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君津木更津歯科医師会 会長 鎌田誠 

去る 6月 22日に行われました、一般社団法人 君津木更津歯科 

医師会の第 2回定時総会において、会長に選任され、責任の重 

さを痛感しております。もとより浅学菲才であり、その任に当 

たるのは力量不足と思いますが、入会以来お世話になった諸先 

輩をはじめとする多くの皆様に、少しでもご恩返しができれば 

と思い、引き受けさせていただくことといたしました。皆様の 

ご協力を頂戴し、なんとか任期を務めさせていただく所存です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

思いつくままにいくつか所感を述べさせていただきます。 

会の将来のことについて 

市川前会長もお話しされていたように、近い将来に会員の高齢化に伴う様々な問題に直

面することが考えられます。一例をあげれば終身会員の増加、会員数の減少に伴う会費収

入の減少、また逆ピラミッド状態における各種事業の維持・展開の難しさ等々です。これ

らはすぐに解決策の出るような問題ではありませんが、将来を見据えた会の運営を検討し

てまいりたいと思っております。 

業務執行状況の可視化のことについて  

 執行部以外の会員は、現在会の業務についてどんなことが行われ、また検討されている

かなかなか知ることができないのではないか？という懸念を持っています。定款により、

定時総会は年１回となってしまいましたので、直接会員の声を聴く機会が減少しました。 

ホームページ等を活用して、少なくとも理事会報告を迅速化かつ内容をもう少し詳しくお

知らせしたいと考えております。 

最後に歯周病と糖尿病について 

糖尿病の終末形態のひとつである腎不全に対する人工透析は、一人当たり年間600万円、

すべて公費で賄われております。わが国には約 30万人の患者が存在し、この費用だけでな

んと年間 1兆 8000億円かかっているとのことです。歯科の年間総医療費が 2兆 6000億円

ですから、いかに莫大なコストがかかっているかおわかりいただけると思います。国も歯

周病と糖尿病との関連に改めて注目をしはじめ、費用対効果がはっきりすれば特定健診の

項目に加える可能性が浮上してきているとの情報もあります。 

「予防には給付せず」が大原則であったはずの我が国の公的保険制度ですが、TV コマーシ

役員就任の挨拶 
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ャルや新聞広告上では、医科の「ピロリ菌の除菌療法に保険適用」、「保険で出来る禁煙治

療」の文字が躍っております。我々としても日歯・歯科医学会そして歯科に理解のある政 

治家の皆さんをサポートしたいと思います。 

加えて君津保健所から今年度、当歯科医師会に対して君津地域・職域連携協議会において 

大きなテーマとして歯周病と糖尿病に関しての講義が要請されております。 

会としても、そのことを踏まえ、会員に対しての更なる知識・技術の向上および研鑽の

お手伝いができればと考えております。会員諸兄のお力をお貸しいただけると幸いです。 

いろいろと述べさせていただきましたが、幸いなことに市川前会長のご尽力により、 

公益法人改革を他郡市に先駆けて行うことができ、基本的な会の方向性はすでに定まって

おります。もちろん我々を取り巻く社会状況の変動により、若干の軌道修正は間違いなく

生じるとは思いますが山口・砂川両副会長をはじめとする有能な理事諸氏の力を得て、解

決してまいりたいと考えております。  

重ねて会員の皆様にはよろしくご協力の程、お願い申し上げます。 

 

 副会長  山口延善      

この度の役員改選により、副会長という大任を仰せつかり職務 

の重さを感じています。 

鎌田新会長が目指す歯科医師会にするため、砂川副会長、 

各担当理事と力を合わせて努力していきたいと思いますので、 

会員諸先生方のご指導、ご協力お願いします。 

 

 

 副会長  砂川直俊 

この度 鎌田執行部の副会長を拝命致しました砂川です。監事と 

いう責務を終えほっとしているところへの副会長就任要請。 三役 

という大任が私のような未熟者に務まるのかと、多少困惑もあり 

迷いましたが 入会して 20年間お世話になってきた君津木更津歯科 

医師会に恩返しができればという思いと、困難な時期に会長を引き 

受けられた鎌田先生を補佐して少しでも助けになればと思い決意致しました。 

新法人に移行して一年余が経過しております。当郡市は県内では最初に法人移行を果

たしております。しかしまだまだ過渡期で、これからいかにしてスムーズに運営してい

くかが大きな課題の一つとなっておりますが、困難な舵取りが予想されます。その要因

のひとつとして、新執行部二年任期の一年目となる今年度は、年度始めと就任時期に約 3
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カ月のずれがあるため各担当理事、特に新理事にとっては会務、各行事の運営の準備期

間が短くて戸惑いが出ております。 

アベノミクスで景気は上向きといわれていますが 私たち歯科業界はいっこうに実感と

して感じられません、ＴＰＰ交渉参加での先行きも歯科界にとっていい方向へ向くか不安

定な状況にあります。その一方で 7 月に行われた参議院選挙で職域代表として石井みどり

候補が再選を果たしました。獲得票、自民党内での当選順位も前回を上回るという結果は

明るい話題が少ない中で勇気づけられるニュースでした。来年度行われる点数改定に向け

弾みになればと願います。 

内側に目を向けると 4 市で構成されている我が郡市はそれぞれの行政の方向性の違い、

歯科医療分野の予算配分などの違いがあり、対応の難しさがあります。また会員の高齢化、

未入会会員等の問題も抱えております。平坦な道ではないと思いますが微力ながら尽力し

ていく所存でございますので会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 専務理事  原 比佐志  

 前期に引き続き専務理事を務めさせていただきます。さて、 

前期退任時に申し上げました通り、今期もっとも重要な職務は 

法人制度改革に伴う煩雑な申告と各行事の運営を円滑に実施す 

るためのマニュアルを作成することと考えています。改革に伴 

う様々な制約も初期と比較するとかなり緩くなってきてはおり 

ますが、改革以前と比較すればはるかに煩雑になっております。 

我々にとってみれば、まったく益のない改革ですが、行政側は 

以前に戻すことは絶対にありませんからこの制度内でなんとかやっていかなければなりま

せん。この 2 年間で自分たちの力で会務の運営が何とか実施できるようにしたいと考えて

います。ご協力よろしくお願い申し上げます。 

       

監事  冲津 光久 

 この度、鎌田執行部において監事の大役を仰せつかりました冲津です。 

細井元会長、市川前会長のもとで、それぞれ生涯研修・医療管理の理事 

を務めさせていただきましたが、再度監事という役職で執行部の一員と 

して、君津木更津歯科医師会の為に微力ながら尽力する所存であります。 

 これまでの監事の役職と異なり、長谷部監事と約半分づつ常設委員会 

の会合に参加し、各理事や委員長の先生方とより良い歯科医師会活動に務めなくてはなら
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ず、これまで以上に多くのことを勉強していかなくてはなりません。新法人に移行してま

だ十分に、その運営に習熟しているとはいえないなかでの役職であり、会員の先生方のご

指導とご協力をいただき、任期である２年間を努めていきたいと思います。長谷部監事共々 

宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 監事  長谷部猛 

 この度、鎌田執行部にて監事を仰せつかりました長谷部です。 

法人の制度が変わり、会計監査の役割も従来にも増して責任ある 

仕事であると思われます。そんな大役をお任せ下さった、鎌田会長ならびに会員の皆様の 

不安感あふれる眼差しを一身に浴びつつ、二年間真面目に務める所存です。よろしくお願

いいたします。 

 

 

総務担当理事  古谷隆則 

この度、新しい鎌田執行部の総務担当理事として歯科医師会運営 

のお手伝いをすることになりました。いままで市川前会長の下で 

2期の理事を経験させ頂きやっと少し理事会・歯科医師会の仕事が 

わかり始めたところでの総務の役はとても大きな責任を感じます。 

鎌田会長はじめ前執行部からのメンバーが多いことを心の支えにさせて頂き、自分なり

の姿勢で会務に努めたいと思いますのでよろしくお願いします。 

  

会計担当理事  小松利典 

この度、会計担当理事を拝命することとなりました小松です。 

本年度より、総務会計委員会が独立分離し、それぞれ総務委員会 

と会計委員会になりました。 

一般社団法人となりましてから会計業務も複雑になってきており、 

正直、知識不足で天を仰いでばかりおりますが、総務の古谷先生、ならびに、各担当理事

の先生方と足並みを揃え、鎌田執行部を盛り上げて行きたいと思っております。力不足の

理事ですが 2年間よろしくお願いいたします。 

また、君津木更津歯科医師会の先生方、御指導御鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 
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生涯研修担当理事  熊切 篤 

  

 思いもかけず続けての生涯研修を担当させていただくことになりま 

した。 7月の委員会では和田雅彦委員長はじめ、新しく委員に加わっ 

ていただきました大島晃先生、大御覚先生にも早速ご指摘いただきました。 

少しでも皆様にとって臨床に役立つ内容をと思っております。 

 12 月の講習会では潜在患者さんが非常に多く、医科受診時には重症化していることが多

い糖尿病について、歯周病との関連を千葉市開業の三辺正人先生よりご講演いただきまし

た。 

 来年度以降も私達任期中の開催を考慮しまして 4月開催、従来の 12月開催を予定中です。  

地元の仲間の先生方と同じ情報を共有する時間を、楽しんでいただきたいです。 

これからの 2年間、たくさんのご指摘、ご助言をいただけますようお願いいたします。 

 

 

社会保険担当理事  河野礼由公 

この度、鎌田会長より社保担当理事の大役を仰せつかりました、河野です。 

責任の重さに身の引き締まる思いです。 

 歯科界は、来院患者数、診療報酬の減少が叫ばれ久しくなります。 

このような中で、社保委員会の大きな役割は、会員の先生方に正確な情報を 

出来るだけ早く伝えることと考えております。 

会員の先生方のお役に少しでも立てるよう微力ながら頑張りたいと思います。 

今後とも諸先生方のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

  

   

地域保健医療担当理事  水町 裕義 

このたび、地域保健委員会の理事を拝命した水町です。今期より委員会 

再編に伴い、県歯に合わせ地域保健医療委員会と産業保健委員会の両方の 

事業を担当することとなりました。   

歴代の理事の先生方や委員の先生方のご尽力により、事業のノウハウは 

確立されているとはいえ、広範囲になりますので諸先生方のお力をお借り 

することになると思います。 

委員長の山中太郎先生とともに、ご指導ご鞭撻とご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。 
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学校歯科保健担当理事  茂田圭弘 

このたび、君津木更津歯科医師会学校保健担当理事に就任いたしま 

した茂田です。学校歯科保健といいますと委員会としてはやはり主行 

事である健歯児童・生徒審査会をしっかりと行うことを最初の目標と 

し、焦らず、着実に委員会としての活動を行っていきたいと思います。 

また小学校、中学校、高校と各ステージにおいて歯、口腔内の検診、 

歯科的な指導を行い、歯、口腔の健康づくりをサポートしていこうと思います。 

また口腔内を検査することにより、その児童の家庭環境を把握し、虐待、ネグレクト等

の早期発見ができれば児童を守ることもでき、今後の生活指導に役立っていくのではない

かと思います。 

日常生活において、適切な健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康、安全で

活力ある生活を送るための基礎が養われるように手助けをしていきたいと思っております。 

何分理事職は重責であります。学校保健の委員の先生方、また歯科医師会会員の皆様の協

力が必要です。至らない点が多々あるとは思いますが全力で頑張っていきたいと思います。

どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

障がい福祉・特殊歯科担当理事  鶴岡隆行 

 

この度、鎌田執行部のもとで特殊歯科委員会、障がい福祉委員会の理事 

に就任させていただきました鶴岡です。 

古谷理事の時の福祉委員会で委員長として勉強させていただきましたが、 

なにぶん今回は理事ということで、うまくやれるのかどうか不安です。 

障がい福祉委員会もしかりです。しかしながら、どちらの委員会におい 

ても、委員の先生方が私よりも経験豊富な方々が揃っておりますので、困った時には、い

ろいろと教えていただきながら、各行事が滞ることのないように一生懸命頑張りたいと思

います。 

会員の先生方におかれましては、２年間、なにとぞ寛容の気持ちで見守っていただきご

協力お願いいたします。 
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医療管理担当理事  鈴木みちよ 

この度、医療管理委員会の理事に就任いたしました。これまで 

漫然と委員会に属していた私にとっては、理事の大役が果たせるか、 

不安ですが、すでに会長、副会長、専務、各理事、監事の先生、 

これまでの医療管理理事の先生方からいろいろご指導、ご協力いた 

だき感謝しております。 

会員の先生にご迷惑をかけないようできる限り努力したいと思っております。当委員会

では休日診療当番医等、会員のご協力が欠かせません。どうぞよろしく御指導、御鞭撻の

ほどお願い申し上げます。 

 

              

広報調査担当理事  神 由紀彦 

 

この度、広報担当を引き続きやらせていただくことになりました。 

今期はホームページの充実を目指し、皆様に少しでも有益な情報を 

お届けしたいと思います。ご意見・ご指導の程よろしくお願い致します。 

 

 

 

「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
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平成２５年６月２２日（土）午後４時３０分より東京ベイプラザホテルにて第２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鎌田誠副会長の開会の辞により始まり、点呼 

において会員総数１４２名中、出席者４９名、委任状提出者４４名、計９３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、今月で任期を終了される市川昇会長の挨拶の後、執行部一任の声により中村 

幸成先生が議長に選任され、議事録署名人には小竹和己先生、門田秀夫先生が選任さ 

れ以下の報告がされた。 

報告  

（１）事業報告  専務理事 原比佐志先生 

    平成２４年度事業報告 

（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  成川芳明先生 

（４）監査報告   監事   砂川直俊先生・椎津裕貴先生 

    監査会（平成２５年６月１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。なお、平成２４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２５年度事業報告の承認を求める件 

  原比佐志専務理事より各委員会の実施事業が説明され、出席者多数が同意により 

定款１８条（出席した当該会員の議決権の過半数の同意をもって行う）の条件を満た 

し可決決定した。 

第２号議案 平成２５年度収支決算の承認を求める件 

  青木浩芳総務会計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３号議案 平成２４年度貸借対照表及び付属明細書の承認を求める件 

  青木浩芳総務会計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４号議案 平成２４年度損益計算書及び付属明細書の承認を求める件 

  青木浩芳総務会計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 

第 2回定時総会 
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件を満たし可決決定した。 

第５号議案 役員改選に関する件 

  ６月１５日（土）の臨時総会において会長候補者に承認された鎌田誠先生及び 

１２名の理事候補者、２名の監事候補者が一人一人紹介された。総会休憩の間に緊急の 

理事会が開催され鎌田誠新会長が選任された。 

  総会再開の後、すべての候補者の就任が出席者多数の同意により定款１８条の条 

件を満たし承認された。また、県歯代議員には鎌田誠先生・山口延善先生・原比佐志先 

生の就任が承認された。 

第６号議案 選挙管理委員の承認を求める件 

  鎌田誠先生より加藤和幸先生・椎津裕貴先生・山口究先生が指名され、総会にお 

いて承認された。 

第７号議案 運営細則の一部変更に関する件 

  鎌田誠副会長により説明があり、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。 

協議は特になく議長解任の後、山口延善副会長の閉会の辞により総会は終了した。 

また、総会終了後市川前会長への記念品及び感謝状が贈呈された。 

                                   松清 均記  

 

 

 

 

 

 

平成 25年 11月 30日（土）午後 4時より、鴨川市の鴨川グランドホテルにおいて、南総

五郡市役員協議会が開催されました。 

当番郡市である安房歯科医師会専務理事・黒野秀樹先生の司会進行のもと、吉川貴之副

会長の開会の辞により始まり、出口晃会長の挨拶の後、来賓である県歯会長・斎藤英生先

生、連盟会長・砂川稔先生、国保組合理事長・山口誠一郎先生より、ご挨拶をいただきま

した。 

議長として当番郡市、出口会長が選出された後、各郡市よりの出席者が紹介され、協議

へと移りました。事前に提出されていた協議事項として、 

当郡市より、 

・今後の南総五郡市協議会について 

・福祉共済について 

他郡市より 

・ホームページの運用について 

南総五郡市役員協議会 
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・警察嘱託歯科医について 

・災害発生時の体制について 

・問題患者の情報共有について 

・口腔保健条例について 

・学校歯科医について 

以上の事項に対して、各郡市担当理事から、現況が報告され、また県歯斎藤会長からの

ご意見もありました。今後の協議会の存続に関しては、他郡市では現在の形態で継続して

いくべきという意見が大多数でした。 

次期当番郡市である当歯科医師会への引継ぎ後、吉川副会長の閉会の辞をもって 2 時間

余りにわたる協議会は終了しました。 

その後、場所を移し懇親会が開催され、お酒を酌み交わしながら親睦を深めました。 

さて、次回は当郡市が当番となります。今年の流行語大賞にもなった「おもてなし」の

気持ちで他郡市の先生方をお迎えしたいと思います。 

                                 神 由紀彦記 
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平成２５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１３日（木）に君津教育会館において行われました。 

 小学校３９校６８名、中学校３１校５９名、親子２組４名、高齢者１４名の参加があり

ました。同時に図画、ポスター、8020 運動普及標語の審査を行い、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。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、審査において順位付けは大変だったようです。高齢者の部では

例年よりかなり多くの参加があり激戦でした。 

 その後、「いづみ」にて懇親会を行いました。君津健康福祉センター長の中川様にお越し

いただきました。 

  

 

審査結果は以下のとおりです。 

 

健歯の部 

 順 位 学 校 名 氏 名 

小
学
生
の
部 

男
子 

１位 （君）南子安小学校 小澤修人 

２位 （君）北子安小学校 泉 容仁 

３位 （木）八重原小学校 小柴隼人 

女
子 

１位 （木）久留里小学校 松本萌里 

２位 （木）木更津第一小学校 緒方早姫 

３位 （袖）平岡小学校 加藤優希 

中
学
生
の
部 

男
子 

１位 （木）畑沢中学校 鈴木太一 

２位 （君）小糸中学校 細野奏真 

３位 （木）木更津第二中学校 植村修也 

女
子 

１位 （君）小糸中学校 野村 遥 

２位 （君）周西中学校 三浦春美 

３位 （木）久留里中学校 緒方 萌 

 

図画の部（小１～３） 

順位 学 校 名 氏 名 学 年 

１位 （木）八幡台小学校 小倉爽楽 ３年 

２位 （富）飯野小学校 荒川 凛 ３年 

３位 （袖）長浦小学校 磯部巧実 ３年 

健歯児童・生徒審査会 
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ポスターの部（小４～６） 

順位 学 校 名 氏 名 学 年 

１位 （袖）平岡小学校 安崎紀杏 ６年 

２位 （袖）長浦小学校 酒井俊輔 ６年 

３位 （木）八幡台小学校 飯田 博 ４年 

 

  

ポスターの部（中学生） 

順位 学 校 名 氏 名 学 年 

1位 （君）清和中学校 東 萌菜 ２年 

２位 （君）周南中学校 三澤悠衣 ３年 

３位 （富）天羽中学校 神子紗穂 ３年 

 

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 勝又功悦 ８１ 

２位 木更津市 河野國隆 ８０ 

３位 君津市 和氣久子 ８０ 

４位 木更津市 松葉博子 ８０ 

木更津市 山田美佐子 ８０ 

木更津市 黒川年男 ８６ 

木更津市 神部玲子 ８２ 

富津市 藤崎秀三郎 ８０ 

袖ヶ浦市 柳井トモヱ ８０ 

袖ヶ浦市 本田麗子 ８０ 

袖ヶ浦市 村松幸代 ８１ 

袖ヶ浦市 村松桂一 ８１ 

袖ヶ浦市 星野菊枝 ８０ 

袖ヶ浦市 勝呂正男 ８８ 

 

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 藤浪絵里香・宗矢 

２位 木更津市 福田 真里・娃奈 
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８０２０運動普及標語  

小学校の部 

順位 標 語 学 校 名 学年 氏 名 

１位 おおわらい むしばのないは じまんのは （木）畑沢小 ２年 佐久間汐里 

２位 かみしめる 喜びいっぱい キレイな歯 （君）松丘小 ６年 亀田安加里 

３位 はっはっ歯！明るい笑顔はきれいな歯から （袖）蔵波小 ５年 齊藤実来 

中学校の部 

順位 標 語 学 校 名 学年 氏 名 

１位 手間一瞬 幸せ一生 歯の手入れ （木）木更津第二中 １年 キガ ミチコ 

２位 まぶしいな いつもにっこり 笑顔の歯 （君）周南中 ２年 但野恵太 

３位 歯磨きは いつやるか 食後でしょ （富）大貫中 ３年 髙橋友莉 

４位 元気な歯 すてきな笑顔 ハミガキで （袖）長浦中 １年 菅 七海 

 

一般の部 

順位 標 語 住 所 氏 名 

１位 年老いて 私の自慢 8020 袖ヶ浦市 箭内政信 

２位 白い歯は すてきな笑顔 ２割増し 木更津市 寺田陽美 

３位 良く噛んで たべたら磨くを モットーに 富津市 本山昭三 

作文の部 

順位 題 名 住 所 氏 名 

１位 「孫達との約束…歯を口から出さないでね!!」 袖ケ浦市 岡田康 

 

                                   山中太郎記 
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平成 25年度 健歯児童・生徒表彰式 

〈千葉県教育長賞受賞者〉 

小学校男子 小澤修人（君津市南子安小学校） 

小学校女子 松本萌里（君津市立久留里小学校） 

中学校男子 鈴木太一（木更津市立畑沢中学校） 

中学校女子 野村 遥（君津市立小糸中学校） 

〈千葉県歯科医師会長賞〉 

小学校男子 泉 容仁（君津市北子安小学校） 

小学校女子 緒方早姫（木更津市立木更津第一小学校） 

中学校男子 細野秦真（君津市立小糸中学校） 

中学校女子 三浦春美（君津市立周西小学校） 

 

平成 25年度 千葉県歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 審査結果 

〈千葉県歯科医師会長賞〉 

中学校の部 東 萌菜（君津市立清和中学校） 

 

平成 25年度 高齢者のよい歯のコンクール 第 2次審査結果 

〈千葉県知事賞〉 

木更津市 勝又功悦 

 

平成 25年度 千葉県歯・口の健康啓発作文コンクール 第 2次審査結果 

〈千葉県歯科医師会長賞〉 

袖ケ浦市 岡田 康 

 題名 「孫達との約束…歯を口から出さないでね!!」 
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敬老・祝賀・忘年会 
平成 25年度君津木更津歯科医師会「敬老・祝賀・忘年会」が 12月 7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 

高木大和先生、大澤憲二先生、和田勝先生、今井香樹先生 

2. 表彰受賞者紹介 

   中村幸成 先生   千葉県教育功労者表彰  

   大塚  潔 先生   国保功労連合会理事長表彰 

  中島規男 先生   国保功労連合会理事長表彰 

   釼持  恒 先生   国保功労連合会理事長表彰 

  林  正弘 先生   国保功労連合会理事長表彰 

  椎津裕貴 先生   国保功労連合会理事長表彰 

  大溝隆史 先生    学校歯科医功労者表彰 

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 

斎藤英生先生  千葉県歯科医師会会長 

  山口誠一郎先生 千葉県歯科医師国保組合理事長 

  砂川稔先生   千葉県歯科医師連盟理事長     千葉県歯科医師会会長・斎藤英生先生 

  森岳様     浜田靖一衆議院議員秘書             

5. 乾杯 

高木大和先生   

6. 中締め  

市川昇前会長              勝呂泰樹記 

61名の出席者があった本会は盛会裏に終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 鶴岡担当理事（左）山口誠一郎国保組合理事長（中）勝呂泰樹委員長  



17 

 

 

 

 

 

平成 25年 12月 15日午後 3時より東京ベイプラザホテルにて、三辺正人先生（千葉・文

京通り歯科クリニック）をお招きして、今年度第 2 回生涯研修講習会『糖尿病と歯周病の

医科歯科連携促進を目指して―歯周医学の見地からみた歯周治療の最新の考え方―』が開

催されました。 

冒頭まず今回の講演の結論として「歯科のエンドポイントが全身の健康につながってい

ることが明らかになってきている」との言葉から話を始められた。歯科は 50年以上の長き

にわたり口腔内で完結していたが、現在では全身との関連を示すエビデンスが次々に明ら

かとなっており、その中でも糖尿病は歯周病-歯周組織炎、咀嚼機能不全-との相互関係が明

らかになった疾患であり、糖尿病の第 6の合併症であり、かつ第 6のリスク因子であると。 

歯周病は P.g菌などを起因とする慢性感染性炎症疾患であることに間違いはないが、さら

に生活習慣の観点からメタボリックドミノと呼ばれる症状、疾患群の中におかれた場合、

リスク評価・診断は、今の歯周病検査診断では不十分であり、歯科以外とのコミュニケー

ションが取れない、共通言語の欠如状態である。病態の説明、咀嚼機能の数値化、指導処

置の内容、リコール間隔の設定など、どういう言葉、データ、データ変換を採用するのか

エビデンスの蓄積が必要であると。 

歯周基本治療は、糖尿病に劇的効果を表しはしません。しかし繰り返すことにより、投

薬で得られる血糖値HbA1cの下降の一部に相当する効果が得られ、それは糖尿病療養指導

の充実につながると。従来の指導から気づかせる健康教育へ変化がもたらされると。 

さらに、歯周病は真に感染症か？あるいは栄養関連性二次疾患？という提唱がされまし

た。栄養食事と歯周病の関連ですが、日本ではこれからの分野として紹介されました。微

量栄養素、ビタミン、ミネラル、抗酸化、抗糖化、食順、歯根膜刺激と消化管ホルモンな

ど。食事と糖尿病の周囲に歯周病が入ると、メタボリックシンドロームの中での立ち位置

が、今までよりはっきりしはじめるのでしょうか。 

最後に繰り返しですが、歯科のエンドポイント（演者の言う）は、全身の健康に貢献し、

医科歯科連携を進めるには、さらなる共通言語をもって臨み情報を共有し、それをもって

社会に情報を発信できると。                     大御 覚記 

 

 

 

生涯研修講習会 
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11 月 7 日（木）に袖ケ浦市保健センターにおいて口腔ガン検診が行われました。当郡市

では平成 21年度より 1年ごとに袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市の順で行われました

ので 2 回目となります。袖ヶ浦市民の方々の関心は高く、募集して 4 日で定員に達したそ

うです。あいにくの雨模様にも関わらず開始 1 時間ほど前から受診者の方が集まりはじめ

ました。2次検診医の千葉大学の丹沢秀樹教授、肥後盛洋先生、君津中央病院の渡邉俊英部

長も早く来ていただいたため、開始時間を繰り上げ 8 時 15 分から開始致しました。10 時

過ぎまで待ち時間もほとんどなくスムーズでしたが、1 次待合に 20 名程お待ちになってい

たため、急きょ私も 1次検診に加わりました。 

受付では「何ですぐに締め切ってしまうのか？」「毎年行ってもらえないのか？」など袖

ヶ浦市の職員の方に詰め寄る場面もあったようですし、アンケートでも好意的なものばか

りで、行政を動かす力となればと考えております。費用は歯科医師会持ちですが、次から

の袖ヶ浦市での口腔がん検診は行ってはいただけないようです。 

（ちなみに木更津市では平成 25年 7月に国保いきいきフェスタ内のイベントの一環として、

また来年度からは毎年行っていただけるとのことです。予算も木更津市がすべて負担して

いただけます。君津や富津では、袖ケ浦と同様に今後継続的に行われるかは現在のところ

不透明です。） 

 懇親会では丹沢教授より「（中医協の委員として会議に出ているが）周術期の口腔ケアを

行うと、細菌数より菌の種類が変わることで 15～20％の方は確実によくなっている。2 割

弱では現場の医師の実感としては弱い印象となるが、地道に行っていく必要があるでしょ

う。」渡邉部長より「中央病院でも院内で半年で 100人程周術期における口腔ケアを行って

いるがいい結果が出ているので、これを地域にも広げていきたい。」とのお話がありました。 

 今回お手伝いいただいた先生方、並びに袖ヶ浦市の先生方にはご協力いただき誠にあり

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。来年度は木更津

市で行いますのでどうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

詳細は以下のとおりです。 

・受診者 175名 欠席 12名 

・年齢、性別 

 
～30 31～40 4１～50 51～60 61～70 71～80 8１～ 

男性 0 1 5 3 29 14 4 

女性 0 10 10 26 56 16 1 

 

 

口腔がん検診（袖ケ浦市） 
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・紹介状 6名（すべて君津中央病院宛） 

平成２５年度袖ケ浦市口腔がん検診 紹介状内訳 

年齢 性別 傷 病 名 担当医 

66歳 男 右頬粘膜部嚢胞（粘液） 丹沢 

69歳 女  下口唇咬傷 丹沢 

68歳 女 左舌側縁部腫瘍の疑い 丹沢 

59歳 女  舌尖部 Hyperplasia 丹沢 

67歳 女  両側顎関節症 渡邉 

43歳 女 右下８智歯周囲炎 渡邉 

 

    口腔がん検診アンケート集計結果      

（１）「口腔がん検診」をお知りになったのは（複数回答有） 

 （１６６）袖ケ浦市広報、  

（ ０ ）公民館等のポスター、  

（ ４ ）市役所のホームページ 

（ ２ ）知人の紹介、  

（ ５ ）その他⇒市からの案内状、連絡 ３ 妻から紹介２           

（２）「口腔がん検診」を受けられた理由は？（複数回答有り） 

（ ８０ ）口の中のがんが心配だった。  

（ ５２ ）口の中に気になる場所があった。 

（ １０ ）大学の先生が診てくれるから。 

（ ２１ ）かかりつけ医とは別の先生の意見を聞きたかった。 

（ ６４ ）日頃から検診を積極的に受けるようにしているから。 

（ １７ ）その他 ⇒初めてだったので８名、  よい機会だから４名、 

 知人が若くして口腔がんで亡くなったので 

歯槽膿漏で苦労したので 

前立腺がん、胃がんの治療を受けたので 

抜歯をしたのでタイミングがよかったので                         

（３）また「口腔がん検診」があれば、受けたいですか？ 

（１６７）受けたい 、 （０）受けたくない、 （６）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。（複

数回答有） 

（１１０）毎年 、（４５）2年に 1回、（２）それ以上の間隔 、（１７）わからない 
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（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。（複数

回答有） 

（８１）無料（７４）５００円、（３６）１０００円（４）１５００円 

（５）２０００円、（２）わからない その他、いくらでも可 2名 

（６）その他 

丁寧に、親切に説明、接していただきありがとうございました等 35名より好意的なコメン

トを頂きました。                          水町裕義記 
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平成 25年７月４日（木）上総モナーク CC似て安房歯科医師会幹事の下、三郡市ゴルフコ

ンペが開かれました。当日はスタート時雨のち曇りの中優勝は当郡市の和田先生でした。

以下その結果を報告します。 

         OUT  IN  G    H.C   NET 

優勝  和田勝   45 ・47 ・92 ・22.8 ・69.2 

準優勝 渡辺孝雄  46 ・46 ・92 ・20.4 ・71.6 

3位  渡辺哲弘   41 ・45 ・86・13.2 ・72.8 

B.G  加藤和幸    37 ・36 ・73 

 

10 月 3 日（木）南市原 GC にて市原歯科医師会幹事の下、晴天の中開かれました。今回の

優勝者も当郡市の市川先生でした。タラバをゲットしてご満悦でした。 

以下その結果を報告します。 

         OUT  IN  G    H.C   NET 

優勝  市川 昇  46 ・44 ・90 ・24.0 ・66.0 

準優勝 鎗田四郎  48 ・47 ・95 ・26.4 ・68.6 

3位  小竹和巳    44 ・50 ・94・24.0 ・70.0 

B.G  加藤和幸    38 ・41 ・79 

 

 

 

 

 

 

 

 

          和田勝先生                 市川昇先生 

                              

 

 地曵貞二記 

 

 

三郡市ゴルフコンペ 
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2013年 9月 5日 天候：雷・大雨のち晴れ 

ニュー南総カントリークラブにて 13 名の会員と安房からの参加 1 名の 14 名で楽しくプレ

ーする予定で AM8：00頃集合したが、敷地内に 2回雷が落ちクラブ内にベルが鳴り響きキ

ャディーは悲鳴をあげる異常事態となり「今日は中止にしませんか」と和田先生からお話

があったのですが、スタートの AM9：07になると、雷・大雨は止み薄日が差してきたので、

降ったり止んだりだと思うがやりましょうとスタートしたらまた、雷と大雨でとんだゴル

フコンペになってしまいました。 

昼食後の後半は良い天気になりスコアーは個人差がありましたが、中止にせずプレーをし

て良かったと幹事としては思っています。 

結果は以下の通りです。 

         OUT  IN  G    H.C   NET 

優勝  渡邉和彦  44 ・40 ・84 ・10 ・74.0 

準優勝 加藤和幸  39 ・37 ・76 ・0  ・76.0 

3位  和田勝    50 ・45 ・95 ・17 ・78.0 

B.G  加藤和幸   39 ・37 ・76                 渡邉和彦先生             

 

12 月 12 日（木）アクアラインゴルフにて私たちが幹事になって 2 回目のコンペが行われ

た。 

前回は、激しい雷雨の中のプレーでしたが今回は晴天で 12月にしては 12℃とゴルフ日和と

なり幹事としては大変ほっとしています。 

最近、若い先生が 1人も入会して来ないので年々平均年齢が上がっています。 

年会費も無く、毎回の参加費も 2000円位でリーズナブルに出来ますので若い先生、又近頃

参加していないと思っている先生も大歓迎です。 

是非、参加して歯科医師会の大事な事、親睦をはかっていきましょう。 

結果               OUT   IN   HOCP   NET 

優 勝 高橋千晶    51    57     38       70 

準優勝 渡邉和彦    40    46     13       73 

3 位   山中洋一    46    42     11       77 

B・B  市川 昇    47    53   12       88 

B・G  加藤和幸 渡邉和彦                髙橋千晶先生（左）と高木大和先生 

加藤先生や他の先生達の不調もあり生涯初のベストグロスに名前を載せる事が出来ました。 

私自信、大変嬉しく思っています。                  渡邉和彦記 

芝 楽 苦 会 
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渡辺 和彦 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 12月 12日 アクアラインゴルフにて 

 

 

 

 

 

  

 

 

11月 13日（水）19：00より雀荘潮見にて麻雀大会が行われました。 

昨年は、うなぎの高騰で夕食のメニューを寿司にしましたが不評の為今年はうなぎに戻す

事にしたのですが、地元の老舗 瓜庄が店をたたんでしまい津多屋さんにお願いし、会費よ

り高いうなぎを美味しくいただく事になりました。 

12名と少ない人数でしたが、例年以上に熱戦が繰り返されチャンピオンが決定いました。 

私は、不調で 2回戦・3回戦と上位進出の目のないメンバーが集まった席でしたので、溜

息やぼやきの多い中静かにやらさいていただきました。 

来年は、上位で麻雀をさせていただきます。 

結果は以下の通りです。 

優勝   地曳 貞二   15P  完全優勝 

準優勝  中村 幸成   11P  総得点上位 

3 位   藤井 一夫   11P 

4 位   鈴木 芳則    9P 

5 位   原 比佐志     7P 

B・B    砂川 直俊    5P 

 

                                                                    渡邉和彦記 

麻 雀 大 会 
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平成 25年 9月 4日 PM7：00～ 

君津アイビーボウルにて 47名参加。毎年見る顔はうれしいものである。 

常連のチームに混ざって椎津ファミリーが参加してくれた。緊張していたが、だんだん解

れてきて楽しそうにボウリングをしていたので少しホッとする。 

今年は、女性が凄かった。どのチームも女性が引っぱっている様である。 

来年は、男性頑張れ！！ 

9月開催という、初めてのケースでしたが大勢集まってくれてありがとうございます。 

パーティーにデザートを頼み忘れて、少し寂しかったね。 

結果は以下の通りです。 

個人  

男子優勝  渡邉和彦   女子優勝  鹿島かおり 

チーム戦 

   優勝    鎌田 Aチーム   準優勝   砂川 Aチーム 

   3 位    渡辺 Bチーム   4 位    小竹チーム 

   5 位    渡辺 Aチーム   6 位    砂川 Bチーム 

   7 位    渡辺 Cチーム   8 位    鎌田 Bチーム 

   9 位    加藤チーム    B.B賞   山口チーム 

   B.M賞   椎津チーム 

来年もみんな集まってね。新しいチーム是非参加して下さい。               渡邉和彦記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボ ウ リ ン グ 大 会 
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理事会報告 

第 5回理事会 

                             

         平成 25年 6月 29日(土） 

  八幡屋 午後７時 30分～ 

一. 開会 山口副会長 

二. 挨拶 鎌田新会長 

     各担当理事へご協力のお願い 

三. 報告 

 １．健歯児童生徒審査会                  6月 13日（木） 

 ２．親と子のよい歯のコンクール              6月 13日（木） 

 ３．高齢者のよい歯のコンクール              6月 13日（木） 

                        以上 1～3  水町理事 

 ４．君津市介護保険運営協議会               6月 13日（木） 

                               原専務 

 ５．第 3回地域医療支援病院委員会             6月 14日（金） 

                               鎌田会長 

 ６．広報調査委員会                    6月 15日（土） 

    10名出席 第 71号会報の校正等            神理事 

 ７．第 2回定時総会                    6月 22日（土） 

                               原専務 

 ８．社保小勉強会                     6月 22日（土） 

                               河野理事 

 ９．第 152回代議員会                   6月 23日（日） 

                               原専務 

 10. いきいきフェスタ口腔がん検診準備委員会        6月 26日（水） 

    受診者数 125名予定                  小松理事 

 11. 木更津警察署警察官友の会総会・理事会・懇親会     6月 27日（木） 

                               山口副会長 

 12. 馬来田小フッ化物洗口事業説明会             6月 28日（金）  

                      鎌田会長・原専務・冲津監事・髙野先生 

四． 協議 

 １．新理事紹介 

 ２．新役員の人選について 
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 原専務理事 

 ３．委員会委員の人選について 

 原専務理事 

 ４．平成 25年度 7月以降の日程について 

 原専務理事 

 ５．委員会の役割分担について 

 原専務理事 

 ６．新入会員について（ほたる野歯科医院 第２クリニック） 

 古谷理事   石渡千紗先生 入会承認 

 ７．生涯研修講習会について 

 熊切理事  12月 7日 糖尿病・歯周病関連の講習会予定 

 ８．いきいきフェスタ口腔がん検診について（7/7） 

 小松理事 各担当の最終確認 

五. 閉会 砂川副会長 

 

第６回理事会 

         平成 25年７月 24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 

      国保いきいきフェスタの御礼 

      石井みどり氏当選について 

三. 報告 

 １．医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフ倶楽部）        ６月３０日（日）） 

   原専務、渡邉和彦先生参加                原専務 

 ２．君津木更津歯科医師会報 71号発行             ６月３０日 

                               神理事 

 ３．第２回愛児園摂食嚥下指導                ７月 ４日（木） 

   郡市より 6名参加                    鶴岡理事                             

 ４．第４回国保いきいきフェスタ in木更津（君津中央病院）   ７月 ７日（日）  

                               水町理事 

 ５．県歯合同委員会                     ７月１１日（木） 

                               原専務 

 ６．生涯研修委員会（田園）                 ７月１７日（水） 

                               熊切理事 

 ７．役員挨拶回り                      ７月１８日（木） 
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                               原専務 

 ８．第 112回臨時組合会（千葉県歯科医師会館）        ７月１８日（木） 

成川先生 

 ９．会館運営委員会（割烹 松立）              ７月２３日（火） 

                               山口副会長 

 10. 富津市健康づくり推進協議会（富津市役所）        ７月２４日（水） 

椎津先生 

 

 

四． 協議 

 １． 生涯研修講習会について（12/7） 

   熊切理事 

   12月の講習会の講師は、千葉市開業の三辺
み な べ

先生に依頼（糖尿病と歯周病の関連） 

 ２．社保小勉強会について 

   河野理事 

 

五. 閉会 山口副会長  

 

 

 

第７回理事会 

                             

         平成 25年 9月 7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．医療管理委員会                      7月 31日（水） 

     9 名出席                       鈴木理事                            

 ２．特殊歯科委員会                      8月 7日（水） 

                                鶴岡理事 

 ３．会長専務会議                       8月 8日（木） 

    今後は、千葉歯報の表紙写真は郡市持ち回りで担当してもらう 

                                鎌田会長・原専務                            

 ４．木更津市健康づくり推進協議会               8月 8日（木） 

                                山口副会長 
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 ５．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）8月 26日（月） 

    健歯児童・生徒審査会での優秀な図画・ポスターの 4市小中学校への配布依頼 

                                神理事 

 ６．コ・デンタルスタッフセミナー               9月 4日（水） 

    47名の参加                       鶴岡理事 

 

 

四． 協議 

 １． 袖ヶ浦市口腔がん検診について（11月 7日） 

    水町理事  打ち合わせは 10月 16日に変更 

 ２．麻雀大会について  

    鶴岡理事  11月 13日 雀荘潮見 午後 7時より 会費 3000円 

 ３．南総五郡市役員連絡協議会について（11月 30日） 

    古谷理事 9月 20日までに協議題を提出する。 

 ４．生涯研修講習会・敬老祝賀忘年会について（12月 7日） 

   来年度検討事項資料配布予定 

   熊切理事 鶴岡理事 

 ５．年末年始休日診療について 

   鈴木理事 

 ６．君津愛児園見学者受け入れについて 

   原専務理事 

 7．郡市研修旅行について 

  鶴岡理事  2~3月位に日帰りで行う予定 

 ８．社保小勉強会について 

  河野理事 10月 26日 午後 7時より予定。講師は須藤正明先生 

 ９.その他 

「第 2次健康きさらづ 21食育推進部会」講演会 成川先生に依頼 

五. 閉会  

 

 

第８回理事会 

                             

         平成 25年 10月 5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 
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  斎藤英生県歯科医師会会長の事故・怪我の状況について 

三. 報告 

 １．社保委員会（田園）                     9月 11日（水） 

    出席 16名                        河野理事  

 ２．千葉市生涯研修講演会（千葉市総合保健医療センター）     9月 11日（水） 

                                 熊切理事 

 ３．会計委員会（会館）                     9月 18日（水） 

    一年に 2回程度開催予定                  小松理事 

 ４．平成 25年度郡市社会保険担当者連絡協議会（県歯）       9月 19日（木） 

                                 河野理事 

 ５．第 153回臨時代議員会（県歯）                  9月 26日（木） 

                                 山口副会長 

 ６．第 96回連盟評議委員会 （県歯）               9月 26日（木） 

                                 砂川副会長 

 ７．平成 25年度木更津市防災会議（木更津市役所）         9月 26日（木） 

                                 長谷部監事 

 ８．平成 25年度 君津市総合防災訓練（南子安 八重原小学校）   9月 28日（土） 

                                 原専務理事 

 ９．富津市介護保険運営協議会                  10月 2日（水） 

                                 熊切理事 

 

四． 協議 

 １． 袖ヶ浦市口腔がん検診について（11月 7日）           水町理事 

    打ち合わせを 10月 16日に行う。 

 ２．南総五郡市役員連絡協議会について（11月 30日）         原専務理事 

 ３．麻雀大会について (11月 13日)                  鶴岡理事 

 ４．社保小勉強会について（10月 26日）               河野理事 

 ５．袖ヶ浦市社保勉強会について（10月 31日）            河野理事 

 

 ６．生涯研修講習会・敬老祝賀忘年会について（12月 7日）      熊切理事 

 ７．口腔ケアの病診連携について                   古谷理事 

 ８．会員名簿発行について                                           神理事 

 ９．その他  沖津監事 君津市の年末年始休日診療の担当について 

五. 閉会 山口副会長  

第 9回理事会報告 
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平成 25年 10月 30日(水） 

  八幡屋 午後７時 30分～ 

一. 開会  山口副会長 

二. 挨拶  鎌田会長 

      年末年始の休日診療の時間が医科に合わせて 9：00～12：00に変更 

三. 報告 

 １．平成 25年度摂食・嚥下指導症例検討研修会（県歯）    １０月 ６日（日） 

                              冲津監事 

 ２．平成 25年度富津市総合防災訓練（富津小学校）      １０月 ６日（日） 

                              水町理事 

 ３．袖ヶ浦市口腔がん検診打ち合わせ（八幡屋）       １０月１６日（水） 

                              水町理事 

 ４．君津警察署 刑事実戦塾                 １０月１７日（木） 

       原専務理事・高橋晃先生出席           原専務理事 

 ５．平成 25年度郡市災害対策担当者連絡協議会（県歯）    １０月１７日（木） 

                              鈴木理事 

 ６．障がい福祉委員会                   １０月２３日（水） 

  委員長は成川芳明先生に決定               鶴岡理事 

 ７．第３回君津愛児園摂食嚥下指導 （君津愛児園）     １０月２４日（木） 

歯科医師 2名・歯科衛生士 2名見学           鶴岡理事 

 ８．千葉県学校歯科保健大会（県歯）            １０月２４日（木） 

                              熊切理事 

 ９．君津木更津医師会主催「日医認定産業医研修会」     １０月２５日（金） 

               （東京ベイプラザホテル）   水町理事 

 10．社保小勉強会（会館）                 １０月２６日（土） 

    「電子レセプト完全義務化についての対応」講師：須藤正明先生 29名の出席  

                               河野理事 

 11. 口腔ケアに関する勉強会                 １０月２９日（火） 

    君津中央病院歯科口腔外科主催 

      原専務理事・古谷理事・水町理事出席  

四． 協議 

 １． 袖ヶ浦市口腔がん検診について（11月 7日）      水町理事 

    １９２名受診予定 

    袖ケ浦市役所にて９時より開始  集合７時３０分 

  ２．麻雀大会について (11月 13日)            鶴岡理事 

    雀荘「潮見」  １９時３０分より予定 
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 ３．南総五郡市役員連絡協議会について（11月 30日）    鶴岡理事 

    集合時間・場所の確認 

 ４．生涯研修講習会（12月 7日）  熊切理事 

  【演 題】糖尿病と歯周病の医科歯科連携促進を目指して 

     ―歯周医学の見地からみた歯周治療の最新の考え方― 

  【講 師】三辺 正人 先生 （千葉市開業） 

  敬老祝賀忘年会について（12月 7日）   来賓の席順等  鶴岡理事 

 ５．木更津市防災協定について               鎌田会長 

 ６．県立高校学校医推薦について              茂田理事 

 ７．君津中央病院周術期口腔ケア事業について        古谷理事 

 ８．理事会報告のための広報委員の同席について        神理事 

   早めの情報伝達のための手段として委員を同席し、報告記事を作成する。 

 ９．その他 

   木更津市校医の変更の件                山口副会長 

    請西小学校・真舟小学校の校医について 

五. 閉会 砂川副会長 

 

第 10回理事会報告 

                            

君津木更津歯科医師会 

         平成 25年 12月 4日(水） 

  八幡屋 午後７時 30分～ 

 

○入会希望者（今村健朗先生）の紹介、及び挨拶          古谷理事 

 

 

一. 開会                            砂川副会長 

二. 挨拶                            鎌田会長  

理事会報告の会員への可及的速やかな伝達について 

三. 報告 

 １．袖ヶ浦市社保講習会（袖ヶ浦市役所）            10月 31日（木） 

    会員より１７名参加                   河野理事 

 ２．袖ヶ浦市口腔がん検診（袖ヶ浦市健康センター）       11月 7日（木） 

    １７５名受診、うち６名に紹介状             水町理事 

 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 10日（日） 

    式典 山口副会長、歯科相談 山中太郎先生        山口副会長 
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 ４．富津市防災会議(富津市役所)                 11月 12日（火） 

    防災マニュアル（修正案）                熊切理事 

 ５．麻雀大会（雀荘 潮見）                  11月 13日（水） 

    参加１２名                       鶴岡理事 

 ６．国保組合支部長連絡協議会（県歯）             11月 14日（木） 

赤字基調による来年度の保険料引き上げ、         鎌田会長 

積立金の取り崩し、事業の見直しを予定  

 ７．介護保険全体会議（医歯薬会館）              11月 15日（金） 

                                原専務理事 

 ８．「木更津市要保護児童対策地域協議会」代表者及び      11月 15日（金） 

   実務者（合同会議）会議 （木更津市役所）         鈴木理事 

    ネグレクト家庭の理解と援助の講演 

 ９．生涯研修講習会（八幡屋）                11月 16日（土） 

 10．医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）        11月 17日（日） 

                               原専務理事 

 11. 平成 25年度第 2回木更津市防災会議（木更津市役所）    11月 19日（火） 

    木更津市防災計画素案                 山口副会長 

 12. 警察歯科医会総会・講習会（県歯）            11月 28日（木） 

    警察歯科医６名出席                  原専務理事 

 13. 木更津看護学院第 62回生 戴帽式             11月 28日（木） 

    ４０名戴帽式                     砂川副会長 

14. 南総五郡市役員協議会（鴨川グランドホテル）       11月 30日（土） 

                              古谷理事 

 15. 君津健康福祉センター講演会（君津健康福祉センター）   12月 1日（日） 

    糖尿病と歯周病の関係について             原専務理事 

 

四． 協議 

 １． 新入会員（今村
いまむら

健朗
けんろう

先生）について              古谷理事    

    入会の承認 

  ２．君津市学校医推薦について                  原専務理事 

 ３．生涯研修講習会・敬老祝賀忘年会について（12月 7日） 

   ・講師謝礼金額について 役割分担予定確認          熊切理事 

   ・敬老・祝賀・忘年会進行予定                鶴岡理事 

 ４．年末年始休日診療について                   鈴木理事 

 ５．社保講習会・新年会について（1月 25日：土 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル） 

    役割分担など                       河野理事 
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 ６．「第 2 次健康きさらづ 21 食育推進部会」講演会（1 月 23 日：木 木更津市立中央公民館）                                                  

長谷部監事 

   講師：成川先生 長谷部先生 

 ７．医療管理講習会（2月 22日：土 会館）         鈴木理事 

 ８．医療連携における講演（2月 14日：金 君津中央病院） 

   講師：青木先生 

 ９．会員旅行について（3月 13日：木 東京スカイツリー）  鶴岡理事 

 10. その他 

 ・食後のはみがきについて、歯科医師会としての統一見解  鎌田会長 

    ・周術期口腔機能管理の君津中央病院との連携         鎌田会長 

    ・平成２６年３月２０日、県歯と厚労省との社保講習会  河野理事 

     ３月２４日非会員向け、３月２６日（予定）会館にて伝達講習会 

    ・防災協定の件                    小松理事 

五. 閉会                            山口副会長 
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池田
い け だ

貴
たか

裕
ひろ

先生 

 はじめまして、今年度君津木更津歯科医師会に新規入会させて頂き 

ましたグリーン歯科医院、池田貴裕と申します。 

 出身地は神奈川県横浜市、卒業大学は日本大学松戸歯学部です。卒業 

後は、町田市ナカガワ歯科、鹿嶋市タナカ歯科、松戸市三国歯科 

にて勤務しておりました。日本大学松戸歯学部口腔免疫学講座にて 

研究員をしております。歯科医療の早い進歩に遅れをとらないよう日々精進しております。 

趣味は、釣りと車です。釣りは、最近行けてないですが、海釣りによく行っていました。

車も同様に最近行けてないのですが、袖ケ浦のサーキット場に車を走らせにいっておりま

した。 

 木更津に来て約 10年になります。その間にさまざまな方と出会い木更津の魅力をたくさ

ん感じさせていただき、また地域のつながりが大事ということを実感させて頂きましたの

で、これから君津木更津歯科医師会の地域医療活動、福祉活動等に参加し諸先輩方と地域

貢献ができればと考えております。 

 若輩者ではございますが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

グリーン歯科 

〒292-0055 木更津市朝日 3-10-19ジャスコ木更津店 2階 

TEL0438-20-2334 FAX0438-20-2334 

 

 

石渡
いしわた

千紗
ち さ

先生 

この度入会させて頂きます、医療法人社団 史祥会ほたる野歯科 

医院第２クリニックの石渡千紗です。 

私は、鶴見大学を卒業後、臨床研修医経て、開業医にて勤務を行い 

ました。そこで、一般歯科から小児歯科など多くの経験をし、 

安心して治療を受けていただくための配慮や心構えを養いました。 

平成２１年より、ほたる野歯科医院にて勤務を開始し、平成２５年６月より、第２クリ

ニック開院に伴い勤務をしております。 

新入会員紹介 
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一般歯科・小児歯科・口腔外科・インプラント・審美歯科・予防意識を高めるための 

リコールシステムを行っています。そして、治療中に保育士がお子さんをお預かりするこ

とで、安心して治療を受けて頂けます。また、本院では、往診・矯正歯科、循環器内科医

との連携で鎮静下でのオペなど幅広く診療しています。 

常に目指しているのは、患者さんの目線に立った、質の高い治療を提供することです。 

そうすることで、一人ひとりの患者さんに尽力したいと考えています。 

これからも、諸先生方のお力添えを頂きながら、地域医療に貢献したいと思っています。 

  

医療法人社団 史祥会 ほたる野歯科医院 第 2クリニック  

〒292-0065 木更津市吾妻 243-1 

TEL0438-38-6771 FAX0438-38-6776 

     

 

 

今村
いまむら

健朗
けんろう

先生 

初めまして、このたび入会させて頂きます今村歯科医院の 

今村健朗です。卒業した神奈川歯科大学の付属病院で研修医終了後、 

横須賀の歯科医院で七年間お世話になっておりました。以前より 

開業するなら実家のある富津市上総湊でと心に決めており、 

三人兄姉の末っ子で独り身のため誰の反対も無くすんなり決まり、 

医院も地元の山々を望める自分好みの形にできました。 

診察室から見える山の木々の紅葉も終わり寒くなってきましたが、温かい四名の職員（時

に厳しい）に恵まれ、私の幼少期を知る患者さんも受診されこれからの診察にも力が入り

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、色々な活動に参加し 

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、ご鞭撻のほどを宜しくお願い申し上げます。 

 

今村歯科医院 

〒299-1617 富津市売津 153-1 

TEL0439-67-8070 FAX0439-67-8077  
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中野健先生（木更津市） 

     平成 25年 8月 7日閉院 

 

 

 

 

 

 

  早いものでもう新しい一年がやってきます。  

 君津木更津歯科医師会にも新しい風が吹きました。  

 歯科業界も厳しいとはいえ、世の中の高齢化がどんどん進み、 

ご高齢の患者様も増え、疾患を抱えた方など多岐にわたる要求が増えることと思いま

す。先輩の諸先生方の教えを受け継ぎ、真摯に勉強をかさね、若手や新人ががんばら

なければならない時代の始まりと痛感しております。  

  季節も、そして歯科業界も「冬来たりなば春遠からじ」でございます。  

  とはいえ、まだまだ寒い日が続きます。  

諸先生方、どうぞお身体をご自愛くださいませ。  

                                  野村光子記 

  

 

会員の動向 

編 集 後 記 


