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ビートルズの２枚目のシングル「プリーズ・プリーズ・ミー」が、メロディー・メーカー誌のシングルトップ50で
初の№１を獲得した1963年３月２日に僕は産声を上げた。この事実を知ったのは社会人になってからである
が、振り返ると僕の人生にはいつも彼らの音楽があった。特に衝撃を受けたのが、ラジオからのニュース速
報でジョンの訃報を聞いた時だった。丁度受験に向けて、毎晩必死に猛勉強していた最中であった。当時発
売直後の「ダブルファンタジー」は12月８日の彼の命日には毎年必ず聴くようにしている。先日は彼の最高傑
作と称される「イマジン」がアルティメイト・コレクションで豪華に蘇った。彼が存命なら、混沌とした現代社
会に向けてどの様なメッセージを発しているのか興味深い。
一方のソングライター、ポールは御年76歳。こちらも先日ニューアルバムを出し、日本公演を含むワールドツ

アーも開催予定で益々お元気、血気盛んである。今回は時代の流れを汲み、ＳＮＳを駆使した大規模プロ
モーション活動を展開。ポールのソロアルバムとしては久しぶりの№１を獲得した。そして11月９日にはお待ち
かね、僕が一番好きな「通称ホワイトアルバム」（オリジナルは２枚組）が50周年スーパーデラックスエディ
ション７枚組で世界同時発売される。ライブ活動を止めて、純粋に個々の創作活動に専念した時期の真っ白
な玉手箱のような作品。ビートルズ解散の原点も、ここにあるのだが…複雑な心境でもある。とにかく音質が
向上したデモ音源など、ブートレッグの音ををどこまで超越できるのか今から楽しみである。
僕も55歳。ポールのように何歳まで歯科医師として表舞台に立てるかは分からないが、彼らのように何か

を残せる、意義ある晩年を送りたいものである。

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。

　毎年11月に行われる、南関町ふるさと関所まつり
の大名行列の写真です。大名の移動は大仕事で
あったことが窺えます。南関町は、古くから関所の
町として栄え、交通の要衝であったと伝えられて
います。その関所の町をテーマに平成元年から始
められたのが、ふるさと関所まつりです。大名行列
の他に歌やキャラクターショウ、町特産品などの展
示即売があり、子供から大人まで楽しめるイベント
です。 （N. Y）

事業課からのご案内

今年度から
保険料が

さらにお安く

最高「3000万円」
の保障が無診査
で加入OK

配偶者も
1000万円まで
加入OK

１年更新で
配当金は毎年
加入者へ還元

其の
1

朝日生命　アメリカンファミリー生命　住友生命　損保ジャパンひまわり生命
第一生命　　日本生命　　富国生命　　明治安田生命　　メットライフ生命

[ 県歯事務局　TEL：096-343-8020　担当：奥村 ]　までご連絡ください

下記の保険会社と団体収納契約をしておりますので
会費明細引きがご利用できます。

其の
２

個人でご加入した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。

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。

※昨年度実績 40%還付
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平成30年度診療報酬改定より半年が過ぎ､ 据え置きだった初再診料の点数も変わりました｡

今回の改定では､ 施設基準による点数アップが特徴的であり､ その基準をクリアする為の講

習会を会員の皆様に受講してもらう必要がありました｡ 再三の連絡が功を奏し､ 多くの会員

方に受講して頂けた様でした｡ 特に､ 初診料に係る施設基準は､ ほとんどの会員が提出した

様です｡

平成28年度改定に続き､ 平成30年度改定も医科以上のプラス改定でした｡ 新たに出来た算

定項目を積極的に算定している会員は､ レセプトの平均点数が､ 100～200点も上がっている

との声も聞きます｡ しかしながら､ 上がるはずの点数が上がっていない会員も多くいます｡

それは意図的に点数を上げない様にしているからです｡ 歯科医が治療を行う場合､ 口腔病変

が進行しない様に指導しているはずです｡ 当然指導管理料を算定しても差し支えないはずで

すが､ ｢点数が上がるのが嫌だ｣ とか ｢算定するのが面倒だ｣ とか云う理由で歯管を算定し

ない会員もいます｡ 既に高点数で個別指導に当たっている場合､ 現状でも指導に当たるなら､

指導管理料等の取り控えを行う意味は全くありません｡ 単に診療所の経営を圧迫するだけの

行為でしかありません｡

この10年､ 熊本県だけではなく全国でもレセプトの平均点数が下がり続けています｡ その

理由として､ 個別指導を警戒して平均点数が上がらない様にコントロールしている会員が多

くいる様に感じます｡ SPTや訪問診療の患者を増やし､ 必然的に平均点数を下げている所は

問題ありませんが､ 単に個別指導に当らない為だけに､ 算定できる点数を算定しないのは本

末転倒です｡ 社会保険担当理事である私も､ ２年前に高点数で個別指導を受けています｡ し

かし､ 指導現場では必要な書類はきちんと持参し､ カルテも必要な事項を記載していますの

で特に指導現場で注意される事もほとんどありませんでした｡ 今後も医院経営を圧迫する様

な､ 算定控えを行うつもりもありません｡ 行った診療通りに算定し､ 必要事項をきちんとカ

ルテに記載していれば､ 個別指導を恐れる事は何もありません｡

ご自分で解らない事や聞きたい事など､ 何でも社保委員会に相談してください｡ その為に､

社保委員会では ｢個別相談会｣､ ｢保険請求110番｣､ ｢レセプトチェックセンター｣ など常に

会員が相談できる場を提供しています｡ 委員会に相談をしてマイナスになる事は一切ありま

せん｡ 社保委員会は会員の為の委員会です｡
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―第17回理事会―
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９月25日(火) 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：渡辺副会長
２. 挨拶：浦田会長

今年は､ 全国各地で甚大な災害が多発して

おります｡ また､ 今週末から来週にかけて大

型で非常に強い台風が日本に接近しており､

九州にも上陸する予報ですので被害が出ない

ことを祈るばかりです｡ ところで､ 今年度も

残すところあと半年となりました｡ 現在､ 役

員の皆様には我々の執行部体制になって10年

間の活動等を所管ごとにまとめていただいて

いるところです｡ これは我々が何をしてきた

か把握するためではなく､ 我々がどう対応し

て何を成し遂げて何が達成できなかったか､

また､ 今後どの分野に注力すべきかといった

課題等､ 皆様の思いも書いていただければ次

の10年間に向けてより良い報告ができるので

はないかと考えています｡ 以前は10年一昔と

言っておりましたけれども､ 現在では二昔・

三昔になってしまうほどの時代の流れであり

ます｡ 我々が10年前に執行部を立ち上げた当

時と比べますと本会の方向性も随分変わって

いますので､ 取りまとめることの意義は大き

いといえます｡ 役員の皆様には業務ご多忙の

折に恐れ入りますが､ 宜しくお願い致します｡

３. 議長選出：浦田会長
４. 議事録署名人：中嶋監事､ 西野監事
５. 平成30年度会務報告：

(自：８月20日～至：９月19日)

本会総務：理事会､ 常務理事会､ 第17回警

察歯科医会全国大会

学 術：学術講演会

社会保険：シニア倶楽部社会保険研修会

地域保健：後期高齢者歯科口腔健康診査事

業研修会

広 報： 『熊歯会報』 ９月号の校正､ 10

月号の編集・校正

医療対策：医療相談・苦情事例報告

センター・介護：社会保険､ センター・介

護合同委員会

総務・医療連携：総務・医療連携委員会

国 保：全協九州支部総会

以上､ 各担当役員より報告がなされた｡

６. 報告事項：
１. 表彰

防衛大臣感謝状贈呈 前野 正春 会員

(熊本市)

表彰式：平成30年10月13日(土)

於：グランドヒル市ヶ谷

２. 新聞掲載記事

北海道胆振東部地震における歯科医師

による身元確認､ 来年10月の消費増税時

に初・再診料の引き上げ検討､ 2018年度

国民生活に関する世論調査結果､ 2017年

度法人企業統計による企業の内部留保

(利益剰余金) についての新聞掲載記事

を報告した｡

３. 平成30年度在宅歯科診療器材に係る会

員への通知

10月の会員宛定期発送物に､ 今年度も

在宅歯科診療器材整備事業が継続実施さ

れる予定であり､ 申し込みを希望する場

合は早めの器材選定を依頼する文書を同

封する｡
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４. 日歯スポーツ健康づくり歯学協議会の

今後のあり方に関するアンケート

発展的解散すべきであると理由を添え

て回答する｡

５. 平成31年度厚生労働省歯科保健課関係

予算概算要求の主要事項及び税制改正に

関する要望書

次年度の歯科保健課関係予算概算要求

の主要事項及び日歯の税制改正に関する

要望書を報告した｡

６. くまもと経済からの広告掲載依頼

広告は掲載せず､ 牛島専務理事のイン

タビュー記事 (10月号掲載) のみ掲載す

る｡

７. 肥後銀行からの ｢手数料新設・改訂の

お知らせ｣

10月より､ 振込受付書発行手数料や振

込内容変更手数料等の新設・改定が通知

された｡ 今後も他の手数料の新設が予想

されるため､ 他行に依頼した場合の手数

料も調査する｡

８. 日学歯作成の就学時の健康診断マニュ

アルの平成29年改訂版

ＣＯの検出導入とう蝕多発傾向者判定

基準が明確に記載された｡

９. 事業実施報告書�｢学術講演会｣ (９月２日) 学術委員会�７月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

10. ８月末会計現況

７. 連絡事項：
１. 10月行事予定

８. 承認事項：
１. 新入会員の承認 [承認]

飯盛 美豊 (菊池郡市／第１種) １名

の入会を承認した｡

平成30年度入会状況 (９月末累計)

第１種会員／14名 第２種会員／３名

第３種会員／20名 第４種／１医療機関

２. 関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼 [承認]�熊本県医療・保健・福祉連携学会企画
委員／公益社団法人熊本県医師会

小島 博文 副会長 任期：平成30年

４月１日～平成31年３月31日

�熊本県エイズ対策会議委員／熊本県健
康危機管理課

宮井 祐 理事 任期：平成30年４月

１日～平成31年３月31日�九州地域の医療機関における電波利用
推進協議会構成員／九州総合通信局長

宮井 祐 理事 任期：平成30年９月

29日～平成31年９月28日�くまもと21ヘルスプラン推進委員会委
員／熊本県健康づくり推進課

赤尾 浩彦 理事 任期：平成30年４

月１日～平成32年３月31日

関係機関・団体への役員等の推薦を承認

した｡

３. 名義後援使用依頼 [承認]

(継続承認)�第66回 ｢手足の不自由な子どもを育て

る運動｣ ／ (公財) 熊本県肢体不自由

児協会

名義後援使用を承認した｡

４. 熊本県歯科衛生士会からの講師派遣依

頼 [承認]

講師派遣を承認した｡ なお､ 講師は社

会保険委員会で選定することとする｡

９. 議題：
１. 平成30年度第30回中規模県歯科医師会

の提出協議題 [承認]

県歯科保健条例の改正等を協議題とし

て提出することを承認した｡

２. 平成30年度 ｢九州｣ ｢中国・四国｣ 地

区歯科医師会役員連絡協議会の提出協議

題 [承認]

歯科衛生士要請学校における男子学生

の在籍状況と受入れ体制を協議題として

提出することを承認した｡

３. ｢熊本県のよかボス企業｣ 登録申請に

関する ｢よかボス宣言｣ [承認]

｢よかボス宣言｣ を行うこととその内

容について承認した｡

４. 平成30年度北海道胆振東部地震に対す

る支援 [承認]

激甚災害に指定されたことを勘案し､

日歯や各都府県の対応を見て､ 本会の対

応を決めることを承認した｡
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５. 名義後援使用及びチラシの定期便への

同封依頼 [承認]

研修会開催後に決算報告書を提出する

ことを条件に､ 名義後援使用並びにチラ

シの同封 (無料) を承認した｡

６. ｢低ホスファターゼ症｣ の会員への周

知 [承認]

周知することを承認した｡ なお､ 本会

ホームページにおいて病気の内容が分か

る参考ページなどを紹介し､ 地域いきい

き通信にも掲載することとした｡

７. 第71回九州歯科医学大会厚生行事 (佐

賀県) に伴う部活動補助金交付 [承認]

それぞれの部活動に下記のとおり補助

金を交付することを承認した｡ なお､ 次

年度より会員・非会員を把握するために

名簿の提出を求めることとする｡�野球部25名 (20万円)・剣道部13名 (10
万円)・テニス部16名 (12万円)・ボウ

リング部６名 (６万円)・囲碁部３名

(２万円)

８. その他�未入会者対策 (歯科医師会・歯科医師

連盟) [承認]

歯科医師会・歯科医師連盟への未入

会者に対する入会勧奨文書 (案) を各

郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会

議に提出することを承認した｡

�鶴田病院歯科口腔外科開設の通知文書
[承認]

文書を一部修正して､ 10月の定期発

送物に同封することを承認した｡

・第17回女子ハンドボールアジア選手権

における後方支援病院の協力依頼

[承認]

大会期間中に傷病者が出た場合の搬

送先医療機関の協力依頼について､ 本

会から山鹿市・八代歯会に協力依頼す

ることを承認した｡

10. 協議事項：
１. 各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡

会議の事前質問 [承認]

事前質問への回答内容を承認した｡

11. 監事講評：
中嶋監事より ｢初診料並びに歯科外来環

境体制加算に係る施設基準を10月から算定

するための九州厚生局への届出を忘れてい

る会員もいるので､ 周知徹底をお願いした

い｡｣ と要望された｡

12. 閉会：小島副会長
(理事 竹下 憲治)
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しばらくの歓談後､ 寿賀会員７人の表彰が､

行われた｡ 百寿の師井淳吾会員､ 卒寿の堀川

義治会員､ 傘寿の椿幸雄会員､ 喜寿の青山雅

子会員､ 河上正会員､ 武末憲一会員､ 中原孝

典会員である｡ 浦田会長より県歯会からの記

念品が贈呈された｡ 今回は､ シニア倶楽部で

初めて百寿をむかえられる師井会員に､ 似顔

絵入りのケーキのプレゼントがあった｡ 師井

会員とケーキの周囲には､ 御長寿にあやかろ

うと会場中の会員が集まりアイドル並の記念

撮影会となった｡ ケーキの真ん中に立てられ

た100歳を象徴する長いローソクの火を師井

会員がひと吹きで消されると一斉に拍手が起

こり､ 和やかな会場内となった｡

その後は､ 武末会員がトップバッターのカ

ラオケ大会となった｡ 会場内は､ カラオケと

お酒で盛り上がりとても楽しいシニア倶楽部

となった｡

午後８時､ 伊藤副会長の万歳三唱､ 閉会の

挨拶をもって､ 平成最後のシニア倶楽部は､

閉会となった｡

(工藤 智明)

����������
―百寿の師井淳吾会員を祝う―

９月15日(土) 午後６時より､ 総勢49人参

加のもとシニア倶楽部が開催された｡ 懇親会

に先立ち､ 午後４時より県歯会館にて社会保

険研修会が行われた｡

研修後は熊本ホテルキャッスルに移動し､

集合写真の撮影が行われた｡ その後､ 宮井理

事の司会進行のもと､ 懇親会が開催された｡

渡辺副会長の開会の挨拶に続き､ 浦田会長

から挨拶があった｡ 引き続き､ シニア倶楽部

代表として河上正会員から挨拶があった｡ 人

生を振り返られ､ アポロ11号の月面着陸が印

象深かったというお話であった｡

椿幸雄会員の乾杯のご発声により､ 宴会は

スタートした｡

�������

百寿 おめでとうございます
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―最新のデジタルデンティストリー―

階から必要になるため､ CT画像データ (頭
蓋形態情報) と模型スキャニング (歯列形態
情報) と顎運動情報を統合､ VR咬合器で再
現し､ 応用することで術前と治療安定後での
評価を数値化することが可能となり､ 治療後
の評価も応用ができる｡
ここで､ 顎運動の評価と再評価の指標とし
て､ 全運動軸と最小運動軸を説明された｡ 全
運動軸とは､ 機能正常者では顎関節付近に算
出されることが多いが､ 機能異常者では全運
動軸は求められず､ 全運動軸が算出できない｡
ただし最小運動軸は機能正常者・機能異常者
とも下顎孔付近にあり､ 機能異常者でもある
程度その点の位置はずれないため､ 全運動軸
を最終のゴールとして治療を取り組んでいる
症例が提示された｡
また､ VR咬合器を用いた咬合治療の手順
を説明された｡ 大学では､ セファログラムか
らの分析をもとに咬合の挙上がどれくらい必
要か否かを分析する｡ MRI等で顎関節の位置
や形態異常を確認しながらVR咬合器付着を
用いて咬合接触点をプロビジョナルレストレー
ションで再現応用し､ デジタルFGPテクニッ
クを用いて最終咬合面形態に導くなどの応用
例も提示された｡ 咬合に関しては､ いわゆる
ABCコンタクトという咬合接触点という考
えではなく､ VR咬合器にて補綴形態の設計
と上下の初期咬合接触面エリアという観点で
咬合点付与を行っている｡ さらに､ 部分欠損
の実例をあげて咬合力の有限解析を行ってメ

熱弁をふるう小川 匠教授

９月２日､ 県歯会館にて恒例となっている
メーカータイアップ学術講演会が79人の参加
者を迎え開催された｡ 今年は㈱松風の協力を
得て､ 鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴
学講座 小川 匠 教授をお招きし､ ｢デジ
タル技術を応用した補綴治療―臨床咬合学の
視点から―｣ という演題でCAD/CAMから
最新デジタル技術とその応用まで幅広い講演
が行なわれた｡
小川教授は大学で補綴を専攻された後､ ナ
ソロジーの発祥地であるUSC南カルフォル
ニア大学への留学｡ ナソロジーの現代咬合学
においての役割と生体における咬合の再現性
という観点から､ その不足部分を説明がなさ
れた｡ 調節性咬合器や全調節性咬合機のハン
ドリングの困難さ不足部分を補うためCAD
(コンピューター支援設計) の応用によるVR
咬合器での咬合再現とCAMにより補綴物の
作製・機能回復､ さらには咬合異常患者の診
断と治療評価を交えて､ デジタルデンティス
トリー導入の経緯を説明された｡
口腔内スキャナーいわゆる光学印象装置に
関しては､ LAVA C,O,Sから３shape TRIOS
色情報と同時に光学印象ができるものも紹介
いただき､ それぞれの特徴とその機能を説明
された｡ 現時点で応用できる各社の口腔内ス
キャナーとその統合である顎運動再現装置と
しての機能はTrophyやLAVAなどは平線咬
合器､ TRIOSは平均値咬合器､ アマンギル
バッハ社のCERAMILLは半調節咬合器とし
てのVR咬合器という再現性をもってコンピュー
ターで表現でき､ それぞれ特徴として簡単な
修復から全顎的治療を得意とする分野が異なっ
ているということであった｡ 次世代のものと
しては全調節性咬合器の機能が考えられるが､
そうなればCTのデータも数値化し､ すべて
コンピューターで診断可能になる日が近くま
できている｡
次世代VR咬合器では､ 顎関節に異常のあ
る患者を治療する場合､ 咬合治療が初期の段

��
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―参加事業所増加のため２会場にて開催―

味がある数件かの事業所にて説明を受ける形

式で行われた｡ 今年は学生がなるべく多くの

事業所の説明を聞けるように､ １事業所滞在

時間を15分と限定した｡

各事業所はそれぞれパンフレット､ チラシ､

写真の掲示､ パソコンなどを駆使して､ 診療

内容や院内の特徴などをドクター､ スタッフ

が学生へ個別に説明する｡ 質問がある学生は

その場で質問もできる｡ スタッフのみの参加

事業所も多く､ 学生にとっても親しみやすい

雰囲気であった｡ 多くの事業所が一堂に会し､

詳しい説明を聞ける機会であるので､ 今後の

就職活動や､ 就職先決定の一助になると思わ

れる｡ 事業所にとっても学生からの問い合わ

せを待つだけではなく､ 直接アピール､ 働き

かけができる貴重な機会である｡

３時になり説明会は無事終了した｡ 歯科衛

生士の確保が難しい現状において､ 今回の学

生合同就職説明会が歯科業界の発展の一助と

なれば幸いである｡

(池嶋 由希)

事業所より説明を受ける歯科衛生士の皆さん

８月19日(日) 午後１時より県歯会館４階

大ホールと３階研修室の２会場で､ 熊本県歯

科医師会合同就職説明会が行われた｡ 今年は

参加事業所が昨年よりさらに増えたため､ ２

会場での開催となった｡ 一昨年から､ 学生の

就職活動の早期化に伴い､ 今年も８月開催で

あった｡ 当日は学院の行事とも重なり午後開

催であったが､ 午前開催希望の事業所が多かっ

たため､ 次回の説明会にその意見を生かして

いきたいと思う｡

この就職説明会は､ 熊本歯科衛生士専門学

院､ 熊本歯科技術専門学校､ 九州看護福祉大

学口腔保健学科の在校生､ 既卒歯科衛生士を

対象としたものである｡ 今年は77人の参加で

あった｡

参加求人事業所は71件 (資料のみの参加２

件) であった｡ 昨年に比べるとさらに参加事

業所が増え､ 歯科衛生士の需要増加が如実に

あらわれている｡

一方､ 参加学生は去年並みであった｡ 学生

にとっては､ 求人事業所の説明を直接ドクター､

スタッフからじっくりと詳しく聞ける良い機

会であるので､ もっと多くの方々が参加する

ように工夫をしていく必要がある｡

説明会開始の前にまず､ 厚生・医療管理委

員会宮井理事より､ 事業所側に注意事項など

の説明があった｡ その後､ 林熊本歯科衛生士

専門学院副学院長の開会の挨拶のあと､ 緊張

の面持ちで学生が入場した｡ 学生には事前に

事業所一覧と､ 配置図が配布されており､ 興

�������
講演会の後も会場から活発な質問もなされ､
従来のデンティストリーを応用した最新のデ
ジタルデンティストリーの神髄に触れること
ができ､ 今後の臨床の将来像が垣間見られる
新しい内容であった｡

(園木 誠)

インテナンス時のトラブルの原因を詳細に調
べた例も説明された｡
近年の研究では鏡面研磨したジルコニアは
対合歯の摩耗量が少ないことがわかってきた｡
ただしペルーラダイヤもしくはその類似の研
磨の粗さ＃400～＃600の研磨バーの粗さが最
も良い｡
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このような､ 身体の健全にかかわる文化財

は西原村内に多数残されています｡ 例えば

｢目の神様｣ である小森神社､ ｢耳の神様｣ で

ある出の口観音堂､ ｢安産の神｣ である滝観

音堂などがあります｡ いずれも人々の健康へ

の願いが成立させた文化財です｡

このような地域文化財は､ 熊本地震により

大きな被害を受け現在も厳しい状況のなかにあ

ります｡ 政教分離の考え方から公的支援にも

限界があり､ 守り伝えてきた集落民も被災し我

が家の復旧にも困難を極めている現状です｡

まずはこのような現状を多くの方に知って

いただくことが文化財復旧に繋がると考えて

おります｡ ご一読いただき感謝申し上げます｡

メール kumarekikyou@outlook.ne.jp

西原村歴史的建造物保全有志の会 事務局 小谷桂太郎

現代社会では､ むし歯や歯のトラブルが発

生した際や未然防止のため歯科医師に診察い

ただくことは当たり前です｡

しかし､ 医療の発達していなかった時代や

医療費が高額で庶民が治療を受けることが困

難であった時代には医療と信仰は近い距離に

ありました｡

写真は､ 阿蘇郡西原村小森地区に所在する

｢万徳院｣ という石造物です｡ 万徳集落の地

名の由来にもなっている文化財です｡ 地域住

民からは歯の神様として信仰されています｡

万徳院とは人物名で､ 細川家が宮津城主の

頃の家臣でしたが､ 細川家が九州に転封され

た際に家臣の籍を離れました｡ その後､ 細川

家が肥後に入国すると再び家臣にと願い出ま

すが認められず､ 熊本城から５里払いにされ

ました｡

そのため､ 熊本城から５里に位置する現在

の西原村に居住し､

山伏となり修行をさ

れたそうです｡ 法力

により歯の治療をお

こなったことから､

死後は ｢歯の神様｣

として祀られたよう

です｡

万徳院そのものへ

の信仰というよりは､

人々の口内環境の健

全への願いが信仰と

いう形として表現さ

れたのでしょう｡
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りにしていたようです｡

四三叔父さんの長女､ 池部政子さんもバス

で上小田から木葉の私の診療所まで歯の治療

に来られていました｡

私も確か下前歯のperを出来るだけ頑張っ

て治療したと記憶していますが､ もうその政

子さんも数年前に他界されました｡

私の幼少時代､ 叔父の優しい笑顔､ ハスキー

ボイスが記憶に残っています｡

30年ぐらい前に叔父さんの奥さん､ スヤ叔

母さんを上小田の自宅に御見舞いに行ったの

も思い出しました｡ 四三叔父さんの歯は強く､

私の父も歯科医でしたが､ 父は治療したこと

はないと言っていました｡ ただ帰熊した時､

時々上小田から木葉まで来ていたみたいです｡

私の厳しい康憲祖父とどんな感じで話して

いたのでしょうか？

康憲祖父の米寿祝いの記念写真にも私の両

親の横に四三叔父とスヤ叔母は写っています｡

新聞によると ｢四三｣ はシソウと読むよう

に統一されたそうですが､ 私達親戚は昔から

シゾウと呼んでいました｡ たぶんこれからも

身内ではシゾウと呼び続けるのでしょう｡

大河ドラマの話があってから報道関係から

春野家の家紋はどんなものか尋ねられました

玉名の歯医者仲間ではご存知の先生もいらっ

しゃいますが実は金栗四三は私の祖父､ 康憲

の妹スヤの婿養子なんです｡

添付の春野家系図でもわかると思います｡

来年正月の

大河ドラマに

なると噂を聞

いてから､ あ

れこれ懐かし

い写真や思い

出話を親戚や

姉､ 従兄弟た

ちと話すよう

になりました｡

四三叔父さ

んは金栗家の

８人兄弟 (男

４人女４人)

の７番目でした｡ 生まれは明治24年､ 1891年

の８月20日で昭和58年11月13日に92歳で他界

しています｡

現在存命なら127歳です｡ 玉名市上小田の

池部家の養子になってスヤ叔母さんと結婚し

ました｡ 兄から縁談を勧められて大正３年４

月８日に初めて会って10日には池部家で結婚

式を挙げたみたいです｡ 四三叔父さん24歳､

スヤ叔母さん23歳｡ 新婚生活は長い間､ 東京

と玉名市小

田の寂しく

つらい別居

生活だった

ようですが

４､ ５日お

きに届く愛

情こもった

手紙にスヤ

叔母さんは

四三叔父さ

んを信じ頼

������
玉名郡市 春野 惟一

春野家系図

池部家家族

H３年晩年のスヤ叔母と両親

祖父の米寿祝い四三叔父夫婦と両親
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枚だけです｡ 私が東京歯科大学卒業してすぐ

だったと思います｡ 40年前､ こうなるとわかっ

ていたら握手とかサインとか何か記念品を頂

いておけば良かったとイヤラシイけど後悔し

てます｡

歯科の待合室には平成３年スヤ叔母さんの

白寿祝いの色紙をオブジェに置いてます｡

ので､家紋の入っ

た紋付やステッ

キを見せました｡

噂ではスヤ叔

母さん役の綾瀬

はるかさんの春

野家の紋付シー

ンがあるとか､

ないとか｡ もし

あっても家紋の

ズームはないだ

ろうと思います

が､ そんなとこまで事実正確にするんだなと

思いました｡

40数年前､ 私の従兄

弟の結婚披露宴でお祝

いスピーチをしている

叔父の写真がありまし

た｡

隣に私の両親も写っ

ています｡

私が四三叔父夫婦と一緒に写ってる写真は

四三叔父の90歳卆寿祝いの席の記念写真の１

春野家紋付

家紋のついた康憲祖父のステッキ

Ｓ.50年頃金栗叔父と両親

金栗叔父卒寿祝い 私25歳

Ｈ３年スヤ叔母白寿お祝い

叔父さん60歳ぐらい私の自宅で

〈次号につづく〉
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���������� 郡市会報告

９月８日(土) 午後４時より県歯会館で阿蘇
郡市会員研修会が行われた｡
安光専務の司会の下､ 武藤会長の挨拶に続い
てまず研修に先立ちグラクソ・スミスクライン・
コンシューマー・ヘルスケアジャパン社の九州
エリアテリトリーマネージャーの草野克江氏と
熊本担当の菊池氏のお二人より義歯洗浄剤､ 義
歯安定剤の製品の説明､ 選択目安など詳しく説
明をしていただいた｡ 義歯安定剤に於いては義
歯の大きさ､ 適合状態によって大きく差が出る
ようである｡ また歯科医師それぞれに考え方が
いろいろあるようです｡
研修に入ってまずはじめにケイ・デー・エム・
ユーの事業について県歯の渡辺副会長よりケイ・
デー・エム・ユー及び本会収益事業活用のメリッ
ト､ 保険商品や取扱い用品の説明をしていただ
いた｡ 次に歯科衛生士・歯科技工士の需給問題
について県歯の伊藤副会長より実情をお話しい
ただいた｡ 歯科衛生士の県内への就職を推奨し
ていること､ 歯科技工士の入学者の減少が顕著
で切実な問題となっているようだ｡ 最後は県歯

―会員研修会―

������������阿蘇郡市歯科医師会

会現況の報告として県歯の牛島専務理事より終
身会員の年齢延長に伴い､ 条件の違いにより会
員の会費負担が変わるので､ 落としどころをど
のあたりにするのかがこれからの課題である｡
と報告があった｡ 研修会の最後は甲斐田副会長
の謝辞で終了した｡
懇親会は市原監事の乾杯でスタートし､ 美味
しい料理をいただきながら良い雰囲気の中多く
の質問やいろんな話題で盛り上がり､ 片山会員
の一本締めでお開きとなった｡

(乕谷 真)

山鹿市歯科医師会

―古希・還暦祝賀会―

������������ �
９月８日(土) 午後６時より､ 山鹿市歯科医
師会の ｢古希・還暦祝賀会｣ がホテル眺山庭に
て開催された｡
宮坂会長の祝辞に続いて､ 古希を迎えられる
原賀会員､ 還暦を迎えられる野上会員､ 河原会
員それぞれ挨拶された｡ 山鹿市歯科医師会が鹿
本郡市歯科医師会と呼称されていた頃の逸話が
披露された際には､ これまで地域医療や歯科医
師会の発展に大いに尽力してこられた年月の重
みを感じた｡ また､ 還暦などはまだまだ若造と
のお言葉をお聞きした際は､ 後輩である筆者が
逆に励まされた｡ 御三方共今後も現役で診療を
続けられるとのことで､ 背中を追い続ける我々
としては大変頼もしく感じられた｡ その後各会
員に記念品が贈られ､ 乾杯した｡ 美味しい料理

とお酒がふるまわれ､ 時の経つのを忘れてしま
うほどとても楽しい宴となった｡ 尊敬する先生
方の健康と益々の活躍を祈念いたしております｡

(赤星 一郎)

おめでとうございます

真剣に話をきく会員
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����� �����―第１回大牟田・荒玉合同親善ゴルフコンペ―

��������荒尾・玉名郡市歯科医師会

９月24日(祝)､ 荒尾市の九州ゴルフ倶楽部小
岱山コースにて ｢第１回大牟田・荒玉合同親善
ゴルフコンペ｣ が開催された｡
当初､ 本イベントは個別に親交のある福岡県
大牟田市歯科医師会 (大歯会) 会員と荒歯会の
会員有志が企画したものの､ 大歯会の参加者と
のバランスが取れないことが分かり､ 玉名郡市
歯科医師会 (玉歯会) 会員に ｢助っ人｣ として
参加依頼し実現することとなった｡
当日は開始当初の曇天が終盤には小雨が降り
続く､ あいにくの空模様となったが､ 24人のゴ
ルフ好きの面々は普段からの実力をここぞとば
かりに披露した｡
競技はダブルペリア､ ６インチプレース可､
団体戦は大牟田､ 荒玉それぞれのNETでの上
位５名のスコア合計勝負というルールで行われ､
栄えある第１回を制したのは荒玉合同チームで
あった｡ (368.4対377.2)
また個人戦では荒歯会の前島和幸会員 (NET

72.6) が優勝を飾った｡
荒歯会は玉歯会との定期的な交流は今も継続
している｡ 大歯会ともかつてソフトボールを行っ
たりし親睦をはかっていた時期もあったが､ そ
れが今回ゴルフとなって復活した｡ 県をまたい
で様々な世代の会員相互の交流の場がもてるよ
うになったという事は非常に感慨深いと漏らし
ていた古参会員の言葉を聞くと､ 来年以降も継
続開催すべきイベントであると確信する｡

(荒歯会 坂田 輝之)

スタート前に24人で集合写真をパチリ！

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
飯盛 美豊
(イサカリ ヨシトヨ)

合志市豊岡2505-9

いさかり歯科口腔クリニック

①開業したら患者さんは来てくれるのか｡ 家族やスタッフを養っていけるのか｡
②歯科医師の考える最良が患者さんにとっても最良とは限らない｡ 患者さんの
希望をくみとってあげたいと思う｡

③患者さんとのコミュニケーションを大切にしていきたい｡
④ ｢歯科医師｣ という職業を後世に残していけるよう尽力していきます｡

� � �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

北田賢次郎 先生
平成30年９月18日 ご逝去 86歳�郡 市 名：玉名郡市�入会年月日：昭和40年７月８日
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山鹿市 西山 洋三

基本的な日替わり定食は以上ですが､ 他に

も魚系､ 野菜系の定食があり種類が豊富です｡

調理されている方が管理栄養士をされてお

り､ 人柄が料理全体にすごく出ている様な気

がします｡

また子供用の椅子も用意されており､ お子

様のいるご家庭でもゆっくりお食事を楽しめ

る場所となっています｡

簡単ではありますが､ 今回 ｢やまもと食堂｣

さんを紹介させていただきました｡ 皆さん山

鹿へお越しの際はぜひお立ち寄りください｡

私は次回の熊本城マラソンに出るため､ こ

こでしっかり栄養をつけ､ 体力作りをして本

番へ望みたいと思います｡

次回は同じ新樹会の会員で八代で開業され

ています､ 久貝喜太郎会員にバトンを渡した

いと思います｡

私が山鹿で開業させて頂いて４年目になり

ます｡ 最初は昼食を自炊していましたが飽き

てしまい､ 定食屋さんを探す様になりました｡

色々探し回った結果､ 今回おすすめしたいお

店が 『やまもと食堂』 です｡

場所は､ さくら湯から八千代座に向かう坂

道を歩いていくと右手に見えてきます｡

メニューの看板が出てなければ､ 一見定食

屋さんとは気づきにくいかもしれません｡ 店

内に入ると､ ４人用テーブルが３つ､ ２人用

のテーブルが２つ､ カウンターに３､ ４人座

れる程のゆったりした空間作りになっていま

す｡ メニューは基本的に４種類の日替わり定

食になっていて､ 無くなり次第終了になりま

す｡ 食べに行ったら品切れで食べられなかっ

た事もたまにあります｡

ここでおすすめする定食を少しご紹介した

いと思います｡

・生姜焼き定食

豚肉なのかと疑う程のジューシーさと脂身

が重くなく身体が喜ぶ一品です｡ ※このあと

アイスコーヒーを飲むと良い感じになれます｡

・カツカレー

土曜日など週末にしかでない一品｡ 午後の

診療にやる気がわき出る一品です｡

・ロースかつ定食

サクッとした歯ごたえと美味しすぎる脂身｡

一枚のカツをナイフとフォークで切って食べ

るのですが､ お箸だけでも食べられる程の柔

らかさ｡ 最高です｡

・チキン南蛮定食

フォーク､ ナイフを使わず､ 歯で噛み切れ

るほど柔らかく､ オーロラソースとのコラボ

レーションがたまりません｡

・肉巻き豆腐のすき焼き風

(たまにしか出ないレアもの)

食べてみてください｡ (コメントの余地なし)

これらおかずの事ばかりでしたが､ 一汁三

菜もついて栄養面も管理されています｡

ぜひ食べて欲しいロースかつ定食
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会 務 報 告 自 平成30年８月20日
至 平成30年９月19日

所管 日付 摘要 出務者

総 務

８月20日 熊本空港緊急計画連絡協議会 (熊本空港事務所) 牛島専務理事

21日
警察歯科医会全国大会司会打合せ
(１) 全国大会懇親会シナリオ確認

渡辺副会長､ 牛島専務理事､ 宮井・
宇治理事

22日

阿蘇医療センター病院長との面談 浦田会長

第16回理事会
【承認事項】
(１) 新入会員の承認 (２) 関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
(３) 名義後援使用及び共催依頼 ほか
【議 題】
(１) くま歯キャラバン隊メニュー追加
(２) 第73回九州歯科医科大学 (熊本開催) の開催期日及び会場
(３) 平成30年度第１回各郡市歯科医師会長・専務理事連絡会議への提出資料 ほか

浦田会長他全役員

第17回警察歯科医会全国大会実行委員会 浦田会長他全役員

23日
くま歯キャラバン隊 (菊池郡市)
(１) 高齢者の口腔ケア 受講者：45名

長野委員

24日
第17回警察歯科医会全国大会会長招宴 (熊本市)
都道府県会長､ 座長､ 講師､ シンポジスト他40名

浦田会長他実行委員会全委員

25日

第17回警察歯科医会全国大会 (ホテル日航熊本)
出席者：445名 (来賓､ 講師､ 熊本県警・熊本海保､ 大学関係者86名､ 関東地区､ 東京地

区110名､ 北海道・東北地区､ 東海・信越地区､ 近北地区､ 中国・四国地区119
名､ 九州地区､ 熊本県歯会､ 報道関係者109名､ 当日参加者21名)､ 懇親会参加
者274名

浦田会長他実行委員会全委員､ 広報・
永廣委員長､ 緒方委員

27日 熊大原田学長へ警察歯科医会全国大会参加御礼挨拶訪問 (熊本大学) 浦田会長､ 牛島専務理事

28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

29日 平成31年度地域医療介護総合確保基金打合せ (県庁) 伊藤副会長

９月５日
第28回常務理事会
(１) 新入会員の承認 (２) 平成30年度第30回中規模県歯科医師会の提出協議題
(３) 日歯スポーツ健康づくり歯学協議会の今後のあり方に関するアンケート調査 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

８日 阿蘇郡市歯会会員研修会 渡辺・伊藤副会長､ 牛島専務理事

11日

くまもと経済取材 牛島専務理事

平成31年度地域医療介護総合確保基金 (医療分) ヒアリング
(１) 在宅歯科医療連携室連携強化事業 (２) がん患者医科歯科連携事業
(３) 老人保健施設における多職種連携事業 ほか

伊藤副会長､ 牛島専務理事､ 田上・
椿常務理事､ 松本・宮井・宇治理事

月次監査
(１) Ｈ30. ７月末会計現況監査

西野監事

女性歯科医師支援ワーキンググループ
(１) アンケート

町田委員長､ 池嶋・神崎副委員長他
２委員

12日 第803回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長

14日 ユース社労士法人との定期相談会 牛島専務理事､ 八木常務理事

18日

診療報酬支払基金本部理事長挨拶のための来館 浦田会長

第29回常務理事会
(１) 平成30年度在宅歯科診療器材に係る会員への通知
(２) 熊本県歯科衛生士会からの講師派遣依頼
(３) 名義後援使用依頼並びにチラシの同封依頼 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

19日
歯科医師国民年金基金代議員会 (日歯会館) 牛島専務理事

九州厚生局長新任挨拶のため来館 浦田会長

学 術 ９月２日

松風共催学術講演会
受講者：79名
演題：｢デジタル技術を応用した補綴治療 ―臨床咬合学の視点から―｣
講師：鶴見大学歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座 小川 匠教授

伊藤副会長､ 井上理事､ 内野副委員
長他３委員

社会保険

８月21日
社会保険個別相談会 (宇城市)
相談者：１名

野田副委員長

23日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 井口副委員長､ 舩津・市川委員

28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) 近県社保担当者会議 ほか

椿常務理事､ 田中理事､ 桐野委員長
他13委員

31日
社会保険､ センター・介護合同委員会
(１) 第３回介護保険請求ハンドブック作成に伴う打合せ (２) 作業日程
(３) 編集､ 作業分担 ほか

桐野委員長､ 井口副委員長､ 舩津委
員

９月１日
社会保険個別相談会
相談者：３名

田中理事､ 桐野委員長他３委員

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

７日 社会保険指導者研修会 (東京・日本教育会館) 椿常務理事､ 田中理事

14日
社会保険､ センター・介護合同委員会
(１) 第４回介護保険請求ハンドブック作成に伴う打合せ

田中理事､ 桐野委員長､ 井口副委員
長､ 舩津委員

15日
シニア倶楽部社会保険研修会
受講者：15名

椿常務理事､ 田中理事､ 桐野委員長
他３委員

16日
社会保険個別相談会 (玉名市)
相談者：１名

桐野委員長
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所管 日付 摘要 出務者

地域保健

８月20日

後期高齢者歯科口腔健康診査事業研修会 (人吉市老人福祉センター)
受講者：68名

御手洗人吉市理事

県健康づくり県民会議 (ホテル熊本テルサ)
(１) 健康づくり県民会議表彰式 (２) 各団体の活動促進

渡辺副会長

22日
青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町)
健診者数：10名

三森会員

27日
県後期高齢者医療保険事業研修会 (県市町村自治会館)
(１) 講演：歯科健診の必要性・有用性

田上常務理事

29日
青山製作所熊本工場事業所健診 (高森町)
健診者数：９名

三森会員

30日
後期高齢者歯科口腔健診事業意見交換会
(１) 後期高齢者広域連合との意見交換会

渡辺副会長､ 牛島専務理事､ 田上常
務理事､ 赤尾理事

31日 荒尾市三師会ビアパーティー (ホテルヴェルデ) 赤尾理事

９月１日

生活歯援プログラム歯科衛生士向け研修会
(１) 講話 ｢事業所とのコラボヘルスの推進｣ (２) 説明１ ｢生活歯援プログラムの概要｣
(３) 説明２ ｢生活歯援プログラムの流れと実施方法｣
参加者：16名

渡辺副会長､ 赤尾理事､ 郷原委員長
他２委員

４日

後期高齢者歯科口腔健康診査事業研修会 (宇土市福祉センター)
受講者：41名

森宇土郡市副会長

地域保健小委員会
(１) 九州口腔衛生学会調査研究事業アンケート集計方法

赤尾理事､ 郷原委員長他２委員

５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 (１日目) (人吉タクシー株式会社)
受診者：23名

歯科衛生士２名

後期高齢者歯科口腔健康診査事業研修会 (甲佐町下豊内公民館)
受講者：18名

清村上益城郡会長

第１回県へき地保健医療対策に関する協議会 (ホテル熊本テルサ) 赤尾理事

６日
後期高齢者歯科口腔健康診査事業研修会 (小国町社会福祉協議会)
受講者：22名

甲斐田阿蘇郡市副会長

８日 九州口腔衛生学会幹事会 (鹿児島県歯会館) 田上常務理事

11日 全国健康保険協会熊本支部第１回健康づくり推進協議会 (熊大附属病院) 赤尾理事

12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 (２日目) (人吉タクシー株式会社)
受診者：20名

歯科衛生士２名

第１回笑顔ヘルＣキャンペーン打合会
(１) 熊日・歯科衛生士会・広域連合・熊本市8020健康づくりの会との打合せ

田上常務理事､ 竹下・赤尾理事

14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 (１日目) (さくら保育園)
受診者：12名

歯科衛生士２名

15日
後期高齢者歯科口腔健康診査事業 (産山村山鹿体育館)
受講者：103名

我那覇阿蘇郡市会員

18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 (２日目) (さくら保育園)
受診者：12名

歯科衛生士２名

広 報

８月21日
広報小委員会
(１) 会報９月号第２校校正 (２) 今後の会報作成の日程

竹下理事､ 永廣委員長他３委員

９月10日
広報小委員会
(１) 会報10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10月号第２校校正 (２) 今後の会報作成の日程
(３) ９／26 (水) 九州各県広報担当者会打合せ

竹下理事､ 永廣委員長他２委員

学校歯科

８月25日 九州地区学校歯科医会役員連絡協議会 (鹿児島県歯会館) 大林理事､ 田畑委員

29日 日学歯広報委員会 (日歯会館) 大林理事

31日 ｢児童生徒の心と体の健康づくり推進事業｣ 第１回委員会 (水前寺共済会館) 大林理事

９月12日 第５回日学歯理事会 (日歯会館) 大林理事

医療対策

８月21日
医療対策小委員会
(１) 平成30年度九州各県医療安全対策担当者会 (２) 医療相談事例

永松理事､ 岡田委員長

23日
医療対策小委員会
(１) 平成30年度九州各県医療安全対策担当者会 (２) 医療相談事例

永松理事他１委員

28日
医療対策小委員会
(１) ｢医療トラブル０ 10箇条｣ の校正

永松理事､ 岡田委員長他３委員

31日 医療相談 永松理事他１委員

19日
医療対策委員会 永松理事､ 岡田委員長他全委員

医療相談 永松理事､ 岡田委員長他２委員

センター・
介護

８月30日 県より口腔保健センター見学 (口腔保健センター)

31日

口腔保健センタースタッフ打合せ
(１) ８／30行政より見学の報告

小島副会長､ 松本理事

社会保険､ センター・介護委員会
(１) 第３回介護保険請求ハンドブック作成に伴う打合せ (２) 作業日程
(３) 編集作業分担 ほか

小島副会長､ 松本理事､ 平井委員長､
松岡・長野・大坂委員

９月８日 第24回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 (仙台国際センター) 松本理事

９月13日 菊池郡市歯会会員研修会 (菊池郡市歯会館) 長野委員

14日
社会保険､ センター・介護合同委員会
(１) 第４回介護保険請求ハンドブック作成に伴う打合せ

松本理事､ 平井委員長､ 松岡・長野・
大坂委員

19日
第１回県各圏域地域リハビリテーション広域支援センター連絡協議会 (県医師会館) 松本理事

センター介護小委員会 小島副会長､ 松本理事､ 平井委員長
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所管 日付 摘要 出務者

厚生・医療
管理

８月25日 阿蘇郡市健康診断 (阿蘇郡市医師会館)

９月１日 宇土郡市健康診断 (宇土市保健センター)

３日 熊本市・上益城郡健康診断

４日 熊本市・上益城郡健康診断

５日 熊本市・上益城郡健康診断

６日 熊本市・上益城郡健康診断

７日 熊本市・上益城郡健康診断

８日
天草郡市健康診断 (天草地域健診センター)

人吉市健康診断 (中原コミュニティーセンター)

15日
シニア倶楽部 (ホテルキャッスル熊本)
参加者：29名

浦田会長他常務理事以上全役員､ 宮
井理事他２委員

18日 県エイズ対策会議 (熊本県庁) 宮井理事

19日 九州地域の医療機関における電波利用推進協議会 (九州総合通信局) 宮井理事

総務・医療
連携

８月23日
人工透析患者に関する意見交換
(１) 人工透析患者への口腔ケアの介入

牛島専務理事

28日
総務・医療連携委員会
(１) 第２回歯科医科連携シンポジウム (２) がん・回復期医科歯科連携報告
(３) 病診連携特別講演会 ほか

宇治理事､ 三森委員長他全委員

９月11日 県がん診療連絡協議会幹事会第37回相談支援・情報連携部会 (熊大附属病院) 宇治理事

18日 第１回県がん診療連携協議会 (熊大附属病院) 浦田会長

学 院 ８月28日
第３回学院校舎増築臨時検討委員会
(１) 増築構想

伊藤委員長､ 小島副委員長､ 八木・
松本・牛島・弘中・林委員､ 菅顧問

国保組合

９月１日

九歯連会計監査 (熊本ホテルキャッスル) 浦田理事長

第１回九歯連役員会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田理事長

全協九州支部幹事会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田理事長

全協九州支部総会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田理事長他全役員

全協九州支部役職員研修会 (熊本ホテルキャッスル) 浦田理事長他全役員

７日 社会保険指導者研修会 (東京・日本教育会館) 上野副理事長

11日 県組合地区国保運営協議会
浦田理事長､ 上野副理事長､ 桑田常
務理事他２名

｢日歯メールマガジン｣､ ｢県歯メールニュース｣への配信登録のお願い

日歯からは会員への情報公開・伝達サービスの一環として､ メー
ルマガジンを配信しています｡
さらに､ 本会からは主催する講演会情報を中心に､ メールニュー
スを配信しています｡
配信登録は日歯ホームページのメンバーズルームや県歯ホームペー
ジの会員専用ページから可能ですので､ この機会に是非ご登録をお
願いします｡



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。

　毎年11月に行われる、南関町ふるさと関所まつり
の大名行列の写真です。大名の移動は大仕事で
あったことが窺えます。南関町は、古くから関所の
町として栄え、交通の要衝であったと伝えられて
います。その関所の町をテーマに平成元年から始
められたのが、ふるさと関所まつりです。大名行列
の他に歌やキャラクターショウ、町特産品などの展
示即売があり、子供から大人まで楽しめるイベント
です。 （N. Y）

事業課からのご案内

今年度から
保険料が

さらにお安く

最高「3000万円」
の保障が無診査
で加入OK

配偶者も
1000万円まで
加入OK

１年更新で
配当金は毎年
加入者へ還元

其の
1

朝日生命　アメリカンファミリー生命　住友生命　損保ジャパンひまわり生命
第一生命　　日本生命　　富国生命　　明治安田生命　　メットライフ生命

[ 県歯事務局　TEL：096-343-8020　担当：奥村 ]　までご連絡ください

下記の保険会社と団体収納契約をしておりますので
会費明細引きがご利用できます。

其の
２

個人でご加入した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。

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。

※昨年度実績 40%還付
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熊本県歯科医師会

Kumamoto Dental Association

安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会
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7日（金）

15日（土）

19日（水）

21日（金）

26日（水）

28日（金）

科研製薬㈱共催 学術講演会

第34回常務理事会

第４回国保理事会

第１回認知症対応力向上研修会

第35回常務理事会

介護者歯科実技研修会

第20回理事会

事務局仕事納め

ビートルズの２枚目のシングル「プリーズ・プリーズ・ミー」が、メロディー・メーカー誌のシングルトップ50で
初の№１を獲得した1963年３月２日に僕は産声を上げた。この事実を知ったのは社会人になってからである
が、振り返ると僕の人生にはいつも彼らの音楽があった。特に衝撃を受けたのが、ラジオからのニュース速
報でジョンの訃報を聞いた時だった。丁度受験に向けて、毎晩必死に猛勉強していた最中であった。当時発
売直後の「ダブルファンタジー」は12月８日の彼の命日には毎年必ず聴くようにしている。先日は彼の最高傑
作と称される「イマジン」がアルティメイト・コレクションで豪華に蘇った。彼が存命なら、混沌とした現代社
会に向けてどの様なメッセージを発しているのか興味深い。
一方のソングライター、ポールは御年76歳。こちらも先日ニューアルバムを出し、日本公演を含むワールドツ
アーも開催予定で益々お元気、血気盛んである。今回は時代の流れを汲み、ＳＮＳを駆使した大規模プロ
モーション活動を展開。ポールのソロアルバムとしては久しぶりの№１を獲得した。そして11月９日にはお待ち
かね、僕が一番好きな「通称ホワイトアルバム」（オリジナルは２枚組）が50周年スーパーデラックスエディ
ション７枚組で世界同時発売される。ライブ活動を止めて、純粋に個々の創作活動に専念した時期の真っ白
な玉手箱のような作品。ビートルズ解散の原点も、ここにあるのだが…複雑な心境でもある。とにかく音質が
向上したデモ音源など、ブートレッグの音ををどこまで超越できるのか今から楽しみである。
僕も55歳。ポールのように何歳まで歯科医師として表舞台に立てるかは分からないが、彼らのように何か
を残せる、意義ある晩年を送りたいものである。
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