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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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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

（A. K）

　秋晴れの日の午後、久しぶりに熊本城
を散策した。
 各所にボランティアガイドが配置され、
笑顔で対応されている姿に、気持ちも暖
かくなった。
　ようやく県外からの修学旅行生も来熊
し、新設された特別見学通路上で自然と
挨拶を交わす私であった。
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子ども達の健やかなる笑顔のために

理事　石井 洋一

　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。

　伊藤新執行部のもと、学校歯科担当理事を拝命致しました石井洋一と申します。会員の先生

方には平素より学校歯科保健活動にご理解、ご尽力、ご指導いただき誠に有難うございます。

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大により、学校現場においても感染症対策、対応など大

きな混乱を招いています。未だ収束がみえない中、子ども達の日常生活も奪われてしまいました。

学校歯科保健関係においては「歯科健診事業」「フッ化物洗口事業」「食後の歯みがき」等、普

通に実施してきたことが「感染症拡大防止」の観点から“実施できない”という、まさに今ま

でに経験したことのない状況下での対応となりました。文部科学省、日本学校歯科医会、日本

口腔衛生学会からも「新しい学校の生活様式」等が随時発信されています。県歯、日学歯のホー

ムページにも掲載されていますので一度お目通しいただければ幸いです。また、熊本県におい

て学校歯科健診をはじめとした学校歯科保健活動において集団感染（クラスター）が発生した

という事例の報告は今の所ありません。先生方には大変感謝申し上げますとともに今後とも感

染拡大予防を念頭にご協力いただきますようお願い申し上げます。ただ「フッ化物洗口事業」

におきましては安全に実施するための情報発信をしてはおりますが、唾液の飛沫や感染拡大の

懸念から実施再開の見通しが立っていない所が多いというのが現状です。現在熊本県において

も実施再開状況の調査が行われており、今後安全にフッ化物洗口を再開できるよう県と協力のもと

「フッ化物洗口マニュアル」改正作業等、いち早く現場に反映できるよう進めて参ります。今ま

で先生方が築き上げ、継続してきた「フッ化物洗口事業」を今回の事で衰退させるわけにはい

きません。引き続きのご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

 　「歯科健診事業」ですが、「健診の統一性の確立」というのを強く進めていきたいと考えてお

ります。健診結果は学校歯科医の経験や知識、健診環境等に大きく左右されます。学校歯科医

が統一した基準で客観的に「スクリーニング」することにより熊本県の健診データもなお一層

正確なものとなり、より良い歯科保健活動に繋げられると考えます。そこで、学校歯科医の先

生方で「日本学校歯科医会」に未入会の先生方には是非とも入会いただければ幸いに思います。

たくさんの学びや気づきが得られます。また日本学校歯科医会のホームページには最新情報、

見解等色々な情報が掲載されております。これを機に「日本学校歯科医会」で検索し定期的に

チェック頂けたらと思います。まだまだ課題は山積みではありますが、なによりも「子ども達

の健やかなる笑顔」のために学校歯科委員会一同しっかり頑張ってまいりますので、今後とも

先生方のご理解！ご協力！ご指導！を何卒宜しくお願い申し上げます。
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内閣同様デジタル化や縦割りの打破も視野に

― 第17回理事会 ―
　９月28日（月）午後７時より県歯会館にて
伊藤会長他全役員、牧学院長の出席のもと開
催された。
１．開会：宮井副会長
２．挨拶：伊藤会長

　久々にこうして皆様全員と顔を合わせるこ
とができ、大変嬉しく思います。今後も健康
にご留意いただければと存じます。県内の新
型コロナウイルス警戒レベルが３に引き下げ
られましたが、依然として予断を許さない状
況が続いています。世界では深刻な状況に
陥っている地域もありますが、我が国が同様
の事態にならぬよう祈るばかりです。引き続
き、各診療所の感染予防対策を徹底してほし
いと思います。さて、新たに菅内閣が発足し
ました。安倍政権の政策を継承する方針です
が、閣僚の顔ぶれや雰囲気をみますと、新た
な事に挑戦してくれそうな期待や躍動感を感
じます。我々も菅内閣同様、デジタル化や縦
割りの打破などを念頭に会務執行していかね
ばなりません。そして、所管同士のつながり
や所管を超えた提言をして頂きたいと思いま
す。また、理事の皆様は何でも恐れず実行し
てください。成功の反対は何もしないことだ
とよく言いますが、成功するためには地道に
精査をしながら実行することが大切です。何
もせず、ただ黙っているだけでは何も起こり
ません。新型コロナにおける新たな時代に向
けて、来年度の事業計画を立てねばなりませ
んので、よろしくお願い致します。

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２年度会務報告：

（自：８月21日～至：９月23日）
　本会総務：理事会、常務理事会、なりわい

再建補助金説明会

　学　　術：学術委員会
　社会保険：社会保険委員会
　広　　報： 『熊歯会報』の校正
　医療対策：医療相談・苦情事例報告
　センター・介護：県政テレビ「くまモンス

マイルジャンプ」取材
　厚生・医療管理：厚生・医療管理委員会
　医療連携：医療連携委員会
　学　　院：理事会、学院体験入学
　国保組合：国保臨時理事会
　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
　　◦故 長山 　理 会員（第１種／熊本市）

52歳　令和２年８月28日ご逝去
　　◦故 児玉 範俊 会員（終身／阿蘇郡市）

97歳　令和２年８月29日ご逝去
　２．令和２年７月豪雨災害における歯科支

援活動
　　　豪雨災害における歯科支援活動の内容

や支援物資の配布状況を報告した。
　３．令和２年７月豪雨災害における身元確

認作業
　　　豪雨災害における身元確認作業の活動

内容を報告した。
　４．新型コロナウイルス感染症対応従事者

慰労金・感染拡大防止対策支援金に関す
るＱ＆Ａ

　　　慰労金・支援金について会員から多
かった問い合わせをＱ＆Ａ形式にまとめ
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　５．令和２年度災害歯科保健医療体制研修
会の受講者【承認】

　　　石井理事の受講を承認した。他１名は
常務理事会に一任する。

　６．中規模県歯科医師会提出協議題【承認】
　　　協議題への回答作成者の振り分けを承

認した。
　７．その他
　　◦テラバル自動車学校からの企画提案

【承認】
　　　　テラバル自動車学校から、若年層へ

の歯と口の健康啓発に関する企画提案
があった。まずは単発契約を結び、歯
科衛生士の業務や専門学院の紹介を行
うことを承認した。

10．協議事項：
　１．令和２年度後半の各所管事業内容
　　　新型コロナウイルス感染症に対応した

今後の事業内容を各委員会より説明し
て、協議を行った。

　２．その他
　　◦「くまもと経済」からの取材協力依頼
　　　オーラルフレイルをテーマに取材協力

することを承認した。地域保健委員会
が取材対応する。

11．監事講評：
　　増田監事より「テラバル自動車学校の企

画は非常に斬新なアイデアだと感じた。今
後も会長の理念に沿った新しい企画や事業
に挑戦してほしい。」、水上監事より 「コロ
ナ禍での健康診断が始まったが、がんを早
期発見できる項目があれば、検討されては
どうか。」と述べられた。

12．閉会：椿副会長
（広報　神﨑 理子）

た。10月の定期発送物で会員に周知す
ることを報告した。

　５．医療事故への対応事例
　　　医療対策委員会で対応した医療事故処

理事例の概要を報告した。
　６．７月末がん及び回復期の医科歯科連携

事業
　７．８月末会計現況
７．連絡事項：
　１．令和２年10月行事予定
８．承認事項：
　１．後援名義の使用依頼〔承認〕
　　◦第68回「手足の不自由な子どもを育

てる運動」／（公財）熊本県肢体不自
由児協会

　　　後援名義の使用許諾を承認した。
　２．関係機関・団体からの役員等の推薦依

頼【承認】
　　◦熊本県後期高齢者医療運営協議会委員
　　　任期：令和２年10月１日～２年間
　　　現任：牛島 隆 専務理事
　　役員の推薦を承諾した。
９．議題：
　１．令和２年７月豪雨災害における共済互

助見舞金の支給【承認】
　　　一部損壊・準半壊の会員へ共済互助見

舞金として５万円支給することを承認し
た。

　２．令和３年度各委員会概算要求協議日程
【承認】

　　　概算要求協議日程を承認した。
　３．第59回全日本学校歯科保健優良校表

彰の推薦【承認】
　　　水俣市立緑東中学校の推薦を承認した。
　４．会計サーバーのリース終了に伴う会計

ソフト 「公益大臣」・「給与じまん」等・
サーバー機器の入替、データ改修【承認】

　　　リコージャパンのクラウド方式により
導入することを承認した。
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本県主催、Webにて初の担当者会を行う

― 九州各県学術担当者会 ―

　10月10日（土）午後２時より県歯会館にお
いて担当者会議が開催された。コロナ禍のた
めWeb会議での開催となった。椿副会長の
開会の辞から始まり、伊藤会長の挨拶の後、
座長及び副座長が選出された。座長に馬場理
事、副座長に前田鹿児島県歯理事が選出され
た。
　出席者の紹介後、伊藤日歯理事より日歯報
告があり、新型コロナウイルス感染症の対応
や日歯生涯研修Ｅシステムの現状報告後、協
議に入った。内容は次の通りである。

⑴　令和２年度各県学術関係事業計画並びに
予算について

⑵　各県提出議題について
　①新型コロナウイルス感染症対策に関する

研修会の実施状況について（佐賀）
　②学術講演会の開催について（佐賀）
　③令和３年度日歯生涯研修セミナー（講演・

ライブ配信）の担当県について（長崎）
　④まだコロナとの戦いは序盤に過ぎない

（大分）
　⑤コデンタルスタッフの人材育成における

新型コロナウイルス警戒下での対応につ
いて（大分）

　⑥新規導入された保険医療材料についての

学術情報について（大分）
　⑦学術講演会について（宮崎）
　⑧各県スポーツ歯科への取り組みについて

（宮崎）
　⑨「Eシステムの単位取得の意義」の会員

への説明・対応について（鹿児島）
　⑩ITについていけない世代への対応につ

いて（鹿児島）
　⑪新型コロナウイルスに関する新しい情報

の入手方法と共有について（沖縄）
　⑫新型コロナウイルス禍での講演会開催形

式について（沖縄）
　⑬コロナ禍における会員の単位取得の方法

について（熊本）
　⑭ネット環境が整っていない先生や高齢会

員に対する配慮（熊本）
　⑮口腔機能低下症を導入するにあたっての

講演会を行ったか（熊本）

⑶　日本歯科医師会への質問・要望について
　①E-learningでのテストの不合格時に、ど

こを間違えたのか分かりやすくしてほし
い（福岡）

　②日歯生涯研修セミナーのライブ配信での
トラブル対応について（佐賀）

　③コロナ禍での日歯生涯研修セミナー（講
演・ライブ配信）について（長崎）

九州各県担当者がWebにて参加

学術

開催県として全委員参加
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　④コロナ関係の報道について（大分）
　⑤E-systemを活用した施設基準の研修に

ついて（大分）
　⑥E-systemを活用した施設基準を網羅し

たパック研修ついて（宮崎）
　⑦生涯研修総合認定医の取得について（鹿

児島）
　⑧令和３年度の日歯生涯研修セミナーのサ

テライト配信について（鹿児島）

事前打合せにて確認する

　⑨E-systemを利用しての会員拡大におけ
る戦略について（沖縄）

　⑩E-systemを利用した日歯会員の一般投
票による日歯会長選挙は可能か（鹿児島）

　⑪歯科に関連する感染専門会議を設けてほ
しい（沖縄）

　⑫E-learningを用いての施設基準の単位取
得を今後も継続してほしい（熊本）

⑷　その他
　①新規導入された保険医療材料について。
　②学術と社保、各県情報を共有することの

必要性について。

　最後に、前田鹿児島県歯理事より次期開催
県のお知らせがあり、その後牛島専務理事の
閉会の挨拶があり午後５時に終了した。

（豊田 正仰）

　10月24日（土）令和３年度高校推薦・指定校推薦入学試験が

コロナ禍の中無事に終了しました。

　令和３年２月６日（土）一般一次・社会人一次入学試験を控

えておりますが、定員充足を懸念しております。会員の先生方

には、入学生募集ポスターの掲示、お知り合いの方への案内、

受験生の推薦を引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

学院だより
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　超高齢化社会の現在、基礎疾患をお持ちの患者さんが検査データを持参して
くる機会も少なくないと思います。皆様におかれましては、既に種々の資料を
ご参照のことと存じますが、今回は検査データについてまとめてみました。
　また基準値につきましては、共通の基準範囲を共有化しているようですが、
都道府県、各施設により若干のばらつきがある場合がありますので、ご了承の
ほどよろしくお願い致します。

学術
だより

検査項目 略称 標準値

赤血球数 RBC ♂412万～ 554万個/㎣
♀368万～ 491万個/㎣

酸素、炭酸ガスをはこぶ。多い時多
血症、少ない時貧血、出血を疑う。

白血球数 WBC 3,500 ～ 9,000個/㎣ 感染、炎症で増加し、血液疾患時に
数値が変動する。

ヘモグロビン（血色素量） Hb ♂13,6 ～ 17,4ｇ/㎗
♀11,3 ～ 15,1ｇ/㎗ 多血症で増加、貧血で減少。

ヘマトクリット（赤血球容量） Ht ♂41 ～ 51％
♀34 ～ 45％

血液中の血球容積の割合。多血症で
増加、貧血で減少。

血小板数 PLT 13,1万～ 36,5万個/㎣ 減少時に止血機能が低下。

平均赤血球数血色素量 MCH ♂29,2 ～ 35,3pg
♀27,4 ～ 33,8pg それぞれ平均赤血球のヘモグロビン

量、容積、ヘモグロビン濃度を表し
ます。赤血球数、ヘモグロビン量、
ヘマトクリット値と参照し貧血の種
類を調べます。

平均赤血球容積 MCV ♂87,2 ～ 104,2fl
♀83,3 ～ 100,3fl

平均赤血球血色素濃度 MCHC ♂32,0 ～ 35,0％
♀31,8 ～ 34,7％

生化学検査
検査項目 略称 標準値

アスパラギン酸トランスア
ミナーゼ AST（GOT） ～ 35IU/ℓ 体蛋白質の構成に関与する酵素。肝

機能の低下で値が上昇し、ASTのみ
の上昇の場合心筋梗塞が疑われる。アラニントランスアミナーゼ ALT（GPT） ～ 40IU/ℓ

アルカリホスファターゼ ALP 115 ～ 310IU/ℓ
肝臓、胆管、骨、腎臓、腸粘膜など
に存在する酵素。これらの器官の異
常時に上昇。

乳酸脱水素酵素 LDH 115 ～ 230IU/ℓ
肝臓、腎臓、心筋、骨格筋、脳に多
い酵素。これらの器官の異常時に上
昇。

クレアチニン CRE ♂0.6 ～ 1.1㎎ /㎗
♀0.5 ～ 0.9㎎ /㎗

CREは筋のエネルギー代謝から、
BUNは蛋白質代謝による腎臓から尿
に排泄される老廃物の一種。腎機能
の測定に用いる。尿素窒素 BUN 7 ～ 24㎎ /㎗

アミラーゼ AMY 43 ～ 116U/ℓ 膵臓、唾液腺の異常で上昇。

ガンマーグルタミールトラ
ンスペプチターゼ γ-GTP ♂～ 60IU/ℓ

♀～ 35IU/ℓ
肝臓、胆道に障害があると増加し、
脂肪肝やアルコール過剰摂取で上昇
する。

総ビリルビン T-Bil 0.2－～ 1.2㎎ /㎗ 血色素の分解による成分。肝障害の
状態や、黄疸のていどがわかる。

血清総蛋白 TP 6.5 ～ 8.3ｇ/㎗ 血液中の蛋白質の総和です。
血糖 GLU 空腹時70 ～ 109㎎ /㎗ 血液中のブドウ糖の値です。

ヘモグロビンA1c HbA1c 4.6 ～ 6.2%
血液中のブドウ糖と結合する血色
素。1 ～ 2Mの血糖コントロール状
況を評価。

尿酸 UA ♂4.0 ～ 7.0㎎ /㎗
♀2,5 ～ 7,0㎎ /㎗

高値の時、痛風、腎障害。慢性的高
値で動脈硬化の恐れ。

総コレステロール T-Cho 130 ～ 219㎎ /㎗ 生活習慣病の指標として測定。中性脂肪 TG 50 ～ 149㎎ /㎗

HDLコレステロール HDL-C ♂40 ～ 75㎎ /㎗
♀40 ～ 87㎎ /㎗

善玉コレステロール。血管壁に沈着
したコレステロールを排除。低いと
動脈硬化を促進。

LDLコレステロール LDL-C 70 ～ 139㎎ /㎗ 悪玉コレステロール。高いと動脈硬
化を促進する。

C反応性蛋白質試験 CRP 陰性（定性法）
0,5㎎ /㎗以下（定量法）

感染などにより炎症反応が生じると
出現する蛋白質を測定する。
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　現学校歯科担当理事の石井洋一会員からバ
トンタッチしました、南関町に開業して34年
の大林裕明です。石井会員から「豪快な話
を！」と言われましたが、地味な人生を送っ
ている私が豪快な話も無く、趣味と言っては
何ですが、少し真面目に学校歯科医としての
話を徒然なるままに書いてみます。私の母校

“南関町立第四小学校”の校医を始めたのが
昭和62年からだったと思います。当時は250
人前後の生徒数でした。私の小学校時代は
450人ほどの数でしたのであまりの少なさに驚
きと寂しさを感じた記憶があります。早速歯
科健診を行うことになり、診れば診るほどむ
し歯のオンパレード。文科省は「生きる力を
はぐくむ歯・口の健康づくり」を学校歯科保
健の謳い文句にしています。しかし、ここは
治外法権の場ではないかと思うくらい酷い状
態でした。先ずは子ども達のデンタルIQを高め
ないといけないと考え、早速うちのスタッフと
打合せをしました。学校からも歯科の講演を
お願いされ、これはチャンス！今の口腔内の
状態を子ども達にも先生達にも理解をして頂
こうと意気揚々と出向きました。全校生徒の
前で１時間の講義！生徒、先生ともに無関心
でほぼ全員が船を漕いでました。これではダ
メだと打ちひしがれ、それならばと、次の年
から低学年には紙芝居、中学年には歯のクイ
ズ形式、高学年には歯の役割講義を行い、そ
の後全員のブラッシングを３日間かけて行う
様にしました。当初学校側は渋々の受け入れ

でした。その後少しずつではありますが、校
長はじめ養護教諭も重い腰を上げてくれ、歯
の大切さを生徒一人一人や保護者の方々にも
浸透させていくことができました。しかし、
皆様も感じることが多いと思いますが、校長
先生、養護教諭、担任の先生では保健教育へ
の情熱に温度差が感じられる事もあります。
学校の先生方はずっと在籍される訳では無い
のに、私達は長年同じ学校の“校医”をしな
くてはなりません。転任や転出は我々にはあり
ません。その温度差に気付いた時に私は「自
分達校医をやってる側は生徒の為に保健教育
をやっているのだ」と当たり前を悟るまで随
分時間を要しました。私は今、日本学校歯科
医会の広報担当を仰せつかり、全国からの学
校歯科活動を記事にしてます。この新型コロ
ナ禍の中、頑張っている学校は沢山あります。
是非日学歯の広報誌・会誌をご覧くださいね。
　次は神奈川歯科大学時代からお付き合い頂
き40年を超えた大親友、山鹿の河原正明会員
にバトンタッチします。

リレー投稿
○47

　　　　「学校歯科医を継続する」

玉名郡市　大林 裕明　

10年以上前から一人一人口腔内写真を6年間記録として撮り続けている。 資料はスタッフの手作りです！

ブラッシング指導も一人一人
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会 務 報 告 自　令和２年８月21日
至　令和２年９月23日

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

８月21日 医療対策関係ヒアリング 椿副会長、永松常務理事
23日 【Web】社会歯科学会理事会（牛島歯科医院） 牛島専務理事
24日 感染対策打合せ（託麻台リハビリテーション病院） 牛島専務理事

25日

ユース行政書士法人との面談 伊藤会長、牛島専務理事
前野正春先生叙勲伝達式 伊藤会長他全役員
第16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）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼

【議　　題】
 （１）関係機関・団体への会費等の納入
 （２）令和２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」の助成金交付申請
 （３）令和４年度九地連公募研究事業のテーマ
 （４）令和２年度（第36回）新入会員研修会の日程
 （５）令和２年度第１回各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議の運営
 （６）コピー機の入れ替え（７）令和２年７月豪雨に伴う会費の免除

【協議事項】
 （１）感染防止対策教室の開催周知

伊藤会長他全役員【Web】工藤・馬場・
髙水間理事

27日 第143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 なりわい再建補助金説明会　華の荘（人吉） 伊藤会長、牛島専務理事、田原事務
局長

９月１日

第29回常務理事会
 （１）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼
 （２）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及び提

出協議題（３）令和２年度第１回各郡市歯科医師会会長・専務理事連絡会議
 （４）令和２年７月豪雨災害における歯科支援活動
 （５）令和２年７月豪雨災害における身元確認作業
 （６）新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金・感染拡大防止対策支援金に関するＱ

＆Ａ （７）歯科衛生士の業務範囲

伊藤会長他常務理事以上全役員

３日 九州財務局長来館 伊藤会長
９日 【Web】課題解決型高度医療人プログラム（診療所） 牛島専務理事
10日 月次監査　８月末会計現況監査 増田・水上監事

12日 【Web】九州各県専務理事連絡会議 牛島専務理事
なりわい再建補助金説明会（水俣・芦北、八代）（八代歯科医師会口腔保健センター） 田原事務局長

15日

第30回常務理事会
 （１）後援名義の使用依頼（２）定期発送物への同封依頼
 （３）令和３年度各委員会概算要求協議日程
 （４）第59回全日本学校歯科保健優良校表彰の推薦
 （５）会計サーバーのリース終了に伴う会計ソフト「公益大臣」・「給与じまん」等サーバー

機器の入替、データ改修（６）笑顔ヘルＣキャンペーン
 （７）令和２年度災害歯科保健医療体制研修会の受講者（８）県委託事業の実施

伊藤会長他常務理事以上全役員

17日 熊本県ＰＴＡ共済審査委員会（熊本県総合福祉センター） 牛島専務理事

学　　術

８月26日 【Web】都道府県学術担当理事連絡協議会（各所） 【自院】伊藤会長【県歯】馬場理事

９月８日
【Web】学術委員会（各診療所）
 （１）令和２年度九州各県学術担当者会について
 （２）歯周病対策プロジェクト講演会について（３）安心・安全歯科医師推進制度について

馬場理事、内野委員長他全委員

９月９日 【Web】第７回日歯学術委員会（各所） 【日歯】伊藤会長【県歯】馬場理事
23日 第３回国際渉外委員会（伊藤歯科医院） 伊藤会長

社会保険

８月26日 九州厚生局との打合せ　九州厚生局熊本事務所２名、県歯会４名 椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長

29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）近県歯会社保担当者会会議
 （４）九州各県社保担当者会議（５）報告事項と今後の目標

椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他13委員

９月12日 【Web】近県歯会社会保険担当者会議　担当県：香川県歯会
伊藤会長、椿副会長、舩津・野田理事、
桐野委員長、清水・橋本・園田副委
員長

地域保健

８月26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
28日 健康づくり推進協議会（パレア） 髙水間理事

９月16日 熊日との打合せ
 （１）笑顔ヘルＣ無料歯科相談・健診（２）協賛品 松本常務理事、髙水間理事

広　　報

８月24日 広報委員会
 （１）熊歯会報９月号　第２校校正 神﨑理事、秋山委員長他４委員

９月14日 広報委員会
 （１）熊歯会報10月号　第１校校正 神﨑理事、秋山委員長他全委員

17日 Ｔ１パーク担当者との企画打合せ
 （１）Ｔ１パークマガジン企画打合せ

伊藤会長、椿副会長、牛島専務、宇
治理事、工藤・神﨑・髙水間・石井
理事、秋山委員長

18日 広報委員会
 （１）熊歯会報10月号　第２校校正 神﨑理事、秋山委員長他全委員

学校歯科 ９月13日 【Web】令和２年度日学歯生涯研修「更新研修」（上野委員宅） 上野委員

医療対策

９月９日 医療相談 永松常務理事、椿理事、岡田委員長

18日 【Web】医療対策委員会
 （１）事例報告検討（２）理事報告

永松常務理事、椿理事、岡田委員長、
添田・町田副委員長、原田・犬束・
徳丸・河野委員【Web】松原・上村・
奥村委員
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所管 日付 摘要 出務者

センター・
介護

８月24日 高齢者の生活不活発病等予防啓発事業打合せ
 （１）体操内容確認（２）カレンダー掲載体操 松本常務理事

29日 高齢者の生活不活発病等予防啓発事業打合せ
 （１）体操予演会 松本常務理事

９月１日 県政テレビ「くまモンスマイルジャンプ」取材 松本常務理事、五島理事、太田副委
員長

13日 高齢者の生活不活発病等予防啓発事業ＴＶ・DVD撮影（KKT本社） 松本常務理事

16日 ステップバイステップ歯科健診・口腔清掃指導（ステップバイステップ（天草市））
　健診者数：７人 松本常務理事、藏本歯科医師他２名

厚生・医療
管理

８月28日

【Web】厚生・医療管理委員会（各診療所）
 （１）会員診療所の新型コロナウイルスの影響
 （２）オンライン資格確認とキャッシュレス化
 （３）歯科医師で行うPCR検査の是非（４）九州各県医療管理担当者会の協議題
 （５）医院承継と歯科衛生士マッチングシステム（６）医療管理だより
 （７）歯科衛生士学院の卒業生へのアンケート

宮井副会長、工藤理事、牧委員長他
全委員

９月５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）

８日 熊本市・上益城郡健康診断
９日 熊本市・上益城郡健康診断
10日 熊本市・上益城郡健康診断
11日 熊本市・上益城郡健康診断
16日 【Web】九州地域の医療機関における電波利用推進協議会（診療所） 工藤理事

医療連携

９月３日
回復期医科歯科連携事業打合せ
 （１）回復期医科歯科連携事業実績報告
 （２）今年度の回復期医科歯科連携事業案（３）今年度の委託事業スケジュール

牛島専務理事、宇治常務理事、三森
理事

８日 【Web】県がん診療連携協議会幹事会第45回相談支援・情報連携部会 宇治常務理事

14日
【web】医療連携委員会（各診療所）
 （１）がん患者医科歯科連携事業マニュアルの見直し
 （２）周術期等口腔機能管理の行い方とフローチャートについて

宇治常務理事、三森理事他全委員

学　　院

８月23日 学院体験入学Ⅲ　参加者：37人（学校校舎） 牧学院長、秋山副学院長
25日 第16回理事会 牧学院長

９月６日 学院体験入学Ⅳ　参加者：７人（学校校舎） 秋山副学院長
10日 学院体験入学（夜間Ⅰ）　参加者：３人（学校校舎） 牧学院長

国保組合
９月３日

第３回国保臨時理事会
 （１）規約の一部改正（案）
 （２）新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金規程の新設

伊藤理事長他全役員

19日
【書面議決】全協九州支部総会（長崎市）
【書面議決】九歯連役員会（長崎市）

　10月19日（月）、7月豪雨で被災者の救助や遺体確認などに尽力した人吉市の本会
員３人を含む14人の個人と企業・団体に県警本部長より、感謝状が贈られた。

辻　　信彦 会員
瀬戸　　弘 会員
湯本光一郎 会員

（順不同）
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この保険は新型コロナウイルスの感染時に災害入院・災害死亡で保障されます



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

（A. K）

　秋晴れの日の午後、久しぶりに熊本城
を散策した。
 各所にボランティアガイドが配置され、
笑顔で対応されている姿に、気持ちも暖
かくなった。
　ようやく県外からの修学旅行生も来熊
し、新設された特別見学通路上で自然と
挨拶を交わす私であった。
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よく言えば、インドア派。悪く言えば、ただの出不精なので、「自粛」と
言われても、さほど困惑はなかったが、時間が流れ季節が移り変わってく
ると、こんな私でも次第にモヤモヤを感じるようになってしまった。会報
のページ数でもお分かりの様に、講習会、イベント等の中止が続き寂しい
限りである。
夏前に知人から、メダカを20匹いただいた。元来、動物大好きで、犬猫
鳥etc色々飼ってきたがメダカは初めてだった。日に日に大きくなり、餌
をあげる時、はじめは逃げ回っていたが最近では、ゆっくり近づいて来て
くれるようになりなんとも愛おしく感じる瞬間で心の憂鬱をほぐしてくれ
る存在になった。
新しい生活様式に変化を求められるこの時期、だからこそ、心癒される
何かを見つけてみてはいかがでしょう？
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