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今期から新しく広報委員を拝命いたしました。ついこの前までは郡市の広報で写真
撮影や原稿執筆をしていましたが、今回編集する側として仕事をさせていただくこと
となり、とてもわくわくしています。先輩委員の先生方の足手まといにならないよう
に頑張ります。よろしくお願いいたします。
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最中です。おかげで四十肩も肩こりもすっかり治ってしまい、健康になるわ、スタッフ
も早く帰れて喜ぶわでいいことずくめです。皆様も自院の働き方改革を一考されてみ
てはいかがでしょうか。 （G. H）
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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。

『ラグビーワールドカップ 熊本会場』
　４年に１度じゃない。一生に一度だ！『ラグビーワールドカップ
2019 日本大会』が各地で盛り上がりました。熊本でもフランス
vsトンガとウェールズvsウルグアイの試合が行われました。
　試合前に踊るハカはニュージーランドが有名ですが、トンガ
のハカ 「シピ・タウ（Sipi Tau）」声出しの先導の人の声がとて
も高く、喉を痛めないか心配しました。
　試合は外国の応援団と一体となり、最後まで熱戦が繰り広げ
られました。
　ラグビーを通して日本（熊本）の「おもてなし」の心が伝わっ
ているといいですね。　　　　　　　　　　　　　　    （T. K）

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　 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：平畑 ]　までご連絡ください
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常務理事　

　この度常務理事を仰せつかりました、永松です。伊藤会長のもと誠心誠意努力する所存で

す。前執行部では、医療対策の理事を担当させて頂きました。今期、引き続き医療対策、新

たに広報、警察歯科の統括を命じられました。また、今年６月に成立し来年４月１日に施行

される「死因究明等推進基本法」にも携わる事となりました。会員の皆様の御指導を仰ぎ奮

励努力致します。医療対策委員会は６月に「医療トラブル０　10箇条」を刊行しました。10

年ぶり７冊目の冊子です。第一章のⅦ法令遵守に係わる事で、20年程前ご講演頂いた永松榮

司弁護士は著書の中で「歯科医業を歯科医師以外が行ってはならないのは当然のことではあ

るが、日常の歯科診療において、忙しい中“ちょっとだけなら”との思いがよぎるかもしれ

ない。確かに歯科衛生士、歯科助手にその業務を分担させれば、歯科医師の業務負担は軽減

され、その分多くの患者を治療し、または難症例の患者に集中することができる。しかし、

歯科医師法は歯科医師に歯科医業を独占させており、これに違反した場合はその刑事罰は重

く、しかも歯科医師の資格を喪失するおそれもある。“ちょっとだけなら”との気の緩みで、

歯科医師の一番の財産（資格・臨床技術・患者）を喪失させることがないようにしなければ

ならない。」と注意喚起されています。また、第一章全てに係わる事ですが、医療事故の当

該患者さんとの面談で「医療事故により後遺障害で苦しんでいる患者の今を周知徹底して欲

しい」との要望が有りました。「任重くして道遠し」を痛感致しました。機会を作り患者さ

んの声を会員の皆様にお伝えしたく思っております。そして、医療対策の椿理事、委員会メ

ンバーと共に「是は是、非は非」の信念で「医療トラブル０」を目指します。広報委員会は

毎月の発行物（熊歯会報・ニュースレター）メールニュースの発信、県歯ホームページの管理・

運営、各種取材、マスコミとの交流等多忙な委員会です。神﨑理事をはじめ委員会の先生方

のお力になれる様研鑽致します。警察歯科は法歯学的知識の啓発と研究に努め、公共の利益

に資することとして、熊本県警察並びに熊本県医師会警察協力医部会と連携を密にし、県警

の諸活動に対し歯科学的専門の立場から協力、支援することを目的としております。先達の

先生方に御指導、御教示頂き真摯に努めて参ります。伊藤会長の基本理念「情熱と遂行」に

添い全委員会横断による熊本県歯科医師会の発展の一翼を担えればと思っております。宜し

くお願い致します。
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― 第5回理事会 ―
　９月24日（火）午後７時より県歯会館にて
伊藤会長他全役員出席のもと開催された。
１．開会：宮井副会長
２．挨拶：伊藤会長

　今月は会務が多くて業務対応が大変であっ
たと思います。さて、私は今月１日から８日
までサンフランシスコで開催されたＦＤＩ世
界歯科大会へ行ってきました。初めての経験
でしたが、７ヶ国・３ヶ国・日米・日独・日
仏・日豪会議、総会等の会議が多数組まれて
いまして、会長・理事・委員会選挙も実施さ
れました。ＦＤＩは日・米・仏の先進国が後
進国を援助し支えていく組織で日本にとって
有益な指針が表明される訳でもありません。
そこで自分達が貰うことだけ考えるのではな
く、人に与えることにより将来自分達の為に
もなりますから、援助することで交渉してい
く関係性が大事であると考えます。また、日
歯で開催されました臨時代議員会終了後の役
員就任披露パーティーに安倍首相が出席され
ましたが、10代のＤＭＦＴや8020達成率の事
など歯科に対し深くご理解いただいていま
す。その意味では、安倍首相に自民党総裁４
選を期待する声もあるかと思いますが、現政
権を歯科界で応援していく、そして政府に対
して働き掛けていく、そのためには歯科界か
ら議員を出すことが重要です。本会と連盟が
協力して、どうすれば選挙に勝てるのかを考
えていく必要があります。それから本日は理
事会終了後の勉強会で予算関連の説明があり
ますが、各事業の基本目的は県民のためにな
ること、そして延いては会員のためになるこ
とです。その目的の為にどの時点で何を実施
するか目標を設定して、そして想いを込めた
創造的発想で質の高い事業を目指していただ
きたいと考えます。役員の皆様は急がずしっ
かり考えて委員会で話し合いながら進めて下
さい。それでは本日も宜しくお願い申し上げ
ます。

３．議長選出：伊藤会長
４．議事録署名人：

増田・水上監事、伊藤会長
５．令和元年度会務報告：

（自：８月23日～至：９月20日）
　本会総務：理事会、常務理事会
　学　　術：安全な歯科医療を提供するため

のバイタルサインセミナー
　社会保険：各郡市社会保険担当者会議、　

シニア倶楽部社会保険研修会
　地域保健：各郡市地域保健担当者会議
　広　　報：『熊歯会報』10月号編集・校正
　学校歯科：学校歯科委員会
　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、多職種で取り組む
食支援アドバンスコース

　厚生・医療管理：歯科衛生士合同就職説明
会、シニア倶楽部

　学　　院：理事会、学院特別研修、学院臨
床実習指導担当歯科衛生士研修
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
　　⑴　匠原 健　会員（第３種／熊本市／

伊東歯科口腔病院）令和元年８月26日
　退職（第１種会員へ）

　　⑵　宮本 加洲彦　会員（終身／八代／
みやもと歯科医院）令和元年８月30日
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　逝去82歳
　　⑶　北須賀 通子　会員（第１種／菊池

郡市／ふわりこども歯科・矯正歯科）
令和元年８月31日 閉院

　　⑷　鈴木 勝志　会員（終身／熊本市／
前田歯科医院）令和元年９月９日　逝
去80歳

　　⑸　林田 豊　会員（第１種／菊池郡市
／林田歯科クリニック）令和元年９月
30日　閉院

　２．個人被ばく線量測定サービスの契約
　　　個人被ばく線量測定サービスの契約更
新の確認について、契約者数により価格
変動がある旨を記載した文書の送付を承
認した。

　３．「阿蘇市受援計画」策定に係る関係機
関先リストへの掲載及び連絡先

　　　阿蘇市より、県地域防災計画に基づく
受援計画策定に係る関係機関リストへの
掲載の了解及び連絡先の報告依頼があ
り、承諾したことを報告した。

　４．令和元年度「生きる力をはぐくむ歯・
口の健康づくり調査研究事業」決定通知

　　　当該研究事業に阿蘇市立内牧小学校が
選定され、助成金10万円の交付を承認し
た。

　５．事業報告
　　●７月末がん及び回復期の医科歯科連携

事業
　６． ８月末会計現況
　７．その他
　　●各災害への対応
　　　　台風の影響による千葉県の大規模停

電への対応について、日歯から千葉県
歯に対して義援金を送る話は出ていな
いため、本会でも対応する予定はない
が、今後何か動きがあれば対応を検討
する。また、先月の九州北部の豪雨災
害について、佐賀県歯会員診療所の被
害状況を報告した。さらに、台風17号
による会員診療所への被害が無かった
か、各郡市会長・専務理事に確認する。

　　●各歯科健診実施後の再診料の算定
　　　　各歯科健診実施後に間違って初診料

を算定することなく再診料を正しく算

定するよう会員に周知することを報告
した。

　　●会員の飲酒運転
　　　　本会第３種会員が酒気帯び状態で乗

用車を運転し、路線バスと衝突事故を
起こし警察に逮捕されたことが報告さ
れた。本会役員に対し、あらためて法
令遵守を徹底するように呼び掛けた。

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】
　　第１種会員１名の入会を承認した。

　　　令和元年度入会状況（９月末累計）
　　第１種会員／13名　第２種会員／５名
　　第３種会員／９名
　　第４種会員／０医療機関
　２．後援名義の使用依頼【承認】
　　⑴　手足の不自由な子どもを育てる運動
　　⑵　熊本大学病院緩和ケアセンター市民

公開講座
　　⑶　熊本小児歯科懇話会第86回例会
　　⑷　熊本訪問歯科ネットワーク特別講演

会
　　⑸　熊本県産前・産後母子支援事業　報

告会・講演会
　　後援名義の使用許諾を承認した。
９．議題：
　１．令和３年度九地連公募研究事業のテー
マ【承認】

　　　何か提案するテーマがあれば牛島専務
理事に伝えることを承認した。

　２．県歯科医師会共済互助入院給付金の給
付【承認】

　　　申請時に給付事由発生から１年経過し
た共済互助入院給付金申請について、会
員が後期高齢者であったため国保組合の
レセプト情報で入院したことが把握でき
なかった事情を勘案して、給付すること
を承認した。

　３．歯科用製品等推薦申請書【承認】　　
　花王より申請があった歯科用製品等へ

第１種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

土
ど

肥
ひ

　信
しんすけ

介 どひ歯科
クリニック 宇城市松橋町曲野3161-1 福 岡 歯 科

大 学
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の推薦を承認した。
　４．「第13回熊本県医療・保健・福祉連携
学会」合同分科会演題発表【承認】

　　　テーマは、オーラルフレイルの視点か
ら見た後期高齢者歯科口腔健康診査事業
について、発表者を長野理事にして、発
表することを承認した。

　５．部活動補助金交付申請書【承認】　　
　　⑴　第72回九州歯科医学大会厚生行事

　　　※昨年度交付金
①野球大会（25名）   200,000円（25名）

　　　②剣道大会（13名）   100,000円（13名）
　　　③テニス大会（14名）

120,000円（16名）
　　　④ボウリング大会（６名）

60,000円（６名）
　　　⑤囲碁大会（３名）　 20,000円（３名）
　　⑵　第51回かめる会展（10名）※初申請
　　　　第72回九州歯科医学大会厚生行事各

大会に一人当たり８千円、第51回かめ
る会展に一人当たり４千円の補助金を
交付することを承認した。なお、来年
度の申請分より申請書に大会参加登録
票の添付をお願いし、参加人数を確認
することとした。さらに、今後は内規
を定めた上で交付する。①九州歯科医
学大会厚生行事には県外開催の場合は
一人当たり８千円（県内は半額）を支
給する、②但し上限を20万円とする旨
を記載した内規案を厚生・医療管理委
員会で作成する。

10．協議事項：
　１．その他
　　●令和２年度各委員会概算要求協議日程

【承認】
　　　　各委員会概算要求協議日程を承認し

た。

　　●「地域包括ケアシステムにおけるかか
りつけの歯科医師が果たす役割と今後
の働き方等」に関する調査実施と協力
依頼【承認】

　　　　日歯から対象会員へ調査協力依頼文
書と調査票が送付される。本会も調査
への協力として、本会から各郡市会
長・専務理事に対して、対象会員へ協
力を呼び掛けるよう依頼することを承
認した。

　　●笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント
における入学案内パンフレットの配布
【保留】

　　　　11月17日（日）にびぷれす広場で開
催する笑顔ヘルＣキャンペーン中央イ
ベントにおいて、歯科衛生士不足対策
の一環として、歯科衛生士のお仕事紹
介コーナーで歯科衛生士専門学院・中
島学園・九州看護福祉大学の入学案内
パンフレットを配布してはどうかとの
提案がなされた。理事会では結論が出
ず、次回の常務理事会で決定すること
とした。

11．監事講評：
　　増田監事より「第25回参議院議員通常選
挙の比例代表選挙で比嘉なつみ候補が次点
で落選したことは大変残念だった。本会と
連盟は表裏一体かつ車の両輪なので、年１
回または選挙前には合同勉強会が必要では
ないか。」、水上監事より「共済互助入院給
付金申請は、後期高齢者の入院が把握でき
ないのであれば、会員が亡くなった際に本
会から入院の有無を確認しても良いのでは
ないか。」と提案された。
12．閉会：椿副会長

（広報　神﨑 理子）
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― 第２回“多職種で取り組む食支援”アドバンスコース ―

　９月14日（土）午後３時より県歯会館３階
研修室にて標記講演会が開催された。今回は
東京都健康長寿医療センター自立促進と精神
保健研究チームの本川佳子管理栄養士による
「高齢期の栄養ケアUp to Date ～歯科と栄養
連携のシナジー効果～」という演題での講演
であった。
　進行は我那覇委員長が行い、開会の後、
松本常務理事より挨拶があった。講師紹介を
経て、講演が始まった。
　講演の内容は、まず栄養と口腔機能は密接
に関係があり、低栄養だと全身的な合併症や
創傷治癒遅延を引き起こし、死亡率も増加す
るということである。
＜３つの栄養ケア＞
１．地域在住高齢者を対象としたフレイル予
防を基軸とした栄養ケア

　　色々な研究結果を示しながら説明され、
食品摂取の多様性と身体的フレイル重症度
には相関があり、食事の質が身体的フレイ
ルに影響し、食品摂取多様性維持・向上の
背景因子として口腔機能が挙げられる。そ
の上で咀嚼機能と栄養は相関があり、歯科
の介入が重要である。高齢化が進むにつれ、
今後はう蝕や歯周病、補綴治療等だけでな
く、オーラルフレイル予防も重要になって
くる。

２．通所サービス利用者等を対象とした在宅
療養高齢者への施設に準じた栄養ケア

　　全国調査で通所施設における嚥下調整食
の提供は１／３程度しかなく、通所施設に

おける食事提供、栄養ケアへの専門職種介
入が必要であり、今後の課題となっている。
３．施設入居高齢者等を対象とした施設にお
ける栄養ケア
　　認知機能の研究結果として、食品摂取の
多様性が高い方が認知症発症率が低くな
り、日本食はそれに適している。認知症重
度になると低栄養率が高くなるので、認知
症初期の段階からの適切な食支援が重要に
なってくる。全国調査で施設入居者の摂食
嚥下機能に合致した食形態を摂取している
者は少ないという調査結果がでているの
で、今後摂食嚥下への歯科の介入も重要に
なってくると考える。
　本講演で明日からの臨床に役立つ栄養状態
のチェック方法をたくさん教えて頂き、大変
勉強になった。質疑応答後、五島理事より謝
辞があり、研修会は終了となった。

（山本 康弘）

明日から使える栄養状態チェックを説明する本川先生
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― 歯科衛生士合同就職説明会 ―

　８月25日（日）午前10時より県歯会館にお
いて標記説明会が開催された。今年は過去最
多となる88事業所の会場参加と４事業所の資
料参加があり、会場は４階ホール、３階研修
室、３階市歯会議室と３部屋にわたる開催と
なった。開会に先立ち牧副学院長より挨拶が
あり、また各会場において担当委員による事
業所への注意事項の説明がなされた後に開場
となった。歯科衛生士専門学院から90人（３
年生36人、２年生52人、１年生２人）熊本歯
科技術専門学校から20人、九州看護福祉大学
から14人、社会人１人と合計125人の参加が
あり、開場後は早速希望する事業所のブース
を訪れ、熱心に話に聞き入っていた。最初は
遠慮気味に会場内を回っていた学生達だが時
間が経つにつれ積極的に事業所に話をうかが
う姿も多く見られた。また、参加事業所もパ
ソコンや資料などを用いて自院のアピールを
積極的に行っていた。参加事業所は過去最多

となったが会場内では大きな混乱もなく、11
時50分に面談は終了し、各自アンケート提出
後に解散となった。昨今の歯科衛生士不足は
喫緊の課題ではあるが、この合同就職説明会
が会員の診療所と歯科衛生士の“縁”をつな
ぐ一助となればと願う。また、今年度開催の
反省点を踏まえ、来年度も有意義な説明会と
していきたい。

（牧 潤一）

時間が経つごとに笑顔になり、話を聞く学生

― 九州各県学術担当者会 ―

　10月５日（土）午後２時より長崎県歯会館
において標記会議が開催された。本県より馬
場理事、内野委員長が出席した。渋谷長崎県
歯専務理事より開会の挨拶から始まり、宮口
長崎県歯会長、伊藤日歯理事の挨拶の後、座
長及び副座長が選出された。
　出席者の紹介後、伊藤理事より日歯報告で、
金属代の高騰に対する今後の対応や日歯生涯
研修Ｅシステムの現状報告後下記内容の協議
に入った。 金属代の高騰に対する今後の対応を説明する伊藤明彦日歯理事
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⑴　令和元年度各県学術関係事業計画並びに
予算について

　　当県への歯科医学大会の講師料が高額な
理由について福岡県より質問があった。馬
場理事より講師の講演料の相場に近づけて
結果このような結果になっていると説明が
あった。

⑵　各県提出議題について
　１．日歯生涯研修セミナー等のサテライト
会場の実地予定について

　２．多職種連携について
　３．保険診療における施設基準の届け出に
必要な研修会の開催状況について

　４．周術期等口腔機能管理料の算定につい
て

　５．ラグビーワールドカップ、オリンピッ
クキャンプ等海外からの関係者に対する
歯科的対応について

　６．口腔悪性腫瘍に対する各県の会員診療
所への対応について

　７．スポーツ歯科に関する活動として会員
個人的な活動としてではなく、各県の歯
科医師会が対外的に行っている活動や業
務について

　８．日歯生涯研修事業への取り組みについ
て

　９．歯科衛生士を対象にした実習を含む高
齢者医療・介護の講習会、講演会の取り
組みについて

　10．各県におけるスポーツデンティストの
活動状況と県歯科医師会とスポーツデン
ティストとの連携について

　11．各県学術委員会の委員が独自に講師に
なり講習会、講演会について講演する企
画について

　12．東京オリンピックを来年に控え、各県
でのスポーツ団体に対する啓発活動、そ
の他の団体（医師会など）との連携など
の特別な取組みについて

　13．学術関連情報の会員への伝達について
　以上13題について各県の回答並びに討議が
行われた。
⑶　日本歯科医師会への質問・要望について
　１．施設基準等に係る研修会をEシステム

上でもっと受講できるようにしていただ
きたい

　２．施設基準の届け出に関する研修システ
ムの簡略化とＥシステムの今後について

　３．オリンピック、ラクビーワールドカッ
プなど世界的イベントなどが開催される
際、 海外からの患者への対応（言語、宗
教問題など）マニュアルがあればありが
たく思います。

　４．サテライト形式講演会の開催実績と経
験したトラブルを伺いたい。（すでに日
歯より説明を受けていたため質問取り下
げた）

　５．日歯と日本歯科医学会との関係性を伺
いたい。

　６．パラデンタルの人材確保について将来
的な方策について

　７．日歯生涯研修事業主催者について
　８．Eシステムと認定医
　９．子弟が歯学部に在学中の御父兄もおら
れるかと思います。現在の歯学部におけ
る進級、卒業試験、歯科医師国家試験お
よび歯科医師の適正配置の現状と今後の
展望に対してどのようにお考えになって
いるでしょうか。

　10．近年の中国、台湾、韓国等のアジア近
隣諸国の歯科医療のレベルの向上には、
驚かされ、日本の歯科医師も益々のレベ
ルアップが必須になってきております。
そのようなグローバル化した環境の中
で、諸外国の連携と競争化を意識した、
国際学会への積極的な参加や英語論文や
ビデオの配信等積極的な活用の具体案が
ありますでしょうか。

　11．各地区歯科医師会が主催する研修会の
開催に関する審査の基準について

　以上11題の質問・要望に対し伊藤理事より
丁寧な回答がなされた。
　例年より協議議題が多かったがスムーズな
司会進行等により次期開催県の馬場県歯理事
の挨拶、品川長崎県歯副会長の閉会の言葉で
終了した。

（内野 玲）
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― 九州各県広報担当者会 ―

　10月５日（土）午後３時より、福岡県歯会
館５Ｆホールにて標記会議が開催された。本
県からは神﨑理事と秋山委員長の２人で参加
した。
　西田福岡県歯理事の開会の辞に始まり、大
山福岡県歯会長と小山日歯常務理事より挨拶
があった。座長に西田福岡県歯理事、副座長
に新冨佐賀県歯理事が選出された後、小山日
歯常務理事より日歯報告があった。
　協議
⑴　令和元年度各県広報関係事業計画並びに
予算について

⑵　メインテーマ「大規模災害時の広報」に
ついて

　このテーマは平成28年４月に熊本地震を経
験した後、同年10月に本県開催の会議でも協
議題として提出されたものである。あれから３
年経過した今、現状を意見交換するために、
このテーマを再び福岡県が検討テーマとして
提案した。宮崎県における歯科医師会災害対
策本部と各郡市間との連携システム、福岡県
におけるホームページ上での災害発生時の緊
急対応などを事例として、不測の事態に対し
平素より訓練、対策しておくことの重要性を
再確認した。また直近の千葉県での大規模停
電を例に挙げ、将来的には各県歯会館で自家
発電の必要も出てくる可能性との意見もあっ
た。熊本地震以降も九州北部豪雨など毎年の
ように災害が起きているが、各県とも体制の
整備を始めており、今後は互いの情報収集の
為にも九州一丸となり九地連で早急に連携を
取る必要性を唱えた。
⑶　各県の提出協議題について
　１．会員向けホームページでアクセス数が
多いコンテンツ

　２．会員向けメールマガジンのHTML化
　３．会誌のペーパーレス化
　４．ホームページの更新、見直し
　５．広報活動におけるホームページやSNS
などの活用

　６．SNS活用の管理運営
　７．患者さんの歯科医院検索における非会
員との差別化

　８．広報誌作成以外の任務
　９．マスコミに対するアプローチ
　10．関係団体との広報の連携
　11．県民への事業アピール方法、行政との
周知の協議の場

　12．編集作業における修正、校正の方法
　13．機関誌の隔月発行、カラー化
　14．合併号の区切りかた
　15．冊子体補完のメルマガやニュースレ
ターの頻度、内容

⑷　日歯への要望及び質問について
　質問では、「う蝕」を表す言葉として歯科
界では「むし歯」新聞などでは「虫歯」と表
記され、統一出来ないかマスコミ関係への働
きかけを求めたが、新聞用語集に「虫歯」と
記載されているためであり、日歯としては厚
労省が用いている「むし歯」を今まで通り使
用するとのことであった。要望では、サテラ
イトシステムは試験的運用を今後も継続して
ゆく方針であるとの回答があった。協議終了
後、次回開催県の新冨佐賀県歯理事による挨
拶があり、林福岡県歯副部長の閉会の辞で会
議は終了した。
　その後場所を移し午後６時30分より懇親会
が行われ、山口県歯会長でもある小山日歯常
務理事の「西日本から中央に熱い風を送りま
しょう」との乾杯の発声で開宴し、各県で情
報交換しながら互いの親睦を深めた。

（秋山 清）

会議直前まで熱心に資料を確認する出席者たち
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郡市会報告

山鹿市歯科医師会

がん医科歯科連携の重要性を再確認

― がん医科歯科連携における口腔ケア研修会 ―
　９月27日（金）山鹿市民医療センターにて医
師、歯科医師、看護師、歯科衛生士を対象に標
記内容の研修会が行われた。演者はサンスター
㈱プロケアチャンネル営業統括部歯科衛生士の
大津朱里先生を東京から招いて講演頂き、座長
は宮坂会長が務めた。
　全身麻酔手術前の歯科受診で口腔ケアを行う
と在院日数が減る事や、口腔トラブル予防には
がん治療前後の歯科受診が重要である。歯科受
診時は患者の血液検査のデータを参考に治療を
行い、不明な点は医科の担当医に相談を行う。

座長を務める宮坂会長

郡
市
会
報
告

郡
市
会
報
告

主にがん薬物療法で口腔トラブルとなる口腔粘
膜炎の好発部位やチェックする事項、口腔粘膜
炎のグレーディングやその時の歯ブラシや歯磨
剤の選択や対処法、ペインコントロールや含嗽
剤について説明があった。また、頭頸部がんへ
の放射線療法によって起こる口腔乾燥症とケ
ア、保湿剤の使用法など、医科と歯科に各々注
意事項を解説して頂いた。患者さんに応じた対
応を心掛ける事が重要である。
　医科のスタッフと歯科のスタッフが共通の講
演会を聞いて、情報を共有する事はがん医科歯
科連携の為に重要であることを再確認した。

（小林 聡）医科と歯科に各々に必要な注意事項を説明する大津先生

「よ坊さん着ぐるみ」の予約について

　2020年11月１日～ 11月30日の間に着ぐるみを使用されたいイベン
ト等が決定している場合は、2019年11月28日までに県歯までご連絡
ください。
　先着順ではなく、抽選となります。
※各郡市会単位での、予約申し込みといたします。
　（会員個人の予約は除きます。）
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のように、最
初は丸い形の
ワギャが長い
管のような形
になっていま
す。伝統的な
料理は、「ワ

ギャのひこずり」と「ワギャの味噌汁」です。
ひこずりとは煮つけのことで、下ごしらえの
済んだ材料を油を引いたフライパンで炒め、
味噌で味付けをして、ニラなどの野菜を入れ
て作ります。食感は、貝やナマコのような感
じだそうです。
　和水町は平成18年に菊水町と三加和町が合
併してできた、内陸の南北に長い形状をした
町です。この町では11月に「山太郎祭り」が
開催されます。山太郎とはモクズガニのこと
で、このカニが主役のイベントで自然の恵み
に感謝し、豊年満作を祝う祭りです。平成30
年11月18日（日）道の駅きくすい特設会場に
て開催されたイベントでは、蟹飯、蟹汁を堪
能でき、蟹の販売や、ライブ演奏、福引大会
も実施され、多くの観客で賑わいました。
　毎年７月に歯科医師会の有志が主催し、玉
名市沿岸で釣り大会が開催されます。沿岸が
砂地であり、船釣りで鱚

きす

がよく釣れます。ま
た、菊池川では
鰻
うなぎ

がとれたこと
もあり、老舗
の鰻屋がありま
す。鰻好きの方
は、ぜひ一度ご
賞味ください。
　次のバトンは
同じ玉名郡市の山本浩喜先生に繋ぎます。

船釣りでよく釣れるキス

○○ 玉名郡市　桐野 美孝　

　月日の流れるのも早いもので、今年から年
号が令和となりました。この投稿が玉名郡市
歯会の先生が続いているようですので、玉名
市を含んだ有明地域の食文化について、普段
感じていることや興味のあることを書きま
す。
　普段、個人的に食べ歩きはしないほうです
が、地域の食文化には興味があります。食べ
たことはないですが、どのように作られて、
どこに行けば食べられるのか本等で読んだり
ホームページで見たりすることが楽しみです。
　私が住む玉名市は、食文化的には荒尾・玉
名地区とひとくくりにされているようです。
この地域は、荒尾市、玉名市、玉東町、和水
町、南関町、長洲町の２市４町からなります。
荒尾市、玉名市、長洲町の前面に広がる有明
海は、日本最大の干満差を持つ内海です。
　この地域で、地域性を色濃く反映する特徴
的な魚介料理に「ワギャ」料理があります。
ワギャとは、イソギンチャクの事です。食材
の採取は有明海の干潟で行います。干潮の時
に潮の引いた砂浜を歩き、砂地に丸い目のよ
うな模様を見つけます。上の砂地を少し掘る
とイソギンチャクの触手が出てきます。周囲
の砂を掘りワギャを掘り出します。食べる量
だけ掘り出した後、１日置いて砂を吐かせ
ます。さらに手でもんで砂を出し、割りば
しに突き刺し串団子状態にして、割りばし

を開きワギャ
の肉片を開き
ます。この状
態で、さらに
よく洗って砂
泥を吐かせま
す。これで下
ごしらえが完
了です。写真地域の特徴的なワギャ

山太郎祭りの主役モクズガ二
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土肥　信
（ドヒ　シンスケ）

介

宇城市松橋町曲野3161-1

どひ歯科クリニック

①・義歯
　・小児矯正
②予防、メインテナンスを中心とした歯科診
療

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
③院内に託児室（保育士在駐）を設け、小さ
なお子さんがいらっしゃる方でも安心して
治療が受けられる。また、小さいころから
歯科医院に通うことで恐怖心をとり除き、
治療出来るようになるところだと思います。
④子どもから御年輩の方まで、幅広い層の方
が気軽に来ていただける歯科医院を目指し
ます。

ご　訃　報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

山本　　真 先生
令和元年10月13日　ご逝去　62歳

•郡　市　名：熊本市
•入会年月日：昭和63年４月26日
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会 務 報 告 自　令和元年８月23日
至　令和元年９月20日

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

８月23日 熊本空港航空機事故対応総合訓練担当者会（熊本空港事務所） 田原事務局長

27日

第４回理事会
【承認事項】
 （１）新入会員の承認（２）後援名義の使用依頼（３）歯の健康ランド共催
【議　　題】
 （１）九州歯科医学大会in熊本（２）令和元年度（第35回）新入会員研修会
 （３）本会・学院の火災保険契約の更新　ほか
【協議事項】
 （１）熊本県航空機事故対応総合訓練への参加（２）利材品買取りの案内
【理事勉強会】
 （１）口腔機能低下症に係る検査と診断の算定案件

伊藤会長他増田監事を除く全役員

28日 「よかボス倶楽部」交流会（ホテル日航熊本） 伊藤会長

29日
第４回日歯理事会（日歯会館） 伊藤会長

第73回九州歯科医学大会第１回準備委員会 宮井副会長他常務理事以上全役員、
馬場・工藤・神﨑理事

９月１日 齋藤郁子姉旭日単光章受章祝賀会（ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ） 宮井副会長
２日 基金新規提案事業に係るヒアリング 牛島専務理事、五島理事

３日
後期高齢者医療広域連合との打合せ
 （１）後期高齢者歯科健診受診率（圏域別）（２）2019年歯科健診の問い合わせ先と実施時期
 （３）研修会の開催要項・アンケート集計　ほか

牛島専務理事、松本常務理事、長野・
髙水間理事、赤尾副委員長

４日 会計勉強会
 「会計におけるチェックと承認のポイント」 　講師　吉永賢一郎公認会計士

牛島専務理事、宇治常務理事、増田・
水上監事

５日 電子決裁デモ研修会 牛島専務理事、事務局職員

10日

第５回常務理事会
 （１）チラシ同封依頼（２）令和３年度九地連公募研究事業のテーマ
 （３）センターの常勤及び非常勤歯科衛生士にかかる経費の対比　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

県議会議員との懇談会（熊本市）
宮井・椿副会長、永松・松本・宇治
常務理事、長野・髙水間・石井・五
島理事、田原事務局長

11日

第29回中規模県歯科医師会連合会（アルカディア市ヶ谷） 伊藤会長、牛島専務理事
第５回日歯臨時理事会（日歯会館） 伊藤会長
在宅歯科医療連携モデル地域と打合せ
 （１）菊池郡市・八代歯科医師会の在宅歯科に対する取組みと現状（２）今後の方針
 （３）モデル都市歯科医師会と在宅歯科連携の会議スケジュール

松本常務理事、五島理事、長野理事、
松下八代歯副会長、菊池郡市歯会高
橋会員

12日
第191回日歯臨時代議員会（日歯会館） 伊藤会長、宮井副会長、牛島専務理

事、小島日歯代議員
日歯役員就任披露パーティー（ホテルニューオータニ） 伊藤会長、牛島専務理事
月次監査　８月末会計現況監査 増田・水上監事

13日 三師会懇談会（熊本市） 伊藤会長他常務理事以上全役員
14日 樋口壽一郎先生旭日小綬章祝賀会（ホテルニューオータニ鳥取） 浦田顧問

17日

熊本空港緊急計画連絡協議会（熊本空港事務所） 田原事務局長
第６回常務理事会
 （１）新入会員の承認（２）歯科用製品等推薦申請書
 （３）「第13回熊本県医療・保健・福祉連携学会」合同分科会演題発表　ほか

伊藤会長を除く常務理事以上全役員

18日 歯科医師国民年金基金代議員会（パレスホテル） 牛島専務理事
20日 第49回日本口腔インプラント学会学術大会拡大役員懇話会（ヒルトン福岡シーホーク） 伊藤会長

学　　術

8月23日
日歯ＳＣＲＰ日本代表選抜大会審査結果発表および懇親会（日歯会館） 伊藤会長
学術委員会
 （１）九州各県担当者会（２）バイタルサインセミナー（３）有料講演会　ほか

馬場理事、内野委員長他寿永副委員
長を除く全委員

９月１日
安全な歯科医療を提供するためのバイタルサインセミナー
　受講者：123名　演　題：「安心で安全な歯科医療に向けて－まずは落ち着くことから－」 
　講　師：杉村光隆（鹿児島大学教授）

伊藤会長、馬場理事、内野委員長他
南川委員を除く全委員

２日 第107回ＦＤＩ世界歯科大会（大会期間：９／２～９／７）（サンフランシスコ・米国） 伊藤会長
17日 第１回日歯会誌編集委員会（日歯会館） 伊藤会長
18日 第１回日歯スポーツ歯科委員会（日歯会館） 伊藤会長

社会保険

8月31日

社会保険個別相談会　相談者：１名 園田副委員長他２委員
社会保険委員会
 （１）会員向け発行物（２）指導立会者、個別相談対応（３）シニア倶楽部社保研修会　ほか

椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他11委員

各郡市社会保険担当者会議
 （１）社保関係報告（２）各郡市会との連携等（３）施設基準届出

伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、
舩津・野田理事、桐野委員長他11委
員

９月９日 社会保険指導者研修会（東京・日本教育会館） 野田理事

14日 シニア倶楽部社会保険研修会
　受講者：20名

椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他３委員

19日 保険個別指導（KKRホテル熊本） 舩津理事、清水副委員長、井口委員

地域保健

８月23日 青山製作所事業所健診（青山製作所熊本工場） 歯科医師１名、歯科衛生士１名

26日

地域保健委員会
 （１）健保連との歯科健診（２）東京エレクトロン特殊健診
 （３）後期高齢者歯科健診事業研修会　ほか

松本常務理事、長野・髙水間理事、
郷原委員長他９委員

地域保健小委員会
 （１）東京エレクトロン特殊健診

髙水間理事、郷原委員長、赤尾副委
員長、菊池郡市髙木会長

28日 東京エレクトロンと歯科健診事業の打合せ
 （１）歯科健診実施日と健診機関（２）歯科健診票と結果票（３）健診の流れ

髙水間理事、郷原委員長、赤尾副委
員長、菊池郡市髙木会長

30日 青山製作所事業所健診（青山製作所熊本工場） 歯科医師１名、歯科衛生士１名
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所管 日付 摘要 出務者

地域保健

９月２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（江藤建設有限会社）
　受診者：７名 歯科衛生士２名

４日 県後期高齢者医療保健事業研修会（阿蘇市農村環境改善センター） 阿蘇郡市佐藤副会長
第１回健康づくり推進協議会（熊本大学医学部附属病院） 髙水間理事

５日 県後期高齢者医療保健事業研修会（ウエルパルくまもと） 牛島専務理事

７日
各郡市地域保健担当者会議
 （１）地域保健委員会の編成・業務（２）令和元年度の各郡市地域保健関連事業の実施状況
 （３）後期高齢者歯科健診事案　ほか

牛島専務理事、長野・髙水間理事他
全委員、三森・五島理事

11日 県後期高齢者医療保健事業研修会（玉東町中央公民館） 玉名郡市安田光則会員
13日 県健康づくり県民会議幹事会（県庁） 宮井副会長
16日 県後期高齢者医療保健事業研修会（福岡自治会館） 天草郡市錦戸浩会員

19日 笑顔ヘルＣキャンペーンイベント第１回打合せ
 （１）実施要領（２）県下各地域での無料歯科相談・健診（３）サンプル提供数　ほか

松本常務理事、長野・髙水間・神﨑
理事他１委員

広　　報

８月23日 広報小委員会
 （１）第２校校正（２）日歯会員モニター（３）九州各県広報担当者会　ほか 神﨑理事、秋山委員長他全委員

９月11日 広報小委員会
 （１）第１回校正（２）追加原稿編集 秋山委員長、髙﨑副委員長他３委員

20日 広報小委員会
 （１）第２回校正すり合わせ

神﨑理事、秋山委員長、髙﨑副委員
長他委員

学校歯科

８月24日 九州地区学校歯科医会役員連絡協議会（大分県歯会館） 石井理事、高田委員長
９月19日 県PTA共済審査委員会（県総合福祉センター） 西野会員

20日 県高等学校保健会第２回理事会及び懇親会（熊本第一高校） 宮井副会長
学校歯科委員会 石井理事、高田委員長他委員

医療対策

８月26日 医療相談 永松常務理事、椿理事、添田副委員
長

30日 福岡弁護士・損保ジャパンとの協議会 伊藤会長、牛島専務理事、永松常務
理事、椿理事、添田・町田副委員長

９月５日 医療相談 永松常務理事、椿理事、添田副委員
長

12日 医療相談 永松常務理事、椿理事、岡田委員長、
町田副委員長

19日 医療対策委員会 永松常務理事、椿理事他犬束・松原
委員を除く全委員

センター・
介護

８月23日
第２回多職種連携に係る研修会（天草地域医療センターヒポクラート）
　受講者：169名  「優しさを伝えるケア技術ユマニチュード®」ユマニチュード認定インス
トラクター　伊東美緒先生

松本常務理事、山本委員、森口天草
郡市歯科医師会会長

24日
第２回多職種連携に係る研修会
　受講者：105名　「優しさを伝えるケア技術ユマニチュード®」ユマニチュード認定インス
トラクター　伊東美緒先生

松本常務理事、五島理事、我那覇委
員長他６人

31日 ヒアリング前打合せ
 （１）地域医療介護総合確保基金新規事業内容確認（２）センター運営（３）健診事業 松本常務理事、五島理事

９月４日 県との口腔保健センター事業に関する打合せ
 （１）診療体制の教科（２）口腔保健センターのＰＲ（３）地域への技術支援

松本常務理事、五島理事、藏本歯科
医師

６日 日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会（朱鷺メッセ） 松本常務理事

７日 日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会（朱鷺メッセ） 松本常務理事
各郡市地域保健担当者会議 五島理事

14日
第２回多職種で取り組む食支援アドバンコース
　東京都健康長寿医療センター研究所　自立促進と精神保健研究チーム　本川佳子先生
　受講者：32名

松本常務理事、五島理事他３委員

厚生・医療
管理

８月24日 阿蘇郡市健康診断（阿蘇郡市医師会館）
歯科衛生士合同就職説明会打合せ 工藤理事、牧委員長他全委員

25日 歯科衛生士合同就職説明会
　参加：87歯科医院 工藤理事、牧委員長、黒岩委員

27日 エイズ対策会議 宮井副会長、工藤理事

31日 水俣・芦北郡市健康診断（津奈木町つなぎ文化センター）
宇土郡市健康診断（宇土市保健センター）

９月２日 熊本市・上益城郡健康診断
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
県エイズ対策会議　県庁 工藤理事

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 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（HOTEL華の荘）

14日 シニア倶楽部（ホテル日航熊本）
伊藤会長、宮井・椿副会長、松本・
宇治常務理事、工藤理事、牧委員長、
神戸委員

18日 九州地域の医療機関における電波利用推進評議会（九州総合通信局） 工藤理事

19日 玉名郡市健康診断（玉名市民会館）
厚生・医療管理委員会 宮井副会長、工藤理事他全委員

医療連携
9月２日 熊本県医療・保健・福祉連携学会第２回企画委員会（県医師会館） 三森理事
３日 県がん診療連携協議会幹事会第41回相談支援・情報連携部会（熊大附属病院） 宇治常務理事
18日 熊大病院緩和ケアセンターと広報打合せ 宇治常務理事、三森理事
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所管 日付 摘要 出務者

学　　院

８月24日

学院特別研修
　「優しさを伝えるケア技術ユマニチュード®」ユマニチュード認定インストラクター
　　伊東美緒先生

林学院長

歯科衛生士合同就職説明会打合せ 秋山副学院長

25日 歯科衛生士合同就職説明会
　参加：87歯科医院 牧・秋山副学院長

27日 第４回理事会 林学院長

28日 学院役職員会（学院校舎） 林学院長、牧・秋山副学院長、弘中
教務部長

９月１日 齋藤郁子姉旭日単光章受章祝賀会（ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ） 林学院長

３日 学院教務委員会（学院校舎） 林学院長、牧・秋山副学院長、弘中
教務部長他全教務委員

７日 全国歯科衛生士教育協議会九州地区会（別府市・ホテル白菊） 林学院長他２名

20日 学院臨床実習指導担当歯科衛生士研修会 林学院長、牧・秋山副学院長、弘中
教務部長、正清・上村教務委員

国保組合

９月３日 全協事務（局）長研修会（全国町村会館） 田尻課長補佐

７日
九歯連役員会（ホテル日航大分オアシスタワー） 上野副理事長
全協九州支部総会（ホテル日航大分オアシスタワー） 上野副理事長、桑田常務理事他２名
全協九州支部役職員研修会（ホテル日航大分オアシスタワー） 上野副理事長、桑田常務理事他２名



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。

『ラグビーワールドカップ 熊本会場』
　４年に１度じゃない。一生に一度だ！『ラグビーワールドカップ
2019 日本大会』が各地で盛り上がりました。熊本でもフランス
vsトンガとウェールズvsウルグアイの試合が行われました。
　試合前に踊るハカはニュージーランドが有名ですが、トンガ
のハカ 「シピ・タウ（Sipi Tau）」声出しの先導の人の声がとて
も高く、喉を痛めないか心配しました。
　試合は外国の応援団と一体となり、最後まで熱戦が繰り広げ
られました。
　ラグビーを通して日本（熊本）の「おもてなし」の心が伝わっ
ているといいですね。　　　　　　　　　　　　　　    （T. K）

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　 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：平畑 ]　までご連絡ください
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今期から新しく広報委員を拝命いたしました。ついこの前までは郡市の広報で写真
撮影や原稿執筆をしていましたが、今回編集する側として仕事をさせていただくこと
となり、とてもわくわくしています。先輩委員の先生方の足手まといにならないよう
に頑張ります。よろしくお願いいたします。
私事ですが、開業５年目になる今年の春から診療終了時間を１時間早く切り上げる

ことにしました。自由時間が増えたのでこれを機に夫婦そろってスポーツジムに入会
し、嫁さんはダイエットを、私は脱ヒョロガリを目指すべく現在頑張って通っている
最中です。おかげで四十肩も肩こりもすっかり治ってしまい、健康になるわ、スタッフ
も早く帰れて喜ぶわでいいことずくめです。皆様も自院の働き方改革を一考されてみ
てはいかがでしょうか。 （G. H）
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24日（火）

28日（土）

第11回常務理事会

認知症対応力向上研修会

認知症対応力向上研修会（中小企業大学校人吉校）

第12回常務理事会

第８回理事会

事務局仕事納め
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