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 副会長  山口延善    

 

 

 

 

日本歯科医師会は平成 25 年度より、終身会員の規則を変更し、満 75 歳以上

かつ35年以上在籍した年度の翌年度から終身会員として会費が免除されること

になりました。この措置は会員の高齢化と減少による会費収入の低下が予想さ

れるための変更で、会費免除の年齢の引き上げを行うことにより会費収入の減

少を緩やかにすることが目的だそうです。千葉県歯科医師会も同様の変更を第

115回代議員会で議題として提出することとなっています。 

君津・木更津歯科医師会も会員の高齢化が進み、満 60歳以上の会員が全体の

40％であり、現在の会則ですと今後 10 年間に 37 名の先生が終身会員となり、

会費が免除されます。またこの 10 年間に入会された会員は 25 名ですが、歯科

大学入学者、歯科国家試験合格者の減少と地域の過疎化等により、正会員数は

減少していくでしょうし、会費収入も低下していくと予想されます。このよう

な状況ですので、今後公益目的支出計画終了後（6年先になると思いますが）に

は、事業の見直しと縮小をしていかなければなりませんし、終身会員資格付年

条件の変更もしくは新しく終身会員になられた先生方に何かしらのご負担をお

願いしなくてはならないと思いますので、会員諸兄のご理解、ご協力お願いし

ます。 

巻頭言 
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 平成２６年６月２１日（土）午後４時３０分より東京ベイプラザホテルにて第３回定時

総会が開催された。 

 原比佐志専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１４４名中、出席者４４名、委任状提出者７４名、計１１８名にて定款

１８条による条件を満たし本総会は成立の運びとなった。 

 次いで、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、議事録署名人には伏居教男先生、勝見雅也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 

福祉共済会の収支報告             総務担当理事 古谷隆則先生 

（２）県歯代議員報告                代議員 山口延善先生  

（３）国保組合会報告                国保組合会議員 伏居教男先生  

（４）監査報告                 監事 冲津光久先生、長谷部猛先生  

  監査会（平成２６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２５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年度事業計画(案)の承認を求める件 

    原比佐志専務理事より各委員会の実施事業が説明され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２号議案  平成２６年度収支予算(案)の承認を求める件 

第３号議案  平成２５年度貸借対照表及び付属明細書(案)の承認を求める件 

第４号議案  平成２５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５号議案  定款の一部変更に関する件 

     鎌田誠会長より説明があり、総会員数の３分の２以上の賛成があったのでこの

件は承認された。 

 

 

第 3回定時総会 
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次に協議に入り、執行部より終身会員の資格付与に関して、古谷総務担当理事より今後

の展望・他郡市のモデルケース等の説明がされた。また、近く終身会員になられる多くの

先生方から御意見を頂いた。この件に関しては今年１年間、執行部でよく検討し次回の定

時総会にて議題として提出する方向となった。 

その後、砂川直俊副会長の閉会の辞により今総会は散会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会の後、ホテル内別会場にて懇親会が開催されました。来賓として鈴木洋邦君津市長

が出席されました。                          松清均記 

 

 

 

 

 

                          鈴木洋邦君津市長 

 

                         

 

 

       お 知 ら せ 

   君津木更津歯科医師会の運営をより効率的かつ円滑に行うため、以下のように定款の    

  一部が変更されました。 

  第 37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の 

       前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これ

を変更する場合も同様とする。 

   附則を追加し、上記の施行日を記すことになりました。  
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平成２６年１月２５日、ロイヤルヒルズ木更津ビューホテルにて、県歯社保担当理事で

ある大河原伸浩先生を招き、行われました。 

講演の序盤では、最近の歯科事情に関しての話題があり、「一部歯科界にて最近、治療を

受けたり、患者を紹介することで、商品券などと交換できるポイントがもらえるビジネス

が出てきている」とのこと。演者個人的な意見としては、「医療行為はサービス業とは違う

ので、ポイントが付与する事には、好意的には思わない」とのことであった。しかしなが

ら、「自分が開業当初、夜間診療などが無く、十八時で診療終了が当然だった時代、患者さ

んの利便を考え、二十時まで診療時間を延長したところ、当時周りから稀有な存在に思わ

れたことを思い返すと、今回のケースも将来、当たり前（＝常識）な時代が来るかもしれ

ない」と、複雑な心境で語られておりました。 

また、四月改定の診療報酬に関しては、表向きはプラス改定としながら、実際には後に

述べる理由から、実質は材料費高騰分にあたる消費税増税分には足らず、医療現場は各医

院、自腹を切らなければならないことを教えていただきました。具体的には、一部増点さ

れている項目で、現在は質の低下により流通していない材料に限って、点数を引き上げて

いるとのことであった。医療費全体が増加する中、「現場に対しては、実質意味のない点数

増点をし、表向きは、さも診療報酬を底上げしているように見せかけているカラクリがあ

ることを知っておいていただきたい」とのことであった。 

日々の診療に関しては、「カルテ記載もれが無いように徹底していただきたい。集団指

導・個別指導の現場で特に問題となっている点は、カルテ記載の不十分さが目に付く」と

のことであった。アドバイスとして、「診療時間内に記載が不可能な場合には、記載するた

めのスペースを数行開けておき、診療後、カルテ確認時に記載するとよい」と教えていた

だいた。 

今回の講演は、日々の診療に役立つ内容はもちろんのこと、歯科界の抱える複雑な現状

なども踏まえた内容もあり、講師の大河原先生の人柄も大いに感じ取れることができ、大

変有意義な講演であった。                      玉利彰良記 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度 社保講習会 
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平成 26年 4月 19日（土）医歯薬会館（木更津看護学院） 

３階大教室にて、高橋洋樹先生（成田市開業）をお迎えし 

『不正咬合に対する正しい理解と対応のために』という 

タイトルで講演していただきました。 

 

以下、内容を表にまとめました。 

 

●歯列期に応じた不正咬合の捉え方 

不正咬合の種類など 乳歯列期 混合歯列期 

叢生 観察 前歯部は４前歯歯萌出まで観察 

3・4・5・6番は処置するのは 

要注意 

反対咬合 前歯交換まで観察  

上顎前突 観察  

開咬 吸指癖を主とする 

（５歳までにやめさせる） 

 

臼歯部交叉咬合 機能的であれば干渉除去  

過蓋咬合 観察  

小帯異常（上唇小帯・舌小帯） 機能障害があれば切除  

口腔習癖 

 ・指しゃぶり 

 ・おしゃぶり 

 ・舌癖 

 

５歳までにやめさせる 

３歳までにやめさせる 

注意深く観察 

 

早期喪失 必要あれば保隙  

外傷 必要あれば処置 永久歯のときは整復して固定観察 

正中離開  犬歯の萌出まで観察 

過剰歯  前歯部の場合、永久歯列に 

影響を与えると判断したとき７歳前後

で抜歯 

咬合性外傷 不可逆的変化をもたらすとき処置 

平成 26年度第 1回 生涯研修講習会 
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萌出遅延  歯根の 3/4完成時に萌出。萌出時期は２

年ほどの差があり左右同名歯で６カ月

の差があれば抜歯を考える 

永久歯の矯正 気が付いたときと本人が望んだとき 

矯正治療 可撤式のもので経過観察 顎骨の成長発育の予測が可能となった

時期はブラケットワイヤーで治療 

 

 

         

矯正歯科治療を行う上で大切な事はゴール地点の設定です。 

一般的にゴールは全ての永久歯をしっかり咬ませ、機能的に

も審美的にも調和のとれた状態を目標と定めます。 

千 葉 県 の 矯 正 歯

科 ・ タ カ ハ シ                   矯 正 歯 科  H O M E       |金明培記 

 

 

 

 

 

 

平成２６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１２日（木）に君津教育会館において行われました。 

 小学校４１校７８名、中学校２６校５０名、親子２組４名、高齢者１３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、本年度より健歯の部では、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。 

 

健歯児童・生徒審査会 

http://www.takahashikyousei.com/
http://www.takahashikyousei.com/
http://www.takahashikyousei.com/menu02/images/image033.jpg
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 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。   柳川剛記 

 

健歯の部 

 
 

学 校 名 氏 名 

小
学
生
の
部 

女
子 

 

優秀賞 

 

（君）南子安小学校 持
じ

明
みょう

 菜々子 

（富）大貫小学校 三木 凜々子
り り こ

 

（君）北子安小学校 吉 田  彩 乃 

男
子 

 

優秀賞 

 

（富）佐貫小学校 髙 梨  稜
りょう

 

（富）富津小学校   夛
た

 田
だ

 凌
りょ う

都
と

 

（袖）長浦小学校 西 村  亮  

中
学
生
の
部 

女
子 

 

優秀賞 

 

（袖）長浦中学校 木 崎  夏 海
な つ み

 

（木）太田中学校 庄 司  帆
は る

花
か

 

（木）岩根中学校 杉 本  椎 奈
し い な

 

男
子 

 

優秀賞 

 

（木）波岡中学校 堺  大 智
だ い ち

 

（君）八重原中学校 鳥部 琉貴也
る き や

 

（君）小糸中学校 平 野  省 吾 

 

 

図画の部（小１～３） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 （君）貞元小学校 ３年 鮎 川  心
こ こ

愛
な

 

２位 （木）請西小学校 ３年 小池 さくら 

３位 （木）祇園小学校 ２年 田汲
た く み

 勝
しょう

太
た

 

 

ポスターの部（小４～６） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 （袖）長浦小学校 ４年 在 原
あ り は ら

 悠 人
ゆ う と

 

２位 （君）周南小学校 ６年 佐久間 幸乃 

３位 （富）佐貫小学校 ５年 石 原  凪
な ぎ

彩
さ
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ポスターの部（中学生） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 （君）松丘中学校 ３年 伯ヶ
は か

部
べ

 結
ゆ

衣
い

 

２位 （君）周西中学校 ２年 川 名  亜 美 

３位 （木）波岡中学校 １年 瀬尾 萌
も

菜
な

香
か

 

 

高齢者のよい歯のコンクール 

順位 住 所 氏 名 

１位 君津市 吉 岡  裕 子 

２位 袖ヶ浦市 並 木  唯 雄
た だ お

 

３位 木更津市 山 中  た よ 

４位          木更津市 河 野
か わ の

 國 隆 

木更津市 菅 野
か ん の

 千 秋 

木更津市 小 幡  利 夫 

木更津市 齋 藤  好 久 

富津市 藤 平  芳 子 

袖ヶ浦市 高 橋  守 明 

袖ヶ浦市 森  敏 子  

袖ヶ浦市 小野原  勝男 

袖ヶ浦市    星 野 義 雄 

袖ヶ浦市 板 津  三 男 

 

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 工藤 真代
ま さ よ

・颯
そう

介
すけ

 

２位 木更津市 佐藤 奈都恵・沙
さ

玲
ら

 

 

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 
はみがきで めざすはしろく 

かがやくは 
（君）坂畑小 ５年 鴇 田

と き た

 朔 也
さ く や

 

２位 
丈夫な歯ささえる歯ぐきも 

大切に 
（木）八幡台小 ４年 小 倉  爽

そ

楽
ら

 

３位 
歯みがきでもっとおいしい 

母の味 
（袖）昭和小 ５年 井下田

い げ た

 琉奈
る な
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中学校の部 

順位 標 語 学 校 名 学年 氏 名 

１位 
歯がつくる 
丈夫な身体と 
輝く笑顔 

（木）太田中 ２年 上 田  航 平 

２位 
おいしいな 
しっかりかんで 
丈夫な歯 

（袖）昭和中 １年 鈴木 沙弥香 

３位 
歯みがきで 
みんなのえがお 
かがやくよ 

（君）小糸中 ３年 青栁
あおやぎ

 みのり 

 

一般の部 

順位 標 語 住 所 氏 名 

１位 
健康と 
笑顔のもとは 
丈夫な歯 

木更津市 横 田  保 子 

２位 
みがく歯に 

いつもにっこり 

８０２０ 

袖ヶ浦市 箭内
や な い

 純 

３位 
ぴかぴかに 
磨く歯と心 
いい笑顔 

富津市 新 吉
し ん よ し

 義 秋 

 

作文の部 

順位 題 名 住 所 氏 名 

１位 「私と歯について」 袖ケ浦市 多 田  安 平
やすひら
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２月２２日（土）１８時より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。 

「義歯の洗浄剤と義歯の安定剤について」という内容で（株）グラクソ・スミスクライン

社の本多由武氏、鈴木栄里子氏を講師に迎え、講演していただきました。 

義歯の洗浄は機械的清掃と義歯洗浄剤を用いた化学的清掃が基本です。 

義歯洗浄剤には、歯科医院専用のものと患者自身が購入して使用するものがあり、義歯

の形態、材質、安全性などにより、それぞれの義歯に合った洗浄剤の選択が必要です。 

義歯の安定剤に関しては、近年化学的な見直しが進み、歯科医師の管理下における適切

な使用の有効性が報告されるようになってきました。補綴学会のガイドラインでも「義歯

の安定剤はまったく否定的に捉えるよりも超高齢化社会の現在、義歯安定剤の種類により、

その適応を考えるべきである。現在は、未解決の問題も多いが歯科医師の管理のもとで、

短期間の使用が好ましいと考えられる。また定期的なメインテナンスも必要と考えられる」 

とされています。義歯の維持安定の不足には必ず理由があり、患者が義歯安定剤に頼らな

いですむように維持安定のよい義歯を製作することが基本ですが、不良な顎提形態・口腔

乾燥など義歯使用に不利な口腔状態の症例には有効とされています。義歯安定剤にも種類

があり義歯床に塗布しやすく、均一に伸ばせるクリームタイプが有効です。義歯安定剤は

卒前教育ではほとんど触れられないこともあり、歯科医師が十分な知識を持っていないこ

ともあります。 

私自身、義歯安定剤の使用に強い抵抗感があり、知識もなかったのですが、義歯安定剤

の補助が必要な症例があり、適合のよい義歯に対してはかなり有効であると思いました。 

当日、２４名の先生が出席してくださいましたが、皆様方の日々の診療に役立つ内容で

あれば幸いでした。                        鈴木みちよ記  

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

医療管理委員会講習会 
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平成 26年 1月 23日（木）午後 3時より 5時まで木更津市立 

中央公民館において君津木更津歯科医師会より講師として 

成川先生、長谷部先生の 2 名と補助として伏居先生、鈴木みちよ先生と鶴岡の合計 5 名で

参加しました。 

演題は、〚口腔機能と食事について〛でスライドを利用した成川先生による講演と後半

には長谷部先生による実習という 2部構成でした。 

対象者となる第 2 次健康木更津食育推進委員、養護教諭、保育士、保健師、栄養士、歯

科衛生士は合計約 60名参加されましたが、真面目な中にも笑いのある楽しい講習会に、ど

なたも満足されたようです。                     鶴岡隆行記 

                               

 

 

 

 

 

 

      講師の長谷部先生（左）と成川先生 

 

 

 

 

５月２９日（木） 君津健康センターに於いて、平成２６年度 君津木更津歯科医師会

の健康診断が行われました。 

受診者数は男性 一般健診８名、生活習慣病１９名で計２７名。女性 一般健診１３３

名、生活習慣病３８名で計１７１名、総計１９８名でした。 

私は、昨年の健康診断で数年ぶりの眼科健診を受けたところ、異常が見つかりあわててし

まいました。（いまだ、眼科の受診をしていませんが。） 

年１回の健康診断、先生方もご自身の健康のため有効に活用していただきたいと思います。 

                                 鈴木みちよ記 

第 2次健康きさらづ 21 

食育推進部会 講演会 

健康診断 
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平成 26年 3月 13日（木） 8時 05分君津駅前集合（4名）、8時 20分木更津駅東口集合

（10名）、一行 14名は時折強く降る雨の中、最初の目的地「ＪＡＬ羽田整備場」に向かい

ました。バス乗車後、東京スカイツリーの運行中止が知らされ少々がっくりしていた面々

ですが、整備場は予想以上にスケールが大きく、パイロット姿になったり、整備場内では

工程の説明を受けたりで皆さん楽しめたようです。昼食はお台場「グランパシフィックホ

テル」30 階、ビール等を飲みながらのビュッフェ形式の食事は大変美味しいものでした。

帰る際入口のところにあった案内を見ると￥3980 のランチでした。ほろ酔いかげんで「ソ

ラマチ」へ到着。数グループに分散し、買い物だったり、すみだ水族館へ行ったりと自由

な時間を楽しみました。最後は水上バスにて浅草から日の出桟橋へ。 そぼ降る雨の中、

ゆっくり流れる景色を眺めながらまた一杯、帰りの車中ではテーブル状になった後方座席

でまたまた一杯。到着後も有志による宴が開かれ、ほろ酔いどころではなくなったのでし

た。初参加の河野先生も、「こんなに楽しいとは思わなかった」との感想で、皆さん満足げ

に帰路につきました。                                    神 由紀彦記 

 

 

                            パイロットに変身！ 

 

 

 

                              

                            後ろはこんな感じ 

 

   ＪＡＬ羽田整備場にて 

会員親睦旅行 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=482316718562692&set=a.356535727807459.1073741829.348501515277547&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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平成２６年３月５日午前５時３５分に小雨降る木更津駅に集合し、アクアライン高速バ

スに乗り東京駅に向けて出発。午前７時前には東京駅に到着していました。東京駅周辺で

朝食を食べる計画で、朝から開いている飲食店をあらかじめ調べてありました。東京駅構

内にある GRANSTA DININGには７時から営業している飲食店が６店舗あり、早い時間に

出かけるときに利用できるので便利です。これから仕事に向かうであろうと思われるビジ

ネスマンの方たちのいる中、お蕎麦屋さんで朝食をとることとなりました。山田先生と大

塚先生と私は並盛りを、藤井先生は大盛りを頼み、先に並盛りを頼んだ３人分が運ばれて

きました。藤井先生の分は大盛りだから時間が掛かるのだなと思っていたら、どう見ても

並盛りにしか見えないものが運ばれてきました。確認すると、間違えて大盛りを山田先生

に出してしまったということでした。そのとき店員が藤井先生に「並盛りで良いですか？」

大うけというか、呆れる一言でした。当然ながら、大盛りを作り直してもらいました。そ

の後、東京駅で待ち合わせをした岩塚先生と合流し、盛岡に向けて出発。 

乗車した東北新幹線「はやて号」は東京－盛岡(535.3km)を約３時間で走行します。「は

やぶさ号」なら同区間を２時間１０分程なのですが、限定列車を利用した格安ツアーのた

め「はやて号」となりました。盛岡駅から目的地である安比高原スキー場までは、路線バ

スに乗り約４５分で、１２時頃に到着となりました。 

雪の降るスキー場、気温は氷点下、風はさほど強くないですが、寒いです。とは言うも

のの、雪質はアスピリンスノーとまではいかないまでも、きわめて良好でした。夜はバイ

キングで、ズワイガニをメインにしてお腹いっぱいになるまで食べ、温泉につかって明日

の好天を願ったのですが、２日目も雪。昨年に続き、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。雪質を求めると、晴天のもとでスキーをするというのは難しいこと

ですが、せめて曇り空でも良いですから雪が降らなければ最高なのにと思いました。 

 

勝見雅也記 

スキー同好会 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Appi_Cable_Cars.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Appi.jpg
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平成 26年 2月 27日（木）オークビレッジゴルフクラブ 

朝からすっきりしない曇天、予報は昼過ぎより雨だったのですが 

ほぼ参加者全員が傘をささずにプレーを終える事が出来ました。 

コース上の雪はラフに少し残っている程度であまり気にならず、水はけも非常に良くフェ

アウェイはほぼ問題無しグリーンは雪が積もった為とキャディーさんが話していましたが、

芝目で遅い所が強く出ていました。 

難しいコースに加え寒さと風もあり苦労している会員が多く表彰式では、泣き言を言う先

生がゾロゾロいました。 

ちなみに、私も泣き言をタラタラ言いました。 

結果は以下の通りです。 

優勝  時田 直人   市原 

準優勝 山口 延善   君津木更津 

３ 位 中島 真吾   安房 

Ｂ・Ｇ 今井 香樹   君津木更津 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 ３月２７日（木） 

曇り時々小雨  ＰＧＡゴルフクラブ 

幹事になって、あまり快晴が少ないようです。 

今回も曇りのちにわか雨とパッとしない天気で芝楽苦会コンペがスタートしました。 

 

三郡市ゴルフコンペ 

芝楽苦会ゴルフコンペ 



16 

 

１１名と寂しい人数ではあるが、若い新しいメンバーが入会し本人も、 

「これから、どんどん参加させていただきます」と力強い挨拶がありました。 

今回は、君津市にある PGA ゴルフクラブで距離もありグリーンも複雑な難コースに、苦戦

した会員も多かったのですが、ホールアウト後にコースやゴルフの不満の声はパーティー

中にあまり聞く事がなく上々でした。 

又、幹事が上位を占めてしまいましたが不正はしていませんのであしらかず。 

結果は以下の通りです。 

 

 

順位 名    前 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 加藤  和幸 39 42 81 5.0 76.0 

準優勝 地曵  貞二 42 51 93 16.0 77.0 

３位 今井  宏美 50 51 101 23.0． 78.0 

Ｂ.Ｂ 髙野  孝治 57 57 114 24.0 90.0 

Ｂ.Ｇ 加藤  和幸 39 42 81   

 

 平成 26年 6月 5日（木）南市原ゴルフ（天ヶ代） 

予報は１日中雨、午後から夜半にかけて雨足は強くなっていくと聞かされ楽しいはずのゴ

ルフコンペが中止にならないかなーと思っていたのは私だけではなかったのでは。ゴルフ

コースに着いてスタート時間になっても予報に反して、まだ雨は降ってきません。ハーフ

ぐらいもってくれると、皆が助かるーと思っていたらなんとかハーフもってくれました。 

昼食中は、結構降っていたのですが午後のハーフも最終ホールに少し降られただけでラウ

ンド中は降られずに暑くもなく良いコンディションでプレーが出来ました。 

11 名と少ない参加者ですが前回から参加してくれている今村先生は第 7 位と大躍進。加藤

先生・今井香樹先生両シングルプレーヤーは 1位・2位と順当な成績でした。 

高橋千晶先生は 60歳を過ぎてからゴルフを始めたと聞いていますが、プレーも早く静かに

プレーをするとても素敵なゴルファーでした。 

結果は以下の通りです。 

 

順位 名  前 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 加藤和幸 40 37 77 5.0 72.0 

準優勝 今井香樹 42 43 85 12.0 73.0 

３位 今井宏美 51 48 99 23.0 76.0 

５位 地曵貞二 47 45 92 15.0 77.0 

Ｂ.Ｂ 高木大和 58 54 112 31.0 81.0 

Ｂ.Ｇ 加藤和幸 40 37 77   
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渡辺和彦記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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） 

次回の芝楽苦会ゴルフコンペは、9月 11日（木）木更津 G.Cです。 

キャディー付き 12000円です。近くてお安いので是非参加して下さい！ 

 

mailto:kkdental@nifty.com
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本年度の年末年始休日診療も会員の先生方の御協力で無事行う事ができました。この書

面をおかりして諸先生方にお礼申し上げます。 

 患者総数は１１５名でした。本事業が地域住民の方々に浸透、認知されていると思われ

ます。又、受診患者さんが安心して帰宅されるのを見ると本事業の必要も実感しています。   

本事業は今後も君津木更津歯科医師会の事業として継続されてゆくものですが、会員の先

生方の御協力がなくては成り立ちません。今後ともご協力お願いいたします。 

                                 鈴木みちよ記 

平成 25年度 年末年始休日当番診療状況報告書 

 

 １２／３１   １／１  １／２  １／３ 

木更津市 

  42 

 髙野歯科医院   

 真里谷 79-7  10 

 ℡0438-53-5544 

 清見台歯科医院  

清見台 2-4-19 10 

℡0438-22-0751 

 長谷部歯科医院 

  祇園 1-13-4 11 

 ℡0438-98-2346 

 蓑輪歯科クリニック 

 幸町 2-3-8  11 

 ℡0438-37-8080 

君津市 

  19 

 鎌田歯科医院 

 鎌滝 297    5 

 ℡0439-37-3100 

 中野歯科クリニック 

  中野 2-10-10  4 

  ℡0439-55-1845 

 山中歯科クリニック 

  中島 668-3  6 

  ℡0439-32-3633 

 山田歯科医院 

久保 3-7-15  4 

℡0439-55-6480 

富津市 

  21 

 よしみ歯科クリニック 

 関尻 443-1   3 

 ℡0439-68-0332 

 ひかる歯科 

青木 2-20-21  6   

フラットフィールド D号 

℡0439-88-1185 

 天羽歯科医院 

湊 492-1   3 

℡0439-67-3660 

 いわせ歯科 

岩瀬 1009-9  9 

℡0439-65-0111 

袖ケ浦市 

  33 

 大森歯科医院 

 長浦駅前 2-3-1 14 

 0438-62-8117 

 安田歯科医院 

長浦駅前 3-1-4 4 

℡0438-62-4182 

 和田歯科医院 

奈良輪 2-11-6 8 

℡0438—62-2150 

 加藤歯科医院 

蔵波台 1-21-6 7 

℡0438-62-8934 

合計 

 115 

 

         32  

 

         24 

 

        28 

 

         31 

 

・平成 25年度 患者総数 115名                                  

（参考） 14年度 117名  15年度 122名 16年度 77名  17年度 111名  18年度 80名 

      19年度 82名  20年度 135名  21年度 102名  22年度 94名  23年度 125名 

       24年度 104名  25年度 115名 

平成２５年度 年末年始休日診療報告 
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●どのような理由で来院されましたか。 

Pul    10 A,A、     1 

Per    39 G,A,     8 

P急発    12 義歯関係     6 

外傷     1 脱離    16 

Perico      7 その他    17 

 

●どちらで休日当番医を知りましたか。患者さんへ伺ってください。 

各市へ問合せ 4 房総ファミリア 6 産経新聞  2 

各市広報誌 34 新千葉新聞  1 ネット（市、当会か不明）  29 

各市ホームページ 13 朝日新聞  2 消防署   3 

君・木ホームページ 12 毎日新聞  1 その他 29 

 

 

                                    

 

２６年２月２７日（木）に畑沢公民館にて高齢者歯科健診を 

６月１９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。 

高齢者歯科健診は木更津市の社協の方にお願いをして、木更津市内で協力が得られそう

な地区の方（区長さん等）にお声をかけて毎年行っております。今回は高齢者福祉ボラン

ティアサークル・畑沢さつき会に依頼し、毎月行っている行事との併催で回覧板等で募集

をし、希望者など１２名を対象に県歯作成の高齢者健診事業の診査票に基づき、歯科医師

による口腔内の診査と衛生士による飲み込む機能（反復唾液嚥下テスト、オーラルディア

ドコキネシス、頬の膨らまし、舌運動）の診査と健診後衛生士による講話を行いました。

衛生士による講話は大変好評でした。（他市社協への働きかけも行っておりますが、なかな

か理解が得られず木更津市のみとなっております。） 

 事業所健診は今まで袖ケ浦市、五栄土木、河村産業に行っておりましたが、河村産業の

みとなっております。健診は毎年１０～１５名で今回は１０名の方に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。砂川副会長からは差し入れも頂き士気が高まったのと問題のある方は少ない

のでスムーズに行われました。 

 最後になりましたが、協力して頂いた諸先生方ならびに初の仕事ばかりでわからないと

ころをすべてサポートしてくださった前任の鶴岡隆行先生に感謝申し上げます。 

                                 水町裕義記 

高齢者歯科健診＆河村産業健診 
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第 11回理事会 

                  君津木更津歯科医師会 

         平成 26年 1月 8日(水） 

  八幡屋 午後７時 30分～ 

 

○入会希望者（山口雅史先生）の紹介、及び挨拶          古谷理事 

 

一. 開会                            山口副会長 

二.挨拶                             鎌田会長 

   診療報酬改定、税制改正、防災協定について                                                        

三. 報告 

 １．生涯研修講習会並びに敬老・祝賀・忘年会           12月 7日（土）  

熊切理事、鶴岡理事 

 ２．会員名簿発行                       12月 7日（土）  

    神理事 

 ３．君津市第 1回防災会議                   12月 9日（月）  

防災計画素案                     原専務理事 

 ４．広報調査委員会（会館）                  12月 11日（水） 

     会報７２号校正                    神理事 

 ５．木更津警察署員に対する激励会（東京ベイプラザホテル）   12月 12日（木） 

                                山口副会長    

 ６．医療管理委員会（好美寿司）                12月 18日（水） 

     年末年始休日診療の確認及び医療管理講習会について   鈴木理事 

 ７．介護認定審査委員現任者講習会（袖ヶ浦会場）        12月 19日（木） 

                                原専務理事 

 ８．会報 72号発行                       12月 31日（火） 

                                神理事 

 ９．年末年始休日診療実施                   12月 31日（火） 

平成２５年度 患者総数１１５名            ～1月 3日（金） 

                                鈴木理事 

四． 協議 

 １． 新入会員（山口雅史
まさし

先生）について             原専務理事 

     入会が承認されました（山口祐史先生のご子息） 

  ２．「第 2次健康きさらづ 21食育推進部会」講演会（1/23 ）       鶴岡理事 

     （成川・長谷部先生講演予定） 

 ３．社保講習会・新年会 について（1/25）                        河野理事 

     木更津ビューホテル（来賓は石井ひろ子県議の予定） 

 ４．高齢者歯科健診について                                     水町理事 

     ２月２７日 畑沢公民館 

 ５．会員親睦旅行について（3/13）                鶴岡理事 

     羽田整備場、スカイツリー見学 

 ６．郡市学校歯科保健について                  茂田理事 

 ７．医療管理講習会について                   鈴木理事 

     ２月２２日１８時より医歯薬会館３F大教室 

義歯の洗浄剤と義歯の安定剤について 

 ８．その他                           原専務理事 

理事会報告 
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   ・総会関係（議事録作成、会報寄稿等）の担当に関して 

総会の議事録作成ならびに会報寄稿については、今後総務委員会と  

広報調査委員会間で担当分担を検討していく。 

 

   ・会費減免について 

     疾病等による長期療養に於いて、医師の診断書（コピー可）及び 

申請書類の提出をもって会費減免手段とする。 

期間は１年とし、年度毎の申請を必要とするが、初回のみ申請が 

あった日より次年度まで有効とする。 

 

五. 閉会                             砂川副会長 

 

第 12回理事会 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成 26年 2月 15日(土） 

  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．平成 25年度君津地域・職域連携推進協議会（君津健康福祉センター） 1月 16日（木） 

    昨年と同様の歯周病と糖尿病の関連についての講演の要望    鎌田会長 

 ２．スキー同好会新年会（大海老）                  1月 18日（土）  

                                                                    茂田理事 

  ３．君津市介護保険運営協議会（君津市役所）             1月 20日（月） 

                                  原専務 

 ４．第 2回健康きさらづ 21食育推進部会講演会(中央公民館)       1月 23日（木） 

    成川先生、長谷部先生 講演                 鶴岡理事 

 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 25日（土） 

    社保講習会 78名、新年会 51名出席               河野理事 

 ６．君津市医師会・歯科医師会・行政合同新年会（ホテル千成）     1月 30日（木） 

                                  鎌田会長 

 ７．平成 25年度君津保健所母子保健推進協議会             2月 6日（木） 

    中学校でのフッ化物応用のための予算計上の提案        鈴木理事 

 ８．君津愛児園摂食嚥下指導                     2月 6日（木） 

対象者 7名                         鶴岡理事 

 ９．平成 25年度第 2回富津市介護保険運営協議会            2月 7日（金） 

                                  熊切理事 

 10．平成 25年度第 2回摂食・嚥下指導症例報告及び検討研修会     2月 11日（火） 

冲津監事 

 11．平成 25年度第 2回富津市防災会議                 2月 12日（水） 

                                  熊切理事 

 12. 平成 25年度郡市学校歯科保健担当者連絡協議会（県歯）      2月 13日（木） 

    学校歯科医資質向上のため、基礎研修会への参加願い       茂田理事 

    ８月２１日、関東甲信越学校保健大会が千葉県に於いて開催 

 13. 平成 25年度郡市地域保健担当者連絡協議会（県歯）         2月 13日（木） 

    健康寿命の延長、歯科の重要性                水町理事 

 14．医師・歯科医師・薬剤師会議（富津市）              2月 13日（木） 

    医師１３名、歯科医師６名、薬剤師４名            熊切理事 

 15. 君津市介護保険運営協議会（ふれあい館）              2月 14日（金）  

第６期事業計画の作成のための承認、新規グループホーム見学  原専務 

 16. 医療連携の集い                                                2月 14日（金） 

    悪天候により中止                      鎌田会長 
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四． 協議 

 １．次年度行事予定について                     原専務 

    平成２６年度行事予定（案） 

４月 ２日 （水） 第１回理事会 

 １９日 （土） 生涯研修講習会 

５月 １０日 （土） 第２回理事会 

 ２９日 （木） 一般健診 

 ３１日 （土） 監査会 

６月  ７日 （土） 役員会 

 １１日 （水） 第３回理事会 

 １２日 （木） 健歯児童生徒審査会 

 ２１日 （土） 定時総会 

７月  ６日 （日） 口腔がん検診 

 １２日 （土） 第４回理事会 

 上旬  コ・デンタルスタッフセミナー 

８月 ２０日 （水） 第５回理事会 

９月 １３日 （土） 第６回理事会 

１０月 １５日 （水） 第７回理事会 

１１月 １２日 （水） 麻雀大会 

 １５日 （土） 第８回理事会 

１２月 ３日 （水） 第９回理事会 

  ６日 （土） 生涯研修講習会 敬老・祝賀忘年会 

   年末年始休日診療 

 １月 １０日 （土） 第１０回理事会 

 ３１日 （土） 社保講習会・新年会 

 ２月 １８日 （水） 第１１回理事会 

 下旬  医療管理講習会 

 ３月 １４日 （土） 第１２回理事会 

 

２．木更津市口腔がん検診について                  水町理事 

    ７月６日（日） 国保いきいきフェスタ 

 ３．医療管理講習会について（2/22）                 鈴木理事 

    午後６時より 「義歯の洗浄剤と安定剤について」 

 ４．生涯研修講習会について （4/19）                 熊切理事 

    ３時～５時半まで 

 ５．新型インフルエンザワクチン接種について             鎌田会長  

    今年度は鎌田会長が接種。 次年度以降は話し合いの上決定。                                

 ６．高齢者歯科健診について(2/27)                   水町理事 

    畑沢公民館 衛生士会より３名手配 

 ７．社保講習会について（3/26）                   河野理事 

    １９時より医歯薬会館３階大教室 

 ８．その他 

   ・富津市学校歯科医について                   熊切理事 

      ・健康診断について （5/29）                  鈴木理事 

      ・新規学校歯科医の講習会について  （ 3/26）社保講習会後  実施予定（ 30 分程度）               

茂田理事 

五. 閉会                                                            山口副会長 

 

第 1回理事会 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成 26年 4月 2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 
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三. 報告 

 １．郡市研修旅行    参加者１４名         ３月１３日（木）  鶴岡理事       

 ２．郡市社保講習会（会館） 参加６１施設（７５名） ３月２６日（水）  河野理事     

   新規学校歯科医等講習会（会館）  ２５名参加            茂田理事         

 ３．県歯第 154回代議員会（県歯）            ３月２７日（木）   山口副会長 

事業計画と収支予算に関する件、 

終身会員の資格を与えるための条件の見直しの協議。 

 ４．在宅医療多職種共同地域リーダー会議（ベイプラザホテル）       原専務理事 

３月３１日（月） 

     医師、歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマネージャー、行政による 

在宅医療の進め方の講習会を予定。 

四． 協議 

 １．生涯研修講習会について（4/19）                   熊切理事 

     当日の予定、役割分担など。 

 ２．一般健診について（5/29）                      鈴木理事 

 ３．健歯審査会について（6/12）                     茂田理事 

     表彰のしかたについて協議。児童生徒に対する順位つけ 

     に関しての再検討。 

 ４．郡市研修旅行について                        鶴岡理事 

     日程の協議。 

 ５．終身会費の変更について                       古谷理事 

     終身会員の今後と会費収入について協議。 

 ６．その他 

     君津愛児園、摂食嚥下指導の日程                 鶴岡理事 

五. 閉会                                  山口副会長 

  

第 2回理事会 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成 26年 5月 10日（土） 

  八幡屋 午後７時 30分～ 

一. 開会                                  山口副会長 

二. 挨拶  総会に向けて各理事へ協力を要請                 鎌田会長 

三. 報告 

 １．木更津看護学院入学式（木更津看護学院３階）       4月 3日（木）  砂川副会長 

     ４４名入学（内、男子４名） 

 ２．富津市学校保健委員会                4月 3日（木）  熊切理事 

     各学校の養護教諭より学校検診などでの要望等を伺う 

 ３．君津地方学校保健役員会（君津教育会館）        4月  9日（水）  茂田理事  

 ４．平成 26年度学術・生涯研修担当者連絡協議会      4月 17日（木）  熊切理事 

    安房歯科医師会主催、ブロック別研修会 11月 16日（日）南総文化ホール 

 ５．富津市献血推進協議会                 4月 18日（金）  熊切理事 

 ６．木更津市「お花見の会」（木更津ビューホテル）      4月 18日（金）  山口副会長 

 ７．平成 26年度第 1回生涯研修講習会（会館）       4月 19日（土）  熊切理事 

  ８．君津地方学校保健会総会（君津教育会館）       4月 30日（水）  茂田理事 

 ９．特殊歯科委員会（八幡屋）              5月 7日（水）  鶴岡理事                  

四． 協議 

 １．第２回生涯研修講習会について（12/6）                 熊切理事 

   講師への依頼、会場などを協議 

 ２．監査会について（5/31）                  原専務理事、古谷理事 

 ３．役員会について （6/7）                         古谷理事 

    午後 7時より、東洋にて 

 ４．定時総会について（6/21）                                原専務理事 

    総会の議案、及び時間、会場などを協議 

 ５．平成 25年度決算について                        小松理事 

 ６．健歯審査会について（6/12）                       茂田理事 



24 

 

    昨年との変更点（児童生徒 1,2,3位順位はつけない、講演内容の変更、表彰式の簡素化） 

時間及び役割分担の確認 

 ７．木更津市口腔がん検診について（7/6）                  水町理事 

    役割分担の確認 

 ８．一般健診について（5/29）                       鈴木理事 

 ９．コ・デンタルスタッフセミナーについて（7/9）              鶴岡理事 

    午後 7時より 君津アイビーボール 

 10. たびだちの村訪問診療について                     原専務理事 

    7月より 3名派遣 

 11. 産業健診について                           水町理事 

 12. その他                                 

    会員旅行について協議 （9月 14～16）北海道方面           鶴岡理事 

五. 閉会                                  砂川副会長 

 

第 3回理事会 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成 26年 6月 11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．地域保健・学校歯科保健合同委員会（東洋）      5月 14日（水） 茂田理事 

     健歯児童審査会打合せ 

 ２．会計委員会                     5月 14日（水） 小松理事 

 ３．木更津市献血評議会                 5月 15日（木） 山口副会長 

     総会（収支決算報告、事業計画可決） 

 ４．総務委員会（大番）                 5月 21日（水） 古谷理事 

     君津木更津歯科医師会総会について 

 ５．きみつ愛児園摂食嚥下指導              5月 22日（木） 鶴岡理事 

 ６．平成 26年度君津市国民健康保険運営協議会       5月 22日（木） 神 理事 

 ７．一般健診・生活習慣病健診（君津健康センター）    5月 29日（木） 鈴木理事 

     男性一般検診 5名、生活習慣病 21名、 

女性一般検診 127名、生活習慣病 43名が受診。 

 ８．会長会議（県歯）                  5月 29日（木） 鎌田会長 

 ９．木更津市保健医並びに学校保健関係者懇談会      5月 30日（金） 山口副会長 

     平成 25年度事業結果及び平成 26年度事業計画 

 10．監査会（たく）                   5月 31日（土） 小松理事 

 11．役員会（東洋）                   6月 7日（土） 原専務理事 

 12．県歯特別社保講習会                 6月 7日（土） 河野理事 

     県歯会館にて厚生労働省による講習会 

四． 協議 

 １．定時総会について（6月 21日）               原専務理事、古谷理事 

     ベイプラザホテル 4時半より 

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

 ３．健歯児童生徒審査会について（6月 12日）               茂田理事 

     役割、予定時間などの確認 

４．コ・デンタルスタッフセミナーについて（7月 9日）           鶴岡理事 

 ５．口腔ケア勉強会について（7月 16日）                 古谷理事 

     君津中央病院 渡邉先生、中央病院における口腔ケアの現状など 

 ６．会員研修旅行について（9月 14日～16日）               鶴岡理事 

行き先、行程などについて 

 ７．河村産業企業健診（6月 19日）                    水町理事 

 ８．その他 

     6月 21日、1時半より八重原小にて君津市保育士対象講演会     鶴岡理事 

五. 閉会                                      山口副会長 
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山口雅史先生 （袖ケ浦市） 

この度、入会させて頂きました。山口歯科の山口雅史です。  

 私は、松本歯科大学を卒業後、臨床研修医を経て、 

昭和大学の歯周病科に籍を置きながら、開業医にて勤務し、 

そこで、一般歯科から小児歯科及び、訪問歯科診療など経験 

してきました。学生時代はアメリカンフットボール部に所属し、 

心身共に鍛えた体が私の自慢です。 

 歯科医師会では社会保険委員会で諸先輩方からご指導して頂き勉強しております。 

そこで有意義な時間を過ごさせて頂いております。 

 今後、歯科医師会の一員として地域の歯科治療に微力ながら貢献し、いろいろな活動に

参加して行きたいと思います。 

 初めてのことばかりで、皆様にはいろいろご迷惑をおかけすることもあるかと思います

が、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。 

山口歯科   〒299-0263 袖ケ浦市奈良輪 983  TEL＆FAX 0438（62）9633 

 

 

 

 喜島 博先生（袖ケ浦市）       平成 26年 4月退会 

 

 

 

 

 

「梅雨」という言葉は、中国から「ばいう」として伝わり、江戸時代頃より「つゆ」と呼

ばれるようになったそうです。中国では黴（カビ）の生えやすい時期の雨という意味で、

元々「黴雨」と呼ばれていたとする説もあるようです。 

梅雨は 6 月から 7 月にかけて北海道を除く日本列島に見られる雨期で、盛夏期に必要な

農業用の水や、日々の生活に必要な水等を蓄える重要な時期であります。一方、大雨によ

る災害の発生しやすい時期でもあり、日々の生活にも様々な影響を与えることから、梅雨

時の天気の移り変わりは我々にとっても関心の高い事柄です。 

梅雨のジメジメとした感じはあまり好きではありませんが、五月雨にシトシトと打たれ

る紫陽花など、この時期ならではの景色に癒されるときもあります。（記：髙野孝治） 

編 集 後 記 

 

新入会員紹介 

 

会員の動向 


