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 会長 鎌田 誠 

                                 

今から 2年前に会長を拝命し、いろいろな不安を抱えながらなんとか 

この日を迎えることができましたのも、すべて会員の皆様のおかげと 

感謝に堪えません。 

 就任後の挨拶でも申し上げましたように、現在は定時総会が年に 

1回ということになっており、会務の内容がどうしてもわかりにくく 

なるのではという危惧から理事会終了後数日のうちに、皆様のもとに 

理事会報告をお送りさせていただきました。紙面の関係から詳細な内容までは触れること

ができず、一方通行になってしまったかもしれませんがどんなことが理事会で検討されて

いたか、少しでも知っていただくことができていたらと思います。 

 役員はそれぞれ各自に与えられた職務を真摯に遂行し、理事会では常に前向きで活発な 

意見が数多く出たことは私の喜びとするものでもあります。いくつかをあげますと、委員

長を必要に応じ、理事会に出席してもらったこと。新入会希望の方が理事会に見える時は

常に、また必要に応じて連盟支部長に理事会に同席いただいたこと。 県の衛生士会会長

を新年会にお呼びしたこと。健歯児童生徒審査会の内容を大幅に変更したこと。県歯より

の依頼のあった君津市訪問診療（たびだちの村）を開始したこと。中央病院と連携を念頭

に置いた口腔ケア勉強会を開始したことなどが挙げられます。これらは偏
ひとえ

に、役員及び会

員の皆様のご理解ご協力の賜物と感謝しております。 

 また、かねてからの懸案でありました、木更津・君津・富津市との防災協定をこの 4 月

に締結することができました。内容の細部につきましては、以前私たちが要望していたす

べての課題をクリアーしたというわけではない点もありました。ただ災害はいつ襲ってく

るかわかりません。そしてその際、協定締結のないまま、いわば丸腰で会員を出動させる

ことへの危惧を考えた場合、医師会・薬剤師会と同様な条件で締結することは、われわれ

歯科医師会の使命をも併せ考えた場合、とるべき選択肢として妥当ではないかとの結論に

達した結果です。ご理解の程お願いいたします。 

 われわれの歯科医師会においても、我が国の人口動態と同様、このままいきますと終身

会員が増加し、いろいろな面（たとえばマンパワー、そして金銭面）で、会の運営に支障

をきたすことが懸念されます。当会においても、これから 10 年で約 40 名弱の方が新たに

終身会員となることが予想されます。今後を見据え、今のうちから何らかの手を打とうと

考え、過日の第 7回定時総会にて終身会員会費について、議案として上程しましたところ、

皆様のご賛同を頂戴したことに対し、心より感謝申し上げます。 

委員会活動に関して申し上げますと、会員構成の高齢化からくるものとも言えなくはな

任期満了にあたって 
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いのですが、いくつかの委員会では実際に動いている委員が理事と委員長しかいないよう

な状況が見受けられました。そろそろ会員の委員会への参加及び配置見直しを考える時期

かもしれません。 

新法人になってから 3年が経ち、行政がらみの任期と私たちの会の役員任期とのずれは 

本当に厄介なところです。ただ規則の改変に関して言えば、以前は定款を手直しすること

は、事前に県にお伺いをたてるところから始まり、本当に大変な道のりだったのですが、

現在では私たち会の自主的な運営が尊重され、定款を変更する手続きが本当に簡単になり

ました。必要な際にはいつでも時代と私たちを取り巻く状況に応じた規則に変えていって

ほしいと思います。 

話は変わりますが、医師にはヒポクラテスの誓いがあり、医療倫理の根幹をなしていま

す。看護師は戴帽式や卒業式に、ナイチンゲール誓詞
せ い し

により誓いをたてます。我々歯科に

も内村鑑三（北大の前身・札幌農学校 2期生）の「Dentistry is a work of love」という有名

な言葉があります。 

県技工士会より依頼のあった老人施設での義歯のネーム入れ協力依頼に対して、ボラン

ティアであるにも関わらず、多くの会員が手を挙げてくれたことは心強いかぎりです。 

実利をとることはもちろん大切なことですが、我々に課された使命を自覚して人々に尽く

すことを忘れないでいたいものです。 

 長々と述べましたが、2年間本当にありがとうございました。 

私の力不足により、皆様のご期待に副
そ

うような会務運営ができなかった点も多々あると

は思いますが、山口会長をはじめとする次の執行部に対しましても、これまで以上のご支

援をお願いし、挨拶とさせていただきます。  

  

                          

 副会長  山口 延善      

 

鎌田先生のもと、二年間の副会長としての職務を無事務めることが 

できました。これもひとえに砂川副会長、原専務、各担当理事の 

おかげと感謝しております。 

在任中は懸案でありました木更津市、君津市、富津市との防災協 

定を鎌田会長の強い指導力と、会員先生の御理解のもと締結することができました。 

今後は会員の減少と高齢化による、会費収入の低下や会の事業を行うためのマンパワー

の不足など問題も山積みです。さらなる会員のご指導、ご協力をお願いし、退任の挨拶と

します。 
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 副会長  砂川 直俊 

 

思いもかけない副会長就任要請の電話からもうすぐ二年が過ぎようと 

しています。私のような未熟者が副会長という重責を大過なく終える 

ことができるのは鎌田会長を筆頭に各担当理事の先生方がそれぞれの 

立場でご尽力、ご協力いただいたおかげだと深く感謝申しあげます。 

二年前の「君津木更津歯科医師会に恩返しができればという思いと、困難な時期に会長

を引き受けられた鎌田先生を補佐して少しでも助けになればと思い決意致しました。」 

という就任挨拶が多少空回りした感はありますが今は責務から解放されるという安堵感で

ほっとしています。 

が、迂回献金疑惑でまたまた歯科会は厳しい情勢に立たされそうです。来年は点数改訂、

参議院選挙があります。次期執行部の奮闘を願いつつ、ここで改めて鎌田会長、各担当理

事の先生方にお疲れ様でした。そして有難うございました。と申し上げたいと思います。 

また会務にご協力頂きました会員の先生方にも深く御礼申し上げます。 

最後に会員の皆様の御健勝と 会の発展を祈念して退任の御挨拶と致します。 

ありがとうございました。 

 

 

 専務理事  原 比佐志  

  

 今任期中会務へのご協力感謝申し上げます。この 2年間は、今後の円滑な 

支出計画の遂行のためのシステム構築を目指した会務運営を心がけてまいり 

ました。 

 支出の面においては概ね完了したように考えますが、新事業にも柔軟に対応できるよう

な体制を整えたつもりでおります。 

 しかし、収入の面において、各市の財政状況の変化と将来予測される会費収入の減少に

よる新たな問題が起きてまいりました。  

 今後の執行部は各会員に対する新たな負担を強いることなく、この問題を解決できる方

策を考えていただきたく存じます。 

 支出計画の終わる５年後の新たな体制を夢見つつ、皆様頑張りましょう。 
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 監事  冲津 光久 

 

鎌田会長のもと監事を２年間務めさせていただきありがとうございま 

した。新法人に移行して３年が経過しましたが、順調に会務も遂行され、 

会員の先生方から徴収させていただいた会費の運営も問題なく実施され 

ておりました。山口新会長のもと理事会の先生方の顔ぶれも多少かわり 

ますが、よりよい君津木更津歯科医師会を作るべく会員の先生方のご支援とご協力をお願

い致します。終わりに君津木更津歯科医師会と会員の先生方のますますの御発展を祈念い

たします。 

                       

                    

 監事  長谷部 猛 

 

この度、二年間の監事の責務をなんとか勤めあげることができました。 

これもひとえに皆様の御協力と鎌田執行部の運営力の賜物と心より 

感謝いたしております。二年間ありがとうございました。身も細る 

想いで、頑張ってまいりましたが終わってみれば５ｋｇ太っておりました。 

 

 

 

総務担当理事  古谷 隆則 

 

鎌田会長はじめ執行部の皆さんの強力な援助をいただき、総務担当理 

事としてなんとか 2年間務めることができました。この間に君津中央 

病院と当会の病診連携の形作りが始まったことはうれしい限りであり 

ます。今後もたくさんの先生方に会の行事に参加・協力していただき、よい形で会が運営、

存続してゆくことを願っております。在任中に皆さんより多くのご指導をいただいたこと

に感謝いたしております。有難うございました。  
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会計担当理事  小松 利典 

 

会計担当理事に就任させていただき、早２年が過ぎてしまいました。 

お蔭様をもちまして、至らぬことも多々あったとは思いますが、何と 

か無事に大役をこなすことができたのではないかと思っております。 

これもひとえに諸先生方からの御指導、御鞭撻のおかげだと思っております。 

任期中、諸先生方にはひとかたならぬお世話になり、厚く御礼申し上げます。本当に有り

難うございました。 

 

生涯研修担当理事  熊切 篤 

  

 理事の任期が 6月からと変更になりまして、準備の関係から 4月、 

12月の講習会開催となりました。4月は第２週、第３週を第一希望 

として講師の先生へ相談しておりますが、今年はとてもお忙しい先生で、 

やっとの第 4週の開催となりました、連休前のご参加ありがとうございました。 

 三辺正人先生、高橋洋樹先生、花田信弘先生、井上孝先生を講師にお迎えしての 

生涯研修講習会でした。お引き受けいただきました講師の先生、講師と御縁を頂いた先生

に感謝申しあげます。 

委員長の和田雅彦先生はじめ、生涯研修委員会の先生方には、いつもアドバイスいただ

きながら、開催時間につきましては千葉市の 19 時開始など夕刻の開始案もありましたが、

委員会にて、今期も土曜日の１５時開始で統一して行いました。いろいろな御意見も頂き

感謝しております。 

 講演に際しての参考図書を、講師の先生方には必ずお聞きして、紹介させていただきま

したのでお役にたてば幸いです。 

 今期もご協力ありがとうございました。 

 

社会保険担当理事  河野 礼由公 

 

 ２年間、社保担当理事を務めさせていただきありがとうございました。 

委員長勝見先生をはじめ、社保委員の先生方、会員の先生方のご協力を 

いただき、任期満了を迎えることができました。 

就任中は、社保講習会、新年会、伝達講習会、小勉強会、そして「電子レセプト移行」と 

諸先生方には、ご協力いただきありがとうございました。 
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会員の先生方の日々の診療請求に、少しでもお役にたてば幸いです。 

今後も、微力ではございますが歯科医師会の一員として協力させて頂きたいと思います。 

 

   

地域保健医療担当理事  水町 裕義 

今期より委員会再編に伴い地域保健医療委員会は、地域保健医療委員会 

と産業保健委員会両方の事業を担当することとなりました。事業は口腔 

がん検診、企業検診、高齢者健診、訪問診療、周術期口腔ケアに関する 

もの等々多岐にわたりました。 

事業の際に毎回快く請け負って下さいました先生方のご協力なくして何もできませんで

したので、厚く御礼申し上げます。また、事前の打ち合わせでは、相手への信頼関係が構

築されていたため、良好な関係でスムーズに行われました。鎌田会長をはじめ執行部の先

生方や諸先輩方のご尽力によるものと思われます。 

初めて担当する事業についてわからないところは前任の小松、鶴岡隆行両先生からご指

導を仰ぎました。周術期の口腔ケアに関しては古谷先生にお任せ致しました。君津中央病

院の渡邉先生が積極的に取り組まれていて、院内でも高い評価を得ており、地域にもその

輪を広げようとお考えのようです。今後は大きな事業に発展するものと思われます。 

最後になりましたが、2年間無事終えることができたのも委員長の山中太郎先生と一緒に

お仕事できたことも大きかったです。前任の学校歯科保健から 4 年間助けて頂きました。

本当にありがとうございました。感謝感謝の 2年間でした。 

 

学校歯科保健担当理事  茂田 圭弘 

学校歯科保健担当理事に就任させていただき２年。学校歯科保健の仕事に 

携わったこともなく正直不安はありましたが、前任の理事、水町先生を 

はじめ諸先生方、委員長の柳川先生、岩崎さんに助けていただきながらなん 

とか業務を遂行することができました。 

学校歯科保健の大きな仕事の一つ、健歯児童・生徒審査会においては 

歯科医師、行政、学校関係の方など多くの人と関わり、協力してやり遂げることができ、

達成感とともに、この地域の皆さんのお口の健康にしっかり携われたのではないかとうれ

しい気持ちになりました。 

審査会に、ご協力していただきました先生方には、心より感謝申し上げます。 

今後はこの経験を後任の先生にしっかり伝えて行きたいと思っております。 
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障がい福祉・特殊歯科担当理事  鶴岡 隆行 

 

 ２年前に特殊歯科委員会、障がい福祉委員会という２つの理事を 

任された時は、いったいどうなるんだろう？という不安な気持ちで 

いっぱいだった事を思い出しました。 

元来いい加減な性格ですので、２つの委員会ともに委員の先生方に 

多大な負担と迷惑をおかけしてしまいました。先生方の万全のサポートがなければ理事を

務まることはなかった事でしょう 

また、理事会では鎌田会長以下、会議は真面目に、飲み会では困った事(特に、北海道旅行

の際には観光ルートやお店など)の相談にも乗っていただきながら楽しく過ごさせていた

だきました。次の理事にうまく繋げられたのかな？と思うこともありますが私より能力の

劣る方はなかなかいないと思いますので安心しております。２年間ありがとうございます。          

 

医療管理担当理事  鈴木 みちよ 

 

２年間、医療管理委員会理事を勤められたことに対し、先生方に 

お礼申しあげます。初めて理事と言う責任ある立場になり、戸惑う 

こと、わからないことばかりでしたが、鎌田会長はじめ、理事の先生方 

医療管理委員会の先生方、諸先生方の御指導、ご助力のもとなんとか任期を全うできまし

た。深く感謝しております。会務の大変さを知り、今後も努力して行きたいと思います。 

 

             

広報調査担当理事  神 由紀彦 

 

2期にわたり、広報を担当させていただきました。 

今期は、1期目の経験を生かし、ホームページならびに会報誌の 

充実を目指していましたが、なかなか思い通りにはいきませんでした。 

最後まで力量不足を感じております。今年度発行予定の会員名簿も写真入りのものとなり

そうです。より一層、会員間が「顔の見える関係」を築けるものと思います。 

 鎌田会長はじめ理事の方、委員会の先生、お忙しい中ご寄稿いただいた多数の先生、全

ての会員の先生に御礼申し上げます。 
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平成２７年６月６日（土）午後７時４５分より東京ベイプラザホテルにて 

第６回臨時総会が開催された。古谷隆則総務理事による司会進行のもと、山口延善副会長

の開会の辞の後、点呼にて会員総数１４５名中 出席者４５名・委任状提出者４７名、合

計９２名にて定款１８条による条件を満たし本総会成立の運びとなった。 

鎌田誠会長の挨拶の後、議長選出に移り執行部一任の声により細井系太郎先生が議長に選

任され、議事録署名人には議長一任の声により大塚潔先生・松清均が選任された。 

報告はなく続けて議事に進行した。 

 

提出議案 

 第１号議案 理事定数変更に関する件 

 原比佐志専務理事より現在の理事定数１３名より１４名に変更する事に対しての内容説

明があり、出席者多数の同意により可決決定された。 

 

役員の選挙 

 選挙管理委員長の加藤和幸先生より５月２７日（水）締め切りまでの本会代表者の立候

補者はないという報告があり、執行部の提案により選考委員会の設置が提案された。 

 委員の選任は議長に一任され議長により和田勝先生、市川昇先生、地曳貞二先生、   

須藤正明先生、玉利彰良先生が選任され別室にて選考が行われた。 

 選考委員会より現副会長である山口延善先生が推薦され会長候補者となった。続いて山

口延善先生より挨拶があり会員の親睦を大切にし「和」を重んじて会の運営に努めて行

きたいというお話をされた。また、議長より山口延善先生に他の理事候補者の名簿を提

出するようにお話があった。 

 

協議  

 終身会員の会費変更について 

 鎌田誠会長・古谷隆則総務理事より説明があり、それに対して多くの意見が交換され、

継続して執行部にて審議される事となった。 

 

砂川直俊副会長の閉会の辞により第６回臨時総会は閉会となった。 

                             松清均 記 

第 6回臨時総会 
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                             松清均 記 

 

 

  

 

平成２7年６月２0日（土）午後４時３０分より東京ベイプラザホテルにて第７回定時総

会が開催された。 

 古谷隆則総務理事による司会進行のもと山口延善副会長の開会の辞により始まり、点呼

において会員総数１４５名中、出席者４４名、委任状提出者４５名、計８９名にて定款１

８条による条件を満たし本総会は成立の運びとなった。 

 最初に物故会員への弔慰として昨年、お亡くなりになられた白土英雄先生（平成２６年

９月１９日）、高畠成章先生（平成２６年１２月６日）への黙祷が捧げられ、次いで今季で

任期を終了される鎌田誠会長の挨拶の後、執行部一任の声により細井系太郎先生が議長に

選任され、議事録署名人には議長一任にて大澤憲二先生、平川恵敏先生が選任され以下の

報告がされた。 

 

（１） 事業報告及び会員の動向について  専 務 理 事    原 比佐志先生 

（２）福祉共済会の収支報告       総務担当理事     古谷 隆則先生 

（３）県歯代議員報告          代  議  員    山口 延善先生  

（４）国保組合会報告          国保組合会議員    成川 芳明先生 

伏居 教男先生  

（５）監査報告             監     事    冲津 光久先生 

長谷部 猛先生  

  監査会（平成２７年５月３１日開催）において、年度内における業務全般の実施状況

について適正に運営されているものと認められた。尚、平成２６年度会計経理について監

査の結果、適正に処理・手続きされていると認められた。 

                               

続いて議事に移り 

  第１号議案  平成２６年度賃借対照表及び付属明細書(案)の承認を求める件 

  第２号議案  平成２６年度損益計算書及び付属明細書(案)の承認を求める件 

       小松利典会計担当理事より説明があり出席者多数の同意により定款１８

条の条件を満たし可決決定した。 

第３号議案  運営細則の一部変更に関する件 

第４号議案  終身会員会費に関する件 

         鎌田会長より説明があり出席者多数の同意により定款１８条の条件を

満たし可決決定した。 

第 7回定時総会 
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続いて役員選挙に移り 

 （１）理事選挙  臨時総会にて次期会長候補に選出された山口延善先生より理事候補

者名簿が期限内に提出され、その候補者は定数内であった為、出席者

多数の賛成により候補者全員が当選となった。 

 （２）監事選挙  次期会長の山口延善先生より砂川直俊先生、長谷部猛先生が指名さ

れ、出席者多数の賛成により当選となった。 

 （３）選挙管理委員の選任 

          加藤和幸先生、椎津裕貴先生、山口究先生が選任された。 

休憩に入り、その間に緊急の理事会が開催され各理事の役職が発表紹介された。 

 

 

 

 

 

 

 （４）顧問の選任  山口延善先生より以下のとおり報告された。 

      高木大和先生、鈴木寛先生、和田勝先生、玉利寛良先生、中村幸成先生 

      細井系太郎先生、市川昇先生、鎌田誠先生 

 （５）国保組合会議員の選挙 

          期限内に立候補された大野清美先生と山口延善先生より推薦を受け

た成川芳明先生が出席者多数の賛成により当選となった。 

                                       

続いて千葉県歯科医師会代議員の選挙に移り山口延善先生、原比佐志先生、小松利典先生 

の就任が承認された。 

協議は特になく、砂川直俊副会長の閉会の辞により第７回定時総会は閉会した。 

また総会終了後、鎌田誠前会長へ記念品及び感謝状が贈呈された。 

 

 

                          

 

 

 

 

 

松清均 記 



12 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 1 月 31 日土曜日、木更津ビューホテルにて昨年に引き続き、県歯社保担当理

事である大河原伸浩先生をお招きし、行われました。 

マイナンバー（共通番号制度）についてのお話がありました。マイナンバーは「国民一

人ひとりに 12 桁の番号を割り振り、税や社会保障の手続きを効率化する制度」で、来年 1

月にスタートします。今回の「マイナンバー」法案では、番号の利用範囲を社会保障と税

務分野だけに限定されていますが、施行後３年を目途に利用範囲の拡大を検討することに

なっています。現在、各医療機関や保険薬局などがバラバラに管理している患者情報が「マ

イナンバー」でつながることにより、患者がいつ、どこで、どんな医療を受け、どんな薬

が処方されたのかが一元管理できるようになれば、歯科の業務にも大きな変化をもたらす

かもしれません。 

続いて平成 26年 4月の診療報酬改定についてのお話がありました。 

改定により小臼歯（4番、5番）に限り、CAD/CAM（コンピューター支援設計・製造ユニ

ット）装置を用いて作製されたハイブリットレジン冠の治療が保険適用となり、今までよ

りも気軽に、金属アレルギーの心配もなく、審美性も優れた白い歯を選択出来るようにな

りました。 

また「歯科訪問診療 1」に対する「在宅かかりつけ歯科診療所加算（100 点）」が新設さ

れました。直近 3ヵ月の訪問診療が月平均 5人以上でそのうち 8割以上が「歯科訪問診療 1」

を算定していることが施設基準となります。社会的なニーズが高まっている中で、訪問歯

科診療および口腔ケアを求められる側の立場に立って、より質の高い診療が提供出来るよ

うになるのではないのでしょうか。 

その他マイナス改定の中でも、正しく健全な保険治療が行えるようなプラス改定の説明

など分かりやすくご講演頂き、大変有意義な時間を過ごすことが出来ました。 

中村武仁記 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度 社保講習会 
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2月 21日（土） 17：00～19：00 医歯薬会館に於いて、医療

管理講習会を開催いたしました。 

講師は千葉県歯科医師会医事処理担当理事の竹川文弘先生をお招

きし、「最近の医療トラブルの動向とその対策」という演題でご講

演いただきました。竹川先生の県歯「医事処理委員会」における

医療事故、医事紛争に関するご経験から私達への様々なアドバイ

スをいただきました。 

まず、医事紛争を予防するためには①記録をきちんと取る。②

医療安全対策を万全にする。③説明責任を果たす。④医療水準を

高める。 

また、スタッフに関しても①言動に注意し、職務範囲を遵守する。②院内での情報を蓄積

し、共有する。③患者のクレームには真摯に対応する。ということでした。 

そして後半には、最近にあった案件を多数紹介していただきました。具体的には、お話を

聞いて驚くと同時に、恐くもありました。全くの言いがかりのような事例もあり、現場の

先生ならではという貴重なお話が盛り沢山でした。 

やはり、毎日の診療には大きな責任を負っているということを再認識し、医療事故、医事

紛争と起こさないよう努力することが大切ですが、もし患者さんとのトラブルで困ったら、

県歯事務局 043-241-6471（会員のみ受付）へ相談することが安心だと思いました。 

                                                      鈴木みちよ記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療管理講習会 
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平成２７年４月２５日(土)午後３時から平成２７年度第１回君津木更津歯科医師会生涯

研修講習会が木更津看護学院で開催されました。 

講師に東京歯科大学千葉病院長で臨床検査病理学講座主任教授の井上孝先生をお招きし、

「口腔の健康から健康寿命を考える －歯科医師から口腔医へ－」という演題で講演して

いただきました。 

内容は概論にとどまらず、「口腔医療に必要な臨床検査」「臨床症例」「歯科医師国家試験か

らの例題」と様々でした。 

(臨床症例については歯界展望２０１５年３月号 P４３６－P４４４、同４月号 P７２２－P

７３１参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回歯科医師の資質向上等に関する検討会における議論事項 

１ 歯科医師需給に関して 

  ２０１５年歯科医師国家試験は出願者３６８９名、受験者３１３８名、合格者２００

３名、合格率６３．８％で、今後、文部科学省による歯学部の定員削減 (平成２６年度２４

６０名)、厚生労働省による合格者減少(将来的には１５００名？)が予測される。 

２ 女性歯科医師に関して 

  歯学部学生の４１％、歯科医師の２１％が女性で、今後も増加が見込まれる。 

３ 歯科医療の専門性に関して 

  歯科医師免許の更新、高度な治療のための専門医制度 

 

歯科医療サービスの提供体制の変化と今後の展望 

WHO憲章における健康の定義は、単に疾病や虚弱でないばかりでなく、肉体的・精神的・

社会的に安寧な状態、つまり「食欲がある」「風邪をひかない」「ひどく疲れない」「よく眠

平成 27年度第 1回生涯研修講習会 
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れる」「精神的な安定」が満たされた状態である。 

歯科治療の目的は口腔全体の安定度の向上、QOL の維持にある。しかし、従来の歯科医療

は病態に陥った歯や歯周組織等に対して置換医療を行い、病態の再燃により再び介入治療

を行う「やり直しの医療」で、原因を追究し病態を予防するという概念のものではなかっ

た。その結果、硬組織病変が歯髄におよび抜髄処置から感染根管治療、抜歯、ブリッジ、

部分床義歯、総義歯という治療経過(健常者型歯科治療)であった。 

歯科医師にとって科学的な根拠を大切にする EBM の必要性や医療遂行には欠かせない患

者さんとの信頼関係を築く「インフォームド・コンセント」が推奨されているが、患者さ

んそれぞれが抱えている病は様々で極めて個人的なもので、一医療機関(歯科医療機関完結

型)では限界があり、医療連携型への変化が必要である。 

井上先生は著書にて「必要な情報を得ることをせず、患者の状況を無視し、新しい器具や

治療法にのみ興味を示し、従来の治療を行っていけば、今までにない医療事故に遭遇する

ことは間違いないであろう。超高齢化社会を迎えた現在、歯科医師が患者の状況を考えず

歯科治療ができる状況ではなくなった。また、口腔疾患が糖尿病、高血圧、心臓病等に影

響をおよぼすことも明らかになった今、医療連携は重要である。」と述べている。 

自立度の低下、全身的な疾患、加齢による口腔内の変化等による治療の難易度、リスクの

増加の状態での歯科治療(高齢者型歯科治療)への変化は、歯科医師から口腔医への変化であ

り、検査がより重要かつ必要となる。今後、地域完結型医療の中での歯科医療の提供体制

の構築が予想される。 

 

歯科再生医療の未来 

骨(組織)を作るには細胞と足場(フィブリン)と成長因子(血小板由来)がそろった状態での時

間経過が必要で、現在、培養した細胞を骨欠損部に填入すると骨再生(組織再生)が期待でき

る段階まで研究されている。次の方法として iPS 細胞を歯髄細胞から作製し、歯槽骨、歯

根膜、セメント質らに分化させて使用する。将来的にはインプラントの代用となる可能性

もある。 

歯科医師により患者さんの機能回復、口腔ケア、再生医療が相まっていくことが健康長寿

達成の鍵であると結ばれた。                 和田雅彦 記 
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平成２７年度「健歯児童・生徒審査会」、「高齢者のよい歯のコンクール」、「親と子のよ

い歯のコンクール」が６月１１日（木）に君津教育会館において行われました。 

 小学校３９校６６名、中学校２９校５６名、親子１組２名、高齢者１０名の参加があり

ました。同時に図画、ポスター、歯・口の健康啓発標語の審査を行い、各部門において優

秀な成績を収めた方々に表彰が行われました。また、昨年同様健歯の部では、甲乙つけが

たいという事もあり、順位付けではなく、優秀賞各３名ずつという形にしました。毎年な

がら、各学校の代表である児童は、すばらしい歯の持ち主であり、審査において３名の優

秀賞を決めるには大変だったようです。高齢者の部では例年に続き、かなり多くの参加が

あり激戦でした。 

 その後、「いづみ」にて懇親会を行い、君津健康福祉センター長の一戸様にお越しいただ

きました。 

 

審査結果は以下のとおりです。 

 

 

 

健歯の部 

 

 
学 校 名 氏 名 

小
学
生
の
部 

女
子 

 

優秀賞 

（木）畑沢小学校 向井
む か い

 春生
は る き

 

（木）請西小学校 アスラン アイシェ 

（君）周南小学校     大野
お お の

 桃
もも

香
か

 

男
子 

 

優秀賞 

（富）飯野小学校 山田
や ま だ

 将夢
ま さ む

 

（袖）根形小学校 伊藤
い と う

 浩
こう

大
た

 

（君）北子安小学校     石川
いしかわ

 大翔
や ま と

 

中
学
生
の
部 

女
子 

 

優秀賞 

（木）波岡中学校 小原
こ は ら

 麻莉奈
ま り な

 

（木）岩根中学校 飯妻
いいづま

 愛
あい

 

（木）富来田中学校     花沢
はなざわ

 麻耶
ま や

 

男
子 

 

優秀賞 

（木）木更津第二中学校 伊藤
い と う

 開
かい

世
せい

 

（君）周南中学校 奥村
おくむら

 陸
りく

 

（富）大貫中学校 羽石
はねいし

 武将
たけまさ

 

 

健歯児童・生徒審査会 
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図画の部（小１～３） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 （木）岩根小学校 ２年 金本
かねもと

 理
り

世
せ

 

２位 （木）畑沢小学校 ２年 野口
の ぐ ち

 姫歌
ひ め か

 

３位 （木）八幡台小学校 ３年 平野
ひ ら の

 真
なお

大
はる

 

 

ポスターの部（小４～６） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 （木）清見台小学校 ６年 幡
はん

竜
りゅう

 弓
ゆ

唯
い

香
か

 

２位 （富）富津小学校 ６年 小坂
こ さ か

 澪茉那
み ま な

 

３位 （富）湊小学校 ６年 浅野
あ さ の

 小波
こ の は

 

 

ポスターの部（中学生） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 （君）小糸中学校 ３年 世良
せ ら

 友美莉
ゆ み り

 

２位 （君）小糸中学校 ２年 山田
や ま だ

 菜々子
な な こ

 

３位 （君）周西中学校 ３年 川名
か わ な

 亜美
あ み

 

 

高齢者のよい歯のコンクール 

順位 住 所 氏 名 

１位 君津市 松尾
ま つ お

 博道
ひろみち

 

２位 君津市 髙
こう

良
ら

 玉
たま

恵
え

 

３位 君津市 山本
やまもと

 弘
ひろし

 

４位         木更津市 鶴岡
つるおか

 良子
よ し こ

 

木更津市 黒川
くろかわ

 年男
と し お

 

君津市 須山
す や ま

 仚
けん

 

君津市 小笠原
おがさわら

 五
ご

太郎
た ろ う

 

君津市 大野
お お の

 浅夫
あ さ お

 

君津市 松本
まつもと

 幸
こう

吉
きち

 

袖ヶ浦市 高橋
たかはし

 守
もり

明
あき

 

 

 

親と子のよい歯のコンクール 

順位 住 所 親と子の名前 

１位 木更津市 安藤
あんどう

 幸恵
ゆ き え

・明咲
め い さ
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歯・口の健康啓発標語 

小学校の部 

順位 標 語 学 校 名 学年 氏 名 

１位 
歯みがきで 
笑顔もキレイ 

歯もキレイ 
（袖）平岡小 ５年 天野

あ ま の

 沙
さ

菜
な

 

２位 
歯っ歯っ歯 
笑顔で食べると 

おいしいよ 
（君）北子安小 ６年 鈴木

す ず き

 理紗子
り さ こ

 

３位 
はみがきで 
なんでもかめる 
むてきの歯 

（木）馬来田小 ５年  菅原
すがわら

 駿
しゅん

 

中学校の部 

順位 標 語 学 校 名 学年 氏 名 

１位 
いつまでも 
輝く笑顔と 
自慢の歯 

（木）岩根中 ３年 加藤
か と う

 日
ひ

菜
な

多
た

 

２位 
歯みがきは 
おいしく食べる 

第一歩 
（袖）蔵波中 １年 河野

か わ の

 祥
しょう

馬
ま

 

３位 
わらうたび 
かがやきみせる 
きれいな歯 

（君）清和中 １年 平野
ひ ら の

 希
のぞみ

 

一般の部 

順位 標 語 住 所 氏 名 

１位 
八十歳 
生き抜く力は 
二十歳の歯 

君津市 林
はやし

 佳子
よ し こ

 

２位 
継続が老いても光る 

歯と笑顔 

 

富津市 新吉
しんよし

 義
よし

秋
あき

 

３位 
歯の健康 
ニコニコスマイル 
老け防止 

木更津市 榎本
えのもと

 純子
じゅんこ

 

 ３位 
よく噛んで 
しっかり磨いて 
８０２０ 

袖ヶ浦市 箭内
や な い

 美
み

帆
ほ

 

作文の部 

順位 題 名 住 所 氏 名 

１位 「８０２０運動に関して」 君津市 髙
こう

良
ら

 玉
たま

恵
え

 

２位 「歯周病を防ぐ方法と 8020運動の

目標にむけて」 

袖ヶ浦市 岡田
お か だ

 康
やすし

 

 

                                 茂田 圭弘 記 
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高齢者歯科健診 

 

平成 27年 2月 5日（木）に富来田公民館にて高齢者歯科健診を行ってまいりましたので、

ご報告申し上げます。 

 雪の予報が出る中、健診希望の高齢者は昨年より多い 18名の参加がありました。歯科医

師会より 6 名の歯科医師、衛生士会より 3 名の歯科衛生士の協力を得、県歯作成の高齢者

健診事業の診査表に基づいた診査を致しました。歯科医師による口腔内審査と歯科衛生士

による飲み込む機能の診査をしたあと、衛生士による講話を行いました。 

 公民館という場所のせいか、健診希望者はリラックスした状態で受診されており、多く

の質問、相談が寄せられ、それに対するアドバイスをすることができ、満足度は高いよう

に思えました。 

 ご協力いただきました、先生方に感謝申し上げます。 

  

                                 山中太郎 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河村産業健診報告 

   

平成 27年 6月 18日（木）に河村産業への歯科健診を行ってまいりましたので、ご報告

申し上げます。 

河村産業健診は去年と同様 10名の方の申し込みがあり、県歯作成の事業所歯科健康診査票

に基づき歯科医師による口腔内診査（歯式、ＣＰＩＴＮ、その他）と歯科衛生士による前

歯部スケーリング、ＴＢＩ、歯科医師による検査結果の説明、相談の流れで行いました。 

比較的口腔内環境の良い方が多かったことや、健診メンバーも去年に引き続き慣れていた

ため混乱なくスムーズに行うことができました。 

ご協力いただきました先生方に感謝申し上げます。           山中太郎 記 
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今年のスキーツアーの場所は山形蔵王温泉スキー場でした。蔵王山は噴火が警戒されて

いるところでしたが、火口湖である御釜からスキー場のロープウェイ山頂駅までの距離が

約２ｋｍ、温泉街までが約４ｋｍと離れていて、もし噴火したとしても大きな噴石が飛ん

でくる危険性は少ないということでした。ただし、積雪のある時期はマグマにより周囲の

雪が溶けて、雪崩を伴う土石流が発生するということでした。そこで、ハザードマップを

調べてみたところ、山形県側より宮城県側の方がその危険性が高く、山形県側は限定的で

した。今後、火山活動が強まり大噴火となればスキー場にも行けなくなる可能性がありま

すので、今年しかないと思い山形蔵王温泉に決めました。 

今回の参加者は歯科医師５名、私のクリニックのスタッフ２名、山田先生の知人でカリ

スマ？美容師さんの合計８名でした。平成２７年３月１１日の早朝に、君津からと木更津

金田からと２班に分かれて、アクアライン高速バスに乗り東京駅に向けて出発。東京駅か

ら乗車した山形新幹線「つばさ号」は東京－山形(359.9km)を３時間弱で走行します。「山

形駅から目的地である山形蔵王温泉までは、タクシーに乗り約４０分で、１２時頃に宿泊

先の蔵王国際ホテルに到着となりました。 

ゲレンデに出ると今年もまた雪が降っていました。風も強かったためにロープウェイが

運行停止となっていて、ホテル付近の中森ゲレンデのみの滑走となってしまいました。夕

食は蔵王牛陶板焼御膳を食べ、ゆったりとした温泉に入りその点は最高でした。ただし、

カラオケルームでは、思うように滑れなかったためかそれとも日頃のストレスのためかは

たまた女子がいたためか、岩塚先生が大トラになってしまい大変でした。２日目も雪だっ

たのですが、風が弱まったためにロープウェイは運行され、樹氷の中を最高の雪質で滑る

ことができました。藤井先生が高円寺の氷川神社(気象神社)まで行きご祈祷をしてきたので

すが、それもむなしく３年続いての、２日間とも雪というスキーツアーになってしまいま

した。来年はまったく違った方面を攻めたほうが良いのかもしれませんね。 

 

勝見雅也 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキー同好会 
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２０１５年３月５日、オークビレッジゴルフクラブにて、南総ゴルフ 

コンペが開催されました。３郡会ゴルフコンペから、昨年安房の出口会長、 

君津木更津の原副会長の発案で南総５郡協議会の代わりに、親睦の会という 

事で始まって、１年が経過しようとしています。 

今回、夷隅郡市からは参加はありませんでしたが、山武郡と茂原市長生郡からは大勢

参加をしていただき、盛り上がりました。 

私達、幹事も２年の任期を５月に予定している役員解散旅行のゴルフコンペを最後に

退任いたします。後任の担当幹事もほぼ決定しております。 

雨ばかりの幹事で、同好会の先生方には本当に申し訳なく思っております。 

さて、今回のコンペは天気の心配が全くいらない、朝から気持ちの良い快晴でした。 

４０名の参加者は、オークビレッジの難コースに苦戦をしながらも、楽しい親睦の 

時間を過ごせました。 

山武の町山先生からは、素晴らしい会でしたとお褒めの言葉を頂き、嬉しく思って 

おります。 

結果は以下の通りです。 

OUT  IN  G  HC  NET 

優勝 原比佐志（君津木更津） 45  45  90  21.6  68.4 

準優勝 大木和弘（山武郡市） 48  57  105 36.0  69.0 

３位  串哲也（山武郡市）  38  39   77  7.2  69.8 

７位  加藤和幸（君津木更津） 39  45   84  9.6  74.4 

 

※次回は７月９日に、安房主宰です。２年間ありがとうございました。 

 

幹事 加藤和幸 

地曵貞二 

渡邉和彦 

 

 

 

 

 

 

                                  渡邉和彦 記 

南総ゴルフコンペ 
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平成 27年 3月 19日南総カントリークラブ 

朝からどんよりした曇り空。予報では PM3：00頃までは降らずにいけそうとの事なので参

加者全員が談笑しながらの朝の集まりだったのですが、高木先生が海ほたるのパーキング

付近で先日転んで左足の指が大きく腫れてしまい参加出来なくなったと、わざわざクラブ

ハウスまで来てくださり記念撮影におさまってから皆に別れを告げ帰っていきました。高

木先生、気をつかって頂きありがとうございました。 

風は強かったものの、雨にはあまり降られず参加者 8 名と少な目ですがプライベートなゴ

ルフ感が強くパーティーでは、全員で一つの話題に会話が弾むという普段ではなかなかな

い、ゆったりとした会でした。 

結果は以下の通りです。 

         OUT   IN   G    H.C    N 

優勝  山口延善   46    40   86    12.0   74.0 

準優勝 加藤和幸   38    43   81     5.0   76.0 

3 位  山中洋一   45    45   90    12.0   78.0 

B・G  加藤和幸  38    43   81 

 

渡邉和彦 記 

 

 

 

 

 

 

５月２１日（木）亀山湖カントリークラブにて素晴らしい快晴、気持ちの良い５月のそ

よ風の中芝楽苦会が開催されました。 

１３名の会員の大半の先生が前日の役員旅行で飲み疲れた先生方でしたので、プレー終

了後旅行の翌日のゴルフコンペは少しつらくなってきたなあとこぼす先生が数名いらっし

ゃいました。 

次期幹事には芝楽苦会も高齢化が進んでおりますお気持ちを汲んでいただきご配慮お願

い致します。 

加藤幹事が終わり良ければ全て良しと朝のあいさつからパーティーでの締めの挨拶まで

３回も言っていたのが今まで天気で心を痛めてたのかと同級生幹事として強く感じました。 

芝楽苦会（Ｈ27.3.19） 
 

芝楽苦会（Ｈ27.5.21） 
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終わり良ければ全て良しで幹事の任を締めさせていただきます。 

皆様に支えていただき本当にありがとうございました。 

 

                        G      HC      N 

優勝   原比佐志     87       15       72 

準優勝 加藤和幸     81        5       76 

３位  和田勝        102          26           76 

ＢＧ    加藤和幸    81 

                                                                      

渡邉和彦 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「メールアドレス」登録のお願い 

～君津木更津歯科医師会の情報をあなたのパソコンへ～ 

 

ぜひ、ご登録を！ 

下記のメールアドレスに送信 

kkdental@nifty.com 

件  名：メールアドレスの件 

通信欄：メールアドレスお知らせします。 

 氏名記載（フルネームでお願いします） 

mailto:kkdental@nifty.com
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理事会報告 
 

第 10回理事会報告 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成 27年 1月 17日（土） 

 八幡屋 午後７時 30分～ 

一. 開会                                  山口副会長 

二. 挨拶                                                      鎌田会長 

三. 報告 

 １．平成２６年度 郡市 IT実務担当者講習会          12月 4日（木）神 理事 

   ・千葉県歯科医師会館 広報より理事、委員長出席 

 ２．生涯研修講習会・敬老祝賀忘年会（東京ベイプラザホテル） 12月 6日（土）熊切理事 

・講習会出席者 ５３名                        鶴岡理事 

・忘年会出席者 来賓４名、講師１名、会員５１名 計５６名 

 ３．きみつ愛児園摂食嚥下指導                 12月 11日（木）鶴岡理事 

   ・対象者 初診１名、再診６名 

 ４．広報委員会（君津白石ミート） 午後７時より       12月 17日（水）神 理事 

       ・出席者１１名 会報校正など  

 ５．郡市社保担当理事連絡協議会（県歯）           12月 25日（木）河野理事 

 ６．会報 74号発行                      12月 31日（水）神 理事 

 ７．年末年始休日診療                 12月 31日～1月 3日 鈴木理事 

    ・平成２６年度患者総数１１０名 

木更津市４７名、君津市２１名、富津市７名、袖ケ浦市３５名  

 ８．介護認定審査員現任者研修会（袖ヶ浦市民会館）      1月 8日（木） 原専務理事 

 ９．介護認定審査会全体会議（会館）             1月 15日（木）原専務理事 

１０．一般社団法人修正申告                          小松理事 

    事業計画についての金額の修正 

四． 協議 

 １．新年度行事予定について                        原専務理事 

   ・予定行事の確認、日時調整など 

 ２．新年度警察協力歯科医について                     鎌田会長 

・木更津市 市川先生、中村(幸)先生 

・君津市  高橋(晃)先生、原先生 

・富津市  三枝先生、中島先生 

 ３．社保講習会・新年会について（１月 31日：土）              原専務理事 

   ・木更津ビューホテル 

     午後３時半～ 社保講習会 講師:県歯社保担当理事 大河原伸浩先生 

     午後６時～  新年会  

 ４．中央病院シンポジウムについて（2月 20日：金）             原専務理事 

   ・訪問診療について 

５．医療管理講習会について（2月 21日：土）                鈴木理事 

・午後５時～午後７時 医歯薬会館 三階 大教室 

    講 演：「最近の医療トラブルの動向とその対策」 

    講 師：千葉県歯科医師会理事 竹川 文弘 先生 

 ６．高齢者歯科健診について（２月５日：木）                 水町理事 

   ・木更津市富来田公民館 １０時～ 

 ７．郡市学校歯科保健担当者連絡協議会事前アンケートについて         茂田理事 

   ・２月１９日開催の学校歯科連絡協議会における事前アンケートの回答についての確認 

 ８．その他 

    ①富津市における閉校にともなう学校歯科医について           熊切理事 

及び、富津市からの障害者の権利擁護に関するポスター掲示依頼について 

②役員任期満了に伴う引き継ぎのための委員会ごとの資料作成について    鎌田会長 

③フィリピンにおける歯科医療奉仕活動の支援方法について       神 理事 

④セントケア木更津（老人介護施設）からの嘱託歯科医の依頼について   原専務理事 
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五. 閉会                                  砂川副会長 

 

 

 

 

第 1１回理事会報告 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成２７年２月１８日（水） 

 八幡屋 午後７時３０分～ 

一. 開会                                  砂川副会長 

二. 挨拶                                  鎌田会長 

三. 報告 

 １．君津警察署感謝状贈呈式（君津警察署）         １月２２日（木）  原専務理事 

 ２．郡市総務・医療管理担当者連絡協議会（県歯）      １月２２日（木） 古谷理事 

    青年歯科医師の会（４６歳まで）立ち上げ。未入会員対策など。 

    休診時歯科医師出向制度→休診時歯科医師紹介制度（千葉大歯口科のみ対応）へ 

 ３．木更津警察署職員激励会（ベイプラザホテル）      １月２７日（火） 山口副会長 

 ４．医療管理委員会（会館）                １月２８日（水） 鈴木理事 

    年末年始休日診療当番の報告など。 

 ５．社保講習会・新年会（ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル）１月３１日（土） 河野理事 

    講習会・６３名。新年会・講師、来賓含め４７名出席。 

 ６．君津地域保健医療連携会議（君津健康福祉センター）    ２月 ２日（月）  鎌田会長 

    保健医療体制の構築に関する事項について。 

 ７．高齢者歯科健診（富来田公民館）            ２月 ５日（木）  水町理事 

    受診者１８名。 

 ８．君津市介護保険運営協議会（君津市役所）         ２月 ５日（木）  原専務理事 

 ９．千葉県歯科医学大会・口腔保健大会（京成ホテルミラマーレ）２月 ８日（日） 熊切理事    

１０．平成 26年度郡市 IT実務担当者講習会 Advanced course(県歯) ２月１２日（木）神理事 

    HTML再入門、CMSをより高度に使うために。 

１１. 君津地域・職域連携推進協議会（君津健康福祉センター）  ２月１２日（木）  鎌田会長 

    総合的なタバコ対策の推進の現状と課題について。 

１２. 富津市 医師・歯科医師・薬剤師会議           ２月１２日（木）  熊切理事 

    歯科医師会より６名出席。 

１３．高齢者良い歯のコンクール、千葉県知事賞受賞者による市長表敬訪問、懇談 

（君津市役所）                     ２月１３日（金）鎌田会長          

四．協議  

 １．医療管理講習会について（２月２１日：土）                鈴木理事 

    医歯薬会館３F大教室 17：00～19：00「最近の医療トラブルの動向とその対策」  

    講師・千葉県歯科医師会 医事処理担当理事 竹川文弘先生 

 ２．口腔ケア勉強会について（３月１１日：水）                古谷理事 

    医歯薬会館３F大教室 19：00～ 疾患のある患者さんへの対応例など。  水町理事 

    講師・君津中央病院歯科口腔外科の渡辺俊英先生  

 ３．役員旅行について（５月２０日：水～２１日：木）              古谷理事 

    旅行先などの検討。 

 ４．木更津市への高齢者歯科健診開催の要望について              水町理事 

 ５．木更津市防災協定について                        古谷理事 

    木更津市地域防災計画に基づく災害時歯科医療救護活動に関する協定書（案）について 

 ６．その他 

    木更津市口腔がん検診、補助金削減について              山口副会長 

いきいきフェスタでの口腔がん検診は継続。  

五. 閉会                                  山口副会長 
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第 12回理事会報告 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成 27年 3月 14日（土） 

 医歯薬会館 午後７時 30分 

一. 開会                                  山口副会長 

二. 挨拶                                  鎌田会長 

三. 報告 

 １．平成 26年度 郡市学校歯科保健担当者連絡協議会（県歯） ２月１９日（木）茂田理事 

  ２．母子保健推進協議会（君津健康福祉センター）       ２月１９日（木）鈴木理事 

    低出生体重児について  

 ３．中央病院シンポジュウム（中央病院）           ２月２０日（金）原専務理事 

    在宅歯科診療について  

 ４．君津市医師会・歯科医師会・行政新年会（千成）      ２月２０日（金）茂田理事 

 ５．医療管理講習会（会館）                 ２月２１日（土）鈴木理事 

    参加者３７名 

 ６．会館運営協議会（松立）                 ２月２４日（火）古谷理事 

    山口副会長、原専務理事、古谷理事が出席 

 ７．郡市歯科医師会 在宅歯科医療担当者会議（県歯）     ２月２６日（木）水町理事 

 ８．郡市会長会議（県歯）                 ２月２６日（木）山口副会長 

    終身会員の資格付与条件の見直し、青年歯科医師の会設立について 

 ９．きみつ愛児園摂食嚥下指導               ２月２６日（木）長谷部監事 

歯科医師会より６名出席 

 10．平成 26年度第 2回「日医認定産業医研修会」（東京ベイプラザホテル） 

 ２月２６日（木）水町理事 

 11．野本たかと先生の教授就任祝賀会（コンラッドホテル）  ２月２８日（土）長谷部監事  

 鎌田会長、長谷部監事が出席 

 12．大野としゆき総決起大会（木更津市民会館）        ２月２８日（土） 

 13．第１回君津地域災害医療対策会議（君津健康福祉センター） ３月 ３日（火）鎌田会長 

 14. 木更津看護学院卒業式（木更津市民会館）         ３月 ５日（木）鎌田会長 

    准看・第６２回、通信・第７回卒業式 

 15. 南総ゴルフコンペ（オークビレッジ）          ３月 ５日（木）山口副会長 

 16. 君津市介護保険運営協議会               ３月１１日（水）原専務理事 

    施設見学（たびだちの村） 

 17. 口腔ケア勉強会（会館）                 ３月１１日（水）古谷理事 

    参加者３２名 

 18. 木更津看護学院看護師二年課程通信制 閉課式典      ３月１４日（土）鎌田会長 

           （ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル） 

四．協議  

 １．新入会員について（間瀬 慎一郎先生 間瀬デンタルクリニック）      古谷理事 

    入会が承認されました。 

 ２．防災協定について                           原専務理事   

    防災協定、締結の方向で。 

   （理事会開催前に木更津市・君津市・富津市の担当者出席にて、木更津市担当者より 

地域防災計画に基づく災害時歯科医療救護活動に関する協定書（案）、及び、災害時 

歯科医療救護活動実施細目（案）の説明がありました。） 

 

 ３．役員旅行について（5月 20日：水～21日：木）              古谷理事 

    鴨川シーワールドホテル（予定） 

 ４．終身会員と会費について                         古谷理事 

今後の方向について協議     

 ５．一般健診について（5月 28日）                      鈴木理事 

    君津健康センターにて実施予定 

 ６．事業計画と収支予算について                      原専務理事 

 ７．その他 

 五. 閉会                                  砂川副会長 
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第 1回理事会報告 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成 27年 4月 8日（水） 

  八幡屋 午後７時 30分～ 

 

一. 開会                                  砂川副会長 

二. 挨拶                                   鎌田会長 

      ・４月１６日（木）、木更津市・君津市・富津市との防災協定締結式。 

   ・県歯６月の総会において終身会員の資格付与の見直し案が議題として提出される予定。 

・千葉県歯科医師会、青年歯科医師の会設立へ。 

三. 報告 

 １．地域保健事業説明会（県歯）             3月 19日（木）   水町理事 

 ２．君津地区他職種協働リーダー会議（会館）       3月 23日（月）  原専務理事 

 ３．富津市防災会議（富津市役所）            3月 23日（月）   熊切理事 

 ４．第 156回代議員会（県歯）               3月 26日（木）  山口副会長 

   ・議案 

事業計画と予算に関する件、青年歯科医師会設立に関する件。 

すべて原案通り可決されました。 

・協議 

終身会員資格付与条件の見直しについて。団体定期保険共済の規則改定について。 

会費見直しについて。 

５．富津市介護認定審査員認証式             3月 26日（水）   水町理事 

６．袖ケ浦市介護認定審査員認証式            4月 1日（水）  砂川副会長 

 ７．君津市介護認定審査員認証式（君津市役所）       4月  7日（火）  原専務理事  

 ８．健康診断実施のお知らせ文章の変更点についての連絡  4月 8日（水）   鈴木理事          

 ９．君津地方学校保健会役員会              4月 8日（水）   茂田理事           

四． 協議 

 １．第 1回生涯研修講習会について（4月 25日：土）              熊切理事 

    講習会から懇親会への役割分担など 

 2．役員選挙について                            原専務理事 

    次年度役員選挙への流れ、日程など 

 3．役員旅行について（5月 20日：水・21日：木）               古谷理事 

    鴨川シーワールドホテルにて 

 4．臨時総会・役員会について（6月 6日：土）                原専務理事  

    理事の人数変更、定数１３→１４へ議題として 

    終身会員の資格付与条件の変更など 

 5．健歯児童生徒審査会について（6月 11日：木）                茂田理事 

    ５月１３日（水）学校保健と地域の合同委員会 

 6．その他  

  ・千葉県歯科医師会・青年歯科医師の会、支部長選出について       原専務理事 

     河野礼公由先生が君津木更津支部長に選出されました。 

  ・袖ケ浦市介護認定審査員認証式について                砂川副会長 

  ・次年度、医療管理講習会の日程について           長谷部監事・鈴木理事 

     １０月１７日（土）、５時～７時                    

  ・木更津市口腔がん検診について（7月 5日：日）             水町理事 

  ・満７０歳を迎えた会員の終身会員への承認について           山口副会長 

     髙橋千晶先生、磯貝昇先生、佐藤秀樹先生が承認されました。 

五. 閉会                                 山口副会長 

 

第 2回理事会報告 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成 27年 5月 9日（土） 

  八幡屋 午後７時 30分～ 
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一. 開会                                 山口副会長 

二. 挨拶                                  鎌田会長 

三. 報告 

 １．看護学院入学式（看護学院大教室）         4月 9日（木）  山口副会長 

    入学者４４名 

 ２．社保個別勉強会                  4月 14日（火）   河野理事 

 ３．防災協定締結式（君津市保健福祉センター）     4月 16日（木）   砂川副会長 

４．木更津花見の会（ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル）4月 17日（金）   山口副会長 

    歯科医師会より１２名参加 

 ５．障がい福祉委員会                 4月 22日（水）   長谷部監事 

 ６．きみつ愛児園摂食嚥下指導             4月 23日（木）   鶴岡理事 

    対象者、初診２名・再診３名 

 ７．平成 27年度第 1回生涯研修講習会（会館）      4月 25日（土）   熊切理事 

    出席者２７名 

四． 協議 

 １．役員選挙について                           原専務理事 

    ５月１６日（土）会長予備選挙公示、５月２７日（水）会長予備選挙立候補締め切り 

 ５月３０日（土）役員選挙公示、５月３１日（日）選挙公報発行（会長予備選挙） 

６月 ６日（土）役員会、臨時総会、６月１０日（水）役員選挙立候補締め切り 

６月１５日（月）選挙公報発行（役員選挙）、６月２０日（土）平成２７年度通常総会 

 ２．役員旅行について（5月 20日：水・21日：木）              古谷理事 

    鴨川シーワールドホテル、２５名参加予定。 

 ３．臨時総会・役員会について（6月 6日：土）                原専務理事 

会長予備選挙、及び理事の定数変更について 

今年度は臨時総会後に連盟総会を行う予定。 

 ４．健歯児童生徒審査会について（6月 11日：木）               茂田理事 

    前年度からの変更点、審査会での問題点、懇親会への流れなど協議 

 ５．総会について  

    次第についての協議、及び役員選挙について 

 ６．いきいきフェスタ口腔がん検診について（7月 5日：日）          水町理事 

    前年度からの定員変更、１２０名に。当日申し込み可とする 

 ７．企業健診について（河村産業 6月 18日：木）                水町理事 

    例年通り歯科医師会、衛生士会より１０名程で検診予定 

 ８．その他 

五. 閉会                                  砂川副会長 

第 3回理事会報告 

                                                       

               君津木更津歯科医師会 

                              平成 27年 6月 10日（水） 

                              たく 午後７時 30分～                                    

一. 開会                                  砂川副会長 

二. 挨拶                                   鎌田会長 

三. 報告 

 １．学校歯科保健 ・地域保健合同委員会（東洋）       5月 13日（水） 茂田理事 

 ２．総務委員会（零四三八）                 5月 16日（土） 古谷理事 

    １３名参加。臨時総会および総会の打ち合わせ 

 ３．役員研修旅行（鴨川シ―ワールド）            5月 20日（水）・21日（木） 

役員２４名参加                            古谷理事 

 

 

 

 

 

 

第３回理事会「たく」にて 
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        役員研修旅行   「鴨川シーワールドホテル」にて 

 

 ４．木更津市保健医並びに学校保健関係者懇談会        5月 25日（月） 山口副会長 

    ２６年度事業報告及び２７年度事業計画、歯科医師会より５名参加 

 ５．一般健診（君津健康センター）              5月 28日（木） 鈴木理事 

    受診者：一般検診男性７名、女性１２６名。生活習慣病男性２０名、女性４８名。 

 ６．郡市会長会議並びに郡市意見交換会（県歯）        5月 28日（木） 鎌田会長 

    協議事項：終身会員の資格付与条件の見直しに伴う定款の改正について  

団体定期保険共済規則の改正について、会費の見直しについて、 

日歯連盟との不協和音について 

 ７．第１回君津介護保険運営協議会（君津市役所）       5月 28日（木） 原専務理事 

 ８．「歯・口の健康啓発標語コンクール木更津市審査会」    5月 28日（木） 鈴木理事 

 ９．監査会（たく）                     5月 30日（土） 小松理事 

 10．医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）        5月 31日（日） 原専務理事 

歯科医師会より４名参加 

 11．社保個別勉強会                      6月 3日（水） 河野理事 

 12．君津地区他職種協働リーダー会議（玄々堂君津病院）     6月 5日（金）原専務理事 

 13．役員会（東京ベイプラザホテル）              6月 6日（土） 古谷理事 

    午後７時より、参加者４２名 

  14．第６回臨時総会（  〃       ）            6月 6日（土） 古谷理事 

    午後７時４５分より、出席者４５名、委任状４７名 

 次期会長候補者が選出されました 

 15．平成 27年度第 1回連盟総会（  〃  ）        6 月 6日（土）原専務理事 

    連盟人事の選出 

四． 協議 

 １．第７回定時総会について（6月 20日：土）                 原専務理事  

    次第についての協議：会員の動向、物故会員の弔意、議案の詳細など 

 ２．健歯児童生徒審査会について（6月 11日：木）                茂田理事 

    各担当の集合時間の確認など  

 ３．木更津市いきいきフェスタ口腔がん検診について（7月 5日：日）       水町理事 

    集合時間、各担当の役割確認など 

 

 ４．産業歯科健診への機材貸付について                    水町理事 

    歯科医師会の機材貸し出しに関する取り決めなど 

 ５．さつき会口腔ケア協力依頼について                   原専務理事 

    さつき会の各施設での統一した口腔ケアの基準を作るための協力依頼 

 ６．第９回リハビリテーション公開講座（11月 1日）             原専務理事 

千葉県作業療法士会主催の公開講座において、君津木更津地区での開催ための協力依頼 

 ７．講師謝礼規定について                          熊切理事 

    ある程度の一定の基準の取り決めなど 

  ８．その他 

    ・中央病院歯口科の渡邉先生、および中央病院薬剤部による薬剤師会への  水町理事 

BP製剤処方を受ける際の歯科受診を勧める講習会について 

・周術期に関する君津中央病院地域連携室からの紹介について       水町理事 

五. 閉会                                  山口副会長 

          （理事会報告は、広報調査委員長 髙野孝治が担当しました） 
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引き続き会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

※ 本年も 2 月 11~15 日の日程で、レイテ島タクロバン市にて奉仕活動を 17 名の参加

者とともに行ったとの報告がありました。11月にも行う予定とのことです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 20日 鎌田会長より、髙橋千晶先生に目録が手渡せられました。 

 

 

 

 

 

※資金援助してくださる方は下記に振り込みお願いいたします。 

みずほ銀行 木更津支店 普通預金 店番号 ３２７ 口座番号 １９１０８９３ 

口座名 Yo Omori Memorial Dental Team   代表 高橋千晶 

 

 

「フィリピンにおける歯科医療奉仕活動」 

物資支援のご協力のお願いと報告 

 

希望支援物資： マスク、ゴム手袋、紙コップ、注射針、麻酔液 

 



31 

 

新入会員紹介 

                                          

           

 この度、入会させていただきました、間瀬デンタルクリニック 

の間瀬慎一郎と申します。 

私は日本大学松戸歯学部を卒業後、臨床研修医を経て栃木県の歯科医院にて勤務。その

後、父の開業する現医院に勤務しております。 

生まれ育った地元で地域に密着した歯科医療を提供し、地域の健康増進に貢献できるこ

とを嬉しく思います。また、近い将来の院長交代を控え、今後は歯科医師会の一員として

も地域に根ざした歯科医療に少しでも貢献できればと考えております。 

若輩者ではありますが、どうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

間瀬デンタルクリニック 

〒293-0001 富津市大堀 2-16-10 

TEL0439-87-8221 FAX0439-87-4235 

 

 

 

 

編集後記 

６月２０日の定時総会をもちまして、山口会長をはじめとする新執行部体制へと移行し

ました。鎌田前会長、および旧執行部役員の先生方、２年間本当にお疲れ様でした。私自

身、広報委員長という立場ながら鎌田前会長の取り計らいにより、理事会報告作成のため

に理事会等に参加させていただき、執行部の先生方、理事の先生方の会務に貢献されてい

る姿を間近に見ることのできる良い機会を与えていただきました。役員の先生方みなさん

が地域のために、また会員のために本当に一生懸命お仕事されていました。私たちが会か

らの恩恵が受けられるのも、このような先生方の多大なるご苦労があっての賜物と改めて

痛感いたしました。この場をお借りいたしまして、鎌田前会長はじめ旧執行部役員の先生

方へお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 

広報委員会ではより一層充実した広報誌、HP作りを目指していきたいと思っております。 

ご意見などございましたらお気軽に広報委員会までお寄せください。 

髙野孝治 記 

 


