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安心・安全歯科医療推進制度
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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）

　コロナ禍ではありますが、熊本歯科
衛生士専門学院戴帽式が予定通り挙行
されました。保護者、１年生の見守る
厳粛な中、２年生も真剣な面持ちで医
療人に向かって新たな誓いを立て、臨
床現場へと一歩を踏み出します。
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コロナ禍の中で

監事　増田 憲元

　今期監事を拝命致しました玉名市の増田です。
　一般社団法人での監事の職務は、会計、財産、業務の執行状況等を確認、監督する事が主
な仕事と理解し、野球で言えば審判に当たるものではと自分では認識しています。
　「浅学・非才」でありますが、自分の役割をしっかりと理解、認識し会の発展、会員の先
生方の為に頑張って職務に当たるつもりです。
　さて、昨年は新型コロナウイルスに明け暮れた大変な一年でありました。いまだに終息が
全く見えない状況が続いています。又、人吉・球磨地域を記録的な豪雨が襲い、多くの住民
の方々、多くの医療機関も被害に遭われました。いまだに復興途中であり、１日でも早い通
常の生活が再開される事を祈るばかりです。
　中国武漢で発生した新型コロナウイルスは一気に世界中に広がり、日本は現在第３波の襲
来、各地で感染が拡大している現状であります。人類の歴史は感染症との戦いの歴史と言わ
れています。また、人間と感染症の付き合いは非常に長く、過去にもその時代特有の感染症
が流行しました。そして人々はその都度大きな社会変化に適応してきました。歴史を振り返
ると感染症は必ず終息し、大きく社会が変化し進歩しています。
　今回の新型コロナについて専門家は一様に日本、欧米、他各国でも第２次世界大戦後、75
年の間に発生した最大の国難と捉えています。文献によると、近年の日本でパンデミックに
襲われ最も大きな被害を受けたのは1918年米国で発生が確認され、世界中で流行したイン
フルエンザです。日本では第１波、第２波、第３波と流行したと記されています。当時の感
染予防対策は、人との接触、即ち３密を避ける事やうがい、マスク、咳エチケット等、衛生
上の注意は今も当時も変わらないと記されています。
　当時の日本の人口は約5,700万人、うち感染者は約2,300万人、死亡者は約39万人に上っ
ています。世界では人口のおよそ３分の１が感染、死亡者は4,000万人以上でありました。
これまで人類を恐怖に落し入れたパンデミックは資料によると
　　　　　１位　ペスト（死者：約２億人、1347年～ 1351年）
　　　　　２位　天然痘（死者：約5,600万人、1520年）
　　　　　３位　スペイン風邪（死者：約4,000万人　1918年～ 1919年）
　天然痘を患った日本史の有名人といえば「独眼竜」の異名で知られている「伊達政宗」が
挙げられます。彼が右眼を失明したのは幼少期に患った天然痘が原因と言われ、当時の失明
の主な原因がこの天然痘であったようです。
　最後に、新型コロナウイルス感染拡大により我々は「新しい生活様式の対応」を求められ
感染リスクとの共存が新しい常識となりつつあります。人間の免疫力は寒さに弱いとも言わ
れていますが、これまで以上の感染予防対策が求められます。皆で頑張りましょう。



熊歯会報 Ｒ．３．３

― 4 ― ― 5 ―

熊歯会報 Ｈ.29.５

8

“堅実”に“粘り強く”

― 第21回理事会 ―
　１月26日（火）午後７時より県歯会館にて
伊藤会長、 牛島専務理事、宇治常務理事、増
田・水上監事、（Ｗｅｂ）左記以外全役員、
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

　新年明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願い申し上げます。さて、我々
の任期も残り５ヶ月となりました。以前より
お話ししていますが、我々の目的は、会員の
先生方への有益・確実な事業の遂行です。そ
して、事業を通して県民の皆様のために何が
できるかを考えねばなりませんし、そのこと
は必ずや会員の先生方へ恩恵をもたらすはず
です。そのためには、我々執行部が如何に組
織運営を行うかが重要です。それから会報
の巻頭言で申しましたが、本年の干支であ
る“丑”という動物は、古来より人々の暮ら
しと関わりが深い貴重な存在であり、“堅実”
や“粘り強さ”の象徴と言われています。本
年も変化の年になると思われますが、この変
化に順応すべく、各所管において熟慮して
“堅実”に事業を進め、“粘り強く”達成して
ほしいと考えます。またテレビ局からの取材
を受けるにあたり、各県歯科医師会のホーム
ページを見ましたところ、新型コロナ関連や
口腔ケアの重要性など、県民の皆様へ多くの
情報提供がされています。現在、広報委員会
で本会ホームページのリニューアルに取り組
んでいますが、情報提供の方法については各
所管で知恵を振り絞ってほしいと思います。
そして様々な研修会等が企画されています
が、研修会を行う企画屋ではいけませんので、
今後も会員の先生方や県民の皆様への的確な
情報提供が大切です。他県のホームページを
参考にしながら、各所管で堅実に事業を遂行
してください。任期最後まで会務運営に邁進
し、次期執行部に繋げたいので、引き続き皆
様のご協力を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：令和２年12
月18日～至：令和３年１月21日）

　本会総務：理事会、常務理事会、総合政策
推進プロジェクト会議

　社会保険：社会保険委員会
　地域保健：地域保健小委員会
　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：在宅歯科医療連携各郡市

担当者会
　医療連携：がん医科歯科連携登録医のため

の全国共通がん医科歯科連携講
習会

　学　　院：理事会、学院役職員会、学院運
営審議会

　以上、各担当役員より報告がなされた。
６．報告事項：
　１．熊本県歯科衛生士会の復興リハビリ
テーションセンター活動

　　　令和２年７月豪雨により被災した人
吉・球磨地区における県歯科衛生士会の
支援活動（口腔ケア関係の出前講座等）
の内容を報告した。

　２．母子保健サービスに関する情報提供へ
の要望

　　　厚労省からの母子保健サービスに関す
る情報提供が歯科にもされるよう本会か
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ら日歯へ要望を行った結果、日歯から厚
労省へ申し入れを行い、要望どおりに
なったことを報告した。

　３．11月末がん及び回復期の医科歯科連
携事業

　４．12月末会計現況
７．連絡事項：
　１．令和３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１名の入会を承認した。

　令和２年度入会状況（１月末累計）
第１種会員／９名　第２種会員／２名
第３種会員／３名　第４種会員／２医療機関
９．議題：
　１．事業企画書
　　◦歯科衛生士復職支援ホームページ作成
　　　委員会で再度検討して、理事会に再提

出する。
　２．関係機関・団体への会費等の納入【承

認】
　　◦熊本県日中協会 賛助金：１万円
　　◦がん征圧推進協力会員 会費：５千円

×４口＝２万円
　　　会費等の納入を承認した。
　３．県からの委託事業・補助事業の予算【承
認】

　　◦障がい児（者）口腔ケア事業
　　　事業の予算案を承認した。
　４．会員からの会費・共済互助負担金の減
免申請【承認】

　　　会員４名から申請があった会費・共済
互助負担金の免除を承認した。

　５．令和２年度臨時代議員会会務報告【承
認】

　　　各所管で確認して、修正箇所があれば
伝える。

　６．令和３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。

第１種
氏　　名 医療機関名 住　　　所 出身大学

出
で

口
ぐち

　亮
りょうへい

平 出口歯科医院 熊本市南区田井島2-2-36 福岡歯科大学

　７．令和３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。
　８．日歯臨時代議員会 「地区代表事前質問」
【承認】

　　　日歯福祉共済制度の見直しについての
質問を提出することを承認した。

　９．令和２年度第２回九地連協議会の各県
提出協議題に対する回答【承認】

　　　回答案を承認した。
　10．セルフチェック票と健診票の回収【承
認】

　　　回収方法を承認した。会員に協力をお
願いし、郵送代は会員の負担とする。

　11．安心・安全歯科医療推進制度の改変
　　【承認】
　　　医療安全や医療対策の研修を受講して
いること、新型コロナウイルス感染症対
策をクリアしていること等を達成基準に
して、今年４月１日から新制度を開始す
る。

10．協議事項：
　１．可搬式歯科用ユニットの寄贈
　　　寄贈の申し出があった可搬式歯科用ユ
ニット２台について、申し出を受けるこ
とを承認した。

11．監事講評：
　増田監事より「新型コロナウイルス感染症
のワクチン接種が国内でも開始される。接種
は個人の判断に委ねられるが、我々はこれま
で以上に感染症対策に留意して診療に臨まな
ければならない」、水上監事より「昨年はコ
ロナ禍で苦慮したが、執行部では十分対応さ
れたと思う。また、医療従事者慰労金と感染
拡大防止等支援金並びに追加支援分は是非、
全会員が申請を行ってほしい。」と述べられ
た。
12．閉会：椿副会長

（広報　神﨑 理子）
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― 熊本県歯科医師会 presentsミス・スマイルコンテスト2020表彰式 ―

総合政策プロジェクト報告
若年層への歯科啓発のために

　受賞された皆様、誠におめでとうございま
す。受賞者、エントリーされた全ての皆様の
笑顔はとても美しく、素晴らしく輝いていま
した。これからも素敵な笑顔で各方面にご活
躍されることを祈念いたします。また、受賞
者の皆様には今後の歯科医師会の活動や行事
にもご協力いただける事になっており、若年
層への歯科啓発の架け橋としての活躍が期待
されます。
　最後にこのプロジェクトを通して、協力頂
いた学生達にはたくさんの貴重なご意見で、
多くの気付きを頂きました。とても我々では
考えが及ばない貴重なプロジェクトとなりま
した。今回の経験を活かし、プロジェクトも
これで終わらせる事なく引き続き、より広く
県民に支持される、信頼される歯科医師会に
なるよう行動していきたいと思います。

（理事　石井 洋一）

　１月15日（金）県歯会館４階ホールにて、厳
重な感染拡大防止策を施した上で、上記表彰
式が挙行されました。昨年の熊歯会報12月
号にて高水間理事からの報告にありましたよ
うに、若年層への歯と口の健康啓発プロモー
ションとして、県内の大学生と複数回にわた
り意見交換を行なって来ました。今年度はコ
ロナ禍の影響で学生達も学園祭などイベント
もない状況で、学生達を巻き込み、何かを企
画して若年層への歯科啓発に繋がる事が出来
ないだろうかと話し合いを重ね、今回学生を
紹介して頂いた寺原自動車学校が発刊して
いる「T1パークマガジン」及びWebサイト
で「熊本県歯科医師会presentsミス・スマ
イルコンテスト2020」を開催することとな
りました。T1パークのWebサイトからスマ
イルコンテストのバナーをクリックすると県
歯ホームページにリンクされ投票出来る様に
なっており、多くの会員の皆様にも閲覧、投
票して頂いた事と思います。今回コンテスト
にエントリーして頂いた学生には、実際に本
会会員の診療所にてオーラルクリーニングな
どのリアル体験を行なってもらい、その体験
談や感想などをSNS（Instagram、Twitter
など）に投稿、発信してもらい歯科啓発活動
にも協力頂きました。
　さて、「熊本県歯科医師会presentsミス・
スマイルコンテスト2020」の結果発表です。

＜ミス・スマイル2020グランプリ＞
　髙橋愛望さん（熊本大学３年生）

＜ミス・スマイル2020準グランプリ＞
　松村友紀さん（熊本歯科衛生士専門学院１年生）

＜プリンセス・スマイル賞＞
　岩㟢鈴依さん（熊本大学４年生）

＜特別賞＞
　橋本晶子さん（九州看護福祉大学２年生）

伊藤会長と笑顔がきれいな受賞者の皆さん

クリスタルトロフィーを手にスマイルの面々。
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　ある日突然、吉井裕二会員からバトンとい
う素敵なプレゼントを頂きました。なにを書
こうかと悩んでいると、〆切りが迫ってきま
した。今回は若干の自己紹介を含め心に残っ
た“恩師の格言”を列記します。
 （卒業直後、直ぐに小児歯科の大学院生で入
局しました。動機は綺麗な先生に誘われたか
らです。大変面倒見の良い先生でした。）

＜先輩医局員の格言＞
◦新人は朝、誰よりも早く医局へ来なさい。
そして窓開け、空気の入替え、テーブルを
拭いて、コーヒーをつくりなさい。←喜ん
で！

◦子供の気持ちを解ろうとしなければ、患者
配当は絶対にしない、まず子供と話せるよ
うになりなさい。←根幹です。

◦子供は泣かせて帰してはならない。トラウ
マになる。最後は落ち着かせて帰しなさい。
←子供は嫌な記憶はず～っと残ります。

◦えっ、まだ20時でしょ？もう帰るの？←涙…。
◦大学院はきちんと４年で卒業する事、留年
すると医局のみんなが恥かきます。←緊張
感を持って過ごせました。でも医局の先生
方から支えて頂き４年で卒業できました。

　その後、歯科理工学へ移籍、教員していま
した。当時の講座員は私も含めてわずか５人、
しかも歯科医師は私だけでした。すごく居心
地が良く長居しました。

＜理工学上司の格言＞
◦歯科大学の役割は臨床・研究・教育がある。
最も大事なのは教育だ。←もっともです。
◦学生の親御さんの気持ちを第一に考えろ。
子弟を預かった以上、一人残らず国試合格
させるんだ。←熱意はありました。
◦独身のうちが貯金できるよ。
◦教員より学生の方が金持ちだよね…。←事
例多数
◦若いうちは二頭追いなさい。そうすると三
頭得られる。
◦ウラをかくことは必要だ。しかしウラのウ
ラをかこうとすると、結局オモテになる。
◦全ての事象を疑え。例えば信号だ。青信号
は青ではない、緑だ。違うか？

＜代診時代、院長の格言＞
◦補綴の評価はセット当日でも、補管切れの
２年後でもない。５年以上先だ。患者の10
年先の状態を推察して補綴設計をしなさい。
◦俺は今日、一人も診らん、すべて任せた。←
気を遣わなくて良いので逆にありがたい！
◦撤退する勇気を持て！抜けない歯は２回法
にしろ。次はすんなり抜ける。
◦みてさっする（診て察する）のが診察だ。
削るのが診察ではない。
とまぁ色々と…、今振り返るとありがたい格
言でした。恩師に恥ずかしくない仕事をしよ
うと奮闘中です。次号は、私が心から敬愛し
ている南阿蘇の田村尚子会員です。

リレー投稿
○51

　　恩師の格言

熊本市　何　陽介　

理工時代、左は走査型電子顕微鏡です。子供のように夢中でした

理工の恩師とともに



熊歯会報 Ｒ．３．３

― 8 ― ― 9 ―

会 務 報 告 自　令和２年12月18日
至　令和３年１月21日

所管 日付 摘要 出務者

総　　務

12月21日 【Web】総合政策推進プロジェクト会議　歯周病プロジェクト
伊藤会長、牛島専務理事、熊本市・
東会員、菊池郡市・林会員【Web】
椿・宮井副会長、永松・宇治常務理
事、馬場・髙水間理事

22日

【Web】第20回理事会
【承認事項】
 （１）関係機関・団体からの役員等の推薦依頼（２）後援名義の使用依頼
【議　題】
 （１）関係機関・団体への会費等の納入（２）肥後銀行の諸手数料
 （３）熊本県歯科医師会への補助　ほか
【協議事項】
 （１）火災保険（什器分）の更新
 （２）第73回九州歯科医学大会in熊本、厚生行事の運営方針

伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務
理事、増田・水上監事【Web】上記
他全役員

24日
前川県連会長との対談（自民党県連） 伊藤会長、牛島専務理事
第147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
栄養士職能向上研修（講師）（ウエルパルくまもと） 牛島専務理事

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
出

（デグチ　リョウヘイ）
口　亮平

熊本市南区田井島2-2-36

出口歯科医院

①根管治療やスタッフ教育です。
②地域の患者さんに愛される歯科医院
③写真でしっかり説明
④経営、技術、コミュニケーションを総合的

に高めていきたいです。

ご　訃　報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

髙崎　敬正 先生
令和３年２月２日　ご逝去　102歳

◦郡　市　名：熊本市
◦入会年月日：昭和19年７月13日
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所管 日付 摘要 出務者

総　　務

28日 仕事納め式 伊藤会長、牛島専務理事
歯科用品商へ感謝状贈呈 伊藤会長、牛島専務理事

１月４日 仕事始め式 伊藤会長、牛島専務理事
年始挨拶（県庁） 伊藤会長、牛島専務理事

５日
第37回常務理事会
 （１）新入会員の承認（２）オンライン資格確認の周知
 （３）令和２年度第２会九地連協議会の提出協議題　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

12日 国保高齢者医療課来館　コンソーシアム説明 伊藤会長、牛島専務理事
令和３年度打合せ 牛島専務理事、宇治常務理事

13日
【Web】第831回支払基金幹事会（伊藤歯科医院） 伊藤会長
スマイルコンテスト表彰式事前打合せ 髙水間理事
Ｒ３年度予算打合せ　Ｒ３年度予算打合せ 宇治常務理事

14日 月次監査　12月末現況監査 増田・水上監事

15日 スマイルコンテスト2020表彰式 伊藤会長、髙水間・石井理事、秋山
副学院長

災害時歯科保健医療提供体制整備事業打合せ 牛島専務理事
16日 【Web】九州各県専務理事連絡会議 牛島専務理事

18日
【Web】災害時歯科医療供給体制検討会（各診療所） 宮井副会長、牛島専務理事、永松・

宇治常務理事
【Web】Ｔ１パークマガジンの校正打合せ（診療所）
 （１）Ｔ１パークマガジン２月号校正 髙水間理事

19日
【Web】第38回常務理事会
 （１）事業企画書（２）関係機関・団体への会費等の納入
 （３）県からの委託事業・補助事業の予算　ほか

伊藤会長、宮井副会長、牛島専務理
事、 松本・宇治常務理事【Web】椿
副会長、永松常務理事

20日 県医療審議会（県庁801会議室） 伊藤会長
21日 第24回日歯理事会（日歯会館） 伊藤会長

学　　術 １月13日 【Web】第３回日歯スポーツ歯科委員会（伊藤歯科医院） 伊藤会長
15日 【Web】日歯歯学教育評価試行評価者研修セミナー（診療所） 馬場理事

社会保険 12月26日
社会保険個別相談会　相談者：１人 舩津理事他５委員
社会保険委員会
 （１）会員向け発行物（２）個別指導立会者、個別相談対応（３）報告事項と今後の日程

椿副会長、舩津・野田理事、桐野委
員長他13委員【内Web １人】

１月14日 保険個別指導（KKRホテル熊本） 橋本副委員長

地域保健
12月18日 地域保健小委員会

 （１）後期高齢者歯科健診票新様式・マニュアル・Ｑ＆Ａ（２）介護者歯科実技研修会
長野理事、郷原委員長他４委員
【Web】松本常務理事

１月16日 【Web】第１回介護者歯科実技研修会リハーサル　講師：大野友久先生 松本常務理事、長野理事、赤尾副委
員長、伊藤委員

広　　報
１月13日 広報委員会

 （１）熊歯会報２月号　第１校目校正 神㟢理事、秋山委員長他４委員

21日 【Web】広報委員会
 （１）熊歯会報２月号　第２校目校正

神㟢理事、秋山委員長、高崎副委員
長【Web】他全委員

学校歯科 12月18日
学校歯科委員会
 （１）熊本歯科衛生士専門学院と学校歯科委員会の連携事業（２）令和２年度県委託事業
 （３）各郡市学校歯科担当者会議　ほか

宮井副会長、石井理事、高田委員長
他全委員

25日 県スポーツ協会メディカルチェック（至26日）（熊本市医師会ヘルスケアセンター） 宮井副会長

医療対策 １月20日 医療対策委員会
 （１）事例報告検討（２）緊急時の医療安全体系について（３）理事報告

永松常務理事、椿理事、他上村委員
を除く全委員

センター・
介護

12月26日
令和２年度在宅歯科医療連携各郡市担当者会
 （１）モデル地域における在宅歯科医療の取り組み（２）モデル地域選出
 （３）次回の担当者会日程・内容

牛島専務理事、宇治常務理事、松本
常務理事、五島理事、長野理事他14
名

１月13日
モデル地域打合せ
 （１）阿蘇郡市・下益城郡歯科医師会の在宅歯科医療連携の取り組み及び抱える問題点
 （２）菊池郡市・八代歯科医師会今年度以降の活動

松本常務理事、五島理事、長野理事、
我那覇委員長、太田副委員長

19日 第17回県在宅医療連携体制検討協議会（県医師会館） 松本常務理事
県在宅医療連合会（県医師会館） 松本常務理事

21日 【Web】センター・介護委員会（各診療所）
 （１）在宅歯科医療連携研修会

松本常務理事、五島理事、我那覇委
員長、太田副委員長

医療連携

12月20日 第１回がん医科歯科連携登録医のための全国共通がん医科歯科連携講習会　受講者：13人 宇治常務理事、三森理事、吉武副委
員長

21日
【Web】医療連携委員会（各診療所）
 （１）次回委員会内容（２）糖尿病・歯周病医療連携研修会・検討会
 （３）がん医科歯科病診連携発展事業研修会　ほか

宇治常務理事、三森理事、太田委員
長、吉武副委員長他４人

１月14日
医療連携委員会
 （１）糖尿病・歯周病医療連携研修会接続確認（２）今後の各種研修会出務及び役割分担
 （３）がん連携冊子

宇治常務理事、三森理事、太田委員
長、吉武副委員長

学　　院

12月18日 学校歯科委員会との連携企画打合せ 牧学院長、秋山・弘中副学院長
22日 【Web】第20回理事会 【Web】牧学院長

１月12日 第３回学院役職員会（学院校舎） 牧学院長、秋山・弘中副学院長、正
清教務部長

20日 【Web】第３回学院運営審議会
伊藤会長、 牧学院長、 宮井・椿副会
長、牛島専務理事、宇治常務理事、
秋山・弘中副学院長、正清教務部長

国保組合 １月16日
【Web】九歯連役員会 上野副理事長
【Web】九歯連協議会 上野副理事長、桑田常務理事他３人
【Web】九州各県国保事務担当者連絡会 国保課３人



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）

　コロナ禍ではありますが、熊本歯科
衛生士専門学院戴帽式が予定通り挙行
されました。保護者、１年生の見守る
厳粛な中、２年生も真剣な面持ちで医
療人に向かって新たな誓いを立て、臨
床現場へと一歩を踏み出します。
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