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委員会の任期が後もう少しで終わります。広報メンバー
はやさしい方ばかりで、委員会が楽しく、卒業するのがと
ても名残惜しいです。委員会活動以外でも旅行、美里町の
石段登り、釣り、飲み会など様々な企画を楽しみました。

委員会を通して多くの方々との出会いに感謝しています。
又私自身も様々な面で成長させて頂きました。広報委員会
万歳　ありがとうございました。 （Y. N）

いつも笑顔で場を和らげてくれたＴ理事の元、個性豊かで
陽気なメンバーと楽しく仕事し、たくさんの思い出を作ること
ができました。この２期４年の仲間との絆は永遠に不滅です！
また日本一の石段を登る日が来そうで怖いなぁ（笑） （A. K）

あっという間に２期が終わり、結局あまり戦力になれず
…申し訳ない気持ちでいっぱいです…が、竹下理事はじめ
委員の先生方の愛情に包まれ居心地よく楽しく仕事するこ
とができました。本当にありがとうございました！ （Y. T）

広報委員会に入って２期４年間。優しい委員長、副委員
長に頼りきって、至らない点も多々ありましたが、沢山の
勉強をさせて頂き少～しは成長したかな?!と一人で思って
おります。

様々な懇親活動も楽しい委員会に参加できて、感謝して
ます。理事をはじめ、委員の先生方、事務局、大変お世話
になりました。 （T. M）

広報を担当させて頂いて二期（４年）になりました。国
語の成績が悪かった私が、人様の文章を校正すると言う事
で自信は有りませんでしたが、メンバーにも恵まれ楽しく
続ける事が出来、勉強になりました。ありがとうございま
した。 （H. O）

あっという間の二年間でした、最初の数回は流れや、や
り方が全くわからず右往左往して他の先生方にはご迷惑を
かけてしまいました。（委員会の日時を間違えたこともあ
りました）それから参加していくうちに少しずつ分かって
きた部分も増えてきました。

その間、委員会のイベント（階段上りや研修旅行）など
も一緒に楽しくやってきましたがもうこのメンバーでは今
回で最後になります、寂しいですがこれまでありがとうご
ざいました。 （K. M）

早いもので２期４年の任務が完了しようとしています。
もともと文章を書くことが苦手で、大丈夫かなと思いなが
らスタートしました。そんな私の不安を払拭するように原
稿を書いてくださった郡市や各委員会の先生方、事務局の
宮崎、西岡、塩山さん、素人集団から共に成長して支えて
くれた素晴らしい広報委員会メンバー、八木常務、渡邊副
会長、コロニー印刷の井芹様、本当にありがとうございま
した。感謝・感謝です。 （K. T）
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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。

　５月に行われた小学校運動会の玉入れ
競争の写真です。
　小学生にとって高い所にある赤い籠に、
真剣に玉を入れようとする姿はとても微笑
ましく思われます。

（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

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

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

　今、浦田執行部一員としての10年間を私自身振り返りますと、常務理事・学院長・副会長
と県歯事業に於ける色々な場面で貴重な経験をさせていただきました。歯科医師会の事業は、
当たり前の事ですが会員の皆様の浄財である会費および行政の補助金等を原資に、公益また
共益に使われる必要がある為、各種事業の在り方については、理事会・委員会をはじめとす
る諸会議で侃々諤々の議論がなされ、浦田会長のもと順調に執行されてきたと確信しており
ます。また、宮坂前副会長が係わられてこられた地域医療介護総合確保基金の所管を副会長
として引き継ぎ、31年度以降に向けた継続事業・新規事業を提案しているところであります。
この基金は、医療介護総合確保推進法（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す
るための関係法律の整備等に関する法律：2014年６月に成立）に基づいて、消費税の増収分
を活用して各都道府県に設置した財政支援制度で、高度急性期から在宅医療・介護までの一
連のサービスを地域で総合的に確保するため、医療・介護の整合的な計画策定に向けた措置
や、医療・介護の実施事業を対象として財政支援を実施しているもので、今後益々重要な役
割を果たしていくことでしょう。また、熊本県では他県をリードする病院間の役割分担・病
診連携があり、この医療供給体制を継続し、更に目指すべき医療供給体制の実現に向けた地
域医療構想が策定されています。基金事業の提案案件につきましては、この地域医療構想の
達成を推進するための課題と提案理由とに整合性があり、事業の実施目標や成果目標が数値
化されたものについてのみ、熊本県庁のヒアリング後に提案事業として認められることとな
ります。しかし補助金の給付に至るハードルはまだあり（基金は国が２／３、都道府県が１
／３を負担し、都道府県および市町村が策定した基金事業計画に沿って分配される）県のヒ
アリング・承認後、霞が関の厚生労働省に出向いての最終ヒアリングを受けるという手順を
踏み、承認され初めて補助金交付となります。この最終ヒアリングに於いては、小島副会長
も４月号の巻頭言で触れられていました通り、県議団・県行政との勉強会・意見交換会での
議論によって万全な準備態勢をもって臨むことができ、今後も補助金給付という目的達成の
ために努力してまいります。30年度までの基金補助金の使途としましては、順調に進んでい
る医科歯科病診連携事業（がん診療・回復期）・在宅歯科診療器材整備事業・在宅歯科医療
連携室整備事業・自立支援型ケアマネジメント多職種人材育成事業などが執行されていると
ころですが、これらの事業による講習会・実習・連携・補助は会員の先生方の学術研鑽・診
療現場に有益に働いていることと思います。今後も、県行政・県議団・関係諸団体との意見
交換を深め県民の皆様・会員の先生方にとって有意義な事業を継続・進展させていく必要性
を私自身感じており、更に一生懸命に取り組んでまいります。
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― 第24回理事会 ―
　４月23日（火）午後７時より県歯会館にお
いて、浦田会長他中嶋監事を除く全役員出席
のもと開催された。
１．開会：伊藤副会長
２．挨拶：浦田会長

　本日の理事会を除きますと、我々執行部の
理事会はあと２回となりますので、しっかり
と進めて行きたいと思います。残りわずかと
なりましたが、まだまだやり残した感はあり
ます。次に向けて課題がありましたら、しっ
かりと申し送りをしていきたいと思います。
統一地方選挙も終わりまして、国会は参議院
選挙に向けて動き出すと思います。歯科界でも
非常に重要な選挙になると思っています。連
盟を中心にしっかりと頑張っていきますが、
我々会員のことですので、本会も全面的に協
力していく必要があると思います。選挙は７
月になりますが、それまでは我々の執行部が
責任をもってやっていきたいと思います。連
盟はもちろん、本会にもご協力をお願い致し
まして挨拶とさせていただきます。

３．議長選出：浦田会長
４．議事録署名人：西野監事
５．平成30・31年度会務報告：

（自：３月11日～至：４月18日）
　本会総務：理事会、常務理事会、臨時代議

員会、連携室契約職員採用面接
　社会保険：社会保険委員会、レセプトチェ
　　　　　　ックセンター、厚生局・県庁と

の打合せ
　地域保健：歯と口の健康週間実行委員会、

後期高齢者歯科口腔健康診査事
業研修会

　広　　報：熊歯会報４月号の校正
　学校歯科：各郡市学校歯科担当者会
　医療対策：医療相談・苦情事例報告
　センター・介護：口腔保健センター契約職

員採用面接

　学　　院：入学式
　国保組合：国保理事会
　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
　　●神村崇悟　会員（第１種／山鹿市）
　　　平成31年３月31日　閉院
　　●千原理絵　会員（第３種／サンホワイ

トデンタルケアクリニック：熊本市）
平成31年３月31日　退職

　　　※球磨郡　稲留裕士会員の分院
　　●狭間謙一郎　会員（第３種／伊藤歯科

医院：菊池郡市）平成31年３月31日　
退職

　　　※４月に第１種会員として入会予定
　　●橋口真耶　会員（第３種／大坂総合歯

科：山鹿市）平成31年３月31日　退職
　　　※４月に第１種会員として入会予定
　２．民事調停委員の就任
　　　前野正春（熊本市）会員　平成31年４

月１日から２年間
　３．2020年度点数改定説明会日程
　　　2020年３月25日（水）午後６時30分　
　　　於：県立劇場
　４．ゴールデンウィーク2019に診療を行う
歯科医院の情報収集

　　　ゴールデンウィーク中の各郡市診療状況
を収集し、県歯ホームページに掲載した。
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第３種

田
た

中
なか

 拓
たく

也
や

（天草郡市）、大
おおはし

橋 博
ひろふみ

文（熊本市）　

北
きたはら

原 祐
ゆう

樹
き

（熊本市）、池
いけなが

永 一
かずゆき

行（熊本市）　

入
いり

江
え

真
ま

梨
り

子
こ

（宇城郡市）、福
ふく

間
ま

 大
だい

喜
き

（熊本市）

　10．後期高齢者健診事業
　　　田上常務理事より自院での健診結果の
報告があった。

　11．後期高齢者健診事業にかかる各種帳票
の見直し

　　　後期高齢者医療広域連合で使用する歯
科口腔健診票の説明があった。

　12．クールビズの実施
　　５月１日より９月末日までクールビズを
実施する。

　13．３月末会計現況
　14．会館に隣接する九州電力坪井変電所境
界ブロック塀改修工事

　　　改修工事については協力することと
し、会員に工事期間を通知する。

　15．事業実施報告書
　　・２月末がん及び回復期の医科歯科連携

事業
７．連絡事項
　１． ５月行事予定
　２．新役員就任までのスケジュールおよび
業務内容

８．承認事項
第１種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

上
うえ

田
だ

　康
やすひろ

弘 上田歯科医院 熊本市中央区練兵町15 東 京
歯 科 大 学

狹
はざ

間
ま

謙
けんいちろう

一郎
はさま歯科
　クリニック 熊本市中央区本荘2-3-27 福　　 岡

歯 科 大 学

澤
さわはた

幡　佳
よしたか

孝
おひさま歯科
　クリニック 熊本市中央区帯山4-3-18 長 崎 大 学

歯  学    部

橋
はしぐち

口　真
ま

耶
や まや歯科
　クリニック 熊本市中央区南熊本3-1-3-1 北海道医療大学歯学部

竹
たけなかせいいちろう

中誠一郎
竹中歯科
　クリニック 熊本市中央区大江3-2-68 日 大 松 戸

歯  学    部

近
こんどう

藤　健
たけ

之
し こんどう
　　歯科医院

菊地郡大津町大字
　　　　　陣内1154-4

福　　 岡
歯 科 大 学

中
なか

出
で

　敬
ひろあき

明
宇城八代
　　歯科医院 八代郡氷川町宮原667-1

愛　　 知
学 院 大 学
歯  学    部

佐
さ

々
さ

木
き

立
りつめい

命
佐々木
　　歯科医院 人吉市下城本町1423 奥 羽 大 学

歯  学    部

　５．歯の健康文化賞受賞者
　　　友愛会保育園、荒尾支援学校の２団体
と個人では熊本応援バンドBook Bearが
受賞した。

　６．職員の人事異動
　　　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
　　　契約歯科医師　藏本　和咲

（平成31年４月１日付）
　　　契約歯科衛生士　吉田知代子

（平成31年４月１日付）
　　　在宅連携室長・歯科衛生士　金子さお
り（平成31年４月１日付）契約職員を経
て正職員とする

　　・退職
　　　事務局長　澤田　雅治

（平成31年３月31日）
　　　契約職員　西岡　麻央

（平成31年３月31日）
　　　派遣職員　早志　　梢

（平成31年３月31日）
　　・異動
　　　次　　長　奥村　和久（４月１日　総

務課統括・事務局長補佐）
　　　課長補佐　田代　祐子（４月１日　総

務課庶務担当）
　　　課長補佐　村上　いずみ（４月１日　

総務課徴収担当）
　　　係　　長　塩山　雅子（４月１日　事

業課・KDMU担当）
　　　係　　長　岡　千香子（４月１日　国

保課徴収担当）
　　　書　　記　紫藤　美香（４月１日　総

務課庶務・連盟会計担当）
　７．次期日本歯科医師会監事候補者立候補
に伴う推薦

　　　日歯監事候補として、大分県長尾博通
会長を推薦することとした。

　８．新天皇陛下即位記念祝賀名刺広告
　　　名刺広告を新聞掲載することとした。
　９．熊本県等関係団体異動
　　　４月１日現在の各関係団体の異動につ
いて報告した。

第２種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

分
わけやま

山　英
ひでのぶ

信
分山矯正歯科
　クリニック 熊本市中央区花畑町1-7 九 州 大 学

歯  学    部

松
まつばら

原　良
りょうた

太
まつばら
歯科口腔外科
こども歯科

玉名市六田29-4 九 州 大 学
歯  学    部
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　１．新入会員の承認【承認】
　　　平成31年度入会状況（４月末累計）
　　第１種会員／８名　第２種会員／２名
　　第３種会員／６名　第４種／０医療機関
　２．関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼【承認】
　　●天皇陛下御即位三十年熊本県春祝委員

会委員
　　　浦田 健二 会長　任期：平成31年３月

13日～事業終了まで
　　●国民保護協議会委員
　　　浦田 健二 会長　任期：任命した日か

ら２年間
　　●熊本県防災会議委員
　　　浦田 健二　会長　任期：2019年５月

７日～ 2020年５月６日
　３．名義後援の使用依頼【承認】
　　●くまもと禁煙推進フォーラム設立10周

年特別講演会／（一社）くまもと禁煙
推進フォーラム

　　●「ジャピタルフーズフェアー in九州・
沖縄／全国病院用食材卸売業協同組合

　４．部活動補助金交付申請【承認】
　　　前年度どおり２万円交付することとし
た。

　５．熊本県肢体不自由児協会広報誌「あゆ
み」への広告掲載【承認】

　　　広告については承認した。内容を少し
修正する。

　６．保存期間を経過した文書の廃棄（平成
30年度）【承認】

　　　該当する文書は廃棄することとした。
　７．熊本県健保連歯科健診【承認】
　　　健保連歯科健診に使用する健康審査
票、健診結果等各種様式を承認した。

　８．第14回障害者歯科アクティブネット
ワーク九州2019in大分のシンポジスト
【承認】

　　　シンポジストの依頼については、松本
理事に依頼することとする。

９．議題
　１．一般社団法人熊本県歯科医師会・健保
連熊本連合会主催の講演会に係る派遣講
師の給与内規（案）【承認】

　　　派遣講師の給与内規案については承認
した。

　２．本会事務局のコピー機及び文書管理
サーバーの入替え【承認】

　　　リースが終了したコピー機及び文書
サーバーは３社から見積もりをとり、古
庄本店（ゼロックス）に決定した。

　３．定時代議員会の日程・報告・議事【承認】
　　　代議員会日程・報告・議事等について
承認し、協議に時局対策を追加すること
とした。

　４．定時代議員会開催までのタイムスケ
ジュール【承認】

　　　スケジュール案について承認した。
　５．第１回臨時代議員会の日程・報告・議
事【承認】

　　　日程・報告・議事については承認した。
　６．熊本県歯科医師会会費・負担金減免申
請【承認】

　　　会費免除申請を承認した。
　７．熊本県健康づくり県民会議表彰の募集
及び推薦【承認】

　　　募集を募ることとする。
　８．その他
　　追加議題１　第190回日本歯科医師会定

時代議員会における「地区
代表事前質問（案）【承認】

　　　大分から提出された事前質問案を承認
することとする。

　　追加議題２　2019年度日本スポーツ協会
公認スポーツデンティスト
養成講習会の開催案内およ
び受講申込手続きの協力依
頼【承認】

　　受講申込を募ったところ１名の応募があ
り、熊本市の三隅賢祐会員を推薦するこ
ととした。

10．協議事項
11．監事講評
12．閉会：渡辺副会長

（竹下　憲治）
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郡市会報告

玉名郡市歯科医師会

「博多でうまいもんを喰らう」

― 会員旅行 ―
　３月９日（土）会員旅行が行われた。近年参
加者が減少しているのを考慮して、今年度は趣
向を変えて、「博多でうまいもんを喰らう」と
題した食事会が企画された。現地集合、現地解
散、短時間で気軽に参加出来るようにとの事。
当日の移動手段は新幹線、自家用車、西鉄電車
など様々であった。午後６時福岡市南区にある
居酒屋「五島丸」に17人参加しての宴会が行わ
れた。乾杯後、最初のお造りはマグロ（中トロ）、
きびなご、のどぐろ、赤貝等、高級で新鮮な食
材でびっくりさせられた。次に出てきたのが福
岡名物の白魚の踊り食い。私は苦手で食べるこ
とができなかったが、食べた人によると、胃の

中で魚が動く感じがあり、変な感覚だったそう
だ。その後は大あさりの酒蒸し、アワビのバター
焼き、とお酒の進む料理が続き、五島牛の陶板
焼き、アラ鍋、鯛の塩釜と、これでもかという
くらい、普段なかなか口にできない美味しい食
材満さいで、お腹だけでなく、心も満たされ、
楽しく幸せな時間を過ごした。
　食事終了後は街に飲みに行く者、街を散策す
る者、帰宅する者、などそれぞれ福岡の夜を楽
しんだ。来年はどのような企画になるのか今か
ら期待している。

（永廣 有伸）

17人の参加で盛り上がった

郡
市
会
報
告

郡
市
会
報
告

天草郡市歯科医師会

「森口会長続投」

― 通常総会 ―
　４月20日（土）、午後４時より肥後銀行天草支店
にて毎年恒例の通常総会が執り行われた。平成30
年度の会務、学術、予算報告等がなされ、その中
で令和元年７月から令和３年６月までの２年間、
森口会長の続投が承認された。今年は新たに１人
の会員が加わり、若い力で本会がさらに活性化さ
れていくと思われる。
　来賓として県歯より浦田会長、牛島専務理事も
お忙しい中参加され、有り難いお言葉を頂いた。
　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。
　そして、会員御用達の２次会場に場所を移し、
今年は３次会まで足を運び、県歯からお越しのお

二方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）

県歯会長、専務を交え、盛大に開催された

元気に泳ぎ回る活きのよい白魚
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郡
市
会
報
告

宇土郡市歯科医師会

「新年に向けて」

― 通常総会 ―
　３月30日（土）午後４時より宇土市「くま井」に
て通常総会が行われた。開会ののち、田中会長が
挨拶された。
　30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31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、引き続き「くま井」にて懇親会を行っ
た。来賓として、渡辺賢治県歯副会長をお迎えし
お酒も大いに進み、楽しい時間となった。新元号
の発表を２日後に控えそれぞれの新元号を公表し
たが、令和を予想した会員はいなかった。その後、
２次会場に場所を移動し、遅くまで盛り上がった。
会員数は少ないものの、和気あいあいとした会員

議事は全て承認された
でよかったと感じた。令和元年も、本会並びに地
域の患者さんにとって良い年度となるように努め
たい。

（近藤 俊輔）

郡
市
会
報
告

「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。
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○○ 玉名郡市　月精 秀和　

　Y’ｓ歯科の吉浦先生からバトンを受け取り
ました、玉名でわかばデンタルクリニックを
開院しております月精（げっせい）と申しま
す。普段はあまり目立たず人前に出ることも
得意ではない私ですが、あえて少しでも自分
をさらけだし、自分のこれまで歩んできた人
生を振り返りながら自分を見つめなおす機会
にしたいとこの投稿を引き受けました。
　私は1974年鹿児島市で一人親方の大工で職
人肌の親父と、厳しくも優しくまじめな母の
もとに生まれました。幼少期は何不自由なく
育ちましたが、徐々に不景気の波が大工の
仕事にも影響し始め、とても厳しい経済状
況、いわゆる貧乏生活というものを体験しま
した。借金取立てや電気ガスを止められたり
と、多感な時期だった月精少年の心はすさん
でいたと思います。付き合う友人もヤンキー
予備軍みたいなのばっかりで、悪友と学校を
さぼったりいろんな悪さをしたりと、今の私
からは想像もできないような荒れた生活でし
た。担任の先生がちょくちょく自宅に訪ねて
きたのを覚えています。
　中学２年の頃、事業清算のためそれまで住
んでいた自宅は売却しました。次に住む借家
が決まったその日、突然、本当に突然です
が、親がこんな大変な目にあって苦労してい
るのに自分は何をやっているんだ、という思
いが雷のように月精少年の心に落ちてきまし
た。その時のとても悲しくて情けない気持ち
が40半ばになった今でもありありと蘇ってき

ます。その日からまるでつきものが落ちたか
のようにまじめに学校に通い出しました。幸
い成績は良い方でしたので、県立の甲南高校
という進学校に進学し、まじめに勉強し、成
績上位で卒業することができました。
　その後鹿児島大学歯学部へ進学することに
なりますが、高校まではいわゆるコミュ障タ
イプで内向的性格でしたので、大学デビュー
というやつでしょうか、それまでの反動で勉
強は二の次、サークルにバイトに明け暮れる
生活が始まりました。サークルはクラシック
ギターのサークルに入りました。講義が終
わってはサークル活動に遊びに飲みにバイト
にと、本当に充実した大学生活でした。２年
生の時、サークルに新入生として入ってきた
後輩が私の嫁さんです（笑）。今これを書い
ている私の後ろでグーグー眠っております
が。アルバイトは家庭教師、交通整理、広報
誌の配布、コンビニ店員などいろいろ経験し
ましたが、中でもコンビニは６年近くも勤務
し、アルバイトのリーダーみたいな肩書も
持っていました。この大学生活＆バイトで身
につけた社会性が今でも役に立っていると思
います。そんな充実した青春のおかげで２年
ほど寄り道をしました。
　８年かけてなんとか大学を卒業し、晴れて
歯科医師となることができました。就職のた
め鹿児島から熊本へ引越した後、学生時代か
ら８年付き合っていた嫁さんと入籍し、かわ
いい娘２人にも恵まれました。なんとか自分

素晴らしいスタッフたち

最近飼いはじめた愛猫
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の医院を４年半前に開院でき、一昨年の年末
には自宅も購入しました。医院では素晴らし
いスタッフたちに恵まれ、医院経営もなんと
か軌道に乗りつつあります。娘２人も順調に
育ち、下の娘は私立中学に、お姉ちゃんは公
立中学でしたが受験勉強を頑張り、この春か
ら妹と同じ私立へ高校の部から入学と、親バ
カですが自慢の娘たちでございます。私の暗
黒の少年期から比べたらこれ以上ないくらい
幸せな人生といえるでしょう。
　今自分の人生を振り返ってみて、転機に
なったのは、中学２年の引っ越し、それと大
学で嫁さんと出会ったことだと思います。と
くに嫁さんには本当に感謝しております。自

分は苗字の月精に入っている「月」のように、
自分では輝けないし暗い闇もあるけど太陽が
照らすと明るく輝ける、その月を照らす「太
陽」は嫁さんです。会ったことのある方はわ
かると思いますが、まあとにかく元気で明るい
うちの嫁さん、自分が仕事を頑張れるのも、
楽しく明るい家庭に恵まれているのも彼女の
おかげだと思っています。今すっごくいいこ
と書いてますが、後ろで寝ている嫁さんにば
れないようにコソコソ書いております（笑）。
　あまり高望みはせず、毎日小さな幸せに感
謝しながら、究極のポジティブ思考で楽しく
生き、患者さんや周りの先生方に迷惑をかけ
ない程度に仕事はそこそこ頑張って、仕事が
終わるとまっすぐ家に帰り、昨年飼い始めた
猫と戯れながら、月精家のパパとして家族を
見守りつつ、趣味であるYouTubeでの音楽
漁りとエレキギターと昨年始めたばかりのド
ラムを楽しむ。うん、これで十分幸せな毎日
です。おっと、そろそろ嫁さんが目を覚まし
そうなのでここにて筆を置きます。
　次は、私が勤務医時代から十数年以上、公
私ともに親しくさせていただいている玉名の
あさの歯科医院の浅野司先生にお願いしたい
と思います♪

楽しく明るい月精ファミリー

指名があったら是非とも投稿をお願いします。 
次回は先生に依頼があるかも？
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恐竜の島　化石採集クルージング、魚釣りの島
熊本県唯一の離島の町である　天草市御所浦町

　熊本県唯一の離島で、ゆりかごの海とも表現
される穏やかな内海、不知火海に浮かぶ島。御
所浦町は御所浦島、牧島、横浦島の３つの有人
島を含む大小18の島々からなり、有人島の総面
積は約20平方キロメートル、人口は2750人ほど
です。(平成27年国勢調査）
　御所浦は古くから漁業の町で、現在も多くの
島民が漁業を生業として生計を立てています。

竜の島で一億年前の化石を探そう！

 【化石ガイド付きクルージング２時間コース/御所浦港発着】

トリゴニア砂岩化石採集場
　白亜紀資料館から徒歩５分。化石採集場で１億年前の古生物の痕跡を探そう。白亜紀に栄えた
トリゴニアをはじめ、アンモナイトやサメの歯が見つかることも。白亜紀利資料館で受付。ハン
マーレンタル無料。
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天草市立御所浦白亜紀資料館
　白亜紀資料館には、恐竜やアンモナイト、ほ乳類、貝（トリゴニア・イノセラムス等）などた
くさんの化石が展示してあります。資料館で天草ジオパークの情報を収集し野外に出かけましょ
う！

マラソンとお酒が好きな方は

●開   催 日　2019年２月23日（土） 
●種　　目　ハーフ
●参加資格　男女20歳以上
●制限時間　３時間30分
●備　　考　20歳以上で
　　　　　　当日宿泊ができること

　御所浦は古くから漁業の町で、 現在も、 
ちりめん漁やとんとこ漁 （追い込み漁）、 
定置網漁などが行われ、 島のまわりには
養殖イケスが浮かび、 鯛やブリ、 トラフ
グ等の養殖漁業も盛んです。 

黒島（キャンプ場・海水浴場）
　 「黒島」は、御所浦港から海上タクシーで
15分の洋上に浮かぶ無人島。四季を通じて多
くの生き物を観察できる自然豊かな島で、磯
あそびや散策が楽しめます。
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　11月末に初めて濃茶
を経験しました。場所
は白川公園内の奥にあ
る立派な茶室でした。
着物を着た姉と二人緊
張して受付を済ませて
薄茶同様、 大きな風呂
敷に手荷物、 靴などを
包み待合室に行きまし
た。 
　物音一つしない静寂
の中で試験前みたいに
緊張しましたが裏千家
の経験ある姉は慣れたような感じで落ち着い
て見えました。待合室に同じ席の方が10人
揃って数分後、 別室に案内され、 お茶菓子を
頂きました。このお茶菓子の頂き方も薄茶同
様でした。ただ今回の正客は着物を着たベテ
ランの女性で次客が男性でした。正客の方の
挨拶や言葉通りに私達もお茶菓子を落とさな
いように静かに頂きました。 
　正直甘いのか旨いのか味わう余裕など今回
もありませんでした。お茶菓子を頂いた後、  
綺麗な庭に降り小さな茶室まで歩きました。 
なんと前述した小さな50センチ四方ぐらいの
にじり口が見えました。 
　私のデカイ身体が通りぬけるだろうか？と
思うくらいでした。正客、 次客と順ににじり
口を抜けて茶室入って行きました。私の番に
なり 「通れますかね？」 と立ち止まり、 つい
案内の着物の方に言うと笑顔で 「頭に気をつ
けてお入り下さい！」 と言われ背をかがめ丸
めて入り込みました。 
　茶室の中は薄暗く先に入った８人はぎゅう
ぎゅう詰めに座られてました。３畳の狭い茶
室に大人10人とお点前の方と後見人、 合計12人
が向かい合って正座しました。数回参加した
薄茶の広い茶室とは全く違う薄暗く狭い静寂
の中、 隣の方の呼吸がわかるくらいでした。

｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢｢和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和のののののののののののののののののののののののの心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 ((((((((((((((((((((((((侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘侘びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶)))))))))))))))))))))))) をををををををををををををををををををををををを経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験ししししししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててててててて｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣

玉名郡市 春野 惟一

　やはり隣の方に 「お先に！」 と囁き右手で
茶碗を持ち２回時計周りにずらして数回で飲
み干します。最後はワザとズッズッと音をた
ててもうお茶が残ってないことを表現するよ
うです。このズッズッを出せるように自宅で
何回も練習したのでうまく音が出せました。 
頂いたあと飲み口を軽く指で拭きその指を懐
紙で拭き、 時計と反対周りに茶碗を戻し茶碗
の正面を見て静かに畳に置きます。 
　それから両手を畳につけてその茶碗を左右
から眺めて観察する。見終わったらお茶碗を
廻して正面があちらの方に向くようにして畳
のヘリの向こうにそっと置くと茶碗を下げに
来ます。正客、 次客の偉い方々にはメチャク
チャ高価な茶碗でお茶をたてて頂きますが３
番目からあとは襖の向こうの別室で他の方が
たてられたお茶を別の茶碗でそれぞれ頂きま
す。お点前の方に深々と御礼のご挨拶した後、 
そのメチャクチャ高価な茶碗や茶入れや床の
間の掛け軸、 花器などはゆっくり鑑賞します。
しかしその頃は足の痺れは最高最悪になって
前に倒れそうになりました。女性の方々は全
く痺れてないような感じでさっさと立ち上が
りビックリしました。茶室を出るとお手前の
方がお見送りをされて一人ずつにご挨拶され
ます。私は 「甘露でした！足が痺れて大変で
した。」 と感想を言うと 「懲りずに気軽にま
たいらっしゃって下さい！」 と笑顔でした。
　数回出席した薄茶のお茶会は簡単に言うと
こんな感じでした。 

玉名郡市　春野 惟一

白川公園内の立派な茶室

　 お茶会前にちょっと緊張の私
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　お点前を拝見してる間に正客の方がやっぱ
りねぎらいの言葉を言われアレコレ些細な事
をいっぱい尋ねられました。床の間の置物や
掛け軸の意味、 立派な茶碗の作者や由来など
私には理解不能でした。濃茶が薄茶と違うの
は一つのお茶碗の濃い抹茶を数人で飲むこと
でした。私は何番目？とサッと見渡し頭で計
算してトップバッターとわかり心の準備をし
ました。私の左隣が姉で２番目でした。隣の
姉に 「お先に！」 と囁き、 お茶碗の正面をず
らしてドロッとした抹茶を二口だけ飲んで懐
紙で丁寧に３回飲み口を拭き、 お茶碗の正面
を戻して隣の姉の方に丁寧に置きました。 
姉の次の方が最後にズッズッと音をたてて飲
み干してました。 
　あとで姉が 「惟一はもう少しいっぱい飲ま
んと後の人が困るよ。私があなたの分まで飲
んだよ！」 と。薄茶同様、 床の間の掛け軸や
置物、 花器、 お茶碗など拝見したが足が痺れ
てゆっくり鑑賞出来ませんでした。 
　狭い茶室をまたあの狭いにじり口から足か
ら出して背を伸ばして退席しました。暗い狭
い異空間から広い綺麗な庭の空間に出られて
ほっとした感じでした。痺れた足を引きずり
ながら次は薄茶の席に移動しました。私と同
じ茶席の他の男性も苦笑いして足を引きずっ
てたから少し安心しました。写真撮影が好き
な私ですが今回お茶会に参加し真面目に静か
にお茶を頂いてるスナップが一枚も撮れな
かったのが残念です。 
　正座は苦手で痺れが痛かったけどとても良
い経験をしたと思っています。最初はお茶の
マナー作法何も知らないからどうしようと考
えてましたが人間として周りのすべてに思い
やり、 感謝、 優しい気持ちがあれば自然とお
先に！とか有難う！とか口に出る日常生活通
りでした。なんかあったらごめんなさい！ 
しつれいします！ 食事前にはいただきす！
食事後はごちそうさま！生きて行く上で常識
的なマナー作法でした。改めて日本人に生ま
れてこんな貴重な経験ができて良かったとお
茶会に誘ってくれた姉と知り合いに感謝して
います。 
　12月の日曜日に樹木希林の 「日々是好日」 
という邦画を姉と見ました。お茶に興味あれ

ば面白いよ！と誘われて行って見ました。確
かに樹木希林演じる表千家の師匠はユニーク
で厳粛、 誠実、 凛とした女性を表現し主演の
女性との会話やり取りで数回ほろっとするシー
ンがあり、 見終った後、 静かな穏やかな気持ち
になり帰りました。この映画もその内にビデオ
になると思いますので良かったらご覧下さい。
　とりとめもない長い文になりましたが男性
会員の先生方も少しでも茶道に興味もたれ軽
い気持ちで薄茶でもいただかれるように～と
思って書きました。 
　今年の２月には玉名蓮華院奥の院にて 「大
茶盛」 も初体験してきました。終わったあと
またまた清々しい心洗われたような気持にな
りました。 

　千家では利休切腹の２月27日の１ヵ月後を
命日としており表千家では毎年３月27日に京
都大徳寺で
追善茶会を
開いてるそ
うです。 
　いつかこ
の時期の京
都をゆっく
り訪ねたい
と思って筆
を置きます。

蓮華院の大茶盛

重さ７キロの茶碗も手伝ってもらい美味しくいただきました

皆さんもドウゾ!!



Ｒ．１． ６ 熊歯会報

― 15 ―

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１種会員第１種会員第１種会員
上
 （ウエダ　ヤスヒロ）
田　康弘

熊本市中央区練兵町15-1

上田歯科医院

①2020年東京オリンピック
②予防歯科に力を入れていきたいです。
③祖父が熊本市中心部に開業し、父、自分と三代
続く歯科医院としてもうすぐ100年を迎えます。

④自分の健康に気を付けて地域の歯科医療に貢献
していきたい

澤
（サワハタ　ヨシタカ）
幡　佳孝

熊本市中央区帯山4-3-18

おひさま歯科クリニック

①安心して診療を受けていただけるようにカ
ウンセリングに関心があります。

②安心・安全・誠実な歯科診療
　　自分やスタッフの家族も安心してかかる
ことのできる歯科診療

③予防をベースにしたかかりつけ歯科医院を
目指しております。

　　赤ちゃんからご高齢の方まで地域に愛さ
れる歯科医院づくりを心がけています。

④未熟な点が多々ございますが、地域の健康
づくりのために貢献してまいりたいと思い
ます。

　　ご指導ご鞭撻の程何卒宜しくお願いいた
します。

竹
（タケナカ　セイイチロウ）
中誠一郎

熊本市中央区大江3-2-68

竹中歯科クリニック

①自分の子供が４歳、２歳になっているので、
小児に対する食事や咬合育成について興味
があります。
②歯科医療と関わった人にとって少しでも良
い人生になるようにサポートすることです。
③患者さんに少しでも親身になり、スタッフ
全体で患者さんに携わろうとする熱意です。
④自分の理想とする歯科医師像を目指して精
進したいと思います。

狭
（ハサマ　ケンイチロウ）
間謙一郎

熊本市中央区本荘２丁目3-27

はさま歯科クリニック

①地域の人の口腔状態
②患者さんが何を求めているかを常に考え診
療するもの
③全ての歯科医療を提供できる点
④一人でも多くの患者さんを幸せにしたい。

橋
　（ハシグチ　マヤ）
口　真耶

熊本市中央区南熊本３丁目1-3１Ｆ

まや歯科クリニック

①娘の成長。
②患者さん１人１人に寄りそい、安心して受
けられる診療
③特にございませんが、明るい歯科医院を心
がけたいと思います。
④未熟な所が多々ございますが、御指導の程
よろしくお願いいたします。
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近
 （コンドウ　タケシ）
藤　健之

菊池郡大津町大字陣内1154-4

こんどう歯科医院

①事業承継
②いろんな専門医が集まって一つの事業態を
なす株式会社的なもの

③皆が専門的な知識を持ち人に対して謙虚で
優しさがある

④100年続く健優会を作っていく

中
（ナカデ　ヒロアキ）
出　敬明

八代郡氷川町宮原667-1

宇城八代歯科医院

①今後の施設基準の行方
②疾病を可及的に未然に防げる事
③患者情報のスタッフ間での共有
④患者さんの親身になって治療

佐
（ササキ　リツメイ）
々木立命

人吉市下城本町1423

佐々木歯科医院

①体調管理です。
②患者さんが笑顔になって帰られるような診
療です。

③高齢者が多く、メンテナンス、口腔ケアな
ど口腔内の清潔を重要視しています。

④患者さんやスタッフへの感謝の気持ちを忘
れず日々精進する事です。

分
（ワケヤマ　ヒデノブ）
山　英信

熊本市中央区花畑町1-7

分山矯正歯科クリニック

①患者さんへの負担が少なく、より良い矯正
歯科治療の提供
②治療中に安心でき、長期的にみても経過が
良好で安心できる歯科診療
③受付業務の効率化を図るとともに、矯正治
療をより良く行えるよう努めているところ
です。
④患者さんが安心して受けられる治療を提供
するために、より一層治療技術等の向上に
励みたいと思います。どうぞよろしくお願
い申し上げます。

松
（マツバラ　リョウタ）
原　良太

玉名市六田29-4

まつばら歯科口腔外科
　こども歯科

①口腔外科診療
　再生医療
②各分野の専門性を生かした患者さん中心の
全人的歯科医療
③「一般歯科」だけでなく「口腔外科」「小
児歯科」の専門性を備えたクリニックとし
て、小さなお子さんからご高齢の方まで対
応できる環境作りを心がけています。
④口腔外科という専門性を生かして、地域医
療に貢献できるよう日々精進し、超高齢社
会における歯科医療をよりよく行うために
医科歯科連携を積極的に行っていきたいと
思います。
 

第２種会員第２種会員第２種会員
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大
（オオハシ　ヒロフミ）
橋　博文

熊本市東区健軍3-24-22

熊本パール総合歯科こども
　歯科クリニック健軍院

田
  （タナカ　タクヤ）
中　拓也

天草市東町101

天草中央総合病院

池
（イケナガ　カズユキ）
永　一行

熊本市東区健軍3-24-22

熊本パール総合歯科こども
　歯科クリニック健軍院

第３種会員第３種会員第３種会員 北
（キタハラ　ユウキ）
原　佑樹

熊本市東区健軍3-24-22

熊本パール総合歯科こども
　歯科クリニック健軍院

入
（イリエ　マリコ）
江真梨子

宇土市高柳町字島之内20-9

熊本パール総合歯科こども
    歯科クリニック宇土院

福
  （フクマ　ダイキ）
間　大喜

熊本市中央区本荘1-1-1

熊本大学病院

　10連休というお祝いムードの中で、令和の幕が開けた。
　昭和、平成、令和へと時代は流れ、私たちは日々成長し今がある。
　そして文明の進歩は目覚ましく、子供のころ漫画などで見ていた夢物語の数々が現実
化している。
　スマートフォン、仮想現実（ＶＲ）、人工知能（ＡI）、自動運転、ゲノム編集など昭
和生まれにとっては驚く事ばかりである。これらが令和生まれの世代には当たり前とな
ることに、ある種の恐ろしさも感じてしまう。
　平均寿命は延びたが、私たちは時代とともに果たして進化しているのだろうか。
　利便性を追い求めてきた文明の進歩が、人間本来の姿を退化させている気がしてなら
ない。
　連休中、厳かな皇室行事の映像を眺めながら、令和の時代はどんな世の中になるのか
と、軽い物忘れが始まった頭の中で想いを巡らせた。

（Ａ．Ｋ）
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会 務 報 告 自　平成31年３月11日
至　平成31年４月18日

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

３月13日 第809回支払基金幹事会（支払基金） 浦田会長

13日

第23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　ほか
 【議　　題】
 （１）平成30年度臨時代議員会「事前質問」の回答
 （２）契約職員等就業規程の全面改正（案）
 （３）熊本県地震デジタルアーカイブの関連資料の提供依頼　ほか

浦田会長他大林理事を除く全役員

14日 第189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

15日 第189回日歯臨時代議員会（２日目）（日歯会館） 浦田会長、小島副会長、牛島専務理
事

18日
県保健医療推進協議会（県庁） 浦田会長
支払基金熊本支部長との面談 浦田会長
肥後医育振興会３月期評議員会（KKRホテル熊本） 浦田会長

19日

県総合保健センター第４回常務理事会・第２回理事会（県総合保健センター） 浦田会長
くまもと歯の健康文化賞委員会
 （１）表彰名称追加及び対象者（２）平成31年度候補者審査

浦田会長、小島副会長、牛島専務理
事、田上常務理事

くま歯キャラバン隊（上益城郡）（御船町スポーツセンター）
 （１）点数アップの為の保険診療のポイント（２）個別指導対策のポイント
　受講者：15名

田中理事

21日 県薬剤師会故神田晴生前会長お別れ会（熊本ホテルキャッスル） 伊藤副会長
日本歯科総合研究機構シンポジウム（日歯会館） 牛島専務理事

23日
臨時代議員会［議事］第１号～第４号議案
［協　　議］
 （１）本会財政健全化対策（２）時局対策

宮本議長、武藤副議長他49議員、浦
田会長他全役員

26日

第２回県医療審議会（ホテル熊本テルサ） 浦田会長
第41回常務理事会
 （１）ゴールデンウィーク2019に診療を行う歯科医院の情報収集
 （２）平成31年度役員・各委員会委員合同会議の開催（３）後援名義の使用依頼　ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

27日

月次監査２月末会計現況監査 中嶋・西野監事
第126回九州地方社会保険医療協議会熊本部会（熊本第二合同庁舎） 椿常務理事

支払基金和田専門役との懇談会（熊本市） 浦田会長、牛島専務理事、椿常務理
事、田中理事

28日 平成30年度熊本市歯会通常総会 浦田会長

29日 在宅歯科医療連携室打合せ
 （１）30年度実績報告（２）次年度の業種計画

伊藤副会長、牛島専務理事、宇治理
事

30日 宇土郡市歯会通常総会（宇土市） 渡辺副会長
福島県歯会金子振前会長旭日小綬章受章祝賀会 浦田会長

４月３日
第42回常務理事会
 （１）新入会員の承認
 （２）熊本県国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦
 （３）熊本刑務所への歯科医師派遣　ほか

浦田会長他常務理事以上全役員

４日 災害医療教育活動に関する意見交換会（熊大附属病院） 牛島専務理事

５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

庶務打合せ 小島・伊藤副会長、牛島専務理事、
椿常務理事他２委員

６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

９日 県庁との歯科衛生士需給対策会議 伊藤副会長、牛島専務理事、宮井理
事

10日 県後期高齢者医療広域連合新任挨拶 浦田会長
第810回支払基金幹事会（支払基金） 浦田会長

11日
平成31年度地域医療介護総合確保基金事前打合せ 伊藤副会長、田原事務局長他１名
女性歯科医師支援ワーキンググループ
 （１）女性歯科医師名簿作成（２）答申書 町田委員長、神崎副委員長他２委員

13日
鶴田病院歯科口腔外科開設祝賀会（熊本市） 浦田会長、牛島専務理事
日大歯学部同窓会熊本県支部総会懇親会（アークホテル） 小島副会長
九州歯科医師剣道稽古会懇親会（熊本市） 宇治理事

15日 連携室職員採用面接 牛島専務理事、八木常務理事

16日 次期役員候補者打合会 伊藤副会長、小島副会長、牛島専務
理事

17日 第43回常務理事会
 （１）新入会員の承認（２）後援名義の使用依頼（３）クールビズの実施　ほか

浦田会長他椿常務理事を除く常務理
事以上全役員

18日 平成31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（厚生労働書） 伊藤副会長

学　　術 ３月15日 学術委員会
 （１）H31年度事業の検討　ほか 井上理事、馬場委員長他全委員
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所管 日付 摘要 出務者

社会保険

３月21日 日本歯科総合研究機構シンポジウム（日歯会館） 椿常務理事

30日
社会保険委員会
 （１）会員向け発行物（２）次年度指導立会者、個別相談対応
 （３）個別指導対策社保研修会　ほか

椿常務理事、田中理事、桐野委員長
他12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

６日 九州大学歯学部同窓会熊本県支部社保説明会 田中理事

８日 九州厚生局・県庁との打合せ九州厚生局熊本事務所５名、熊本県２名、県歯４名 浦田会長、椿常務理事、田中理事、
桐野委員長

11日 熊本市歯会社会保険委員会との打合せ 椿常務理事、田中理事、桐野委員長
17日 第６回日歯社会保険委員会（日歯会館） 椿常務理事

地域保健

３月12日
歯と口の健康週間実行委員会
 （１）平成30年度事業会計収入支出決算（見込み）（２）平成31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

13日
第２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
肥後銀行健保組合との打合せ
 （１）歯科健診事業 田上常務理事、赤尾理事

14日 熊日いきいきライフフェア事前打合せ（西原村） 赤尾理事
15日 平成30年度県歯科保健推進会議（ホテル熊本テルサ） 田上常務理事

20日

後期高齢者歯科口腔健康診査事業研修会（グランメッセ熊本）
　受講者：109名 内野上益城郡理事

後期高齢者歯科口腔健康診査事業研修会（甲佐町上揚地区公民館）
　受講者：９名 志方委員

22日 平成30年度くまもと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
 （熊本テルサ） 赤尾理事

23日 熊日いきいきライフフェア（県民交流館パレア） 赤尾理事、志方委員

31日 子育てすくすく☆こども博2019（グランメッセ熊本） 赤尾理事、伊藤委員、志方委員、福
田委員、蔵本委員、松原委員

４月11日
健保連との打合せ
 （１）申込み方法（２）診断票の配布（３）結果お知らせ・保健指導
 （４）マニュアルの作成

渡辺副会長、牛島専務理事、田上常
務理事、赤尾理事

12日 地域保健委員会 田上常務理事、赤尾理事、郷原委員
長他全委員

広　　報

３月11日 広報小委員会
 （１）会報４月号編集・校正（２）代議員会出務者：永廣委員長・髙﨑委員 竹下理事、永廣委員長他３委員

20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４委員

４月２日 広報小委員会
 （１）会報５月号・第１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

15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13日 第12回日学歯理事会（日歯会館） 大林理事

14日 県学校保健会評議員会（県医師会館） 大林理事
県PTA共済審査委員会（県総合福祉センター） 西野監事

22日 各郡市学校歯科担当者会
浦田会長、渡辺副会長、牛島専務理
事、田上常務理事、大林理事他７委
員

24日 幼児・児童生徒における口腔機能発達不全症に関する研修会（日歯会館） 高田委員
27日 日学歯第96回臨時総会（日歯会館） 渡辺副会長、大林理事

４月３日 日学歯広報委員会（日歯会館） 大林理事
12日 県高等学校保健会評議員会（水前寺共済会館） 渡辺副会長
17日 第１回日学歯理事会（日歯会館） 大林理事

医療対策

３月14日 医療相談 永松理事、椿副委員長、町田委員

20日
医療対策委員会
 （１）事例報告検討（２）医療相談及び苦情対応策についての協議
 （３）平成30年度医療相談及び苦情事例の分析・分類　ほか

永松理事、岡田委員長他９委員

27日 医療相談 永松理事、岡田委員長、椿副委員長
29日 医療対策小委員会 永松理事、添田委員
30日 熊本市歯会北区第１・第２支部合同講演会 永松理事、添田委員

４月17日 医療相談 永松理事、岡田委員長、添田委員

18日
医療対策委員会
 （１）事例報告検討（２）医療相談及び苦情対応策についての協議
 （３）平成30年度事例の分析検討

永松理事他委員

センター・
介護

３月16日
センター運営打合せ
 （１）契約歯科医師の決定（２）契約歯科衛生士・契約受付職員募集
 （３）４月からの診療時間の変更・シフト

松本理事、平井委員長、規工川委員

19日

平成30年度県地域リハビリテーション推進会議（県医師会館） 松本理事
センター運営打合せ
 （１）契約歯科医師の決定（２）契約歯科衛生士・契約受付職員募集
 （３）４月からの診療時間の変更・シフト

松本理事、松岡・井手委員

20日 口腔保健センター契約職員採用面接　応募者：１名 小島・伊藤副会長、牛島専務理事、
松本理事

４月18日 歯科衛生士会と31年度の委託事業打合せ
 （１）31年度委託事業・補助金事業の説明及び打合せ 松本理事
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厚生･医療
管理 ３月20日 都道府県医療管理担当理事連絡協議会（日歯会館） 宮井理事

総務･医療
連携

３月11日 第２回がん医科歯科連携運営協議会（１）がん患者医科歯科連携事業報告
 （２）がん医科歯科連携実績数（３）がん医科歯科連携登録歯科医師数　ほか

浦田会長、伊藤副会長、牛島専務理
事、宇治理事他２委員

13日 県がん対策推進会議（山崎記念館１階） 宇治理事
26日 第２回県がん診療連携協議会（熊大附属病院） 浦田会長
30日 神奈川歯科大学同窓会熊本県支部学術講演会 宇治理事

学　　院

４月２日 学院学校評価委員会 浦田会長他４委員、伊藤学院長、牧・
林副学院長、弘中教務部長

８日 学院教務委員会
伊藤学院長、牧・林副学院長、弘中
教務部長他秋山教務委員を除く全教
務委員

10日 学院入学式　第56期入学生：51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 ４月15日 第１回国保理事会
 （１）令和元年行事予定（２）文書廃棄 浦田理事長他全役員

令和元年度定時代議員会のお知らせ

　下記の通り令和元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：令和元年６月15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30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　熊本県歯科医師会災害対策基金設置の件
第３号議案　本会収入割会費に関する件
第４号議案　理事の選任に関する件
第５号議案　監事の選任に関する件
第６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

後方に席を用意いたしますので、事務局に必ずご連絡のうえご来場
下さい。



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。

　５月に行われた小学校運動会の玉入れ
競争の写真です。
　小学生にとって高い所にある赤い籠に、
真剣に玉を入れようとする姿はとても微笑
ましく思われます。

（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

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

[ 県歯事務局　TEL：096-343-8020　担当：塩山 ]　までご連絡ください
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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回臨時組合会

第３回理事会

地域保健研修会

第１回多職種で取り組む食支援アドバンスコース

委員会の任期が後もう少しで終わります。広報メンバー
はやさしい方ばかりで、委員会が楽しく、卒業するのがと
ても名残惜しいです。委員会活動以外でも旅行、美里町の
石段登り、釣り、飲み会など様々な企画を楽しみました。

委員会を通して多くの方々との出会いに感謝しています。
又私自身も様々な面で成長させて頂きました。広報委員会
万歳　ありがとうございました。 （Y. N）

いつも笑顔で場を和らげてくれたＴ理事の元、個性豊かで
陽気なメンバーと楽しく仕事し、たくさんの思い出を作ること
ができました。この２期４年の仲間との絆は永遠に不滅です！
また日本一の石段を登る日が来そうで怖いなぁ（笑） （A. K）

あっという間に２期が終わり、結局あまり戦力になれず
…申し訳ない気持ちでいっぱいです…が、竹下理事はじめ
委員の先生方の愛情に包まれ居心地よく楽しく仕事するこ
とができました。本当にありがとうございました！ （Y. T）

広報委員会に入って２期４年間。優しい委員長、副委員
長に頼りきって、至らない点も多々ありましたが、沢山の
勉強をさせて頂き少～しは成長したかな?!と一人で思って
おります。

様々な懇親活動も楽しい委員会に参加できて、感謝して
ます。理事をはじめ、委員の先生方、事務局、大変お世話
になりました。 （T. M）

広報を担当させて頂いて二期（４年）になりました。国
語の成績が悪かった私が、人様の文章を校正すると言う事
で自信は有りませんでしたが、メンバーにも恵まれ楽しく
続ける事が出来、勉強になりました。ありがとうございま
した。 （H. O）

あっという間の二年間でした、最初の数回は流れや、や
り方が全くわからず右往左往して他の先生方にはご迷惑を
かけてしまいました。（委員会の日時を間違えたこともあ
りました）それから参加していくうちに少しずつ分かって
きた部分も増えてきました。

その間、委員会のイベント（階段上りや研修旅行）など
も一緒に楽しくやってきましたがもうこのメンバーでは今
回で最後になります、寂しいですがこれまでありがとうご
ざいました。 （K. M）

早いもので２期４年の任務が完了しようとしています。
もともと文章を書くことが苦手で、大丈夫かなと思いなが
らスタートしました。そんな私の不安を払拭するように原
稿を書いてくださった郡市や各委員会の先生方、事務局の
宮崎、西岡、塩山さん、素人集団から共に成長して支えて
くれた素晴らしい広報委員会メンバー、八木常務、渡邊副
会長、コロニー印刷の井芹様、本当にありがとうございま
した。感謝・感謝です。 （K. T）
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