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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 ―

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。

（T. M）

第21回みどりかわ湖どんど祭り
　日本最大級といわれる美里町のどんどやです。
　高さ20ｍのやぐら３基に一斉に点火され、天高
く燃え上がる様は圧倒されるほど雄大でした。
　十二支の始まりで、オリンピックも開催される
１年の無病息災を皆で祈りました。

表紙に寄せて

● 一般入試Ｂ日程 令和2年  3月  7日（土）
● センター利用入試Ⅱ期 令和2年  3月  7日（土）
● ＡＯ入試Ⅱ期 令和2年  3月20日（祝）
● センター利用入試Ⅲ期 令和2年  3月20日（祝）

● 第2回　令和2年  3月20日（祝）

学校法人福岡学園  福岡歯科大学 学務課入試係
TEL.092-801-1885  FAX.092-801-0427

https://www.fdcnet.ac.jp/  Eメール nyushi@college.fdcnet.ac.jp

令和2（2020）年度 入試日程

令和2年秋
新病院開院

令和2（2020）年度学士等編入学試験〈大学２年次に入学〉

新時代、令和
福岡歯科大学は、
　    生まれ変わります。
令和２（2020）年度入試より特待生制度のリニューアル
専願特待生制度の新設…本当に福岡歯科大学に入学したい受験生に対しての特待生制度に変更

詳細は、
本学ＨＰ
にて
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常務理事　

　会員の皆様におかれましては、平素より本会の事業に際しご協力いただきまして誠にあり

がとうございます。今期より、常務理事（会計・災害対策・医療連携総括担当）、ＫＤＭＵ

の取締役を拝命いたしました。

　さて、現在第１種会員の会費は均等割が10万円／年（月１万円×10 ヶ月）、収入割が保険

診療収入の2.1／1000（上限4,000万の時84,000円／年、月7,000円×12 ヶ月）、さらに入会30年

以上且つ70歳以上になられると終身会員となり均等割が1万円／年（月1,000円×10 ヶ月）に

減額、80歳以上は免除になります。今後新入会員が20名／年加入で試算したところ、令和23

年ごろには正会員と終身会員の数が逆転することになりそうです。浦田前会長の諮問により

財務検討委員会で終身会員の年齢の引き上げなどいろいろ検討した結果、今年の４月からは

2.5／1000（上限4,000万の時100,000円／年、月8,333円×12 ヶ月）収入割を引き上げさせてい

ただくことになりました。今のうちから今後の歯科医師会運営を考えていく必要があり、会

計担当として先生方の負担が増えることに対し真摯に向き合い、業務内容や様々な事業、委

員会活動等見直すとともに県民、会員の先生方のために必要な事業に関しては、委託事業等

も活用しながら遂行していきたいと考えております。

　また、昨年12月20日に財務大臣、厚労大臣の折衝を経て、令和２年度歯科関係予算が決定

されました。歯科保健医療施策の概要の一つに、「災害医療体制の充実」として昨年度より

大幅アップの予算がついております。避難所等における歯科医療提供又は口腔ケア等の歯科

保健活動の実施に必要なポータブルユニット、器具・器材等について経費の補助が令和２年

度に限り出るようです。熊本地震から間もなく４年が経とうとしています。今でも日本の各

地で多くの地震や水害等が起きており、いつどこで災害が起こるかわからない時代になって

おります。熊本地震を経験し、歯科のニーズを早期に把握することの重要性が分かり、災害

時に歯科関係者が正確なアセスメントを取れるようにすること、的確かつ迅速に歯科保健医

療支援活動ができる必要な人材の育成を目的とし「災害歯科保健医療研修強化事業」（地域

医療介護総合確保基金）の研修会を２月22日（土）に山鹿地区、２月29日（人吉・球磨地区）

にて開催いたします。それぞれの地区の会員の先生を始め、近隣地区の先生方、スタッフ皆

様の受講を心よりお待ちしております。（今月の発送物にチラシを同封しております。）歯科

医師として地域における社会的な役割を果たすことが県民に対する使命だと思います。今後

ともご指導ご協力の程よろしくお願いいたします。
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― 第８回理事会 ―
　12月24日（火）午後７時30分から県歯会
館にて伊藤会長他三森理事を除く全役員出席
のもと開催された。
１．開会：椿副会長
２．挨拶：伊藤会長

　今年６月15日より本執行部が発足しまし
た。新たな先生も役員に就任され、この６ヶ
月半、皆様にはご尽力いただきました。お陰
様で何事も無く会務が執行され、順調に会務
運営が成されていると思います。発足当初、
私は役員の皆様に「おまじない」「そうじっ
こうか」の言葉をお伝えしました。「おまじ
ない」とは、「思い込み・慢心・情報不足・
ない」であり、これは負ける組織です。そし
て「そうじっこうか」とは、「創造力・実行
力・解決力」であり、これを実行できる組織
は必ず成功に向かいます。各員が慢心する事
無く、それぞれの事業遂行について今後も考
えていただきたいと思います。また、令和２
年からは是非、皆様の想像力を発揮していた
だき、令和の時代に相応しい本会の在り方を
皆様と模索したいと考えております。そして
何よりこの場で議論することが大事です。不
明点や疑問点、ご意見、さらに一人の会員目
線でも考え、最高の歯科医師会を築きたいと
思います。今年も本当にありがとうございま
した。来年もよろ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：11月22日～至：12月20日）
　本会総務：理事会、常務理事会、タウンミー

ティング
　社会保険：社会保険委員会
　地域保健：地域保健委員会
　医療対策：医療相談・苦情事例報告
　センター・介護：多職種で取り組む食支援

アドバンスコース、認知
症対応力向上研修会

　厚生・医療管理：熊本国税局管内税務指導
者協議会

　医療連携：医科歯科病診連携発展事業運営
協議会

　学　　院：学院教務委員会、学院役職員会
　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
　　　境 義紹 会員（終身／熊本市／小佐井
歯科医院）令和元年11月24日　逝去76歳

　２．台風15号・台風19号災害への義援金募
金

　　　120名の会員より1,011口・総額1,011,000
円の義援金が寄せられ、全額日歯に送金
したことを報告した。

　３．熊本県国民健康保険運営協議会に係る
委員の推薦

　　　牛島 隆 専務理事（県国保・高齢者医
療課）任期：任命日～令和３年９月30日
委員に推薦したことを報告した。

　４．令和２年度県歯終身会員、代議員会会
員表彰リスト

　　　表彰規程に基づき70才以上の会員で会
員在籍年数が30年以上の会員29名に対し
て感謝状を授与する。なお、授与式は３
月28日（土）の臨時代議員会において行う。

　５．事業実施報告
　　⑴　熊本県歯科医師会有料学術講演会

（11月17日）学術委員会
　　⑵　10月末がん及び回復期の医科歯科連

携事業
　６．11月末会計現況
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　７．その他
　　●九州歯科医学大会のコンベンション

サービス
　　　　来年度に本県で開催される学会のコ

ンベンションサービスをＫＫＴに依頼
する方針であることを報告した。

７．連絡事項：
　１．令和２年１月行事予定
　２．令和２年度行事予定
　３．会議資料の発送方法「データ便」
　　　現在は理事会の会議資料を事前に出席
者へ郵送しているが、今後はデータ便で
資料データを送信することを報告した。暫
くはデータ便と並行して紙の資料も郵送
するが問題無ければデータ便のみにする。

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（12月末累計）
第１種会員／18名　第２種会員／５名
第３種会員／11名　第４種会員／１医療機関
　２．名義後援依頼【承認】
　　⑴　第10回くまもと笑いヨガフェスティバル
　　⑵　日本医療マネジメント学会　第22回

熊本支部学術集会
　　⑶　「アンチ・ドーピング教育・啓発事業」

熊本県講習会
　　⑷　熊本県日中協会　第38回熊本春節祝

賀会
　　　　名義後援の許諾を承認した。
９．議題：
　１．女性歯科医師支援策【保留】
　　　出産・育児で就業が制限された女性会
員について、申請により理事会が認めた
場合に一年度分の会費を免除する措置を
導入することを常務会の案として提案さ
れたが、結論が出ず、常務会で再検討す
ることとした。

　２． 九地連協議会（鹿児島）提出協議題
　　【承認】
　　　協議題の提出を承認した。
　３．第２回各郡市歯科医師会会長・専務理
事連絡会議次第【承認】

　　　会議の次第（案）を承認した。他に追
加したい内容や出席希望の理事がいれ

ば、牛島専務理事に連絡する。
　４．2020年熊日いきいきライフフェア
　　【承認】
　　　熊日いきいきライフフェアに地域保健
委員会が出務することを承認した。

　５．委託事業に係る予算【承認】
　　⑴　医科歯科病診連携推進事業（回復期）

（県医療政策課）
　　⑵　障がい児（者）口腔ケア事業（県障

がい児支援課）
　　⑶　むし歯予防対策事業（県健康づくり

推進課）
　　⑷　ヘル歯―元気8020支援事業（県健康

づくり推進課）
　　⑸　介護者歯科実技研修事業（県健康づ

くり推進課）
　　　　県委託事業に係る各予算明細書（案）

を承認した。
　６．8020健診票の一部書式変更【承認】
　　　8020優秀者の選定を容易にするため、
健診票の処置歯の状況について一部様式
変更を承認した。

　７．後期高齢者歯科口腔健康診査の健診単
価【承認】

　　　次年度の後期高齢者歯科口腔健康診査
の健診単価を4,290円とすることを承認した。

10．協議事項：
　１．その他
　　●歯の健康文化賞委員会委員の委嘱
　　　　委員の委嘱は、くまもと歯の健康文

化賞委員会規程でテレビ局も含まれる
が、過去にＮＨＫ熊本放送局から委員
就任を辞退されていた。役員でＮＨＫ
関係者に知り合いがいれば委員就任を
お願いすることを承認した。

11．監事講評：
　　増田監事より「現執行部が発足して半
年、私自身も漸く職務に慣れたが、役員は
会務が多忙で皆様のご苦労を感じている。
来年は本県で九州歯科医学大会が開催され
るが、執行部一丸となり取り組んでほしい。」、
水上監事より「歯科衛生士・歯科技工士需
給問題は大きな課題で、これからは衛生士・
技工士なしには我々は仕事ができない。補助
金等の有益な情報は積極的に周知し、学院
の定員増も検討してほしい。」と要望された。
12．閉会：宮井副会長

（広報　神﨑 理子）

第１種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

前
まえ

野
の

　光
こうよう

洋
新地デンタル
クリニック 熊本市北区清水新地1-5-36 岩 手 医 科

大学歯学部
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― 熊本国税局管内税務指導者協議会 ―

　11月22日（金）午後２時より県歯会館にお
いて標記会議が開催された。会議は２部制で
第１部は内部による協議、第２部は国税局を
交えての協議であった。
＜第１部　内部における協議＞
１．開会　宮井副会長
２．挨拶　
　　伊藤会長「色々と持ち帰っていただいて、
しっかりと会員へ周知していただきたい」

　　日本歯科医師会税務・青色申告委員会
　　長嶺義一郎委員 「各県及び税務局との意
見交換を行い、歯科医師会の青色申告普及
率は90％を超えており税務局からも評価い
ただいている。今後も忌憚のない意見を頂
戴したい」

３．報告　日本歯科医師会税務・青色申告委
員会　長嶺義一郎委員

　①税制改正について
　　　消費税引き上げに伴う控除対象外消費
税の対応として「非課税制度のもとでの
診療報酬による精緻な補填」が決定され
た。今後、消費税率10％への引き上げ後
の補填状況は継続的に調査を行って検証
を行う。また、「事業税非課税措置」お
よび「いわゆる四段階制」が存続され、
新たに医業承継資産の課税特例制度が認
められたことは歯科医師会として大き
い。

　②日歯の青色申告事業について
　　　本年度は熊本局を含む５国税局で開催
された。今後も国税局に協力を依頼し、
協議会を続けていく。また、今後は「歯
科医業経営内容調査」と「所得税青色申
告決算書による経営内容調査」は統合し
て行われることが決定された。隔年での
調査をお願いすることになるが協力をお
願いしたい。

４．座長選出　牛島専務理事

５．協議
　⑴　管内各歯科医師会からの現況について
　⑵　各歯科医師会提出協議題について
　　１）本協議会の開催について（鹿児島県）
　　　　全国的には半数近くが開催されてい

ない現状、開催時期の再検討をお願い
したい。

　　２）キャッシュレス決済について（大分県）
　　　　会員への周知をどうしているか各県

の対応を教えていただきたい。
　　３）軽減税率について（宮崎県・熊本県）
　　　　歯科診療所での販売物品についての

会員への周知の各県の対応を教えてい
ただきたい。

　⑶　日歯への要望
　　１）増税対策として10月１日の診療報酬

改定は基本診療料と材料料のアップで
対応されたが、実際に見合うもので
あったかの検証を公表していただきた
い。（鹿児島県）

　　２）日歯から軽減税率対象物品一覧の作
成等があるのかどうか、日歯のこれま
での取り組みと今後の対応を教えてい
ただきたい。（宮崎県）

６．講演「医療関連税制と令和２年度税制改
正要望について」　長嶺義一郎先生
　　　令和２年度　税制改正要望

青色申告等を国税局と協議
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　　　消費税、事業税、地域医療支援、設備
投資支援、事業承継支援、その他

７．講演「令和元年度税務情報及び歯科クリ
ニックの経営改善のポイント」

　　日本歯科医師会嘱託税理士　伊東貞先生
　　　　事業承継税制における贈与税のかか

らない場合について
＜第２部　国税局との協議＞
　１．出席者紹介
　２．国税局挨拶　熊本国税局個人課税課　
　　　　林田幹雄課長補佐
　３．国税局との協議
　　⑴　国税局管内における税務の現況につ

いて
　　⑵　税務諸問題と会員指導について

　　⑶　各県からの提出議題
　　　１）共済制度の一時金の扱いについて

（鹿児島県）
　　　２）税務調査の現状について（大分県）
　　　３）歯科診療所における指摘事項につ

いて　　　　　　　　　　（宮崎県）
　　　４）医院継承に関する件について

（熊本県）
　　　５）自然災害罹災者に減免や納付遅延

の基準について　　　　　（熊本県）
　４．閉会　椿副会長
　　　来年度は大分県での開催予定である。

（牧 潤一）       

令和元年度臨時代議員会開催のお知らせ

　下記の通り令和元年度臨時代議員会を開催しますのでお知らせいたします｡
記

　　　　　　　日時：令和２年３月28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　令和元年度熊本県歯科医師会会計収支補正予算書（案）の承認を

求める件
第２号議案　令和２年度熊本県歯科医師会事業計画（案）の承認を求める件
第３号議案　令和２年度熊本県歯科医師会会費及び負担金の賦課額、
　　　　　　賦課率並びにその徴収方法（案）の承認を求める件
第４号議案　令和２年度熊本県歯科医師会会計収支予算書（案）の承
　　　　　　認を求める件

 ［協　議］
１　女性歯科医師の出産等に伴う会費の軽減について
２　時局対策について
３　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、事務局に必ずご連絡の上ご来場下さ
い。
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― 令和元年度認知症対応力向上研修会 ―

　12月７日（土）県歯会館、12月14日（土）
中小企業大学校人吉校の２会場で標記研修会
が開催された。人吉会場には人吉市、球磨郡、
水俣芦北からの歯科医師及び歯科衛生士他医
療従事者40人の参加があった。「認知症施策
推進大網と主な認知症施策について」と題
し、熊本県認知症対策・地域ケア推進課の今
田潤一郎主幹をお招きした。認知症高齢者の
将来推計として2025年には、高齢者の５人に
１人が認知症になってしまう。歯科医師・歯
科衛生士が認知症の症状を理解し、認知症の
早期発見・早期対応、認知症の方を地域で支
えるために、多職種との連携が重要なので、
地域版事例検討会等に参加を求められた。次
に「認知症高齢者に対するかかりつけ歯科の
役目」について原土井病院の岩佐康行歯科部
長（摂食・栄養支援部長）に講演いただいた。
①歯の形態回復、口腔機能の維持・回復の視
点を含めた地域包括ケア（地域完結型医療）
における歯科医療提供体制の構築を行ってい
くこと。②認知症の進行を考慮した歯科治療
計画を行っていくこと。③初期、中期、末期、
終末期と認知症の進行と嚥下障害と共に考え
ていかなければならないこと。以上の３点を、
かかりつけ歯科の役目として挙げられた。最
後に「認知症との向き“愛”方」と題し、（一
社）共生社会実現サポート機構とんとんとん

（大分）精神科医の山内勇人理事長に講演い
ただいた。薬、治療等により認知症の進行を
遅らせることが可能だが、老化や死は避けら
れない。認知症支援における覚悟、本人、家
族に求めるだけでなく、我々支援者も、“覚悟”
を決めて寄り添っていくことが大切であると
のことであった。最後に認知症支援者として
の歯科医師への期待として、かかりつけ医と
しての早期からの“気づき”、食べる機能を
保つ“治療”、食べる機能を支える“多職種
連携”が重要になると強調された。認知症施
策は、少子高齢化が進むとマンパワー不足が
懸念材料である。

（井手 裕二）

“多職種連携”が重要になると説明

前
（マエノ　コウヨウ）
野　光洋

熊本市北区清水新地1-5-36

新地デンタルクリニック

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
①義歯（設計など）
　予防
②治療後が大事であり、予防、メンテナンス
を中心とした歯科診療。
③歯科恐怖症の方にも安心して通院してもら
える。
④地域密着型で、小さい子から御年輩の方ま
で安心して通院していただき、より良い診
療を提供していきたい。
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緊張感があるなか、真剣な議論が交わされた。

郡市会報告

玉名郡市歯科医師会

医科歯科連携、新たな役割へ！
― 臨時総会・忘年会 ―

　12月６日（金）午後６時30分より、玉名市民
会館において標記会が行われた。開会の後、髙
﨑会長より医科歯科連携を更に発展させ、エビ
デンスを構築し歯科医師として新たな役割が期
待されるように研鑽を重ねようとの挨拶があっ
た。森議長、鳴尾副議長が選出され、会務、会
長専務会議、代議員会、評議委員会、国保委員
会の報告がなされた。議事では、前年度の一般
会計、共済互助会、連盟などの決算報告の後、
それぞれが承認された。協議事項としては会員
の入院見舞金について話し合われた。その後、
施設基準の届け出についての説明、新たに購入
したレントゲン線量測定器の紹介、参議院選挙
の総括、医療対策委員会からの説明等がなされ
た。また、歯科主導の医療連携の為にプロジェ
クトチームを立ち上げようとの提案もなされ
た。最後に会員からの事前質問に対する回答が
あり、その他の意見として、学校におけるフッ

素洗口の状況を学校歯科医として見守り続ける
必要性について発言があった。
　非常に盛りだくさんの内容であったが、会員の
真剣な議論により、臨時総会は無事終了した。
当日はこの冬初めての本格的な寒さであった
が、忘年会会場に場所を移し、一年を振り返り
ながら楽しく歓談し、令和元年を締めくくった。

（小林 泰子）

郡
市
会
報
告

熊本市歯科医師会

デジタル時代の本格的な幕開け

― 令和元年度第2回学術講演会 ―
　10月12日（土）午後３時から県歯会館にて標
記講演会が開催された。
　宮本会長の挨拶後、きたみち歯科医院北道
敏行院長の講演が行われた。歯科医師だけで
なく、歯科衛生士をはじめ多数の歯科医療ス
タッフの参加があった。CAD/CAM冠による
修復治療のメリット・デメリット、新たな光学
印象について解説があった。日常診療における
CAD/CAMやセレックを用いたセラミック修
復のワークフローの実際や、歯科技工士とのや
り取りのワークフロー、歯科衛生士、歯科助手
との連携やカウンセリングに関しての日常臨床
における活用を伺い、明日からの臨床が変わる
多くの示唆が得られた。「サービカルマージン
リロケーション」というセレックにおける歯肉
縁下の印象精度解決のための手法の実際は、セ
レック導入をためらっている心理的な側面を払
拭する考え方であった。理論的な背景だけでな

く、実際の臨床でどのようにセラミック修復を
選択肢の一つとして提示できるかのノウハウを
惜しみなく披露していただいた。
　その後、㈱モリタの協力によりセレックの新
機種のデモがあり、理論と実践が結びついた有
意義な講演となった。講演会後の懇親会は大い
に盛り上がり、講師の忌憚のないお話を交えな
がら親睦を深めることができた。

（澤幡 佳孝）

ノウハウを惜しみなく披露

郡
市
会
報
告
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郡
市
会
報
告

郡
市
会
報
告

荒尾市・玉名郡市歯科医師会

役員相互の親睦をはかる
― 荒玉合同役員連絡協議会 ―

　12月19日（木）午後７時より福岡県大牟田市
にて標記協議会が開催された。この会は毎年年
末に荒歯会、玉歯会の役員が集まり会務や事業
活動などの意見交換を行い、互いの親睦を深め
る役割を果たしている。
　会議は田中荒歯会専務の司会にて、田中荒歯
会会長、髙﨑玉歯会会長の挨拶があり、その後
双方から提出された議題に関し協議、意見交換
がなされた。

　　協議題
　　　荒玉合同行事（玉名）
　　　放射線量測定器の取り扱い方（玉名）
　　　３月６日開催多職種連携講演会（荒尾）
　　　休日当番事業（荒尾）

　協議では荒尾・玉名合同で会員が参加しやす
いレクレーションを企画すること。又今までは

真剣な意見交換がなされた。

毎年開催していたが、会の会計等を考え今後は
２年に１回行うことを決定した。
　会議終了後は懇親会、２次会が行われ、例年
どおり役員相互の意見交換、親睦がはかられた。

（永廣 有伸）

山鹿市歯科医師会

中山教授を山鹿に招いて

― 口腔疾患の鑑別診断講演会 ―
　12月６日（金）山鹿市歯会にて熊本大学病院
歯科口腔外科の中山秀樹教授を招いてデンタル
スタッフ向けに標記講演会が行われた。教授が
経験された症例を質問を交えながら講演頂い
た。どの症例もすぐ診断できるものはなく、他
院や他科とやりとりをしながら、様々な検査を
行い、診断が非常に難しいものであった。その
中で、精神疾患がある患者にもしっかり問診や
現病歴等の患者情報を得る事が重要で、診断を
する為のヒントが隠れている場合があるとの事
だった。またレントゲン画像等で異常がない時
は、血液検査を行う重要性を言われた。ドライ
マウス、中高年女性、複数内服がある患者は口
内炎のリスクが高くなったり、高齢化社会で悪
性腫瘍が増加していくとの事だった。悪性腫瘍
は年齢よりも悪性のタイプによって進行度や予
後に違いが出る。また抗リウマチ薬である、メ
トトレキサート（MTX）内服患者のリンパ増
殖性の口内炎や歯肉炎のリスクが増加する。心
疾患は胸痛だけでなく、心臓周囲に症状が出て、
約５％は口腔に症状が出るので注意が必要であ
る。上記の様に、中山教授に口腔粘膜疾患鑑別

で口腔写真のメールを送る時には、年齢、性別、
内服薬などの患者情報も診断の為に一緒に送っ
てほしいとの事だった。中山教授が経験された
症例は学会誌やインターネットで世界に向けて
報告を行い、医療従事者の参考になるようにし
ており、世界各国から問い合わせがあるのだと
言う。今回の講演は診断が非常に難しい症例が
多かったが、明日からの臨床に生かしていかな
ければならない貴重な機会であった。

（小林 聡）

スライドを使いながら講演する中山教授
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菊池郡市歯科医師会

地域住民へ歯科の啓発
― 第33回「歯とお口の健康展」 ―

　11月10日（日）令和に入って初めての「歯と
お口の健康展」が菊池郡市歯会館にて開催され
た。去年より６月の時期を変更しており、11月
開催は今回で２回目になる。６月に比べると雨
の心配は少なくなったが、かなり肌寒い時節と
なった。今回は歯科検診とともに、昨今いろい
ろ話題になっているオーラルフレイルに対応する
ため舌圧測定、口腔乾燥測定、咀嚼能力検査を
行った。口腔がんに対する関心が高まっている
時期でもあり、来場者から口腔がんについて尋
ねられる場面も見受けられた。また歯科衛生士
会によるフッ素洗口、栄養士会による栄養指導
も行い、歯科技工士会による模型展示、菊池市、
合志市、大津町、菊陽町による健康推進コー
ナーも設けた。中島学園歯科衛生士科学生には
口腔衛生指導劇を行ってもらい、親子連れに好
評だった。幅広い年代の地域住民の方々に多少

全員集合で最後は笑顔

なりとも歯科の啓発に貢献できたのではないか
と思う。後日おこなわれた菊池地域歯科保健連
絡協議会では、今回の健康展について各行政の
方々から肯定的な意見を多くいただき、２市２
町で広く開催してほしいとの意見も多数あっ
た。よって来年以降は歯科医師会館を飛び出し、
各行政と連携し開催できないか検討中である。

（境 忠彦）

郡
市
会
報
告

接着修復治療の可能性について

― 学術講演会 ―
　11月22日（金）午後７時より菊池郡市歯会館
にて令和初の標記講演会が開催された。城副会
長の挨拶、学術担当の南川理事による紹介後、
江川光治先生（福岡市開業）を講師にお迎えし、 
「接着修復治療の可能性～直接法コンポジット
レジン修復について～」というタイトルで講演
いただいた。歯科医師、スタッフ合わせ37人が
参加した。講演では接着の機序や材料毎の使用
時の注意点から実際の症例までとても分かりや
すく話していただいた。またエビデンスも多く
供覧していただき、咬頭間隆線を温存する根拠
やコンポジットレジン修復の優位性について大変
わかりやすく御教授いただいた。最後に高木会

長より感謝状の贈呈を行い、講演会を終了した。
懇親会では江川先生を囲んで２次会、３次会と
遅くまで盛り上がり、菊池の街を堪能した。

（飯盛 美豊）

スライドを使っての説明

郡
市
会
報
告
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郡
市
会
報
告

球磨郡歯科医師会

会員にとって有意義なミーティング

― 球磨郡タウンミーティング ―

天草郡市歯科医師会

新年を迎えて

― 天草郡市新年会 ―

　12月21日（土）午後より、あさぎり町コミュ
ニティーセンターにてタウンミーティングが開
催された。県歯より、伊藤会長、椿副会長、牛
島専務理事の３人にお越し頂いた。
地理的には県の最東南端に位置し熊本市より距
離的にも最も遠距離となり、一般的な地方の農
村の例に漏れず人口の都市部への流出に歯止め
がかからず、ゆえに少子高齢化も加速度的に進
行している。歯科医師会としては会員数が少人
数で、会員一人当たりの担当する地域の人口密
度は低く面積的には広範囲であるという特徴が
ある。それ故に地域の特色や問題点を執行部の
先生方に膝を突き合わせて説明し、他郡市も同
様であろうが歯科用パラジウム合金の問題や技
工の問題、歯科衛生士不足など多くの問題点を
お話しする機会を得た。また執行部の先生方か

ら現状報告や、これからの執行部の方針を説明
頂き距離的にも会員数においても執行部との交
流少なめな会員にとって有意義なミーティング
であった。またその後懇親会でもざっくばらん
な意見交換ができ、執行部の先生方との距離が
更に近づいた良い機会であった。

（塚本 卓也）

県歯より３人お招き

　１月４日（土）午後５時よりホテルアレグリ
アガーデン天草にて新年会が開催された。今年
も金子衆議院議員をはじめ、天草市長、上天草
市長、県議会議員、天草郡市医師会会長、天草
郡市薬剤師会会長等10人もの来賓の方々に御列
席いただいた。森口会長が年頭の挨拶をされた
後に来賓の方々から祝辞を頂いた。その後、木
場薬剤師会会長の乾杯にて祝宴が始まった。美
味しい料理とお酒に舌鼓をうち、会員それぞれ
が今年の抱負や現状の問題点など話し合いなが
ら楽しく歓談した。毎年思うことだが、国会議
員の先生や市長の考えや話を聞く機会は少ない
ので、この天草郡市の新年会はとても良い機会
だと思う。新年会終了後は２次会会場で日付が

変わるまで大いに語り合った。本年も明るい話
題ばかりではないものの各会員同士の親睦が深
まるとても温かい新年会であった。

（壽永 旭博）

新年を迎えて記念撮影

郡
市
会
報
告
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　皆さん、「菊池」と聞いて何を連想されま
すか？温泉、桜、渓谷、？……ばかりでは
無いのです。私の家の前「御所通り」は遡
ること南北朝時代菊池は南朝の拠点であり、
征西将軍が御手植えされたといわれている
樹齢600年の将軍木や隣接する松囃子能場な
ど、まさに当時の栄華が偲ばれる通りなので
す。そこにある古民家を事務所にしてNPO 
法人の理事長を数年間やりました。時は熊本
地震直後。菊池市では県や国から数千万の助
成を受けて熊本出身の映画監督行定勲氏プロ
デュースによる「熊本復興映画祭」の企画が
進んでいました。ちょうど私も実行委員会に
入っていたためその流れで映画上映後のファ
ン交流会（夜会）をその古民家～能場周辺を
歩行者天国に移してマルシェを出して行う事
になりました。行定監督はその道のプロ、対
する実行部隊はガス屋、お菓子屋、回収業、
新聞配達業、そして歯科医師など地元のド素
人軍団……例えるならプロ野球監督が指揮す
る草野球チームで試合をするようなもので
す。芸術家ってどんな事でも自分が携ると手
を抜かないものなんですね。撮影で超多忙な
中、映画祭近日になると監督から微に入り細
に入り指示（＝ダメ出し）の電話で実行委員
長の携帯は鳴りっぱなしで仕事にならなかっ
たそうです。不肖私も微力ながら昼休みを利
用し役所や各省庁に許可書申請、寄付集めに
奔走させていただきました。（地域のほとん
どの歯科医師会の先生方無条件で大枚を寄付
していただきました。その折は本当にお世話
になりました。）映画祭当日。佐藤健、高良
建吾、妻夫木聡といった超豪華ゲストに長蛇
の列ができている頃、会場から離れた古民家
で私たち夜会班はスケジュール表、台本片手
にゲストの警備などのシュミレーションで頭
がパニくりそうになっていましたが、いざ夜
会が始まると分刻みで松囃子能場を舞台に繰
り広げられる唄や踊り、そしてゲストのトー

クで菊池の夜が盛り上がりました。ゲストの
控え処となった古民家では高良建吾が、妻夫
木聡が自分のすぐ隣で馬刺しを頬張り酒を酌
み交わすというファンには贅沢な空間だった
のでしょうが、当時の私といえば夜会の進行
でそれどころではありませんでした。（今思
うと本当に勿体ないですね）色々なヘマをや
らかしながらも「あっ」という間で濃密な３
時間でした。地元ではこのイベントが終わる
と実行委員長が体調を崩し数週間入院する、
というジンクスが出来上がっています。終了
後も片付け、収支報告など大変でボランティ
アというにはあまりにも過酷なイベントでは
ありましたが、「映画祭の成功」という旗印
での「One Team」感は半端なく、また数々
の学び、出会いもありました。街の仲間内が
集まるとあの時の思い出が酒の肴になってい
ますが、イベント事は企画するより参加する
方が楽しめるな♪ってしみじみ思います。
　次は、八代の鶴田善久先生にお願いします。

○○ 菊池郡市　高木　公康　

超豪華ゲストに長蛇の列

企画するより参加する方が楽しめる
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テ ニ ス

決勝にあがれず！悔しい３位!!

　10月27日（日）長崎市総合運動公
園（かきどまり）テニスコートにて
第31回九地連テニス大会が行われ
た。熊本からは「肥後もっこすチー
ム」、「火の国チーム」、「混成チー
ム」の３チームが参加した。団体戦
のみの試合で、１チーム６名ダブル
ス３試合のうち２勝した方の勝ちと
なる。
　肥後もっこすチームは、毎年優勝
を義務付けられており、過去９回優
勝している。しかし近年福岡チー
ムの若返りで、なかなか勝てない
状況が続いていた。今年も予選はダブルス３
チームとも無敗で決勝トーナメントに進出し
た。決勝トーナメント１回戦も危なげなく勝
ち、いよいよ準決勝。相手はこちらも若手の
加入で近年力をつけてきた大分チーム。第１
試合の山口一、山口洋ペアは熊本が誇る大会
屈指のペアとあって、相手チームを寄せ付け
ず圧勝。汗もかいていませんでした。第３試
合の八木、宮城ペアは今大会初結成のペアで、
ここまで無敗できており期待がかかったが、
相手の老練な技に惜しくも負けてしまった。
第２試合の山根、山口英ペアは、またも昨年
と同じ相手と当たった。昨年はポイントがか
かった試合を勝ち切って決勝に進出したが、
今年も熱戦を繰り広げ、６ゲーム先取のノー
アドバンテージというルールの中で、ゲーム
カウント５－５のデュース、両チームマッチ
ポイントという状況で、相手の絶妙なロブ
ショットが決まり、敗れた。
　その後に行われた３位決定戦は博多Ｂチー
ムにヘロヘロになりながら勝ち切り、今年の
順位は３位ということになった。肥後もっこ
すチームは１本強いペアがいるので、あとの
若い３人（特にＹ口英、Ｍ城）の奮起を期待
したい！　　　　　　　　　  　（山口 英司）
　我々エンジョイ火の国チームは、今年も長
崎に色々な痕跡を残し九地連を終えた。今ま
でになく朝の集合時間に来ない友枝リーダー
…。何回連絡をとっても応答なく、ひたすら
心配したメンバーはホテルに相談。ホテルマ
ンは部屋まで同行して証人になってください
と言う。色々な想像をめぐらして凍り付いた
我々は部屋に行き、リーダーの寝ぼけ顔を見
るという朝から始まった。予選１試合目大分
Ｂ戦は、友枝、野村のゴールデンペアが勝ち、

伊藤会長、執行部、事務局と

最後城井、飯田が競り勝ち２勝１敗で勝利。
予選２試合目の博多ベテランＢチームには
赤子のように扱われ泣きながら３敗で惨敗。
（注：若くてボールが早くカッコイイフォーム
が強い選手とは限らない）いつも明るく声が
大きい大塚、小野ペアは仲間の２チームのた
めに声援してくれるもまだ思うような結果を
出せないでいた。しかし予選３試合目の宮崎
戦には作戦を練って奮起、元気、本気で勝利
し、３チームともニコニコの完勝！そのチー
ム力の結果、２勝１敗で上位の決勝トーナメ
ントにくいこむ事ができた。その後、強風に
あおられ鹿児島Ａとの戦いは厳しいものとな
り惜しくもここで敗退となった。

（城井かおり）
　大分県、長崎県、熊本県で混成チームを作
り、予選リーグより対戦が行われた。対戦相
手は博多山笠（５－６、０－６、０－６）、
放生会（５－６、２－６、０－６）かりゆし
（５－６、１－６、５－６）と３戦３敗に終わっ
た。トーナメントに移り長崎軍艦島と対戦し
（１－６、３－６、２－６）で試合終了。
　木村、有働でペアを組み、粘りと我慢のテ
ニスが出来るようになり、特にかりゆしとの
対戦では５－６で負けはしたがあと一歩のと
ころで、「粘り・勝ち」にこだわるテニスが
課題となった。来年は熊本がホスト県という
事もあり、さらに勝ちにこだわる試合をした
いと思う。そのために日々の練習で課題を
持って臨みたい。　　　　　　　（有働秀一）
　試合終了後は、恒例の焼き肉打上げで盛り
上がり帰路についた。最後に応援にご足労
いただいた伊藤会長、執行部、事務局の皆
様この場を借りて厚く御礼申しあげます。
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会 務 報 告 自　令和元年11月22日
至　令和元年12月20日

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

11月22日 第55回九州調停委員大会（佐賀市文化会館） 前野会員

23日 職員研修旅行（佐賀県）
伊東歯科口腔病院創立80周年記念講演会・祝賀会（ぴぷれす熊日会館・ホテル日航熊本） 伊藤会長、椿副会長

25日

第７回理事会
【承認事項】
 （１）新入会員の承認（２）熊本県保健医療推進協議会委員の推薦
【議　　題】
 （１）一般社団法人熊本県歯科医師会入会金、会員及び会館負担金賦課徴収施行細則改正（案）
 （２）入院給付金の支給（３）事務局のパソコン入替　ほか

伊藤会長他林学院長を除く全役員

26日 救急医療講演会（県医師会館） 牛島専務理事、工藤理事

27日

九州地方社会保健医療協議会熊本部会（熊本第二合同庁舎） 椿副会長
熊本県歯科口腔外科研修会世話人会（熊大病院） 椿副会長
災害時歯科医療供給体制検討会
 （１）災害時歯科医療供給体制検討会メンバー（２）災害歯科医療研修会
 （３）地域における他医療団体、行政との意見交換会

牛島専務理事、永松・宇治常務理事

28日

第８回日歯理事会（日歯会館） 伊藤会長
人事評価 牛島専務理事
地域医療介護総合確保募金説明会
 （１）県より事業説明（２）会員周知方法

牛島専務理事、松本常務理事、五島
理事

29日 都道府県事務長事務連絡会（日歯会館） 田原事務局長

30日
第45回九州各県事務職員研修会（１日目）（大分県歯会館） 田原事務局長他３名
神奈川歯科大学同窓会熊本県支部忘年会（ホテル日航熊本） 椿副会長
県歯野球部納会（熊本市） 松本常務理事

12月１日 第45回九州各県事務職員研修会（２日目）（大分県歯会館） 田原事務局長他３名
第65回県三師会親善剣道大会（熊本公徳会武道場） 宇治常務理事

３日

第２回副会長会議 伊藤会長、宮井・椿副会長、牛島専
務理事

第11回常務理事会
 （１）委託事業に係る予算（２）台風15号・台風19号災害への義援金募金
 （３）令和２年度行事予定表　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

６日 第21回熊本睡眠呼吸障害研究会幹事会（熊本大学病院） 椿副会長
タウンミーティング（人吉市）（ホテルサン人吉） 伊藤会長、牛島専務理事

10日 職員冬季賞与支給式 伊藤会長、牛島専務理事
月次監査　11月末会計現況監査 増田・水上監事

11日 日歯TOOTH FAIRY（12 ／ 11 ～ 12 ／ 15）（ミャンマー） 伊藤会長

14日

日歯災害歯科保健医療体制研修会（１日目）（日歯会館） 宮坂会員他３名
鹿児島大学歯学部同窓会県支部忘年会（熊本市） 椿副会長
九州歯科大学県同窓会忘年会（アークホテル熊本城前） 宮井副会長
新樹会望年会（ホテル日航熊本） 牛島専務理事

15日 日歯災害歯科保健医療体制研修会（２日目）（日歯会館） 宮坂会員他３名

16日 災害時歯科医療供給体制検討会 宮井副会長、牛島専務理事、永松・
宇治常務理事

17日
第12回常務理事会
 （１）新入会員の承認（２）第２回各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議次第
 （３）名義後援依頼　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

19日 第９回日歯理事会（日歯会館） 伊藤会長

学　　術

11月27日 第３回日歯学術委員会（日歯会館） 伊藤会長、馬場理事
12月1日 令和元年度生涯研修セミナー（関東地区）（神奈川県） 伊藤会長
６日 第21回熊本睡眠呼吸障害研究会（熊本大学病院） 椿副会長

14日 学術小委員会
 （１）サテライト形式配信に伴う接続確認

馬場理事、壽永副委員長、清水・井上・
豊田委員

社会保険

11月22日 国保連合会との勉強会　出席者：13名（歯科審査委員７名：連合会職員６名） 野田理事

30日
社会保険個別相談会　相談者：３名 舩津・野田理事他３委員

社会保健委員会
 （１）会員向け発行物（２）指導立会者、個別相談対応（３）施設基準の届出　ほか 舩津・野田理事他13委員

12月12日 社会保険個別相談会（水俣市）　相談者：１名 今﨑委員

13日 社会保険個別相談会（合志市）　相談者：１名 舩津理事、市川委員
社会保険個別相談会（甲佐町）　相談者：１名 野田理事

18日 社会保険個別相談会（水俣市）　相談者：１名 清藤委員
19日 保険個別指導（KKRホテル熊本） 井口・清藤・市川委員

地域保健

11月27日 協会けんぽと生活歯援プログラム打合せ 髙水間理事

12月７日
笑顔ヘルＣキャンペーン反省会
 （１）県下各地域での無料歯科相談・健診等の実施状況（２）中央イベント実施状況
 （３）中央イベントの改善点

松本常務理事、髙水間理事、赤尾副
委員長

10日
地域保健委員会
 （１）生活歯援歯科健診プログラム意見交換会（２）後期高齢者歯科健診料
 （３）事業所用・歯科健康診査票の販売　ほか

長野・髙水間理事他８委員

16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（あいら観光）　受診者：16名 歯科衛生士３名
17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（八代ナザレ園）　受診者：26名 歯科衛生士３名
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所管 日付 摘要 出務者

広　　報
12月９日 広報小委員会

 （１）会報１月号・第１校校正 秋山委員長他全委員

16日 広報小委員会
 （１）会報１月号・第２校校正 神﨑理事、秋山委員長他全委員

学校歯科

11月26日 県健康づくり推進学校表彰審査会 宮井副会長
12月５日 「歯および口腔の健康づくり」研修会場視察（県医師会館） 石井理事
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 県体育協会東京オリンピック選手育成事業「指定選手メディカルチェック」
（熊本市医師会ヘルスケアセンター） 宮井副会長

医療対策

11月29日 熊大口腔外科との協議会（熊本市） 牛島専務理事、永松常務理事、椿理
事他、原田・松原委員を除く全委員

12月18日 医療対策委員会
 （１）事例報告検討（２）委員提出協議題（３）理事報告 椿理事、岡田委員長他７委員

19日 医療相談 永松常務理事、椿理事

センター・
介護

11月22日 日本障害者歯科学会学術大会（至24日）（岐阜市） 藏本歯科医師他１名

28日 センター・介護委員会
  （１）11 ／ 30アドバンスコース（２）認知症対応力向上研修会（３）理事報告　ほか 松本常務理事、五島理事他７委員

30日 第４回多職種で取り組む食支援アドバンスコース　受講者：33名
　聖隷クリストファー大学　柴本勇先生 松本常務理事、五島理事他７委員

12月3日 口腔保健センター管理運営委員会 伊藤会長他常務理事以上全役員、五
島理事、藏本歯科医師

５日 障がい児（者）口腔ケア事業歯科健診打合せ（清香園（明日香））
  （１）健診時間、内容の打合せ 五島理事他１名

７日 第１回認知症対応力向上研修会　受講者：37名
　熊大医学部附属病院神経精神科　田中響先生　原土井病院歯科部長　岩佐康行先生

松本常務理事、長野理事、五島理事
他委員

８日 自立応援プロジェクト人材育成研修会１日目（基礎研修会）（県医師会館） 長野理事

10日 センター・介護委員会
 （１）認知症対応力向上研修会計画（２）センター報告

松本常務理事、五島理事、我那覇委
員長、大坂・太田副委員長他６名

14日
第２回認知症対応力向上研修会（中小企業大学校人吉校）　受講者：39名
　一般社団法人共生社会実現サポート機構とんとんとん　山内勇人先生
　原土井病院歯科部長　岩佐康行先生

松本常務理事、長野理事、井手委員

厚生･医療
管理

11月22日 熊本国税局管内税務指導者協議会
伊藤会長、宮井副会長、椿副会長、
牛島専務理事、工藤理事、牧委員長、
池嶋委員

23日 第21回九州歯科医療管理学会総会・学術大会（沖縄県口腔保健医療センター） 宮井副会長、工藤理事

医療連携

11月25日 回復期病診連携個別説明会 宇治常務理事、三森理事
12月８日 熊本県がん診療連携協議会セミナー（くまもと県民交流館パレア） 宇治常務理事

10日

県がん診療連携協議会幹事会第42回相談支援・情報連携部会（熊本大学病院） 宇治常務理事
第１回目がん運営協議会打合せ
 （１）運営協議会次第確認（２）阿蘇医療センターとの回復期での関わり方
 （３）３／１研修会について

宇治常務理事、三森理事

12日 第１回医科歯科病診連携発展事業（がん診療）運営協議会
 （１）事業計画（２）連携実績数、連携登録歯科医数（３）周術期口腔機能特集号　ほか

牛島専務理事、宇治常務理事、三森
理事、太田委員長、吉武副委員長

13日 県医療・保健・福祉団体協議会　臨時理事会（県医師会館） 牛島専務理事
県医療・保健・福祉連携学会第４回企画委員会（県医師会館） 松本常務理事

18日 熊本県脳卒中医療推進検討会議（県庁） 宇治常務理事

19日 令和元年第２回院内感染対策及び協議会世話人会熊本感染管理ネットワーク運営委員会
（熊大病院） 宇治常務理事

学　　院

11月25日 中島学園との懇談会（学院校舎） 林学院長、牧・秋山副学院長、弘中
教務部長

12月４日 第４回学院教務委員会（学院校舎） 林学院長、牧・秋山副学院長、弘中
教務部長他２教務委員

７日 日本歯科衛生教育学会学術大会（至８日）（福岡県歯会館） 弘中教務部長他３名

13日 学院役職員会（学院校舎） 林学院長、秋山副学院長、弘中教務
部長

17日 第12回常務理事会 林学院長

国保組合

11月27日 国保組合被保険者全国大会（憲政記念会館） 上野副理事長、瀬井理事

29日 第２回国保理事会
 （１）令和元年度通常組合会（２）積立金（３）高額療養費不支給決定通知書 伊藤理事長他全役員

12月13日 全協九州支部事務研修会（福岡県歯科医師会館） 田尻課長補佐、野口書記

K D M U 11月26日 奥様医業経営塾打合せ
 （１）会員向けセミナー開催予定（２）奥様医業経営塾開催予定（３）会員発送チラシ作成 宮井代表取締役、宇治取締役



事業課からのご案内

朝日生命　アメリカンファミリー生命　住友生命　SOMPO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 事業課　TEL：096-343-8020 ]

下記保険会社と団体収納契約をしている為、会費明細引きがご利用可能。

個人加入の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。

引受保険会社 幹事 メットライフ生命

保険料がさらに
お安くなりました

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

其の
２



公益社団法人  日本歯科医師会

― 歯科医師の倫理綱領 ―

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。

（T. M）

第21回みどりかわ湖どんど祭り
　日本最大級といわれる美里町のどんどやです。
　高さ20ｍのやぐら３基に一斉に点火され、天高
く燃え上がる様は圧倒されるほど雄大でした。
　十二支の始まりで、オリンピックも開催される
１年の無病息災を皆で祈りました。

表紙に寄せて

● 一般入試Ｂ日程 令和2年  3月  7日（土）
● センター利用入試Ⅱ期 令和2年  3月  7日（土）
● ＡＯ入試Ⅱ期 令和2年  3月20日（祝）
● センター利用入試Ⅲ期 令和2年  3月20日（祝）

● 第2回　令和2年  3月20日（祝）

学校法人福岡学園  福岡歯科大学 学務課入試係
TEL.092-801-1885  FAX.092-801-0427

https://www.fdcnet.ac.jp/  Eメール nyushi@college.fdcnet.ac.jp

令和2（2020）年度 入試日程

令和2年秋
新病院開院

令和2（2020）年度学士等編入学試験〈大学２年次に入学〉

新時代、令和
福岡歯科大学は、
　    生まれ変わります。
令和２（2020）年度入試より特待生制度のリニューアル
専願特待生制度の新設…本当に福岡歯科大学に入学したい受験生に対しての特待生制度に変更

詳細は、
本学ＨＰ
にて
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いよいよオリンピックが日本で開催されますね!!
毎日何かしらオリンピックがらみのニュースが流れていますが、

バトミントンの桃田選手の事故は、本当に酷くなくて良かったです。
これから最終段階に体も気持ちも仕上げていくのが大変でしょうが、
アスリートの方達のメンタルの強さを信じてオリンピックではすば
らしい試合を見せて欲しいですね!!　
今年は、楽しいことが盛りだくさんです!!
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主な行事予定 March3
1日（日）

3日（火）

7日（土）

17日（火）

28日（土）

回復期医科歯科連携研修会

第17回常務理事会

学院卒業式

国保通常組合会

第11回理事会

臨時代議員会
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