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安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会
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第44回常務理事会

第45回常務理事会

第25回理事会

18年に渡って続いてきたJR熊本駅周辺の在来線高架化事業完了、新熊本駅舎完成との
記事が熊本日日新聞に載っていた。駅舎の完成写真は近代的でスマートな建物で、今後
熊本で１番のおしゃれな街になりそうな予感がする。
記事を読むと、今は跡形もない商店街の懐かしい映像が蘇ってきた。私の実家はこの
界隈で、生まれてから高校生まで住んでいた。私の幼少の頃は町に活気があふれ、駅前
商店街や大型スーパーがあり、買い物、外食、娯楽場など、すべてこの界隈で済んでいた。
この事業が始まって、立ち退きにより商店街はなくなり、人はいなくなり、寂しく活気
がない街になった。母は車の免許がなく自転車も乗れないので、日々の食材の買い物に
も困る状況である。今後、買い物難民の母が、近所に歩いて買い物に行ける店が、早急
に出来るのを切に望む。

（N. Y）
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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。

　玉名市天水町にある「実山展望公園」の桜の
写真です。ここは小高い丘の上にあり、大変に
見晴らしの良い公園です。園内にはアスレチッ
クなどの遊具や芝生の広場があり、桜やツツジ
の名所としても知られています。展望台からは
みかん畑や有明海が一望でき、夕日の名所とし
ても人気があります。

（N．Y）

げんやま

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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｢光陰矢の如し｣ と言いますが､ わたしの実感としては ｢弾丸の如し｣ です｡
・・

10年前､ 浦田執行部第一副会長として初めての理事会で会長の横に座ったときの緊張感は

今でも忘れません (私でも緊張はします)｡ これから自分たちだけで本当にやっていけるの

だろうか､ という不安で (私でも不安になります) つま先から痺れがズーンと上がってきて､

脳天に突き抜けるような感覚をおぼえました｡

初めの頃は無我夢中で､ 毎日県歯会館に行って遮二無二何がしかやっていたような記憶が

あります｡ 会長も私も専務もまだ50代初めで､ というか執行部全体がまだ若く元気一杯でした｡

会議が終わった後は必ず飲みながらまた議論､ 締めは専務の ｢焼肉行く？｣ で真夜中の焼

肉｡ 議論白熱のなかで ｢おー､ これはいい考えだ｡ 日歯で提案してみるか！｣ とあれほど盛

り上がったのに､ 次の日は誰も覚えていないという事など数知れず｡ 酒の中に消えて行った

あの素晴らしい企画はいったい幾つあったのでしょう｡ またある時は､ ３～４人で来賓の接

待をし､ ２次会の店で誰がお金を払ったか誰も覚えていない｡ もしや来賓に支払をさせると

いう大失態を演じたのではと青くなっていると､ 専務が ｢どうもおれの財布の金がそれくら

いなくなってるから､ 多分おれが払ったんやろ｣ と､ かなりアバウトな推測に一同胸を撫で

下したという事もありました｡ しかし真相は来賓のみぞ知るであります｡ でもこんなことは

会務の中の百分の一くらいの話で､ 本当に色々な事を皆でやってきました｡ その中でも医科

歯科連携､ 特にがん連携については登録医数､ 連携回数ともに全国トップクラスであります｡

連携と言えば､ 県行政および自民党県議団との連携も着実に進めてきました｡ ほぼ浦田執行

部発足当時から始まった年１～２回の勉強会および意見交換会では活発な議論が交されつつ

懇親を深めていきました｡

そして我々の主旨をご理解いただいた県議団の先生方と県行政各方面のご協力により ｢熊

本県歯及び口腔の健康づくり推進条例｣ が施行されました｡ また､ 未曾有の災害であった熊

本地震の際も､ あの東日本大震災の時でさえ不可能だったグループ補助金の医科歯科への適

用そして驚くほどの申請手続きの簡略化等は､ それまで粛々と築いてきた相互理解の成果で

あったと考えております｡

口腔保健センターの運営については､ 設備の充実と常勤の歯科医師の配置により､ より高

度な診療体制を確立することが熊本県の障がい児 (者) のためには絶対に必要であるという

ことを長年に渡り､ ことある度に県議団の先生方や県行政の方々にお話しして参りましたが､

この度常勤歯科医師１人､ 歯科衛生士２人を配置できる経費を基金の方から捻出していただ

けることになりました｡ 浦田執行部10年の締めくくりとしては大きな結果であると考えます｡

最後に､ ｢今の執行部は仲がいいね｣ いうお褒めの言葉を頂く反面､ ｢仲良しクラブじゃつ

まらん！｣ というお叱りの言葉を頂く事があります｡ しかし私は ｢仲良しクラブ｣ だから出

来る事の方が圧倒的に多いと確信しております｡
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―第22回理事会―
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２月19日(火) 午後７時より県歯会館におい

て､ 浦田会長他全役員､ 宮本代議員会議長と
武藤代議員会副議長の出席のもと開催された｡
１. 開会：小島副会長
２. 挨拶：浦田会長

皆さんこんばんは｡ 最近は寒くなったり暖
かくなったりと､ 体調を崩しがちになります
ので､ どうぞみなさんもお体にはお気をつけ
いただきたいと思います｡ 本日は来月の代議
員会に向けて､ 代議員会議長､ 副議長もお招
きしておりますので､ 代議員会の運営につい
て色々ご示唆していただき､ 進行がスムーズ
にいきますようお願いしたいと思います｡ 本
日も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：中嶋監事､ 西野監事
５. 平成30年度会務報告：

(自：１月21日～至：２月14日)
本会総務：理事会､ 常務理事会
地域保健：熊本型早産予防対策講演会
広 報：『熊歯会報』 ２月号の校正､ ２

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：熊本県・熊本市との県歯

会口腔保健センター運営
打合会

総務・医療連携：がん医科歯科連携運営協
議会

学 院：学院社会人・一般一次入学試験
以上､ 各担当役員より報告がなされた｡
６. 報告事項：

１. 平成32年度地域医療介護総合確保基金
(医療分)

平成32年度基金の新規事業提案募集は
例年より早まり事前協議が平成31年４月
15日から６月15日､ 提案期間が７月１日
から７月15日となる｡

２. 熊本県在宅医療サポートセンターの設
置

県が県内全域での在宅医療の取り組み
の推進を進めることとなった｡

３. 100歳 (百寿) を迎えた会員�師井 淳吾 会員 (熊本市：大正８年
２月16日生まれ)

※平成31年２月16日(土) 午後５時
百寿のお祝い金贈呈 小島副会長

(同行・紫藤職員)
お祝い金 日歯５万円・県歯３万円

４. 退会会員�立井 大介 会員 (第１種／熊本市)
58才 平成31年１月31日 閉院�坂本 彰宏 会員 (第１種／上益城郡)
68才 平成31年1月31日 閉院�碓井 智也 会員 (第３種／鏡歯科医
院：八代) 平成31年1月4日 退職�中村 万智 会員 (第３種／伊藤歯科
医院：菊池郡市) 平成31年１月20日
退職

５. 貸出用液晶プロジェクター (有料・無
料) の取扱い

新しく機器を購入し､ 旧機器は無料で
貸し出すこととする｡

６. 事業実施報告書�医療管理委員会 (医療管理講演会)�12月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

７. １月末会計現況
８. その他

７. 連絡事項：
１. 平成31年度熊歯会報・ニュースレター

発送予定日
平成31年度会報・ニュースレター発送

日は､ 予定案のとおり原則毎月５日､ ５
日が土・日祭日の場合は翌事業日とする｡
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２. ３月行事予定
３/８健康づくり推進協議会､ ３/22く

まもと21ヘルスプラン推進委員会及び熊本
県地域・職域連携推進協議会を追記する｡

８. 承認事項：
１. 関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼【承認】�介護保険審査会委員／熊本県介護保険
審査会
渡辺賢治 副会長 任期：2019年４月
１日～2022年３月31日�生活保護医療扶助業務に従事する歯科
嘱託医／熊本県社会福祉課
西野隆一 監事 任期：2019年４月１
日～2020年３月31日まで

２. 後援名義の使用依頼【承認】
《継続》�熊本小児歯科懇話会第84回例会／熊本

小児歯科懇話会�第39回くまもと笑いヨガフェスティバ
ル／くまもと笑いヨガ倶楽部

《新規》� ｢フォーラム超高齢社会を生きる～認
知症の人の思いから始まるまちづくり｣
／ＮＨＫエンタープライズ

３. 天皇陛下御在位30年祝賀名刺広告【承
認】

会長名で名刺サイズを新聞掲載するこ
ととする｡

４. 映画 ｢笑顔の向こうに｣ のチケット再
購入【承認】

追加で285枚を購入し､ 学院学生・上
映する映画館の地理等を考慮し学院指定
校の高校に配布する｡

９. 議題：
１. 平成30年度熊本地震対策事業収支予算

書 (案)【承認】
原案どおり承認した｡

２. 平成30年度熊本県歯科医師会会計収支
補正予算 (案)【承認】

委託事業実施にともない､ 30年度予算
を補正することを承認した｡

３. 平成30年度臨時代議員会日程資料【承
認】

日程資料については協議事項の資料､
タイムスケジュール案とともに原案どお
り承認した｡ なお､ 会長予備選挙が行わ
れた場合は､ 代議員会終了後､ 当選証書
の交付を行う｡

４. 平成30年度臨時代議員会会務報告【承
認】

会務報告資料は原案どおり承認した｡
５. 業務提携の依頼 (大和ハウス工業株式

会社)【承認】
大和ハウス工業株式会社と業務協定を

行い､ 会員に対しパンフレット等で広報
を行う｡ なお取扱いはケイ・デー・エム・
ユーとする｡

６. 在宅歯科医療連携室の本会ホームペー
ジ掲載【承認】

熊本県歯科医師会ホームページに在宅
医療連携室のバナーを設け､ 連携室の紹
介を行う｡

７. 本年４月27日(土)～５月６日(月) ま
での歯科医療提供体制【承認】

今後､ 医療機関での対応等を､ 社会保
険委員会､ 医療管理委員会で検討し､ 会
員に通知するか検討する｡

８. 平成30年度熊本県委託 (補助) に係る
予算【承認】�医科歯科病診連携推進事業 (回復期)

予算明細書 (案)�熊本県・熊本市歯科医師向け認知症対
応力向上研修事業予算明細書 (案)�むし歯予防対策事業予算明細書 (案)

９. 中小企業グループ補助金代行手数料の
支給【承認】
本会構成グループ以外の会員で外部委
託した１名の会員に対し､ 10万円を助
成することとした｡

10. 健康保険組合連合会熊本連合会からの
歯科健診の依頼【承認】
健診料等を含め､ 実施するよう検討を
すすめることとする｡

10. 協議事項：
11. その他：

１. 訪問歯科診療および､ 障がい児 (者)
の診療に関する実態調査【承認】

早急に実施するが､ 再度内容を精査す
る｡ また会員への配布方法も検討するこ
ととする｡

２. 熊本西高校の甲子園出場に対する寄付
依頼【承認】

主旨に賛同する役員の有志により行う
こととする｡

12. 監事講評：
13. 閉会

(竹下 憲治)
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の血液データを確認し､ 数値を把握しておく

ことも大事なことである｡

口腔粘膜炎に関しては､ 後発薬剤が存在す

るので事前に投与薬剤を確認しておくことで

対応しやすくなる｡ また､ 歯科衛生士による

口腔粘膜炎の対応としては､ ①食事や清掃前

に局所麻酔剤を塗布して疼痛のコントロール

をする事｡ ②コンパクトなヘッドで毛が柔ら

かい歯ブラシと､ 低刺激でフッ素が配合され

ている歯磨剤を使って清潔を保持する事｡ ③

１日８回 (約２時間ごとに) うがいを実施し､

保湿剤をこまめに使い､ 口腔内を保湿する事

が重要との事だった｡ 具体的にサンスターの

製品の紹介も交えながら､ 実際の口腔清掃の

行ない方をレクチャーして頂いた｡

質疑応答後､ 宇治理事の閉会の辞をもって

研修会を終了した｡

今後も､ がん患者の医科歯科病診連携事業

を進めていくにあたって､ このような研修会

を機に知識を増やしていくと共に､ 周術期の

患者様の心理的な変化に気遣い精神的にもサ

ポートし､ それぞれの立場で多職種とも連携

を取りながらがん患者の機能回復や生活の質

を向上させる一助となれば幸いである｡

(三隅 賢祐)

���������� �������������������������
―がん医科歯科病診連携推進事業 歯科衛生士対象研修会―

２月16日(土) 午後４時より､ 県歯会館に

て､ がん医科歯科病診連携推進事業の一環と

して､ 歯科衛生士対象研修会が行われた｡

講師は､ 静岡県立静岡がんセンター・サン

スター静岡研究所 溝口奈菜歯科衛生士をお

招きし､ ｢明日､ 周術期患者さんのアポイン

トが！先ずは何をする？｣ ～歯科衛生士が身

につけておきたいがん治療の基礎と対応～と

題して講演していただいた｡

参加者は歯科衛生士をはじめ､ その他の医

療従事者の参加も含め､ 計77人の参加があっ

た｡ はじめに伊藤副会長の挨拶により開会し

た｡

がんの治療方法としては､ 外科療法・化学

療法・放射線療法が挙げられる｡ 外科療法の

周術期で歯科を受診した際には､ 気管内挿管

時の歯牙損傷の予防の為､ 動揺歯の抜歯や固

定をする事､ また､ 人工呼吸を開始して48時

間以降に発症する細菌性肺炎 (VAP) の予

防のための口腔ケアが重要であるとの事だっ

た｡ 事前の歯科受診や､ 口腔衛生の維持やセ

ルフケアの必要性について患者が理解できる

ように､ きちんと説明することも重要である｡

化学療法の大きな特徴としては､ 副作用を

伴うことがある｡ 口腔内に関係する副作用と

しては骨髄抑制と口腔粘膜炎である｡ この二

つの症状は７～14日に出現するとのことだが､

骨髄抑制に伴い白血球の減少により易感染性

になること｡ 血小板の減少により易出血性に

なることには十分気を付けなくてはならない｡

特に白血球が2000/μl以下・血小板が５万/

μl以下の場合は､ 口腔内や口唇の保湿・歯

間ブラシの使用停止・スケーリング等の観血

処置を控える・やわらかめのブラシを使用す

る等､ 細かい配慮が必要になってくる｡ 直近

�������
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２月９日(土) 10日(日) 11日(月) に､ 理事
有志９人による､ 親睦と慰労を目的とした台湾
旅行に行った｡

前日にチャイナエアラインのストライキがおき､
ヒヤヒヤしながらの出発で旅行が始まった｡ 何事
もなく台北桃園空港に到着し､ ガイドさんと合流
してみると､ 迎えのバスは何と大型！９人なので
席はガラガラで１人１人の間隔が遠すぎる､ しか
し､ 優越感！ 空港から九�に近づくにつれ雨模
様､ 全員現地でカッパを購入し40分の足早の観
光でようやく ｢千と千尋の神隠し｣ のモデルとなっ
た？建物を見つけ､ 台湾に来た実感が湧いてきた｡

その後ホテルにチェックインし､ 夕食に向かっ
たのは台北101の88階のレストラン｡ 霧と雨で夜
景が綺麗に見えず残念であったが､ 台湾料理を堪
能し紹興酒を嗜み､ 終始笑顔で会話も弾んだ｡

２日目は自由行動でそれぞれ淡水や士林夜市､
孔子廟などを散策｡

―●●●―

����������菊池郡市歯科医師会

３日目は全員でバスにて､ 故宮博物院を見学｡
その日から台湾では春節が終わり､ 仕事始めとい
う事で年に何度かの人の少なさだと説明された｡

あっと言う間の３日間だったが､ 航空会社ス
ト中の旅は､ 私たちの帰りの便にも影響せず､
無事帰路に着くことができた｡

こういう旅行は､ 毎年でも行きたい｡
(渡邊 敬之)

故宮博物院の前にて

―宇城三郡市合同学術講演会―

�����������������下益城郡歯科医師会

２月９日(土) 午後４時30分よりホテル日航
熊本にて平成30年度宇城三郡市合同学術講演会
が開催された｡

講師には､ 伊藤県歯副会長､ 椿県歯常務理事
のお二人をお招きし､ ご講演いただいた｡

吉永下益城郡歯会会長より ｢本日の講演で熊
本の歯科業界の現状を知り､ 明日からの医療に
何ができるのか考え役立てて頂きたい｣ との挨
拶があった｡

先ずは､ 椿常務理事より ｢個別指導の対策｣
ということで､ 厚生局による指導の実態を､ 医
科と比較しながら詳しく説明され､ 歯科業界の
現状の厳しさを示された｡

高点数による個別指導に関する対策として､
カルテを分かりやすく丁寧に作成する｡ そのた
めにカルテコンピューターの充実や工夫が必要
であることや､ 紙出し時の注意点等々､ 細部にい
たるまで注意点やポイントについても解説された｡

次に､ 今後の歯科業界の展望と動向について､
医療費の困窮問題､ 少子高齢にともなう高齢患
者の増加､ 潜在するハイリスク患者の増加につ
いて｡ もっとも近年頭の痛い金属の高騰問題等々
についても説明された｡

伊藤副会長 椿常務理事

続いて伊藤副会長より ｢歯科衛生士､ 歯科技
工士の需要問題｣ と題した講演では歯科衛生士
と歯科技工士の実情として､ 歯科技工士に関し
て､ 高齢化する中で歯科技工士学校への入学者
の減少が進んでいることが報告された｡

歯科衛生士に関しても入学者数は減少化傾向
であり､ 学生募集への取り組みとして様々な試
みやイベントへの参加等がされており､ その他
にも社会人に対する専門実践教育訓練給付金な
どや､ 未就業歯科衛生士の復職支援などの取り
組みについても述べられた｡

一診療所として､ 出来る事について考えさせ
られる講演会となった｡ (田染 直子)
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合を安定させるという共通の役目を担っており､

咬合の安定を達成するためのスプリント療法の

重要性を述べられた｡

また後半のデモでは実際の抜去歯を用いJH

エンドシステムの歯内療法を､ スクリーンに映

像を映しながら治療時の勘所や注意点などを解

説していただいた｡

日常臨床において､ 常に行う歯内療法やそれ

に伴う操作について盲点や勘所を説明していた

だき､ 参加者一同知識の研鑽になった｡ 講演は

約４時間にわたりおこなわれ､ 最後に学術担当

の大塚理事より感謝状の贈呈を行い､ 講演会を

終了した｡ (参加50人)

(久木田 大)

―第３回学術講演会―

�������������熊本市歯科医師会

２月16日(土) 午後２時30分より､ 県歯会館

３F会議室にて第３回学術講演会が開催された｡

宮本会長の挨拶後､ 平井順院長の講演が行わ

れた｡

最初になぜ歯内療法が大

切なのか､ 無髄歯の長期的

な保存のむずかしさの中で､

できるだけ抜髄しないよう

に､ 抜髄後再根管治療とな

らないように考える必要が

あることを述べられた｡ 麻

酔を使用すると情報がなくなるため､ 診断名が

つくまでは麻酔しないことが重要であること､

根管治療のポイントとして､ 根管内壁拡大形成

においての根管内の起炎因子や感染源の徹底的

な除去､ 根管充填が可能な器作り､ 根管充填に

おいて漏洩防止のための根管口の封鎖､ 根尖周

囲組織との交通を遮蔽するための根尖孔の封鎖

について述べられた｡

｢歯科治療は咬合に始まり､ 咬合に終わる｣

といわれるように歯内療法と咬合は一見異なる

分野でありながら､ 長期的な歯の保存と口腔内

でその機能を回復するという観点において､ 咬

デモで映像を映しながら解説

講演される平井講師

感 謝

故元島博信会員からの寄付金

を ｢くまもと歯の健康文化賞｣

の基金に活用させていただきま

す｡

会長から感謝状を贈呈される奥様の渥子会員



ら､ ｢先生､ 痩せてどうするの？きつい思い

するより､ 好きなもの食べて､ 好きなように

生きた方が楽しいじゃないですか！｣ という

正論じゃないかと思ってしまう甘いセリフも

頂きましたが､ さすがに暴飲暴食の毎日でし

たから､ また仕方なく徒歩２分の近くのジム

に車で (？) 通おうかなと思っている毎日で

す｡

そのような日々を過ごしている自分ですが､

悩みはいくつもあります｡ その一つは趣味が

ないということです｡ 同期・先輩・後輩にも

ゴルフをしたらとか､ 山登りは？写真は？筋

トレ・マラソンは？と言われるのですが､ な

かなか興味を持てずに今日まで過ごしてきま

した｡ 旅行は大好きで連休があればあちこち

計画を立てていくのですが､ そんなに時間も

ないですし人に言える趣味?とはなぁと思い

ます｡ そんな時間あれば､ しっかり勉強して

症例ケースを一個でも作れ！と指導していた

だいている先生に怒られそうですが､ 楽しく

て､ 痩せて､ のめり込める趣味｡ あれば､ 是

非､ ご紹介ください！お待ちしてます！

次に私が紹介するのは､ 大学の後輩であり､

卒業は同級生の吉浦浩史先生です｡ 素敵な話

をしてくれることを期待して､ 紹介したいと

思います｡

吉浦浩史先生､ 宜しくお願いします｡

平成20年10月に菊池郡大津町で開業し､ 昨

年10月で10年目になりました｡ 鹿児島大学を

卒業後､ 福岡県久留米市で勤務医を経て､ 妻

の地元､ 熊本県で開業しております｡ ですか

ら熊本に知り合いも少ない中､ 開業前から､

多くの先生にお世話になりました｡ この場を

借りて､ お礼申し上げます｡

35歳で開業し､ 今45歳｡ アラフィフが見え

てきました｡ 昨年､ あのCMにつられて市販

のルーペを購入してから老眼が始まってしま

い､ 白髪も増え､ 日々老いと戦っていかなけ

ればならなくなりました｡ 学生時代､ 私は太

るってなに？というくらい痩せており､ 暴飲

暴食の毎日を過ごしていましたが､ 熊本地震

の前､ 学生時代は68㎏ (身長187㎝) だった

体重が92㎏まで増え､ 流石に自分でも見るか

らにたるみが生じ､ 妻にも貶され､ スタッフに

も小馬鹿にされてきました｡ この歳頃になると

なぜか同級生や先輩､ 後輩達も筋トレやジョ

ギングをする人が増えたなぁと思いませんか？

元来面倒臭がり屋の私はそれに抗ってきまし

たがネタになるかなと思い､ かのCMに感化

され､ かのジムの門を叩き入門してきました｡

噂通りの食事制限､ 大好きなビールやラーメ

ンも断ち､ 週二回の立てなくなるくらいの筋

トレ｡ これを３ヶ月続けて70㎏台まで戻りま

した｡ おかげでお腹は凹み､ 少しは男前になっ

た気はしました｡

それから３年経ち､ 今

年の正月を迎えました｡

あの経験以来､ 糖質は極

力控えていたのでそこま

で元には戻っていないつ

もりでしたが､ 体重計に

乗ると年末年始だけで５

㎏も増えていました｡ 休

み明けに､ もうすでに開

き直っているスタッフか
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菊池郡大津町 高田 宗秀

After (タラッタララ タラッタララ)

Before (ブーッブ ブーッブ)



熊歯会報 Ｈ.31.４

10

2019年４月５日
選挙権者 各位
被選挙権者 各位

熊本県歯科医師会
会長 浦田 健二

役員等選挙 (理事､ 監事､ 日歯代議員及び日歯予備代議員の選任) の公示
役員等の任期満了に伴い､ 2019年６月15日に開催する定時代議員会終結時から2021年６月開催

の定時代議員会終結時までの任期の理事・監事､ 2019年７月１日から2021年６月30日までの任期
の日歯代議員及び日歯予備代議員の選任について､ 役員等選挙規則､ 会長予備選挙及び役員等選
挙実施要領により次の通り公示する｡

【役員等選挙共通】
１. 選挙の時期

役員等選挙は､ 2019年６月15日(土) に開催する定時代議員会において行う｡
２. 選挙の定数 理 事 15名以上20名以内

監 事 ２名以内
日歯代議員 ２名
日歯予備代議員 ２名

３. 被選挙権者の資格
選挙日において正会員として２年以上在籍した者
４. 届出に必要な書類
(１) 理事の選任に関する届出は､ 次の ｢理事の選任｣ に示す｡
(２) 監事の選任に関する立候補の届出は､ 次の ｢監事の選任｣ に示す｡
(３) 日歯代議員及び日歯予備代議員の選任に関する立候補の届出は､ 次の ｢日歯代議員及び日

歯予備代議員の選任｣ に示す｡
なお､ 会長予備選挙及び役員等選挙実施要領に規定する書類が必要｡

【理事の選任】
１. 会長予備選挙の当選者による届出

会長予備選挙で当選者となった者は､ ｢会長予備選挙及び役員等選挙実施要領｣ で規定する様
式に基づいて､ 理事候補者 (会長予備選挙当選者を含む) の名簿及び候補者ごとの誓約書等を選
挙管理委員会に提出する｡ その場合の届出期間等は次の期間とする｡
(１) 届出用紙の配布
①配布期間 自 2019年４月10日(水)

至 2019年４月18日(木)
※ただし､ 土日祭日は除く｡

②配布時間 午前８時30分から午後５時まで
③配布場所 熊本県歯科医師会館

(２) 推薦の届出
①届出期間 自 2019年４月19日(金)

至 2019年４月26日(金)
※ただし､ 土日祭日は除く｡

②届出時間 午前８時30分から午後５時まで
③届 出 先 選挙管理委員会

２. 代議員による届出
代議員は､ ｢会長予備選挙及び役員等選挙実施要領｣ に基づき､ 代議員２名以上の賛成者を得

て､ 役員の選任に関する議案の要領を代議員に通知することを請求できる｡ その場合の届出期間
等は次の期間とする｡
(１) 届出用紙の配布
①配布期間 自 2019年４月10日(水)

至 2019年４月18日(木)
※ただし､ 土日祭日は除く｡
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②配布時間 午前８時30分から午後５時まで
③配布場所 熊本県歯科医師会館

(２) 推薦の届出
①届出期間 自 2019年４月19日(金)

至 2019年４月26日(金)
※ただし､ 土日祭日は除く｡

②届出時間 午前８時30分から午後５時まで
③届 出 先 選挙管理委員会
３. 候補者の辞退期限

2019年６月５日(水) 午後５時まで
４. 代議員会議場内での選挙

①2019年６月15日(土) に開催する定時代議員会議場内において投票｡
②選挙権者 代議員

【監事の選任】
１. 届出用紙の配布

①配布期間 自 2019年５月13日(月)
至 2019年５月23日(木)
※ただし､ 土日祭日は除く｡

②配布時間 午前８時30分から午後５時まで
③配布場所 熊本県歯科医師会館
２. 立候補の届出

①届出期間 自 2019年５月24日(金)
至 2019年５月31日(金)
※ただし､ 土日祭日は除く｡

②届出時間 午前８時30分から午後５時まで
③届 出 先 選挙管理委員会
３. 立候補者の辞退期限

2019年６月５日(水) 午後５時まで
４. 投票方法

2019年６月15日(土) に開催する定時代議員会議場内において投票｡
５. 選挙権者 代議員

【日歯代議員及び日歯予備代議員の選任】
１. 届出用紙の配布

①配布期間 自 2019年５月13日(月)
至 2019年５月23日(木)
※ただし､ 土日祭日は除く｡

②配布時間 午前８時30分から午後５時まで
③配布場所 熊本県歯科医師会館
２. 立候補の届出

①届出期間 自 2019年５月24日(金)
至 2019年５月31日(金)
※ただし､ 土日祭日は除く｡

②届出時間 午前８時30分から午後５時まで
③届 出 先 選挙管理委員会
３. 立候補者の辞退期限

2019年６月５日(水) 午後５時まで
４. 投票方法

2019年６月15日(土) に開催する定時代議員会議場内において投票｡
５. 選挙権者 代議員
６. 無投票当選

候補者が定員を超えない場合は､ 投票を行わないでその候補者を当選とする｡
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会 務 報 告 自 平成31年１月21日
至 平成31年２月14日

所管 日付 摘要 出務者

総 務

１月23日

在宅歯科医療連携室に関する熊本県との打合せ
(１) 平成31年度以降の連携室の取り組みについて

伊藤副会長､ 牛島専務理事

第21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) 後援名義の使用依頼

【議 題】
(１) 平成30年度臨時代議員会会務報告
(２) 2020年九州歯科医学大会 (熊本開催) プログラム及び大会会場
(３) 平成30年度第28回中規模県歯科医師会連合会各県提出協議題に対する回答 ほか

浦田会長他大林理事､ 西野監事を除
く全役員

25日 玉名郡市歯会新年会 (司ロイヤルホテル) 小島副会長､ 牛島専務理事

26日
第２回各郡市会長・専務理事連絡会議
(１) 将来に向けての本会財政健全化対策

浦田会長他常務理事以上全役員

28日 契約職員に対する個別面談 牛島専務理事､ 八木常務理事

29日

第124回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６回選挙管理委員会
(１) 会長予備選挙の選挙権者名簿 (２) 会員への会長予備選挙立候補者届出の結果通知
(３) 会長予備選挙立候補者への立候補届出の結果通知 ほか

山口委員長他全委員

２月１日 平成30年度簡易裁判所民事実務研究会 (熊本地方裁判所) 前野会員
２日 第７回熊本県歯科口腔外科研修会 (熊大附属病院) 浦田会長､ 小島副会長

４日

第38回常務理事会
(１) 在宅歯科医療連携室の本会ホームページ掲載案
(２) 天皇陛下御在位30年祝賀会名刺広告
(３) 健康保険組合連合会熊本連合会からの歯科健診の依頼 ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

６日
会計検査院実地検査 (熊本東年金事務所)

受検対象：熊本東年金事務所
澤田事務局長､ 石川書記

７日
くま歯キャラバン隊 (熊本市)
(１) 新しい学校歯科活動指針
受講者：37名

牛島専務理事､ 河原委員長

９日

くま歯キャラバン隊 (天草郡市) (天草プラザホテル)
(１) 後期高齢者健診事業～オーラルフレイルの予防の第１歩！～
受講者：15名

田上常務理事

くま歯キャラバン隊 (宇城三郡市) (ホテル日航熊本)
(１) 個別指導対策のポイント
受講者：43名

伊藤副会長､ 椿常務理事

12日 第４回県地域医療構想調整会議 (熊本テルサ) 浦田会長

13日

県学校保健会第２回総務委員会 浦田会長
第808回支払基金幹事会 (支払基金) 浦田会長
本会事業・会計監査
平成31年１月末事業・会計現況監査

中嶋・西野監事､ 浦田会長､ 渡辺副
会長､ 牛島専務理事､ 八木常務理事

� � �
謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

上田 隆一 先生
平成31年２月23日 ご逝去 84歳�郡 市 名：熊本市�入会年月日：昭和38年11月12日
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学校歯科

１月23日 第10回日学歯理事会 (日歯会館) 大林理事
24日 県体育協会メディカルチェック判定会 (アークホテル熊本) 渡辺副会長
25日 県高等学校保健研究協議大会 (グランメッセ熊本) 渡辺副会長
30日 学校歯科委員会 大林理事他全委員

２月６日 日学歯広報委員会 (日歯会館) 大林理事
13日 熊本県体育協会第２回強化専門委員会・第３回スポーツ医学専門委員会合同会 (熊本テルサ) 渡辺副会長

医療対策

１月24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､ 椿副委員長､
原田・犬束委員

28日 医療相談 永松理事､ 岡田委員長､ 椿副委員長
30日 医療対策小委員会 永松理事､ 添田委員

２月７日 医療相談 永松理事､ 岡田委員長､ 椿副委員長

センター・
介護

１月24日
熊本県・熊本市との県歯会口腔保健センター運営打合会
(１) 平成31 (2019) 年度障がい児・者歯科医療提供体制強化事業
(２) 意見交換

小島・伊藤副会長､ 牛島専務理事､
松本理事

26日
障がい児 (者) 口腔ケア事業歯科健診 (苓山寮)

受診者：60名
松本理事､ 久々山・松田・蓑田・小
田会員､ 他衛生士７名

30日 都道府県地域保健・産業保健・介護保険担当者理事連絡協議会 (日歯会館) 松本理事

２月２日
障がい児 (者) 口腔ケア事業歯科健診 (たまなき荘)

受診者：17名
松本理事､ 松岡・規工川委員､ 犬束
会員他歯科衛生士４名

７日 県在宅医療連合会実務者会議 (県医師会館) 松本理事
８日 熊本地域リハビリテーション支援協議会総会・特別講演 (県医師会館) 小島副会長､ 松本理事

９日
障がい者歯科研修会

講 師：九州歯科大学歯学部口腔保健学科地域・他職種連携教育ユニット 藤井航 教授
受講者：60名

小島副会長､ 松本理事､ 太田副委員
長､ 松岡・規工川・本田委員

12日 第２回健康・生きがいづくり支援事業推進委員会 (県総合福祉センター) 渡辺副会長
厚生･医療

管理
１月22日

厚生・医療管理小委員会
(１) 医療管理講演会考察 (２) 医療管理だより (３) 災害時連絡網の構築

宮井理事､ 池嶋委員長他１委員

総務･医療
連携

１月28日
第１回がん医科歯科連携運営協議会
(１) 事業計画 (２) 連携実績数 (３) 登録歯科医師数

伊藤副会長､ 牛島専務理事､ 宇治理
事他２委員

30日 平成30年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議・歯科懇親会 (熊本市) 牛島専務理事､ 宇治理事
31日 平成30年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議 (ホテルメルパルク熊本) 牛島専務理事､ 宇治理事

２月５日
総務・医療連携委員会
(１) がん衛生士向け研修会 (２) がん連携運営協議会 (３) がん・回復期連携実勢報告

宇治理事､ 三森委員長他全委員

７日 県医療・保健・福祉連携学会第３回企画委員会 (県医師会館) 小島副会長

学 院

１月21日 第２回学院運営審議会

浦田会長､ 伊藤学院長､ 小島・渡辺
副会長､ 牛島専務理事､ 田上・八木・
椿常務理事､ 牧・林副学院長､ 弘中
教務部長

２月２日
学院戴帽式
第54期生：40名､ 来賓：16名

浦田会長､ 渡辺・伊藤副会長､ 牧・
林副学院長､ 弘中教務部長､ 竹下理
事､ 正清教務委員

９日
学院社会人・一般一次入学試験

受験者：６名 (志願者数：６名)
伊藤学院長､ 牧副学院長

12日 第３回学院入学試験委員会
浦田会長､ 伊藤学院長､ 小島・渡辺
副会長､ 牛島専務理事､ 牧・林副学
院長､ 弘中教務部長

国保組合

１月30日
第５回国保理事会
(１) 平成30年度補正予算 (２) 規約の一部改正 (３) 平成31年度事業計画 ほか

浦田理事長他全役員

２月５日
第３回全歯理事会 (アルカディア市ヶ谷) 浦田理事長
新国保組合共通システム概要に関する説明会 (全国都市会館) 塩山係長

６日 全協理事長・役員研修会 (アルカディア市ヶ谷) 浦田理事長

所管 日付 摘要 出務者

総 務
13日

第39回常務理事会
(１) 映画 ｢笑顔の向こうに｣ のチケット再購入
(２) 平成30年度熊本県委託 (補助) 事業に係る予算
(３) 平成30年度熊本地震対策事業収支予算書 (案) ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

14日 保険医協会との懇談 (熊本市)
浦田会長他､ 常務理事以上役員､ 宇
治理事

学 術 １月25日
学術委員会
(１) 日歯生涯研修セミナーライブ配信形式での実施アンケート回答作成
(２) ３／２有料学術講演会 (３) バイタルサインセミナー開催日程

井上理事､ 馬場委員長他４委員

社会保険

１月29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) 報告事項と今後の日程

椿常務理事､ 田中理事､ 桐野委員長
他12委員

２月３日 県歯科衛生士会施設などで従事する歯科衛生士のためのスキルアップ研修会 (玉名市民会館) 田中理事

５日
レセプトチェックセンター

相談者：０名
田中理事

14日 保険個別指導 (KKRホテル熊本) 渡辺委員

地域保健

１月30日 都道府県地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会 (日歯会館) 赤尾理事
２月６日 後期高齢者広域連合会との打合せ (熊本市) 牛島専務理事

９日

熊本型早産予防対策講演会
講 師：熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学 大場隆 准教授
演 題： ｢熊本型早産予防対策事業の成果と展望｣
受講者：50名

渡辺副会長､ 赤尾理事､ �水間副委
員長

12日
青山製作所熊本工場事業所健診 (青山製作所熊本工場)

健診者数：21名
片山公則会員

13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

受講者：21名
歯科衛生士２名

14日 県国民健康保険運営協議会 (ホテル熊本テルサ) 田上常務理事

広 報
１月21日

広報小委員会
(１) 会報２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４委員

２月13日
広報小委員会
(１) 会報３月号編集・厚生 (２) 絵本 ｢は､ にげる｣ の寄贈リスト

竹下理事他３委員
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職 員 人 事

退 職
学 院 課 船津 潤 平成31年２月28日付
事務局長 澤田 雅治 平成31年３月31日付
総 務 課 西岡 麻央 平成31年３月31日付

採 用
事務局長 田原 牧人 平成31年４月１日付
口腔保健センター (歯科医師)

蔵本 和咲 平成31年４月１日付
口腔保健センター (歯科衛生士)

吉田知代子 平成31年４月１日付����� ��������������
氏 名 田原 牧人 (たはら まきと)

昭和33年生まれ

職 歴 昭和57年４月 熊本県採用

平成19年４月 総務部総務審議員兼職員課課長補佐

平成20年４月 総務部総務審議員兼人事課課長補佐

平成21年４月 総務部総務審議員兼人事課人材研修センター長

平成23年４月 病院局総務経営課長

平成25年４月 総務部消防保安課長

平成27年４月 総務部県政情報文書課長

平成29年４月 健康福祉部健康局長

平成31年３月 熊本県退職

※GW期間中の県歯事務局の業務について

ゴールデンウィーク期間中の県歯事務局の業務につきましては､ 従来通りの対応で下

記の期間休業させていただきます｡ 緊急の場合は､ 緊急連絡網体制にて対応いたします

ので､ 県歯会館 (�096-343-8020) までご連絡下さい｡

県歯事務局休業期間 ２０１９年４月２８日(日)～５月６日(月)



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。

　玉名市天水町にある「実山展望公園」の桜の
写真です。ここは小高い丘の上にあり、大変に
見晴らしの良い公園です。園内にはアスレチッ
クなどの遊具や芝生の広場があり、桜やツツジ
の名所としても知られています。展望台からは
みかん畑や有明海が一望でき、夕日の名所とし
ても人気があります。

（N．Y）

げんやま

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

5
7日（火）

22日（水）

29日（水）

第44回常務理事会

第45回常務理事会

第25回理事会

18年に渡って続いてきたJR熊本駅周辺の在来線高架化事業完了、新熊本駅舎完成との
記事が熊本日日新聞に載っていた。駅舎の完成写真は近代的でスマートな建物で、今後
熊本で１番のおしゃれな街になりそうな予感がする。
記事を読むと、今は跡形もない商店街の懐かしい映像が蘇ってきた。私の実家はこの
界隈で、生まれてから高校生まで住んでいた。私の幼少の頃は町に活気があふれ、駅前
商店街や大型スーパーがあり、買い物、外食、娯楽場など、すべてこの界隈で済んでいた。
この事業が始まって、立ち退きにより商店街はなくなり、人はいなくなり、寂しく活気
がない街になった。母は車の免許がなく自転車も乗れないので、日々の食材の買い物に
も困る状況である。今後、買い物難民の母が、近所に歩いて買い物に行ける店が、早急
に出来るのを切に望む。

（N. Y）
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