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副会長 原 比佐志 

 

 

 
事業報告から考えること 

 

 会員の皆様は総会資料に添付されている事業報告を詳細にご覧にな

ったことがおありでしょうか。 

私は過去５年間、この事業報告を担当しておりますが、平成２７年

度の事業報告から以前のような経時的事業報告に加え、事業別の事業

報告を新たに加えてみました。 

当会の事業を把握するうえではかなり分かり易くなったのではと思

っています。 

当会の事業は一般社団法人の支出計画が終了するまで大きく変更す

ることができませんが、地域包括ケアの推進という行政の計画に合わ

せた医師会あるいは行政を中心とした多くの会議、事業等の追加によ

り増加の一途をたどっております。 

また、行政の予算は有限ですので新規の会議、事業の追加は既存の

事業の廃止あるいは縮小を伴っており、事業変更のできにくい状況の

当会としては今後、人員と予算の不足に悩まされるのではと危惧して

おります。 

当会は我が国の人口構成よりもより顕著に高齢化が進みますので、

予算の不足より人員の確保に窮すると考えます。 

会員の皆様の人的ご協力を切にお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

巻頭言 
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平成 27 年度社保講習会・新年会 

 
平成２８年１月３０日（土）午後３時３０分より、ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

にて５９名の出席者の下、県歯社保担当理事の毛取健至先生を講師としてお招きし、平成

２７年度社保講習会が開催されました。 

最初に、歯科医業の経営に関するお話から始まりました。経営安定化を図るためにキャ

ッシュフローが重要であること。大規模診療所と小規模診療所という二極化が進んでいる

こと。現在の保険診療点数は本来あるべき保険点数と比較すると非常に低く、保険制度自

体を変えなければないなど、私たちの生活に直結する内容でした。また近年、歯科業界に

おいてはパラダイムシフトが起こっており、従来型の修復・補綴中心の治療から高齢者型

の口腔機能回復を中心とする治療に移行していて、診療報酬改定の方向性もそれに沿った

内容となっているということです。 

次に、保険請求時の注意点として、算定用件を含むカルテ記載等に関してのお話があり

ました。具体的な内容として、薬剤情報提供書に相互作用の記載が無い。両側４～７欠損

は少数歯欠損であるが、間違えやすい。加圧根充時に１枚目のデンタル撮影を行った場合

の算定について。Ｔコンデを行った場合の歯リハ１の算定について。ブリッジの平行測定

の際は、確認の方法だけでなく「良好」などの状態の記載が必要。抜髄後の鎮痛剤に関す

る注意点や、ガスターやエンピナースなど処方できない薬剤についてなど、日ごろ気をつ

けなければならない内容でした。また、話の合間に平成２８年度診療報酬改定に関するこ

ともあり、施設基準の新設や変更および加算点数となる項目について。また、在宅医療専

門の医療機関を開設出来るようになるが、その要件についてお話を伺うことができまし

た。 

さらに、歯科医療にはコンプライアンスが求められる時代となっており、カルテについ

てはＳＯＡＰ（Subjective Objective Assessment Plan）形式による記載が必要になると

のことです。つまり、主観的データ、客観的データ、データの評価・診断、治療方針とい

う流れで整理して記載し、誰でも理解しやすい形式が必要となっています。 

今回は、歯科医業の経済状況から日常の診療にすぐに役立つ内容だけでなく、今後の歯

科界に必要となる内容についてと多岐にわたり、とても有意義な講演でした。 

勝見雅也 記 
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木更津市高齢者歯科健診 

 

 

 

・社保講習会後、新年会が開催されました。 
 

来賓：千葉県議会議員 石井ひろ子先生 

千葉県衛生士会会長 岡部明子様 

 

 

 
千葉県議会議員 石井ひろ子先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
千葉県衛生士会会長 岡部明子様 

 

 

 

 

 

 

2月 18日（木）毎年恒例になっております木更津市の高齢者歯科健診が、今年は木更津市木

更津 2-12-3稲荷森公会堂２階を会場に実施されました。木更津市高齢者歯科健診は 60歳以上

の総義歯でない高齢者 20～25名を対象に行い、健診後に講話を行っています。 

今年の受診者は 21名で、午前９時前より開始し１１時半には終了しました。 

参加歯科医師は渡辺栄一先生、和田雅彦先生、今村健朗先生、山中太郎先生、熊切の５名で、

歯科衛生士さんは県より派遣の３名でした。 

健診後の衛生士さんからの講話の後、ずいぶんと質問が出まして、参加歯科医師全員からそ

れぞれ回答し好評をいただきました。 

木更津市社会福祉協議会に協力いただいてのボランティア事業です。 

来年度実施場所も新しくサロンができているようで、すでに候補がいくつかあがっているそう

です。歯科医師会からの予算でおこなわれています。現在木更津市だけの開催ですが、地元の

先生方のご協力もお願いいたします。 

終了後に今回は、お弁当を振る舞っていただき散会しました。 

ご協力いただきました先生 どうもありがとうございました。 

熊切 篤 記 
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第 2 回医療管理講習会 
 

 

・平成２８年２月２４日（水）１９時より医歯薬会館３階大教室にて、平成２７年度第２

回医療管理講習会を開催いたしました。 

① アサヒプリテック社による「水俣条約発効後の水銀製品の取り扱いについて」 

水俣条約とは健康被害や環境汚染等が指摘される水銀の使用、貿易、排出を国際的に規

制するもので、２０１８年頃までに発効する見通しです。 

歯科用アマルガムは平成２８年３月３１日をもって特定保健医療材料としては廃止予定

となります。千葉県歯科医師会から、その廃棄方法についての連絡は（３月１０日現

在）まだありません。 

今回講演したアサヒプリテックによると、平成２８年３月３１日までは除去したアマル

ガム合金は有価物として買取。アマルガム合金用水銀の在庫 15,000円程度/ｋｇで適正

処理。これが４月以降はどちらも有料処理となり、処理価格も高騰する見込みとのこと

です。このためアマルガム合金・アマルガム合金用水銀の在庫をお持ちの先生は早めに

処理されることをお勧めします。また、これはアサヒプリテックの例ですが、産業廃棄

物業者により対応は異なるようなので、取引のある業者に確認してください。 

② FAITH 代表 河井達哉氏による「歯科医の保険の見つけ方（千葉県限定）、コストコン

トロールと相続税対策」 

河井氏は２００６年に当会で講演されており、有意義な内容だったということで、今回

も依頼いたしました。 

手厚いといわれる千葉県歯科医師会の共済制度、保障に加えて何が必要なのか？個人個

人で異なりますが、今一度見直す必要があるかもしれません。私自身、保険のことが全

く分からず、講演を聞いて「ああ、そういう事なんだ。」と思うことが多くあり、時間

を見つけて証券を見てみようと思いました。 

講演終了後の質問も多く、出席された先生のお役に立てれば幸いです。 

                             

鈴木みちよ 記 
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南総５郡市役員協議会 

 

平成２８年４月１４日（木）午後４時３０分から 

東京ベイプラザホテルにて南総五郡市役員協議会が 

開催されました。山武郡市歯科医師会、夷隅郡市歯 

科医師会、茂原市長生郡歯科医師会、安房歯科医師 

会と当会の５つの歯科医師会が参加して各歯科医師 

会のかかえる問題点などについて協議しました。 

今回は、君津木更津歯科医師会が開催当番のため、昨年の１１月より準備が始まりまし

た。山口会長の発案で、できるだけ仕事を休まない日程の設定、また協議会当日になって

多くの意見交換をするよりは、事前に各歯科医師会との間でメールを使った連絡を多用

し、提出された協議題に対しての回答を頂き、回答集をまとめて各歯科医師会へ送付、協

議会当日までに各歯科医師会で内容の検討を行い、当日は煮詰めて絞られた問題点、疑問

点に対しての協議を行うこと、また各歯科医師会から３～４名の代表者の出席による協議

形式にすることになりました。当日の協議会は山口会長の狙い通りに協議内容もポイント

が絞られ、時間も短縮され会の進行は順調に行われました。最後に各郡市の間での講習会

の情報交換や次回の協議会の準備のための連携も持つことを確認し終了しました。 

その後は、各郡市の役員の皆さんが顔を揃え、来賓に千葉県歯科医師連盟の宮吉正人会

長と千葉県歯科医師国保組合の山口誠一郎理事長を迎え６９人参加のにぎやかな懇親会が

催されました。それぞれの歯科医師会の同じ担当者同士でテーブルを囲むように席を決め

たため話題に尽きず、各テーブルで話が盛り上がり親睦・交流のとてもよい時間となりま

した。今後の南総五郡市役員協議会の行方が楽しみです。最後に今回参加して頂きました

各郡市の役員の皆さんには、事前準備からたくさんの時間を費やして頂き感謝の気持ちで

いっぱいです。またお手伝いしていただきました執行部、広報委員会、総務委員会の皆さ

んも大変有難うございました。 

古谷隆則 記 
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南総５郡市役員協議会 ゴルフコンペ 

 

南総５郡市役員協議会当日、ザ・カントリークラブ・ジャパンに於いて南総５郡市役員協

議会ゴルフコンペが開催されました。天気予報では午前中まで雨！朝ゴルフ場に着いたとき

も前夜からの雨は降り続いておりました。受付にて他郡市の先生方をお迎えするも、みな一

様に憂鬱そうな顔してやってきました（笑） 

しかしスタート時間が近づくと合羽を着ずにゴルフが 

できるほど雨が弱まり、その後は一度も傘をさすことも 

なく、和気あいあいと親睦を深めることができました。 

プレー後はお風呂に入って身支度整え、背広に着替え 

てそそくさとゴルフ場を後にしました。 

表彰式は協議会会場ロビーにて行い、参加者は１２名で結果は以下のとおりです。 

高野孝治 記 

順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 久我哲也（茂原） 46 48 94 21.6 72.4 

準優勝 麻生稔典（茂原） 53 44 97 24.0 73.0 

３位 山口延善 45 47 92 18.0 

 

74.0 

 Ｂ．Ｂ 砂川直俊 56 52 

 

108 28.8 79.2 

Ｂ．Ｇ 中嶋正良（安房） 40 45 85    8.4 76.6 
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平成２８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９日（木）に君津教育会館において行われました。 

 小学校 37校 71名、中学校 31校 57名、高齢者 17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、本年度より高齢者の部では新しく特別賞というものを設けました。対象

は過去に１位に入賞したことのある方という事で、受賞の基準が高めになっております。です

が、今年度は特別賞を受賞された方はいませんでした。親と子の健歯の部も残念ながら参加者

はいませんでした。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、

各部の審査において３名の優秀賞を決めるのは大変です。 

 その後、「いづみ」にて懇親会を行いました。審査結果は以下のとおりです。 

                                             柳川 剛 記 

健歯の部 

 順 位 学 校 名 氏 名 

小
学
生
の
部 

女
子 

優秀賞 （富）吉野小学校 
あきやまももこ 

秋山桃子 

優秀賞 （袖）平岡小学校 
みそのなつき 

御園夏紀 

優秀賞 （木）金田小学校 
やまなかそら 

山中 昊 

男
子 

優秀賞 （袖）奈良輪小学校 
くすのきしゅう 

楠 修雨 

優秀賞 （君）小櫃小学校 
まついゆうと 

松井悠人 

優秀賞 （木）八幡台小学校 
みたちひろ 

三田千滉 

中
学
生
の
部 

女
子 

優秀賞 （君）小糸中学校 
えぐちひなた 

江口陽奈多 

優秀賞 （木）岩根中学校 
おぬまあすか 

小沼明日香 

優秀賞 （袖）立平川中学校 
とみたほのか 

冨田歩歌 

男
子 

優秀賞 （富）大貫中学校 
てらだいぶき 

寺田伊吹 

優秀賞 （木）太田中学校 
いしいゆうた 

石井雄太 

優秀賞 （木）岩根中学校 
ますだたいき 

増田大希 

 

 

 

 

 

 

 

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 （君）南子安小学校 1年 
やまぐちみほ 

山口実穂 

２位 （君）北子安小学校 2年 
ないとうかな 

内藤華那 

３位 （富）富津小学校 3年 
かつこうや 

勝 煌矢 

 

ポスターの部（小４～６） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 （木）八幡台小学校 5年 
いいだかずよ 

飯田和代 

２位 （君）北子安小学校 4年 
いわくらきょうま 

岩倉響磨 

３位 （木）南清小学校 4年 
すがゆうき 

須賀勇貴 

 

ポスターの部（中学生） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 （木）木更津第二中学校 3年 
なかぞのひな 

中薗陽菜 

２位 （君）清和中学校 2年 
ひらののぞみ 

平野 希 

３位 （木）岩根中学校 1年 
えのさわひかる 

江野澤 光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
君津市立南子安小学校 1年                         木更津市立八幡台小学校 5年 

やまぐちみほ                                              いいだかずよ 

山口実穂さん                             飯田和代さん 

 
木更津市立木更津第二中学校 3 年 

なかぞのひな 

中薗陽菜さん 
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高齢者のよい歯のコンクール 

順位 住 所 氏 名 年 齢 

１位 木更津市 
おおがきのぶろう 

大柿信朗 80 

２位 富津市 
かんのかくじ 

菅野角治 ― 

３位 君津市 
おかもとしずお 

岡本静雄 84 

４位 

木更津市 

河野國隆 83 

草薙達彌 82 

松村佳雄 80 

君津市 

竹内登喜子 80 

桑野キヌコ 81 

松本幸吉 81 

吉岡妙香 81 

富津市 

今井秀治 ― 

中島武 ― 

原勇 ― 

袖ヶ浦市 

浅野義明 80 

葛田芳枝 80 

入倉美智子 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親と子のよい歯のコンクール 

  ※今年度は参加者なし 
 

 

歯・口の健康啓発語 

小学校の部 

順位 標 語 学 校 名 学年 氏 名 

１位 歯みがきで 心もキラリ 
 歯もキラリ 

（木）波岡小 ６年 
く ま が い あ い り   

熊谷愛梨  

２位 歯みがきはみんなを笑顔に 
 する魔法 

（袖）昭和小 ５年 
むらかみあき 

村上  璃  

３位 歯みがきで今日のスタート  
 ハッピーに 

（君）外箕輪小 ５年 
ねもとさくら 

根本咲良 
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中学校の部 
 

順位 標 語 学 校 名 学

年 

氏 名 

 

１位 
「おいしい」と 

「元気」を支える  
丈夫な歯 

 

（木）中郷中 
 

３年 
 

くりはらみと 

栗原明透 

 

２位 
むし歯ゼロ 
それは笑顔の  

合言葉 

 

（君）小櫃中 
 

３年 
 

ながいゆあ 

永井優安 

 

３位 
届けよう  
未来の自分に 

きれいな歯 

 

（袖）蔵波中 
 

１年 

 
ふくだしおん 

福田詩音 

 

一般の部 
 

順位 標 語 住 所 氏 名 

 

１位 
白い歯で 

かがやく笑顔  

 いつまでも 

 

袖ケ浦市 
 

おおいわふみこ 

大岩夫美子 

 

２位 
歯みがきは 
明日への健康 

第一歩 
８０２０ 

 

木更津市 

 
よこたやすこ 

横田保子 

 

３位 
良く磨こう  
 歯は健康の 

守り神 

 

富津市 

 
もとやましょうぞう  

本山昭三 
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５月２６日（木）君津健康センターに於いて、平成２８

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１１名、生活習慣病１７名で 

計２８名。女性 一般健診１２９名、生活習慣病４３名で計１７２名、総計２００名でした。  

年１回の健康診断、先生方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 
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 平成 27 年度 年末年始休日診療報告  
 

 

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９１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 27 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 

38 

小竹歯科医院 

 新田 3－2－5 

 ℡0438-25-4591 12 

  真舟中央歯科医院 

    真舟 5－8－5  

℡0438-37-1184 6 

 須藤歯科医院 

  畑沢南 4-13-15 

℡0438-36-0089 

10 

  木更津きらら歯科 

  築地 1-4 

イオンモール木更津 2F 

℡0438-37-6487 10 

君津市 

19 

けいひろ歯科クリニック 

 東坂田 2－6－16 

 ℡0439-52-4182 7 

おきつ歯科医院  

  久留里市場 915－7 

℡0439-27-3918 

2 

 南子安歯科医院 

   南子安 2－4－14  

℡0439-54-8790 7 

   おおの歯科医院 

  南子安 4－8－6 

    ℡0439-54-8211 3 

富津市 

10 

飯島歯科医院 

 大堀 1－9－12 

 ℡0439-87-1052 2 

しいづ歯科医院 

 大堀 4-5-15 

℡0439-87-7711 4 

  白井歯科医院  

   西大和田 613 

℡0439-65-0552 3 

   三枝歯科クリニック 

   佐貫 165－1    

    ℡0439-66-2033 1 

袖ケ浦市 

24 

高浦歯科医院 

  横田 1177 

 ℡0438-75-2566 5 

袖ヶ浦歯科医院 

福王台 2－1－1 

 いそのビル 2F    

℡0438-63-6544 

6 

  長浦マリン歯科 

 長浦駅前 6－18－5 

   ℡0438-60-8070 

10 

  かんのう歯科クリニック 

  神納 2－14－18 

   ℡0438-63-0073 3 

91 26 18  30  17 

 

・平成 27 年度 患者総数 91 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  26年度 110名   27年度 91名 
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●どのような理由で来院されましたか。 

Pul    14 

Per    21 

P急発     9 

外傷     3 

Perico      4 

AA     2 

GA    10 

義歯関係     5 

脱離    15 

その他     8 

 

●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   2 房総ファミリア 11  消防署  1 

各市広報誌  21 新千葉新聞     その他   19 

4市ホームページ  22 朝日新聞    1        

君・木ホームページ    14 毎日新聞        

ネット（市、当会か不明）    産経新聞       

 

●何か気づかれた点がございましたらお書きください。 

 ・9時から 10時の間に患者さんが集中しました。 

 ・子供は休日対応の患者ではないのに来院した。全くの軽度、痛くもない。 

 ・当院は院外処方のみですので電話問い合わせ時、投薬が必要とおもわれた人は他にま

わっていただきました。 

 

 

「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


15 

 

スキー同好会 
 

 

今年のスキーツアーは、３年前に悪天候の中で 

強烈な地吹雪に見舞われた北海道のニセコでした。 

過去のリベンジという思いで期待と不安が入り交じる中、２月末日に北海道で低気圧が発

達し、３月１日には爆弾低気圧となり猛吹雪となっていました。これは出発前日のこと

で、１日ずれていたらリベンジどころか羽田空港を飛び立つこともできなかった危うい事

態となるところでした。 

今回の参加者は歯科医師５名、山田先生の知人でカリスマ？美容師さんの合計６名でし

た。平成２８年３月２日の早朝に、君津からと木更津からと２班に分かれて、アクアライ

ン高速バスに乗り羽田空港に向けて出発。今回はいつものメンバーの他に、学生時代を北

海道で過ごした鍛治口歯科医院の吉野先生が参加してくれました。彼は別ルートで来るこ

とになっていましたので、その待ち時間に空港内で朝食をとることとなったのですが、藤

井先生はさすがです。今年も期待を裏切らずやってくれました。ざるそばの上に唐辛子の

山です。穴の開いている容器をふたと間違えて開けてしまい、大惨事です。最初は唐辛子

をよけて辛いのを我慢しながら食べていたのですが、私の勧めもあってコップの水ですす

ぎながら食べるという荒技で何とか完食できました。前と同様にレンタカーでニセコまで

向かったのですが、出発時には降っていなかった雪も現地に近づくにつれて強く降りだし

ました。１２時頃に目的地でありますヒルトンニセコビレッジに到着。 

昼食の後ゲレンデに出ると、３年前ほどの悪天候ではありませんでしたが雪が降ってい

ました。ゴンドラで上に行くと、視界不良のため一番上のゲレンデは閉鎖となっていまし

た。そこから隣のグラン・ヒラフやアンヌプリ国際スキー場に行けるのですが、初日はビ

レッジスキーリゾートのみでの滑走となってしまいました。２日目の午前中は雪がちらつ

く天気でしたが、時折かすかな日差しのある状態でまずまずという感じでした。 

冬の北海道は厳しいものがありますが、何とか３年前のリベンジはできたのかと思いま

す。以前よりもさらに外国人

の比率が増したようで、まる

で海外のリゾート地にいるよ

うな気分でした。ホテルはサ

ービス充分で、ゲレンデも目

の前という立地でヒルトンニ

セコはお薦めです。 

 

勝見雅也 記 
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三郡市ゴルフコンペ 
 

 

 

平成 28 年 2 月 25 日（木）鳳琳カントリー倶楽部 

当会主催で開催予定の三郡市ゴルフコンペは悪天候により中止となりました。 

 

 

 

芝楽苦会ゴルフコンペ 
 

 

 

平成 28 年 3 月 31 日（木）南茂原カントリークラブ  
結果は以下のとおりです。市川先生がベスグロ優勝でした。 

 

順位 プレーヤー名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 市川 昇 46 40 86 12.0 74.0 

準優勝 山中洋一 47 52 99 24.0 75.0 

３位 今井宏美 48 46  94 18.0 

 

76.0 

 Ｂ.Ｂ 高木大和 59 54 113 31.2 81.8 

 Ｂ.Ｇ 市川 昇 46 40 86   12.0 74.0 
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理事会報告 
 

 

第 11回理事会報告 

                                                       

                 君津木更津歯科医師会 

                                  平成 28年 1月 16日（土） 

                                  八幡屋 午後 7時 30分～   

                                  

一. 開会                                      原副会長 

二. 挨拶                                      山口会長 

三. 報告 

 １．木更津市社会福祉協議会 高齢者歯科健診打ち合わせ     12 月 3日（木）   熊切理事 

               （木更津市民総合福祉会館） 

    熊切理事、水町理事が出席。２月１８日、稲荷森公会堂にて。 

 ２．第 2回生涯研修講習会（東京ベイプラザホテル）       12 月 5日（土）   河野理事 

    会員参加者４７名。 

 ３．敬老・祝賀・忘年会（東京ベイプラザホテル）        12月 5日（土）    勝呂理事 

    参加者４９名。（会員４５名、来賓３名、講師１名） 

 ４．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 7日（月）    山口会長      

 ５．きみつ愛児園摂食・嚥下指導                12月 10日（木）   成川理事 

    ９時半～。野本教授、及び歯科医師会より５名参加。個人指導７名、給食対応５０名指導。  

 ６．袖ヶ浦市市民健康部健康推進課 口腔がん検診打ち合わせ   12月 10日（木）   熊切理事 

    １０時～。熊切理事、水町理事が出席。 

 ７．木更津看護学院戴帽式（木更津看護学院３階大教室：奥先生） 12月 10日（木）  

 ８．平成 27年度第 2回君津地域保健医療連携会議        12 月 21日（月）   山口会長 

                 （君津健康福祉センター） 

 ９．広報委員会（君津 東尋坊）                12月 22日（火）   高野理事 

    午後７時～。出席者：山口会長、原副会長、神副会長、砂川監事、及び委員４名。 

    会報第７６号校正作業を行いました。 

 10．会報 76号発行                      12 月 31日（木）   高野理事 

 11. 年末年始休日診療              12 月 31日（木）～1月 3日（日）   鈴木理事 

       平成２７年度年末年始休日診療総患者数９１名。 

木更津市３８名、君津市１９名、富津市１０名、袖ケ浦市２４名。                                        

 12. 謹賀新年 新聞広告（新千葉新聞）              1月 5日（火）    高野理事 

       君津木更津歯科医師会、会員名入り謹賀新年の広告を掲載しました。 

 13. 君津市「源泉所得税の算出誤りについて」の説明文書送付   1月 5日（火）    原副会長 

 14. 介護認定審査会現任者研修会（袖ヶ浦市民会館）        1月 7日（木）     原副会長 

 15. 千葉県歯科医師会創立 110周年記念式典・祝賀会        1月 7日（木）     山口会長 

   平成 28年新年祝賀懇親会（京成ホテルミラマーレ） 

 16. スキー同好会新年会（大海老）                              1 月 9日（土）    勝見理事 
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    午後７時～９時 出席者８名。 

  17. 在宅医療他職種協働運営委員会（会館）           1月 15日（金）   原副会長 

    午後７時より 次回他職種協働研修会、３月１１日（金）６時半より袖ケ浦さつき台病院にて。 

    歯科医師会より各市１名参加予定。 

四. 協議 

 １．新入会員について （髙
たか

野
の

 大樹
ひろき

 先生                     古谷理事 

             プレミオデンタルクリニック：イオンタウン木更津請西内） 

    理事会前に自己紹介があり、協議にて当会への入会が承認されました。 

 ２．木更津市学校歯科医 1名推薦の件                       小松専務理事 

    木更津市より真船小学校１名増員の要請。末吉弥和先生に委託されました。 

 ３．健歯児童生徒審査会の日程について（６月９日：木）               柳川理事 

    例年通りの実施、６月９日（木）開催に決定いたしました。 

 ４．広告掲載の件について                            小松専務理事 

    千葉県高等学校ＰＴＡ連合会より広告掲載の依頼。 

第６６回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会千葉大会において広告を掲載予定。 

 ５．袖ヶ浦市口腔がん検診について                         熊切理事 

    受診者２５０名程の案。検診医の増員、診察台の増台など。 

１２月１５日（木）実施予定。 

 ６．市原市産業歯科検診について                          鈴木理事 

    企業より４０名程度の検診の問い合わせ（酸蝕症の検診） 

 正式な要請があった場合には検診を受託する予定。 

 ７．南総五郡市役員協議会について（4月 14日：木）                 古谷理事 

    当郡市の当番で東京ベイプラザホテルにて開催予定。 

    協議題について思案。他郡市からの協議題についての回答など 

 ８．社保講習会・新年会について（１月 30日：土)                  勝見理事 

    講習会、新年会の役割分担。来賓、席次についての確認。 

 ９．木更津市高齢者歯科健診について（2月 18日：木）                熊切理事 

    ２０～２５名の健診。当郡市より５名参加で行う予定。 

 10. 平成 28年度ブロック別コアカリキュラムの日程について              河野理事 

    当郡市の当番にて県歯会員向け学術講習会を開催。 

開催候補日の選出（７月１０日、１７日、２４日） 

 11. 一般健診について                               鈴木理事 

    平成２８年度一般健診、５月２６日（木）実施予定。 

  12. 君津市保育園歯科嘱託医の一部変更について                   原副会長 

    保育園の統合により１名減員。 

 13. 行政からの講演依頼等の対処方法について                    原副会長 

    行政からの講演料の受け取りなど 

 14. 南総五郡市役員協議会ゴルフコンペについて                   原副会長 

    カントリークラブジャパンにて開催予定。 

 15. その他 

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

                                                       

                 君津木更津歯科医師会 

                                  平成 28年 2月 10日（水） 

                                  八幡屋 午後 7時 30分～                                    

一. 開会                                      神副会長 

二. 挨拶                                      山口会長 

三. 報告 

 １．社保個別勉強会                     1月 16日（土）・19日（火） 勝見理事 

    １６日：須藤県歯社保委員、１９日：勝見理事・須藤県歯社保委員が出席。              

 ２．郡市地域保健担当者連絡協議会（県歯）               1 月 21日（木）  熊切理事 

    午後 2時より。後期高齢者の健康調査、及びがん患者の口腔ケア医療連携事業について。 

    親と子のよい歯標語コンクールの作文がなくなるとのこと。 

 ３．平成 27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 28日（木） 山口会長 

    午後 3時半～ 禁煙についての協議など                     

 ４．社会保険講習会・新年会（ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル）   1 月 30日（土）  勝見理事 

    ・社保講習会 講師・県歯社保担当理事 毛取健至先生、出席者５９名。 

    ・新年会    講師１名、来賓２名、会員４２名、合計４５名が参加。           

 ５．県歯摂食嚥下症例検討会（県歯）                    1 月 31日（日）  成川理事 

    午前：日大松戸・遠藤先生による講習会、午後：症例発表会（当郡市、鈴木みちよ先生による） 

 ６．医療管理委員会（会館）                         2月 3日（水） 鈴木理事 

    午後７時より。山口会長以下、９名出席。  

    平成２７年度年末年始休日診療状況報告、及び第二回医療管理講習会についての協議   

 ７．富津市医師・歯科医師・薬剤師会議                    2月 4日（木） 熊切理事 

    歯科医師 6名参加                           

 

四. 協議 

１．南総五郡市役員協議会について（４月 14日：木）                 古谷理事 

 今回は君津木更津歯科医師会の当番により開催予定。 

現在の進行状況としては、各郡市歯科医師会から提出された協議題をまとめたものを 

各郡市へ配布済み。それに対する回答を３月１７日までに各郡市より提出してもらう。 

 当郡市のからの回答についても協議していく。 

２．木更津市高齢者歯科健診について（2月 18日：木）                熊切理事 

      今後の高齢者歯科健診において、会場の近隣の先生にも協力を依頼していく予定。                                     

 ３．木更津市・袖ヶ浦市口腔がん検診について                    熊切理事 

    ・袖ヶ浦市 １２月１５日 市役所にて 

      ２５０名程度の検診のため、１次検診医は１０名程度。 

２次検診医４名を予定。 

（千葉大より丹沢教授、肥後先生、その他１名。君津中央病院、渡邉先生） 

    ・木更津市 ９月２９日 イオンモール催事場にて 

      １５０名程度。従来通り１次検診医７名。 

２次検診医３名（丹沢教授、肥後先生、渡邉先生） 
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４．木更津地区在宅医療他職種協働連携研修会参加者について             原副会長 

    各市より１名ずつ。木更津市・鈴木邦彦先生、君津市・鎌田先生、 

袖ケ浦市・山中太郎先生、富津市・今村先生         

５・健歯児童生徒審査会について（6月 9日：木）                  柳川理事 

   GCに講演依頼。その他例年通りの開催予定。 

   ５月１１日の合同委員会にて役割分担などの詳細決めを行う。 

 ６．平成 28年度行事予定について                         原副会長 

    平成２８年度の日程について確認。 

 ７．第 2回医療管理講習会について（2月 24日：水）                 鈴木理事 

    午後７時より医歯薬会館３階大教室にて 

①アサヒプリテック 水俣条約発効後の水銀製品の取り扱いについて 

     ②歯科医の保険の見つけ方（千葉県限定） フェイス代表 河合達也氏 

 ８．年末年始休日診療の当番医の人選について                    鈴木理事 

    今後の休日診療の人選方法についての協議 

 ９．コアブロックカリキュラムについて                       河野理事 

    ７月２４日（日）午後 2時～  

東京ベイプラザホテル 東邦大医療センター大森准教授、関谷先生。 

 10．千葉大等、口腔がん検診医日当について                   熊切理事 

    検診医の日当について協議。予算の振り分けなど。 

 11. 診療報酬改定に伴う社保講習会について                     勝見理事 

    ３月１７日（木）県歯・社保伝達講習会 千葉県文化会館大ホール 午前 9時 30分受付開始。 

    ３月３０日（水）郡市・社保伝達講習会 医歯薬会館３階大教室 午後７時より。 

 12．当会 HPにて歯科衛生士を募集している歯科医院の掲載について          高野理事 

    掲載についての問題点などを今後検討していく。 

 13．後期高齢者歯科健康診査の協力歯科医院について                 熊切理事 

    後期高齢者歯科健康診査の健診説明会開催について 

    千葉県歯科医師会会員であること。 

 14．その他 

   ・生涯研修委員会の日程について                        河野理事 

     ５月２１日（土）に開催予定。 

 

五. 閉会                                      神副会長 

 

第 13回理事会報告 

                              

                 君津木更津歯科医師会 

                                  平成 28年 3月 12日（土） 

                                  八幡屋 午後 7時 30分～   

                                  

一. 開会                                     原副会長 

二. 挨拶                                     山口会長 

三. 報告 
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 １．会館運営協議会（松立）                      ２月１６日（水）神副会長 

    山口会長、原副会長、神副会長が出席。 

会館の修繕について。 

 ２．木更津市高齢者歯科健診（稲荷森公会堂）             ２月１８日（木）熊切理事 

    午前８時４５分～、受診者２２名。歯科医師会より５名参加。 

 ３．学術・生涯研修担当者連絡協議会（県歯）            ２月１８日（木）河野理事 

    県歯会館にて午後２時～ 

 ４．平成 27年度千葉県歯科医師会  

   郡市広報・IT担当者連絡協議会（県歯）            ２月１８日（木）高野理事 

    県歯会館にて午後２時～５時。 

・協議：郡市での対外広報活動、及び ITを活用した連絡手段と情報の共有について 

・講演：「ネット情報のリスク管理、サイバーハラスメントへの備え」  

 ５．郡市学校保健担当者連絡協議会（県歯）               ２月１８日（木）柳川理事 

    午前１０時～１２時。２７年度からの健診内容の変更点について 

・CO要観察→明らかなカリエスで見た目が COの場合、受診勧告が可能。 

・問診票が事前に家庭に配布され、提出された問診票を確認しながら健診を行う。 

・要観察の場合、学校歯科医による３か月、及び６か月後に臨時の健診も可能。 

 もしくは受診勧告による対応。 

 ６．君津保健所母子保健推進協議会（君津健康福祉センター）       ２月１８日（木）鈴木理事 

    午後２時～３時半。母子保健の現状と母子保健事業について、及び産後ケアについて。 

    協議：命の大切さを含む事業について。妊婦の喫煙、受動喫煙対策について。 

 ７．平成 27年度第 2回君津市国民健康保険運営協議会（君津市役所） ２月１８日（木）神副会長 

    午後２時～３時。君津市国保の予算などについて。 

 ８．木更津市健康づくり推進協議会（市民福祉総合会館）       ２月２２日（月）鈴木理事 

    午後１時半～２時半。健康きさらづ２１の案について   

 ９．医療管理講習会（会館）                    ２月２４日（水）鈴木理事 

    午後７時～８時半。講演：水俣条約発効後の水銀製品の取り扱いについて、 

及び歯科医の保険の見つけ方（千葉県限定）  

 10．「郡市会長会議」及び「郡市意見交換会」（県歯）          ２月２５日（木）山口会長 

    午後１時半～。郡市会長会議：平成２８年度の事業計画と予算案の件。 

郡市意見交換会：保健所への情報提供の対応について。 

 11．県歯在宅歯科医療担当者会議（県歯）               ２月２５日（木）原副会長 

    午前１０時～１２時。郡市の在宅医療の状況について 

 12．きみつ愛児園摂食嚥下指導                    ２月２５日（木）成川理事 

    午前９時半～。遠藤先生、及び郡市の指導医４名、見学医１名。 

個別指導５名、給食対応１０名（箸の持ち方、スプーンの使い方などの指導） 

 13. スキーツアー（ニセコビレッジスキー場）           ３月２日（水）～４日（金） 

    スキー同好会参加者５名、会員関係者１名参加。                勝見理事 

 14. 平成 27年度木更津看護学院卒業式（会館）             ３月  ３日（木）山口会長 

 15. 千葉県歯科医師向けエイズ研修会（君津中央病院）        ３月  ９日（水）河野理事 

    午後７時半～、講師：君津中央病院 感染制御室長 畦元亮作先生、 

及び君津中央病院 歯科口腔外科部長 渡辺俊英先生。出席者５７名出席。 
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 16．脳卒中患者退院時モデル事業運営委員会（会館）          ３月１０日（木）原副会長 

    午後７時～、６月２４日（金）君津圏域医療介護関連団体合同大会への出席の要請。  

 17. 平成 27年度第 3回富津市介護保険運営協議会           ３月１０日（木）熊切理事 

    午後３時半～。 

 18. 君津木更津地区在宅医療他職種協働連携研修会（さつき台病院）  ３月１１日（金）原副会長 

    木更津市：鈴木邦彦先生、君津市：鎌田先生、富津市：今村先生、 

袖ケ浦市：山中太郎先生が出席。 

 

四. 協議 

  １．新入会員について（今井
いまい

 利
とし

明
あき

 先生  今井矯正歯科クリニック）        古谷理事 

    理事会開始前に今井利明先生より挨拶があり、協議にて入会が承認されました。 

 ２．南総五郡市役員協議会について（4月 14日：木）                古谷理事 

    協議会当日の流れ、役割などついての確認など。 

 ３．平成 28年度事業計画・事業予算について                    原副会長 

    事業計画・事業計画ともに協議にて承認されました。  

 ４．社保伝達講習会・歯科健診講習会について                     

伝達講習会：県歯社保講習会３月１７日（千葉県文化会館）           勝見理事 

郡市社保講習会３月３０日（医歯薬会館） 

    学校歯科健診・高齢者歯科健診講習会                     柳川理事 

 ５．健歯児童生徒審査会について（6月 9日：木）                  柳川理事 

    例年通りの開催の予定。   

 ６．協賛、協力している講習会への会としての出席、理事会関与について        熊切理事 

    理事会において出欠の確認を行う。 

 ７．きみつ愛児園摂食嚥下事業覚書について                     原副会長 

    協議にて承認されました 

 ８．医療連携の会（仮）について（５月１８日：水）.                 熊切理事 

    君津中央病院との連携についての講習会を開催予定。 

 ９．一般健診について（５月 26日：木）                      鈴木理事 

    変更点：FAX送信表が１枚にまとまります。 

健診内容については前年と同様。 

 10．その他 

    ・歯科医師会ＨＰにおける歯科衛生士の募集について               山口会長 

 

五. 閉会                                      神副会長 

 

第１回理事会報告 

                                 君津木更津歯科医師会 

                                 平成 28年４月 6日（水） 

                                 医歯薬会館 1階会議室  

                                 午後７時 30分～ 

一. 開会                                  神副会長 

二. 挨拶                                  山口会長 
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三. 報告 

 １．君津市介護保険運営協議会（君津市役所）        ３月１８日（金） 原副会長 

    包括支援センターを３か所に増設して運営予定。              

 ２．第 159回臨時代議員会（県歯）             ３月２４日（木） 原副会長 

    山口会長、原副会長、小松専務理事が出席。 

質問事項として予備代議員の代理の仕方について。 

協議として共済会から予算の引き下げについて。   

杉山副会長の日歯常務理事への転出に伴い、新たに日歯代議員、予備代議員を選出。                   

 ３．社会保険講習会（会館）                ３月３０日（水）  勝見理事 

    午後７時より 出席者７６名。                      

 ４．千葉県歯科医師会委託歯科健診説明会（会館）      ３月３０日（水） 原副会長 

    社会保険講習会後に開催。 

    その後、学校歯科講習会、及び１歳半、３歳児健診の講習会。       柳川理事 

 ５．第 101回連盟評議員会（県歯）             ３月３1日（木） 

 ６．郡市ゴルフコンペ（南茂原 C.C.）            ３月３１日（木） 原副会長 

    参加者１０名。優勝者、市川先生。 

 ７．君津地方学校保健会役員会（君津教育会館）        ４月 ６日（水） 柳川理事 

    午後１時より、君津地方学校保健会総会（５月１１日）の打ち合わせ                         

 ８．平成 28年度きみつ愛児園摂食嚥下指導日程                 成川理事 

    6/2（木）、7/22（金）、10/21（金）、12/16（金）、2/24（金）の５回開催予定。 

    

四． 協議 

 １．南総五郡市役員協議会について(４月１４日：木)               古谷理事 

    東京ベイプラザホテル午後４時３０分より協議、５時３０分より懇親会。  

    当日の集合時間、役割分担や流れについて。出席者、協議題などの確認。     

 ２．学校保健・地域保健合同委員会について                  柳川理事 

    ５月１１日（水）午後７時より東洋にて、参加費などについて確認。        

 ３．健歯児童生徒審査会について（６月９日：木）                柳川理事 

    審査会への会員参加者の減少に伴い、少人数にて効率の良い運営を検討。 

高齢者、及び母と子の参加者への待ち時間の配慮について。 

    高齢者などで前年度受賞された方が再度参加された場合の賞の対応について検討。 

 ４．生涯研修委員会について                          河野理事 

    ５月２１日（土）開催  

５月１８日（水）に予定されていた君津中央病院医療連携講習会は講師の都合により 

中止となりました。次回開催は未定。           

 ５．一般健診について（５月２６日：木）                   鈴木理事 

    申し込み用紙については君津健康センターより発送済み。 

申し込み締め切り日、４月２８日（木）。     

 ６．定時総会、役員会について                        古谷理事 

    ６月１１日役員会、及び６月２２日定時総会の開催場所、時間などの協議。 

 ７．河村産業歯科健診について（６月３０日予定）                熊切理事 

        例年通り健診を行う予定。衛生士２名の派遣を依頼する。 

 ８．会員に対する社保関係の指導、協力の範囲について             原副会長 

     当郡市会員が在籍しているが、管理開設者が非会員の診療所における場合、 

指導などのサポートはどのようにすべきか今後協議をしてゆく。 

 ９．第３次健康きさらづ 21について                       鈴木理事 

    昨年度、木更津市健康作り推進協議会にて協議された協議計画が策定されました。 

    （２８年度から３４年度までの木更津市歯科保健計画）  

 10. その他  



24 

 

       ①訪問歯科診療の依頼が来た場合の対応について              熊切理事 

    ②特殊歯科委員会 ５月１８日（水）開催                 勝呂理事 

    ③私立幼稚園、保育園、及び私立小中高校の学校歯科医の把握について    柳川理事 

    ④広報調査委員会 ６月１６日（木）午後８時より               高野理事 

    ⑤診療報酬改定に伴う疑義解釈資料等のＨＰへの掲載について        山口会長 

    ⑥訪問歯科業者からの提携依頼があった場合の対応について         原副会長 

 

五. 閉会                                   神副会長 

 

第 ２ 回 理 事 会 報 告 

                                   君津木更津歯科医師会 

                                   平成 28年５月７日（土） 

                                   好美寿司  

                                   午後７時 30分～ 

 

一. 開会                                     原副会長 

二. 挨拶                                     山口会長 

三. 報告 

 １  木更津看護学院入学式（会館大教室）              ４月  ７日（木） 山口会長 

    午後１時半より。山口会長、出席。 

 ２．南総五郡市役員ゴルフコンペ（ザ・カントリークラブジャパン） ４月１４日（木） 原副会長 

    １２名参加 

 ３．南総五郡市役員協議会（東京ベイプラザホテル）        ４月１４日（木） 古谷理事 

    午後４時半より協議会、参加者２３名。午後５時半より懇親会、参加者６９名。 

 ４．木更津「お花見の会」（ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル）  ４月１５日（金） 山口会長 

    午後６時半より、歯科医師会より１０名参加。 

 ５．口腔ケア学会 千葉大学主幹（パルルプラザ）   ４月２３日・２４日（土・日）  原副会長 

 ６．木更津市口腔がん検診打ち合わせ（イオンモール木更津）     ４月２８日（木） 熊切理事 

    熊切理事、水町理事、山中太郎委員長が出席。 

    搬入場所、時間などの確認。  

 

四． 協議 

 １．学校歯科保健・地域保健合同委員会について（５月１１日：水）          柳川理事 

    東洋にて午後７時より。 

 ２．健歯児童生徒審査会について（６月９日：木）                   柳川理事 

    審査基準について、当会ＨＰへ掲載。 

 ３．特殊歯科委員会について（５月１８日：水）                   勝呂理事 

    会員親睦旅行の手配など。 

 ４．医療管理委員会について（５月１８日：水）                   鈴木理事 

    医療管理講習会、及び年末年始休日診療について協議予定。 

 ５．生涯研修委員会について（５月２１日：土）                   河野理事 

７月２４日のブロック別コアカリキュラム、及び１２月３日の学術講習会についての 

協議を予定。 

 ６．監査会について（５月２８日：土）                       原副会長 

７時より、木更津たくにて開催予定。 

 ７．役員会について（６月１１日：土）                       古谷理事 

東洋にて午後７時より 

 ８．定時総会について（６月２２日：水）                      古谷理事 

４時半より定時総会、連盟総会。その後、懇親会の予定。 
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当日の役割分担など。 

 ９．施設基準の届け出に記載する医科の連携保険医療機関について           勝見理事 

    今後の連携保険医療機関についての協議。 

 10. 会員に対する社保関係の指導協力の範囲について                 勝見理事 

    定款・運営細則に基づき、指導協力の範囲を検討する。 

 11. 会館借用について                               河野理事 

    県歯等で当郡市会館を使用する場合の問題点など。 

 12. その他  

   ・医療介護関係合同大会 ６月２４日（金）イオンモール木更津２Ｆ         原副会長 

６時半～８時半            

   ・君津市、富津市、袖ケ浦市への要望書について                 熊切理事 

歯科衛生士の雇用、口腔がん検診、節目健診、成人歯科健診など。      

 

五. 閉会                                      神副会長 

 
（理事会報告作成は広報調査委員会、飯塚委員長及び野村委員が担当しました） 

 

 

 

新入会員紹介 
 

 

・今井利明 先生 （木更津市） 

 
この度４月から入会させて頂きました今井利明と申します。 

私は東京歯科大学矯正学講座にて大学院を卒業後、助手として２年間勤務しその後アメリカの

イリノイ大学に留学しておりました。今後も矯正治療を専門とし、日々最新の治療をこの木更

津に feedbackできればと思っております。一般的な歯科治療を卒業以来一切行っておりません

ので、虫歯、便宜抜歯治療などの依頼を諸先生方にお手紙を通じて治療の依頼などをさせて頂

いておりますが、今回の入会を機に歯科医師会の会員の先生と患者さんについて直接的な情報

の共有ができれば幸いと思っております。又アクアラインの料金の改定やアウトレットのオー

プンによって木更津の利便性も年々全国的に認識されて、都内の方や外国の方の患者さんも以

前に比べて多くなっていると感じております。それに伴い木更津における歯科医療の発展にす

こしでも貢献できればと思いますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 
   今井矯正歯科クリニック 〒292-0038 木更津市ほたる野 1-20-4 

TEL 0438(30)4618   FAX 0438(30)4619 
 

 

・高野大樹 先生 （木更津市） 

平成 28年 1月入会   

 

プレミオデンタルクリニック  

〒292-0807 木更津市請西南 2-27-1 イオンタウン木更津請西内 

TEL 0438-38-5539 
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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。 

 

  

 

ま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 

 

 

 

 

編 集 後 記 
 

 

３月１１日に東日本大震災から５年という歳月の節目を迎え、生き物と自然との共存とはどう

いうことか深く考えている矢先の４月１４日、夜９時半少し前、自宅で揺れを感じました。熊

本での震災の揺れでした。君津木更津地区は九州とご縁があり、私の診療所のご近所も九州か

ら引っ越されて来た方が沢山住まわれています。娘の親友のご実家も熊本で胸が騒ぐ一夜とな

りました。 

 我々医療に携わる人間が大変な惨事を目の前にし、如何に他人事ではなく落ち着いて愛を持

って事件に携わることができるか、また、医療人である前に一人の人間として、どういう心の

在り方でこの瞬間をすごせばいいか、そんなことに焦点をあてずには居られない出来事でし

た。日本歯科医師会や県歯、熊本の郡市の歯科医師会の先生方々の大変なご活躍を友人から聞

き及びましたが、会に所属していない熱意のあるボランティアの先生方々と小さな衝突もあっ

たそうです。がすぐに両者のお互いの心持ちに対する尊敬心がその衝突を大きなタックに結び

つける結果となりました。人間とは一個人に立ち返れば全ての問題を軽々と飛び越える事がで

きる素晴らしい存在なのだと、有り難さに胸がいっぱいになりました。どんな時も、自分に

「自身はどう在りたいのか？」心に「それはどうですか？」と問いかけてみる習慣を持とうと

思います。 

病める患者さんを診る医療人の心に「優しさ」があればおそらく全ての 

問題は素敵な形で解決して行くのではないでしょうか？ 

様々な困った何かに焦点を当てず、ただ一人の人間として「親切な心」 

を見つめています。 

 何を隠そう、私は、会の先生皆様にいつもいつも親切にして 

いただいておりますことに深く感謝申し上げたいのです。 

 熊本、そして今困っている全ての方々に心よりの祈りを込めまして。 

 

 

広報調査委員会 野村光子 記 

「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 
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