平成２６年度事業報告
（平成２６年４月１日～平成２７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
４月１９日

平成２６年度第１回生涯研修講習会（会館）会員３０名、スタッフ２
名
講師 高橋洋樹先生（成田市開業）
演題 不正咬合に対する正しい理解と対応のために

１２月 ６日 平成２６年度第２回生涯研修講習会（東京ベイプラザホテル）５６名
講師 鶴見大学歯学部探索歯学講座教授 花田信弘先生
演題 居宅療養管理指導と日常診療に必要な歯科栄養学
２）学会・県歯ブロック別講習会への参加、協力
８月２１日

関東甲信越静学校保健大会（ホテルニューオータニ幕張）茂田理事、
柳川委員

３）千葉県歯科医学大会事業への協力
２月 ８日 千葉県歯科医学大会（京成ホテルミラマーレ）
４）学会、学術講習会の情報提供
２月２０日 中央病院シンポジュウム（君津中央病院）原専務
（２） 医療管理講習会事業
１１月 ５日 医療管理委員会ハンズオンセミナー（会館）２３名
モリタ、ヨシダ、デンツプライ社によるニッケルチタンファイルの実習
２月２１日 医療管理講習会（会館）３７名
講師 千葉県歯科医師会理事竹川文弘氏
演題 最近の医療トラブルの傾向と対策
（３） 歯科医療安全対策事業
５月２９日 一般健診・生活習慣病健診（君津健康センター）
男性

一般健診８名、生活習慣病健診１９名

名、生活習慣病健診３８名

女性

合計１９８名

５月２９日 院内感染対策講習会 １５名
７月 ９日 コ・デンタルスタッフセミナー（ディジョン）４６名
２.名簿・会報発行事業
（１） 名簿発行事業
今年度の名簿発行はない
（２） 会報発行事業

一般健診１３３

６月３０日 君津木更津歯科医師会報７３号発行
１２月３１日 君津木更津歯科医師会報７４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
７月１２日 社保個別勉強会 青木先生、須藤先生
７月１５日 社保個別勉強会 河野理事、青木先生、須藤先生
１０月１１日 社保個別勉強会 河野理事、須藤先生、勝見先生
１０月１４日 社保個別勉強会 河野理事、須藤先生、勝見先生
１１月２５日 社保個別勉強会 河野理事、須藤先生、勝見委員
１月３１日 社保講習会（ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル）講習会６３名
講師：千葉県歯科医師会社会保険担当理事 大河原 伸浩先生
（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
１１月２９日 社保小勉強会（会館）３７名
講師 在宅歯科診療サポートチーム委員長 久保木由紀也先生
（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
今年度の実施事業はない
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２４日

木更津市生涯学習フェスティバル（木更津市民会館）山口副会長、水
町理事 相談者５５名

２月 ８日 千葉県口腔保健大会（京成ホテルミラマーレ）
（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 ３日 富津市学校保健委員会 熊切理事
４月 ７日 君津地方学校保健役員会（君津教育会館）茂田理事
４月３０日 君津地方学校保健会総会（君津教育会館）茂田理事
６月１２日 健歯児童生徒審査会（君津教育会館）２８名
６月１２日 健歯児童・生徒審査会事業検討会、反省会（いづみ） １６名
８月２７日 学校歯科保健啓発ポスター配布依頼（４市市役所・学校教育課）神理
事
（３） 「８０２０運動啓発・推進及び達成者表彰」事業の企画・実施
６月１２日 「高齢者のよい歯のコンクール」一般参加者 ２組４名
「親と子のよい歯のコンクール」一般参加者 １３名
「8020 運動普及標語」
（４） 公的施設歯科健診の実施
５月３０日 木更津市保健医並びに学校保健関係者懇談会 山口副会長
２月１８日 各市学校歯科医推薦会議（八幡屋）１６名

３月 ５日 学校歯科保健講習会（新規および現任者のための）
（会館）１０名
３月 ５日 若年者（１．６歳、３歳児）検診講習会（会館）１０名
（５） フッ化物洗口普及事業 （４月より開始）
平成２６年度実施校及び対象人数
木更津市
木更津市立鎌足小

９１名 平成２０年６月～

木更津市立中郷小

４８名 平成２２年５月～

木更津市立富岡小

４９名 平成２３年６月～

木更津市立馬来田小

１８４名 平成２５年９月～

木更津市立金田小

１３３名 平成２６年１１月～

木更津市立東清小

５３名 平成２７年１月～

木更津市立鎌足中

４８名 平成２１月４月～

君津市
私立久留里カトリック幼稚園 ３３名 平成２１年～
君津市立小糸小学校

９７名 平成９年～

君津市立小櫃小学校

１９９名 平成２０年～

君津市立久留里小学校

１０２名 平成１９年～

君津市立坂畑小学校

４１名 平成２４年～

君津市立秋元小学校

６１名 平成２６年６月～

君津市立三島小学校

４３名 平成２６年６月～

君津市立亀山中学校

２６名 平成２４年～

君津市立清和中学校

４０名 平成２６年５月～

君津市立久留里中学校

５０名 平成２６年６月～

富津市
実施していない
袖ケ浦市
実施していない
６月 ７日 平成２６年度フッ化物洗口事業説明会、報告会（東洋）４２名
（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
５月２２日 きみつ愛児園摂食嚥下指導 野本先生他指導医５名 対象者 6 名
６月２１日 千葉県保育協議会君津支会研修会 参加者１８０名 当会より６名

講師 日大松戸歯学部障害者歯科学講座講師 地主知世先生
演題 「乳幼児の摂食嚥下について」
７月２４日 きみつ愛児園摂食嚥下指導 野本先生他指導医６名 対象者 7 名
１０月２３日 きみつ愛児園摂食嚥下指導 野本先生他指導医７名 衛生士 2 名
対象者７名
１２月１１日

きみつ愛児園摂食嚥下指導

野本先生他指導医８名

衛生士１名

対

象者７名
２月２６日 きみつ愛児園摂食嚥下指導 野本先生他指導医６名 対象者６名
２）要介護者摂食・嚥下指導普及事業
７月

６日

平成２６年度第１回摂食・嚥下指導症例検討研修会（県歯会館）大御
先生

１０月２２日

郡市摂食嚥下事業症例検討会及び事業検討会（きのした）野本先生他
９名

（２） 訪問歯科診療事業
平成２６年度訪問歯科診療依頼
木更津市
今年度の依頼はない
君津市
４月２８日 郡市直接
５月 １日 県歯在宅歯科診療連携室より
９月１７日 県歯在宅歯科診療連携室より
富津市
１１月１０日 県歯在宅歯科診療連携室より
３月１８日 県歯在宅歯科診療連携室より
袖ケ浦市では随時対応している。
７月 １日 たびだちの村訪問歯科診療打ち合わせ（たびだちの村）原専務
７月１３日 たびだちの村訪問 原専務
７月２８日 他職種協働地域リーダー会議（東京ベイプラザホテル）原専務
９月 ７日 たびだちの村機材搬入 原専務、水町理事、山中委員
９月２５日 在宅歯科診療講習会（主催県歯：会館）原専務、水町理事
１０月

１日

たびだちの村打ち合わせ（ガスト）原専務、渡辺、鈴木、中村先生、
水町理事

１１月

６日

他職種協働在宅リーダー研修会打ち合わせ（東京ベイプラザホテル）
原専務

１１月２９日 平成２６年度訪問歯科診療報告会（会館）３５名
１１月２３日

第１回君津木更津地区在宅医療多職種協働研修会（東京ベイプラザホ

テル）当会より８名
２月２６日

郡市歯科医師会

在宅歯科医療担当者会議（県歯会館）水町理事、原

専務
３月２３日 在宅医療他職種協働リーダー会議（会館）原専務
（３） 高齢者歯科健診事業
２月

５日

高齢者歯科健診（富来田公民館）受診者１８名、歯科医師

５名、歯

科衛生士 ３名、木更津市社協２名
２月 ５日 高齢者歯科検診事業検討会 ８名（含む歯科衛生士３名）
（４） 介護予防事業
６月１２日 認知症対策事業検討会 （いづみ）１２名
７月１６日 （介護施設における）口腔ケア勉強会（会館）３４名
９月１３日 脳卒中リハビリ支援講習会（八幡屋）１２名
１１月１２日 口腔機能向上サービス講習会（会館）１２名
３月 ５日 （入退院患者に対する）口腔ケア勉強会（会館）３２名
（５） 介護保険関連事業
８月 ４日 君津市介護保険運営協議会（君津市役所）原専務
８月２１日 富津市介護保険運営協議会 熊切理事
９月２５日 君津市介護保険運営協議会（君津市役所）原専務
１０月３１日 君津市介護保険運営協議会（君津市役所）原専務
１１月 ７日 君津市介護保険運営協議会（君津市役所）原専務
１月 ８日 介護認定審査員現任者研修会（袖ヶ浦市民会館）
１月１５日 介護認定審査会全体会議（会館）原専務
２月 ５日 君津市介護保険運営協議会（君津市役所）原専務
２月１８日 各市介護認定審査員推薦会議（八幡屋）１６名
３月 ５日 君津市介護保険運営協議会（施設視察） 原専務
３月 ５日 介護認定審査員新規及び現任者研修会（会館）１６名
３月２６日 富津市介護認定審査員認証式（富津市役所）
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
６月２５日 歯周疾患健診打ち合わせ会（八幡屋）２２名（含む事務局１名）
（２） 口腔がん検診事業
７月 ６日 「国保いきいきフェスタｉｎ木更津」口腔がん検診（君津中央病院）
口腔がん検診受診者１３８名、１次検診医 7 名、2 次検診医３名、受
付、誘導 １１名（含む事務局１名）、木更津看護学院より１０名
７月 ６日 口腔がん検診反省会（田園）１９名
（３） 休日応急歯科診療の実施

１２月３１日～１月３日 年末年始休日診療 １６名参加 患者数１０９名
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
９月２７日 君津市防災訓練（周西小学校）原専務
１０月 ５日 富津市防災訓練（竹岡小学校：荒天中止）
１０月１６日

平成２６年度木更津市総合防災訓練第１回担当者会議（木更津市民
総合福祉会館）岩崎事務局

１１月１０日 平成２６年度木更津市総合防災訓練第２回担当者会議（清川中学校）
岩崎事務局
１１月１６日 平成２６年度木更津市総合防災訓練（清川中学校）山口副会長
３月

３日

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）鎌田会
長

３月２３日 富津市防災会議（富津市役所）熊切理事
（２） 身元確認事業
６月１７日 木更津警察署警察官友の会理事会・総会及び懇親会 山口副会長
１１月２７日

千葉県警察歯科医会総会・研修会（県歯会館）警察協力歯科医４名
参加

１月１７日 警察協力歯科医推薦会議（八幡屋）１６名
１月２２日 君津警察署感謝状贈呈式（君津警察署）原専務
１月２７日 木更津警察署職員激励会（東京ベイプラザホテル）山口副会長
２月２８日 郡市警察歯科医症例報告会（会館）６名
木更津警察署管内

６月３０日、８月９日、２月１０日の３回出動

木更津海上保安署管内 出動なし
君津警察署管内

５月８日、９月１日、１０月１８日、１２月１２日の４
回出動

富津警察署管内

４月２日、５月３０日、６月２８日、８月５日、１０月
７日、１０月２１日、の６回出動

出動計１３回 のべ委員１９名

総会・理事会および委員会報告
１. 総会
６月２１日 第３回定時総会（東京ベイプラザホテル）
会員総数１４４名
出席会員数１１８名（出席者 ４４名

委任状出席者 ７４名）

第１号議案 平成２６年度事業計画（案）の承認を求める件
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

第５号議案 定款一部変更に関する件
懇親会 鈴木君津市長他３４名
２. 理事会
４月 ２日 第１回理事会（八幡屋）１６名
１. 生涯研修講習会について ２. 一般健診ついて ３. 健歯審査会
について
て

４. 郡市研修旅行について

５. 終身会費の変更につい

６. その他

５月１０日 第２回理事会（八幡屋）１６名
１. 第 2 回生涯研修講習会について ２. 監査会について ３. 役員
会について ４. 定時総会について ５. 平成 25 年度決算について
６. 健歯審査会について

７. 木更津市口腔がん検診について

８.

一般健診について ９. コ・デンタルスタッフセミナーについて １
０. たびだちの村訪問診療について

１１. 産業健診について

１

２.その他
６月１１日 第３回理事会（八幡屋）１６名
１. 定時総会について
て

２. いきいきフェスタ口腔がん検診につい

３. 健歯児童生徒審査会について ４. コ・デンタルスタッフセ

ミナーについて

５. 口腔ケア勉強会について

６. 会員研修旅行

について ７. 河村産業企業健診 ８.その他
７月１２日 第４回理事会（八幡屋）１６名
１. 口腔ケア勉強会

２. 会員研修旅行について

３. 社保小勉強

会・社保委員会について ４. 在宅・施設等での口腔ケア支援事業実
務者講習会について

５. たびだちの村訪問歯科診療について

６.

生涯研修講習会について ７. データ保管庫について ８.その他
８月２０日 第５回理事会（山徳）１６名
１. 会員研修旅行について

２. たびだちの村訪問歯科診療につい

て

３. 在宅医療他職種協働勉強会について

４. 麻雀大会につい

て

５. 医療管理委員会セミナーについて ６.その他

９月１３日 第６回理事会（八幡屋）１６名
１. 在宅歯科診療講習会（主催県歯）事業者対象について ２. 麻雀
大会について ３. 社保小勉強会について ４. 生涯研修講習会・敬
老祝賀忘年会について
管理講習会について

５. 他職種協働講習会について

６. 医療

７. 高橋千晶先生のボランティア活動に対す

る援助について ８.その他
１０月１５日 第７回理事会（八幡屋）１６名
すえよし

み

わ

１. 新入会員について（末吉 弥和 先生
デンタルクリニック）
麻雀大会について

木更津病院内：すえよし

２. 医療管理委員会セミナーについて

４. 社保小勉強会について

５. 第１回君津木更

津地区在宅医療多職種協働地域リーダー研修会について
修講習会・敬老祝賀忘年会について
て

３.

６. 生涯研

７. 社保講習会・新年会につい

８.その他

１１月１５日 第８回理事会（八幡屋）１６名
ひろ

１. 新入会員について（廣
袖ヶ浦市）

ホームデンタルクリニック：

２. 社保小勉強会について

ー会議について
いて

かつひこ

克彦 先生

３. 他職種協働在宅リーダ

４. 生涯研修講習会並びに敬老・祝賀・忘年会につ

５. たびだちの村訪問診療について

について

６. 社保講習会・新年会

７. 社保講習会・新年会について

術講演会について

８. 日本歯科医学会学

９. 新入会員の委員会割り振り・新入会員に対す

る愛児園摂食指導へのアプローチ

１０. フィリピンにおける歯科医

療奉仕活動の物質支援の具体的方法について １１.その他
１２月 ３日 第９回理事会（八幡屋）１６名
にしもと

か つき

１. 新入会員について（西本 克己 先生
ンモール木更津）
ついて

木更津きらら歯科：イオ

２. 生涯研修講習会並びに敬老・祝賀・忘年会に

３. 社保講習会・新年会について

４. 医療管理講習会につ

いて ５. 高齢者歯科健診について ６.その他
１月１７日 第１０回理事会（八幡屋）１５名
１. 新年度行事予定について

２. 新年度警察協力歯科医について

３. 社保講習会・新年会について ４. 中央病院シンポジウムについ
て

５. 医療管理講習会について

６. 高齢者歯科健診について

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
８.木更津セントケアよりの依頼について ９.旭歯科医師会、茂原長
生郡歯科医師会よりの依頼について １０.その他
２月１８日 第１１回理事会（八幡屋）１６名
１. 医療管理講習会について ２. 口腔ケア勉強会について
員旅行について

３. 役

４. 木更津市への高齢者歯科健診開催の要望につ

いて ５. 木更津市防災協定について ６.その他
３月１４日 第１２回理事会（会館）１５名
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） ２．防災協定について ３．役員旅行について ４. 終身会員

と会費について

５. 一般健診について

６. 平成２７年度事業計

画・収支予算について ７.その他
３. 委員会
（１）総務
５月２１日 総務委員会（大番）１５名
１月２２日 郡市総務・医療管理担当者連絡協議会（県歯会館）古谷理事
（２）会計
５月１４日 会計委員会（あぶりや）原専務、小松理事、市川顧問
（３）生涯研修
４月１７日 平成２６年度学術・生涯研修担当者連絡協議会（県歯会館）熊切理事
４月１９日 生涯研修委員会（田園）８名
（４）社会保険
６月 ７日 県歯特別社保講習会（県歯会館）河野理事
９月２７日 社会保険委員会（田園）１５名
１２月２５日 郡市社保担当理事連絡協議会（県歯会館）河野理事
（５）地域保健
５月１４日 地域保健・学校歯科保健合同委員会（東洋）１９名
１０月２３日 平成２６年度郡市地域保健担当者連絡協議会（県歯会館）水町理事
３月１９日 千葉県歯科医師会地域保健事業説明会（県歯会館）水町理事
（６）学校歯科保健
５月１４日 地域保健・学校歯科保健合同委員会（東洋）１９名
２月１９日

平成２６年度

郡市学校歯科保健担当者連絡協議会（県歯会館）茂田

理事
（７）特殊歯科
５月 ７日 特殊歯科委員会（八幡屋）７名
（８）障がい福祉保健
２月２８日

野本たかと先生の教授就任祝賀会（コンラッドホテル）鎌田会長、長
谷部監事

（９）広報調査
６月１８日 広報調査委員会（会館）１０名
１２月 ４日 平成２６年度 郡市 IT 実務担当者講習会（県歯会館）神理事、高野先
生
１２月１７日 広報委員会（白石）１１名
２月１２日 平成 26 年度郡市 IT 実務担当者講習会（県歯会館）神理事、高野委員
（１０）医療管理
７月３０日 医療管理委員会（好美寿司）７名

１月２２日 郡市総務・医療管理担当者連絡協議会（県歯会館）古谷理事
１月２８日 医療管理委員会（会館）９名

運営等に関する報告
４月 ３日 木更津看護学院入学式（木更津看護学院３階）砂川副会長
４月１８日 富津市献血推進協議会 熊切理事
４月１８日 木更津市「花見の会」（木更津ビューホテル）１２名
５月１５日 木更津市献血評議会（木更津市役所）山口副会長
５月２９日 郡市会長会議（県歯会館）鎌田会長
５月３１日 監査会（たく）９名
６月 ５日 郡市ゴルフコンペ 南市原ゴルフクラブ １１名参加
６月 ７日 役員会（東洋）４２名
６月１３日 地域支援病院委員会（君津中央病院）鎌田会長
６月１９日

河村産業企業健診（河村産業）歯科医師７名、歯科衛生士２名、受診
者１０名

６月２６日 第１５５回県歯代議員会（県歯会館）
６月２９日 医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）原専務、渡辺先生
７月

４日

平成２６年度君津市子供を守る地域ネットワーク代表者会議

冲津監

事
７月１０日 ３郡市ゴルフコンペ オークビレッジゴルフクラブ 当会より１０名
７月２２日 会館運営協議会（松立）鎌田会長、山口副会長、原専務
８月３１日 千葉県歯科医師会女性歯科医師の会設立総会（県歯会館）鎌田会長
９月１１日 郡市ゴルフコンペ 木更津ゴルフクラブ １３名
９月１４日～１６日 郡市研修旅行（北海道方面）１２名
９月２５日 木更津市健康づくり推進協議会（木更津市役所）鈴木理事
１０月 ２日 南総ゴルフコンペ 南市原ゴルフクラブ 当会より１２名
１０月 ８日 鈴木洋邦選挙事務所訪問 石井支部長、鎌田会長、原専務
１０月

９日

平成２６年度産業医学研修会（君津木更津医師会主催：東京ベイプラ
ザホテル）水町理事

１１月 ４日 平成 26 年度君津健康福祉センター運営協議会
（君津健康福祉センター）
鎌田会長
１１月

６日

「木更津市要保護児童対策地域協議会」代表者及び実務者会議（木更
津市役所）山口副会長

１１月１２日 麻雀大会（潮見）１２名
１１月２７日 木更津看護学院第６３回生戴帽式（木更津看護学院）砂川副会長
１１月３０日

医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）原専務、細井、渡辺、松
葉、中村先生

１１月３０日 浜田靖一選挙事務所訪問 石井支部長、鎌田会長
１２月 ６日 敬老祝賀忘年会（東京ベイプラザホテル）５６名(来賓４名講師１名)
１２月１１日 郡市ゴルフコンペ 鹿野山ゴルフクラブ １４名
１月１５日 一般社団法人修正申告 小松理事
１月３１日 新年会（ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル）４７名
２月 ２日 君津地域保健医療連携会議（君津健康福祉センター）鎌田会長
２月１２日 君津地域・職域連携推進協議会（君津健康福祉センター）鎌田会長
２月１２日 富津市 医師・歯科医師・薬剤師会議 当会より６名
２月１３日 君津市長訪問（千葉県知事賞吉岡様と共に）鎌田会長
２月１９日 母子保健推進協議会（君津健康福祉センター）鈴木理事
２月２０日 君津市医師会・歯科医師会・行政新年会（千成）
２月２４日 会館運営協議会（松立）山口副会長、原専務、古谷理事
２月２６日 郡市会長会議（県歯会館）山口副会長
２月２６日 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）
水町理事
２月２８日 大野としゆき総決起大会（木更津市民会館）
３月 ５日 木更津看護学院卒業式（木更津市民会館）鎌田会長
３月 ５日 南総ゴルフコンペ（オークビレッジ GC）
３月１４日

木更津看護学院看護師二年課程通信制
木更津ビューホテル） 鎌田会長

３月２６日 第１５６回代議員会（県歯会館）

閉課式典

（ロイヤルヒルズ

