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巻頭言

副会長

砂川直俊

２０１４年も暮れようとしています。振り返りますと、大雪に始まり 大雨、
土砂災害、二つの季節外れの大型台風、火山噴火、地震と続きました。温暖化
で地球規模の異常気象は今始まった事ではありませんが今年の日本列島はとり
わけ自然災害が多く発生しました。東日本大震災が地殻変動にも影響を及ぼし
ているとも言われています。
歯科界に目を移しますと 歯科医院経営をあざ笑うかのようにパラジウムは
高値を続け、我々を取り巻く環境は日増しに厳しくなってきております。さら
に消費税増税が追い打ちをかけ、アベノミクスの恩恵を受けているとは到底言
えない状況です。消費税１０％への引き上げは一年半先送りになりましたが、
それにより逆に次回の点数改定はあまり期待できないとの話もあります。どち
らを向いてもあまりいいことはないようです。
さて最近、２０２５年問題がいろんなところで話題になっています。団塊の
世代が２０２５年に後期高齢者の仲間入りをするので社会保障問題が大きな曲
がり角を迎えるというもので このままで行くと確実に社会保障は破綻すると
言われています。あと１０年後私自身も後期高齢者一歩手前で他人ごとではあ
りません。健康寿命と平均寿命のかい離があるほど医療費は高騰します。健康
寿命を平均寿命に近づけることが医療費の削減につながります。
では、口腔内の細菌が血管に入り体中をめぐっていろんな悪さをすることを一
般の人がどれだけ認識しているのでしょうか。口腔ケアや歯周病の治療で糖尿
病をはじめその他の病も病状が好転するということをどれだけの患者さんが知
っているのでしょうか。その啓蒙という観点からも我々歯科界の果たす役割は
大きいと考えます。
管から栄養を摂るのではなく「自分の口から食物を摂る」ということがいかに
重要か、その一連の動作が脳を刺激して高齢者の全身の健康に重要な位置を占
めているということをもっと介護の現場にも伝えなければいけません。
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大好きだった高倉健さん、そして菅原文太さんと、昭和を代表する名優が相
次いで亡くなりました。８３歳と８１歳、日本の平均寿命からすると特に長生
きしたとは思えませんが 高倉健さんは亡くなる４日前まで手記を書いていた
そうです。菅原文太さんは数か月前に原発に関するインタビューに答えている
のを映像で観た記憶があります。お二人とも死因は癌だということです。 闘
病生活の詳しくはうかがい知ることは出来ませんが少なくとも死を間近にして
もその精神活動は続いていたものと思われます。ある意味健康寿命としては長
く生きたのではないでしょうか。自らに重い使命を課して生きてきた二人の俳
優のようにはいきませんが、幸い歯科医師は定年のない（今のところ）職業で
す。自分の健康にも留意してわずかでもそれぞれの義務を果たしていくことが
これからの超高齢化社会を支え、生き抜いていく姿だと思います。
好きな言葉に「一隅を照らせ」というのがあります。照らす光が多くなれば
一隅ではなく大きな望みの光になるはずです。
もう一人「昭和びと」で好きな人に大相撲の大鵬がいます。今の大相撲はモ
ンゴル勢が席巻していて私自身は一時期ほど熱くはないのですが年に数回は本
場所観戦に行きます。その大鵬の優勝３２回という金字塔も１１月の九州場所
で白鵬に並ばれました。昭和が一つまた一つと消えていくような気がします。
しかし昭和生まれがまだまだ歯科界を牽引していかなければ明るい未来は見え
てきません。これからも歯科界にはアゲインストの風、向かい風は続くでしょ
う。追い風に変わることは今のところ望めない状況です。しかし凧は向かい風
を受けて高く舞い上がります。レジェンドと言われたスキージャンプの葛西選
手も向かい風の中をより遠くへと飛行します。抵抗力に屈せずに向き合うこと
こそが飛躍へと転回する大きな原動力になるのではないでしょうか、厳しい状
況が続く時こそ歯科界の持つ力をアピールする絶好のチャンスではないでしょ
うか。
古い歌の歌詞に「若いという字は苦しい字に似ている」というのがあります。
歌詞ではありませんが、それと同じように幸せという字は辛いという字に似
ています。実際の若さは取り戻せませんが、苦しさ辛さを乗り越えて来たる
２０１５年が君津木更津歯科医師会の会員の皆様にとりまして幸多き年であり
ますことを祈念致します。
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口腔がん検診
「第 5 回国保いきいきフェスタ in 木更津」

平成 26 年 7 月 6 日（日）に木更津市民を対象に「第 5 回国保いきいきフェスタ in 木更
津」の行事の一つとして、君津中央病院にて口腔がん検診を行いましたのでご報告申し上
げます。
昨年度より国保いきいきフェスタ内での行事となっております。今回の国保いきいきフ
ェスタは「食と健康」をテーマに、タニタの管理栄養士による講演会、屋外ではドクター
ヘリの見学会と鳳神ヤツルギショーが、外来棟の１Ｆ、２Ｆでは口腔がん検診の他に骨密
度測定や毛細血管観察、スタンプラリーなどが行われ全体として 1200 名の参加がありまし
た。無料のため、受けられるものは全て受けたいのが参加者心理です。他のイベントと掛
け持ちされる方も多く、当日参加も極力受けられるようにしたため、受付担当の鶴岡先生、
岩崎さんはかなり大変だったと思います。
立ち上げの際には初めてづくしで、担当理事の椎津先生はかなりご苦労があったと思い
ますが、前任の小松先生、私とあわせて 7 回目となり、それぞれの部署で新しい先生方が
入られてもスムーズに行われております。それと国保いきいきフェスタでは、君津中央病
院の付属看護学校 3 年生 10 名のお手伝いがあり、皆さんとても明るく、素直でまじめに一
生懸命誘導等の任務をして頂けるので大変ありがたいです。相田化学からは旗を作成して
いただいたり、参加者への記念品などの提供もありました。
反省会で

丹沢教授より「昨年より受診者の口腔内はいいようです。回を重ねるごとに

地域に根付いているような印象を受けるので是非続けて頂けると住民の方々にも有益とな
るでしょう。検診を受ける方は意識の高い方が多いですが、今後そうでない方へも浸透す
ることが課題です。今回がんの患者さんは見つかりませんでしたが、白板症等の前癌病変
や、今後ハイリスクで長期管理が必要な方がおられたり、市民の方達への啓発という観点
では、見つかる見つからない以上に有益なものとなったでしょう。」とのお言葉を頂きまし
た。
アンケートの結果はおおむね好評ですが、私の運用面のまずさからか今回は不満のお言
葉もありました。木更津市の山口衛生士さんからいただいた「意外ときちんとしているん
ですね。
」との激励（？）のお言葉とともに来年に向け改善したいものです。
木更津市以外はあまり乗り気ではないため他市へも継続して行えるよう働きかけを行っ
ていきたいと考えております。最後になりましたが、今回お手伝いいただいた先生方には
誠にありがとうございました。委員長の山中太郎先生とともに感謝申し上げます。
水町裕義記
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結果は以下のとおりです。
全体来場者数 1200 名
口腔がん検診
1 次検診医７名、２次検診医３名、受付、誘導 11 名（うち事務局１名）
、木更津市役所 2
名、君津中央病院付属看護学校学生 10 名
・申し込み １３３名、欠席１０名、当日受付 １５名 計１３８名
・初回１１３名 、２回目 21 名 、3 回目 3 名、不明 1 名
・年齢、性別（1 名不明）

～30 歳
男性
女性

1

31～40

41～50

51～60

61～70

71～80

81 歳～

合計

２

１

７

１５

8

3

３６

４

７

１４

５０

24

１

１０１

・紹介状８名 すべて君津中央病院宛

口腔がん検診アンケート

回収１３６ 無記名１

（１）
「口腔がん検診」をお知りになったのは（複数回答有）
（１２５）木更津市広報（４）房総ファミリア（４）知人の紹介
（２）公民館等のポスター（１）市役所のホームページ（ ６

）その他（１）無記載

（２）
「口腔がん検診」を受けられた理由は？（複数回答有）
（６７）口の中のがんが心配だった。 （４３）口の中に気になる場所があった。
（１５）かかりつけ医とは別の先生の意見を聞きたかったから。
（１２）日頃から検診を積極的に受けるようにしているから。
（１１）大学の先生が診てくれるから。 （１２）その他
（３）また「口腔がん検診」があれば、受けたいですか？
（１２５）受けたい（ 1 ）受けたくない（ 10

）わからない

（４）
「口腔がん検診」を実施するならば、どのくらいの頻度がよいと思われますか。
（１０６）毎年 （２３）2 年に 1 回 （１）それ以上の間隔 （６）わからない
（５）今後検診にあたって、受診者の自己負担金はいくらであれば受診をしますか。
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（複数回答有）
（４７）無料（４６）５００円（４４）１０００円（０）１５００円（５）２０００円
（１）無記載
（６）その他、ご意見等あればご記入下さい。 ４１名より意見有
３４名好意的
安心した。丁寧に診てもらった。親切な対応だった。また行ってほしい等
6 名不満
院内が暑い、駐車場が満車、受付の対応、予約が面倒、時間がかかる、
番号順に呼ばれない声が聞きづらい
1 名要望
口腔内の写真を撮ってほしい



医院・スタッフ紹介

平成 26 年度第２回生涯研修講習会
居宅療養管理指導と日常診療に必要な「歯科栄養学」
鶴見大学歯学部探索歯学講座

花田信弘教授

歯科医師法第 1 条、第 22 条にプライマリ・ケア歯科医師及び歯科衛生士法第 2 条プライ
マリ・ケア歯科衛生士であることが記述されている。（プライマリ・ケア＝門番医）
従来より、現在歯数の低下、咀嚼力の低下が始まるとタンパク質低栄養（食品多様化の
低下）、サルコぺニア、ロコモティブ症候群となり、最終的にフレイル（高齢者の虚弱）、
要介護となる負の結果の現実がある。
う蝕と歯周病は、生活習慣病に対する「臓器的横断的共通リスク因子」である。それを
排除するためには、栄養（栄養学で歯と健康を守る）の知識と細菌（ＬＰＳを排除して歯
と健康を守る）制御の３ＤＳ（Dental Drug Delivery System）が必要である。（ＬＰＳは、
リポ多糖、エンドトキシン、内毒素、発熱物質である。
）
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口腔内細菌は、歯磨き開始後 1 分 30 秒後上腕に到達する。これが、歯原性菌血症であり
（歯科処置のほか、咀嚼、歯間清掃用具などでも起きる。）、全身にＬＰＳを全身に送り出
している。また、生活習慣病の原因は、慢性炎症であり、グラム陰性菌の内毒素ＬＰＳが
慢性炎症の原因の一つである。このため、３ＤＳにより歯面のバイオフィルムの除去、除
菌は有効となる。
理想的目標の口腔細菌叢は、当面目標として乳児期の口腔細菌叢に近づけることである。
つまり、グラム陰性菌のような腐敗菌は少なく、グラム陽性菌である発酵菌を多くし、Ｌ
ＰＳを少なくし口腔と全身の健康維持を保つ必要がある。
う蝕と歯周病の発症は、栄養バランスの偏り（食品多様性の欠如）による。歯を守る食
事（ＷＨＯ紀要）は、１．お茶、２．牛乳・乳製品Ｂ、３．抗酸化物質、４．ビタミンＤ、
５．カルシウム、６．オメガ３脂肪酸などの摂取が必要である。
生活習慣病は、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒、歯の健康が発症・進行に関与す
る疾患群である。つまり、口腔リテラシーの欠如は、咀嚼障害・有害な食事と菌血症から
血管の慢性炎症を招き、結果として生活習慣病になる。
医療のゲートキーパー（門番医）の役割は、生活習慣病の予防と原因療法（栄養・運動・
休養・歯の健康づくり）を日常的に実施し、必要があれば専門医に紹介する。つまり、歯
科を中心とした地域における医科歯科連携体制が重要である。

大島晃記

〈外来見学連絡先〉
鶴見大学歯学部探索講座 医局長山田先生
電話：０４５－５８１－１００１（代表）

平成 26 年度君津木更津歯科医師会「敬老・祝賀・忘年会」が 12 月 6 日（土）、午後 6 時
より、東京ベイプラザホテルにて開催されました。
鶴岡隆行先生司会のもと以下のように進行しました。
1. 敬老出席者紹介
大澤憲二先生、和田勝先生、今井香樹先生
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2. 表彰受賞者紹介
中村 幸成 先生

厚生労働大臣表彰（歯科保健事業功労）

間瀬 みどり 先生 国保功労連合会理事長表彰
大溝 隆史 先生

国保功労連合会理事長表彰

長谷部 猛先生

国保功労連合会理事長表彰

山口 祐史 先生

日本学校歯科医会会長表彰（学校保健功労）

安達 弦太 先生

日本学校歯科医会会長表彰（学校保健功労）

鈴木 雅夫 先生

千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労）

勝見 行雄 先生

千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労）

3. 会長挨拶
鎌田 誠先生

君津木更津歯科医師会会長

4. 来賓紹介・挨拶
杉山 茂夫先生

千葉県歯科医師会副会長

砂川 稔先生

千葉県歯科医師連盟理事長

山口 誠一郎先生 千葉県歯科医師国保組合理事長
がく

森 岳様

浜田靖一衆議院議員秘書

5. 乾杯
和田 勝先生
6. 中締め
山口 延善副会長

勝呂泰樹記

59 名の出席者があった本会は盛会裏に終了しました。
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医療管理

講習会

平成 26 年度医療管理講習会を 11 月 5 日（水）19 時より、医歯薬会館 3 階大教室に於い
て開催いたしました。
「明日からの臨床に役立つ情報を提供する」ことを目的にＮｉ-Ｔｉファイルのハンズオン
セミナーを開催いたしました。
歯内療法は目覚ましく進化をしており、①Ｎｉ-Ｔｉロータリーファイル②マイクロスコ
ープ③歯科用ＣＢＣＴが現在、歯内療法の三種の神器といわれています。

特にＮｉ-Ｔｉ製ファイルは、1980 年代に試作されてからさまざまに開発され、現在は第
三世代以降の製品となっております。今回は、Ｎｉ-Ｔｉロータリーファイルを実際に体験
していただけるように、モリタ、ヨシダ、デンツプライの３社のご協力を得て、各社とも
最新のＥｎｄＷａｖｅ（モリタ）Ｔ-Ｆアダクティブ（ヨシダ）ＷａｖｅＯｎｅ（デンツプ
ライ）を用意していただきました。参加した先生に、一人一台をそれぞれ約３０分程度の
実習ですべてのメーカーのファイルと模型を使用した実習となりました。時間も十分確保
でき、各社とも独自の進行で興味深く、その場で色々質問もできました。
毎日の診療で歯内療法のない日はないといっても過言ではなく、難症例も多くあります。
そのような診療の一助となればと思いました。
参加された２３名の先生のお役にたてたとすれば幸いです。
今後このような小勉強会のテーマにご意見・ご提案がございましたら、医療管理委員会
までお願いいたします。

鈴木みちよ記
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会員研修旅行～札幌・小樽～
9/14 から 9/16 の 2 泊 3 日の日程で北海道道旅行に 12 名で行ってまいりました。
＜1 日目＞ ノーザンホースパークを観光、そしてサケのふるさと館を観光し、さっぽろ羊
ケ丘展望台をまわり、夕食はサッポロビール園にてジンギスカンをいただきました。

＜2 日目＞洞爺湖の方面に足をのばし、ふきだし公園をまわり、昭和新山を観光。夜は鶴岡
先生の計らいにより、居酒屋 風にて宴会を行い、とても美味しい夕食をいただきました。
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＜最終日＞雨天になり予定していたニッカウイスキー北海道工場余市蒸留所が見学中止に
なりそうでしたが、先生方の日頃の行いがよいこともあり、無事工場見学を行うことがで
きました。そして、最後に小樽市内の北一硝子等を散策し、今回の旅行は終了いたしまし
た。ご参加くださった先生方、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。
勝呂泰樹記
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平成 26 年 7 月 9 日（水）

19：00

スタート

会員の先生方に助けられて、ボウリング大会を 22 年やってこれました。
会の全面協力、歴代の担当理事と参加して下さった先生方の御理解、ボウリング場がつぶ
れずに残ってくれた事など今までやって来れたのが奇跡に思えます。これからも楽しく、
かっこ良く続けていける様に頑張ってみます。今年の大会から勝見雅也先生チームと佐久
間先生チームが参加してくれました。順位は 8 位、11 位でしたが来年は上位に入って賞品
をたくさんもらってください。
鎌田チームの快進撃で 2 年連続の優勝、個人もぶっちぎり優勝、他のチームの先生、ス
タッフ方も負けずに優勝目指してください。

結果は以下の通りです。
チーム戦

個人

優勝

鎌田 A チーム

1184P

男子優勝

準優勝

渡辺 A チーム

1174P

鎌田 弘毅

3位

山畑 チーム

1088P

4位

渡辺 B チーム

1038P

女子優勝

5位

砂川 チーム

1033P

石渡 薫

371P

渡邉 和彦
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329P

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）
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２６．７．１０（木）

曇り

三郡市ゴルフは 25 年続いている大会で、市原、君津木更津、安房の歯科医師会が 1 回ず
つ幹事になり、年 3 回開催されています。会にとって貴重な情報を頂いたり、会同士の良
い親睦になっています。今回の大会から原専務理事の働き掛けで、夷隅郡市、山武郡市、
茂原市長生郡の 3 郡市が加わり、南総郡市ゴルフと名前を変えさせていただき、年 3 回の
スタイルはそのままでスタートさせていただきました。参加人数も多くなり、幹事は大変
だと思いますが、しばらくこの型でやっていきたいと思っています。
今回の会場はオークビレッジゴルフクラブで 40 名を超える参加者、そして山武の先生の
中には、加藤和幸先生クラスの上手な方が何人もいるという話を聞き、レベルの高い大会
になると楽しみに、また興味を持って大会に臨んだのですが、結果は加藤先生の 38.37 75
がぶっちぎりのベストグロスでした。まだお互いに他郡市の先生との顔と名前がマッチし
ていませんが、少しずつ覚えていきたいと思っています。
今回当郡市から 10 名参加しましたが、上位には入れず 8 位に三枝先生、10 位に加藤先
生が入りました。次回は 10 月に市原が幹事で行います。
渡邉和彦 記
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H26.9.11(木)
木更津ゴルフクラブ 15 名参加
すみません。毎度ですが朝からの雨です。クラブハウスに集まった会員の中にはバッグ
をおろさず幹事にあいさつをしてそのまま帰る相談をする先輩までいる中、普段通り朝の
ルール説明後、記念撮影をして傘をさして 1 組目からスタートしていきました。
予報はしっかり雨でしたが 3 ホール目位から小降りになりしばらくして雨は止みそのま
まラウンドが終了するまで気持ちの良いゴルフ日和となりました。朝中止にしないで良か
ったと今井先生は話していました。
2 連覇していた加藤先生のおかげで全員のハンディーが底上げになり、3 位から B,M まで
13 名がネット 70 から 77 までに入るという僅差の試合になりました。優勝した髙野孝治先
生はゆっくりスイングで落ち着いたゴルフをしていました。

渡邉和彦 記

結果は以下の通りです。
グロス ハンディー ネット
優勝

髙野孝治

94

28

66

準優勝

須藤正明

90

22

68

3位

和田勝

98

28

70

B.G

加藤和幸

79

渡辺
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記

2014.10 月 2 日（木）
快晴の南市原ゴルフクラブに 4 郡市 27 名の先生方が集まり、親睦ゴルフを行った。当郡
市からは、12 名の参加で上位を独占しました。
競技方法はペリアの制限なし。上手にはまった先生が上位へ、はまらなかった先生は下
位へと分かり易いルールです。ベスグロをとった加藤先生ははまらずブービー賞でした。
上位は以下の通りです。

渡邉和彦記

OUT

IN

グロス

ハンディー

ネット

優勝

三枝 冨司夫

49

53

102

36.0

66.0

準優勝

今井 宏実

49

50

99

31.2

67.8

3位

水田 進

47

45

92

24.0

68.0

4位

池田 一郎 （市原）

47

43

90

21.6

68.4

5位

地曵 貞二

47

44

91

21.6

69.4

加藤 和幸

40

39

79

0.0

79.0

B.B
B.G

(市原)
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2014 年 12 月 11 日（木） 鹿野山ゴルフ倶楽部
本当にすみません。今回も雨模様。
私達が幹事になって、記事の一行目は天気の話ばかりです。
小雨の中 14 名がスタートをしてハーフを終え、昼食後雨・風が強くなり遠くで雷も鳴り始
めたので幹事の判断で、プレーはここで中止とし、ハーフ終了時の成績で順位をつけると
いう事にしました。
すでに、1 組目は後半スタートしていたのですが呼び戻し表彰式となりました。
成績は以下の通りです。
グロス

ハンディー ネット

41

9.0

32.0

準優勝 出口晃(安房)

42

8.0

34.0

3

優勝

小竹和巳

位

細井系太郎

44

9.5

34.5

B・B

三枝冨司夫

55

11.5

43.5

B・G

小竹和巳

41

次回は 3 月 19 日南総カントリーで開催します。
渡邉和彦記
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NET

君津木更津歯科医師会
麻雀王決定戦 2014
11 月 12 日 19:00 より雀荘潮見にて 12 名で麻雀王決定戦が行われた。競技麻雀、50 分 3
本勝負のポイント制で今年の麻雀王を決めました。
約 3 時間の麻雀は本当に和気あいあいと楽しく、また勝負ですから 6 切りをしない先生
には指導したりときちっとした競技として行いました。
また今回は初めて女性の先生が参加して下さいました。末吉弥和先生という入会したば
かりの先生ですが談笑しながらしっかりとした麻雀を打っていました。
競技の行方は絶好調の藤井一夫先生が追撃してきて同ポイントまできた細井系太郎先生
を抑えて今年の麻雀王に輝きました。

上位入賞者と BB 賞は以下の通りです。
麻雀王 藤井一夫

12p (同ポイントの為総点数上位)

第 2 位 細井系太郎

12p

第 3 位 安達弦太

11p

第 4 位 磯貝隆久

9p (同ポイントの為総点数上位)

第 5 位 地曵貞二

9p

BB 賞 末吉弥和

6p
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理事会報告
第 4 回理事会報告
平成 26 年 7 月 12 日（土）
八幡屋 午後 7 時 30 分～
山口副会長
鎌田会長

一．開会
二．挨拶
三．報告
１．健歯児童生徒審査会（君津教育会館）
6 月 12 日（木）
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
２．地域支援病院委員会（君津中央病院）
6 月 13 日（金）
３．木更津警察署警察官友の会・総会及び懇親会（エリシオン木更津）
6 月 17 日（火）
４．河村産業企業健診（河村産業） 社員 10 名対象。6 月 19 日（木）
５．広報委員会（会館） 会報校正、打ち合せ。
6 月 18 日（水）
６．第３回定時総会（東京ベイプラザホテル）
6 月 21 日（土）
７．木更津市口腔がん検診打ち合せ会（八幡屋）
6 月 25 日（水）
８．第１５５回県歯代議員会（県歯会館）
6 月 26 日（木）
選挙管理委員に当会より細井先生が委員に選任。
９．医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）
6 月 29 日（日）
渡邊先生、原先生 出席。
１０．第７３号会報発行
6 月 30 日（月）
１１．たびだちの村訪問歯科診療打ち合せ（たびだちの村）
7 月 1 日（火）
１２．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
7 月 4 日（金）
１３．
「国保いきいきフェスタ in 木更津」
7 月 6 日（日）
口腔がん検診（君津中央病院） 受診者 138 名うち紹介状 8 名。
１４．平成２６年度第１回摂食・嚥下指導症例検討研修会（県歯）
7 月 6 日（日）
１５．コ・デンタルスタッフセミナー（ディジョン） 7 月 9 日（水）
ドクター13 名、スタッフ 33 名参加

茂田理事

鎌田会長
山口副会長
水町理事
神 理事
原 専務理事
水町理事
山口副会長
原 専務理事
神 理事
原 専務理事
冲津監事
水町理事
鶴岡理事
鶴岡理事

四．協議
１．口腔ケア勉強会（7 月 16 日）
古谷理事
ツムラ漢方薬について、その後君津中央病院 渡邊先生による口腔ケア講習会。
２．会員研修旅行について（9 月 14 日～16 日）
鶴岡理事
参加人数によっての調整。
３．社保小勉強会について
河野理事
・県歯の在宅歯科医療サポートチーム副委員長 久保木先生による
「在宅療養支援歯科診療所」講義。
・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
原 専務理事
会館にて 9 月 25 日（木）予定
５．たびだちの村訪問歯科診療について
原 専務理事
６．生涯研修講習会について
熊切理事
・講師派遣の承諾
・未就業歯科衛生士のリカバリーコース案内
７．その他
・データ保管庫について
神 理事
各委員会の資料の一括での保管
・訪問診療の依頼について
水町理事
・ボランティア活動に対する有志の協力依頼について
長谷部監事
・医療管理講習会（最近の医療トラブルの動向とその対策）について 鈴木理事
五．閉会
砂川副会長
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第 5 回理事会報告

一. 開会
二. 挨拶
三. 報告
１．たびだちの村訪問
２．口腔ケア勉強会（会館）

平成 26 年 8 月 20 日（水）
山徳 午後７時～
山口副会長
鎌田会長
７月１３日（日）原専務理事
７月１６日（水）古谷理事

会員約 30 名出席

３．会館運営委員会（松立）
４．きみつ愛児園摂食嚥下指導

７月２２日（金）原専務理事
７月２４日（木）鶴岡理事

当会より６名参加
５．他職種協働地域リーダー会議（東京ベイプラザホテル）７月２８日（木）原専務理事
11 月 23 日(日) 医師会主催の講習会を予定
６．医療管理委員会（好美寿司）
7 名出席
７月３０日（水）鈴木理事
７．君津市介護保険運営協議会（君津市役所）
８月 ４日（月）原専務理事
四． 協議
１．会員研修旅行について（９月１４日～１６日）
鶴岡理事
・12 名参加予定
・旅行行程の確認
２． たびだちの村訪問歯科診療について
原専務理事
・公募の結果、中村先生・渡邉和彦先生・鈴木邦彦先生が参加を希望された。
・訪問診療用の機器、器具をたびだちの村に保管依頼。
・担当は原先生・山中太郎先生・水町先生。
３．在宅医療他職種協働勉強会について
原専務理事
・１１月２３日（日）全日の予定で医師会主催。
・各市で 2 名程度の参加者を公募予定。
・訪問診療に積極的な先生に参加を促したい。
４．麻雀大会について（１１月１２日）
鶴岡理事
５．医療管理委員会セミナーについて
・１１月５日（水）午後７時より 2 時間程度予定。
・Ni-Ti ファイルの Hands on セミナーを予定しており業者（モリタ・ヨシダ・白水・デンツプライ）に協力を
お願いしている。
・募集人員は４０名程度、先着順で受付、それ以降の先生は見学になる。
五. 閉会
砂川副会長

第 6 回理事会報告

一. 開会
二. 挨拶
三. 報告
１．関東甲信越静学校保健大会（歯科職域部会）
（ホテルニューオータニ幕張）
２．富津市介護保険運営協議会
３．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）
４．千葉県歯科医師会女性歯科医師の会設立総会
５．たびだちの村機材搬入
６．年末年始休日診療当番医についての報告

20

平成 26 年 9 月 13 日（土）
八幡屋 午後７時 30 分～
山口副会長
鎌田会長
8 月 21 日（木）

茂田理事

8 月 21 日（木）
8 月 27 日（水）

熊切理事
神 理事

8 月 31 日（日）
9 月 7 日（日）

鎌田会長
水町理事
鈴木理事

平成 26 年度

１２／３１

年末年始休日診療当番医のお知らせ

１／１

１／２

１／３

木更津市

あきよし歯科医院
請西南 2-24-1
℡0438-38-3388

清見台歯科医院
清見台 2-4-19
℡0438-22-0751

萬年橋歯科医院
清川 1-4-17
℡0438-98-1711

石村歯科医院
高柳 3-2-9
℡0438-41-7800

君津市

杢師歯科医院
杢師 3-20-20
℡0439-55-8888

加藤歯科医院
八重原 172-151
℡0439-72-6480

おきつ歯科医院
久留里市場 915-7
℡0439-27-3918

佐久間歯科医院
東坂田 1-5-23
℡0439-55-6655

富津市

今村歯科医院
売津 153-1
℡0439-67-8070

なかじま歯科
大堀 2272-2
℡0439-88-0510

宮田歯科医院
湊 566-2
℡0439-67-1268

平川歯科医院
千種新田 547-12
℡0439-65-4105

袖ケ浦市

近藤歯科クリニック
福王台 1-14-1
℡0438-62-6639

ハナザワ歯科クリニック
横田 125-3
℡0438-75-5804

麦野歯科医院
蔵波台 6-1-6
℡0438-64-0118

のぞみ野歯科医院
のぞみ野 69-2
℡0438-63-4618

※診療時間：9 時～12 時
四． 協議
１．在宅歯科診療講習会（主催県歯）事業者対象について（9 月 25 日：木）
教育会館にて事業者対象の講習会
２．麻雀大会について（11 月 12 日：水）
例年通り予定
３．社保小勉強会について（11 月 29 日：土）
19：00 より医歯薬会館大教室
在宅療養支援歯科診療所について
４．生涯研修講習会・敬老祝賀忘年会について（12 月 6 日：土）
来賓について協議
５．他職種協働講習会（医師会主催 11 月 23 日；日）
担当者、各市２名選出予定
６．医療管理講習会について
１１月５日 医歯薬会館大教室 歯内療法ハンズオンセミナー
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
援助方法などを協議
８．その他
１０月２日 歯科医師連盟主催 デンタルミーティング
１０月 君津市長選 現職市長を推薦
五. 閉会

原 専務理事
鶴岡理事
河野理事
鶴岡理事
原 専務理事
鈴木理事
神 理事

鎌田会長
石井連盟支部長
砂川副会長

第 7 回理事会報告
平成 26 年 10 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．郡市研修旅行（北海道方面） 参加者１２名 9 月 14 日～16 日（日・祝・火）鶴岡理事
２．君津市介護保険運営協議会（君津市役所）
9 月 25 日（木） 原専務理事
３．木更津市健康づくり推進協議会（木更津市役所）
9 月 25 日（木） 鈴木理事
４．在宅歯科診療講習会（主催県歯：会館）
9 月 25 日（木） 原専務理事
５．君津市防災訓練（周西小学校）
9 月 27 日（土） 原専務理事
６．社保委員会（田園）
9 月 27 日（土
河野理事
社保小勉強会、社保講習会・新年会についての協議
７．たびだちの村打ち合わせ
10 月 1 日（水） 水町理事
８．富津市防災訓練（竹岡小学校：荒天中止）
10 月 5 日（日） 熊切理事
９．鈴木洋邦選挙事務所訪問
10 月 8 日（水）石井連盟支部長
鎌田会長、原専務理事、石井支部長、３名での訪問
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10. 「平成 26 年度第１回産業医学研修会」
（君津木更津医師会主催：東京ベイプラザホテル）
四． 協議
１．新入会員について
すえよし

10 月 9 日（木） 水町理事

原専務理事

み わ

（ 末 吉 弥和 先生 木更津病院内：すえよしデンタルクリニック）
入会承認されました。
２．医療管理委員会セミナーについて（11 月 5 日：水）
鈴木理事
Ni－Ti ファイル ハンズオン講習 医歯薬会館３階大教室 １９時より
３．麻雀大会について（11 月 12 日：水）
鶴岡理事
雀荘 潮見 １９時より
４．社保小勉強会について（11 月 29 日：土）
河野理事
医歯薬会館３階大教室 在宅療養支援歯科診療所について講演
講習受講者は在宅療養支援歯科診療所施設基準の取得が可能
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（11 月 23 日：日）
各市担当者２名参加予定
原専務理事
６．生涯研修講習会・敬老祝賀忘年会について（12 月 6 日：土）
熊切理事・鶴岡理事
ファイザーよりエピペンの使用期限について
歯科衛生士リカバリーコース１月１８、２５日について
２月８日、歯科医学大会について
生涯研修講習会、抄録・演題などについて
敬老祝賀忘年会、進行・来賓などについて
７．社保講習会・新年会について（1 月 31 日：土）
河野理事
ロイヤルヒルズ木更津ビューホテルに於いて
１５時３０分より社保講習会 千葉県歯科医師会社保担当理事 大河原先生
１８時より新年会 来賓などについて
８．その他
五. 閉会
山口副会長
第 8 回理事会報告
平成 26 年 11 月 15 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 年度木更津市総合防災訓練
岩崎さん
第１回担当者会議：木更津市民総合福祉会館
１０月１６日（木）
第２回担当者会議：清川中学校
１１月１０日（月）
２．障がい福祉委員会（木下鮮魚店）９名出席
１０月２２日（水） 鶴岡理事
３．きみつ愛児園摂食嚥下指導
１０月２３日（木） 鶴岡理事
対象者（新患３名、再診４名）
４．平成 26 年度郡市地域保健担当者連絡協議会：県歯
１０月２３日（木） 水町理事
５．君津市第 2 回介護保険運営協議会
１０月３１日（金） 原専務理事
君津市役所 １時半～３時
６．平成 26 年度君津健康福祉センター運営協議会
１１月 ４日（火） 鎌田会長
：君津健康福祉センター
７．医療管理委員会セミナー（ハンズオンセミナー）
：会館１１月 ５日（水） 鈴木理事
参加者２３名
８．「木更津市要保護児童対策地域協議会」
１１月 ６日（木） 山口副会長
代表者及び実務者会議（合同会議）
：木更津市役所
９．他職種協働在宅リーダー研修会打ち合わせ
１１月 ６日（木） 原専務理事
１０．君津市第 3 回介護保険運営協議会
１１月 ７日（金） 原専務理事
１１．麻雀大会
参加者１２名
１１月１２日（水） 鶴岡理事
四． 協議
ひろ

かつひこ

１．新入会員について（ 廣 克 彦 先生 ホームデンタルクリニック：袖ヶ浦市）古谷理事
入会が承認されました。
２．社保小勉強会について（11 月 29 日：土）
河野理事
午後７時より医歯薬会館３階大教室
講師：千葉県歯科医師会在宅歯科医療サポートチーム委員長
久保木 由紀也 先生
３．他職種協働在宅リーダー会議について（11 月 23 日：日）
原専務理事
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４．生涯研修講習会並びに敬老・祝賀・忘年会について（12 月 6 日：土）
熊切理事
東京ベイプラザホテル
鶴岡理事
午後 3 時より生涯研修講習会
午後 6 時より敬老・祝賀・忘年会
５．たびだちの村訪問診療について
６．社保講習会・新年会について（１月 31 日：土）
河野理事
木更津ビューホテル
社保講習会 １５：３０～１７：３０
講師：千葉県歯科医師会社会保険担当理事 大河原 浩伸 先生
新年会 １８：００～２０：００
７．日本歯科医学会学術講演会について（11 月 30 日：日 県歯）
熊切理事
・当会に対し３名程度の出席依頼 要返信 11 月 25 日まで
８．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
原専務理事
９．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
神 理事
収集の時期や方法、保管などについて協議
10. その他
①休日診療の待機料について
鈴木理事
②口腔ケア勉強会について
古谷理事
五. 閉会
砂川副会長
第 9 回理事会報告
平成 26 年 12 月 3 日（水）
八幡屋 午後７時 30 分～
砂川副会長

一. 開会
二. 挨拶 東京歯科大学千葉病院存続要請を県歯から提出することに対する賛意を
当会としても表明することに決定したことについて
鎌田会長
三. 報告
１．平成 26 年度木更津市総合防災訓練（清川中学校）１１月１６日（日） 山口副会長
２．第１回君津木更津地区在宅医療多職種協働研修会 １１月２３日（日） 原専務理事
（東京ベイプラザホテル）

３．木更津市生涯学習フェスティバル（木更津市民会館）１１月２４日（月） 水町理事
４．社保個別勉強会
１１月２５日（火） 河野理事
５．千葉県警察歯科医会総会・研修会（県歯）
１１月２７日（木） 原専務理事
６．木更津看護学院第 63 回生戴帽式（木更津看護学院）１１月２７日（木）
砂川副会長
４３名、うち男子２名。
７．社保小勉強会（会館） ３６名出席
１１月２９日（土） 河野理事

８．医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラ
９．浜田靖一選挙事務所訪問
鎌田会長、石井連盟支部長
四． 協議

１１月３０日（日） 原専務理事
１１月３０日（日）
石井連盟支部長
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にしもと

かつき

１．新入会員について（ 西 本 克己 先生 木更津きらら歯科：イオンモール木更津）
入会が承認されました。
古谷理事
２．生涯研修講習会並びに敬老・祝賀・忘年会について（12 月 6 日：土）
熊切理事
進行、席次などについて協議がなされました。
鶴岡理事
３．社保講習会・新年会について（１月 31 日：土）
河野理事
来賓などについて協議がなされました。
４．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 午後５時～７時
５．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 午前１０時～１２時過ぎ終了予定。
６．その他
・年末年始休日診療について
鈴木理事
・口腔ケア勉強会の日程について
古谷理事
五. 閉会
山口副会長

新入会員紹介

すえよし

み わ

末 吉 弥和先生
この度、入会させて頂きました。すえよしデンタルクリニックの
末吉弥和です。私は日本歯科大学を卒業後、千葉大学医学部歯口
外科入局。木更津病院歯科にてアルバイト勤務を続けておりました。
その後開業医にて勤務を経て浜松において分院長をしておりました。
親の介護もあり、千葉に戻り木更津病院内に開業の運びに成りました。
歯科医師歴は 27 年と長いですが、開業は初めての事ですので皆様には、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いたします。
すえよしデンタルクリニック
〒292-0061 木更津市岩根 2-3-1 木更津病院内
TEL 0438-42-1242
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ひろ

廣 克彦先生

この度、入会させていただきました「ホームデンタルクリニック」の
廣克彦と申します。
私は、松本歯科大学を卒業後、補綴科・口腔外科での研修を経て、
名古屋市内、東京都内の開業医にて勤務しておりました。
今回、患者様との良縁に恵まれ袖ケ浦市にて開業させていただくことになりました。
地域に密着した歯科医療を行い、地域の皆様の健康増進に貢献していきたいと思ってお
ります。未熟者ではありますが、皆様には、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし
ます。
ホームデンタルクリニック
〒299-0245 袖ケ浦市蔵波台 1-22-1
TEL 0438-62-2007

かつき

西本 克己先生

この度、入会させて頂きました、木更津きらら歯科に
勤務しております西本克己です。
私は、明海大学歯学部を卒業後、臨床研修医を経て福岡歯科大学医科歯科総合病院科に入
局。そこで 2 年間有床義歯を中心に諸先輩方のご指導のもと勉強させて頂きました。
その後は、県庁前デンタルクリニックで一般歯科から小児歯科及び訪問歯科診療などを経
験させていただきました。
まだまだ若輩者ですが、これから歯科医師会の一員として地域の歯科医療に少しでも貢
献出来たらと思っております。
初めてのことばかりで皆様方に多々ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ど
うぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
木更津きらら歯科
〒292-0835 木更津市築地 1-4 イオンモール木更津 2F
TEL 0438-37-6487
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訃報
白土英雄先生
昭和３６年 九州歯科大学卒業
４７年 君津市南子安に開業
５６年 千葉県歯科医師政連予備評議員に就任（１期）
平成２６年９月１９日逝去（８４才）

高畠 成章先生
昭和３４年九州歯科大学卒業
４８年木更津市文京に開業
平成２６年１２月６日逝去（８０才）

謹んでご冥福をお祈りいたします。

退会
喜島博先生（袖ヶ浦市）
平成 26 年 4 月 30 日退会

「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

当会会員の髙橋千晶先生が現在代表を務める「 Yo

Omori

Memorial

Dental

Team」は、1 年に 3 回、フィリピンにおいて歯科医療奉仕活動をおこなっております。
1984 年、RDCM（フィリピンのロータリークラブ）からの医療奉仕をしてほしいと
いう要請を受けてから 30 年間の長きにわたり継続されてきた事業です。
現在、医薬品も含め、活動費は個人の負担となっている状況の様です。
髙橋先生に「物資支援の件」をお話したところ、ぜひ、協力をお願したいとのお申し
出がありましたので、会員の皆様のご協力をお願いいたします。
26

以下のようなものがあれば、お願いいたします。
鎮痛剤、麻酔薬、マスク、ゴム手袋、紙コップ、夏物の古着
注射針、現在使用していない鉗子・外科器具等
下記の日程で、支援物資の収集を予定しております。
平成 27 年

1 月 31 日（土） 社保講習会（木更津ビューホテル）
2 月 21 日（土） 医療管理講習会（医歯薬会館）
4 月 25 日（土） 生涯研修講習会（医歯薬会館）

また、宅急便等をご利用の場合は、事務局宛にご送付ください。
（送料は申し訳ありませんが、各自負担でお願いします）
事務局住所：〒292-0032 木更津市笹子 562-8

岩崎三恵子宛

以降は、医歯薬会館での講習会時、総会時にお持ちいただければ、預かりします。
なお 2015 年 2 月 11～15 日レイテ島タクロバンで抜歯の医療奉仕をおこないます。
スケジュール

2 月 11 日（水）成田-マニラ
2 月 12 日（木）マニラ-タクロバン 半日医療奉仕
2 月 13 日（金）一日医療奉仕
2 月 14 日（土）タクロバン-マニラ

マニラ市内観光

2 月 15 日（日）マニラ-成田
参加御希望の方は高橋（千）までご連絡ください。
※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
口座名

普通預金 店番号 ３２７ 口座番号

Yo Omori Memorial Dental Team

１９１０８９３>

代表高橋千晶

編 集 後 記

早いもので今年も残すところ半月となりました。師走の 12 月、まさに字の如く月日
が走り去るように過ぎていきます。
やらなければならないことも多くなんだか落ち着きませんね。
心にゆとりがない時ほど、大きな失敗をしてしまうものです。
また、多忙なスケジュールで無理をして体調を崩しやすい季節です。
急患も増える慌ただしい年末を元気に乗り切る為に、自己管理を大切に、心に余裕を持
って過ごしたいですね。

（記：飯塚晃）
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