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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

（T. M）

　熊本県野外劇場アスペクタの隣にある、
南阿蘇桜公園の広大な敷地に河津桜やソメ
イヨシノなど約6700本の桜が咲き誇ってい
ます。
　例年、桜の見頃に合わせて家族揃って楽
しめるイベントの「貞春桜まつり」も開催
される、南阿蘇の隠れた桜の名所です。
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今後の歯科医療

監事　水上 正太

　我が国では2025年には、いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者になり、
2040年にかけては「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化していくと推測
され若者1．5人が１人の高齢者を支える時代を迎えることとなります。
　もともと医療と経済は切っても切れない関係にあり歯科経営基盤が危ういと、勉学や趣味、
ボランティア活動どころではなくなってしまいます。2008年に日本の労働人口はピークア
ウトとなり、GNPは今まで通り右肩上がりは望めそうにありません。急激な経済衰退を防
ぐために我が国では、女性の社会進出、高齢者への労働力に頼ることにより、今はソフトラ
ンディングで経済衰退に移行していると思われます。
　2040年を見据えた場合、２次医療圏や市町村を単位として、人口当たりの歯科診療所数
や歯科訪問診療実施数および歯科標榜の機能なども考慮する必要があります。当然ながら、
すでに高齢化が進んでいる地域と2040年までに急速に高齢化が進む地域があり、その地域
に存在する歯科医療提供体制などさまざまな因子を考慮する必要もあります。高齢化は地域
住民の人口構成のみの問題ではなく、地域における歯科医療の確保の観点からは、歯科医療
機関の継承問題等も非常に重要になります。
　人口減少による今後の受診患者数は、平成26年時点の歯科診療所受診率のまま推移する
と仮定すると、2045年で10．8％の減少、 2065年時点では25．2％減少すると推測されます。つ
まり今後の人口減少に伴い歯科診療所患者数も大きな減少が見込まれているのです。ただし
2045年頃までは65歳以上の患者数については増加していくと予測されます。
　歯科医療は歯科医療費の95％強を歯科診療所で提供しています。ほとんどが外来におけ
る歯科医療が主体となっており、受診率は、 歯科では70歳～ 74歳をピークに減少していま
す。一方医科では外来も80歳～ 84歳をピークに同様に減少していますが、その受け皿とし
て入院や施設等への入所が考えられます。病院において歯科標榜をしているのは、全国で２
割であるという現状の中、歯科診療所への通院ができなくなる時点で、高齢者の受診機会は
失われている可能性が高いと言えます。歯科診療所の歯科訪問診療を加味しても、受診率の
ピークは70歳～ 79歳へと高年齢化しているものの、80歳以降低下する傾向は同様であり、
今後の歯科医療を構築するにはそのあたりを考えなければならないでしょう。
　歯科の現状は厳しいものがありますが、特に若い先生方には「備えあれば憂いなし」とい
うことわざがあるように、少々無理をしてもこれから先の人生設計を考えて若い時から、年
金、保険等には加入して将来に向けて準備されておいた方が良いと思われます。



熊歯会報 Ｒ．３．４

― 4 ― ― 5 ―

熊歯会報 Ｈ.29.５

8

情報発信ができるよう想像力豊かに

― 第22回理事会 ―
　２月22日（月）午後７時より県歯会館にて
伊藤会長他野田理事を除く全役員、牧学院長、
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

　本日は臨時代議員会の議題があり、正副議
長にはお忙しい中ご出席いただきまして誠に
ありがとうございます。さて、新型コロナウ
イルスについては今後も歯科治療を通じた感
染者を出さない、クラスターを発生させない
ことが重要です。会員の皆様には引き続き感
染予防対策の徹底へのご協力をお願いしてい
きますし、それが本会の役割であると思いま
す。先日、県医療・保健・福祉連携学会が開
催されましたが、今回感じたことは、医科の
方は例えばオーラルフレイルといった歯科の
ことをあまりご存じないということです。そ
して我々がやるべき事は、情報発信と情報収
集、各医療機関との連携体制の構築だという
ことです。例えば、医師や看護師の方が患者
さんへ「最近、歯科を受診しましたか。歯は
大切ですよ。」と一言あるだけで状況は変わ
ります。さらに蒲島知事が「熊本県の健康長
寿は歯から」と言うように、医保福が連携し
て県民の健康を築きたいと思います。また、
本日の協議事項は各委員会の対外広報につい
てですが、メディアや行政との繋がりを大切
にすることが県民のための施策へとつながり
ます。また、私が就任当初に「お・ま・じ・
ない」「そう・じっこう・か」の話をしまし
たが、負ける組織とは、思い込み・慢心があ
り、情報収集・発信ができない組織です。で
きる組織とは、創造力・実行力・解決力があ
る組織です。情報発信すべきことがないかを
お考えください。それが県民の健康へとつな
がり、延いては会員のためになります。我々
もしっかり議論できる会議にしたいので、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３年１
月22日～至：令和３年２月18日）

　本会総務：理事会、常務理事会、各郡市会
長・専務理事連絡会議、災害歯
科保健医療強化研修会

　学　　術：安心・安全歯科医療推進制度運
営委員会

　社会保険：社会保険委員会
　地域保健：地域保健委員会
　広　　報：『熊歯会報』３月号の校正
　学校歯科：各郡市学校歯科担当者会議
　医療対策：医療相談・苦情事例報告
　センター・介護：在宅歯科医療研修会
　厚生・医療管理：オンライン資格確認セミ

ナー
　医療連携：糖尿病・歯周病医療連携研修会
　学　　院：学院戴帽式、学院教務委員会
　国保組合：国保理事会
　事 業 課：人事労務対策セミナー
　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
　　◦川嶋 龍一　会員（第３種／菊池郡市

／国立療養所菊池恵楓園 歯科）令和
３年３月31日　退職のため

　　◦髙崎 敬正　会員（終身／熊本市／高
崎歯科医院（閉院））令和３年２月２
日　逝去　102歳

　　◦飽田 詩織　会員（第３種／熊本市／
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熊本パール総合歯科・矯正歯科・こど
も歯科クリニック大江院）　令和３年
２月２日　退職のため

　２．超ビジネス保険感染症補償特約
　　　東京海上日動より販売開始された超ビ
ジネス保険休業補償（感染症補償特約）
を２月の定期発送物で会員へ案内するこ
とを報告した。

　３．第73回九州歯科医学大会のチラシ
　　　市民公開講座のオンライン聴講を追加
したチラシを報告した。

　４．令和３年度会報・ニュースレターの発
送予定日

　　　会報・ニュースレターの発送予定日を
報告した。

　５．救急薬品管理変更の要望
　　　救急薬品についてユーケイデンタルよ
り、薬品の期限管理と注文を歯科医院で
お願いしたいと要望があり、今後はこの
販売方法になることを報告した。

　６．可搬式歯科用ユニットの寄贈
　　　寄贈された可搬式歯科用ユニット２台
について、機器の詳細と菊池郡市・八代
で保管することを報告した。

　７．生活不活発病予防啓発DVDの各郡市
への配布

　　　生活不活発病予防啓発DVDを各郡市
へ配布することを報告した。

　８．12月末がん及び回復期の医科歯科連携
事業

　９．１月末会計現況
７．連絡事項：
　１．令和３年３月行事予定
８．承認事項：
９．議題：
　１．令和２年度第32回中規模県歯科医師
会連合会の各県提出協議題に対する回答
【承認】

　　　各県提出協議題への回答を承認した。
　２．災害時対策・警察歯科総合検討会議委
員【承認】

　　　検討会議の委員及び方針を承認した。
　３．県からの委託事業・補助事業の予算
　　【承認】
　　◦災害歯科保健医療研修強化事業

　　◦災害時歯科保健医療提供体制整備事業
委託事業・補助事業の予算を承認した。

　４．令和３年度熊本県歯科医師会会計収支
予算書（案）【承認】

　　　令和３年度会計収支予算書（案）を承
認した。

　５．令和２年度熊本県歯科医師会会計収支
補正予算（案）【承認】

　　　令和２年度会計収支補正予算（案）を
承認した。

　６．令和２年度臨時代議員会日程資料【承
認】

　　　日程資料を承認した。
　７．令和２年度臨時代議員会会務報告【承
認】

　　会務報告を承認した。
　８．令和２年度臨時代議員会タイムスケ
ジュール【承認】

　　　タイムスケジュールを承認した。
　９．安心・安全歯科医療推進制度の基準
　　【承認】
　　　今年度は会員の十分な感染対策によっ
て会員診療所でクラスターが発生してい
ないことから、全会員へ達成証を送付す
ること、次年度より新基準に基づき、達
成者へ達成証を自動的に送付することを
承認した。

10．協議事項：
　１．各委員会の対外広報
　　　各委員会の対外広報の在り方や進め方
について、役員一人ずつから意見を聞い
た。

11．監事講評：
　増田監事より「県民の皆様への正確な情報
提供は我々の重要な使命であると考える。ま
た、新型コロナのワクチン接種開始により明
るい兆しが見えてきたが、今後も感染予防対
策に努める必要性を感じている。」、水上監事
より「学院入学者の定員割れ問題については、
歯科衛生士の役割をもっと周知してほしいと
思う。また、本会の定期預金で銀行に預ける
よりも、当面使わないお金を県債や国債購入
に充ててはどうか。」と述べられた。
12．閉会：宮井副会長

（広報　神﨑 理子）
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口の終いを考える

― 在宅歯科医療研修会 ―

　２月５日（金）と２月12日（金）午後７時
30分より県歯会館にて全２回の標記研修会が
感染防止対策のためWeb研修会として開催さ
れた。会場・Webの参加者は50人であった。
５日は「外来診療から始まる訪問診療」、12
日は「訪問診療における口腔機能評価」とい
う演題で講師に日本歯科大学大学院生命歯学
研究科臨床口腔機能学教授で口腔リハビリ
テーション多摩クリニックの菊谷武院長をお
招きして開催された。５日は太田副委員長、
12日は我那覇委員長の司会進行のもと伊藤
会長の挨拶後開催された。
　１回目は入門編で訪問診療への関わり方を
分かりやすく説明頂いた。フレイルとは加齢
と共に心身の活力（運動機能や認知機能等）
が低下し、複数の慢性疾患が起こり、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
可能な状態像である（日本老年医学会）。正
しい歯科医療を患者さんの状態状況に応じて
適切に介入・支援をしていくことは、これか
らの超高齢社会にとって大事である。高齢者
の多くが「フレイル」の状態を経て要介護状
態になるのである。通院時から、患者の老い
方や状況に合わせながら先を見据えた治療の
仕方ももっと考えなければと実感した。高齢
者の咀嚼障害には器質性と運動障害性とがあ
り、今までは器質性の咀嚼障害へ目が行きが
ちであったが、全身疾患と合わせて運動障害
性へも意識して目を向けなければと感じた。
また骨格筋の減少、筋力の低下を主徴とする
サルコペニアは、舌の萎縮咀嚼機能の顎口腔
系嚥下機能にも及ぶので菊谷教授の診療室に
は体重計も置かれていて変化を観察されてい
るとのことだった。訪問診療の対象者は⑴身
体的・健康上の理由により通院が困難である
者⑵診療を実施するにあたり生活環境での対
応が必要またはそれにより高い効果が望める
と判断される者である。訪問診療には根拠が
必要である。
　２回目は訪問診療における口腔機能評価を
テーマに訪問診療での治療方針の立て方、食
形態の取り方、診療時の注意点等の臨床に即

した内容であった。治療方針では、一口腔単
位で、全身疾患や自立度運動障害の状態等を
考慮して、介護負担も考える。興味深かった
のが、在宅診療の申込みがあった76人の歯科
医院への最終受診から訪問受診に至るまでに要
した年数を取ったデータで、３人に１人は受
診に至るまで5年以上要していた。その移行
する時期への考慮として⑴動揺の悪化が予測
される歯、保存困難な歯は抜歯も考慮、残根
もなるべく抜歯する⑵複雑な形態の補綴物は
避ける⑶介助でのケアが楽に出来るかを考え
る。治療の最終形は口腔ケアがしやすい口腔
内にする事であり、口腔内の状態を本人・家
族に伝え、人生の最終段階で口がリスクにな
らないようにしアウトカムをリスクの低減と
することでするべき治療が見えてくる。これ
からの超高齢者社会に求められる歯科医療と
は、健康長寿を支える歯科医療（多くの患者
が咀嚼障害・嚥下障害を有しながら暮らして
いる）不健康長寿を支える歯科医療（たとえ
重症な咀嚼障害・嚥下障害を有していても、
美味しく食事ができるように支える）である。
菊谷教授のメッセージは「口の終いを考える」
というものであった。
　荒れ果てた口腔内に対して今の歯科医療は
実に冷たく、見て見ぬふりを続ける。残して
しまった天然歯、施術したインプラントが歯
科の手を離れ、大介護時代に漂流する。歯科
が見放さないうちに我々は何が出来るだろう
か？

（本田 壮一郎）

２回に渡りWebにて配信

センター・介護
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周病について動物園のカピバラの死因が歯周
病であったというニュースも交えて解説され
た。続いて、糖尿病と歯周病の関わりについ
て述べられ、歯周病の悪化に伴い、インスリ
ン抵抗性が亢進し、血糖コントロール不良を
招くこと、また、糖尿病に罹患することによ
り、唾液分泌量低下、創傷治癒不全、易感染
性、歯肉の細少血管障害が起こり、歯周病の
悪化を招くことを報告され、糖尿病と歯周病
の病態は密接に関連していると述べられた。
　次に、糖尿病患者における医科歯科連携に
ついて、症例を提示し、実際の医科との情報
のやり取りを紹介され、医科と歯科が協働で
それぞれの治療に取組むことが重要であるこ
とを強調され、医科に対してのメッセージと
して、ぜひ糖尿病患者へ歯科受診を積極的に
促してほしいと訴えられた。
　今回、医療連携委員会では初のWebでの
講演会であったが、事前の打合せやシミュ
レーションのおかげで大きなトラブルもな
く、スムーズに開催することができた。
　聴講申込み者は約80人ということであっ
たが、今後さらに糖尿病医科歯科連携が推進
され、歯周病治療の必要性が医科や患者へ
もっと認知されることを期待する。

（片山 泰紀）

熊歯会報 Ｈ.29.５

12

糖尿病患者へ歯科受診を積極的に

― 糖尿病・歯周病医療連携研修会 ―

　２月８日（月）午後７時より標記研修会が
ヘル歯―元気8020支援事業としてWebで開
催された。今回は２人の講師をお招きした。
講演Ⅰとして「糖尿病の基礎知識と最近の話
題」の演題で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
授の講演が行われた。

　はじめに、糖尿病の基礎知識として、定義
や病態の紹介のあと、合併症の解説があっ
た。糖尿病患者にみられる慢性合併症は大き
く「細少血管合併症」と「大血管合併症」の
２つに分類され、細小血管合併症には三大合
併症（網膜症・腎症・神経障害）のほか、歯
周病等も含まれているとのことであった。治
療については、食事療法と運動療法が基本で、
たとえ薬物療法を行っているとしても、食事
療法は必須であるとのことであった。第56
回日本糖尿病学会年次学術集会で設定され
た、合併症予防のための血糖コントロール目
標をHbA1c7.0%未満とする「熊本宣言2013」
を紹介された。最後に、医療連携として「DM
熊友パス」の解説があり、約30分の講演が
終了した。
　続いて、講演Ⅱとして「糖尿病と歯周病の
関係性について」と題して伊東歯科口腔病院 
総合歯科診療部長で医療連携委員でもある吉
武義泰副委員長の講演が行われた。まず、歯

吉武副委員長より医科歯科連携の説明

糖尿病との関係性を説明する古川准教授
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入することを目的として国からの委託事業と
して行っている後期高齢者歯科口腔健診事業
を紹介した。紹介の中で、摂食・咀嚼・嚥下
の専門として、外来・訪問を通じ、患者が健
全なうちから、老年期への備えをすること
が歯科のあるべき姿であり、 今後フレイル・
オーラルフレイルを見逃さず、要支援・要介
護への進行の予防を行う必要があり、そのた
めの歯科受診そしてオーラルフレイルのスク
リーニングとしての後期高齢者歯科口腔健診
が重要であるが、この健診の受診率は平成
30年度で1．45％と低く、このための広報周
知が必要であることも強調された。
　この学会は県内の医師会、歯科医師会、薬
剤師会はじめ歯科衛生士会、歯科技工士会、
看護協会など21の医療・保健・福祉団体で
構成されている。今回のテーマにもあるよう
に、人生の最終段階における医療・介護・予
防・住まい・生活支援の在り方等について多
職種間の連携が必要とされており、この学会
を通して一層の連携強化に努めるよう求めら
れた。また、オーラルフレイルの概念がまだ
まだ他職種に認知されておらず、健診事業と
ともに周知の必要性を再認識した。

（理事　三森 康弘）

熊歯会報 Ｈ.29.５
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後期高齢者歯科口腔健診事業と

オーラルフレイルについて

― 第13回　熊本県医療・保健・福祉連携学会 ―

　２月14日（日）午後１時より標記学会が県
医師会館にて開催された。新型コロナウイル
ス感染症の拡大に伴い、県独自の緊急事態宣
言が出されている中で感染防止対策をとって
の開催となった。
　メインテーマは「くまもとの医療・保健・
福祉のネットワーク　住み慣れた地域で、高
齢期を自分らしく生きて最終段階を迎える
ために～共に、どう寄り添っていくか～」で
開催された。また、社会福祉法人慈愛園の潮
谷義子理事長の特別講演「人生100年時代は
他人事…？～これからの生き方・挑戦の意欲
～」、熊本大学大学院生命科学研究部生命倫
理学講座の門岡康弘教授の基調講演「人生
の最終段階をよく生きるためのアドバンス・
ケア・プランニング（人生会議）：概念と実
践」に続き、合同分科会がテーマ①「高齢者
が地域で自分らしく生きていくための健康づ
くり、疾病予防」、テーマ②「地域で、在宅
で受けられる医療や介護」、テーマ③「施設、
在宅での看取り～医療者・介護者の寄り添い
～」の３つのテーマについて開催され、関係
各団体より講演があった。
　テーマ①において、県歯より長野靖弘地域
保健担当理事が「後期高齢者歯科口腔健診事
業とオーラルフレイルについて」の演題で講
演された。講演ではオーラルフレイルの概念
の説明に始まり、心身機能と口腔機能が密接
に関係し、社会的・心理的フレイル（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）へと移行する事を説明された。
　健康寿命の延伸、生活の質の向上を保つた
めには、このオーラルフレイルの予防が大き
な効果があり、オーラルフレイルの状態にあ
るか否かをスクリーニングし、早期に予防介

新型コロナの感染対策を講じて開催
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管理の不要な患者はほとんどいない。医師側
としては、誤嚥性肺炎の予防、手術部の感染
予防、手術前後の歯の破折・誤飲防止、術前
後の栄養摂取（咀嚼能力の増大）、在院日数・
抗菌薬の使用を減らすことを周管に期待して
いる。
　紹介患者の管理については、周術期口腔機
能管理料の300点を算定し術前の治療・口腔
管理、術後の治療・口腔管理を行い、継続し
てメインテナンスや治療を行う。術後の歯科
受診が必要であることを患者にあらかじめ説
明しておくことが重要である。がん治療は長
期化することから、歯科でも長期的に口腔機
能を管理する必要がある。
　周管の目的は口腔管理であり、月に１度は
定期的に診ること、症状が無くても予防も含
めた管理が重要であり、途切れないように注
意する必要がある。
　経口摂取ができることはがん治療にとって
重要であること、がん治療前からの予防的な
口腔機能管理は口腔トラブルを防ぐために有
用であること、多職種連携チームの一員とし
て役割を果たす必要があることをまとめとし
て述べられた。最後に三森理事の閉会の挨拶
にて閉会となった。

（近藤 俊輔）

熊歯会報 Ｈ.29.５
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正しく管理と算定を

― がん診療医科歯科病診連携発展事業研修会 ―

　２月21日（日）午前10時より県歯会館にて
標記研修会が行われた（対面、web配信）。
伊藤会長の挨拶後、国立病院機構熊本医療セ
ンター歯科口腔外科部長の中島健先生よりご
講演頂いた。
　がん治療は日進月歩であり、現在はがんと
診断されるとすぐに緩和ケアが開始されるよ
うになっている。2012年から周術期口腔機
能管理（周管）が導入されたが、他職種が協
力して行う口腔ケアと、専門家が行う口腔衛
生管理・口腔機能管理に分けられる。2010
年から、がん治療にNST（栄養サポートチー
ム）加算が開始され、歯科医師加算は2018
年に50点→80点へ増点されている。患者の
栄養状態の改善が、合併症や症状の軽減、治
療成績の向上、QOLの向上、在院日数の減
少につながり、栄養の管理には歯科医師の介
入が必須であると述べられた。
　医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・栄
養士・セラピスト・心理療法士等のチーム医
療で、がん周術期を支えることが重要である
が、特に歯科の役割は「口のせいで食べられ
ない」「口のせいでがん治療ができない」と
言われることが無いよう、歯科での予防から
全力で行うことである。近年のがん患者の増
加による病床の不足、また緩和医療・在宅医
療の進歩による、外来での化学療法や在宅で
の看取りの増加により、歯科診療所での周管
の重要性が増加している。
　熊本県全体で、病院から歯科診療所へのが
ん連携紹介患者数は年々増加している。2020
年の診療報酬改定により周管の目的が明確化
され、医師から紹介された患者は手術内容に
関わらず算定が可能となった。有歯顎患者に
おいては歯牙が1本でもあれば様々な口腔機
能の管理が必要である。また、無歯顎患者で
も粘膜や義歯の管理が必要であり、口腔機能

多職種連携の重要性を説明する中島先生
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能障害の患者について状態に合わせた対応法
と注意点について解説して頂いた。
　次に摂食嚥下の５期（認知期、準備期、口
腔期、咽頭期、食道期）についての説明の後
に嚥下調整食の特徴や日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会の嚥下調整食分類2013につ
いての解説があり、それを元に作製した江南
病院と熊本機能病院の嚥下調整食の紹介が
あった。
　その後、２点の質問についてお答え頂いた。
まず１点目は「コロナ禍での訪問診療の現状
について」という質問に対して、両施設とも
入館前の検温と健康チェックを徹底してお
り、訪問診療は病棟に上がらず別室で行って
いるとの事だった。２点目は「訪問診療に行
く歯科医院側が気を付ける事」に対して、回
復期病棟は患者のリハビリや入浴の時間など
１日の流れが決まっているため、もし予定の
時間に変更があった場合は連絡してもらえる
と助かるとの事だった。最後に三森理事の閉
会の挨拶にて閉会となった。

（矢毛石 玲）

熊歯会報 Ｈ.29.５
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歯科衛生士による、回復期病棟での

訪問歯科診療・口腔ケアとは

― 回復期医科歯科病診連携推進事業研修会 ―

　２月28日（日）午前10時より県歯会館４Ｆ
ホールにおいて標記研修会が裵委員司会のも
とWeb配信形式で開催された。
　今回、社会医療法人寿量会熊本機能病院訪
問歯科連携センター室長の古川由美子歯科衛
生士と一般財団法人杏仁会江南病院主任の中
村加代子歯科衛生士の２人の講師をお招きし
ご講演頂いた。
　伊藤会長の挨拶の後、講演１として古川Ｄ
Ｈより「回復期病院における口腔のケアの進
め方」と題して講演が行われた。
　回復期リハビリテーション（以下回リハ）
病棟では、寝たきりの防止と家庭復帰および
早期の社会復帰を目指して、他職種連携によ
りチーム一丸となってリハビリテーション医
療を行っている。また、回リハ病棟は、制度
上入院できる対象疾患や発症から入院までの
期間および病棟に入院できる期間などに制限
があり、その決められた期間の中で患者それ
ぞれに合わせた個別的なリハビリのプログラ
ムが立案されており、歯科領域においては、
地域の歯科医師、歯科衛生士と連携し問題解
決に当たっているとの事だった。
　最後に、実際の口腔ケアの具体的な進め方
についてスポンジブラシの使用上の注意点と
保湿剤を使用したケアの方法について分かり
やすく解説して頂いた。
　次に演題２として中村ＤＨにより「摂食嚥
下と食形態」と題して講演が行われた。
　まず、口腔内出血について、その原因や対
処法、ケア時の注意点についての解説があっ
た。口を開けにくい患者の対応では、仮性球
麻痺の患者や脳性麻痺の患者および高次脳機

Web配信で講演される古川、中村両歯科衛生士（講師）
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人たちとの許容範囲などを考察する時間を設
けてあり、とても有意義であった。
　早速、診療におけるコミュニケーションに
生かせる内容であった。
　第３部、ダイバーシティ、男性脳・女性脳
について講演いただいた。内容がタイムリー
であったため、分かりやすく、病院の体制強
化などにも役立つ内容であった。
　続いて、質疑応答があった。最後に、工藤
理事より、謝辞と閉会の辞が述べられ、講
演会は終了した。Webでの開催ではあるが、
できれば双方向でできないかと模索して用意
していただいた。委員会では初めての試みで
もあり、戸惑いもあったが、講師上村眞智子
先生、事務局、町田委員を始めとする委員の
皆さんの協力でなんとか無事終了できた。
　今後、この形式での講演会が増えると思わ
れるので、考察して他の講演会にも反映でき
ればと思う。

（池嶋 由希）

熊歯会報 Ｈ.29.５
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ようやくWebにて開催

― 医療管理講演会 ―

　２月20日（土）午後３時より県歯会館にお
いて標記講演会が「みんなが、明るく楽しい
職場づくりを目指して～アンガーマネージメ
ントの手法を使って～」をテーマとして講師
に上村眞智子先生をお招きし開催された。
　この講演会は当初、昨年２月に開催予定で
あったが新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため急遽延期されようやく今回開催の運
びとなった。去年参加予定であった会員、 ス
タッフの方々にご迷惑をおかけしたことをお
詫び申し上げる。
　今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止
を考慮してWebでの開催となった。
　まず、工藤理事より開会の辞、引続き講師
紹介があり講演が始まった。
＜内容＞
◆気持ちの良いマナーとは？
◆３つのＳ（smile, speedy, smart）をプレゼ
ント

◆クッション言葉の持つ力、魅力
◆組織の一員としての意識、自覚
◆感情のコントロール上手人への道～アン
ガーマネージメントスキルを身につけま
しょうを軸にしての３部構成であった。

　第１部、生き生きと、職場を輝かせる為に
必要なこととして、マナーやコミュニケー
ションの取り方などを詳しく説明いただい
た。
　第２部、アンガーマネージメントについて
講演いただき、自分を客観的に分析し、他の

Webにて配信する上村講師と補助をする町田委員

厚生・医療管理
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　熊本市南区の何陽介会員よりバトンを受け
取りました、田村尚子と申します。何先生は、
勉強熱心で、私が困った時に適切なアドバイ
スをくださり、とても頼りになる先生です。
いつも感謝しています。
　さて、私のこと。南阿蘇で開業して14年目
になります。『どうして南阿蘇なの、出身が
南阿蘇なの？』とよく尋ねられます。いえい
え、熊本市内の出身なのです。市内で勤務医
をしていた頃には、毎週のように南阿蘇の温
泉に行き、南阿蘇特産の美味しいお蕎麦を食
べては、こんな処に住みたいなぁと思ってい
ました。当時の私にとっては、ゆとりある生
活が実現できそうな憧れの地でありました。
　しかしながら、いざ南阿蘇で開業すると雑
事に追われ、残念ながら温泉も、お蕎麦を食
べに行く回数も市内に住んでいたころより
ずっと減ってしまいました。でも、時間的余
裕はないものの、四季折々に華麗に変化する
風景や、地元の方々の優しい人柄に触れるた
び、この地で生活出来るようになって本当に
良かったと思います。
　こちらに引っ越してから、ゆとりのある生
活とは、他者に対して何をしてあげられるか
を考えることが出来ることだと感じるように

なりました。人を輝かせてその光で自分も輝
けること。どうすれば人を笑顔にできるかに
心を尽くせること。人の為に行動出来ること。
その様なことを考えていると、心に余裕を感
じることが出来ます。
　大草原や星空の自然を前にして圧倒され、自
分の存在を小さなものと感じる経験をAwe体
験と言うそうで、Awe体験をしているときは
脳が活性化され、謙虚な気持ちになるそうで
す。大自然の前で「自分を小さい」と自覚し
た時、素直に感謝の気持ちを持ち、前向きに
なり、誰かの役に立ちたいと思えるようにな
るようです。南阿蘇では、大自然に触れると
まではいきませんが、やはり自然の近くにいる
ことは身体にも心にも良いのだと思います。
　熊本地震で崩落した阿蘇大橋が、2021年
３月７日に開通することになりました！約５
年ぶりに国道復旧です。阿蘇市に向かうのも
熊本市内に行くのも、便利になります。今回
の開通による阿蘇の活性化に期待が膨らみま
す。
　次回は私が尊敬する植木の添田誠也会員に
バトンを託すことにします。博識な添田会員
からどんなお話が聞けるか楽しみです。

リレー投稿
○52

　　ゆとりある生活とは

阿蘇郡市　田村 尚子　

毎年見事に咲いてくれるモーリス・ユトリロ

診療所で育てたゴールドバニー
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コロナ生活について
熊本市　橋口 真耶

　こんにちは、熊本市中央区南熊本で開業し
ております橋口真耶と申します。既に乙女で
もなく、大した趣味も無い私がこの様な機会
を頂き困惑しておりますが、世界中が新型コ
ロナウイルスの感染拡大の影響により、生活
が一変してしまった今の生活について書かせ
ていただこうと思います。
　先程も書きました通り、大した趣味も無い
私は自粛生活になってもさほど困る事もな
く、おこもり生活をしてもストレスも感じま
せんでした。それどころか、休日に娘と二人
で料理をしたりとそれなりに充実した生活を
送っていました。しかし、充実しているとは
いえ暇な時間は増えていきました。そんな中
ふと思い出し、昔の漫画を引っ張り出し読み
始めたところ、次から次へと読み進めてしま
いあれもこれも…と大量の漫画本を段ボール
から出す事になってしまいました。
　その中でも特に何度も読み返してしまった
のが「新世紀エヴァンゲリオン」です。以前
読んだ時は主人公と同じ気持ちで読んでいた
筈なのに、大人になった今は違う気持ちで読

んでいました。娘が以前の私と同様に憤慨し
て読んでいるのを見ると「あぁ私も大人になっ
たんだな。主人公と同じ気持ちにはもうなれ
ないんだ」と少し寂しい気持ちになりながら、
ゴロゴロと自堕落な生活を送っていました。
　しかし、趣味がないと言っても漫画以外に
も楽しみはありました。タップダンスです。
幼い頃からバレエをしていましたが、肉付き
も良くなり身体も動かずレオタードを着るの
も見苦しくなりましたので、早々に諦めタッ
プダンスを始めました。これが、やり始める
とすごく面白く、娘と二人でドハマり中です。
講師の先生は天気予報士でてれビタに出演さ
れている北島茂さんです。北島さん、時々ア
ニメなどのコスプレなんかもしちゃうので、
それも楽しみの一つです。
　週６日はお酒を飲みながら漫画を読み、１
日はタップダンスをするという非アクティブ
な生活を送っている為、私の日常生活はコロ
ナ前・中・後とあまり変わりは無いのですが、
早くコロナウイルスが終息し、今までの日常
を取り戻せる事を願います。
　最後までお読みいただき、ありがとうござ
いました。

タップダンス講師の北島茂さん

熊歯乙女の
ひとりごと④

読み始めた漫画
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受章・受賞おめでとうございます

叙　　勲 叙　　勲 叙　　勲

旭日双光章

前野 正春 会員

叙　　勲

瑞宝双光章

椿　幸雄 会員
旭日双光章

古賀　明 会員
瑞宝双光章

深川 恭至 会員

文部科学大臣表彰厚生労働大臣表彰
文部科学大臣表彰

日本歯科医師会会長賞 熊本県知事表彰

水上 正太 会員大林 裕明 会員 大久保 和之 会員 田中 文丸 会員

熊本県高等学校保健功労者表彰
坂口　馨 会員

熊本県学校保健功労表彰
牛島　　隆 会員 森尾謙二郎 会員 篠原　威雄 会員 前野　正春 会員
安田　伸行 会員 稲葉　逸郎 会員 藤本　　博 会員 前嶋　和幸 会員
松岡　拓治 会員 深水　　達 会員 浮池　高史 会員 出来田悌吾 会員
蓑田　　亮 会員 井上　真樹 会員 中原　正弘 会員 御手洗　肇 会員
竹田　豊子 会員 與田　桂三 会員 愛甲　　徹 会員 湯本光一郎 会員
相良　吉正 会員 辻　　信彦 会員 菊竹　茂人 会員 齋藤　健三 会員

― 令和２年度 ―

（順不同）
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ご　訃　報

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

多田　集一 先生
令和３年３月４日　ご逝去　83歳

◦郡　市　名：八代
◦入会年月日：昭和45年５月28日

職　員　人　事
　　　　　　　退　職
　　　　　　　事務局長　　田原　牧人　令和３年３月31日
　　　　　　　総 務 課　　辻　　雅子　令和３年３月31日

　　　　　　　採　用
　　　　　　　事務局長　　岡㟢　光治　令和３年４月１日
　　　　　　　総 務 課　　桑田裕加里　令和３年３月17日

　　　　　　　※新事務局長のご紹介は５月号にて掲載します。
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所管 日付 摘要 出務者

総　　務

1月22日 KKTイノベーションとの学会打合せ 牛島専務理事
各郡市会長専務連絡会議WEBリハーサル 宇治常務理事

23日 第２回各郡市会長・専務理事連絡会議
 （１）日歯報告（２）日歯連盟報告（３）一般会務報告　ほか

伊藤会長他常務理事以上、工藤・馬
場・髙水間理事、各郡市２人Web25
人

25日 【Web】九州各県臨時会長会議（伊藤歯科医院） 伊藤会長

26日

【Web】第21回理事会
【承認事項】
 （１）新入会員の承認
【議　　題】
 （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
【協議事項】
 （１）可搬式歯科用ユニットの寄贈

伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務
理事、舩津理事、増田・水上監事
【Web】上記以外全役員

29日
第４回選挙管理委員会
 （１）会長予備選挙の選挙権者名簿（１月26日作成）
 （２）会員への会長予備選挙立候補者届出の結果通知
 （３）会長予備選挙立候補者への立候補届出の結果通知　ほか

山口委員長他全委員

30日 【Web】日歯災害歯科保健医療体制研修会（各診療所） 石井理事、日永歯科衛生士
Web配信接続テスト 宇治常務理事

31日 【Web】日歯災害歯科保健医療体制研修会（各診療所） 石井理事、日永歯科衛生士
2月1日 TKUニュース取材打合せ（診療所）　コロナ感染症対策関連 伊藤会長

２日
第39回常務理事会
 （１）チラシの同封依頼（２）救急薬品管理変更の要望
 （３）令和２年度第32回中規模県歯科医師会連合会の各県提出協議題に対する回答

伊藤会長、牛島専務理事、宇治常務
理事【Web】上記以外全役員

６日 【Web】第18回警察歯科医会全国大会（鹿児島）
宮井副会長、牛島専務理事、永松・
松本・宇治常務理事
【Web】伊藤会長、椿副会長

８日 【Web】T1パークとの打合せ（各診療所） 髙水間・石井理事、秋山副学院長
10日 第832回支払基金幹事会（伊藤歯科医院） 伊藤会長【Web】

12日 本会事業・会計監査　１月末現況監査 増田・水上監事、伊藤会長、牛島専
務理事、宇治常務理事、吉永会計士

【Web】災害歯科保健医療強化研修会リハーサル 牛島専務理事、宇治常務理事

15日

国立病院機構熊本医療センター地域医療研修センター運営委員会（国立病院機構熊本医療
センター） 伊藤会長

【Web】災害歯科保健医療強化研修会
　講師：宇治常務理事　中久木康一先生　太田秀人先生

宮井副会長、牛島専務理事、永松・
宇治常務理事

16日
第40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）九州歯界への寄稿
 （３）日本口腔衛生学会口腔保健事業振興賞　ほか

伊藤会長他常務理事以上全役員

18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
月次監査　１月末現況監査 増田・水上監事

学　　術
１月29日

【Web】日歯学術正副委員長打合せ 【県歯】伊藤会長

【Web】日歯第９回学術委員会（各所） 【県歯】伊藤会長、【診療所】馬場理
事

【Web】令和２年度日歯生涯研修ライブラリーオールラッシュ（各所） 【県歯】伊藤会長、【診療所】馬場理
事

２月４日 安心・安全歯科医療連携制度運営委員会 椿副会長、牛島専務理事、宇治常務
理事、馬場理事、工藤理事、椿理事

社会保険 １月30日 【Web】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
員長他全委員

２月18日 保険個別指導（合同庁舎） 園田副委員長

地域保健

１月25日
【Web】地域保健委員会
 （１）後期高齢者歯科健診の新様式変更（２）介護者歯科実技研修会
 （３）生活歯援プログラムのDVD撮影　ほか

松本常務理事、長野・髙水間理事、
郷原委員長他全委員

２月５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人、歯科衛生士１人

６日 【Web】第２回介護者歯科実技研修会リハーサル　講師：角　保徳先生 長野理事【Web】松本常務理事、
菅鉢・伊藤委員

８日 県各圏域地域リハビリテーション広域支援センター連絡協議会（県医師会館） 長野理事
12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人、歯科衛生士１人

広　　報
２月10日 【Web】広報委員会

 （１）熊歯会報３月号　第１校目校正
神㟢理事、秋山委員長、髙崎副委員
長、【Web】他全委員

18日 【Web】広報委員会
 （１）熊歯会報３月号　第２校目校正

神㟢理事、秋山委員長、髙崎副委員
長、【Web】他全委員

学校歯科

１月22日
【Web】学校歯科委員会（各診療所）
 （１）県委託事業、各郡市学校歯科担当者会議（２）熊本県学校保健会合同研修会代替案
 （３）熊本歯科衛生士専門学院と学校歯科委員会の連携事業

宮井副会長、石井理事、高田委員長
他全委員

２月３日 歯および口腔の健康づくり研修会打合せ 川井委員
４日 歯および口腔の健康づくり研修会WEBリハーサル 石井理事、高田委員長、川井委員
５日 県高等学校保健会第３回理事会【書面審議】 宮井副会長

９日 県スポーツ協会「第２回強化専門委員会・第３回スポーツ医科学専門委員会合同会」【書面
審議】 宮井副会長

10日 県学校保健会総務委員会【書面審議】 伊藤会長

会 務 報 告 自　令和３年１月22日
至　令和３年２月18日
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所管 日付 摘要 出務者

学校歯科 10日 各郡市学校歯科担当者会議
伊藤会長、宮井副会長、牛島専務理
事、宇治常務理事、石井理事、高田
委員長他全委員

17日 【Web】日学歯加盟団体長会 伊藤会長

医療対策
２月13日

【Web】都道府県歯科医師会医療安全担当理事連絡協議会 椿理事、松原委員
【Web】医療安全研修会 永松常務理事、椿理事、松原委員

【Web】医療事故調査制度研修会 永松常務理事、椿理事、松原・上村
委員

17日 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、他全委員

センター・
介護

１月22日 在宅歯科医療研修会Webリハーサル
 （１）講師：菊谷　武先生とオンラインにて接続確認（２）当日の出務者確認

五島理事、【Web】松本常務理事、
我那覇委員長

２月５日
【Web】第１回在宅歯科医療研修会
　受講者：51人
　講　師：日本歯科大学・口腔リハビリセンター多摩クリニック　菊谷　武先生

伊藤会長、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

11日
モデル地域打合せ（吉永歯科医院）
 （１）県下の要介護者とモデル郡市の訪問診療のシェア調査・把握
 （２）コロナ禍での下益城郡歯科医師会の在宅歯科医療連携の取組み

五島理事、吉永下益城郡歯会会長

12日 【Web】第２回在宅歯科医療研修会
　講　師：日本歯科大学・口腔リハビリセンター多摩クリニック　菊谷　武先生

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

厚生・医療
管理

１月26日
厚生・医療管理委員会
 （１）医療管理講演会（２）歯科衛生士の復職支援と医院承継
 （３）オンライン資格確認セミナー

【Web】宮井副会長、工藤理事他全
委員

２月４日 【Web】オンライン資格確認セミナー　参加者：72人 工藤理事、馬場理事、牧委員長、黒
岩委員

18日

【Web】九州地域の医療機関における電波利用推進協議会（工藤歯科医院） 工藤理事
【Web】オンライン資格確認セミナー
　参加者：74人

工藤理事、牧委員長、池嶋副委員長、
町田委員

厚生・医療管理委員会
 （１）医療管理講演会（２）医療管理だより

工藤理事、牧委員長、池嶋副委員長、
町田委員【Web】宮井副会長、宮本・
神戸・黒岩委員

医療連携

１月23日 糖尿病・歯周病医療連携研修会・検討会打合せ
 （１）糖尿病・歯周病医療連携研修会・検討会次第及び資料、会場記録

牛島専務理事、松本・宇治常務理事、
三森理事

25日 【Web】医療連携委員会（各診療所）
 （１）各種研修会役員分担（２）糖尿病・歯周病研修会予演会（３）がん連携の冊子

宇治常務理事、三森理事、太田委員
長、吉武副委員長他４委員

26日 【Web】令和２年度がん医科歯科連携事業冊子
 （１）冊子内容案（２）がん医科歯科連携フローチャート

宇治常務理事、船津理事【Web】椿
副会長、三森理事、野田理事

28日 【Web】脳卒中医療推進検討会議（宇治歯科医院） 宇治常務理事

２月１日

【Web】熊本県糖尿病対策推進会議 三森理事
医療連携委員会
 （１）糖尿病・歯周病研修会リハーサル（２）がん連携研修会接続確認
 （３）がん医科歯科連携冊子内容・表紙・部数確認

宇治常務理事、三森理事、太田委員
長、吉武副委員長他４委員【Web】
松本常務理事

８日

【Web】糖尿病・歯周病医療連携研修会
　受講者：99人
　演　題：「糖尿病の基礎知識と最近の話題」
　講　師：熊本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

伊藤会長、牛島専務理事、松本常務
理事、宇治常務理事、三森理事

【Web】糖尿病・歯周病医療連携検討会
 （１）糖尿病・歯周病医療連携の概要と医療連携のツール
 （２）関係各団体・八代郡市の圏域における糖尿病・歯周病医療連携の現状と今後の取組み

伊藤会長、牛島専務理事、松本常務
理事、宇治常務理事、三森理事、太
田委員長、吉武副委員長他３人

14日 第13回熊本県医療・保健・福祉連携学会（県医師会館）
伊藤会長、宮井・椿副会長、牛島専
務理事、松本・宇治常務理事、長野・
三森・髙水間理事

17日 医療連携委員会 宇治常務理事、三森理事、太田委員
長、吉武副委員長他

18日 【Web】回復期医科歯科連携打合せ 牛島専務理事、宇治常務理事、三森
理事

学　　院

１月23日 第２回各郡市会長・専務理事連絡会議
 （１）各所管報告 牧学院長

26日 【Web】第21回理事会 牧学院長

30日 学院戴帽式 伊藤会長、牧学院長、秋山・弘中副
学院長、正清教務部長

２月６日 学院一般・社会人一次入学試験　受験者：14人（一般：11人、社会人３人） 牧学院長、秋山・弘中副学院長、正
清教務部長

10日 第３回学院入学試験委員会
伊藤会長、牧学院長、宮井・椿副会長、
牛島専務理事、秋山・弘中副学院長、
正清教務部長

13日 学院一般一次入学試験合格者発表　合格者：14人

15日 第４回学院教務委員会 牧学院長、秋山・弘中副学院長、正
清教務部長他全教務委員

国保組合

１月27日
第４回理事会
 （１）規約の一部改正（案）（２）令和３年度役職員退職手当積立金の処分
 （３）令和３年度事業計画（案）　ほか

伊藤理事長他全役員

２月４日 【Web】全協理事長・役員研修会（伊藤歯科医院） 伊藤理事長

12日
国保組合監査　１月末現況監査 原田・片山監事、伊藤理事長、桑田

常務理事
第５回国保理事会
 （１）令和２年度通常組合会日程 伊藤理事長他全役員、田中議長
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令和３年４月５日 

選挙権者 各位 

被選挙権者 各位 

熊本県歯科医師会 

会長 伊藤 明彦 

役員等選挙（理事、監事、日歯代議員および日歯予備代議員の選任）の公示 

役員等選挙規則、会長予備選挙及び役員等選挙実施要領により役員等選挙（理事、監事、日歯代議員およ

び日歯予備代議員の選任）を次の通り公示する。 

 

【役員等選挙共通】 

１．選挙の時期 

役員等選挙は、令和３年６月１９日（土）に開催する定時代議員会において行う。 

２．選挙の定数 

理事 １５名以上２０名以内 

監事 ２名以内 

日歯代議員 ２名 

日歯予備代議員 ２名 

３．被選挙権者の資格 

 選挙日において正会員として２年以上在籍した者 

４．届出に必要な書類 

（１）理事の選任に関する届出は、次の「理事の選任」に示す。 

（２）監事の選任に関する立候補の届出は、次の「監事の選任」に示す。 

（３）日歯代議員及び日歯予備代議員の選任に関する立候補の届出は、次の「日歯代議員及び日歯予備代議

員の選任」に示す。 

なお、会長予備選挙及び役員等選挙実施要領に規定する書類が必要。 

 

【理事の選任】 

１．会長予備選挙の当選者による届出 

 会長予備選挙で当選者となった者は、「会長予備選挙及び役員等選挙実施要領」で規定する様式に基づい

て、理事候補者（会長予備選挙当選者を含む）の名簿及び候補者ごとの誓約書等を選挙管理委員会に提出す

る。その場合の届出期間等は次の期間とする。 

（１）届出用紙の配布 

 ①配布期間 自 令和３年４月１５日（木） 

至 令和３年４月２２日（木） 

※ただし、土日祭日は除く。 

 ②配布時間 午前８時３０分から午後５時まで 

③配布場所 熊本県歯科医師会館 

（２）推薦の届出 

①届出期間 自 令和３年４月２３日（金） 

至 令和３年５月 ６日（木） 

※ただし、土日祭日は除く。 

②届出時間 午前８時３０分から午後５時まで 

③届出先  選挙管理委員会 

２．代議員による届出 

代議員は、「会長予備選挙及び役員等選挙実施要領」に基づき、代議員２名以上の賛成者を得て、役員の

選任に関する議案の要領を代議員に通知することを請求できる。その場合の届出期間等は次の期間とする。 

（１）届出用紙の配布 

①配布期間 自 令和３年４月１５日（木） 

至 令和３年４月２２日（木） 

※ただし、土日祭日は除く。 
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 ②配布時間 午前８時３０分から午後５時まで 

③配布場所 熊本県歯科医師会館 

（２）推薦の届出 

①届出期間 自 令和３年４月２３日（金） 

至 令和３年５月 ６日（木） 

※ただし、土日祭日は除く。 

②届出時間 午前８時３０分から午後５時まで 

③届出先  選挙管理委員会 

３．候補者の辞退期限 

令和３年６月 ９日（水) 午後５時まで 

４．代議員会議場内での選挙 

①令和３年６月１９日（土）に開催する定時代議員会議場内において投票。 

②選挙権者 代議員 

 

【監事の選任】 

１．届出用紙の配布 

 ①配布期間 自 令和３年５月２０日（木） 

至 令和３年５月２７日（木） 

※ただし、土日祭日は除く。 

 ②配布時間 午前８時３０分から午後５時まで 

③配布場所 熊本県歯科医師会館 

２．立候補の届出 

①届出期間 自 令和３年５月２８日（金） 

至 令和３年６月 ４日（金） 

※ただし、土日祭日は除く。 

②届出時間 午前８時３０分から午後５時まで 

③届出先  選挙管理委員会 

３．立候補者の辞退期限 

令和３年６月 ９日（水) 午後５時まで 

４．投票方法 

令和３年６月１９日（土）に開催する定時代議員会議場内において投票。 

５．選挙権者 代議員 

 

【日歯代議員及び日歯予備代議員の選任】 

１．届出用紙の配布 

①配布期間 自 令和３年５月２０日（木） 

至 令和３年５月２７日（木） 

※ただし、土日祭日は除く。 

 ②配布時間 午前８時３０分から午後５時まで 

③配布場所 熊本県歯科医師会館 

２．立候補の届出 

①届出期間 自 令和３年５月２８日（金） 

至 令和３年６月 ４日（金） 

※ただし、土日祭日は除く。 

②届出時間 午前８時３０分から午後５時まで 

③届出先  選挙管理委員会 

３．立候補者の辞退期限 

令和３年６月 ９日（水）午後５時まで 

４．投票方法 

令和３年６月１９日（土）に開催する定時代議員会議場内において投票。 

５．選挙権者 代議員 

６．無投票当選 

 候補者が定員を超えない場合は、投票を行わないでその候補者を当選とする。 



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

（T. M）

　熊本県野外劇場アスペクタの隣にある、
南阿蘇桜公園の広大な敷地に河津桜やソメ
イヨシノなど約6700本の桜が咲き誇ってい
ます。
　例年、桜の見頃に合わせて家族揃って楽
しめるイベントの「貞春桜まつり」も開催
される、南阿蘇の隠れた桜の名所です。



■
発
行
日
／
2021年

４
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

A
pril 2021  N

o.778

安心・安全歯科医療推進制度
熊本県歯科医師会

CONTENTS

熊本県歯科医師会

Kumamoto Dental Association

熊
会報

コロナ禍での２度目の春は少しだけ桜を見る余裕がありました。

ワクチン接種も始まり、オリンピックもパラリンピックも海外から

の観客は断念されましたが、開催することが決まり楽しみの多い

一年になりそうですね。

とりあえず、私の直近の楽しみは先日開店したコストコ熊本店で

爆買いすることですかね。（笑）
●巻頭言（監事　水上 正太）··················· 3

●理事会報告 ········································ 4

●委員会報告 ········································ 6
 （センター・介護、医療連携、厚生・医療管理）

●リレー投稿52 ··································· 12

●熊歯乙女のひとりごと④····················· 13

●令和２年度表彰者紹介························ 14

●訃報・職員人事 ································ 15

●会務報告········································· 16

●役員等選挙の公示 ····························· 18

の

編集者

つぶやき

主な行事予定 May5
6日（木）

18日（火）

25日（火）

第45回常務理事会

第46回常務理事会

第25回理事会

4
No.778

April 2021

（K. M）


