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　日本周囲の状況が緊迫している昨今、日本国内では未だに加計、森友と騒いでいますが、テレビ
新聞はもっと報道すべきことがあるのではないでしょうか。
　この六月に米朝首脳会談が行われようとしています。
　核を持ち日本に迷惑を掛ける北朝鮮と非核化させ自国を安全にしようと考える米国、様々な思
惑で決着をつけようとする両国の会談は日本にとっても重要な会談になると思います。会談が成功
したら何度も北朝鮮には騙されているので非核化を手順を踏んできちんと履行されるまでしっかり
監視していくことが大事だと思います。もし会談が失敗したら米国にとって軍事オプションが現実味
を帯びるということです。どちらにしても日本は米国と歩調を合わせて北朝鮮を圧迫していく事が
大切です。
　テレビ、新聞の報道に騙されず真実を見る目を読者の方々には持っていて欲しいと思います。

編集者のつぶやき

（M・K）
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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。

　ゴールデンウィークに玉名郡長洲町の
潮干狩りに行った時の写真です。
　天気も良く、多くの家族連れで賑わって
いました。子供たちは貝堀より、水遊びが
楽しく服を泥だらけに汚して遊んでいま
した。

（N・Y）

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
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今年２月に平昌冬季オリンピック大会が行われ日本のアスリートが大いに活躍した事は記

憶に新しい｡ 身体に障がいを持った方が参加するのはパラリンピック､ 知的障がいの為自己

表現ができない人が参加するのをスペシャルオリンピックス (ＳО) と呼ばれていることを

皆さんはご存じだろうか？通常のオリンピックと同様４年ごとに冬季と夏季大会が行われて

いる｡ 2005年にこの冬季オリンピック大会がアジアでは初めて長野県で開催された｡ 恩師か

らの ｢もちろん来るよね？｣ の一言で私も参加することになってしまったのがＳОに関与す

るきっかけである｡

ＳОは通常のアスリート部門とアスリートの健康管理を行うヘルシーアスリートプログラ

ム (ＨＡＰ) 部門で構成されるのが特徴である｡ 歯科に関してはスペシャルスマイル (ＳＳ)

と呼ばれ､ 健診・口腔健康管理・マウスガードの作製を行う｡ 参加国は80か国に及び健診会

場は健診者､ 被験者､ 記録係の国が異なるという多国籍状態になる事もあった｡ ＨＡＰの会

場にはこの運動の創始者・シュライバー夫人､ 理事長のシモシー・シュライバー氏､ ＳОＮ

名誉理事長の細川佳代子氏や世界のＶＩＰがお見えになり､ ｢こんな素晴らしいＨＡＰは初

めてだ｣ と激賞いただいたのを記憶している｡ それにもましてうれしかったのは多くのアス

リートにたいへん喜んでいただいた事だった｡ 翌2006年11月にはスペシャルオリンピックス

日本夏季ナショナルゲーム・熊本大会も開催された｡ 本会の会員・口腔保健センターのスタッ

フ・歯科衛生士専門学院からも65人のボランティアに参加していただき盛況のうちに大会を

終えることができた｡ 大会後の意識調査では大会に参加して良かった､ これからも協力をし

ていきたいという回答が多く見受けられ､ ＳＳの関係者と感激した事を思い出す｡ 認知症を

はじめ高齢者に対する施策はいろいろ検討され実施されていると思うが､ 本県の障がい者に

対する支援は､ 他県に比べ非常に手薄いと感じている｡ 現在､ 口腔保健センターでは利用者

の増加に伴い､ 月曜日から土曜日までの診療体制で障がいを持つ方の診療を行っている｡ 診

療に携わっているスタッフの皆さんのご協力により運営できているが､ 運営費やスタッフ確

保など様々な問題も浮上してきている｡ この問題は歯科医師会だけでは解消できるものでは

ないので､ 障がいを持っている人がスペシャルスマイルを持てるように行政・議会及び関係

機関と協議して､ ひとつひとつ解決していきたいと考えている｡
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―第12回理事会―
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４月25日(水) 午後７時より県歯会館において､
浦田会長他全役員出席のもと開催された｡
１. 開会：伊藤副会長
２. 挨拶：浦田会長

今月から平成30年新しい年度に入ります｡ ４月
で熊本地震から丸２年になります｡ 様々なことが
ありましたが､ 役職員共々一生懸命対応していた
だき､ 本当にありがとうございました｡ 地震報告
書も完成し､ 立派なものが出来上がりました｡ 既
に各方面にも郵送しており､ 色々な所から参考に
させていただきたい旨御礼を戴いておりますが､
我々自身が災害を経験したからには今後熊本で何
が起こっても対応できるような体制を､ また各地
で災害が起こった際には､ 迅速に支援対応ができ
るように､ 報告書を皆さんと共有して心に刻み､
いつでも対応できるようにして行きたいと思いま
す｡
さらに､ ４月から診療報酬改定が行われました｡
今回の改定は今迄以上に複雑ですので､ 各郡市・
大学同窓会等々でも説明会が開催されると思いま
す｡ 施設基準につきましても､ 数が増えてきたと
いう事で､ 会員の先生方は対応について不安だと
思います｡ 今こそ歯科医師会の入会メリットとし
て充分な対応をして戴き､ 特に９月30日までには､
しっかりとした申請ができるようにしていただけ
ればと思います｡
話は変わりますが､ 我々の任期もあと１年２ヶ
月余りになりました｡ 地震の対応等ありましたが､
まだやり残したことがあります｡ 縦横の連携を取
りながら､ 情報共有し対応していきたいと思いま
す｡ より一層のご協力をお願いしまして挨拶とい
たします｡

３. 議長選出：浦田会長
４. 議事録署名人：中嶋監事､ 西野監事､

浦田会長
５. 平成29年度会務報告：

(自：３月９日～至：４月22日)
本会総務：理事会､ 常務理事会､ 財務検討臨時

委員会､ 第２回臨時代議員会
社会保険：点数改定説明会
地域保健：全国健康保険協会熊本支部健康づく

り推進協議会
学校歯科：日学歯理事会､ 日学歯臨時総会

医療対策：医療相談・苦情事例報告
センター・介護：多職種連携に係る研修会､ 県

認知症対策・地域ケア推進課
との委託事業打合せ

学 院：入学式
以上､ 各担当役員より報告がなされた｡
６. 報告事項：
１. 歯科口腔医療勉強会
４月２日(月) に東京で開催された勉強会
の出席者及び内容について資料をもとに説明
がなされた｡
２. 高齢者の口腔機能低下に関わる新聞等記事
読売新聞夕刊の３月28日付に４月より咬む
力の検査等に保険が適用される旨と週刊朝日
の５月４日・11日合併号にオーラルフレイル
についての記事が掲載された｡
３. 支払基金が実施する審査事務集約に向けた
実証テスト
実証テストが７月10日から９月７日まで､
福岡・佐賀・熊本支部で実施予定である｡
４. 熊本地震報告書の送付先
行政や関係団体､ 義援金等をいただいた団
体・個人等に送付した｡
５. バックパネルの作成
イベント等で使用するために日歯のパネル
を参考に作成する｡ デザインにくまモンを使
用するかは今後検討する｡
６. 平成30年度地域医療総合確保基金 [新規提
案事業] の取り扱い
新規提案した事業の中で､ 在宅歯科診療機
器整備事業は採用された｡ その他の事業につ
いては､ 今後他県の状況を踏まえ､ 次年度以
降の採用に向けて県と折衝していく｡
７. 退会会員�故 渡邊 格 会員 (終身／熊本市) ３月
２日ご逝去
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�日高 功司郎 会員 (第３種／伊藤歯科医
院)３月31日付 勤務先退職のため�河野 孝則 会員 (第３種／ひがし歯科医
院) ３月31日付 第１種会員で入会のため

８. 第７次県保健医療計画 (案) に対する意見
への県の対応
県より､ 本会から提出した意見に対する対
応について通知があった｡
９. 第19回 (平成29年度) くまもと歯の健康文
化賞受賞者
団体の部において､ 天草市立河浦小学校と
歯っぴ－サークルの２団体を表彰することに
決定した｡
10. 会誌8020 (8020推進財団発刊) の掲載記事
牛島専務理事と大林理事が寄稿した記事が
掲載された｡
11. 平成30年度クールビズの実施
５月１日より９月30日まで実施する｡

12. 事務局人事�総務課 石川 祐香 職員の産休・育休期
間における担当業務の変更
会計担当：岡 千香子 係長､ 学術・庶務
担当：早志 梢 (派遣契約)�学院課 大塚 めぐみ 係長兼教務副主任
を命ずる�[採用] 中川 美里 専任教員として学院課
勤務を命ずる

13. 平成30年度後期高齢者歯科口腔健康診査事
業に関連した老人クラブ研修会・講演会の実
施
４月の全会員発送時に実施に協力する会員
を募集する旨の文書を同封した｡ 実施に協力
する会員は所属郡市に連絡し､ 各郡市でとり
まとめて５月15日までに本会へ連絡してもら
う｡ その旨の文書を各郡市会長宛にも通知し
た｡
14. 後期高齢者歯科口腔健康診査事業 [実績・
項目・追加検査]
田上常務理事が自院で健診事業とともに実
施したハイリスク者追加検査結果について説
明がなされた｡
15. 平成29年度歯科衛生士育成事業の予算額等
表記の修正
予算額の表記に誤りが見つかったため､ 関
連する箇所について嘱託会計士に助言を得て
修正を行った｡
16. モデル就業規則作成に伴う会員への通知
４月の全会員発送時に､ 本会ホームページ
の会員専用ページに掲載している旨を通知し
た｡
17. 平成30年度九州口腔衛生学会研究助成選考
結果

生活歯援プログラムが禁煙に与える効果に
関する追跡調査についての内容で申請したとこ
ろ､ 10万円助成される旨の決定通知が届いた｡
18. 事業実施報告書�学術委員会：『有料講演会』 (３月11日)�２月末がん及び回復期の医科歯科連携事業
19. ３月末会計現況
７. 連絡事項：
１. ５月行事予定
２. 平成30年度定期便 (会報・ニュースレター
等) の発送予定日

８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]
河野 孝則 (第１種／熊本市)､ 藏田 和史
(第１種／熊本市)､ 松本 幸大 (第１種／熊
本市)､ 神 浩介 (第１種／天草郡市)､ 太田
智子 (第２種／熊本市)､ 三笘 貴司 (第２種
／熊本市)､ 宮城 光志 (第２種／水俣・芦北
郡市)､ 橋口 真耶 (第３種／大坂総合歯科)､
木庭 幸子 (第３種／木庭歯科小児歯科医院)､
江藤 崇文 (第３種／江藤歯科医院)､ 廣田
雄軌 (第３種／伊藤歯科医院)､ 中村 万智
(第３種／伊藤歯科医院)､ 松田 智也 (第３
種／伊藤歯科医院)､ 碓井 智也 (第３種／鏡
歯科医院) 計14人の入会を承認した｡
※30年度入会状況 (４月末現在)：第１種・
４人､ 第２種・３人､ 第３種・７人
２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
[承認]�健康生きがいづくり支援事業推進委員会委
員／県老人クラブ連合会
渡辺 賢治 副会長 任期：平成30年４月
１日～平成33年３月31日�県地域リハビリテーション推進会議委員／
県認知症対策・地域ケア推進課
松本 信久 理事 任期：平成30年４月１
日～平成33年３月31日

３. 名義後援の使用依頼 [承認]�市民公開講座 ｢健康寿命に足し算・引き算｣
／くまもと禁煙推進フォーラム (継続承認)

４. 第73回九州歯科医学大会 (熊本開催) の開
催期日 [承認]
２年後が本県担当となるが､ 他の行事との
関連で10月第４週土曜を避けて､ 10月第３週
土曜頃に開催する予定で､ 次期執行部へ申し
送りすることとした｡
５. アクサ生命保険㈱との代理店委託契約[承認]
ＫＤＭＵと代理店契約を締結することとした｡

６. スポーツデンティスト養成講習会の受講申
込者の推薦順位 [承認]
受講申込みがあった２人について､ 順位を
つけて推薦することとした｡
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９. 議題：
１. 保存期間を経過した文書の廃棄 [承認]
文書取扱規程に基づき､ 廃棄することを承
認した｡
２. 平成30年度定時代議員会の報告・議事 [承
認]
原案どおり承認した｡

３. 平成30年度定時代議員会の協議事項 [承認]
財務検討臨時委員会より答申書の提出があ
れば､ その件について協議することとした｡
４. 平成30年度定時代議員会までのスケジュー
ル [承認]
原案どおり進めていくこととした｡ なお､
代議員会の開始時間については午後４時から
とし､ ６月６日の会計監査の開始時間につい
ては､ 午後５時からとする｡
５. 県警察歯科医会会則及び大規模広域事故､
事件及び地震災害等緊急出動に関する規程の
一部改正 (案) [承認]
原案どおり承認した｡

６. 学院増築検討臨時委員会の設置 [承認]
委員会の設置及び委員会委員について承認
した｡
７. 女性歯科医師支援に関する事業企画案 [承
認]
原案どおり承認し､ ワーキンググループ
(ＷＧ) を立ち上げ検討していくこととした｡
８. 日本財団からの ｢募金型自動販売機｣ の設
置依頼 [承認]
設置について承認し､ 会館１階に設置する
こととした｡

９. 平成30年第17回警察歯科医会全国大会事業
収支予算書 (案) [承認]
原案どおり承認した｡

10. 事務室３号線側壁面の漏れに対する防水工
事 [承認]
一部分の防水工事を行うこととした｡

11. 学院教務室のパソコンの入替 [承認]
見積金額の安い業者で､ 入替を行うことを
承認した｡
12. 会員への障がい児 (者) の受け入れ調査
[承認]
調査実施について承認し､ ５月の全会員発
送時に同封することとした｡
13. 事業企画書 [承認]�熊本・鹿児島・宮崎県歯科医師会災害対策
連絡協議会 (７月21日)�社会保険・学術・医療対策・センター介護
合同研修会 (６月３日と７月28日)

14. 平成30年度定期健康診断・特定健康診査・
特定保健指導の実施内容 [承認]
例年通りの内容で実施することを承認した｡

10. 協議事項：
１. 在宅歯科医療連携室の運営
本会として現状を維持していく方向とし､
今後データの収集や市町村への啓発をはかる
よう県に訴えていくこととした｡

11. 監事講評：
12. 閉会：渡辺副会長

(広報 竹下 憲治)

平成30年度定時代議員会のお知らせ

下記の通り平成30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30年６月23日(土) 午後４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29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 公益社団法人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
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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���������� 郡市会報告

宇土郡市・下益城郡・上益城郡歯科医師会

―合同学術講演会―

�����������
２月24日(土) 県歯会館において､ 宇城三郡

市合同学術講演会が行われた｡

九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分

野の冨永和宏教授に ｢MRONJの予防と対策・

ポジションペーパー2016を受けて｣ という演題

で講演いただいた｡

主疾患の病状､ 治療方針､ 予後の見込み､ な

らびに顎骨壊死が発症した場合の対応について､

大切なのは主治医である歯科医師と医師が緊密

な連携をとり協議､ 検討しておく｡ それを踏ま

えての対応､ 処置方法､ FRAX (WHO骨折リ

スク評価ツール) や骨粗鬆症リエゾンマネージャー

によるスクリーニングについて話された｡ 参加

した会員各位は熱心に講演に聞き入っていた｡

講演後は場所を移して､ 懇親会を行い､ 清村

上益城郡歯会長の挨拶にはじまり､ 冨永教授と

宇城三郡市の会員との親睦を深めた｡

(上益城郡 矢毛石 康男)

九歯大の冨永教授の講演

３月31日(土)～４月１日(日) 恒例の会員旅

行が行われた｡ 今回は美食を堪能しに大分へ行

こうと言う企画で､ 今が旬の関アジ､ 関サバ､

それととらフグを食べに行く旅行であった｡ 今

年は点数改定時期と重なったせいか､ 参加者９

人と少ない旅行となった｡

31日午後２時にＪＲ玉名駅を出発､ 貸切バス

にて旅立った｡ 車内ではいつもの様に賑やかに酒

盛りが始まり､ ３時間半程度で大分に到着した｡

午後７時からいよいよ今回旅行のメインであ

る夕食の時間である｡ まずは30㎝を優に超える

大振りな関アジ､ 関サバの登場である｡ 身が厚

く､ ぷりぷりで歯ごたえがあり､ 日頃食べてい

るアジ､ サバとは明らかに違いとても味わい深

い｡ 続けてとらフグの登場であるが､ 薄切りで

はなく､ 少し厚めに切ってあり､ ポン酢に潜ら

せ､ 口に運ぶとこれもぷりぷりの歯ごたえ｡ ま

さにこの為に大分に来たんだと､ 実感した至福

のひと時であった｡ 食後はそれぞれ夜の街に繰

り出し大分の夜を満喫した｡

翌日は豊後大野市にある､ 原尻の滝を見学し

―会員旅行―

�������������������玉名郡市歯科医師会

た｡ ここは日本の滝百選にも選ばれ､ 東洋のナ

イアガラと称される所であり､ 今回時期もよく､

周りにはチューリップが咲き乱れ､ 大変きれい

な場所で感激した｡ 昼食は口の中でトロける様

な豊後牛の陶板焼きをいただきとても美味しかっ

た｡

今回の旅行は､ ２日間とも晴天に恵まれ､ 美

味しいものを食べ､ 美しい景色を見学し､ とて

もとても楽しい一時を過ごした｡ 機会があれば

個人的にも大分へまた行ってみたいと思う｡

(山本 浩喜)

東洋のナイアガラと称される原尻の滝
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４月14日(土) 午後４時より玉名文化センター

にて､ 熊本市で開業の永田省蔵会員を講師とし

て学術講演会を開催した｡ ｢補綴臨床を今一度

考え直してみよう～ブリッジの考え方とパーシャ

ルデンチャーの設計｣ のテーマで数多くの症例を

呈示していただき､ 貴重なご経験をふまえながら､

欠損パターンで症例を診る大事さを話された｡

ブリッジは異なった動揺度を示す支台､ 異なっ

た動揺の方向を示す支台の連結はリスクを伴う｡

骨植堅固な失活支台歯は２次カリエス又は歯根

破折のリスクを伴うなど臨床例から説明された｡

では連結のリスクを最小にするにはどうしたら

いいか？１. 連結歯数を少なくする２.できる

だけ異なる歯種は繋がない３.有髄で骨植が良

すぎない歯牙がベスト４.多数歯を繋ぐ必要が

ある場合は､ できるだけ２次固定を行うなどを

提案された｡ 又症例のタイプ別に診ても､ ペリ

オタイプよりカリエスパワータイプはブリッジ

のトラブルが多く､ その後の欠損の進行により

受圧加圧の関係も悪くなり､ すれ違い咬合に移

行していく｡ そのために症例の特徴を熟知し､

繋げられてもパーシャルデンチャーの選択も必

要であり､ その設計もあらゆる考慮をしなけれ

ばならない｡ 又上顎前歯を保存する事で､ 歯列

を難症例に移行させない策とすることができ､

その保存がいかに重要かも話された｡ 患者視点

や術者の思い込みの設計ではなく､ 視点を変え

る事で歯列保存の延命になる事など日常臨床の

ヒントを沢山いただいた｡ その後講師と共に宴

席で楽しい時間を過ごし､ 有意義な講演会となっ

た｡

(城井 かおり)

�����
―学術講演会―

玉名郡市歯科医師会

数多くの症例を呈示しながら講演された

４月７日(土) 午後４時より宇土市民会館会

議室にて通常総会が行われた｡ 開会､ 田中会長

の挨拶､ 来賓として浦田県歯会長にお言葉をい

ただいた｡

29年度の会務､ 県歯代議員会､県歯国保組合

会・各種委員会報告､ 収支決算・監査報告等が

行われた｡ 次に30年度事業計画・予算案の議事

が行われ､ すべて承認された｡

総会後､ 会場近くの ｢門内｣ にて懇親会を行っ

た｡ お酒も大いに進み､ 楽しい時間となった｡

その後､ ２次会場に場所を移し､ 遅くまで盛り

上がった｡ 会員数は少ないものの､ 和気あいあ

�������
―通常総会―

いとした宇土郡市歯会の会員でよかったと感じ

た｡

(近藤 俊輔)

全ての議事が承認された

宇土郡市歯科医師会
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�����������������天草郡市歯科医師会

４月21日(土) 午後４時より肥後銀行天草支

店ホールにて毎年恒例の天草郡市会通常総会が

執り行われた｡ 今年は２年に１回の点数改定及

び６年に１回の介護保険との同時改定という事

で､ 総会の前に､ 松本県歯センター・介護担当

理事による介護保険請求説明会､ 田中県歯社保

担当理事による点数改定説明会が行われた｡ 今

年の点数改定は施設基準の新設・見直しや在宅

医療の変更点が多くより複雑になっており､ そ

の中で２時間に凝縮しわかりやすく説明して頂

き､ 会員も熱心に耳を傾けていた｡

続いて総会が行われ､ 29年度の会務､ 予算報

告等がなされた｡ 今年は新たに１人が本会会員

となり､ 若い力で本会がさらに活性化されるこ

とを望む｡ そして､ 来賓として浦田県歯会長､

牛島県歯専務理事にもお言葉を頂いた｡

総会後､ 恒例の ｢とらや｣ にて懇親会を行っ

た｡ 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､ 来賓にも最後

までお付き合い頂き､ 日付が変わるまで盛り上

がった｡

(山本 康弘)

も答えてもらい楽しい時間を過ごした｡ 最後は

市原監事の一本締めでお開きとなった｡

これからの歯科医療で多くのことが歯科医師

に望まれる中､ また高齢化社会になりゆくこの

時代にお二人の講師のとても有意義な話を聞く

ことができた｡

(乕谷 真)

―くま歯キャラバン隊―

������������阿蘇郡市歯科医師会

４月21日(土) 午後４時より､ 県歯会館に於

いて､ 県歯医療対策担当の永松理事､ センター・

介護担当の松本理事をお迎えして､ くま歯キャ

ラバン隊を開催した｡

永松理事からは､ 患者側の考えに基づいた医

療対策､ 歯科医師の法的責任､ 医療事故､ 患者

苦情への対応や予防策を対合歯の削合など具体

的な事例を挙げてわかりやすく説明をしていた

だいた｡

松本理事からは､ まずは歯科医院の介護サー

ビス事業への参加をしてもらうこと､ バイタル

サインに親しみ､ 高齢の患者さんの軽い意識障

害がないかを見極めること､ 誤嚥性肺炎につい

て正しい認識を持つこと､ サルコぺニアやオー

ラルフレイルについても説明していただいた｡

講演終了後は両理事に懇親会へ参加していた

だき､ 美味しい料理とお酒を飲みながら質問に

２人の講師の熱心な話

１人の新入会員を迎えて
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松本 幸大
(マツモト コウダイ)

熊本市南区御幸西2-3-65

御幸西クリア歯科クリニック

①審美に関する治療｡
②患者さんの主訴を解決し､ もっと良くなる
ようにこちらから提案できる診療｡

③ほぼ全ての分野をカバーできている事｡
④来院してくださる患者さんに笑顔で帰って
頂けるよう努めます｡

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
河野 孝則
(カワノ タカノリ)

熊本市南区良町2-8-5

ややまち歯科クリニック

①今後の歯科衛生士求人の動向｡
②周りの地域に密着し､ 敷居が低くも､ 個々の
患者さんの満足が得られる様なクリニック｡
老若男女問わず､ 様々な方のリクエストに応
えられるクリニック｡
③・予防歯科｡ 特に全身との関連を患者さんに

ＰＲしていく｡
・スーパー､ コンビニが至近距離にあり､ 買
い物ついでに立ち寄れる｡

④南区良町を中心として､ 地域に ｢“健口”増
進による全身の健康の増進｣ を啓発しつつ､
いち早く､ 地域包括ケアに加わるような体制
を作っていきたい｡

神 浩介
(ジン コウスケ)

天草市中村町2-18

じん歯科クリニック

①子どもの歯並び予防に特に関心があります｡
姿勢の悪さや呼吸・飲みこみの異常などに
より顎骨の劣成長､ 歯列不正が起こり､ さ
らに全身の様々な病気にもつながると言わ
れています｡ これらを防ぐための乳児期か
らの生活指導や小児矯正について現在学習
中です｡

②歯が悪くなってから治療のために来院する
のではなく､ 歯が悪くなる前に来院し､ 口
内環境を整えて病気を予防する｡ そのよう
な方々が増えてくれることが私の希望であ
り､ そのために特に予防医療に力を入れて
いきたいと思っております｡

③姿勢の改善をベースとし､ 小児においては
歯並び改善のためのＭＲＣ矯正治療を､ 成
人においては顎関節症や歯根破折の予防と
なる咬合治療を実施したいと思っておりま
す｡ また､ 高水準の減菌システムやクレン
リネスの導入により､ 衛生面にも力を入れ
ていきたいと思っております｡

④高い治療技術の習得のために常に学ぶ姿勢
を忘れず､ そして､ 来院していただいた患
者さんへの丁寧な応対や説明をしっかり行
うことで､ 安心して通っていただけるよう
な歯科医院を築いていきたいと思っており
ます｡

藏田 和史
(クラタ カズフミ)

熊本市東区小山7-4-46

くらた歯科クリニック

①予防歯科・オーラルフレイル｡
②地域に貢献し､ 健康と笑顔を提供できるもの｡
③最良の治療・最高の笑顔｡
④地域の方々とともに成長・発展する｡
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第第２２種種会会員員 第第３３種種会会員員

太田 智子
(オオタ トモコ)

熊本市南区十禅寺2-8-45

あかさき歯科口腔クリニック

①子育て｡
②経営とのバランスのとれた診療｡
③口腔外科Dr.をとりそろえてます｡
④借金返済がんばります｡

三笘 貴司
(ミトマ タカシ)

熊本市中央区京町本丁10-24

三笘歯科

①・２歳の双子の娘の成長と歯科医師としての
自分の成長｡
・2018年のプロ野球の勝敗｡
②インフォームドコンセントを重視し､ 患者さ

んに不安を与えない診療｡
③住宅地での開業のため､ 高齢者も多く患者さ
んとのコミュニケーションを大切にしていま
す｡
④患者さんの口腔内の健康を長く維持する治療
ができる様がんばりたいです｡

宮城 光志
(ミヤギ ヒロシ)

水俣市浜町2-3-28

深水歯科医院

①エンドとペリオ｡
②患者さんが一生自分の歯で噛めるよう､ 予
防を中心とした歯科診療｡

③メジロが来て､ 患者さんを癒してくれる自
然豊かな歯科医院｡

④ＧＰとしてあらゆる分野の知識と技術を身
に付けていきたい｡

木庭 幸子
(コバ サチコ)

山鹿市鹿本町来民2217-1

木庭歯科小児歯科医院

碓井 智也
(ウスイ トモヤ)

八代市鏡町両出1255-5

鏡歯科医院

橋口 真耶
(ハシグチ マヤ)

山鹿市熊入町263-1

大坂総合歯科

松田 智也
(マツダ トモヤ)

合志市幾久富1909-1193

伊藤歯科医院

中村 万智
(ナカムラ マチ)

合志市幾久富1909-1193

伊藤歯科医院

廣田 雄軌
(ヒロタ ユウキ)

合志市幾久富1909-1193

伊藤歯科医院

江藤 崇文
(エトウ タカフミ)

上益城郡御船町御船1028-1

江藤歯科医院
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熊本市 三隅 賢祐

道を極めた人の言葉には年齢や人生経験を
超えた深みがあります｡ 中でも最も印象に残っ
たのは､ 小平奈緒選手の言った ｢明日死ぬか
のように生きよ｡ 永遠に生きるかのように学
べ｣ というガンジーの言葉です｡ さすが､ 恐
るべしです (汗)｡ このような言葉を胸に日々
自身と向き合い続けた末が､ 金メダルとレー
ス後の韓国の選手をリスペクトしたあの ｢神
対応｣ に繋がったといえると思います｡
私は､ 幼少期の６歳から大学時代までサッ
カーを続けていましたが､ 学生時代はとにか
くサッカー三昧で､ この時の経験が今の自分
の大部分を作っているような気がします｡ 開
業当初はランニングなどで運動不足を解消し
ていましたが､ 現在は高校のサッカー部の大
先輩の何気ない声掛けで､ 年甲斐もなく40歳
を過ぎてまた､ 熊本県シニアリーグ (over-
40) でサッカーをやっております｡
とにかく世代を超えた仲間たちと､ スポー
ツを通じて交流できることは本当に幸せなこ
とだなぁと痛感しています｡ これからも､ 適
度に身体を動かし､ そして観戦し､ いろんな
刺激を受けながら愉しみたいと思います｡
我がクリニックでは､ 松岡修三の日めくり
カレンダーをスタッフの目に付くところに置
いてあります｡ ポジティブで熱いコメントが
面白おかしく載っていますが､ 日々の診療に
おいても生かされている部分は多々あり､ チー
ムとしての ｢目標｣ を共有し､ 協力しあい､
お互いに感謝し､ みんなで達成できる喜びを
常に感じれるチームでありたいと思います｡
次回の投稿は､ ゴルフ仲間でもある関勝宏
会員にバトンタッチです｡ どうぞよろしくお
願いします｡

突然ですが､ 私はスポーツが大好きである｡
スポーツにはドラマがあり､ 感動があり､ そ
こには小さな社会があり､ いろんな事をたく
さん学ぶこともできます｡ 何より､ やるほう
も見るほうも素直に楽しいのです｡
ついこの間 (記事が載るころにはだいぶ経っ
ているかもしれませんが)､ 平昌冬季オリン
ピックが幕を降ろしましたが､ 平昌冬季オリ
ンピックで日本の選手団は､ 長野オリンピッ
クの時を大きく上回る過去最高のメダルを獲
得する大活躍を見せてくれました｡ 選手達の
活躍を見て､ 日本中で多くの子供たちが明日
のオリンピック選手を夢見てスキーやスケー
トやカーリングを始めることでしょう｡ また､
年齢を問わず､ 多くの人達の気持ちを前向き
にしてくれたことでしょう｡ 中には､ 一歩を
踏み出すきっかけを得た人もいるでしょう｡
多くの人の心がモチベートされたことによる
社会的・経済的な効果は大変なものだと思い
ます｡
オリンピックでは常人の域をはるかに超え
たレベルの競技はもちろんですが､ オリンピッ
ク出場までの歩み､ スタートを待つ選手の真
剣な目線､ 試合後の表情と言葉に深く心を打
たれました｡ 怪我と闘いながら男子フィギュ
アで66年ぶりの二大会連続金メダルを獲得し
た羽生結弦選手､ 女子スピードスケートで初
の金メダルを獲った小平奈緒選手､ 同じく金
メダルを取った女子パシュートのチーム､ 女
子マススタートで金メダルを取った高木菜那
選手については､ 試合後の談話が特に多く報
道されていました｡ 言い出したらキリがあり
ませんが､ たくさんのスポーツから､ 多くの
笑顔と感動を頂くことができたと思います｡

この歳になっても､ サッカーができる環境があることがうれしい｡
ただ､ 試合後の筋肉痛がエグイ｡

幼少期の頃の試合の一コマ
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(メンバーの子供さん小１) と一緒にぼちぼ

ち途中休憩をはさみ､ 励まし合いながら登っ

ていく｡ 中間地点の1700段目にトイレ､ 簡単

な休憩場があり､ そこでほとんどの参加者と

顔を合わせた｡ ｢後半分だね､ なんとか頑張

れそうだね､｣ と前向きな言葉が聞かれる一

方､ 秋山副委員長､ 松枝委員はとてもきつそ

うで頂上までのぼるか､ やめるか長い間思案

されていた｡ 私とひろ君は先に休憩場をスター

トした｡ 100段ごとに段数表示してあるのだ

が､ ２千､ ３千と段数表示が増えるたびに足

は重く体はきついのだが､ 反比例するように

気持ちは軽くなり､ 勇気が湧いてくる｡ 最後

まで何とか頑張って､ １時間30分程で､ 3333

段を登りきった｡ 頂上へ上がると先に到着し

ていた息子達がいた｡ 階段を登って来たとは

思えないほどの軽い足取りで走り回って遊ん

でいた｡ 頂上は眺めがよく､ 何とも言えない

達成感が感じられ､ 清々しい気持ちでいっぱ

いになった｡ 頂上で座っていると､ 他の参加

者も次々に頂上へ到着した｡ 後から到着した

者の情報では秋山副委員長､ 松枝委員も頂上

を目指して頑張っているとの事｡ その後30分

程して､ ２人の姿が見え､ 全員が頂上へ到着､

｢頑張った!!やった!!｣ との声があちらこちら

で聞かれ､ なんと目標であった､ 全員で記念

写真を撮る事が出来た｡

下りは体力的にはきつくなく､ 足は重いが､

テンポよく下って行った｡ 下るときすれ違っ

―日本一3333段の石段登り―

全員無事登頂

４月22日(日) 広報委員会メンバーとその

ファミリーで美里町の3333段の石段登りに挑

戦した｡ 切掛けは､ 八木委員であった｡ 八木

委員は家族､ 友人などを誘い何度も､ 挑戦し

ているそうで､ 登りきった後の自分に勝った

という満足感､ 達成感が得られるとの事｡ 又

それにも勝る理由は､ その後に飲むビールの

美味しさだそうだ｡ ｢格別なビールを飲みま

せんか｣ と我々にことあるごとに言われてい

た｡ 石段登りだけでは腰も重く､ この企画は

実現出来なかったであろうが､ 何と言っても

ビール愛好家の我々は最高のビールの味を求

めて､ この企画を実現させたのであった｡

当日にそなえ各自練習に励んだ｡ メンバー

の誰よりも練習をして望もうと意気込んでい

た､ 秋山副委員長は練習中……？？に足を痛

め､ 靴もはけない状況に追い込まれた｡ 参加

は難しいと思われたが､ さすがの気合いの持

ち主である､ 当日は痛み止めを飲み､ 杖を持

参､ なんとか参加にこぎ着けた｡ (後日､ 実

は痛風の前兆であったと判明)

午前10時に現地集合､ 普通のペースで登る

自信がない方は早めに登り始めていた｡ 私は

息子 (小２)と参加したが２､ ３ヶ月前に一度

登っていたので､ 少しは余裕があった……は

ずが､登りはじめて２､ 300段で足が重く､ 呼

吸が苦しくな

り､ 先往きが

不安になる｡

息子はスター

トすると､しゅ

ん君(メンバー

の子供さん小

３) と先に行

き､ 見る見る

うちに離され

て､ 全く見え

なくなった｡

私はひろ君スタート前から恐怖の階段
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た子供が ｢アイス､ アイス｣ と言いながらお

りていた｡ なんともよほど終わった後のアイ

スが楽しみなのであろう､ 気持ちはものすご

くわかる｡ 私は終わった後のビールを想像し

た｡ 下では先におりた子供達が服をびしょび

しょに濡らしながら､ ひざ下ぐらいの水深の

浅い川で遊んでいた｡ 私は冷たい川に入り､

頑張った足をクールダウンした｡ その後温泉

｢佐俣の湯｣ に行き､ 汗を流した｡ 風呂から

上がると､ 運転しないメンバーは､ 気持ち良

さそうにビールを飲んでいた｡ なんともうら

やましいと横目で見ながら ｢忍｣ の一文字で

あった｡ おりるときすれ違った子供の言って

いた ｢アイス､ アイス｣ と言う声が耳から離

れず､ 子供達にはアイスを買ってやる｡ アイ

スを食べる顔はビールを飲んでいるメンバー

と同じ恍惚の表情だった｡ その後､ 車で熊本

市内の焼き肉屋に行き食事会はスタートした｡

乾杯の後早速ビールを飲む､ 疲れた体に手や

足の先までビールが入って行く､ なんと言う

至福の時だ､ これが目的で階段に挑戦したも

のだ｡ 格別のビールを味わった我々は､ 早く

も次回の計画を話した｡

次回は夏から秋にかけて､ 広報メンバーだ

けでなく､ 他の会員各位なども誘って行こう

という事になった｡ 企画が決まり次第､ 階段

登りに挑戦したい方､ 又おいしいビールを飲

みたい方を募集したいと思います｡

(永廣 有伸)

登るか辞めるか思案中

会 務 報 告 自 平成30年３月９日
至 平成30年４月22日

所管 日付 摘要 出務者

総 務

３月９日
熊本地震報告書打合せ
(１) 熊本地震報告書校正

渡辺副会長､ 八木常務理事､ 竹下理
事

10日
県警察医会解散式 (県医師会館) 小島副会長
県医師会 ｢警察協力医部会｣ 設立総会・研修会 (県医師会館) 小島副会長

11日 川本強先生瑞宝双光章受章祝賀会 (東京・帝国ホテル) 浦田会長

13日

第２回県後発医薬品安心使用・啓発協議会 (熊本テルサ) 八木常務理事
第11回理事会
【承認事項】
(１) 新入会員の承認 (２) 後援名義の使用及び医師の派遣依頼
【議 題】
(１) 平成29年度第２回臨時代議員会事前質問の回答
(２) 学院学校評価実施規程の一部訂正
(３) 倉敷歯科医師会 (岡山県) からの糖尿病歯周病医療連携ツールの使用依頼 ほか

浦田会長他全役員

人事評価打合せ 牛島専務理事､ 八木常務理事

14日
第５回財務検討臨時委員会
(１) 収入割会費の見直しの検討 (２) 終身会員の見直しに係る会員への説明
(３) 委員会答申書に対する意見・提案

菅原委員長他全委員､ 渡辺副会長､
牛島専務理事､ 八木常務理事､ 竹下
理事

15日
第187回日歯臨時代議員会 (１日目) (日歯会館) 浦田会長､小島副会長､牛島専務理事
県救急医療連絡協議会 (県医師会館) 井上理事

16日
第187回日歯臨時代議員会 (２日目) (日歯会館) 小島副会長､ 牛島専務理事
城井陽子会員瑞宝双光章受章祝賀会 (司ロイヤルホテル) 渡辺副会長

17日 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 (１日目) 浦田会長

19日
総合政策推進プロジェクト会議
(１) 保険制度 (２) 歯科医師国家試験

小島・渡辺副会長､ 八木・椿常務理
事､ 井上理事

20日

熊本空港緊急計画連絡協議会 (熊本空港) 奥村次長
くまもと歯の健康文化賞委員会
(１) 平成30年度候補者審査

浦田会長､ 牛島専務理事､ 田上常務
理事

災害対策備品打合せ 牛島専務理事､ 竹下･宮井･宇治理事
21日 熊本地震復興支援特別講演会 (グランメッセ熊本) 浦田会長､小島副会長､牛島専務理事
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所管 日付 摘要 出務者

総 務

22日
自衛隊八師団長医監歯科医監との面談 (北熊本駐屯地)
(１) 警察歯科医会全国大会

牛島専務理事

24日

第２回臨時代議員会
【議 事】第１号～第６号議案
【協 議】 (１) 時局対策

宮本議長､ 武藤副議長他50議員､ 浦
田会長他全役員

月次監査 中嶋・西野監事

26日
地域医療介護総合確保基金に係る厚労省ヒアリング (東京都) 伊藤副会長
支払基金林支部長転勤挨拶 浦田会長

27日

九州地方社会保険医療協議会熊本部会 (九州厚生局熊本事務所) 椿常務理事
第18回常務理事会
(１) 熊本地震報告書の送付文書及び送付先
(２) 日本財団からの ｢募金型自動販売機｣ の設置依頼
(３) 歯と口の健康週間の主催者の追加 ほか

浦田会長他小島副会長を除く常務理
事以上全役員

29日 熊本市歯会通常総会 浦田会長
30日 第17回警察歯科医会全国大会ホテルとの打合せ (ホテル日航) 渡辺副会長､ 牛島専務理事

４月３日 第17回警察歯科医会全国大会実行委員会 浦田会長､ 小島委員長他12委員

４日

支払基金支部長新任挨拶 浦田会長
職員辞令交付式 浦田会長
第19回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 会員への障がい児 (者) の受け入れ調査
(３) 平成30年度定時代議員会の報告・議事 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

５日 ㈱M-Cassとの打合せ 牛島専務理事
７日 九州大学歯学部同窓会熊本県支部総会懇親会 (熊本市) 浦田会長
10日 県後期高齢者医療広域連合新任挨拶 浦田会長
11日 第798回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

14日
熊本地震犠牲者追悼式 (県庁) 浦田会長
第７回九州歯科医師剣道稽古会懇親会 (熊本市) 伊藤副会長

16日 熊本地震感謝状贈呈式 (熊本市役所) 浦田会長

18日

第20回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 保存期間を経過した文書の破棄
(３) 熊本県警察歯科医会会則及び大規模広域事故､ 事件及び地震災害等緊急出動に関す

る規程の一部改正 (案) ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

19日 熊本民事調停協会定期総会・懇親会 (熊本地方裁判所) 前野会員

21日

くま歯キャラバン隊 (阿蘇郡市)
(１) 医療苦情の実情と実例 (２) 高齢者の口腔ケア (３) 介護保険
受講者：15名

永松・松本理事

天草郡市歯会通常総会・懇親会 (肥後銀行天草支店ホール) 浦田会長､ 牛島専務理事

学 術

３月11日

学術有料講演会
受講者：21名
演 題： ｢最新NiTi files の使用法－WaveOne Goldを中心に－｣
講 師：福岡歯科大学口腔治療学講座歯科保存学分野 泉 利雄 准教授

井上理事､ 馬場委員長他４委員

16日 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会懇親会 (ホテル日航熊本) 椿常務理事､ 豊田委員
17日 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会総合討論会 (熊本市) 井上理事､ 内野副委員長
18日 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 (２日目) 豊田委員

４月13日
学術委員会
(１) ９／２メーカータイアップ (２) 12／２グロリス講演会
(３) 睡眠時無呼吸のスプリント作製法セミナー企画 ほか

井上理事他５委員

社会保険

３月10日
第３回日歯社会保険委員会 (日歯会館) 椿常務理事
都道府県社会保険担当理事連絡協議会 (日歯会館) 椿常務理事､ 田中理事

14日
社会保険小委員会
(１) 点数改定説明会打合せ

椿常務理事､ 田中理事､ 桐野委員長
他３委員

22日
九州厚生局との点数改定説明会打合せ
(１) 点数改定説明会打合せ

牛島専務理事､ 椿常務理事､ 田中理
事､ 桐野委員長

24日
社会保険小委員会
(１) 点数改定説明会打合せ

椿常務理事､ 田中理事､ 桐野委員長
他３委員

28日 点数改定説明会 (グランメッセ熊本)
浦田会長､ 椿常務理事､ 田中理事､
桐野委員長他全委員

31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) 窓口料金早見表 ほか

椿常務理事､ 田中理事､ 桐野委員長
他全委員

４月５日
山鹿市歯会社会保険研修会 (山鹿市歯会事務局) 橋本副委員長
レセプトチェックセンター (荒尾市)
相談者：０名

田中理事

７日 九州大学歯学部同窓会県支部社保説明会 田中理事
12日 九州厚生局・県庁との打合せ 椿常務理事､ 田中理事
14日 人吉市歯会社会保険研修会 (あゆの里) 野田副委員長
21日 天草郡市歯会社会保険研修会 (肥後銀行天草支店ホール) 田中理事

地域保健

３月12日
歯と口の健康週間実行委員会
(１) 平成29年度事業会計収入支出決算 (見込み) (２) 平成30年度事業実施要領 (案)
(３) 歯と口の健康週間事業会計収入支出予算 (案) ほか

浦田会長､ 渡辺副会長､ 牛島専務理
事､ 田上・八木常務理事､ 大林・竹
下・赤尾理事

14日 全国健康保険協会熊本支部第２回健康づくり推進協議会 (熊本大学) 赤尾理事

20日
熊日いきいきライフフェア (ホテル日航熊本)
(１) 後期高齢者歯科口腔健康診査の県民向け周知

赤尾理事､ 志方委員､ 佐藤・天野歯
科衛生士

23日 糖尿病内科・歯科連携講演会 (鹿児島県歯会館) 田上常務理事
31日 TKU子育てすくすくこども博 (グランメッセ熊本) 赤尾理事､ 郷原委員長他４委員
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所管 日付 摘要 出務者

地域保健

４月４日

地域保健委員会
(１) 平成30年度地域保健委員会の活動方針
(２) 生活歯援プログラム研修会における修了証の発行
(３) 平成30年度歯と口の健康週間事業 ほか

田上常務理事､ 赤尾理事他全委員

９日 県糖尿病対策推進会議 (県医師会館) 赤尾理事

17日
地域保健小委員会
(１) 平成30年度九州口腔衛生学会研究課題への対応

赤尾理事､ 郷原委員長他２委員

広 報

３月９日
広報小委員会
(１) 会報４月号編集・第１校校正

竹下理事､ 永廣委員長他３委員

19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､ 永廣委員長他３委員

24日 第２回臨時代議員会取材 永廣副委員長､ ��委員
４月９日

広報小委員会
(１) 会報５月号編集・第１校校正

竹下理事､ 秋山副委員長他１委員

17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､ 永廣委員長他３委員

学校歯科

３月14日
第14回日学歯理事会 (アルカディア市ヶ谷) 大林理事
歯及び口腔の健康づくり指導 (南関町立南関中学校)
(１) むし歯予防及び歯肉炎予防講話､ 歯磨き指導

歯科衛生士４名

15日 県PTA共済審査委員会 (県総合福祉センター) 西野監事
16日 県学校保健会第２回評議員会 (県医師会館) 大林理事､ 河原委員長

20日
学校歯科委員会
(１) 日学歯より見解の発表 (２) 日学歯ＨＰ (３) 点数改定 ほか

大林理事､ 河原委員長他全委員

28日 第94回日学歯臨時総会 (日歯会館) 渡辺副会長､ 大林理事
４月11日 日学歯広報委員会 (日歯会館) 大林理事
18日 第１回日学歯理事会 (日歯会館) 大林理事
19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

３月14日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 平成29年度事例分析 (３) 平成30年度各郡市医療相談担当者会 ほか

永松理事､ 岡田委員長他10委員

27日
医療対策小委員会
(１) 本製作の校正

岡田委員長他３名

４月５日 医療相談 永松理事､ 岡田委員長他２委員

18日
医療対策委員会
(１) 事例報告検討 (２) 平成30年度各郡市医療相談担当者会 (３) 委員提出協議題 ほか

永松理事､ 岡田委員長他全委員

センター・
介護

３月10日 障がい児 (者) 口腔ケア地域リーダー事業歯科健診 (つつじヶ丘学園)
松本理事､ 今藤・秋山会員他歯科衛
生士２名

20日
センター・介護委員会
(１) 障がい児 (者) 対応施設調査票校正 (２) 平成30年委託事業
(３) 多職種連携に係る研修会

松本理事､ 平井委員長他全委員

４月７日

第１回多職種連携に係る研修会
｢口から食べる幸せをサポートするための多職種連携による食支援｣ NPO法人口から食べ
る幸せを守る会 小山珠美理事長
参加者：102名

田上常務理事､ 松本理事､ 平井委員
長他５委員

12日
県認知症対策・地域ケア推進課との委託事業打合せ
(１) 平成30年度在宅歯科従事者研修事業

小島副会長､ 田上常務理事､ 松本理
事

厚生･医療
管理

４月14日
厚生・医療管理小委員会
(１) 九州各県担当者会議 (２) シニア倶楽部 (３) 合同就職説明会

宮井理事他１委員

総務･医療
連携

３月15日
回復期医科歯科連携事業運営協議会
(１) Ｈ29年度回復期事業・実績報告 (２) 在宅医療連携室に関するラジオ放送
(３) 第４次県歯科保健医療計画 ほか

伊藤副会長､ 宇治理事､ 三森委員長､
神�副委員長､ 古川歯科衛生士他５
名

19日 保険医協会との医科歯科連携企画会議 (県保険医協会)
伊藤副会長､ 松本・宇治理事､ 太田
センター介護副委員長

20日 県在宅医療連合会設立式 (県医師会館) 伊藤副会長､ 澤田事務局長
29日 第２回県がん診療連携協議会 (熊大附属病院) 浦田会長

４月４日
スカイプ説明会
(１) 地域保健委員会へのスカイプ使用方法等の説明会

宇治理事

学 院

３月10日
学院卒業式
(１) 第52期生54名 (１名欠席)

浦田会長､ 伊藤学院長､ 牧・林教務
部長､ 弘中教務部長､ 秋山・正清教
務委員

27日
第４回学院運営審議会
(１) 熊本歯科衛生士専門学院細則一部改正 (案)

浦田会長､ 伊藤学院長他小島副会長
を除く常務理事以上全役員

４月２日 第１回教務委員会
伊藤学院長､ 牧・林副学院長､ 弘中
教務部長他全教務委員

10日
学院入学式
(１) 第55期入学生：60名

浦田会長､ 伊藤学院長､ 牧・林副学
院長､ 弘中教務部長､ 正清教務委員

国保組合

３月９日 全協九州支部総会 (ANAクラウンプラザホテル福岡) 上野副理事長､ 桑田常務理事
16日 第70回全協通常総会 (東京・明治記念会館) 浦田理事長
20日 組合地区国保運営協議会事務連絡会・研修会 (県医師会館) 国保課職員

４月５日 国保事業見直検討委員会
上野副理事長､ 桑田常務理事､ 守永・
瀬井理事

７日 国保会計管理対応 原田監事

16日
国保組合会計管理事前打合せ 桑田常務理事､ 原田監事
国保組合会計管理打合せ 桑田常務理事､ 原田監事

KDMU
３月10日 KDMU企画会議 渡辺代表取締役
20日 日本メディカルテクノロジーとの打合せ 渡辺代表取締役
27日 日本メディカルテクノロジーとの打合せ 渡辺代表取締役



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。

　ゴールデンウィークに玉名郡長洲町の
潮干狩りに行った時の写真です。
　天気も良く、多くの家族連れで賑わって
いました。子供たちは貝堀より、水遊びが
楽しく服を泥だらけに汚して遊んでいま
した。

（N・Y）

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
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第25回常務理事会

第26回常務理事会

第15回理事会

国保臨時組合会

施設基準届出に係る研修会

　日本周囲の状況が緊迫している昨今、日本国内では未だに加計、森友と騒いでいますが、テレビ
新聞はもっと報道すべきことがあるのではないでしょうか。
　この六月に米朝首脳会談が行われようとしています。
　核を持ち日本に迷惑を掛ける北朝鮮と非核化させ自国を安全にしようと考える米国、様々な思
惑で決着をつけようとする両国の会談は日本にとっても重要な会談になると思います。会談が成功
したら何度も北朝鮮には騙されているので非核化を手順を踏んできちんと履行されるまでしっかり
監視していくことが大事だと思います。もし会談が失敗したら米国にとって軍事オプションが現実味
を帯びるということです。どちらにしても日本は米国と歩調を合わせて北朝鮮を圧迫していく事が
大切です。
　テレビ、新聞の報道に騙されず真実を見る目を読者の方々には持っていて欲しいと思います。

編集者のつぶやき

（M・K）
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