりなど会報作成にご協力頂き感謝申し上げます。気軽に読んでもらえるために気まぐれに復活させ
た「グルメハンター２」や会員のリレー投稿を始めました。知らない一面を発見して頂けるかもしれません。
広報の立場から、熊本地震に際しては、県民の皆様やメディアに対し、会の活動を広くアピールするためにマスコミとのつな

がりも重要であることを再認識させられました。それを広く浸透し周知させるために、県民の皆様と歯科医師会の橋渡しを
担っていると思います。２年間ありがとうございました。 （T．K）

４期、８年間お世話になった広報委員会。とうとうお別れの時がやってきました。記憶を辿っても何故私が広報委員になっ
たのかどうしても思い出せません。最初は嫌 だ々ったはずですが、優しい歴代の理事と委員の方々のおかげで楽しい思い出ば
かり心に残っています。校正、取材、写真撮影、その他諸 、々忙しいですがやりがいがある仕事でした。またいつか戻ってくるか
も？とりあえず次期の委員会旅行には参加したいなあ。よろしくお願いいたします！ （I．K）

２年の任期中に熊本地震が起こり、会報でも震災関連の記事が多くなりました。記事をとおして、執行部をはじめ会員各位
の震災への対応や活動を知り、ほんとに頭の下がる思いでした。今後は復興に向け、本会並びに熊本全体が元気になり、明る
い記事が多くなる事を願っております。２年間会報を手に取って頂きありがとうございました。 （N．Y）

大学の先輩T理事の指名を受け１期目の広報委員会でしたが、カジノ大好きI委員長、ビール大好きN副委員長のお二人に
甘えてしまった感があります。次期も指名を受ければ、許される範囲で面白く、会員の皆様に読んでいただける会報となります
よう微力ながら頑張りたいと思います。 （A．K）

広報委員に声をかけていただいたが、不器用なカメラさばきに、超未熟な文才、こんな私に務まるのか…と思っているうちに、
皆様にご迷惑かけながらあっという間の２年間でした。
熊本地震や様 な々イベントなど貴重な体験をしました。次期があるならばもう少しお役に立てるよう頑張ります。 （T．M）

広報委員会に入って１期が終わりました。あまりお役に立てることもなく…成長もなく…時だけが過ぎてしまいました。ただ周
りに助けてもらいながら、委員会の仕事は、楽しくできたんではないかと思います。
とりあえず、もう１期！あれば、周りに迷惑かけてみようかなと考えてます…（笑） （Y．T）

高校時代、国語の偏差値は40台だった私。そんな国語力の無い私が、今は広報委員で他の人の文章をチェックしている。
学生時代、恋愛経験が増えていく中で写真で記録を残さなくなった私。今は子供もいるので写真を撮るが、配偶者からは

『センスが無い』とダメ出しを食らう。そんな私が広報で写真を撮る。
迷惑かけてないか心配だが、温かく優しく接してくださる委員のメンバーには感謝している。来期も継続させてもらえるなら

ば、頑張りたいと思う。 （O．H）

編集者のつぶやき
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