平成２４年度事業報告
（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）
1.

学術関連事業

（１） 学術講演会・研修会事業
１）定例学術講習会の開催
７月１４日 第１回学術講習会

医歯薬会館：４１名

演題：「歯周病からみたプロバイオティクス」
講師：日本歯科大学名誉教授 鴨井久一先生
１２月

２日

第２回学術講習会

東京ベイプラザホテル：６７名

演題：「審美修復治療の考え方と実際 ホワイトニング～接着まで」
講師：東京都中央区開業 北原信也先生
２）学会・県歯ブロック別講習会への参加、協力
１１月１８日

千葉県口腔保健大会

３）千葉県歯科医学大会事業への協力
１１月１８日

第１５回千葉県歯科医学大会

４）学会、学術講習会の情報提供
７月１４日 学術講習会事業検討会
（２） 医療管理講習会事業
１月２６日 医療管理講習会 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル：会員４１名
演題： 「最新・コストを考えた感染予防対策２０１３」
～特にタービンの滅菌化を中心に～
講師：千葉県歯科医師会理事 早川琢郎先生
（３） 歯科医療安全対策事業
４月２５日 コ・デンタルスタッフセミナー 打ち合わせ会
６月

６日 平成２４年度 生活習慣病・一般健康診断打ち合わせ会

６月２８日 生活習慣病・一般健康診断
７月

君津健康センター：１９８名

４日 コ・デンタルスタッフセミナー 当会会員、従業員５１名参加

２．名簿・会報発行事業
（１） 名簿発行事業
（２） 会報発行事業
９月３０日 会報第７０号発行

３．医療保険の適正化を目的とする事業
（１） 保険講習会および研修会事業
４月１４日 社保個別勉強会
４月１８日 社保個別勉強会
５月１４日 社保個別勉強会
６月１６日 社保講習会：東京ベイプラザホテル ５１名
講師：千葉県歯科医師会社会保険担当理事
大河原
斎藤
８月

伸浩先生
守先生

７日 社保個別勉強会

１１月１０日

社保小勉強会：医歯薬会館

３０名

講師：千葉県歯科医師会社会保険委員会委員
青木
１２月

浩芳先生

８日

社保個別勉強会

１２月１１日

社保個別勉強会

１２月２６日

社保個別勉強会

（２） 歯科診療報酬明細書および請求書、返戻明細書等に関する事務整備事業
１２月２０日

郡市社保担当者連絡協議会

（３） 医療保険制度改革およびレセプトオンライン化に関する講習会事業
４．公衆衛生及び歯科保健の啓発とその普及に関する事業
（１） 歯科関連イベントへの参加・協力と歯科相談事業
１１月４日 木更津市生涯学習フェスティバル
（２） 「健歯児童・生徒審査会」等関係諸団体事業への参加・協力
４月１３日 君津地方学校保健会役員会
５月

９日 君津地方学校保健会総会および研修会

５月１６日 健歯児童・生徒審査会打ち合わせ会
６月１４日 健歯児童生徒審査会：君津教育会館 ３２名
６月１４日 「健歯児童・生徒審査会」事業検討会、反省会
（３） 「８０２０運動啓発・推進及び達成者表彰」事業の企画・実施
６月１４日

「親と子のよい歯のコンクール」「高齢者のよい歯のコンクール」「８
０２０運動普及作文」
「８０２０運動普及標語」実施

（４） 公的施設歯科健診の実施
５月２９日 保健医並びに学校保健関係者懇談会
２月１６日 学校歯科医推薦会議

３月１３日 学校歯科保健講習会（新規および現任者のための）
若年者（1.6 歳、3 歳児）健診講習会
（５） フッ化物洗口普及事業
４月

木更津私立鎌足小学校フッ化物洗口事業開始

週１回

木更津市立中郷小学校フッ化物洗口事業開始 週１回
木更津市立富岡小学校フッ化物洗口事業開始 週１回
木更津市立鎌足中学校フッ化物洗口事業開始 週１回
愛心学園久留里カトリック幼稚園フッ化物洗口事業開始
君津市立小糸小学校フッ化物洗口事業開始
君津市立久留里小学校フッ化物洗口事業開始

５月

毎日

週１回
週１回

君津市立小櫃小学校フッ化物洗口事業開始

週１回

君津私立坂畑小学校フッ化物洗口事業開始

週１回

君津市立亀山中学校フッ化物洗口事業開始

週１回

２日 平成２４年度フッ化物洗口事業説明会

９月

袖ケ浦市立根形小学校フッ化物洗口事業開始

週１回

（６） ホームページを通じての情報発信
月 1 回、構成検討会議
ホームページは随時更新
５. 障害者と高齢者の保健と福祉の増進に関する事業
（１） 障害者と高齢者摂食・嚥下指導調査事業
１）障害児摂食・嚥下指導調査事業
４月１９日 郡市摂食嚥下担当者会議
６月

７日、７月
園

７月
１２月

５日、１０月２５日、１２月１３日、３月

７日、君津あゆみ

摂食・嚥下指導 延委員２８名 園児延３８名

８日 平成２４年度摂食嚥下講習会
９日

県歯主催摂食嚥下講習会：木更津市民会館小ホール

８６名

講師：日本大学松戸歯学部
野本 たかと先生
２月１０日 平成２４年度摂食嚥下指導症例検討研修会：県歯会館会議室
２月２１日 郡市摂食嚥下指導事業担当者会議
２月２１日 摂食嚥下事業検討会
３月

６日 君津あゆみ園摂食嚥下指導事業検討会

２）要介護者摂食・嚥下指導普及事業
４月１９日 郡市摂食嚥下指導事業担当者会議
（２） 訪問歯科診療事業

袖ケ浦市では随時対応している。
５月１７日 在宅歯科医療連携室貸与機器の引き渡し及び説明会
３月

３日 千葉県在宅医療地域リーダー研修会

１月２６日 訪問歯科診療報告会・検討会
高齢者歯科健診事業
７月１９日 高齢者歯科検診第１回打ち合わせ会
８月１９日 高齢者歯科検診第２回打ち合わせ会
１１月１５日

歯科保健啓発事業高齢者歯科健診 貝渕公会堂 対象者１５名

（３） 介護予防事業
５月１６日 がん患者に対する術前・術中の口腔ケア講習会
６月１４日 認知症対策事業検討会
７月２３日 君津中央病院口腔ケア勉強会
１１月１５日

高齢者口腔機能向上サービス

１１月１５日

口腔機能検査および機能回復リハビリ説明会

対象１５名

（４） 介護保険関連事業
６月１８日、７月２３日、１１月２０日、１２月１２日、１月１５日、２月２０ 日、
３月２１日 君津市介護保険運営協議会
７月２５日、９月２６日

袖ケ浦市介護保険運営協議会

６月２２日 富津市介護保険運営協議会
１１月１６日

介護保険認定審査会四市全体会議

１２月２１日

介護認定審査員現任者研修会

１２月２１日

郡市介護認定審査員現任者研修会

３月１４日 君津健康福祉センター講習会
演題「要介護者に対する口腔ケアの重要性」介護関連職種(１００名)
３月２４日 介護認定審査員推薦会議
６．地域社会の保健と福祉の増進に関する事業
（１） 歯周疾患健診事業
１１月１４日

歯周疾患健診事業検討会

（２） 口腔がん検診事業
１０月１７日

口腔がん検診打ち合わせ会

１１月

１日

富津市口腔がん検診 受診１８０名 紹介状１４名

１１月

１日

口腔がん検診事業検討会、反省会

休日応急歯科診療の実施
６月

４日 第８回君津地方救急医療体制検討研究会

８月

１日 第 9 回君津地方救急医療体制検討研究会

８月１８日 市原市休日救急診療所訪問
１０月３１日

第１０回君津地域救急医療体制研究会

１１月２８日

年末年始休日当番診療事業実施検討会

１２月３１日～１月３日

年末年始休日当番診療実施

患者数

１０４名

２月１８日 第１１回君津地域救急医療体制検討研究会
７．事故・災害もしくは犯罪による被害者の支援に関する事業
（１） 災害時救急歯科診療
７月１９日 平成２４年度郡市防災対策担当者連絡協議会
１０月１５日

木更津市総合防災訓練実施の係る第 1 回担当者会議

１０月２７日

君津市総合防災訓練

１０月３０日

木更津市総合防災訓練実施の係る第 2 回担当者会議

１１月１８日

木更津市総合防災訓練（荒天のため中止）

３月２８日 平成 24 年度 木更津市防災会議
（２） 身元確認事業
６月２１日 千葉県警察歯科医会報告会
６月２５日 木更津警察署警察官友の会総会・懇親会
７月２３日 木更津警察署警察官友の会理事会・懇親会
１月２３日 君津警察署感謝状授与式
３月２８日 千葉県警察歯科医会新規講習会
木更津警察署管内

４月１４日の１回出動

木更津海上保安署管内

１２月２８日の 1 回出動

君津警察署管内

７月２９日、８月２５日、１１月１５日、１
１月２６日、３月２６日の５回出動

富津警察署管内

７月３１日、８月１日の２回出動
出動９回 計委員１８名

総会・理事会および委員会報告
１. 総会
６月

２日

第１回臨時総会
１名

ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

出席５３名

委任状４６名

計９９名

会員総数１４

第１号議案

役員改選

に関する件
６月１６日

第２回定時総会
２名

東京ベイプラザホテル

委任状５３名

計９５名

会員総数１４１名

第１号議案

出席４

平成２４年度事業計画

の承認を求める件

第２号議案

る件

平成２３年度貸借対照表及び付属明細書の承認を

第３号議案

平成２４年度収支予算の承認を求め

求める件

第４号議案

認を求める件

平成２３年度損益計算書及び付属明細書の承

第５号議案 役員の選任に関する件

２. 理事会
４月

４日 第１回理事会 八幡屋：１６名
会について

１.今年度行事予定について

３.歯科医師国保組合会則変更について

習会について

３.役員選挙について

いて
６月

４.臨時総会について

２.役員会につい

５.健歯審査会につ

７.定時総会について

８.生涯研修講

９.その他

６日 第３回理事会 八幡屋：１６名
各行政への要望事項について
の選定について

１.健歯児童生徒審査会について ２.
３.第１回定時総会について

５.社保講習会について

ボーリング大会について
７月

１.監査会について

６.社保講習会について

習会について

４.生涯研修講

５.その他

５月１２日 第２回理事会 八幡屋：１６名
て

２.役員

６.一般健診について

８.生涯研修講習会について

７日 第４回理事会 八幡屋：１６名

４.顧問
７.

９.その他

１.生涯研修講習会について

２.口腔

１.会員研修旅行について

２.富津

がん検診について ３.その他
９月

５日

第５回理事会

八幡屋

市口腔がん検診について

１６名

３.麻雀大会について

４.年末年始休日診

療について ５.県歯摂食・嚥下講習会について ６.生涯研修講習会・
忘年会について
１０月

９日

７.休日救急診療所について

８.その他

第６回理事会 八幡屋：１６名 １.富津市口腔がん検診について ２.
社保小勉強会について
ついて

３.麻雀大会について

４.高齢者歯科健診に

５.生涯研修講習会・忘年会について ６.県歯摂食・嚥下講習

会について ７.その他
１１月

７日

第７回理事会 八幡屋：１６名 １.社保小勉強会について

２.麻雀大

会について ３.高齢者歯科健診について ４.生涯研修講習会・忘年会
について

５.年末年始休日診療について

６.休日救急診療所につい

て経過報告 ７.県歯摂食・嚥下講習会について ８.医療管理講習会・
新年会について
１１月２１日

第８回理事会

９.委員会再編成について
八幡屋：１６名

１０.その他

１.生涯研修講習会・忘年会について

２.平成 24 年度摂食嚥下講習会 ３.年末年始休日診療について ４.医
療管理講習会・新年会について ５.郡市委員会再編成について ６.そ
の他
１月

９日

第９回理事会

八幡屋：１６名

１.医療管理講習会・新年会について

２.役員選挙について ３.役員親睦旅行について ４.平成 25 年度予算
について ５.平成 24 年度決算について

６.理事会旅行について

7.

その他
２月１６日 第１０回理事会 八幡屋：１６名 １.平成２５年度予算について ２.
生涯研修講習会について

３.新年度４月～６月行事予定について

木更津市学校歯科医推薦について

５.理事会解散旅行について

４.
６.

その他
３月１３日 第１１回理事会 八幡屋：１６名 １.生涯研修講習会について
成２５年度予算について

３.会員名簿の発行について

３. 委員会
（１） 総務会計
３月１９日 総務・会計委員会
（２） 生涯研修
５月２３日 生涯研修委員会
２月２７日 生涯研修委員会
（３） 社会保険
５月３０日 社会保険委員会
１２月２０日

郡市社会保険担当者連絡協議会

（４） 地域保健医療
５月１６日 地域保健医療委員会
（５） 学校歯科保健
５月１６日 学校歯科保健委員会
２月１４日 郡市学校歯科保健担当者連絡協議会
（６） 産業保健
５月１６日 産業保健委員会
（７） 特殊歯科
４月２５日 特殊歯科保健委員会
（８） 広報調査
９月

８日 広報調査委員会

（９） 医療管理
６月２０日 医療管理委員会
７月１９日 平成２４年度郡市防災対策担当者連絡協議会

運営等に関する報告
４月

１日 一般社団法人設立登記

４月

５日 木更津看護学院入学式

４月

６日 会館運営委員会

４月２０日 木更津市お花見の会

２.平

４.その他

４月２９日 医師会ゴルフコンペ
５月１３日 役員選挙公示(締切５/２３)
５月１４日 木更津市献血推進協議会総会
５月２３日 平成２４年度第１回君津市国民保険運営協議会委員会
５月２６日 監査会
５月３０日 一般社団法人 君津木更津歯科医師会 「定款・規定」発行
５月３１日 「郡市会長連絡協議会」及び「郡市意見交換会」
６月

２日 役員会

７月１２日 河村産業事業所健診
７月１２日 木更津市健康づくり推進協議会
７月３０日 富津市健康づくり推進協議会
９月２２日～２４日 会員研修旅行 石垣島周辺
９月２７日 郡市会長会議
１０月１８日

第１５０回代議員会

１０月２５日

産業医学研修会

１１月１２日

平成２４年度 富津市健康づくり推進協議会

１１月１３日

「木更津市要保護対策地域協議会」代表者及び実務者会議

１１月１８日

医師会ゴルフコンペ

１１月２１日

平成２４年度君津健康福祉センター運営協議会

２月

２日 君津市医師会・歯科医師会・行政合同新年会

２月１５日 平成２４年度第２回君津市国保運営協議会
２月

７日 木更津看護学院卒業式 鎌田副会長

２月

７日 平成２４年度君津地域職域連携推進協議会

３月１８日 決算法人説明会（木更津税務署・木更津法人会共催）木更津税務署 青
木理事
３月２４日 第１５１回県歯代議員会
３月２７日 木更津市立請西保育園及び木更津市子育て支援センター竣工式

平成 2４年度

事業報告付属明細書

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）
１．学術関連事業
（１） 学術講演会・研修会事業
１）定例学術講習会の開催
・５月２３日、木更津市内にて、午後７時より８時３０分まで生涯研修委員会を開き、平成２４年度第１回学
術講習会の手順および役割分担また第２回学術講習会の講師選定を行った。参加は会長、副会長、専務理事（以
下３役という）他委員８名
・７月１４日、医歯薬会館にて、君津木更津歯科医師会主催で午後３時から５時３０分まで日本歯科大学名誉
教授

鴨井久一先生を招き、演題「歯周病からみたプロバイオティクス」にて平成２４年度第１回学術講習会

を開催した。参加は４１名
・１２月２日、東京ベイプラザホテルにて、君津木更津歯科医師会主催で午後３時から５時３０分まで東京都
中央区開業 北原信也先生を招き、演題「審美修復治療の考え方と実際 ホワイトニング～接着まで」にて平
成２４年度第２回学術講習会を開催した。参加は６７名
・２月２７日、木更津市内にて、午後７時より８時３０分まで生涯研修委員会を開き、平成２５年度の事業計
画および平成２５年度第１回学術講習会の手順、役割分担の協議を行った。参加は３役他委員７名
２）学会・県歯ブロック別講習会への参加、協力
・１１月１８日、京成ホテルミラマーレにて行われた千葉県並びに千葉県歯科医師会主催の千葉県口腔保健大
会に情報収集のため担当理事が参加。
３）千葉県歯科医学大会事業
・１１月１８日、京成ホテルミラマーレにて行われた千葉県歯科医師会主催の第１５回千葉県歯科医学大会に
情報収集のため担当理事が参加。
４）学会、学術講習会の情報提供
・７月１４日、学術講習会事業検討会を開催し、当日開催された第１回学術講習会の反省等をふまえ、今後の
事業展開について協議した。参加は３役他委員６名
（２） 医療管理講習会事業
・６月２０日、医療管理委員会を開き、今年度の事業計画の詳細について討議し、講習会事業の講師等を決定
した。参加は３役他委員７名
・１月２６日、ロイヤルヒルズ木更津ビューホテルにて、君津木更津歯科医師会主催で午後４時から５時３０
分まで千葉県歯科医師会生涯研修担当理事

早川琢郎先生を招き、演題「最新・コストを考えた感染予防対策

２０１３」～特にタービンの滅菌化を中心に～にて平成２４年度医療管理講習会を開催した。参加は４１名
（３） 歯科医療安全対策事業
・４月２５日、木更津市内にて午後７時より８時までコ・デンタルスタッフセミナー打ち合わせ会を開催し、
後日行われるセミナーの役割分担、討議内容等の打ち合わせを行った。参加は３役他委員７名
・６月６日、木更津市内にて午後９時より１０時まで平成２４年度生活習慣病・一般健康診断打ち合わせ会を

開催し、後日行われる健康診断の役割分担について打ち合わせを行った。参加は３役他委員７名
・６月２８日、生活習慣病・一般健康診断を君津健康センターにて行った。参加は１９８名
・７月４日、コ・デンタルスタッフセミナーを開催し、会員と従業員との間で医療安全対策に関する意見交換
を行った。参加は当会会員、従業員５１名
２．名簿・会報発行事業
（１） 名簿発行事業
・２年に１回君津木更津市歯科医師会会員名簿として作成。関連行政機関に配布
・会員に対してはホームページ上に公開し、希望する会員には製本して配布している。
・発行のない年度に新規に入会した会員分は追加資料として配布している。
・発行前、２～３回木更津市内にて広報調査担当理事、委員長参加による構成検討会議を行い、各医療機関、
関連団体の個別情報の集約を図る。
・発行前２回担当理事・委員長・担当委員・委託業者担当者１名参加により集約データによる編集・構成会議
を開催。
・発行前１回、木更津市内にて担当理事、委員長、広報調査委員７名による最終校正会議を開催。
・４市の官民共同事業である地域情報誌「暮らしの便利帳」作成に際しデータを提供、編集、校正を担当理事、
行政委託機関担当者間で発行前２～３回行う。作成した情報誌は各市行政より全世帯に無償発行される。
（２） 会報発行事業
・毎年度２回（９月・３月）に君津木更津歯科医師会会報作成・発行し、関連行政機関に配布する。
・会員に対してはホームページ上に公開し、希望する会員には製本して配布している。
・月１回、３役・広報調査担当理事および各委員会担当理事 1 名・監事 2 名により木更津市内にて掲載内容
の検討会議を行う。
・年 2 回、発行前月に木更津市内において広報調査担当理事、広報調査委員長、委託業者担当者 1 名参加の
もと編集会議を行う。
・年 2 回、発行月に木更津市内において３役・広報調査担当理事・広報調査委員 7 名により委員会を開催し
内容検討・校正を行う。（今年度は都合により１回開催）
３．医療保険の適正化を目的とする事業
（１） 保険講習会および研修会事業
・４月１４日、４月１８日、５月１４日、８月７日当会会員の要望により社保個別勉強会を開き、保健診療の
請求方法、カルテの記載上の注意点について講義した。講師は当会の須藤理事、小松理事、青木理事、釼持国
保審査員にお願いした。
・６月１６日、東京ベイプラザホテルにて午後４時から６時まで講師として千葉県歯科医師会社会保険担当理
事

大河原伸浩、斎藤守先生を招いて歯科社会保険診療報酬規定講習会（以下社保講習会）を開き、保険診療

の請求上の注意点・カルテ記載上の注意点の指導を受けた。参加は５１名
・１１月１０日、医歯薬会館にて午後７時より９時まで当会理事で千葉県歯科医師会社会保険委員会委員であ
る青木浩芳先生を講師として社保小勉強会を開き、保険診療に関する情報，関東信越厚生局千葉支部による歯

科医院への個別の指導・監査についての講習を受けた。：参加は３０名
・１２月８日、１２月１１日、１２月２６日当会会員の要望により社保個別勉強会を開き、保健診療の請求方
法、カルテの記載上の注意点について講義した。講師は当会の青木理事、水町理事、須藤理事、河野社保委員
長にお願いした。
・保健診療の請求方法、カルテの記載上の注意点についての個別案件は電話およびファックスにて担当理事が
対応している。
（２） 歯科診療報酬明細書および請求書、返戻明細書等に関する事務整備事業
・１２月２０日、県歯会館にて午後２時より５時まで千葉県歯科医師会社会保険委員会担当理事・委員及び千
葉県下の各地域の保険担当理事により郡市社保担当者連絡協議会が開かれ、指導監査全般について、新規指導
の全般について、各郡市の社保委員会の活動について、次年度社保講習会の実施方法についてのなどの協議と
連絡事項の確認を行う。参加は須藤理事
・１ヶ月に３回程度歯科保険請求上の質問・返戻レセプトについての質問に口頭もしくはファックスおよびメ
ールにて回答
・介護保険での報酬請求に関して電話にて説明。また介護保険用の診療報酬請求用紙を渡す。
・全会員に高齢者医療制度にて患者負担金割合の情報をファックスおよびメールにて伝達。
・労働者災害補償保険（労災）での診療報酬請求について、診断書・診療報酬請求書の記入方法を指導。
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律をもとに歯科診療を行う場合、指定医療機関の申請を担当地域の
保健所に提出すること、レセプト作成時の注意点を文章にて指導。
・公立学校共済組合（千葉支部）事業所歯科検診（個別型）健診費の請求方法についてファックスおよびメー
ルにて伝達。
・木更津市成人歯科健康診査に伴う歯周組織検査とその後の歯科保険医療における歯周組織検査の取り扱いに
ついてファックスおよびメールにて回答。
・診療報酬請求上の誤りが多いもの・薬剤の名称の変更・歯科用金属の価格変更・歯科診療報酬規定上の施設
基準の提出書類等の情報を月に２～３回、ファックスおよびメールにて伝達。
・理事及び審査委員が新規開業指定の指導対象会員の診療所にて午後１０時より２時間 カルテの記載内容・
患者への配布物の内容を指導しレセプト作成の注意点を説明。
・ 厚生労働省より発布される歯科保険診療上の疑義解釈を年間６～７回ファックスおよびメールにて伝達す
る。
（３） 医療保険制度改革およびレセプトオンライン化に関する講習会事業
・レセプト電子化・オンライン化請求への移行調査を会員にアンケート及び電話連絡にて確認と同時に移行へ
の手順（届出書類・提出先等）を文章にて説明。またレセプト電子化への免除・猶予の届出手順（届出書類・
提出先・期限）について文章にて説明。
・レセプトコンピューターメーカーによる展示・説明会を催す。
・医療保険制度改革およびレセプトオンライン化に関する質問等は担当理事が個別に対応している。
４．公衆衛生及び歯科保健の啓発とその普及に関する事業
（１） 歯科関連イベントへの参加・協力と歯科相談事業

・１１月４日、木更津市民会館にて午前１０時より午後３時まで木更津市生涯学習フェスティバルにおいて歯
科ブースを設け、歯科健康相談を行った。参加は小松理事
（２） 「健歯児童・生徒審査会」等関係諸団体事業への参加・協力
・４月１３日、君津教育会館において午後１時より２時まで君津地方学校保健会役員会に参加し、総会および
研修会と今年度の活動方針について協議した。参加は水町理事
・５月９日、君津教育会館において午後１時より３時まで君津地方学校保健会総会および研修会に参加。今年
度の予算案、前年度の決算の承認の後研修会を行った。参加は水町理事
・５月１６日、木更津市内において午後７時より９時まで健歯児童・生徒審査会の審査基準および方法、式典
の流れ、役割分担等の確認を行った。参加は３役、事務職員他地域保健、学校保健、産業保健委員会より２５
名
・６月１４日、君津教育会館 2Ｆ第 2 会議室において午後１２時より２時まで、当会会員４名が審査委員とな
り、四市の小、中学校より選抜された図画（小学校低学年３８校４２点）ポスター（小学校高学年３１校３１
点、中学校１２校２１点）より等位を決定した。選考方法はこの最上位作品が千葉県口腔保健図画・ポスター
審査会のテーマとの整合性の重視というその選考基準に準じた。
・６月１４日、君津教育会館３階講堂において、午後２時よりより３時まで、歯科保健活動に精通し、特に研
修の場において児童・生徒に対する口腔刷掃指導に経験豊かな歯科衛生士２名による研習を四市の小・中学校
の学校歯科健診により優秀者として選抜された最高学年男女各１名と養護教諭（小学校４５校、中学校２８校）
に対して行い、その間に同２階第 1 会議室において本会会員の学校歯科医の中でも特に学校歯科保健活動に精
通した会員８名が審査委員となり、参加した児童・生徒（１３６名）の中より等位を決定した。選考方法は千
葉県健歯児童・生徒審査会の選考基準に準じて咬合、歯牙、歯肉、清掃状態といった総合的チェックによった。
・６月１４日、君津教育会館３階講堂において、午後３時より４時まで健歯児童・生徒審査会の表彰式を審査
会に参加した児童・生徒・及び養護教諭参加のもと行った。当会全役員及び２０名の会員、共催の南房総教育
事務所から参事１名、四市より歯科関係者（歯科衛生士）３名、来賓として４市健康推進課、君津健康福祉セ
ンター長が参加。各小・中学校の学校歯科健診により優秀者として選抜された最高学年の児童・生徒（１３６
名）および図画・ポスターで選抜された児童・生徒（９４名）に参加賞と賞状を贈り、上記の審査により等位
を決定した図画３点、小学校ポスター３点、中学校ポスター３点に対して賞状と賞品を授与した。
・審査会において等位を決定した小・中学校最高学年男女各３名に対しては会場にて賞状と賞品を授与、学校
保健委員会委員長が講評を行った。なお、図画、ポスターの最優秀作品及び健歯児童・生徒の最優秀者は千葉
県歯科医師会主催の千葉県口腔保健図画・ポスター審査会及び千葉県健歯児童・生徒審査会に当地区代表とし
て推薦した。後日、各報道機関（新千葉新聞、房総時事、千葉日報）当会ホームページにて表彰者、学校名を
公開した。参加は３２名
・６月１４日、木更津市内にて午後５時より７時まで君津健康福祉センター長参加のもと「健歯児童・生徒審
査会」事業検討会、反省会を開き、今回の事業の総括を行い、反省点、改善点について論議し、来年度に向け
ての申し送り事項とした。参加は３７名
・審査会開催時に広報調査担当理事、委員長の参加により採用した図柄をもとに口腔衛生啓発ポスターの構成
を検討、縮小版を作成する。
・業者委託によりポスターを作成、印刷し、４市教育委員会および全公立小中学校（９０校）に無償配布する。
各校への配布は教育委員会を通じて行われる

（３）「８０２０運動啓発・推進及び達成者表彰」事業の企画・実施
・平成２３年４月当会より四市に対して「親と子のよい歯のコンクール」
「高齢者のよい歯のコンクール」
「８
０２０（ハチマル・ニイマル）運動普及作文および標語」の募集依頼をした。
・「親と子のよい歯のコンクール」は３歳児歯科検診を受診した親子を対象に各市の広報誌等を用いて公募し
た。
・「高齢者のよい歯のコンクール」は８０歳以上で自分の歯が２０本以上ある者を各市の広報誌等を用いて公
募した。
・「８０２０（ハチマル・ニイマル）運動普及作文および標語」は歯科疾患（むし歯及び歯周疾患）の予防を
テーマとし、作文の部においては各市に在住、在勤する２０歳以上の者を対象に、各市の広報誌等を用いて公
募した。標語の部においては小学校の部、中学校の部、一般の部に分け、各学校による推薦及び各市広報誌等
により公募し、各市職員による審査により各部一作ずつ推薦をお願いした。
・５月１６日、木更津市内において午後７時より９時まで審査基準および方法、式典の流れ、役割分担の確認
等を行った。参加は３役、事務職員他地域保健、学校保健、産業保健委員会より２５名
・６月１４日 木更津市教育会館２階第２会議室において午後１２時より２時まで、当会の高齢者歯科医療お
よび成人歯科医療に対して精通した会員４名の審査により「親と子のよい歯のコンクール」「高齢者のよい歯
のコンクール」に応募した方々のなかで等位を決定した。選考方法はこの最上位者が千葉県歯科医師会の同名
コンクールに当会より推薦する関係から、「親と子のよい歯のコンクール」は歯科疾患がなく歯口清掃状態が
良好なことのほか全身の発育、栄養状態が良好で全身疾患がなく健康であること、「高齢者のよい歯のコンク
ール」は歯科疾患がなく歯口清掃状態が良好なことのほか日常生活において健康に過ごせることといったその
審査基準によった。
・６月１４日

木更津市教育会館２階和室において午後１時より３時まで、当会、副会長２名、専務理事、地

域保健医療担当理事、４市健康推進課による審査で「８０２０（ハチマル・ニイマル）運動普及作文および標
語」』のうち、標語の審査を、作文は会長の審査により等位を決定した。
・６月１４日、木更津市教育会館３階講堂において、午後３時より４時まで行われた健歯児童・生徒審査会の
なか、その会に参加した児童・生徒・及び養護教諭参加のもと「親と子のよい歯のコンクール」「高齢者のよ
い歯のコンクール」「８０２０（ハチマル・ニイマル）運動普及作文および標語」の表彰式を行った。
・このような場で優秀者および作品を表彰することにより、それを励みにしてもらい高齢者と児童・生徒との
交流を図ることを目的に行った。応募者全員に参加賞と賞状を、等位に応じて商品と賞状を授与した。最後に
学校保健委員会委員長が講評を行った。
・「８０２０（ハチマル・ニイマル）運動普及作文および標語」の最優秀作品及び「親と子のよい歯のコンク
ール」「高齢者のよい歯のコンクール」の最優秀者は千葉県歯科医師会主催の同名コンクールに当地区代表と
して推薦した。後日、各報道機関（新千葉新聞、房総時事、千葉日報）当会ホームページを通じて表彰者等を
公開した。
（４） 公的施設歯科健診の実施
・５月２９日、保健医並びに学校保健関係者懇談会に担当理事１名が参加。
・２月１６日、木更津市内にて午後９時から１０時まで学校歯科医推薦会議を開催し、新規学校歯科医につい
て審査し、推薦者（案）を決定した。参加者は４名
・３月１３日、木更津市内にて午後９時より１０時まで学校歯科保健講習会（新規および現任者のための）及
び若年者（1.6 歳、3 歳児）健診講習会を開催し、新規学校歯科医、市医及び希望のあった現任者に対して担

当理事を講師として研修を実施した。参加は１2 名、他委員４名
（５） フッ化物洗口普及事業
＜木更津市＞
・２４年度は、市立小学校３校、市立中学校１校でフッ化物洗口普及事業を実施した。いずれも各学校歯科医、
木更津市役所市民部健康推進課歯科衛生士及び保健師、各学校長の指示・管理、各校学級担任の協力のもと、
各校養護教諭によって実施された。
・実施対象者は、全校生徒・児童のうち、保護者に対する任意の同意書に同意した者。同事業参加を望まない
保護者の生徒・児童対象者に配慮し実施。
・実施頻度は週１回、原則木曜日。出来ない場合は同週の他の曜日に実施。ただし春、夏、冬の休み中には実
施しない。
・実施時間は小学校においては、朝のホーム・ルーム後、授業開始前。中学校においては、登校後すぐ。実施
場所は小学校においては各教室。中学校においては保健室。
・フッ化物は、各学校歯科医の処方指示書にて薬剤師が処方したもの。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２００ｍ
ｇ含む）１０包を１回分とする。使用洗口液は、市役所在籍歯科衛生士・保健師、各校養護教諭が作製した洗
口液を使用。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２００ｍｇ含む）１０包を１０００ｍｌの水に溶かして、フッ化物
ナトリウム０．２％（９００ｐｐｍ）水溶液としたもの。７ｍｌの洗口液を紙コップに入れ、１分間洗口後紙
コップに吐き出させる。紙コップは使用人数分をまとめて処分。
木更津私立鎌足小学校フッ化物洗口事業

週１回 １０１名 ３９回

木更津市立中郷小学校フッ化物洗口事業

週１回

９７名 ４０回

木更津市立富岡小学校フッ化物洗口事業

週１回

６１名 ４０回

木更津市立鎌足中学校フッ化物洗口事業

週１回

４１名 ４０回

＜君津市＞
・２４年度は、市立小学校４校、市立中学校１校、私立幼稚園１園でフッ化物洗口普及事業を実施した。いず
れも各学校歯科医、各学校長の指示・管理、各校学級担任の協力のもと、各校養護教諭によって実施された。
・実施対象者は、全校生徒・児童のうち、保護者に対する任意の同意書に同意した者。同事業参加を望まない
保護者の生徒・児童対象者はフッ化物の入っていない水で洗口。
・実施頻度は小中学校週１回、原則木曜日、幼稚園週５日。ただし、春、夏、冬の休み中には実施しない。実
施時間は小学校においては、朝のホーム・ルーム後、授業開始前。幼稚園においては、昼食終了後。実施場所
は小学校、幼稚園において各教室。
・フッ化物は、各学校歯科医の処方指示書にて薬剤師が処方したもの。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２００ｍ
ｇ含む）１０包を１回分とする。使用洗口液は、市役所在籍歯科衛生士・保健師、各校養護教諭が作製した洗
口液を使用。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２００ｍｇ含む）１０包を１０００ｍｌの水に溶かして、フッ化物
ナトリウム０．２％（９００ｐｐｍ）水溶液としたもの。７ｍｌの洗口液を紙コップに入れ、１分間洗口後紙
コップに吐き出させる。紙コップは使用人数分をまとめて処分。
愛心学園久留里カトリック幼稚園フッ化物洗口事業 毎日

４０名

君津市立小糸小学校フッ化物洗口事業 週１回 １０１名

４０回

君津市立久留里小学校フッ化物洗口事業

週１回 １３３名 ４０回

君津市立小櫃小学校フッ化物洗口事業 週１回 ２１３名
君津私立坂畑小学校フッ化物洗口事業 週１回 ４４名

４０回
４０回

君津市立亀山中学校フッ化物洗口事業 週１回 ３８名

３９回

＜袖ケ浦市＞
・２４年度は９月より新規に小学校１校でフッ化物洗口普及事業を実施した。学校歯科医、学校長の指示・管
理、学級担任の協力のもと、養護教諭によって実施された。
・実施対象者は、全校生徒・児童のうち、保護者に対する任意の同意書に同意した者。同事業参加を望まない
保護者の生徒・児童対象者はフッ化物の入っていない水で洗口。
・実施頻度は週１回、原則木曜日。できない場合は同週の他の曜日に実施。ただし春、夏、冬の休み中には実
施しない。
・実施時間は朝のホーム・ルーム後、授業開始前。実施場所は各教室。
・フッ化物は、学校歯科医の処方指示書にて薬剤師が処方したもの。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２００ｍｇ
含む）１０包を１回分とする。使用洗口液は、市役所在籍歯科衛生士・保健師、各校養護教諭が作製した洗口
液を使用。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２００ｍｇ含む）１０包を１０００ｍｌの水に溶かして、フッ化物ナ
トリウム０．２％（９００ｐｐｍ）水溶液としたもの。７ｍｌの洗口液を紙コップに入れ、１分間洗口後紙コ
ップに吐き出させる。紙コップは使用人数分をまとめて処分。
袖ケ浦市立根形小学校フッ化物洗口事業

週１回 ２５１名 ２３回

・６月２日、ロイヤルヒルズ木更津ビューホテルにて午後４時から５時まで平成２４年度フッ化物洗口事業説
明会を開き、前年度の事業報告と今年度の事業説明および注意点について協議した。参加は４０名
（６） ホームページを通じての情報発信
・月 1 回、会報誌構成会議と併設し、３役、各委員会担当理事 9 名、監事 2 名参加のもと構成検討会議を行
う。
・月２～３回、担当理事および担当委員による更新。
・９月８日、医歯薬会館にて午後８時より９時まで継続的なホームページ運営維持を目的とした講習会を開催。
参加は１２名
５. 障害者と高齢者の保健と福祉の増進に関する事業
（１） 障害者と高齢者摂食・嚥下指導調査事業
１）障害児摂食・嚥下指導調査事業
・４月１９日、県歯会館にて午前１０時より１２時まで郡市摂食嚥下担当者会議に参加、今年度の摂食・嚥下
リハビリテーション指導事業の説明と次年度以降の事業展開に関する討議を行った。参加は３名
・６月７日、きみつあゆみ園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数９名、介助者３名に対し
て、日本大学松戸歯学部

野本たかと先生の指導のもと摂食嚥下指導医６名が摂食嚥下指導および歯科保健指

導。午後１時より２時まで症例検討と今後の摂食嚥下指導へのアドバイスを行った。
・７月５日、きみつあゆみ園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数４名、介助者３名に対し
て、日本大学松戸歯学部

野本たかと先生の指導のもと摂食嚥下指導医５名が摂食嚥下指導および歯科保健指

導。午後１時より２時まで症例検討と今後の摂食嚥下指導へのアドバイスを行った。
・７月８日、県歯会館にて午後１時より５時まで日本大学松戸歯学部講師 野本たかと先生の演題「障害児（者）
における食の問題」による摂食嚥下講習会を委員５名が受講。
・１０月２５日、きみつあゆみ園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数７名、介助者３名に

対して、日本大学松戸歯学部 野本たかと先生の指導のもと摂食嚥下指導医７名が摂食嚥下指導および歯科保
健指導。午後１時より２時まで症例検討と今後の摂食嚥下指導へのアドバイスを行った。
・１２月９日、木更津市民会館小ホールにて午後２時より５時まで千葉県歯科医師会主催で、日本大学松戸歯
学部講師 野本たかと先生を招き、障害者施設職員を対象に摂食嚥下講習会を開催した。参加は８６名 当会
委員１０名
・１２月１３日、きみつあゆみ園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数６名、介助者３名に
対して、日本大学松戸歯学部 野本たかと先生の指導のもと摂食嚥下指導医５名が摂食嚥下指導および歯科保
健指導。午後１時より２時まで症例検討と今後の摂食嚥下指導へのアドバイスを行った。
・２月１０日、県歯会館にて午前１０時より１２時まで平成２４年度摂食嚥下指導症例検討研修会に担当委員
３名を派遣し、症例発表と情報交換を行った。
・２月２１日、県歯会館にて午前１０時より１２時まで郡市摂食嚥下指導事業担当者会議に参加し、本年度の
事業説明と次年度の事業の検討を行った。参加は３名
・２月２１日、木更津市内にて午後７時から９時まで県歯の次年度以降の事業展開を踏まえ、郡市における摂
食嚥下事業の検討を行った。参加は３名
・３月６日、君津市内において午後７時より９時まで君津あゆみ園摂食嚥下指導事業検討会を行い、次年度の
事業計画および今年度の事業総括を行った。日本大学松戸歯学部

野本たかと先生他参加は８名

・３月７日、きみつあゆみ園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数１２名、介助者３名に対
して、日本大学松戸歯学部 野本たかと先生の指導のもと摂食嚥下指導医５名が摂食嚥下指導および歯科保健
指導。午後１時より２時まで症例検討と今後の摂食嚥下指導へのアドバイスを行った。
２）要介護者摂食・嚥下指導普及事業
・４月１９日、県歯会館にて午前１０時より１２時まで郡市摂食嚥下担当者会議に参加、今年度の摂食・嚥下
リハビリテーション指導事業の説明と次年度以降の事業展開に関する討議を行った。参加は３名
（２） 訪問歯科診療事業
・袖ケ浦市では市の委託を受け在宅高齢者等の訪問歯科診療が実施されている。実施希望者に対し歯科医師 1
または 2 名と袖ケ浦市健康推進課歯科衛生士が現状把握のための第 1 回訪問診療を行う。実施希望者は８名
・現況と医科主治医、介護関係者等からの情報を加味し、行政担当会員、口腔外科・麻酔科・心身障害者セン
ター等で必要な研修修了者、ケア・マネージャ―などで構成する在宅歯科診療運営委員会にて、訪問歯科診療
の経験が豊富で歯科医師会で実施した訪問歯科診療研修会を終了した会員を優先して担当に推薦。診療終了後
には所定の書式の報告書を運営委員会に提出、その検討を行い、以降の診療に反映させている。
・袖ケ浦市において週一回 市内病院に対して訪問歯科診療に精通した会員による訪問歯科診療を行っている。
・他の３市においては当会事務局に訪問歯科診療の受付窓口があり、行政あるいは個人からの要請を受け会員
を派遣した。また、本年度より県歯在宅歯科診療連携室よりの依頼も受けている。実施回数１０回
・５月１７日、県歯会館にて午前１０時より１２時まで在宅歯科医療連携室貸与機器の引き渡し及び説明会。
当郡市では訪問診療用の電気エンジンを貸し出していただいた。参加は１名
・３月３日、三井ガーデンホテル千葉にて午前１０時より午後４時まで千葉県主催による千葉県在宅医療地域
リーダー研修会に会員１名を派遣。君津地域の他職種連携による訪問診療の課題等について研修した。
・１月２６日、ロイヤルヒルズ木更津ビューホテルにて午後３時より４時まで訪問歯科診療報告会・検討会を
開催し、本年度の事業報告と課題の検討を行った。参加は３０名

（３） 高齢者歯科健診事業
・７月１９日、貝渕公会堂にて午後１１時より１２時まで幸町自治区長と高齢者歯科検診打ち合わせ会を行い、
会場視察および事業概要と当日の手順について説明。参加は１名
・８月１９日、木更津市社会福祉協議会にて午後１１時より１２時まで高齢者歯科検診打ち合わせ会を行い、
当日の手順と受診者の応募状況についての最終確認。参加は１名
・１１月１５日、貝渕公会堂にて午前１０時より１１時３０分まで歯科保健啓発事業高齢者歯科健診を実施。
健診内容は千葉県歯科医師会作成の高齢者口腔アセスメント票を使用し、その中に含まれる歯牙検診、口腔軟
組織検査、簡易歯周検査、口腔機能検査（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）である。参加は副会長１名、専務理事、担当理事他委員５名 衛生士４名

健診対象者は１５名

・１１月１５日、木更津市内にて午後１時から２時まで高齢者歯科検診事業検討会を開き、今年度の反省とそ
れを踏まえた次年度の事業展開について協議した。参加は１１名（含衛生士４名）
（４） 介護予防事業
・５月１６日、木更津市内にて午後９時から９時３０分までがん患者に対する術前・術中の口腔ケア講習会を
開催し、担当理事により今年度導入された周術期口腔機能管理についての講習を行った。参加は１８名
・６月１４日、木更津市内において午後４時３０分５時まで認知症対策事業検討会を開催し、県歯担当委員（当
会会員）による事業概要の説明と認知症高齢者に対する提供可能な歯科的サービスの抽出と事業化の可能性に
ついて討議した。参加は２０名
・７月２３日、君津中央病院にて君津中央病院口腔ケア勉強会に３名参加。
・１１月１５日、高齢者歯科検診の終了後、３０分間程度千葉県衛生士会より派遣された４名の高齢者歯科事
業に特に経験豊富な歯科衛生士による口腔顔面体操、舌体操等の高齢者口腔機能向上サービスを行った。衛生
士４名

参加者は１５名

・１１月１５日、高齢者歯科検診会場にて午後１２時より１２時３０分まで口腔機能検査および機能回復リハ
ビリ説明会を開催し、県歯担当委員（当会会員）により当日行った検査、機能訓練の効用と要旨を解説した。
講師１名 参加は２５名
（５） 介護保険関連事業
・４市へは２６名の介護認定審査員を派遣している。
・各市の介護保険運営協議会に当会において介護保険に対して経験が豊富で、指導的立場にある会員を委員と
して推薦し、協議内容等を一般会員に還元している。
・１１月１６日、医歯薬会館にて午後６時半より９時まで君津・木更津医師会主催の４市認定審査会全体会議
が開催され、当会会員で認定審査委員である担当理事１名が出席し、審査会における認定の公平性を保つため
の意見交換等を行い、協議内容等を他の認定審査委員に還元している。
・１２月２１日、南総文化ホール（館山）にて午後７時より９時まで千葉県主催の介護認定審査員現任者研修
会に各市介護認定審査員１５名が参加し、審査における留意事項について事例検討等の研修を受けた。当日未
受講の審査員は後日、他地区で行われた同様の研修会を受講した。
・１２月２１日、富津市内にて午後９時より１０時まで郡市介護認定審査員現任者研修会を開催し、４市認定
審査会全体会議の結果のフィードバックを行った。参加は２０名
・３月１４日、君津健康福祉センター会議室において午後１時３０分より３時まで、当会会員による「要介護
者に対する口腔ケアの重要性」という演題で介護関連職種(１００名)に対して講演を行った。

・３月２４日、木更津市内にて午後７時より８時まで、介護認定審査員推薦会議を開催し、任期満了に伴う新
たな介護認定審査員として、木更津市８名、君津市４名、富津市８名、袖ケ浦市６名の千葉県指定の新規講習、
現認者研修を受講し、当会における介護保険関連研修会を終了した介護認定に精通した会員を推薦。参加は４
名
６.地域社会の保健と福祉の増進に関する事業
（１） 歯周疾患健診事業
・１１月１４日、木更津市内にて午後７時より９時まで歯周疾患健診事業検討会を開き、３市と受診率向上の
ための工夫について話し合い、健診の案内はがきの送付方法などでの対応を協議。参加は１６名
・４月

成人歯科検診実施各市の当会会員に対して成人歯科検診の検診医推薦の意思確認を行う。

・４月

成人歯科検診実施各市へ当会会員で成人歯科検診の検診医を希望し、各市行政担当者がその資質、実

績から適当であると判断したものを推薦した。
＜木更津市＞
成人歯科健康診査という名称で４０,５０,６０,７０歳の時点で行われる個別の節目検診である。検診内容は歯
牙検診、口腔軟組織検査、簡易歯周検査であり、沈着物の除去も含む。
＜君津市＞
歯周歯科検診という名称で４０,５０,６０,７０歳の時点で行われる個別の節目検診である。検診内容は歯牙検
診、口腔軟組織検査、簡易歯周検査である。
＜袖ケ浦市＞
成人歯科健康診査という名称で３０,４０,５０,６０,７０歳の時点で行われる個別の節目検診である。検診内
容は問診、歯牙検診、口腔軟組織検査、歯科保健指導である。
・受診率は木更津市の数値のみであるが、開始時の平成２０年度より１．９０、４．０９、５．８３パーセン
トと着実に上昇している。各年代においても同様の傾向がみられるが年代ごとの受診率は高齢になるほど受診
率が上がる傾向にある。受診率の向上は健診自体が平成２０年度開始ということで、徐々に地域住民の認知度
が高まってきたからと思うが、これからの受診率の上昇には何らかの対応が必要と考える。
・平成２４年６月１４日、君津教育会館２階和室における上記の行政との会議において成人歯科健診未実施の
富津市に対して実施を要望した。また、他市とは受診率向上のための工夫について話し合い、健診の案内はが
きの送付方法などでの対応を協議することとした。
・当会においては地域住民からまた健診者サイドからの要望等を受け止めるための窓口を設けているが、今年
度は特に要望はなかった。
（２） 口腔がん検診事業
・６月１４日、君津教育会館２階和室における上記の行政との会議において、前年度の君津市の口腔がん検診
に引き続き、今年度は富津市において実施したい旨要望。他市に対しても行政において実施を検討してほしい
旨要望。
・富津市における口腔がん検診の実施が決定し、その後数回にわたる行政との折衝の結果、実施日時、行政と
の役割分担、検診方法、募集方法人数などが決定した。
・１０月１７日、八幡屋にて午後７時より９時まで口腔がん検診打ち合わせ会を開き、検診の応募状況と当日
の役割分担及び手順について確認した。参加は５名

・１１月１日、富津市役所にて午前９時より１０時まで２１名の会員により会場設営を行った。
・１１月１日、富津市役所にて口腔がん検診を実施。午前１０時より問診を中心にした６名の会員による１次
審査の後、すべての受診者に対して千葉大学医学部口腔外科学教授、同医局員計３名の視診による２次審査を
行った。検診者の誘導等に１１名の会員の協力を受けた。当日の受診予定者２０３名、受診者は１８０名、当
日未受診２３名でそのうち１４名が大学病院等への３次審査に回った。当日待合室において千葉県歯科医師会
よりいただいた口腔がんリーフレットの配布を行った。
・１１月１日、富津市内にて午後１時より２時まで口腔がん検診事業検討会、反省会を開き、千葉大学医学部
口腔外科学講座教授による口腔軟組織疾患と口腔がんの鑑別診断につての研修会と今回の口腔がん検診の総
括を行い、反省点、改善点について討議し、次回の事業への申し送りとした。なお、次年度の開催は袖ケ浦市
でという方向で調整していくことを決定した。
参加は委員２１名 検診医３名
（３） 休日応急歯科診療の実施
・現在計画中である君津地方休日診療所の設置に向け君津地方救急医療体制検討研究会に委員１名を派遣して
いる。
・８月１８日、君津地方休日診療所の設置に向け、すでに設置されている市原市休日救急診療所を訪問し情報
収集を行い企画書を作成した。委員１名
・９月、各市の担当者により年末年始休日診療の担当者会員の中から公募により選抜していただいた。
・１１月２８日、木更津市内にて午後７時より９時まで年末年始休日当番診療事業実施検討会を開き、人員の
確定と報告書の作成方法や２次医療機関への紹介方法などについて検討を行った。委員 8 名
・１２月３１日～１月３日まで年末年始休日診療を施行。４日間の受診者数は木更津市４６人、君津市１３人、
富津市２０人、袖ケ浦市２５人４市合計１０４人であった。
７．事故・災害もしくは犯罪による被害者の支援に関する事業
（１） 災害時救急歯科診療
・各市よりの要望により防災担当委員を推薦し、関係初会議に出席している。
・７月１９日、県歯会館にて午後１時より５時まで平成２４年度郡市防災対策担当者連絡協議会に担当理事が
出席し、千葉県における災害対策について、大規模災害時における医療対策についての講習を受ける。
・１０月２７日、小櫃小学校にて午前８時より１２時まで君津市総合防災訓練に出席。委員 1 名
・１１月１８日

木更津市総合防災訓練（荒天のため中止）

（２） 身元確認事業
・木更津警察署警察官友の会会員に１名を派遣し、諸会議に参加。
・６月２１日、県歯会館にて午後２時より５時まで平成２４年度千葉県警察歯科医会報告会に当会警察署嘱託
歯科医６名が出席。検死・個人識別・身元確認についての事例報告および研修を受けた。
・１月２３日、君津警察署にて午前１０時より１２時まで君津警察署感謝状授与式に参加し、会員１名が感謝
状を授与された。
・３月２８日、県歯会館にて午前１０時より１２時まで千葉県警察歯科医会新規講習会に参加し、活動報告、
相互情報交換、次年度事業内容検討や検死・個人識別・身元確認についての事例報告を行った。参加は１名
・木更津警察署管内では４月１４日の１回出動、木更津海上保安署管内では１２月２８日の 1 回出動、君津警

察署管内では７月２９日、８月２５日、１１月１５日、１１月２６日、３月２６日の５回出動、富津警察署管
内では７月３１日、８月１日の２回出動にて検死・個人識別・身元確認作業を行った。計出動９回 計委員１
８名

平成２４年
４月

１日 一般社団法人設立登記 山口副会長
４日

平成２４年度 学校保健担当者会議
第１回理事会

八幡屋：１６名

１.今年度行事予定について
て

水町理事

２.役員会について ３.歯科医師国保組合会則変更につい

４.生涯研修講習会について ５.その他

５日

木更津看護学院入学式

６日

会館運営委員会

市川会長

１３日

君津地方学校保健会役員会 水町理事

１４日

社保個別勉強会

須藤理事

１８日

社保個別勉強会

須藤理事、小松理事

１９日

摂食・嚥下指導事業担当者会議

市川会長、原専務、伏居理事

郡市摂食・嚥下担当者会議
２０日

お花見の会（木更津市）

２５日

特殊歯科保健委員会 医歯薬会館

２９日

医師会ゴルフコンペ 市川会長、細井顧問、原専務

１９：３０～

１０名

フッ化物洗口事業開始
木更津市 鎌足小学校

週一回

１０１名

中郷小学校 週一回 ９７名
富岡小学校 週一回 ６１名
鎌足中学校 週一回 ４１名
君津市

私立久留里カトリック幼稚園

毎日 ４０名

小糸小学校 週一回 １０１名
小櫃小学校 週一回 ２１３名
久留里小学校

週一回

１３３名

坂畑小学校 週一回 ４４名
亀山中学校 週一回 ３８名
５月

９日 君津地方学校保健会総会 水町理事

１２日

第２回理事会

八幡屋：１６名

１.監査会について

２.役員会について ３.役員選挙について ４.臨時総会について

５.健歯審査会について

６.社保講習会について

７.定時総会について

８.生涯研修講習会

について ９.その他
１３日

役員選挙公示(締切 5/23)

１４日

木更津市献血推進協議会総会

１４日

社保個別勉強会

１６日

学校歯科保健・地域保健医療・産業保健合同委員会 東洋

須藤理事、青木理事、釼持国保審査員
学 5、地 5、産４名、役員４名 計

１８名
１６日

がん患者に対する術前・術中の口腔ケア講習会

１７日

在宅歯科医療連携室貸与機器の引き渡し及び説明会 小松理事

２３日

生涯研修委員会

２３日

平成２４年度第 1 回君津市国民保険運営協議会委員会 神理事

２６日

監査会

２９日

保健医並びに学校保健関係者懇談会

３０日

社保委員会 田園 １９：００～２０：００

３０日

一般社団法人

３１日

「郡市会長連絡協議会」及び「郡市意見交換会」

６月

山考

１８名

１１名

参加１４名

君津木更津歯科医師会 「定款・規定」発行

２日 「役員会」並びに「平成２４年度臨時総会」

市川会長

５３名

２日

平成２４年度フッ化物洗口事業説明会 ４０名

４日

地域救急医療協議会 市川会長

６日

第３回理事会 八幡屋：１６名
１.健歯児童生徒審査会について ２.各行政への要望事項について
て

４.顧問の選定について

大会について

５.社保講習会について

８.生涯研修講習会について

６.一般健診について

７.ボーリング

９.その他

６日

平成２４年度 生活習慣病・一般健康診断打ち合わせ会

７日

君津あゆみ園摂食・嚥下指導 指導園児９名 指導医６名

１４日

３.第１回定時総会につい

健歯児童生徒審査会

【健歯の部】

男
子
女
子

小学校

４５校８４名 中学校２８校５２名 計７３校１３６名

小

校

学

の 部

中

１位

請西小学校

辻本陽斗

２位

長浦小学校

原雄大

３位

木更津第一小学校

黒澤武

１位

請西小学校

伊藤綾那

２位

中川小学校

山口雅

３位

清見台小学校

小林春香

男
子
女
子

学 校

の 部

１位

天羽東中学校

茂木聖弥

２位

太田中学校

関根隆行

３位

周西南中学校

須永空和

１位

金田中学校

河津朝香

２位

君津中学校

桑原和奏

３位

太田中学校

長谷川ひかる

※千葉県教育長賞：伊藤綾那さん

【図画・ポスターの部】図画（小１～小３）３８校４２点ポスター（小４～小６）３１校３１点

１位
２位
３位

ポスター（中１～中３）１２ 校 ２１点
計９４ 点
図画（小１～小３）の部
ポスター（小４～小６）の部
蔵波小学校 3 年
西條冬馬
１位 小糸小学校６年
鈴木陽太
大貫小学校 2 年
林陽向子
２位 佐貫小学校５年
福原悠斗
天神山小学校 1 年
大川留楓
３位 秋元小学校 ６年
白駒拓海
ポスター（中 1～中 3）の部
１位 周西中学校１年
脇田真由
２位 周西中学校１年
岩井円花
３位 清川中学校３年
堀井里帆

親と子のよい歯のコンクール

応募数

１組
１位

井出志寿子

穂乃花

高齢者のよい歯のコンクール

応募数

８名

（木更津市３名 富津市３名 君津市１名 袖ヶ浦市２名）
１位
龍崎一雄
２位
目崎儔
３位
関根清
４位
白鳥縫子
笠嶋正
４位
菊よしゑ
勝呂正男
４位
鶴岡正幸
※千葉県衛生士会長賞 龍崎一雄さん

８０２０運動普及作文

応募数

８０２０運動普及標語
小 学 生 の
１位 西清小学校６年
２位 久留里小学校５年
３位 昭和小学校５年

１４日

※４市へ要望書提出
認知症対策事業検討会

１６日

第１回定時総会

部
橋本諒希
笹生勘介
髙橋愛理

岡田康

中 学 生 の 部
１位 周西中学校３年
鈴木大駿
２位 平川中学校１年
相川由茉
３位 木更津第三中学２年
濱辺智穂
４位 大貫中学校２年
髙橋友莉
一 般 の 部
１位 吉葉晶典
木更津市在住
２位 小川尚子
袖ケ浦市在住
３位 本山昭三
富津市在住
※千葉県歯科医師会会長賞 橋本諒希さん

１６：３０～１７：３０

参加２０名

東京ベイプラザホテル １３：３０～１５：３０

社保講習会 東京ベイプラザホテル
講師

１点
１位

参加４２名

１６：００～１８：００ 参加５１名

千葉県歯科医師会社会保険担当理事
大河原 伸浩 先生
齋藤

守

先生

１８日

君津市介護保険運営協議会 原専務

２０日

医療管理委員会

２１日

千葉県警察歯科医会講習会（身元確認事業）

２２日

平成 24 年度第 1 回富津市介護保険運営協議会

２５日

木更津警察署警察官友の会理事会・総会及び懇親会

２８日

生活習慣病・一般健康診断 君津健康センター

大番

１０名

１９８名

第１４９回代議員会
７月

４日 コ・デンタルスタッフセミナー（ボーリング大会）

当会会員、従業員５１名参加

５日

君津あゆみ園摂食・嚥下指導 指導園児４名 指導医５名

７日

第４回理事会 八幡屋：１６名
１.生涯研修講習会について

２.口腔がん検診について

３.その他

８日
１２日

平成 24 年度摂食嚥下講習会
河村産業事業所健診 健診医５名+県衛生士会２名(対象者１５名)
木更津市健康づくり推進協議会

１４日

第１回学術講習会 医歯薬会館：４１名 委員７名
演題：「歯周病からみたプロバイオティクス」
講師：日本歯科大学名誉教授 鴨井久一先生

１４日

学術講習会事業検討会

田園 ９名

１９日

平成２４年度郡市災害対策担当者連絡協議会

１９日

高齢者歯科検診打ち合わせ 貝渕公会堂 鶴岡理事

２３日

口腔ケア勉強会（君津中央病院）

古谷理事

君津市介護保険運営協議会 原専務
木更津警察署警察官友の会理事会及び懇親会
２５日

袖ケ浦市介護保険運営協議会

３０日

富津市健康づくり推進協議会

８月

１日 第 9 回君津地方救急医療体制検討研究会
７日

社保個別勉強会

市川会長

須藤理事、青木理事

１８日

市原市休日救急診療所訪問 原専務

１９日

高齢者歯科検診打ち合わせ 木更津社会福祉協議会 鶴岡理事

９月

５日 第５回理事会 八幡屋 １６名
１.会員研修旅行について

２.富津市口腔がん検診について

年始休日診療について ５.県歯摂食・嚥下講習会について
いて
８日

７.休日救急診療所について

広報調査委員会

２２日～２４日

３.麻雀大会について

４.年末

６.生涯研修講習会・忘年会につ

８.その他

医歯薬会館 １２名

会員研修旅行

石垣島周辺 １０名

２６日

袖ケ浦市介護保険運営協議会

２７日

郡市会長会議

市川会長

フッ化物洗口事業開始
袖ケ浦市 根形小学校
３０日
１０月

９日

週一回

２５１名

第７０号会報発行
第６回理事会 八幡屋：１６名
１.富津市口腔がん検診について
者歯科健診について
て

２.社保小勉強会について

５.生涯研修講習会・忘年会について

３.麻雀大会について

６.県歯摂食・嚥下講習会につい

７.その他

１５日

木更津市総合防災訓練実施に係る第 1 回担当者会議 山口副会長

１７日

口腔がん検診打ち合わせ会 八幡屋 １９：００～２０：００ 5 名

１８日

第１５０回代議員会

２５日

産業医学研修会

鶴岡理事他２名

君津あゆみ園摂食嚥下指導 指導園児７名 指導医７名
２７日

君津市総合防災訓練 鎌田副会長

２９日

袖ケ浦市在宅寝たきり老人等歯科保健事業運営協議会

４.高齢

３０日

木更津市総合防災訓練実施に係る第 2 回担当者会議 山口副会長

３１日

君津地域救急医療体制研究会 市川会長

１１月

１日 富津市口腔がん検診

１次検診医 6 名

２次検診医３名

協力医１１名 受診予定者２０３

名受診者１８０名 紹介状１４名
１日

口腔がん検診事業検討会

４日

木更津市生涯学習フェスティバル

７日

第７回理事会 八幡屋：１６名
１.社保小勉強会について

２４名
小松理事

２.麻雀大会について

３.高齢者歯科健診について

講習会・忘年会について ５.年末年始休日診療について
告

７.県歯摂食・嚥下講習会について

４.生涯研修

６.休日救急診療所について経過報

８.医療管理講習会・新年会について ９.委員会再編

成について １０.その他
１０日

社保小勉強会
講師

医歯薬会館 １９：００～２１：００ 参加３０名

千葉県歯科医師会社会保険委員会
青木 浩芳

先生

１２日

平成 24 年度

１３日

「木更津市要保護対策地域協議会」代表者及び実務者会議

１４日

麻雀大会 雀荘潮見 １９：００～ １６名

１４日

歯周疾患検診事業検討会

１５日

高齢者歯科健診

富津市健康づくり推進協議会

１６名

貝渕公会堂 １０：００～１２：３０

健診医 5 名 県衛生士会 3 名

対

象者 15 名
１５日

高齢者口腔機能向上サービス 衛生士 ４名

対象者１５名

１５日

口腔機能検査および機能回復リハビリ説明会

１名 対象１５名

１６日

平成 24 年度 4 市介護審査委員会全体会議 原専務

１８日

第 15 回千葉県歯科医学大会 熊切理事
千葉県口腔保健大会 原専務
木更津市総合防災訓練（中止）
医師会ゴルフコンペ 市川会長、細井顧問

２０日

君津市介護保険運営委員会 原専務
富津市第 2 回介護保険運営協議会 椎津監事

２１日

平成 24 年度君津健康福祉センター運営協議会
第８回理事会

八幡屋：１６名

１.生涯研修講習会・忘年会について
２８日
１２月

２日

２.平成 24 年度摂食嚥下講習会 ３.年末年始休日診療

について ４.医療管理講習会・新年会について

５.郡市委員会再編成について ６. その他

年末年始休日当番診療事業実施検討会 炙り屋

委員 8 名

第２回学術講習会

東京ベイプラザホテル：６７名

委員７名

演題：「審美修復治療の考え方と実際 ホワイトニング～接着まで」
講師：東京都中央区開業
２日

敬老・祝賀忘年会

９日

摂食嚥下講習会

北原信也先生

東京ベイプラザホテル

１８：００～

木更津市民会館小ホール 講師

名 郡市より伏居理事他１０名

６３名

日大松戸歯学部

野本たかと先生

８６

８日

社保個別勉強会

青木理事、水町理事

１１日

社保個別勉強会

須藤理事、青木理事、水町理事、河野委員長

１２日

君津市介護保険運営協議会 原専務

１３日

君津あゆみ園摂食嚥下指導 指導園児６名 指導医５名

２０日

郡市社保担当者連絡協議会 県歯会館 １３：００～１７：００

２１日

千葉県介護認定審査員現任者研修会（館山）

２１日

郡市介護認定審査員現任者研修会

２６日

社保個別勉強会

須藤理事

須藤理事、青木理事、河野委員長

３１日～１月３日 年末年始休日診療
１２/３１

１/１

１/２

木更津市

市川歯科医院

渡辺歯科医院

瀬戸歯科医院

勝呂歯科医院

君 津 市

俵田わたなべ歯科

神歯科医院

雷電長尾歯科

よしだ歯科医院

富 津 市

大澤歯科医院

水町歯科医院

間瀬歯科医院

やながわ歯科医院

袖ケ浦市

高浦歯科医院

山口歯科医院

中村歯科医院

袖ケ浦歯科医院

※患者数：木更津市４６名 君津市１３名
１月

１/３

富津市２０名

袖ケ浦市２５名

計１０４名

９日 第９回理事会 八幡屋：１６名
１.医療管理講習会・新年会について

２.役員選挙について

平成 25 年度予算について ５.平成 24 年度決算について

３.役員親睦旅行について

４.

６.理事会旅行について ７. その

他
１５日

君津市介護保険運営協議会 原専務

２３日

君津警察署感謝状授与式

２６日

訪問歯科診療報告会・検討会 ３０名

２６日

医療管理講習会

原専務

ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル：会員４１名

演題： 「最新・コストを考えた感染予防対策２０１３」
～特にタービンの滅菌化を中心に～
講師：千葉県歯科医師会理事 早川琢郎先生
２６日
２月

新年会

ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

参加者３９名

２日 君津市医師会・歯科医師会・市役所合同新年会 鎌田副会長他

１０日

平成 24 年度摂食嚥下指導症例検討研修会；千葉県歯科医師会会議室、９：３０～１３：００
成川先生、鈴木みちよ先生、伏居理事

１４日

郡市学校歯科保健担当者連絡協議会 水町理事

１５日

平成２４年度第２回君津市国保運営協議会 神理事

１６日

第１０回理事会

八幡屋：１６名

１.平成２５年度予算について

２.生涯研修講習会について

３.新年度４月～６月行事予定

について ４.木更津市学校歯科医推薦について ５.理事会解散旅行について
１６日

学校歯科医推薦会議 八幡屋 ２１：００～２１：３０

１８日

第１１回君津地域救急医療体制検討研究会 君津木更津医歯薬会館
市川会長

２０日

君津市介護保険運営協議会 原専務

５.その他

４名
会議室

１９：００～

２１日

郡市摂食嚥下担当者会議
郡市会長会議

２７日
３月

市川会長、原専務、伏居理事

市川会長

生涯研修委員会

医歯薬会館 １０名

３日 千葉県在宅医療地域リーダー研修会 原専務
６日

君津あゆみ園摂食嚥下指導事業検討会 伏居理事他８名

７日

君津あゆみ園摂食嚥下指導
木更津看護学院卒業式

指導園児１２名 指導医５名

鎌田副会長

平成２４年度君津地域職域連携推進協議会
１３日

第１１回理事会

鎌田副会長

八幡屋：１６名

１.生涯研修講習会について

２.平成２５年度予算について

３.会員名簿の発行について

４.その他
１３日

新規学校歯科医講習会

八幡屋

２１：００～２１：３０

１２名

委員４名

１４日

君津健康福祉センター講演会 君津健康福祉センター １３：３０～１５：３０ 「要介護者
の口腔ケアの重要性」原専務

１８日

決算法人説明会（木更津税務署・木更津法人会共催）木更津税務署

１９日

総務会計委員会

２１日

君津市介護保険運営協議会 君津市民図書館

２４日

第１５１回県歯代議員会

県歯会館 １０：００～１７：００

２４日

介護認定審査員推薦会議

４名

２７日

木更津市立請西保育園及び木更津市子育て支援センター竣工式 古谷理事

２８日

第 95 回千葉県歯科医師連盟評議員会 中村、鎌田、長谷部評議員

２８日

千葉県警察歯科医会講習会 県歯会館 １０：００～１２：００

２８日

平成 24 年度

田園

１２名

木更津市防災会議

青木理事

１９：３０～２０：３０

山口副会長

１３：００～１５：３０ 原専務

原専務

