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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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冬と春が綱引きをしているこの時期。春の花が咲き始め、桜の蕾も、
うっすらとピンク色になって春の訪れを感じるようになってきたが、
先日は一面銀世界の草千里が映し出されていた。
卒業や入学など節目の行事も、今年ばかりは例年通りとはいかない

ようだ。晴れ着を着る式典は中止され、卒業証書は郵送されるとのこ
と。何とも不憫でならない。
新型コロナウイルスが、国民の生活や世界中を脅かしている。私たち、

医療従事者もマスクや消毒用エタノール等の必需品が手に入らなく
なっている。東京オリンピックも延期され、影響はどこまで拡大する
のか…。
熊本地震を経験し乗り越えてきた我々。困難に立ち向かって、明るい

話題が聞かれるよう、１日も早い終息を願いたい。 （T. M）
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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）

　桜満開の気持ち良い季節。玉名市横島町の
山の上展望公園に行った。
　花冷えで開花も遅れていて、花見客もまばら
だったが、春を満喫してきました。
　熊本市の事務局ではマスクやアルコールの
配布が行われています。また、会館に入館時
にはアルコールで手先の消毒にご協力をお願い
します。

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　

　この度、伊藤新執行部にて社保担当理事を拝命致しました。任期中は会員の皆様の御質
問・御意見に柔軟に対応し先生方の日常診療の保険算定に少しでもお力添え出来るよう努力
して参ります。しかし、新型コロナウイルスの感染防止の目的で歯科診療報酬改定説明会を
はじめ、県歯科医師会主催の会合・研修会の多くが現在中止・延期の状態になっております。
点数改正により令和２年４月１日から新点数になりますが日常診療に携わる先生方にできる
だけ素早く正確にお伝えし、私たちの本分である患者さんに対する歯科医療行為に不都合が
出ないよう準備を進めております。当初の私の予定では、会長の指示のもと診療報酬点数アッ
プへの更なる取り組みとして「予防的な会員参加型の少人数制の保険研修会の開設」「新規
開業の先生への事前のカルテ記載説明会」等を計画しておりましたが、現状においては前委
員会で決定された事項を遂行することに止まっております。なるべく早期に実現できるよう
に努めて参ります。ここ２～３回の診療報酬改定では私たちが保険診療を行うにあたり「修
復型の治療から、未病状態である人たちを病気にしないようにする予防型の治療体系にシフ
ト」しているように強く感じます。そのため、口腔機能低下症、口腔機能発達不全症、エナ
メル初期う蝕（Ce）、歯周安定期治療（ＳＰＴ）などの従来にはない新しい保険治療の算定方法
を理解することが急務です。「Ceに関して知らなかった」「口腔機能低下症の保険算定があ
まりにも少ないのは病態自体を知らない」などの深刻な問題が明らかになり、会員の皆さん
への周知不足を感じております。社保委員会（保険算定のルール）と、学術委員会（診療の学
術的根拠）等とのリンク不足により実際の診療に際して算定の仕方が分からない現状を踏ま
え、今後どのように取り組むべきであるかを考察し解決していくことが保険点数の増点分の
恩恵をきちんと受け取ることに繋がると思います。少し前の巻頭言で、組織の発展には若い
人材の登用、将来を想定した人材の育成が必要だとある大先輩が言及されていましたが、こ
れは学閥を越えてという意味を持つと思います。社会保険の場では、長くその地位に携わる
ことで既得権益が生まれがちであり、それは組織の一体感を著しく損なうものと考えます。
社保委員会では、学閥、世代を越え皆で広く情報を共有し意見を出し合い、議論と考察を深
める場とし各委員はそれぞれの所属郡市の会員との橋渡し役を務めることが、次世代を担う
若い歯科医師を育てることであり、ひいては歯科医師会に一体感を作るものであると考えて
おります。最後に県歯を長年支えて下さった諸先輩方とこれからの未来を担う若い歯科医師
とを「つなぐもの」となる事も重要な私の理事としての目標です。皆様の御指導・御鞭撻の
ほど宜しくお願い申し上げます。
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― 第10回理事会 ―
　２月25日（火）午後７時から県歯会館にて
伊藤会長他全役員、森口議長、髙木副議長出
席のもと開催された。
１．開会：椿副会長
２．挨拶：伊藤会長

　県内で５人目のコロナウィルス感染者が出
ました。今後も感染拡大が懸念されますが、
これに伴い各種行事が中止になっております。
折角、所管の先生方が計画準備されたことが
無駄になってしまいますが、このような事態
では止むを得ません。今後の状況次第で行事
再開になるでしょうから引き続き頑張ってい
ただきたいと思います。また、点数改定説明
会も中止になりましたので、社会保険委員会
では会員の先生方への充分な対応と各郡市の
社会保険担当の先生方への確実な情報伝達を
検討いただきたいと思います。そして、日本
歯科医師会では都道府県会長会議がＷＥＢ会
議で開催されました。ＷＥＢ会議は今回のよ
うな事態や災害時において今後主流になって
いきますので、学術委員会の馬場理事を中心
に本会でも実施できるよう整備を進めてまい
ります。本日も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・水上監事、伊藤会長
５．令和元年度会務報告：

（自：１月25日～至：２月21日）
　本会総務：各郡市会長・専務理事連絡会議、

理事会、常務理事会、タウンミー
ティング、歯科技工士育成問題
検討会、総合政策推進プロジェ
クト委員会、新入会員研修会
（施設基準届出に係る研修会）

　学　　術：熊本県歯科医学大会、日歯生涯
研修セミナーライブ配信講演

　社会保険：社会保険委員会

　地域保健：協会けんぽスモールチェンジ・
生活歯援プログラム健診

　広　　報：『熊歯会報』３月号の校正
　学校歯科：「歯および口腔の健康づくり」

研修会
　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

事業研修会
　厚生・医療管理：厚生・医療管理委員会
　医療連携：がん医科歯科連携登録医のため

の全国共通ナショナルテキスト
講習会、8020支援事業・医療機
関連携事業評価会議

　学　　院：学院戴帽式、学院入学試験委員
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
　　　松本 光示 会員（第一種／熊本市／松
本歯科医院）令和２年１月31日　閉院

　　　内田 裕冶 会員（第一種／熊本市／閉
院）令和２年１月31日　退会

　　　廣島屋 貴俊 会員（第三種／熊本市／
駕町ひろなか歯科）令和２年２月12日　
転居

　　　大鹿 明完 会員（第三種／熊本市／上
熊本歯科医院）令和２年２月20日　転居

　２．令和２年度会報・ニュースレター発送
予定日
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　　　次年度の会報・ニュースレター発送予
定日を報告した。

　３．熊本県国保ヘルスアップ支援事業
　　　モデル市町村を選定して、特定健診
（集団健診）受診者を対象に同日・同会
場で歯科健診を実施することで歯科健診
受診率向上を図る熊本県国保ヘルスアッ
プ支援事業を実施する予定であることを
報告した。

　４．大阪大学クラウドファンディングの周知
　　　ニュースレターに掲載して会員に周知
することを報告した。

　５．国際歯科医療安全機構研修会の共催
　　　共催することを報告した。
　６．損保ジャパン団体傷害保険料改定
　　　団体傷害保険料改定を報告した。
　７．12月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

　８．１月末会計現況
７．連絡事項：
　１．令和２年３月行事予定
８．承認事項：
　１．新入会員の承認【承認】
　　　第３種会員１名の入会を承認した。

　令和元年度入会状況（２月末累計）
第１種会員／ 20名  第２種会員／５名
第３種会員／ 14名  第４種会員／１医療機関
　２．歯科医科連携セミナーの名義後援【承認】
　　　名義後援の許諾を承認した。
　３．がん征圧推進への寄付【承認】
　　　Ｈ29年度、Ｈ30年度実績：20,000円／
４口

　　　４口・20,000円の寄付を承認した。
　４．会員からの会費・共済互助負担金の減
免申請の認定【承認】

　　　会員４名から減免申請があった会費・
共済互助負担金の免除を承認した。

　５．生活保護医療扶助に係る歯科嘱託医の
推薦

　　　西野 隆一 会員　任期：令和２年４月
１日～令和３年３月31日まで

　　　歯科嘱託医の推薦を報告した。

９．議題：
　１．警察歯科医会の運営、役員【承認】
　　　警察歯科医会を運営し易くするために、
現在の警察歯科医会を県医師会のように
警察歯科医協力部会にすること、そのた
めに会則を変更する方向で検討していく
ことを承認した。

　２．第72回保健文化賞候補者の推薦【承認】
　　　役員より推薦候補者があれば推薦する。
　３．第73回九州歯科医学大会in熊本【承認】
　　⑴ 日程の変更　⑵ 講師依頼
　　　日程を一部変更すること、菊谷武教授
と櫻井よしこ氏に講師依頼することを承
認した。

　４．熊本歯科衛生士専門学院償却資産積立
金の取り崩し【承認】

　　　基金事業の１／２相当額の支払いに充
てるため、学院償却資産積立金3,800,550
円を取り崩すことを承認した。

　５．令和２年度熊本県歯科医師会事業計画
（案）【承認】

　　　事業計画（案）を承認した。
　６．令和２年度会費及び負担金の賦課額・
賦課率並びに徴収方法（案）【承認】

　　会費及び負担金の賦課額・賦課率並びに
徴収方法（案）を承認した。

　７．令和元年度熊本県歯科医師会会計収支
補正予算（案）【承認】

　　　会計収支補正予算（案）を承認した。
　８．令和元年度臨時代議員会日程資料【承
認】

　　　臨時代議員会日程資料を承認した。
　９．令和元年度臨時代議員会会務報告【承
認】

　　　臨時代議員会会務報告を承認した。
　10．令和元年度臨時代議員会タイムスケ
ジュール【承認】

　　　臨時代議員会タイムスケジュールを承
認した。

10．協議事項：
　１．その他
　　●くま歯キャラバン隊のメニュー見直し
　　　　くま歯キャラバン隊を次年度より実

施する。そのために各委員会で所管の
メニューを見直し、３月に理事会で協

第３種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

中
なかやま

山　雄
ゆう

太
た 椿歯科クリニック 熊本市中央区水前寺3-15-20 福岡歯科大 学
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議のうえ、各郡市へ通知する。
　　●コロナウィルス感染拡大に伴う対応
　　　　患者から診療所に手洗い用アルコー

ル消毒液が無いとのクレームや、診療
所で感染者が出た場合に診療所を休診
しないといけないのかと会員から問合
せがあるように、会員が不安を感じて
いる。現在、厚生・医療管理委員会で
必要な情報を取りまとめており、後日、
会員にお知らせする。

11．監事講評：
　　増田監事より「コロナウィルス感染拡大
に伴い本会行事を中止・延期した事は早め
の良い対応だったと思う。」、水上監事より
「先日の会計監査で、宇治会計常務が会計
を充分に把握して適性に処理されていると
感じた。」と述べられた。
12．閉会：宮井副会長

（広報　神﨑 理子）

報 告

― 在宅医療介護連携推進事業 ―
　２月８日（土）午後４時から再春医療セン
ターにて鈴木宏樹先生をお招きして「多職種
連携による在宅歯科医療の推進」～口腔機能
の重要性～という演題で多職種向けに標記事
業の講演会を行った。新型コロナウイルスに
対する危機感が高まる中で会場入り口ではマ
スクの無料配布やアルコール消毒の設置など
の対策を行い、様々な職種より参加者78人と
盛況であった。昨年「骨太の方針2019」に新
たに加えられたフレイル対策への歯科の関わ
りや、介護・障害福祉分野への歯科からの連
携など近年、社会に対する歯科の役割には期
待が寄せられており菊池郡市歯会では在宅医
療介護連携推進事業のモデル地区として県歯
の取り組みの中、全国に先駆けて多職種との
連携とその中での歯科の役割を確立させるべ
く動き始めている。講演は歯科以外の職種の
人にも理解しやすいように動画を多く用いて
おり実際の診療の様子や測定の仕方、測定値
から今後予測される事、それによる患者の変
化などを多数の症例で分かり易くまとめてあ
り、参加者が前に出て実際に舌圧測定した。
途中の休憩時間には会場の後方に設置された
口腔機能を測定する器械を手に取る人の姿が
多数見られた。今回の講演会ではアンケート
回収56枚と多職種からの関心の高さが伺え

た。回答は概ね肯定的な意見が多く「口腔機
能の大切さが分かった。数値で知ることが出
来るため具体的で良かった。」 「オーラルフレ
イルのことなど沢山の知識が得られてよかっ
た。」「口腔機能が食べること、生きることに
繋がる大切なことだと気づかされた。今後ど
んどん連携していきたいと思った。」 などの
連携に前向きな意見が多かったが、否定的な
意見では「知的障がい者の施設なので実際に
口腔機能の検査は難しいと思った。」などの
今後の課題となる意見もあった。鈴木先生の
講演は大変評判がよく講演会終了直後より他
地区の歯科医師会や医師会などからも是非来
て欲しいとの声も聞こえてきた。

（三隅 寛）

様々な職種向けに分かりやすく講演をする鈴木先生
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― 障がい者（児）口腔ケア事業研修会 ―

　２月16日（日）午前10時より県歯会館にて
標記研修会が開催された。今回は兵庫県尼崎
市で開業されている村内光一先生による講演
であった。進行は我那覇委員長が行い、開会
挨拶の後、松本常務理事より挨拶があった。
次に簡単な講師紹介を経て、講演が始まっ
た。講演の内容は、自分が診療している地域
に障がいを持つ人と家族がいることを理解
し、障がい者（児）歯科医療の選択肢を整理
し、自分ができることを考え、行動するとい
う主旨のものであった。その中で全国各地に
歯科医師会が運営する口腔保健センターが多
数あり、そのほとんどが障がい者の歯科治療
を受け入れており、地域の障がい者歯科治療
の拠点になっている。口腔保健センターとは
地域の障がい者を紹介できる場であり、また
歯科医師会の会員が出務することで障がいを
理解する場にもなる。歯科における障がい者
とは肢体不自由、知的能力障害（精神発達遅
滞、自閉症他）、重度重複障害、染色体異常（ダ
ウン症他）、精神障害（うつ病他）、神経難病
（パーキンソン病他）、視力障害、聴力障害、
言語障害、有病者、認知症、嚥下障害と多岐
にわたっている。障がい者歯科の治療方法と
しては薬理的治療（笑気、静脈内鎮静、全身
麻酔）、行動変容法、抑制法があり、村内先
生は主に行動変容法を用いているとのことで

あった。次に実際に肢体不自由（重度重複障
害）の方や知的障害の方の歯科治療を行って
いる様子の動画を見ながら行動変容法につい
てとても分かりやすく解説していただいた。
抑制法と違い患者が自主的に治療に向かうの
で、術者のストレスも軽減され、とてもよい
方法だと感じた。講演の最後に４～５人の小
グループに分かれて、本日の講演で感じたこ
とのディスカッションを行い、意見を交換し
た。その後質疑応答があり、沢山の質問が飛
び交った。最後に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）

参加者からは質問も飛び交う
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― 日歯生涯研修セミナー ―

　２月11日（火）午前９時から県歯会館にて
標記研修が開催された。初となるweb講演会
で、愛媛県歯主催で日歯から15都県同時配信
にて開催された。愛媛会場より是澤愛媛県歯
会長の開会の挨拶後、尾松日歯常務理事の挨
拶があった。まず、昭和大学歯学部の弘中教
授の講演が配信された。高齢者の残存歯数の
増加・小児う蝕の減少により、口腔機能管理
の需要が増加し、口腔機能発達不全症は五感
による問題があり、摂食嚥下障害の原因疾
患、上手に食べる条件を説明された。機能不
全症の対応は早期発見で、１歳６ヶ月検診時
に乳臼歯が萌出しているかが重要であり、野
菜嫌いの子供に萌出が遅い傾向がある。最近
の子供たちの変化として、歯列の狭窄、開口、
口呼吸などの変化が摂食機能の低下に関与し
ている。栄養のバランスだけでなく食事形態
も重要で、お弁当の色合いも確認が必要であ
る。口腔機能低下やオーラルフレイルの概念
は回復可能であるところが大きなポイントで
ある。
　次に東京都健康長寿医療センター研究所の
枝広あや子研究員の講演が配信された。認知
症は早期診断・対応が重要であり、元気な時
から患者の人となりを知る医療機関がゲー
トキーパーの役割をすることの意義は大きい。
原因疾患として変性性認知症と血管性認知症
に大きく分けられ、変性性認知症は脳の進行
性変性、血管性認知症は脳血管障害に起因す
るものである。変性性認知症の原因疾患とし

てアルツハイマー型認知症、レビー小体型認
知症や前頭側頭型認知症が代表的である。認
知機能障害の行動として食事の場面では、異
食・手づかみ食べ・過食・盗食等がある。食
の支援として、食事の場面を観察評価し検討
することで食事環境・姿勢・口腔機能・食形
態・食具・本人の視線や食べ方など多岐にわ
たり残存機能を引き出すような支援が必要で
ある。歯科医師・歯科衛生士が認知症初期の
頃から定期的に関わり続けることで認知症が
進行しても慣れた環境を提供することにつな
がり、患者の未来の機能低下や治療困難を予
測した予知的な治療計画を立てることが可能
になる。最後にエンジェルケアーについての
説明もされ、質疑応答へと移った。閉会の挨
拶を佐藤日歯理事が行い、無事に終了した。
今後、web配信使用した講演会、会議等を多
用していくことになるだろう。新たな試みで、
今後に期待される。

（内野 玲）

新たな試みweb講演に40人参加
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である。
　・フッ化物洗口が実施率100％のところ
でも学校単位での集計なので実際は
やりきれていない部分もある。　

　・実施するにはマンパワーや時間が不
足しているところもある。

　・外傷マニュアルは学校だけでなくス
ポーツ施設などにも配布したほうが
いいのではないか。

　・材料等の費用はどうするのか。
　上記について、各関係担当者からの意
見・アドバイスを頂戴し充実した会議で
あった。最後の方は時間が足りなくなる
くらい内容も濃いものになった。

（矢毛石 康男）

― 各郡市学校歯科担当者会議 ―

　２月19日（水）午後７時30分より県歯会
館にて標記会議が開催され、各関係団体
担当者、各郡市担当者の出席のもと、上
野委員の司会で、石井理事の開会の挨拶
により始まった。
　まず、学校健診の統一性について宮﨑
副委員長による講演が行われ、次に関係
各位による報告・協議が行われた。
－報告－
⑴　学校における歯・口の健康づくりの
取り組み
⑵　フッ化物洗口に関する取り組み
⑶　各地区のフッ化物洗口の現状報告
⑷　その他
－協議－
⑴　外傷について・歯と口の外傷マニュ
アルの活用について
⑵　行政、各関係団体へのご意見、ご要
望（特に伊藤会長は、学校健診後の受
診勧告に加えて、その後の受診率のデー
タが無いことの不備を強く行政に訴え
られた。）
　　さらに会議では次のような疑問点・
問題点が出された。
　・12歳児一人平均むし歯指数は減少傾

向だが県は全国平均より高めの数値

多数の関係団体担当者も参加
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郡市会報告

郡
市
会
報
告

菊池郡市歯科医師会

菊谷武教授が来菊

― 菊池地域歯科保健研修会 ―
　２月10日（月）午後６時から泗水公民館にお
いて標記研修会が開催された。この研修会は、
歯科的な問題やトピックを取り上げ、歯科関係
者のみならず保健、医療、介護、福祉、行政関
係者を対象に開催される研修会である。昨年ま
での研修会テーマには「フッ化物を中心とした
小児期からのむし歯予防」「歯周病と糖尿病の
相互関係」「訪問歯科診療」などが挙げられて
きた。今年度は、超高齢社会を迎えた日本にお
いて喫緊の課題ともいえる「フレイル」対策を
考える上で基本的な要素となる、「オーラルフ
レイル」および口腔機能低下症への理解を深め
ることを目的に研修会を企画した。この分野の
第一人者の講演を拝聴したいと日本歯科大学菊
谷武教授に依頼したところ、快諾いただき、来
菊が実現した。さて、フレイルとは最近よく耳
にする言葉であるが、皆さんはきちんと説明で
きるであろうか？私自身も講演までは正確な定
義など知らずに使っていたが「フレイル」とは
Frailty（弱さ、虚弱）の日本語訳で、日本老
年医学会は「加齢と伴に心身の活力（運動機能
や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の存
在の影響もあり、生活機能が障害され、心身の
脆弱性が出現した状態であるが、一方で、適切
な介入・支援により、生活機能の維持向上が可
能な状態像」と定義している。菊谷教授によれ
ば、この定義の後段「一方で、適切な介入・支
援により、生活機能の維持向上が可能な状態」
という文言が重要であるとのことであった。実
際、高齢者の多くが「フレイル」の状態を経て
要介護状態になる。一旦、要介護に陥ってしま
うと健常には戻れない。ヒトの老化の過程にお
ける健常と要介護の中間の状態が「フレイル」
ということになり、要介護にならないように予
防・介入・支援が必要である。フレイルの評価
基準として、次の５項目の内３項目以上該当す
ればフレイルの疑いがあるとされる
１．体重減少（日本人の体格では、１年間で２
～３㎏減少で要注意）

２．主観的疲労感（最近、以前より疲れやすく
なった）

３．筋力低下（例：２ℓのペットボトルを運ぶ
のが大変になった）

４．歩行速度の減弱（例：横断歩道を青信号に
渡るのが難しくなった）

５．身体の活動性の低下（例：趣味のサークル
に出かけたりしなくなった）

　フレイルになった高齢者は健常者に比較し、
死亡率は1.83倍になるという研究データもあ
る。一方、東京大学の秋山弘子教授らの研究で
は、高齢者は加齢に伴い、男性では、70歳にな
る前に健康を損ねて死亡するか、重度の介助が
必要になる人（長寿社会の若死群）が約２割、
80 ～ 90歳まで自立を維持する人が約１割、大
多数の約７割が75歳くらいを境にして自立度が
徐々に落ちていく虚弱化という３つのパターン
がみられた。女性では、約９割が70歳代前半か

ら緩やかな虚弱化が始まり、残りの人たちは長
寿社会の若死を迎えるという２つのパターンが
みられた。若死群は心臓発作や脳卒中などの疾
病によって急速に動けなくなったり、死亡した
りする人が多いが、虚弱化群はもっぱら骨や筋
肉の衰えによる運動機能の低下により自立度が
徐々に落ちていく。これらの結果から、男女合
わせて約8割の人たちが75歳半ばから徐々に衰
え始め、何らかの助けが必要になることが明ら
かになった。この研究データからも適切なフレ
イル予防・介入・支援が重要であることが理解
できる。さて、「オーラルフレイル」についても、
オーラルフレイルは身体的フレイルや死亡リス
クの上昇を招くことが菊谷教授らによって示さ
れている。介護認定のない高齢者、約2000人の
口腔の健康状態を16項目にわたり調査し、その
経過を追ってみたところ、次の６項目が介護リ
スクを高める口腔の衰えだと分かった。
１．残存歯数20本未満
２．滑舌（口腔巧緻性）の低下
３．咀嚼能力
４．舌運動の最大力
５．主観的咀嚼能力低下（以前より固いものが
噛めなくなった）
６．むせ
　以上６項目の内３項目以上に該当する16％の
方々は、サルコペニア発症で2.13倍、身体的フ
レイル発症で2.41倍、要介護認定で2.35倍、そ
して総死亡リスクは2.09倍にもなる。以上の研
究結果から、オーラルフレイルを早期に診断し
適切に対応していくことが健康長寿を実現して
いく上で重要であるとの結論になろう。
健康長寿のためには、
１．栄養
２．身体活動
３．社会参加
　３つの柱がある。
　「私達、歯科関係者はその３つの柱のど真ん
中を支え、仕事をしている。」との菊谷教授の
言葉が印象に残った。参加者は平日の夕方にも
かかわらず104人。歯科関係者１／３、介護、
福祉関係者１／３、保健、行政関係者１／３と
いう、まさに多職種連携の非常に有意義な研修
会であった。

（城 敦哉）

平日開催でも多くの参加者

郡
市
会
報
告
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人吉市歯科医師会

人吉市との意見交換会行われる
― 人吉市・人吉市歯会連絡協議会 ―

　２月５日（水） 午後７時から人吉保健センター
会議室において、定例となった標記協議会が行
われた。人吉市歯会より会長他全役員と人吉市
から松岡隼人市長、末次美代教育長、教育委員
会４人、健康福祉部６人、市民部１人が出席さ
れた。松岡市長より挨拶をいただき、つづいて
中原会長の挨拶で開会した。協議題は、新市役
所庁舎の歯科室の問題を筆頭に高齢者歯科・在
宅医療に関する問題、学校歯科検診に関する問
題、歯科衛生士の人材についての問題など８項
目にわたり人吉市と協議を長時間にわたり議論
を交わした。緊縮財政の中、地方自治体の持つ、
予算不足と人材不足が浮き彫りとなった。人吉
市側も限られた予算の中、市民の口腔衛生充実

松岡人吉市長の挨拶

に尽力されることを期待してこの会議を終え
た。

（御手洗 肇）

阿蘇郡市歯科医師会

今年も『One Team』

― 新年会 ―
　１月25日（土）新年会が開催された。今年は、
阿蘇郡市医師会ならびに薬剤師会会長、県歯
より伊藤会長・椿誠副会長・松本常務理事を来
賓にお迎えし、武藤会長の挨拶を皮切りに、来
賓の皆様より新年に相応しい明るく士気の上が
るご祝辞を頂いた。その後、椿副会長の乾杯の
御発声で宴が始まり、新年の挨拶を済ませた後
は、美味しいお料理、美酒を楽しみながらこれ
からの歯科界の展望、医歯薬をはじめ医療連携、
熊本地震からの復興（トンネル、国道57号線の
開通、JR豊肥本線の全線開通）、ゴルフや趣味
の話等大いに盛り上がった。最後は甲斐田理事

の一本締めでお開きとなった。今年も三師会を
含め『One Team』の阿蘇郡市歯会です。

（乕谷 真）

新年会にて親睦を深める
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玉名郡市歯科医師会

伊藤会長の基本方針、理念を聞き意見交換
― タウンミーティング ―

　２月21日（金）午後７時30分より玉名文化セ
ンターにて、県歯より伊藤会長、牛島専務、宇
治常務をお招きして、タウンミーティングが
行われた。伊藤会長は昨年７月「PASSION ＆
PERFORMANCE（情熱と遂行）そして新たな
る創造へ」をスローガンに新執行部をスタート
させた。会長が考える基本理念、方針又各委員
会の取り組みなどを熱く語られた。続いて牛島
専務より会務報告、宇治常務より会計に関して
の詳しい説明があった。その後質疑応答で金銀
パラジウム合金の高騰、歯科技工士・歯科衛生
士不足の問題など意見交換がなされた。タウン
ミーティング終了後懇親会の予定であったが、
コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮して急
遽中止となった。懇親会で忌憚のない意見交換
が出来ず、非常に残念であった。伊藤会長をは

コロナウイルスが猛威をふるうなか、多くの会員が参加

じめ県歯の役員にはこれからも会員はもとよ
り、県民の健康を守る為にも、広く活動してい
ただきたいと思う。

（永廣 有伸）

郡
市
会
報
告

郡
市
会
報
告

薩摩の郷土料理を味わう会

― 会員旅行 ―
　２月15日（土）玉名郡市歯会では恒例の会員
旅行を開催した。参加は13人で、今回は「薩摩
の郷土料理を味わう会」と銘打ち、去年の福岡
への会員旅行と同様、日帰り旅行の企画であっ
た。新幹線や自家用車で鹿児島中央駅近くの「郷
土料理愛」に集まり、髙﨑会長の乾杯の音頭と
ともに開宴。鹿児島の美味しい郷土料理に舌鼓
を打ちながら、会員相互の親睦を図ることが出
来、有意義な旅行となった。お開き後は、宿泊
組で何十年ぶりかのカラオケボックスに入り、
歌に自信のある会員達のマイクの取り合いとな
り、進化したカラオケに驚愕しながらも日頃の
ストレスを発散すべく、声を張り上げた。その
後、会議で鹿児島入りされていた伊藤県歯会長、
県歯役員の先生方と偶然お会いし、一緒に楽し
くお酒を頂くことが出来た。翌日、ゴルフを企
画していた先生方は豪雨の中プレーを強行した

が、ハーフで諦めたそうだ。来年も会員相互の
親睦のための楽しい会員旅行を企画したいと思
う。

（小栁 伸也）

玉名郡市の会員旅行
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　リレー投稿のお題は「趣味、家族、思い
出」。そこで思いついたのが、1998年にジ
オシティーズ（ジオ）に開設したTohrudc 
Family Page（tohrudcが私のハンドルネー
ム（HN）；透デンタルクリニックという意）と
いう家族のHP。当時HP作成は難しくジオは
初心者にも簡単にできる入門的なものでした。
ハートランドすずらん通り8305番地という住
所が与えられバーチャルで住人になるという
コンセプトにわくわく感を持ったのです。ジ
オの住人は各々ジオブックという掲示板を持
ち周囲の住人が遊びに来るのを待っていまし
た。いわゆる顔の見えない相手が自分の掲示
板を訪れて書き込むというイマジネーション
の世界に一喜一憂していたのです。自分の掲
示板に来て書き込んでもらうために他人の掲
示板に書き込みに行っていました。今で言え
ばSNSのフォロワーを得るために誰かのフォ
ロー（いいね！）をするいうのと似ています。
最初は閑散としていた掲示板に少しずつ書き
込みが増え、ある女性にtohrudcというHNは
書きにくいから「toさん（とーさん）」にして
よと勝手に変更させられました。その女性の
強引さに引き寄せられて家族と気比の松原ま
でその女性夫婦に会いに行ったり（熊本地震
時には私の安否を心配して電話してこられま
した）、いわゆるオフ会をして当時大学生の
カップルと仲良くなり似顔絵を描いてもらっ

たり皿に絵付けして焼いてもらったりとかそ
んな思い出があります。３～４年楽しんだ後
ほとんど放置していたジオが、昨年９月に閉
鎖、３月でデータもDLできなくなるという
ギリギリのタイミングでDLしたのがこの掲
載画像です。同様にDLした「信じる心と疑
う心」という題の文章から、当時これでも？
真面目に熱く書いていた部分を抜粋します。
　 『掲示板に書き込んで見られてほしくない
人に見られたらどうしよう？おそらくメール
はしても書き込みに踏み切れない人たちはこ
の呪縛から逃れることが出来ないのだろう
（中略）。しかし、清水の舞台から飛び降りる
気持ちで呪縛から解放され、かつ「信じるこ
と」が出来れば、書き込みの持つ素晴らしき
世界へ入ることが出来るのである。』
　当時はまだ今のSNSのように投稿内容の公
開枠を設定できず全てに公開でしたのでこう
いう考察でした。新型コロナ騒動に乗じてデ
マをSNSに流すことは厳に慎みましょう。と
いうことで唐突に終わります（笑）が、ネッ
ト社会はどんどん変化しますのでついていき
つつ使い方には注意しましょう（ネチケット、
ネットリテラシー）。次は、熊本市の大学の
先輩の寺本豊徳先生にお願いします。

○○ 八代　山口　透　

当時、大学生だったある男性がわたしの似顔絵を描いてくれた。

皿に似顔絵を！
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会 務 報 告 自　令和２年１月25日
至　令和２年２月21日

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

１月25日
第２回各郡市会長・専務理事連絡会議
 （１）日歯、連盟、一般会務、各委員会・学院関係報告（２）質疑 伊藤会長他

阿蘇郡市歯会新年会（熊本市） 伊藤会長、椿副会長

27日
支払基金審査委員懇談会（熊本ホテルキャッスル） 伊藤会長

災害時歯科保健医療提供給体制検討会 宮井副会長、牛島専務理事、永松・
宇治常務理事

28日

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） 椿副会長
第９回理事会
【承認事項】
 （１）新入会員の承認（２）委員の推薦（３）名義後援依頼
【議　　題】
 （１）令和元年度臨時代議員会会務報告
 （２）令和２年度熊本県歯科医師会会計収支予算書（案）
 （３）令和２年度熊本県歯科医師会積立金収支予算書（案）　ほか

伊藤会長他水上監事を除く全役員

29日 新型インフルエンザ対策協議会（熊本テルサ） 田原事務局長
第５回熊本県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会（県庁審議会室） 椿副会長

30日 支払基金審査委員長等ブロック別会議（支払基金） 椿副会長

31日
簡易裁判所民事実務研究会（熊本地方裁判所） 前野会員
伊東歯科口腔病院来館 伊藤会長
タウンミーティング（八代）（八代口腔保健センター） 伊藤会長、牛島専務理事

２月１日 大阿蘇会新年会（ホテル日航熊本） 牛島専務理事
２日 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」（城彩苑） 宇治常務理事

３日

県保健医療推進協議会（県庁） 伊藤会長
歯科技工士育成問題検討会 伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事
モデル地域（八代）打合せ（八代歯科医師会口腔保健センター）
 （１）モデル事業地域の取組みやスケジュール確認（２）八代歯科医師会の今後の活動

松本常務理事、山口八代歯会会長、
松下八代歯会副会長

４日
第15回常務理事会
 （１）新入会員の承認（２）歯科医科連携セミナーの名義後援
 （３）大阪大学クラウドファンディングの周知　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

５日 県国民健康保険運営協議会（熊本テルサ） 牛島専務理事

６日 総合政策推進プロジェクト委員会　（１）歯周治療（２）啓発・講演
伊藤会長、宮井・椿副会長、牛島専
務理事、永松・宇治常務理事、馬場・
髙水間理事他３名

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３種会員第３種会員第３種会員
中
（ナカヤマ　ユウタ）
山　雄太

 
熊本市中央区水前寺3-15-20

椿歯科クリニック
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所管 日付 摘要 出務者

総　　務

７日

オンライン資格確認システム説明会（福岡第二合同庁舎本館） 牛島専務理事
ケアマネ協会主催研修会（１回目）（やつしろハーモニーホール） 長野理事、五島理事

タウンミーティング（荒尾市）（荒尾市中央公民館） 伊藤会長、牛島専務理事、松本常務
理事

８日

新入会員研修会（施設基準届出に係る研修会）
　受講者：124名（新入会員24名、新入会員以外100名）

伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務
理事、舩津・工藤・馬場・椿・五島・
野田理事、菅鉢地域保健委員会委員

モデル地域（菊池郡市）主催講演会（熊本再春医療センター）
　受講者：82名　演台：「他職種連携による在宅歯科医療の推進」　講師：鈴木　宏樹先生

松本常務理事、長野理事、菊池郡市
歯会髙木会長、菊池郡市歯会高橋理
事他

第15回九州矯正歯科学会大会（熊本）懇談会（熊本ホテルキャッスル） 伊藤会長
嚥下機能評価研修会（東京・国立国際医療研究センター病院） 伊藤会長

10日 国保ヘルスアップ事業打合せ
 （１）事業内容・実施期関（２）対象地域 牛島専務理事、松本常務理事

12日

県学校保健会第２回総務委員会 宮井副会長
第820回支払基金幹事会（支払基金） 伊藤会長
後期高齢者医療広域連合との打合せ
 （１）健診事業の今後の進め方（２）健診受診率（市町村別）
 （３）熊日いきいきライフフェア　ほか

牛島専務理事、松本常務理事、長野・
髙水間理事

KKT Dr．テレビたん打合せ 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

13日 タウンミーティング（上益城郡）（御船カルチャーセンター） 伊藤会長、牛島専務理事

14日 災害時歯科保健医療提供給体制打合せ 宇治常務理事
月次監査　１月末会計現況監査 増田・水上監事

15日

第２回九州各県会長会（城山ホテル鹿児島） 伊藤会長

第２回九地連協議会（城山ホテル鹿児島） 伊藤会長、宮井副会長、牛島専務理
事、宇治常務理事、田原事務局長

県歯剣道新年会及び第64回九地連大会団体戦優勝祝賀会（熊本市） 永松常務理事

16日 九州各県事務局長連絡会（鹿児島県歯会館） 田原事務局長
17日 熊本医療センター地域医療研修センター運営委員会（熊本医療センター） 伊藤会長

18日

本会事業・会計監査 増田・水上監事、伊藤会長、宮井副
会長、牛島専務理事、宇治常務理事

第16回常務理事会
 （１）≪継続≫大阪大学クラウドファンディングの周知
 （２）≪継続≫回復期リハビリテーション病棟協会第37回研究大会への対応
 （３）≪継続≫警察歯科医会の運営、役員　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

19日 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） 松本常務理事
20日 地域保健小委員会 長野理事他

21日 タウンミーティング（玉名郡市）（玉名文化センター） 伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務
理事

学　　術

１月26日 日歯生涯研修セミナー（九州地区）（佐賀県歯会館） 伊藤会長、馬場理事
29日 日歯第３回会誌編集委員会（日歯会館） 伊藤会長

２月２日
熊本県歯科医学大会
　受講者：137名
　演題：「超高齢社会と義歯治療」
　講師：鈴木宏樹（福岡県・医療法人井上会　篠栗病院　歯科）

伊藤会長、馬場理事、内野委員長他
全委員

５日 第２回スポーツ歯科委員会事前打合会（日歯会館） 伊藤会長
第２回スポーツ歯科委員会（日歯会館） 伊藤会長

11日

日歯生涯研修セミナー（ライブ配信形式）（日歯会館） 伊藤会長
日歯生涯研修セミナー（愛媛県会場）ライブ配信講演
　受講者：40名　第１講演：「口腔機能の評価と支援～発達不全と低下～」
　講師：弘中祥司（昭和大学歯学部教授）
第２講演：「認知症高齢者の口腔健康管理～食を通じた生活支援のために～」
　講師：枝広あや子（東京都健康長寿医療センター研究所研究員）

椿副会長、牛島専務理事、馬場理事、
内野委員長

社会保険 １月25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）点数改定説明会　ほか

舩津・野田理事、桐野委員長他11委
員

地域保健

１月28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（株式会社友和会）
　受診者：19名 歯科衛生士２名

29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） 髙水間理事

２月５日 青山製作所事業所健診（青山製作所熊本工場）
　受診者：11名 歯科医師１名、歯科衛生士１名

６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（片岡レディースクリニック）
　受診者：11名 歯科衛生士１名

12日 青山製作所事業所健診（青山製作所熊本工場）
　受診者：11名 歯科医師１名、歯科衛生士１名

13日 委員会役割分担打合せ
 （１）委員の役割分担 長野、髙水間理事

21日 県歯科保健推進会議事前打合せ 松本常務理事

広　　報
２月12日 広報小委員会

 （１）３月号・第１校目 神﨑理事、秋山委員長他４委員

20日 広報小委員会
 （１）３月号・第２校目 神﨑理事、秋山委員長他４委員



熊歯会報 Ｒ．２． ４

― 16 ―

所管 日付 摘要 出務者

学校歯科

１月25日
 「歯および口腔の健康づくり」研修会（県医師会館）
　受講者：160名
　演題：『口腔機能から診る子どもたちの健康～私たち（大人）に必要な情報共有～』
　講師：福岡歯科大学教授　岡　暁子先生

宮井副会長、石井理事、他学校歯科
全委員

28日 県高等学校保健会第３回理事会（熊本第一高校） 宮井副会長
29日 日学歯第２回議事運営特別委員会（日歯会館） 石井理事

２月７日
学校歯科委員会
 （１）歯及び口腔の健康づくり推進に係る研修会（２）各郡市学校歯科担当者会議
 （３）日学歯「基礎・更新研修」

石井理事、高田委員長他５委員

19日

日学歯加盟団体長会議（日歯会館） 伊藤会長
各郡市学校歯科担当者会
 （１）講習会「学校健診の統一性について」（２）行政、担当理事からの報告
 （３）協議、質問・要望

伊藤会長、宮井副会長、宇治常務理
事、石井理事他６委員

20日 県ＰＴＡ共済審査委員会（県総合福祉センター） 西野監事

医療対策

１月26日 医療事故調査制度研修会（日歯会館） 椿理事、町田副委員長

29日 医療相談 永松常務理事、椿理事、町田副委員
長

２月５日 医療相談 永松常務理事、椿理事

12日 医療対策小委員会 永松常務理事、椿理事、岡田委員長、
添田・町田副委員長

14日 医療相談 永松常務理事、椿理事、上村委員

17日 医療対策小委員会 永松常務理事、椿理事、岡田委員長、
添田・町田副委員長

21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

センター・
介護

１月29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 五島理事

２月４日 センター・介護委員会
 （１）連携室活動予定（２）今後の研修会出務及び活動報告

松本常務理事、五島理事、我那覇委
員長、大坂・太田副委員長他全委員

12日 医療と介護の連携による自立支援研修会・発表会（県医師会館） 五島理事

13日 委員会役割分担打合せ
 （１）委員の役割分担 五島理事

16日
障がい児（者）口腔ケア事業研修会
　受講者：55名
　講師：村内歯科医院理事長　村内光一先生

松本常務理事、五島理事、我那覇委
員長他７委員

厚生・医療
管理

２月５日 厚生・医療管理委員会
 （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　ほか 工藤理事他全委員

19日 九州地域の医療機関における電波利用推進協議会（九州総合通信推進局） 工藤理事

医療連携

１月26日 がん医科歯科連携登録医のための全国共通ナショナルテキスト講習会　受講者：19名 宇治常務理事、三森理事
28日 水俣・芦北地域フォーラム「糖尿病と歯周病に関する研修会」（もやい館） 三森理事、赤尾地域保健副委員長

２月６日 谷田病院との病診連携説明会（谷田病院） 三森理事
明治製菓ファルマとの打合せ 牛島専務理事、宇治理事、三森理事

９日 熊本県糖尿病対策推進会議実務者研修会（県医師会館） 吉武副委員長

医療連携

13日 回復期研修会打合せ
 （１）３／１研修会プログラム確認（２）回復期医科歯科連携運営協議会 宇治常務理事、三森理事

14日
8020支援事業評価会議打合せ
 （１）医療機関連携事業評価会議次第確認（２）医療機関連携事業評価会議資料確認
 （３）次年度の計画

松本・宇治常務理事、三森・髙水間
理事、赤尾地域保健副委員長

17日
8020支援事業・医療機関連携事業評価会議
 （１）熊本型早産予防対策事業（２）糖尿病・歯周病医療連携事業
 （３）後期高齢者歯科健診事業　ほか

伊藤会長、牛島専務理事、松本・宇
治常務理事、三森・髙水間理事、郷
原地域保健委員委員長、赤尾地域保
健委員副委員長　他

20日 医療連携小委員会 宇治常務理事、三森理事、吉武副委
員長

学　　院

２月１日 学院戴帽式
伊藤会長、林学院長、椿副会長、松
本常務理事、長野・工藤・椿・石井
理事、牧・秋山副学院長、弘中教務
部長、井上・正清教務委員

８日 学院社会人・一般一次入学試験（学院校舎）
　受験者：６名（志願者：６名） 林学院長、牧副学院長

10日 熊本市歯学「歯の祭典」事前打合せ 秋山副学院長

12日 第３回学院入学試験委員会
伊藤会長、林学院長、宮井・椿副会
長、牛島専務理事、牧・秋山副学院長、
弘中教務部長

15日 学院社会人・一般一次入学試験合格者発表（学院校舎）
　合格者：６名

国保組合

１月30日 第３回国保理事会 伊藤理事長他全役員

２月17日
第２回国保監査 伊藤理事長、桑田常務理事、原田・

片山監事
第４回国保理事会
 （１）国保組合会日程 伊藤理事長他全役員

KDMU ２月12日
ＫＤＭＵ　保険会社との打合せ
 （１）アクサ生命下村様出席　事務作業軽減と保険利益率・手数料等の説明
 （２）宮井代表取締役・宇治取締役への商品パンフレット送付、常務会での検討

宮井代表取締役・宇治取締役・椿副
会長



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）

　桜満開の気持ち良い季節。玉名市横島町の
山の上展望公園に行った。
　花冷えで開花も遅れていて、花見客もまばら
だったが、春を満喫してきました。
　熊本市の事務局ではマスクやアルコールの
配布が行われています。また、会館に入館時
にはアルコールで手先の消毒にご協力をお願い
します。

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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冬と春が綱引きをしているこの時期。春の花が咲き始め、桜の蕾も、
うっすらとピンク色になって春の訪れを感じるようになってきたが、
先日は一面銀世界の草千里が映し出されていた。
卒業や入学など節目の行事も、今年ばかりは例年通りとはいかない

ようだ。晴れ着を着る式典は中止され、卒業証書は郵送されるとのこ
と。何とも不憫でならない。
新型コロナウイルスが、国民の生活や世界中を脅かしている。私たち、

医療従事者もマスクや消毒用エタノール等の必需品が手に入らなく
なっている。東京オリンピックも延期され、影響はどこまで拡大する
のか…。
熊本地震を経験し乗り越えてきた我々。困難に立ち向かって、明るい

話題が聞かれるよう、１日も早い終息を願いたい。 （T. M）
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第21回常務理事会

第22回常務理事会

サンメディカル㈱共催学術講演会

第13回理事会
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