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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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1964年（昭和39年）東京オリンピック開催。当時私は１歳、
リアルタイムでは何の記憶もない。
2020年（令和２年）東京オリンピック開催予定。現在私は57歳、

すでに物忘れが始まってきている。
私も時とともに進化（いや退化か？）しているようにウイルスも

また時代とともに変化し、我々人類を苦しませている。
新型コロナウイルス（COVID19）の猛威は社会生活へも影響を
及ぼし始め、今後の計画も中止を余儀なくされる懸念がある。この
事態がいち早く収束し、予定通りに夏にはラグビーワールドカップ
日本大会の時のように日本中が大いに盛り上がることを期待したい。
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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。

（A. K）

　２月１日、熊本歯科衛生士専門学院55期生の
戴帽式が挙行されました。
　一人一人にナースキャップが戴せられ、ろう
そくの火に思いを込める光景は厳粛な空間を作
り出します。
　「誓いの言葉」を胸に今後の人生を力強く歩ん
で欲しいと願いながら、私も医療人として初心に
戻る貴重な時間を共にすることができました。

表紙に寄せて

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
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理事　

　地域保険の中でも、私の担当は主に認知症・リハビリ・フレイル等、後期高齢者関係・介
護関係を受け持つものでした。そのため、抱負として、今までの経験を活かし、それが適性
となればといたしました。これからの日本の進むべき方向としては、数年前より在宅と連携
が言われています。口腔の健康と全身の健康とは深い関係があり、プレフレイルとフレイル
の間にオーラルフレイルがあると言われています。つまり、社会的・心理的フレイル期（プ
レフレイル）があると栄養のフレイル期（オーラルフレイル）となり身体的フレイル期（フ
レイル）へと移行します。その後、重度フレイル期（障害を持った要介護状態）へいく場合
もあります。このオーラルフレイルが進んだものが口腔機能低下症、それがもっと進んで後
戻りができない状態が口腔機能障害です。このため、フレイル・オーラルフレイルを見逃さ
ず、口腔機能の低下から障害への移行の予防による健康寿命の延伸への貢献をする事、そし
て要支援・要介護への進行の予防による医療費・介護費の抑制をする事を行っていかなけれ
ばいけません。これまで、「歯周病と糖尿病との関係性」 「オーラルフレイルと口腔機能低下
症」「地域リハビリテーション会議」「訪問歯科診療の推進」「在宅歯科医療連携機能強化」 「認
知症と歯科診療」「後期高齢者歯科健診」等の講演会や研修会、行政や関係団体との事業の
打ち合わせに携わってきました。まさに、これからの国の方向性に沿った取り組みに身をお
かせてもらっています。県歯の在宅に対する取り組みとしては、在宅歯科医療連携室により
連携システムを図るというものです。相談対応、訪問歯科診療調整に加え、訪問歯科診療対
応医療機関調査、関係機関・団体との連携強化、県民に対する普及啓発を進めるとともに、
地域の実情に応じた訪問歯科診療の相談・調整体制の整備に取り組み、県下全域における在
宅歯科医療提供体制の構築を図ります。今年度からそのモデル地域として、八代・菊池郡市
の２圏域が選定されました。今後、５年間２圏域ずつ、各地域において在宅歯科医療連携室
の機能強化を図ります。つまり、在宅療養者に対して、必要な歯科医療の提供ができる体制
を整備するものです。２割程度しか取り組んでない訪問診療の歯科側のハードルも多々あり
ますが、受ける側のハードルも検討していき、双方のハードルを越える事が必要です。訪問
歯科診療の現場で、老年期での嚥下機能を向上させることはとても困難です。それよりも摂
食・咀嚼・嚥下の専門として、早期の欠損歯列を放置しない処置の方が易しく、老年期での
備えとなります。歯科の介入により、外来・訪問を通じ、咬合支持域の維持・回復を行う事
で器質的に整備しておく事は、後のオーラルフレイルの予防・健康寿命の延伸に大いに寄与
でき、まさに歯科にしかできない事だと思います。

３校
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― 第９回理事会 ―
　１月28日（火）午後７時より県歯会館にお
いて伊藤会長他水上監事を除く全役員の出席
のもと開催された。
１．開会：宮井副会長
２．挨拶：伊藤会長

　今年初めてお会いする役員の先生もおられ
ますが、本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、昨年６月より本執行部が発足しました
が、役員の皆様には日々会務にご尽力いただ
きありがとうございます。半年以上経過して
慣れてこられたかと思いますが、いよいよ来
年度より我々が編成した予算に基づき、会務
が執行されます。そこで大事なことは、これ
は出来ないとか無理だとかいう考えはせずに、
自分は何でも変えることができると考えてほ
しいということです。例えば、何か事業を行
う時、誰かが何もしていなくて事業が上手く
いかないと思っていると、その人のせいで出
来ないと捉えがちです。しかし、逆に考えて
その人が変わるためには自分がどう変わって
いけば良いか、その人にどう接していけば良
いかと考えると、素晴らしい効果が現われて
きます。これは、相手に成功の道を委ねるの
ではなく、自分自身で自ら成功の道に進むと
いう考え方です。これから困難なことや難し
いことが沢山あると思います。歯科衛生士需
給問題や診療報酬問題も皆で取り組んでいけ
ば必ず良い方向に進みます。出来ないと思っ
ていると一生出来ません。情熱と自尊心、必
ず成功させるという信念を持ち、会員のため
になることが実現した時の喜びを噛み締めな
がら会務に取り組んでいただきますよう、皆
様方のご協力をよろしくお願いいたします。

３．議長選出：伊藤会長
４．議事録署名人：増田監事、伊藤会長
５．令和元年度会務報告：

（自：12月21日～至：１月24日）

　本会総務：理事会、常務理事会、タウン
　　　　　　ミーティング
　学　　術：学術委員会
　社会保険：社会保険委員会
　地域保健：生活歯援プログラム意見交換会
　広　　報： 『熊歯会報』２月号の校正
　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：障がい児（者）口腔ケア

事業歯科健診
　医療連携：糖尿病・歯周病医療連携研修会
　学　　院：理事会、学院役職員会、学院運

営審議会
　国保組合：九歯連協議会
　以上、各担当役員より報告がなされた。
６．報告事項：
　１．日本歯科衛生教育学会での発表
　　　 「臨床実習水準別実習内容の実施状況
から見えた課題と取り組み」（学院 植村
専任教員）

　２．退会会員
　　　吉村 力 会員（第一種／熊本市／よし
むら歯科医院）令和元年12月23日　逝去
72歳

　　　太田 智子 会員（第一種／熊本市／あ
かさき歯科口腔クリニック）令和２年１
月31日　閉院

　３．職員の採用
　　　鬼塚 麻衣子（正社員／令和２年１月
４日付、学院課庶務）

３校
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　４．骨吸収抑制薬投与患者への外科処置の
対応

　　　熊大の中山教授より、日本口腔外科学
会熊本県支部統一指針について会員への
周知依頼があり、熊歯会報２月号に掲載
することを報告した。

　５．熊日新聞への対応
　　　食後の義歯洗浄を食器用洗剤で行うこ
とを勧める新聞投稿について、学術委員
会にてその根拠を調査したところ、肯定
も否定もされていないことから、本会は
静観することを報告した。

　６．日本歯科新聞「デンタル小町が通る」
執筆依頼

　　　神﨑理事を執筆者として推薦すること
を報告した。

　７．悪質な求人サイトに対する注意喚起
　　　インターネット上に無料で求人広告の
掲載をするという業者と契約した後、無
料掲載期間が経過して有料の広告掲載契
約に自動更新されたとして高額の請求を
受けるトラブルが発生しており、会員へ
注意喚起文書を送付することを報告し
た。

　８．11月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

　９．12月末会計現況
７．連絡事項：
　１．令和２年２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２名、第３種会員２名の入
会を承認した。

　令和元年度入会状況（１月末累計）
第１種会員／ 20名　第２種会員／５名
第３種会員／13名　第４種会員／１医療機関

　２．委員の推薦【承認】
　　⑴　熊本県老人クラブ連合会「健康・生

きがいづくり支援事業推進委員会」　
松本 信久 常務理事

　　⑵　県健康づくり推進課「熊本県がん対
策推進会議」　宇治 信博 常務理事

　　⑶　ブルーサークルメニュー認定委員　
三森 康弘 理事

　　　　関係機関・団体の委員に推薦するこ
とを承認した。

　３．名義後援依頼【承認】
　　⑴　日本吃音・流暢性障害学会第８回大

会（新規）
　　⑵　熊本小児歯科懇話会「熊本小児歯科

懇話会第87回例会」
　　⑶　九州地区連合歯科医師会研究費事

業 「災害口腔医学研修会」
　　　　名義後援の許諾を承認した。
９．議題：
　１．令和元年度臨時代議員会会務報告【承
認】

　　　会務報告を承認した。何か修正があれ
ば事務局へ連絡する。

　２．令和２年度熊本県歯科医師会会計収支
予算書（案）【承認】

　　　会計収支予算書（案）を承認した。
　３．令和２年度熊本県歯科医師会積立金収
支予算書（案）【承認】

　　　積立金収支予算書（案）を承認した。
　４．平成31年度熊本県委託（補助）事業に
係る予算明細書（案）【承認】

　　⑴　医科歯科病診連携発展事業（がん診
療）予算明細書（県健康づくり推進課）

　　⑵　災害歯科保健医療研修強化事業予算
明細書（県医療政策課）

　　⑶　熊本県・市歯科医師向け認知症対応
力向上研修事業（県認知症対策・地域
ケア推進課、市高齢介護福祉課）

　　⑷　在宅歯科診療従事者研修事業（県認
知症対策・地域ケア推進課）

　　⑸　在宅歯科医療連携室機能強化事業
（県認知症対策・地域ケア推進課）

　　　　県委託（補助）事業に係る予算明細
書（案）を承認した。

　５．熊本県「歯と口の健康週間」事業実施

第１種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

井
いのうえ

上　真
ま

意
い 真意デンタル
クリニック 熊本市南区十禅寺2-8-45 広 島 大 学

歯 学 部

上
うえ

田
だ

浩
こういちろう

一朗 上田歯科医院 八代市本町2-3-31 日 本 大 学
歯 学 部

第３種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

東
ひがし

　　克
かつまさ

匡 東歯科医院 熊本市中央区北千反畑1-1 九 州 大 学
歯 学 部

大
おおさこ

迫　拓
たく

也
や
東町グラン歯科 熊本市東区東町2-1-2 鹿児島大学歯 学 部

３校
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要領の一部改定【承認】
　　　歯・口の健康に関する習字コンクール
の課題を書きやすい字に変更することに
ついて、改定案のほか理事会で提案され
た意見をもとに、学校歯科委員会と地域
保健委員会に一任することを承認した。

　６．くまもと歯の健康文化賞選考委員【承
認】

　　　佐藤 史依 氏（KKT元アナウンサー、
医療ナビDr．テレビたんプロデューサー）
に依頼することを承認した。

　７．九地連提出協議題【承認】
　　　各協議題へ回答する担当の割り振りを
承認した。

　８．熊本県歯科保健推進会議委員の確認及
び推薦【承認】

　　　松本常務理事を委員に推薦することを
承認した。

10．協議事項：
　１．その他
　　●理事会資料の事前送付
　　　　業務軽減と経費削減のため、理事会

資料の事前送付は今後、USBによる郵
送は行わず、データ便からのダウン
ロードのみとする。

11．監事講評：
　　増田監事より「理事会の予算審議が終了
したが、理事は担当所管の予算をしっかり
把握するようお願いしたい。また先日、新
聞で口腔保健センターが紹介されたが、歯
科医師・歯科衛生士の常勤化は執行部の長
年の懸案で、地道な努力により実現した。
障がい者の更なる口腔ケアの充実につなが
ると確信している。」と述べられた。
12．閉会：椿副会長

（広報　神﨑 理子）

― 第３回多職種で取り組む食支援アドバンスコース ―

　11月９日（土）午後３時より学院にて標記講演
会が開催された。進行は本田委員が行い、松本
常務理事の挨拶後に講演が始まった。在宅療養
患者の口腔内の問題、終末期までの口腔ケアの
大切さを千葉県あおぞら診療所の山口朱見歯科
衛生士に講演いただいた。口腔内の問題と言う
のは在宅療養になるまでにも口腔への意識が低
く口腔衛生状態が不良である在宅患者が多く、
その間の処置、ケアが十分でなかったというこ
とである。口腔の問題があると口腔機能、その
他全身状態の悪化につながる。そうならないた
めに口腔への意識づけが重要になる。そして、
口腔ケアをすることで終末期の人でも口腔内の
状態が良くなり少しでも食事ができる様になり
顔貌の変化、発音活舌の状態の改善に持ってい
くことができる。最期まで口腔の状態を快適に
保つための歯科治療や口腔ケアが必要で、食支
援として口腔内だけでなく口腔機能、摂食嚥下

スポンジブラシを実際に用いる

機能、栄養、リハビリに対応が求められ多職種
のつながりがあることで快適な在宅療養生活を
提供できる。最後に口腔ケアの実習も行なった。
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。

（三笘 貴司）
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― 糖尿病・歯周病医療連携研修会 ―

　１月18日（土）午後３時より国保水俣市立
総合医療センターにて標記研修会が行われた。
熊本大学大学院生命科学研究部附属臨床医学
教育研究センターの古川昇准教授と田上大
輔会員を講師に、34人が参加し講演とパネル
ディスカッションが行われた。宇治常務理事
の開会の辞で始まり、県水俣保健所小宮智所
長と国保水俣市総合医療センター糖尿病・内
分泌の藤澤和夫センター長よりご挨拶を頂い
た。まず、古川准教授より「糖尿病の基礎知
識と最近の話題」と題し講演が行われた。糖
尿病の定義から説明され、病態、現状、分
類、診断、合併症、管理、治療など分かりや
すく解説された。最後に糖尿病の医療連携の
具体的な例として、DM熊友パス、糖尿病連
携手帳を紹介され、患者の糖尿病の現状を医
療関係者同士で共有でき、最新のものには歯
科の記述欄もあることを説明された。次に、
田上会員より「糖尿病・歯周病医療連携の実際」
と題し講演が行われた。歯周ポケット検査な
ど、歯周病の基本的な知識から、HbA1cを
共通指標とした糖尿病・歯周病医療連携の阿
蘇地域の取り組みについて、分かりやすく説
明された。また、糖尿病と歯周病が相互に影
響を及ぼす具体的なプロセスを解説された。
最後に2012年から2019年までの自院での活動
をデータを交えながら示された。次に、県歯
地域保健委員会赤尾浩彦副委員長をコーディ
ネーターに、古川准教授、田上会員をパネリ
ストとして、「今後の糖尿病・歯周病連携に
ついて」をテーマに、パネルディスカッショ

ンが行われた。水俣市芦北郡医師会宮竹克英
会長が歯科医師と連携をこれからどう取り組
んでいくかが当面の課題であり、今回の内容
を医科に伝え連携が進むようにしたいと述べ
られた。国保水俣市立総合医療センター歯科
口腔外科の牧先生は、当院では入院している
糖尿病の患者に歯周病のチェックをしている
が歯周病の状態が悪い患者が多く、外来の患
者は年に一度は歯科にも通院されているか聞
くようにし、又、熊友パスなど連携手帳を活
用したいと話された。古川准教授は連携手帳の
メリットとして歯科医師、薬剤師がHbA1cの
値が分かることと、現状を患者自身が分かる
ため患者教育という面でもよいと話された。
田上会員は、水俣地域は比較的糖尿病の方
が多く、この地域で連携が進むことがとても
重要であると話された。最後に水俣・芦北郡
市歯会蓑田会長の挨拶で閉会となった。

（近藤 俊輔）

古川准教授と田上会員による講演とパネルディスカッション
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― むし歯予防対策事業「歯及び口腔の健康づくり支援研修会」 ―

　１月25日（土）午後３時半より県医師会館
において標記研修会が開催された。石井理事
の開会の辞で始まり宮井副会長、及び県健康
福祉部健康づくり推進課の新谷課長の挨拶が
行われた。今回の研修会には福岡歯科大学成
長発達歯学講座成育小児歯科学分野の岡暁子
准教授にご講演頂き、県下各地域で日頃から
子どもたちに係る多職種の方が多数参加され
た。平成30年度の診療報酬改定において小児
期における口腔機能育成が重要視された事か
ら「口腔機能発達不全症」という診断名が新
たに加わり、国が歯科医師の仕事の一つとし
て子どもたちの口腔機能の健全な発達をサ
ポートする事を強く求めているということを
認識すべきだと訴えられた。子どもたちの歯
列・咬合治療は形態的な要素だけでなく軟組
織の正常機能獲得を包括した咬合育成・誘導
が求められており、口腔機能と口腔形態の強
い関連性について詳細に具体的な臨床症例を
提示頂いた。正常な口腔形態（歯・咬合・歯列）
を整えるためにブラッシング時の適切な圧や
１日に摂るべき砂糖の量から代用糖使用の推
奨、乳歯や幼弱永久歯のエナメル臨界点が永
久歯のエナメル臨界点よりも高いことや歯科
医院での介入の必要性について説明された。
また県下の小学校で行われているフッ化物洗
口の有益性や展望についてもこれまでのデー
タを基に、継続することの重要性を説明され
た。小児の口腔外傷については受傷しやすい
年齢や天気など興味深い話を岡先生の教室が
収集された臨床データから解説。受傷時の状
況やその後の必要な対処などを子どもたちと
係る立場毎にすべき内容と情報の共有の重要
性も説明された。また、臨床的に脱臼歯の固
定が歯髄生存率に大きく寄与することもまた
臨床データから示された。続いて子どもの悪

習癖について弊害と治療法について詳しく解
説され、口腔機能向上のために筋機能訓練に
ついて説明された。今回の研修会のハイライ
トとしてガムを使ったトレーニングが受講者
全員で行われた。このトレーニングで口腔機
能向上が図れることが受講者によく理解でき
た。岡先生は顎骨の異常は早期に対処するべ
きであると強く訴えられた。講演の要旨とし
て正常な口腔機能は正常な口腔形態によって
営まれ、正常な口腔形態は正常な口腔機能に
よって営まれるともいえる事がはっきりと示
された。多くの臨床データからそれらの情報
共有こそが子どもたちの口腔機能の健全な発
育にとても有意義であることが深く理解でき
た。最後に受講者のなかから、日頃の子ども
たちと係る中で不安に感じている事柄につい
て複数の質問があり、親切丁寧な回答がなさ
れ質問者も納得された。土曜日の午後の仕事
終わりの時間で、疲れのでる時間帯であった
が、受講者は大変集中して講演を聞かれ講演
内容に引き込まれている事が伺えた。子ども
たちに係る歯科医師として研修会は大変有意
義な内容であり素晴らしいものであった。

（中山 修二）

経験、収集データを元に解説される岡准教授
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計測法（Willis法）安静空隙利用法や嚥下法
などいくつかを組み合わせて総合的に判断す
る。また、舌機能が低下している人には、咬
合高径が高いなら低く、適切ならば口蓋部を
厚くして口腔容積を狭くし、舌圧が上がるよ
うに舌機能（舌圧）を考慮した高径の決定が
大事である。そして適切な顎間関係を得るた
めには、吸着（特に下顎総義歯）が必要不可
欠である。そのため機能的な形態を理解し、
印象の段階から最終形態にしておくことが重
要である。またコピーデンチャーの作製も有
効である。最後に「口腔医療を行う者は歯を
ただ治すだけではなく、医療として口を治さ
なければならない。それらは患者の生活、命
にダイレクトに影響を与えるものであり、歯
科の仕事は本当に素晴らしいものだ」と、歯
科に対する強い思いも話された。鈴木先生の
お話を聴講しながら、我々歯科医師は人生の
終末が近い高齢者の“最後の砦”であり、命
を預かっていると痛感した。また、歯科医療
の意義の大きさを再確認させられた感動的な
講演会であった。

（清水 幹広）

― 第22回　熊本県歯科医学大会 ―

　２月２日（日）午前10時より県歯会館にお
いて、標記大会が開催された。福岡市にある
医寮法人井上会篠栗病院の鈴木宏樹歯科医長
を講師としてお招きしご講演いただいた。伊
藤会長の開会の挨拶後、講演が始まった。現
在日本は国民の４人に１人が高齢者という超
高齢化社会で、今後さらに増加傾向にある。
その中で、口腔機能の向上、維持が全身のフ
レイルに良い影響を与えることが分かってき
たため、歯科に多方面から注目が集まってい
る。そこで歯科に求められている口腔機能に
対する知識について、口腔に調和した機能的
な義歯を作製することの重要性とその手法や
注意点などを、論文や症例を提示しながら講
演された。「食べること」は命に直結している。
そして、機能が回復してもその後の環境変化
を含めて、食習慣の改善、食事内容（サルコ
ペニアの予防）まで指導する時代になってき
ている。安全に嚥下出来るためには、食塊形
成（咀嚼）と舌機能（舌圧）が大きく関係し
ているため、歯がある（形態回復）だけでは
口腔機能の回復は出来ない。そしてオーラル
フレイル次第で全身のフレイルから予防へ脱
却することが出来、義歯などの補綴治療によ
り咀嚼刺激を回復させることが、認知症の予
防にもつながる。義歯調整（咬合調整）では、
前咬みになって前方にずれている事が多いた
め、下の義歯が浮かないように押さえて咬ん
でもらい、早期接触を取り除きバランス良く
当たるように調整する。顎位については、“無
理のない後方位、患者が自力で動かせる範囲
の最後方位”で採ることで、患者にとっても
簡単で、こちらが誘導するというより患者に
受け入れられやすい再現性のある顎位を決め
ている。垂直的顎関係（咬合高径）は、顔面

歯科医療の意義の大きさを再確認した参加者137人
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地域とワンチームを目指して

郡市会報告

菊池郡市歯科医師会

今年も菊池郡市から風を！
― 新年会 ―

　１月11日（土）ホテル日航熊本にて46人が参
加し新年会が行われた。城副会長の開会の辞
後、髙木会長より「令和の元号とともに発足し
た本執行部も順調に運営されている。昨年は菊
池全域において嘱託歯科医契約を締結すること
ができた。それを受けて自治体から講演依頼等
があり、他業種連携の中での歯科の果たす役割
に期待が集まっている。今後これらに対応して
会務の変革が必要だと考えている。私たちも、
本会の理念である「地域に信頼される歯科医師
像」を目指し、地域と「ワンチーム」になって
新しいニーズにしっかりと応えてゆきたいと
思っているので、尚一層のご協力をお願いした
い」との挨拶があった。続いて椿県歯副会長、
坂本衆議院議員夫人の２人の来賓より挨拶を頂
いた。次に田中専務理事より会務報告が行われ
た。片山会員の「今年はオリンピックイヤーであ

り、オリンピックは平和の祭典である。平和を
祈念して」の乾杯の音頭で懇親会はスタートし
た。途中、文部科学大臣表彰に三隅会員、厚生
労働大臣表彰に松岡会員、日歯会長賞に荒木会
員の受賞の紹介があり、出席された荒木会員の
表彰が行われた。その後も大いに盛り上がり、
宴もたけなわではあったが、山口会員の「健康
を祈念して」の万歳三唱にて新年会は閉会した。

（春野 雅俊）

郡
市
会
報
告

荒尾市歯科医師会

節目、節目の祝い事

― 寿賀の会＆新年会 ―
　昨年12月13日（金）に蔵本会員の傘寿、福嶋
会員、松本会員の古希、中山会員の厄入りの寿
賀の会を、１月10日（金）に中山会員の厄明け
祝いを兼ねた新年会をホテルヴェルデにて行っ
た。寿賀の会では田中会長が３人の会員に向け
てのお祝いの挨拶、蔵本会員、福嶋会員に記念
品贈呈が行われ、代表して蔵本会員から挨拶を
頂戴した。その中で健康の秘訣は母親からの「風
邪を引かない」「転ばない」「食べ過ぎない」と
今、盛んに言われるようになった高齢者の健康
維持に必要な教えを先んじて実践され、現在ま
で現役でやってくることが出来たというお言葉
が今も訪問診療を積極的にこなされている蔵本
会員らしさを象徴していた。一方新年会では無
事厄明けとなった中山会員が 「荒尾に来て７年
が経過し、孔子は40才の時には『不惑』の境地

であったにも関わらず、自分は惑ってばかりい
るが昨年から県の委員会にも入ったので少しず
つ頑張って行きたい」と挨拶した。その後、定
番となっている坂田会員の乾杯後、会食が始ま
り、年末年始も会員相互での親睦を図る有意義
な一時となりどちらも盛会の中終了した。

（坂田 輝之）

荒尾で親睦を

郡
市
会
報
告
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郡
市
会
報
告

郡
市
会
報
告

人吉市歯科医師会

ジャズの世界に浸りながら
― 新年会 ―

　１月18日（土）午後７時よりあゆの里にて、会
員25人と奥様６人の出席で、令和になって初め
ての新年会が盛大に開催された。中原会長の年
頭の挨拶で開会し那須会員の音頭にて、乾杯の
ご発声を頂いた。今年は、米寿：竹田豊子会員、
喜寿：入江正昭会員、武末和貴会員、還暦：石
神哲郎会員、花田雅弘会員、瀬戸弘会員を会員
一同で祝った。今年の目玉は、中原会長のご厚
意によりお招きした人吉高校現役のジャズ・ピ
アノ奏者である山上聖宗氏により懐かしの歌謡
曲、クラッシックをジャズにアレンジした見事
な演奏を披露され、一同ジャズの世界に浸りな
がら話に花を咲かせた。最後に、毎年恒例のビ
ンゴゲームが行われた。早々にリーチビンゴさ
れる方、いっぱい開いているのにビンゴになら

新年会はピアノ演奏により和やかな雰囲気に

ない方など楽しい雰囲気の中、賞品を手にされ
ていた。最後は、武末憲一会員、武末和貴会員
ご兄弟による正しいバンザイのご指導があり、
無事新年会をバンザイにてお開きにした。

（御手洗 肇）

山鹿市歯科医師会

今年も山鹿地域のために

― タウンミーティング・新年会 ―
　１月11日（土）山鹿市の眺山庭にて標記会が
行われた。タウンミーティングでは、宮坂会長
の年頭の挨拶の後、伊藤県歯会長より新執行部
の基本理念、方針について説明があった。歯科
用金銀パラジウム合金の問題や、終身会員問題、
デンタルスタッフ不足問題、義援金について、
講演会や会議のWeb配信について説明頂いた。
その後、木下副会長の開式の辞で新年会が始ま
り、前原鹿本郡市医師会理事、江上山鹿・植木
地区薬剤師会会長、中嶋山鹿市市長、坂本衆議
院議員、渕上県議会議員を来賓としてお招き
し、新年の挨拶を頂いた。また、牧県歯連盟副
会長が、昨年の参院選や今年の県知事選につい
て話され、永田山鹿市議会議長に乾杯の御発声
を頂いた。暗い話もあるが、東京オリンピック

イヤーで明るい話題もある今年、医師会、薬剤
師会、行政と協力して、山鹿市歯会として今年
も昨年以上に地域医療に貢献しなければならな
いと思った。武市副会長の三本締めで令和初の
新年会を終えた。

（小林 聡）

年頭の挨拶をする宮坂会長
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玉名郡市歯科医師会

１市４町代表と意見交換
― 新年会 ―　１月24日（金）午後６時30分より司ロイヤル

ホテルにて来賓19人と会員を合わせた52人での
新年会が盛大に開催された。開会の後髙﨑会長
の挨拶があり、続いて来賓を代表して野田毅衆
議院議員、伊藤県歯会長、蔵原玉名市長、坂梨
県議会議員、山下熊本県北病院機構理事長の挨
拶があった。山下理事長は現在建設中の県北病
院の構想を口腔外科新設を含め説明された。そ
の後浦田玉名郡市医師会会長の乾杯の音頭で宴
が始まった。今年の企画は昨年好評だった「１
市４町に聞く」という企画を再度設けた。１市
４町それぞれの代表である来賓と各々の地域の
会員とが、各郡市の特徴、取り組み、医療に関
することなどを質問形式で語り合った。最後に

乾杯の音頭をとる浦田玉名医師会会長

田中荒市会会長の閉会の挨拶でお開きとなり、
2020年のさらなる発展を参加者全員で願った。

（永廣 有伸）

郡
市
会
報
告

郡
市
会
報
告

報 告

― 歯科技工士育成問題検討会 ―
　２月３日（月）県歯会館にて近年、歯科衛
生士不足とともに課題となっている歯科技工
士の育成、人材確保について、歯科技工士会
上村敬三会長、中島学園歯科技術専門学校中
島英男校長、㈱愛歯高橋昌平代表取締役社長
をお招きし、本会伊藤会長、椿副会長、牛島
と意見交換を行った。全国的に歯科技工士育
成校は定員割れの状況となっており、募集停
止の学校もでてきているなか、歯科技工士は
労働条件や待遇面での課題も多く、離職率が
非常に高く、25歳までに約80％が離職してい
るというデータもある。熊本県唯一の歯科技
工士育成校も入学者の確保に苦労しており、
県内歯科技工士の育成、人材確保は喫緊の重
要な課題となっている。今回はそれぞれの立
場から現状報告や意見を述べて頂いた。短期
的には入学者を増やすための取り組みや、歯
科技工士という職業の認知度を上げることな

ど、それぞれの立場でできることを行い、制
度や政策の絡みもあるが、中長期的な観点で
も、歯科技工士を魅力ある職業にするための
施策を継続して検討していくこととなった。
会員の先生方からも歯科技工士に関するご意
見を頂きたいと思う。

（専務理事　牛島 隆）

育成校の入学者を増やすために

３校
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　年末はＮＨＫの紅白を見られて年を越され
る方も多いと思いますが昨年末、実際に渋谷
のＮＨＫホールで紅白歌合戦を観覧してきま
した。
　まずチケットの入手方法ですが、秋口から
募集される要項に従って往復はがきで申し込
みをします。ただし当選者数が1227人に対し
て応募総数が127万枚でしたので、倍率は1000
倍以上の確率になります。往復はがきは何枚
出しても構いませんので、私も○○○枚出し
て当選することができました。もちろん１枚
出して当選された運のいい方も実際、会場に
いらっしゃいました。当選の通知は12月初旬
にＮＨＫから封筒入りの手紙で送られてきて、
当選はがき１枚で２名まで入場することがで
き、今回、私は中３の娘と行きました。当選
はがきも以前はオークションなどで40～ 50万
円で取引されていたようですが、現在はＮＨ
Ｋの監視も厳しくなり、当日も本人確認を厳
しくしていましたので、売買も今は行われて
いないようです。
　大晦日当日は午後３時から当選はがきと座
席指定券の交換があり、私は２階席の前方に
当たりました。ＮＨＫホール自体も収容3500
人とあまり広くなく、１階席の後方半分は撮
影機材で埋められており、１階席には出場歌
手の家族や今回はワールドカップラグビーの
選手たちに座席を割り振られていましたので、
一般のお客さんはほとんど２階席、３階席だっ
たようです。
　午後５時半より開場し、厳しい手荷物検査
があります。観客全員着席の後、午後６時半に
ＮＨＫのプロデューサーがステージに登場、観
覧の際の注意事項の説明があり、Foorinの「パ
プリカ」の振り付けなどを覚えさせられ、午

後７時15分より本番開始です。３分ほどの
ニュースを挟んで午後11時45分までと４時間
30分にわたる長時間の観覧でしたが、最後ま
で飽きることなく番組は終了、新年はＮＨＫ
ホールのエントランスで迎えました。
　私自身、「紅白はおじさん、おばさんが見る
ものでしょ～」と20～ 40代くらいまでは思っ
ていましたが、自分自身がおじさんになり、
実際見に行ってみたら、お金もかかっていて
テレビで見るのとは全然違う迫力がありまし
た。興味がおありになる先生は今年応募され
てみてはいかがでしょうか。
　来月号のリレー投稿のバトンは、私が所属
しております八代歯会会長の山口透先生にお
願いします。透先生がんばってください。

○○ 八代　鶴田　善久　

生で紅白歌合戦は大迫力

年越しはＮＨＫコンサートホールで！

３校
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川上（立祐）先生と山口会長撮影

叙位を受けとる宮本（名留彦）先生 会長より叙位を受渡される

３校
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大
（オオサコ　タクヤ）
迫　拓也

 
熊本市東区東町２-1-2

東町グラン歯科

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。 

上
（ウエダ　コウイチロウ）
田浩一朗

 
八代市本町２-3-31

上田歯科医院

①再生医療について
②近隣の歯科医院及び医科の先生方と連携の
とれた包括的医療

③口腔外科
④ご指導の程宜しくお願い申し上げます

井
（イノウエ　マイ）
上　真意

 
熊本市南区十禅寺２-8-45

真意デンタルクリニック

①接着修復とマイクロスコープを使った治療
②患者さんだけでなく、術者やスタッフ、医
院に関わる全ての人が幸せを感じられるも
の
③スタッフ・術者共に女性のみ、丁寧なカウ
ンセリング
④まずは医院の運営を安定させる事

第３種会員第３種会員第３種会員
東
（ヒガシ　カツマサ）
　　克匡

 
熊本市中央区北千反畑町1-1

東歯科医院

第１種会員第１種会員第１種会員

３校
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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。

新型コロナウイルス感染症について

　本会では新型コロナウイルス対策本部を設置しました。本会講演
会や会議等の延期・中止等のお知らせ、一般の方向けや医療機関向
けの情報について随時ホームページにて掲載してまいりますのでご
確認下さい。
　また、県歯会館に入館の際には入口に設置しておりますアルコー
ルにて手指の消毒にご協力をお願いいたします。

３校
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会 務 報 告 自　令和元年12月21日
至　令和２年１月24日

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

12月21日 タウンミーティング（球磨郡）（あさぎり町ポッポー館） 伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事
23日 介護支援専門員協会土屋会長との面談（ヒューマンケアこうしの杜） 伊藤会長

24日

第８回理事会
【承認事項】
 （１）新入会員の承認（２）名義後援依頼
【議　　題】
 （１）女性歯科医師支援策（２）九地連協議会（鹿児島）提出協議題
 （３）第２回各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議次第　ほか
【協議事項】
 （１）歯の健康文化賞委員会委員の委嘱

伊藤会長他三森理事を除く全役員

26日 社会保険医療協議会熊本部会（熊本第二合同庁舎） 椿副会長
支払基金年末あいさつ（伊藤歯科医院） 伊藤会長

27日 事務局仕事納め式 伊藤会長、牛島専務理事
28日 事務局仕事納め
29日 事務局年末・年始休暇（至１月３日）

１月４日 事務局仕事始め
八代歯会新年会（八代ホワイトパレス） 伊藤会長

６日
事務局仕事始め式 伊藤会長、牛島専務理事

新年挨拶廻り（県庁、熊本市役所） 伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、
田原事務局長

７日
第13回常務理事会
 （１）新入会員の承認
 （２）熊本県老人クラブ連合会「健康・生きがいづくり支援事業推進委員会」委員の推薦
 （３）第２回各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

10日
在宅歯科医療連携モデル地域打合せ
 （１）年度末までの連携室強化事業スケジュール
 （２）モデル都市歯科医師会活動と連携室予算（３）訪問歯科リーフレット　ほか

松本常務理事、五島理事、長野理事、
松下八代歯会副会長、菊池郡市歯会
高橋理事

11日

九州各県専務理事会（佐賀県歯会館） 牛島専務理事
加盟団体長・理事長会並びに2019年国際・全国スポーツ大会優勝祝賀会（ホテル日航熊本） 宮井副会長
タウンミーティング（山鹿市） 伊藤会長
山鹿市歯会新年会（山鹿市） 伊藤会長
菊池郡市歯会新年会（ホテル日航熊本） 椿副会長

14日 会計打合せ　Ｒ２年度予算打合せ 宇治常務理事
タウンミーティング（菊池郡市）（菊池郡市歯会館） 伊藤会長、牛島専務理事

15日 第819回支払基金幹事会（支払基金） 伊藤会長
16日 月次監査　12月末現況監査 増田・水上監事

17日 熊本民事調停協会新年会（KKRホテル熊本） 前野会員
タウンミーティング（天草郡市）（プラザホテル天草） 伊藤会長、牛島専務理事、椿理事

18日 熊本市歯会新年懇親パーティー（ホテル日航熊本） 宮井副会長、牛島専務理事、田原事
務局長

20日 国保診療報酬審査委員会新年会（熊本ホテルキャッスル） 伊藤会長

21日
故宮本加洲彦先生叙位受渡式 伊藤会長、牛島専務理事
第14回常務理事会
 （１）新入会員の承認（２）委員の推薦（３）研修登録医の推薦　ほか 伊藤会長他常務理事以上全役員

23日 第10回日歯理事会（日歯会館） 伊藤会長
熊本県における医療費の見直しに関する計画検討委員会（熊本テルサ） 椿副会長

24日 玉名郡市歯会新年会（司ロイヤルホテル） 伊藤会長、牛島専務理事

学　　術

１月16日 日歯生涯研修セミナー講師打合せ会（日歯会館） 伊藤会長

17日
学術委員会
 （１）熊本県歯科医学大会（２）日歯生涯研修セミナー（愛媛県会場）サテライト配信講演
 （３）くま歯キャラバン隊の演題　ほか

馬場理事、内野委員長他全委員

24日 第４回日歯学術委員会（日歯会館） 伊藤会長、馬場理事
日歯生涯研修ライブラリーオールラッシュ（日歯会館） 馬場理事

社会保険

12月21日
社会保険個別相談会　相談者：３名 舩津・野田理事、桐野委員長他６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）点数改定説明会　ほか

舩津・野田理事、桐野委員長他12委
員

１月11日 社会保険個別相談会（宇城市）　相談者：１名 舩津理事、中川・鎌田委員
14日 社会保険個別相談会（熊本市）　相談者：１名 舩津理事、中川・鎌田委員
15日 社会保険個別相談会（荒尾市）　相談者：１名 桐野委員長、中村委員
16日 保険個別指導（KKRホテル熊本） 橋本副委員長、宇都・中川委員
18日 近県歯会社会保険担当者会議（長崎県歯会館） 伊藤会長、椿副会長、野田理事

地域保健

１月10日 県歯科保健推進会議事前打合せ　会議進行の確認 松本常務理事
14日 第２回県後期高齢者医療運営協議会（県市町村自治会館本館） 牛島専務理事

22日 生活歯援プログラム意見交換会 牛島専務理事、松本常務理事、髙水
間理事他

23日 後期高齢者歯科健診事業打合せ（熊本市） 牛島専務理事

広　　報
１月10日 広報小委員会

 （１）会報２月号・第１校校正 神﨑理事、秋山委員長他３委員

21日 広報小委員会
 （１）会報２月号・第２校校正 神﨑理事、秋山委員長他全委員

３校
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所管 日付 摘要 出務者

学校歯科

１月10日
県高等学校保健研究協議大会（くまもと森都心プラザ） 宮井副会長
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

15日
学校歯科委員会
 （１）県委託事業「歯及び口腔の健康づくり推進に係る研修会」
 （２）県委託事業「令和元年度各郡市学校歯科担当者会議」
 （３）くま歯キャラバン隊の内容の検討、見直し

石井理事、髙田委員長他６委員

16日 県学校保健会合同研修会（くまもと森都心プラザホール） 伊藤会長、宮井副会長、石井理事
県PTA共済審査委員会（県総合福祉センター） 西野会員

23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」判定会
 （アークホテル熊本） 宮井副会長

医療対策

１月16日 医療対策小委員会 永松常務理事、椿理事、岡田委員長

22日 医療対策委員会
 （１）事例報告検討（２）医事処理規程の改訂（３）医療対策講演会　ほか 永松常務理事、椿理事他全委員

24日 県医療安全推進協議会（県庁） 永松常務理事

センター・
介護

12月21日 障がい児（者）口腔ケア事業歯科健診（清香園（明日香））　受診者数30名 五島理事、松岡委員他４名

１月７日
センター・介護小委員会
 （１）訪問歯科リーフレット内容（２）県歯ＨＰコンテンツ
 （３）連携室強化事業モデル都市の年度末までの予算　ほか

松本常務理事、長野・五島理事、我
那覇委員長、大坂・太田副委員長

15日 センター会計打合せ 松本常務理事、五島理事、藏本歯科
医師

19日 自立応援プロジェクト人材育成研修会２日目（基礎研修会） 長野理事
24日 熊本県地域リハビリテーション支援体制推進シンポジウム 長野理事

厚生・医療
管理 １月15日 厚生・医療管理小委員会

 （１）医療管理講演会（２）緊急時ポスター（３）歯科衛生士リカバリー事業　ほか
宮井副会長、工藤理事、牧委員長、
池嶋副委員長、町田委員

医療連携

12月21日
ヘル歯―元気8020支援事業打合せ
 （１）糖尿病・歯周病医療連携研修会次第（２）糖尿病・歯周病医療連携検討会
 （３）ヘル歯―元気8020支援事業

松本・宇治常務理事、三森理事、赤
尾地域保健副委員長

18日
糖尿病・歯周病医療連携研修会（国保水俣市立総合医療センター）　受講者：34名
　演題１：「糖尿病の基礎知識と最近の話題」
　講師：熊大大学院生命科学研究部附属臨床医学教育センター准教授　古川昇先生
　演題２：「糖尿病・歯周病医療連携の実際」　講師：熊本県歯科医師会会員　田上大輔

松本・宇治常務理事、三森理事、赤
尾地域保健副委員長、田上会員他

20日

第13回熊本県医療・保健・福祉連携学会合同分科会打合せ 長野理事
医療連携委員会
 （１）8020支援事業評価会議（２）回復期医科歯科連携研修会
 （３）第２回がん医科歯科病診連携事業運営協議会　ほか

宇治常務理事、三森理事、太田委員
長他全委員

23日 がん連携研修会打合せ
 （１）資料確認（２）DVD速度確認 宇治常務理事、三森理事

学　　院

12月24日 第８回理事会 林学院長

25日 学院臨床実習反省会 椿副会長、林学院長、秋山副学院長、
弘中教務部長他全教務委員

１月14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

17日 会計打合せ 宇治常務理事

21日 学院運営審議会
伊藤会長、林学院長、宮井・椿副会
長、牛島専務理事、宇治常務理事、牧・
秋山副学院長、弘中教務部長

国保組合 １月18日
九歯連役員会（宮崎観光ホテル） 上野副理事長

九歯連協議会（宮崎観光ホテル） 上野副理事長、桑田常務理事、守永
理事他、２名

19日 九歯連事務担当者連絡会（ホテルマリックス） 田尻課長補佐、吉田書記

KDMU １月14日
奥様医業経営塾打合せ
 （１）理事会様資料の説明（２）奥様のための経営セミナー
 （３）４19月11日開催チラシ発送計３回　ほか

宮井代表取締役、宇治取締役

３校



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。

（A. K）

　２月１日、熊本歯科衛生士専門学院55期生の
戴帽式が挙行されました。
　一人一人にナースキャップが戴せられ、ろう
そくの火に思いを込める光景は厳粛な空間を作
り出します。
　「誓いの言葉」を胸に今後の人生を力強く歩ん
で欲しいと願いながら、私も医療人として初心に
戻る貴重な時間を共にすることができました。

表紙に寄せて

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



■
発
行
日
／
2020年

３
月
５
日
発
行
　
■
発
行
人
／
伊
藤
　
明
彦

■
発
行
所
／
一
般
社
団
法
人
 熊
本
県
歯
科
医
師
会

　
〒
860-0863 熊

本
市
中
央
区
坪
井
2丁
目
4番
15号

　
TEL／

096-343-8020　
FAX／

096-343-0623
　
U
RL／

http://w
w
w
.kum

a8020.com
■
印
刷
所
／
コ
ロ
ニ
ー
印
刷

Kum
am

oto Prefecture D
entistry  M

edical A
ssociation Report

M
arch 2020  N

o.765

安心・安全歯科医療推進制度
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Kumamoto Dental Association

熊
会報

1964年（昭和39年）東京オリンピック開催。当時私は１歳、
リアルタイムでは何の記憶もない。
2020年（令和２年）東京オリンピック開催予定。現在私は57歳、

すでに物忘れが始まってきている。
私も時とともに進化（いや退化か？）しているようにウイルスも

また時代とともに変化し、我々人類を苦しませている。
新型コロナウイルス（COVID19）の猛威は社会生活へも影響を
及ぼし始め、今後の計画も中止を余儀なくされる懸念がある。この
事態がいち早く収束し、予定通りに夏にはラグビーワールドカップ
日本大会の時のように日本中が大いに盛り上がることを期待したい。

（A. K）
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第19回常務理事会

学院入学式
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