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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。

表紙に寄せて

（K. M）

　９月を迎えても、新型コロナが依然猛威を
奮っています。感染者数も日々増え予断を許さ
ない中、重症者の増加が緩やかなことが救いだ
と思います。
　全国的にあらゆるイベントが中止されたり無
観客や人数制限で行われ、とても残念です。
　以前は表紙のようなイベントが普通に行われ
ていた事が懐かしく、近い将来また、執り行わ
れる事を強く望みます。

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　

　今期より学術委員会を担当させて頂いております、荒尾市開業の馬場一英と申します。

　会員の先生方には平素より学術講演事業に御協力を頂き感謝しております。

　新型コロナウイルスによる感染拡大は、私たちの生活スタイルを急激に変えようとしてい

ます。オフィスワーカーのリモートワークを一気に加速し、ＩＣＴの活用がいよいよ本格化

されつつあり、様々な業種においてその営業形態の変更を余儀なくされ、ソーシャルディス

タンス確保の為家族や親しい方との関わり方さえ変化させようとしています。直近のパンデ

ミックである100年前のスペイン風邪の例を鑑み、これからは決して消滅することのないこ

の新型ウイルスと上手に付き合う ｢withコロナ｣ の行動様式を築いていかなければなりま

せん。いわゆる ｢三密｣ の状況を完全に回避するのが困難な私たちの日常業務においても行

動変容が迫られていますが、遠隔診療でそのすべてを完遂することは当然不可能であり、ダ

イレクトコンタクトの診療形態は今後も不変であるはずです。もう一度基本中の基本に立返

り、更なるスタンダードプリコーション（標準感染予防策）を徹底するのはもちろんの事

ですが、患者毎のフルＰＰＥ（個人防護具）の交換装備や、厳密な来院者のトリアージは

現実的に難しい側面があります。新たなウイルスの特性についての正確な情報を常に収集し

つつ、最適な対応を模索しながら、患者さん、スタッフ、私たち自身を守っていく必要があ

ります。一方でマスコミ各方面より散々感染リスクが高く危険な業種、職業であると、半ば

バッシングのように名指しされながらも、今現在歯科医院においての術者、患者間感染は報

告されていないので、従来からの歯科において行われてきた感染管理は一定に評価されうる

ものとも考えられます。

　学術委員会におきましては、日々発信される膨大なる情報の中から、会員の皆様に科学的

に正確でかつ有用な情報を提供すべく日々努めております。

　また、委員会事業において講演形式の研修事業の開催が困難となっておりますが、この機

会にeラーニングの推進を図っていきたいと思っております。既存の日歯Ｅシステムの教材

コンテンツには過去の日歯の会誌に掲載された文献をキーワードで検索可能でありますし、

ライブラリーや、生涯研修セミナーの動画を年度ごとに閲覧できます。同時に日歯の推進す

るwebex meetingsを使用した、各種Web講演会及び会議の開催を計画しております。会合

を企画するのが難しい昨今、こちらについてもお気軽にお尋ねください。

　今期より医療連携担当理事を拝命致しました。

　７月の豪雨災害で県南を中心に甚大な被害が発生し、被災された会員の先生方に心より御見

舞いを申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために日常の診療にも様々

な制約を受けております中、日頃より医科歯科医療連携事業に御協力いただき、誠にありがと

うございます。

　医療連携委員会では、従来からのがん患者医科歯科医療連携事業、回復期医科歯科病診連携

事業と、今期より糖尿病医科歯科医療連携事業を担当しております。

　がん患者医科歯科医療連携事業は平成25年から始まり、令和２年３月までに23の病院から

7,000件を超える紹介をいただいており、今後もがん患者の増加に伴い、周術期における口腔ケ

アの重要性も増大していくと思われます。

　回復期医科歯科病診連携事業は、回復期病院に入院中の患者さんに訪問歯科診療を行うこと

でリハビリの効果が向上し患者の回復を早め、口腔ケアによって誤嚥性肺炎などを予防するこ

とを目的としています。平成26年から熊本県の委託事業として行っており、令和２年３月まで

に７施設から3,509件の紹介をいただいております。今年の３月には上益城郡の谷田病院と覚書

を交わしており、近隣の先生方には登録医になって訪問歯科診療に御協力いただきたいと思い

ます。また、第４次熊本県歯科保健医療計画において令和５年度までに合計20施設との連携を

目標としており、今後県下に連携先を増やしていきたいと考えておりますので、御理解、御協

力をお願い申し上げます。

　糖尿病・歯周病医療連携につきましては、今期より地域保健委員会から所管が移りました。

歯周病治療および糖尿病治療が相互に介入することにより、「熊本県糖尿病地域連携パス（DM

熊友パス）」や「歯周病セルフチェック表」および「糖尿病診療情報提供書（医科⇔歯科）」を

活用して糖尿病患者や歯周病患者の治療中断を防止し、糖尿病重症化の予防と歯周病ハイリス

ク者の支援を行っています。昨年度は水俣・芦北地区に於いて「歯周病・糖尿病医療連携講演会」

を開催して医科・歯科・薬科の連携を図りました。今年度は八代市において講演会を予定して

おりますので多数の先生方の御参加をお待ちしております。この３つの連携を委員一同協力し

てさらに進めてまいりたいと思いますので御指導・御鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
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特 集特 集 「令和２年７月豪雨」歯科支援活動報告

　７月３日梅雨前線が本州付近に
停滞したことで九州に多数の線状
降水帯が発生し、人吉・球磨、水俣・
葦北、八代及び県内各地に大雨に
よる甚大な被害をもたらした。支
援活動班（高齢者施設、障がい者
施設、福祉避難所）として７月
11日、12日、19日の３日間人吉・
球磨地区に派遣されたのでその活
動について報告する。

＜活動の目的＞
　①調査（郡市と協同で情報収集、
アセスメント調査）

　②支援物資配布
　③郡市との調整

　11日は朝から県下に大雨洪水警報が出され、
球磨川に再度氾濫の兆しが見える中、最初の
避難所である旧多良木高校に到着。球磨郡歯
会の向江会長、塚本副会長、山崎専務理事と
合流し支援活動を開始する。避難所入口での
検温等新型コロナ感染症予防対策が取られて
いる中、すでに200人を超える方が避難され
ていて校舎内には仮設の居住スペースが確保
されていた。ラピッドアセスメントを取るた
めに聞き取り調査を実施。状況としては、ケ
ア用品はある程度の量が確保されていたが、
小児の歯ブラシについて不足がみられた。ま
た口腔ケアを行う際に必要な水はある程度確
保されていた。
　その後会員の先生より依頼されていた飲料
水を届けながら被災された数人の会員の方の
診療所を訪問。診療所の壁には今回の球磨川
の氾濫がいかに想像をはるかに超えた水量で
あったのかが推測できるような水の跡が見受
けられた。次に人吉地区の避難所の拠点と
なっている人吉スポーツパレスに移動し、中
原会長、清水コーディネーターと合流して聞
き取り調査を実施する。こちらも800人を超

える方が被災し避難されていた。人の出入り
が激しく感染症対策の為、入口には自動検温
計が設置されていた。通路には寄付された衣
類が年齢別サイズ別に整えられ、着の身着の
ままで避難された方々は自由に着用できるよ
うに対応がなされていた。今回はコロナ感染
症の為、避難所の責任者や保健師などへの集
合アセスメント（ラピッドアセスメント）の
みの聞き取り調査となったが不足している物
資、義歯調整などの医療行為のニーズを把握
できた。しかし、道が寸断され介入ができな
い避難所も数ヶ所存在している為、今後は地
域の歯科医師会と連携し、必要な支援の情報
を得ながら対応していく必要がある。

＜支援物資の流れ＞
　地域調整会議（コーディネーターより不足
している支援物資について要望を上げる）

↓
熊本県健康づくり推進課

↓
熊本県歯科医師会

↓
被災地へ（トラック協会から配達）

（常務理事　松本 信久）

現地での歯科保健活動を行うメンバー
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特 集特 集 避難者への口腔ケア向上を目指して

　令和２年７月４日、人吉・球
磨地域において50年に１度と
いう豪雨災害が発生しました。
前日深夜から雨足が強くなり携
帯アラートが鳴り響き、翌日の
早朝も猛烈な雨が降り続けまし
た。その結果、人吉市内中心部
を流れる球磨川の急激な水位の
上昇により数十箇所で堤防の
決壊、 越水が起き各地で床上浸
水、土砂崩れが発生し甚大な被
害が起きました。人吉市内では
ピーク時、避難所へ2000人近
くの方が避難され、歯科診療所
においても13件の歯科診療所
（非会員１件を含む）が被災しました。その
うち10件が床上浸水の被害を受け、今でも
（８月15日現在）多くの診療所が再開できな
い状態です。今回の災害を受け、急遽災害対
策本部が設置され、人吉市歯会、球磨郡歯会
が参加し今後の支援活動等についての会議が
行われました。歯科医師会の活動として最初
に行ったのが、人吉市、球磨郡内の避難され
ている方の口腔内の衛生状況、口腔ケア用品
の物資の確認を把握するためにアセスメント
活動を行いました。未明に災害が発生したこ
ともあり義歯や義歯ケースをはじめ歯磨剤等
の口腔ケア用品の不足が目立ちましたが、現
在では物資の安定した供給により充足してい
る状況です。今回の支援活動をするにあたり
問題点が２点ほど浮かび上がりました。１点
目が避難所への物資の調達、管理に関してで
す。せっかく貴重な物資が送られてきても避
難所へ膨大な物資の量が送られてくるために
物資の管理がうまくいかず、行方がわからな
くなるなどの弊害が生じていました。そのた
め県の方で物資運搬に関するマニュアルが作
成され、それに伴い人吉市では保健センター
を窓口とし、責任者を市嘱託の歯科衛生士に
することで物資の管理、避難所への調達がス

ムーズに行える様になりました。２点目は今
の社会状況がコロナ禍にあるということで
す。そのため熊本地震で行っていた避難者へ
の口腔ケア、移動が困難な方への応急処置等
もままならない状態で、避難所への訪問診療
の要求があっても、換気等を含め、歯科診療
に適した場所を確保するのも難しい状態で
す。従って、各避難所へのアセスメント活動
時やそれ以外の時も巡回を行い、避難者個々
へのこまめな聞き取りをして、口腔ケアの継
続管理を行っています。また、歯科衛生士
会と共同でスポーツパレスに歯科口腔相談
のための歯科ブースを設置し、毎週日曜日
に相談会を行っています。現在、仮設住宅
の設営も急ピッチで進んでいますが、元の生
活に戻るには長期間を要すると思います。こ
れからも避難された方々の心に寄り添い、感
染予防にも努めながら避難生活の口腔環境の
質を上げ、避難者の方の身体面はもちろん精
神面でのケアにも貢献できる様に活動してい
きたいと思います。
　最後になりましたが、今回の活動に関して
多大なるご支援を頂いた県歯会、県歯科衛生
士会に対し深く感謝を申し上げます。

（清水 雅英）

　歯科衛生士会と活動、歯科相談コーナーの設置
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各地の被害状況と、支援活動の記録（写真）
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― 第15回理事会 ―
　７月28日（火）午後７時より県歯会館にて
伊藤会長他全役員、牧学院長（宮井副会長、
舩津・工藤・馬場・髙水間・三森・石井・野
田理事はＷｅｂ）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

　まずは県南部を中心とした令和２年７月豪
雨により被災された会員の皆様には心からお
見舞い申し上げますとともに一日も早い復旧
をお祈りいたします。また、支援活動等に尽
力された役員及び委員、会員の先生方に厚く
御礼申し上げます。今後は、被災された先生
方への復旧支援にもしっかりと対応してまい
ります。
　それから、新型コロナウイルス感染者が急
増しております。無症状感染者もおりますの
で、この点も注意が必要です。業者の方から
伺った話しでは、九州の歯科医師より陽性反
応が出たそうです。感染経路はまだ不明です
が、いよいよ身近な事になってきたと実感し
ております。会員の先生方には診療所におけ
る感染症対策をあらためて徹底していただき
たいと思います。とにかく、歯科医院より感
染者が出た途端に経営が悪化することは目に
見えていますし、歯科から感染者を出さない
ことが重要です。そうでないと、世間の雰囲
気が、歯科受診を控えなければいけないとい
う流れになりかねませんので、スタッフや身
近な方々に注意喚起をよろしくお願いいたし
ます。それでは本日も慎重審議をよろしくお
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２年度会務報告：

（自：６月５日～至：７月21日）
　本会総務：理事会、常務理事会、定時代議

員会、災害対策本部会議、避難
所の歯科保健活動

　学　　術：学術委員会
　社会保険：各郡市社会保険担当者会議
　地域保健：歯の健康文化賞表彰式、後期高

齢者医療歯科口腔健康診査事業
に係る意見交換会

　広　　報：『熊歯会報』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：センター・介護委員会
　厚生・医療管理：厚生・医療管理委員会
　学　　院：学院教務委員会、学院体験入学
　国　　保：国保組合理事会、国保臨時組合

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
　　●末廣 豊 会員（第３種／山鹿市／大坂

総合歯科）令和２年６月５日　県外転
出のため

　　●渡邊 裕平 会員（第３種／下益城郡／
吉永歯科医院）令和２年６月28日　
退職のため

　　●木﨑 衣吏子 会員（第３種／熊本市／
熊本駅前矯正歯科クリニック）令和２
年７月27日  第１種会員へ入会のため

　２．情報誌への広告の出稿
　　●寺原自動車学校 熊本学生情報誌『Ｔ1

パークMagazine』協賛広告
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合も健診単価は同額にすることを承認し
た。

　12．令和２年７月豪雨に伴う被災会員への
一時見舞金の支給

　　　14診療所の各会員へ一時見舞金を支
給する予定であることを報告した。

　13．５月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

　14．６月末会計現況
　15．その他
　　●健康診断（熊本市・上益城郡）の実施
　　　　９月実施予定の健康診断（熊本市・

上益城郡）についてヘルスケアセン
ターより、出来る限り日時を分散して
受診してほしい、また、個別健診によ
る受診も活用してほしいと依頼があっ
たことを報告した。

　　●令和２年７月豪雨への対応及び新型コ
ロナウイルス感染症対策

　　　　豪雨災害への対応については、郡市
歯会と連携を取って県歯科衛生士会と
協力して支援活動を継続する。新型コ
ロナウイルス対策については、役員に
対して、必要な対応がいつでもできる
よう準備をお願いした。

７．連絡事項：
　１．令和２年７月行事予定
　２．９月理事会の日程変更
　　　９月24日（木）から９月28日（月）に
変更する。

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２年度入会状況（７月末累計）
第１種会員／７名　第２種会員／１名
第３種会員／２名　第４種会員／２医療機関
　２．後援名義の使用依頼【承認】
　　●第58回熊本県精神保健福祉大会／（公

社）熊本県精神保健福祉協会
　　●歯科医科連携セミナー／（一社）熊本

県保険医協会
　　　※延期開催のため再度依頼

第１種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

木
き

﨑
ざき

衣
え

吏
り

子
こ
りの歯科矯正歯科 菊池郡菊陽町津久礼2950-14 鹿 児 島

大 学

　　広告を出稿したことを報告した。
　３．熊本医療センター創立150周年記念広
告企画への協賛

　　　広告企画への協賛を報告した。
　４．熊本県老人クラブ連合会「健康づくり
　リーダー等」研修会の講師派遣依頼

　　松本常務理事の講師派遣を承認した。
　５．令和２年度第１回九地連協議会の提出
協議題への回答

　　　提出協議題への回答を報告した。
　６．新型コロナウイルス感染症に係る緊急
アンケートの集計結果

　　　６月の定期発送物で、会員に行ったア
ンケートの集計結果を報告した。

　７．熊本産マスクプロジェクトの会員への
周知

　　　７月の定期発送物に、マスクプロジェ
クトの案内文書を同封したことを報告し
た。

　８．笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント
の実施

　　　イベント中止のため、花王からの協賛
が得られず、広告・写真コンクールの実
施は難しい。また、各診療所で行う無料
歯科健診用のサンプル品は、例年並みに
貰えるよう熊日が花王と交渉中であるこ
とを報告した。

　９．オンライン資格確認の紙による申請
　　　来年３月のオンライン資格確認の実施
に伴い、Webによるアカウント登録が
困難な場合は熊本市歯・本会による団体
申込が可能であり、希望者は事前申込み
が必要である旨の文書を発送したことを
報告した。

　10．地域医療介護総合確保基金の新規事業
案

　　　熊本機能病院の発案である「回復期医
科歯科連携におけるIT化事業」の提案
について、本会を提案団体として、機能
病院が県に申請済みであることを報告し
た。

　11．後期高齢者歯科口腔健康診査の審査基
準

　　　次年度より新様式への移行に伴い、移
行期間は設けず、旧様式で提出された場
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　　●日本吃音・流暢性障害学会第９回大会
／日本吃音・流暢性障害学会

　　　※延期開催のため再度依頼
　　後援名義の使用承諾を承認した。
　３．関係機関・団体からの役員等の推薦依
頼【承認】

　　●支払基金熊本支部幹事
　　　任期：令和２年９月１日～令和３年３

月31日　現任：伊藤 明彦 会長
　　●熊本県医療・保健・福祉団体協議会役

員
　　　任期：令和２年６月～令和４年６月
　　　現任：伊藤 明彦 会長
　　●熊本県における医療費の見直しに関す

る計画検討委員会委員
　　　任期：令和２年10月１日～令和４年

９月30日
　　　現任：椿 誠 副会長
　　●九州地方社会保険医療協議会臨時委員
　　　任期：令和２年10月14日～令和４年

10月13日
　　　現任：椿 誠 副会長
　　現任者の推薦を承認した。
　４．医療費適正化コンソーシアムへのオブ
ザーバー参加【承認】

　　　医療費適正化コンソーシアムへの牛島
専務理事のオブザーバー参加を承認した。

９．議題：
　１．関係機関・団体への会費等の納入【承
認】

　　●熊本市防災協会 会費
　　●熊本県国際協会 会費
　　●熊本県交通安全推進連盟 賛助会費
　　●（公社）熊本県防犯協会連合会 賛助

会費
　　●（公社）くまもと被害者支援センター 

賛助会員企業・団体会費
　　会費の納入を承認した。
　２．保存期間を経過した会計帳簿の廃棄
【承認】

　  会計帳簿の廃棄を承認した。

　３．熊本県学校保健会の協力寄付金【承認】
　　　８月の定期発送物に、県学校保健会協
力寄付金への協力依頼文書を同封するこ
とを承認した。

　４．会館使用にあたっての留意事項・条件
【承認】

　　　万が一、会館で感染者が発生した場合
は高額の消毒費用が必要となり、保障す
る保険もないので、貸した側にリスクが
ある。開催日に関わらず既に予約が入っ
ている分は全てキャンセルを依頼する。
キャンセル不可ならば、感染者が発生し
た場合は借りた側が消毒費用を負担する
ことを条件に貸し出すことを承認した。

　５．令和２年度「九州」「中国・四国」地
区歯科医師会役員連絡協議会への出席者
並びに提出協議題【承認】

　　　伊藤会長・宮井副会長・牛島専務理事・
松本常務理事が出席する。また、何か提
出協議題があれば牛島専務理事または事
務局に伝える。

　６．令和２年７月豪雨に伴う会員からの義
援金の募集【承認】

　　　８月の定期発送物で、義援金の募集に
ついて通知することを承認した。

10．協議事項：なし
11．監事講評：
　　増田監事より「本県でも新型コロナウイ
ルス感染者が急増しており、我々も徹底し
た対策があらためて必要である。また、豪
雨災害では役員の皆様は発災直後より対応
され、大変お疲れ様です。」、水上監事より
「熊日新聞に、豪雨災害関連で診療可能な
診療所が掲載されているが、歯科が除外さ
れている。県担当課に申し入れた方が良い
と思われる。」と述べられた。
12．閉会：椿副会長

（広報　神﨑 理子）
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1年ぶりの組合会で全議案承認可決

― 令和2年度臨時組合会 ―

　７月18日（土）午後４時から、県歯会館に
て標記会議が開催された。事務局による点呼
が行われ、総議員30人中28人の出席により
会議の成立を田中議長が宣言し開会された。

―理事長挨拶―

　皆様、こんにちは。先日の豪雨によりお亡
くなりになられました方々のご冥福をお祈り
すると共に、被災された皆様の早期の復旧、
復興をお祈り申し上げます。私も先週は人
吉、今日の午前中は芦北方面を回ってきまし
た。先週は人吉の方も泥だらけで本当に悲惨
な状態であり、多くの方がお手伝いに来られ
ているからでしょうが、渋滞が凄くて大変な
状況でした。現地の写真も送られてきますが、
徐々に回復してきているようです。芦北では、
被災された歯科医院の床も綺麗になってきて
おり、８月初めには診療を再開したいという
事でありました。ディーラーさんや技工所さ
んなど、色々な方にお手伝いして頂いて復興
しつつありますことは、オールデンタルの力
ということで素晴らしい事だと思っておりま
す。また、今後も色んな事にデンタルファミ
リーとして、みんなで頑張っていかなければ
ならないと思っております。
　新型コロナの影響により様々な会議をWeb
でおこなっておりますが、３月の通常組合会
は新型コロナの感染拡大防止ということで中
止させていただきました。６議案を理事の専
任処分とさせていただき、その内容を先生方
にお送りした次第でございます。このところ
非常に高い薬剤も増えてきておりますし、今
後の国保の運営も益々厳しくなっていくこと
が予想されます。先生方の忌憚のない御意見
を頂戴いたしまして円滑な運営を図っていき
たいと思っております。本日はお忙しいとこ
ろお集まりいただきありがとうございます。
最後までよろしくお願いいたしまして、私の
挨拶とさせていただきます。

　次に議事録署名人に七川議員（熊本市）、
佐藤議員（上益城郡）が指名された。組合員物
故者と先日の豪雨災害により亡くなった方々
に対する黙祷の後、上野副理事長と桑田常務
理事から、会務報告・業務報告が行われた。

　議題は以下の５議案が上程された。
第１号議案：令和元年度熊本県歯科医師国民

健康保険組合歳入歳出決算につ
いて

第２号議案：令和元年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合歳入歳出決算剰余
金処分（案）の承認について

第３号議案：令和元年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合役職員退職手当積
立金特別会計歳入歳出決算につ
いて

第４号議案：令和元年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合役職員退職手当積
立金特別会計歳入歳出決算剰余
金処分（案）の承認について

第５号議案：令和２年度熊本県歯科医師国民
健康保険組合歳入歳出補正予算
（案）の承認について

　桑田常務理事による第１号議案から第４号
議案までの説明の後、原田監事が会務、会計
全般にわたって適切に処理されているとの監
査報告を行い、第１号議案～第４号議案につ
いて賛成多数で原案通り可決承認された。
　その後、第５号議案についても原案通り可
決承認された。
　熊本市の井手議員からマイナンバーカード
の今後の利用についての質問があり、執行部
から、国保組合としては状況に応じて柔軟に
対応するとの回答があった。またオンライン
による資格確認については不明な点も多い事
から、分かり次第本会から情報を伝えていく
とのことであった。最後に守永理事の閉会の
辞で散会となった。

（国保組合　瀬井 知己）

間隔を空け座る組合会議員
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郡
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郡
市
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荒尾市歯科医師会

シロギス特有の当たりを楽しむ

― コロナに負けず釣り大会を開催 ―
　７月26日（日）毎年恒例の「親睦釣り大会」
が開催された。今年は新型コロナ禍で大会の開
催が危ぶまれたが、十分な感染防止対策を施し
行われた。大会当日は梅雨が明けず直前まで雨
が降っていたが開始すると雨が止み、釣りを行
うには非常に良いコンディションとなった。
　12人の参加者は横島漁港から午前８時ごろ
有明海沖へと出船した。釣りポイントに到着後、
仕掛けを投入。今年も狙うターゲットはシロギ
スで「ブルッ、ブルッ」と竿に伝わるキス独特
の当たりを終始楽しんだ。今年は当たりがとれ
易く、熟練の釣り師達はコンスタントにシロギ
スを釣り上げていた。午後１時ごろ納竿し帰港
した。港へ戻ると釣果の検量と表彰式が行われ
た。「キスの部」優勝は、22㎝を釣り上げた山
本ファミリーが栄冠に輝いた。「他魚の部」は
23.7㎝のグチを釣り上げた古屋敷会員が優勝し

た。「キスの部」「他魚の部」それぞれの優勝者
にはトロフィーが授与、入賞者には記念品が贈
呈され、熱戦を繰り広げた今年の大会も無事終
了した。来年は新型コロナウイルスが終息し、
多くの参加者で大会が開催される事を願う。

（永廣 有伸）

参加者全員で記念写真

郡市会報告

前野正春会員旭日双光章伝達式（８月25日（火）午後７時から県歯会館にて）

椿幸雄会員瑞宝双光章伝達式（７月28日（火）午後７時30分から県歯会館にて）
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　先月号で御紹介頂いた市原会員との出会い
は、県歯の公衆衛生委員会でした。その後、
平成７年（1995）にOHP研究会の立ち上げ
を一緒に行い、それ以来のお付き合いです。
戦友という響きにも似た関係で切磋琢磨して
ヘルスプロモーションの勉強をした経緯があ
り、皆若く青雲の志に燃えていました。
　さて、私は昭和60年（1985）12月に菊陽
町で開業し、35年になります。開業前の11月
に次男が生まれ、現在、その息子と診療を行っ
ています。気がつけば、68歳です。視力の
衰えは隠せませんが、70歳までは頑張れそう
です。
　仕事を続けるには健康が基礎。健康寿命を
保てるだろうかとの不安はあります。深酒
をせず、体重を62㎏ぐらいに維持し、長時
間焚き玄米食を中心にした食生活を続けてい
ます。手間暇かかる玄米食を作るのは配偶者
で、感謝、感謝です。そんな中、７年ほど空
き家状態だった配偶者の実家を、今年の５月
から手入れを開始しました。夥しい量の衣類
の整理は配偶者と義妹とで成し遂げ、残る家
具類の整理と傷んだ家屋、伸び放題の庭木と
雑草の手入れを手伝うことになりました。で
きない所は業者に依頼し、基本方針は「お金

を掛けず、
DIYでやろ
う！」。 こ
の３ヶ月で
新しい経験
をしました
ので、ご紹
介いたしま
す。まず、
大型冷蔵庫
の掃除です。
黒カビで庫

内は真っ黒。
全ての間仕
切りを取り
出し、内部
と部品をハ
イターで徹
底的に拭き
取り、隅々
は綿棒を使
用 し ま し
た。これが
現在元気に
稼働してい
るのです。

作業休憩時に、庫内から冷えた麦茶を取り出
し、喉を潤すのはなんとも言えない満足感が
あります。冷蔵庫が甦っているのです。次に、
箪笥や水屋の解体です。大型ゴミで搬出する
には搬出場所まで運ばねばなりません。無理
です。そこで解体し、燃えるゴミとして出し
ます。ここで大活躍するのが、解体４点セッ
ト（バール、小槌、ノミ、ノコギリ）です。
解体法は省略しますが、ごみ袋に入れるまで、
箪笥は60分、水屋は15分程で終了します。
終わった後の達成感は爽快です。努力の成果
が目の前に存在します。次は網戸の張り替え
です。菊陽町には「ハンズマン」があります
ので、資材は簡単に入手できます。サッシ戸
一枚当たり慣れれば15分でできます。ダブ
つかずピンと張り詰めた網面を見ると、これ
で商売ができそうと鼻高々になります。新し
いことは老人の脳に新鮮な刺激を与えてくれ
ます。これからも新しいことに取り組み、周
囲の人の役に立つ様な人生を歩んで行けたら
と思う今日この頃です。
　次は大学の後輩でいつもパワフルな清和の
石井洋一会員にお願いします。

○○ 菊池郡市　山口 治利　

慣れると15分程度でサッシ戸が作れます。

大活躍の解体４点セット
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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
木
（キザキ　エリコ）
﨑衣吏子

菊池郡菊陽町津久礼2950-14

りの歯科矯正歯科

①自身の歯科医院開業
②患者さんが安心・リラックスして受けるこ
とが出来る歯科治療を提供することです。

③自分を含め、スタッフ全員が女性である点
は未だ少数派であるかと思います。

④地域の方々に貢献出来る歯科医院となれる
よう努力して行きたいと思います。

ご　訃　報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

下石　兵衛 先生
令和２年８月１日　ご逝去　77歳

•郡　市　名：宇土郡市
•入会年月日：昭和44年４月18日
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会 務 報 告 自　令和２年６月５日
至　令和２年７月21日

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

６月５日 ＴＫＵとの打合せ 伊藤会長

９日

熊本さわやか長寿財団理事会（熊本テルサ） 伊藤会長

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、
吉永会計士

第14回理事会
【承認事項】
（１）新入会員の承認（２）各種会議・委員会委員への就任
（３）薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」普及活動への協賛
【議　　題】
（１）令和２年度定時代議員会の運営並びに日程資料
（２）令和元年度一般社団法人熊本県歯科医師会会計決算（案）
（３）令和２年度定時代議員会の協議内容　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員、森
口議長、髙木副議長

10日 【書面決議】第824回支払基金幹事会（支払基金） 伊藤会長
11日 【Web】第16回日歯臨時理事会（伊藤歯科医院） 伊藤会長

12日

ＫＫＴ「てれビタ」「医療ナビDr．テレビたん」取材（長野歯科医院）　
コロナウイルス感染症対策関連 長野理事

ＴＫＵ「英太郎のかたらんね」オフィスユニオンとの事前打合せ（伊藤歯科医院）　
コロナウイルス感染症対策関連 伊藤会長

ＴＫＵニュース取材（椿歯科クリニック）　コロナウイルス感染症対策関連 椿副会長
ＫＫＴ「てれビタ」「医療ナビDr．テレビたん」取材（陽かりの郷）　
コロナウイルス感染症対策関連 長野理事

ＴＫＵライブニュース取材　コロナウイルス感染症対策関連 伊藤会長
ＫＫＴ「てれビタ」「医療ナビＤｒ．テレビたん」取材　コロナウイルス感染症対策関連 伊藤会長、長野理事

15日 肥後医育振興会定時評議員会（ＫＫＲホテル熊本） 伊藤会長
19日 ＴＫＵ取材対応（伊藤歯科医院）　コロナウイルス感染症対策関連 伊藤会長

20日

定時代議員会
【議　　事】
第１号～第２号議案
【協　　議】
（１）女性歯科医師の出産等に伴う会費の軽減
（２）熊本県警察歯科医会の会則並びに大規模広域事故及び地震災害等緊急出動に関する規
　　 程の改廃と災害対策・警察歯科総合検討会議の設置
（３）学院自宅通学以外の学生への助成　ほか

森口議長、髙木副議長、他全議員、
伊藤会長他全役員

23日

熊本県総合保険センター臨時理事会（熊本県総合福祉センター） 伊藤会長
第24回常務理事会
（１）関係機関・団体への会費等の納入
（２）「熊本県学校保健功労表彰」及び「学校保健及び学校安全表彰（文部科学省）」に係る
　　 審査委員への出席依頼
（３）新聞・情報誌への広告の出稿　ほか

伊藤会長他全役員

24日 機能病院理事長と基金事業に関する打合せ（熊本県庁） 牛島専務理事
県医療政策課との事前打合せ（熊本県庁） 牛島専務理事

25日
熊日取材対応（伊藤歯科医院）　コロナウイルス感染症対策関連 伊藤会長
【Web】第17回日歯理事会（伊藤歯科医院） 伊藤会長
第141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） 椿副会長

29日 県看護協会新旧会長来館 伊藤会長
30日 第193回日歯定時代議員会（書面決議可）（日歯会館） 伊藤会長（日歯理事）

７月２日 会長職員訓示 伊藤会長
県スポーツ協会第１回スポーツ歯科学専門委員会（水前寺共済会館） 宮井副会長

３日 県健康福祉部長へ要望（県庁） 伊藤会長

４日
【延期】第18回警察歯科医会全国大会（鹿児島県）
第１回災害対策本部会議　［議事］会員の被害状況把握　支援方策の検討　避難所支援の方
向性検討 理事以上の全役員（石井理事欠席）

６日

国保連合会訪問（国保連合会） 伊藤会長、田原事務局長
【Web】九州各県臨時会長会議（伊藤歯科医院） 伊藤会長
【Web】高齢者・障がい者施設における災害対策打合せ（各診療所）
（１）現地への交通手段について情報収集（２）県・現地担当者より施設について情報収集
（３）支援物資　ほか

【Web】松本常務理事、長野理事、
五島理事

７日
第25回常務理事会
（１）後援名義の使用依頼（２）関係機関・団体への会費等の納入
（３）支払基金熊本支部幹事候補者の推薦　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

８日
第825回支払基金幹事会（支払基金） 伊藤会長

ＴＫＵ報道員との懇談会 伊藤会長、椿副会長、牛島専務理事、
神﨑理事

９日 第２回災害対策本部会議
（１）被災地避難所の現地調査実施

伊藤会長、宮井副会長、牛島専務理
事、松本・宇治常務理事、長野・工藤・
髙水間・石井・五島理事、県歯科衛
生士２名

10日
災害支援準備 伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務

理事、長野理事、工藤理事
広報臨時委員会（災害対策）
（１）県南豪雨災害の広報活動 永松常務理事、神﨑理事他全委員

11日 避難所の歯科保健活動（人吉・球磨・芦北避難所）
伊藤会長、牛島専務理事、松本常務
理事、宇治常務理事、長野理事、工
藤理事、石井理事他



Ｒ．２． ９ 熊歯会報

― 15 ―

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

12日 避難所の歯科保健活動（人吉・球磨避難所）
伊藤会長、牛島専務理事、松本常務
理事、宇治常務理事、長野理事、五
島理事、髙水間理事、工藤理事他

14日 支援活動打合せ 牛島専務理事、宇治常務理事

15日 第３回災害対策本部会議
（１）被害状況（２）診療支援（３）補助金、融資関係　ほか

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・
三森・椿・野田理事【Web】松本常
務理事、舩津・工藤理事

16日
県保健医療調整本部会議（県庁） 田原事務局長
月次監査 増田・水上監事

17日 【Web】九州各県事務局長連絡会 田原事務局長

21日

【Web】九地連幹事会（説明） 伊藤会長
第26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）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

第４回災害対策本部会議
（１）今後の歯科支援活動（２）会員からの義援金募集（３）被災会員への一時見舞金 伊藤会長他常務理事以上全役員

学　　術
６月19日 学術委員会

（１）Ｅシステム（２）九州各県学術担当者会（３）Web配信　ほか 馬場理事、内野委員長他全委員

７月１日
日歯学術委員会事前打合せ（日歯会館） 伊藤会長
第６回日歯学術委員会（日歯会館） 伊藤会長【Web】馬場理事

社会保険

６月27日
【Web】社会保険委員会（各診療所）
（１）会員向け発行物（２）指導立会者、個別相談対応（３）各郡市社会保険担当者会議　
ほか

椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他全委員

７月18日

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）その他

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、橋本・
園田副委員長

社会保険委員会（県歯会館、各診療所）
（１）会員向け発行物（２）指導立会者、個別相談対応（３）近県社保担当者会議　ほか

椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他12委員【内Web ４人】

地域保健

６月20日 歯の健康文化賞表彰式 伊藤会長、牛島専務理事、松本常務
理事、髙水間理事

22日 【Web】地域保健小委員会（各診療所）
（１）後期高齢者歯科口腔健診審査基準（２）基金事業

松本常務理事、長野・髙水間理事、
郷原委員長他４委員

26日 国保ヘルスアップ事業打合せ
（１）委託内容（２）健診当日スケジュール

牛島専務理事、松本常務理事、髙水
間理事

29日
健保連（平田機工）歯科健診事業研修会（平田機工） 髙水間理事

後期高齢者医療歯科口腔健康診査事業に係る意見交換会 牛島専務理事、松本常務理事、長野
理事

７月２日
熊日との打合せ
（１）笑顔ヘルＣキャンペーンイベント（２）無料歯科相談・健診
（３）フォトコンテスト　ほか

松本常務理事、髙水間理事

６日 国保ヘルスアップ事業集団検診視察（宇土市保健センター）
（１）会場視察（２）健診会場への誘導（３）受診者への対応 髙水間理事、田原局長、紫藤書記

13日 地域保健小委員会（各診療所）
（１）後期高齢者歯科口腔健診の審査基準（２）健診マニュアルの検討（３）基金事業

松本常務理事、長野理事、郷原委員
長他５委員

14日 国保ヘルスアップ事業集団検診視察（益城町保健センター はぴねす）
（１）会場視察（２）健診会場への誘導（３）受診者への通知方法 髙水間理事、紫藤書記

広　　報

６月12日 広報委員会
（１）熊歯会報７月号第１校目校正 神﨑理事、秋山委員長他全委員

20日 定時代議員会　取材 秋山委員長、平島委員

22日 広報委員会
（１）熊歯会報７月号第２校目校正 神﨑理事、秋山委員長他３委員

７月13日 広報委員会
（１）熊歯会報８月号第１校目校正 神﨑理事、秋山委員長他３委員

20日 広報委員会
（１）熊歯会報８月号第２校目校正 神﨑理事、秋山委員長他全委員

学校歯科

６月９日 【書面決議】県学校保健会第１回理事会 伊藤会長、宮井副会長
10日 フッ化物洗口マニュアル改訂打合せ 石井理事、高田委員長

17日
【Web】学校歯科委員会（各診療所）
（１）フッ化物洗口マニュアル改訂（２）令和２年度九州地区学校歯科医会役員連絡協議会
（３）日学歯基礎・更新研修

宮井副会長、石井理事、高田委員長
欠以外全委員

18日 県ＰＴＡ共済審査委員会（県総合福祉センター） 牛島専務理事
24日 【書面】第100回日学歯定時総会 石井理事
25日 【書面決議】県学校保健会第１回定時評議員会 石井理事、高田委員長

７月10日 県学校保健功労表彰及び学校保健及び学校安全表彰（文部科学省）に係る審査会（県庁） 宮井副会長

医療対策

６月15日 医療相談 永松常務理事、椿理事

17日 医療対策委員会
（１）事例報告検討（２）昨年度の事例分析（３）理事報告 永松常務理事、椿理事他全委員

７月８日 医療相談 永松常務理事、椿理事、添田副委員
長

15日 医療対策委員会
（１）事例報告検討（２）理事報告 椿理事他全委員
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所管 日付 摘要 出務者

センター・
介護

６月17日 【Web】センター介護委員会（各診療所）
（１）令和２年度在宅歯科医療研修会（２）障がい者歯科研修会（３）理事・センター報告

【Web】松本常務理事、五島理事他
５委員

７月３日
在宅歯科医療連携室機能強化事業打合せ
（１）今年度の在宅歯科関連事業の説明
（２）生活不活発病予防に係るテレビ放送・DVD制作の説明と協力依頼
（３）今年度の在宅歯科医療連携室機能強化事業計画　ほか

松本常務理事、五島理事

14日 はなぞの学苑歯科健診・口腔清掃指導（はなぞの学苑） 藏本歯科医師他３人

厚生・医療
管理

６月11日 合同就職説明会準備会議 工藤理事、牧委員長他全委員

26日 厚生・医療管理委員会
（１）合同就職説明会（２）シニア倶楽部（３）九州各県医療管理担当者会　ほか 工藤理事、牧委員長他全委員

医療連携 ６月９日 【Web】県がん診療連携協議会幹事会第44回相談支援・情報連携部会 【Web】宇治常務理事

学　　院

６月９日 第14回理事会 牧学院長

11日 合同就職説明会準備会議 牧学院長、秋山・弘中副学院長、正
清教務部長

14日 学院体験入学Ⅰ（学院校舎）
　参加者：16人 牧学院長、秋山副学院長

20日 定時代議員会 牧学院長

25日 第１回学院教務委員会（学院校舎） 牧学院長、秋山・弘中副学院長、正
清教務部長他全教務委員

７月18日 学院体験入学Ⅱ（学院校舎）
　参加者：31人 秋山副学院長

国保組合

６月25日
国保組合監査 伊藤理事長、桑田常務理事、原田・

片山監事
国保組合理事会
（１）令和元年度決算（２）令和２年度補正予算（３）令和２年度臨時組合会日程 伊藤理事長他全役員、宮坂副議長

７月18日
国保臨時組合会
（１）令和元年度歳入歳出決算（２）令和元年度歳入歳出決算剰余金処分（案）
（３）令和元年度特別会計歳入歳出決算　ほか

伊藤理事長他全役員、議員28人

事 業 課 ７月７日 損保ひまわり生命との打合せ
（１）セミナー（２）保険見直しのＤＭ 宮井副会長・宇治常務理事

新型コロナウイルス感染対策の継続を！
　熊本県内では、令和２年２月21日に最初の新型コロナウイルス感染者が報告され、

現在まで多数の患者が確認されております。７月末より県内ではクラスターも発生し

毎日のように感染者が確認されております。

　「歯科の受診控え」に対し、本会も新聞やテレビなどを通じて、感染対策の一例を

示しながら、口腔衛生管理の重要性や中断による弊害などを訴えてまいりました。会

員の皆様におかれましては、今後も引き続き、しっかりとした感染対策を講じて頂き

ますようお願い致します。

　今一度、感染対策の引き締めをお願い致します。



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。

表紙に寄せて

（K. M）

　９月を迎えても、新型コロナが依然猛威を
奮っています。感染者数も日々増え予断を許さ
ない中、重症者の増加が緩やかなことが救いだ
と思います。
　全国的にあらゆるイベントが中止されたり無
観客や人数制限で行われ、とても残念です。
　以前は表紙のようなイベントが普通に行われ
ていた事が懐かしく、近い将来また、執り行わ
れる事を強く望みます。

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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安心・安全歯科医療推進制度
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