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君津木更津歯科医師会 会長 山口延善 

６月６日の第６回臨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、浅学菲才ですが誠心誠意 

をもって会務にあたりたいと思います。 

また、原、神副会長、小松専務理事、以下多くの優秀な先生方 

に快く役員を引き受けていただきありがたく、また心強く思っ 

ています。 

さて、安倍首相になり、アベノミクスで株価も上がり、見かけの経済は好転しているよう

ですが、私たちには実感できていません。 

その上、今回の歯科医師連盟の政治資金規正法違反事件により、平成 18 年度の診療報酬改

定時と同様に来年度の診療報酬改定には悪い影響を与え歯科医業の経営も大変厳しいもの

になると思われます。    

君津保健医療圏における人口は現在 33 万人ですが、５年後には 31 万人程になり過疎化

が進み、人口構成も 65 歳以上の人口が３割を超え、超々高齢社会になるようです。その上、

歯科医師国家試験合格者数も今年は 2,000 人強でしたが、将来的には 1,500 人になるとも

予想されております。このような状況の中、当会の会員数は今後確実に減少していき高齢化

も進むと思われ、会の事業を行なう上でマンパワーの不足、会費収入の低下（第７回定時総

会にて会費収入の減少を緩やかにする為、終身会員の資格付与条件の見直しをしていただ

きましたが）、行政も財政難により負担金減少の方向であり会の収支も悪化が予想されます。

公益目的支出計画はあと 5 年で終了しますが、その後公益事業比率 50％以上を維持して社

会的信用力があり、税制優遇措置が充実している公益法人に移行していくのか、公益事業を

大幅に縮少、見直して一般法人として会員親睦を主にしていくのか、会員諸兄のご指導、ご

意見をいただきながら将来の会の方向性を考えなくてはならないと思います。 

最後になりますが、君津木更津歯科医師会の伝統である会員の和と団結の精神を持って

会務を執行していこうと思いますので会員諸先生のご指導ご協力をお願いします。 

役員就任の挨拶 
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副会長  原 比佐志      

昨今の我が国において中央政府は行政改革の名のもと、地方 

行政に多くの事業を移譲しております。その結果として、市町 

村においては財政面の負担と事業の増加による業務の煩雑化が 

起こり、当会に対しては補助金の削減と各市から要請される会 

議等の増加に繋がっております。 

私としては、多忙である会長の職務をできる限り減じてゆくのが、 

今期の副会長の職務と考えております。皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

副会長  神 由紀彦 

このたび、副会長を拝命しました。山口会長からお声をかけ 

ていただいたとき、「青天の霹靂」とはこのようなことなのかと、 

ただただビックリしました。しかしながら引き受けた以上は会 

務に目を配り、気を配り、また会員の皆様に心配りができるよう 

やっていきたいと思います。不相応な役職ですが、分をわきまえ、 

より信頼される君津木更津歯科医師会の組織作りに貢献できるよう 

努力します。叱咤激励のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

専務理事  小松利典  

この度、専務理事を拝命することとなりました小松です。 

正直、私の様な者がこのような大任をはたして務めることがで 

きるのかという不安と恐怖しかないのですが、おひき受けした以 

上、覚悟を決めて頑張っていく所存であります。 

知識・経験不足で天を仰いでばかりおりますが、各担当理事の 

先生方と足並みを揃え、山口新執行部を盛り上げて行きたいと思 

っております。 

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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監事  砂川直俊 

この度、 監事に就任させていただくことになりました 

砂川です。 

 私は袖ヶ浦市で開業して以来、 満 2３年になります。 

初めて学術担当理事に就任したころ 若手と呼ばれていた 

のがついこの間のように思い起こされますが あれから 

１０数年が過ぎ今の若手の先生に囲まれ 自らの時代と比べ 

各担当理事の先生の有能な会務の運びを八幡屋の隅で感心してみております。 

今回、市川執行部で監事を務めて以来 二度目の監事として会務に従事する機会 

を与えていただきました。 歯科界を取り巻く環境が厳しさを増している今この時

に、 監事の大任を力不足ではありましょうけれども粛々と果たさせていただきた

いと思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

監事  長谷部 猛 

この度、再度監事を仰せつかりました長谷部です。 

皆様からお預かりした会費が、適正に使用されるよう目を光ら 

せて参りたいと存じます。また皆様におかれましては、ご多忙の 

こととは存じますが会の運営に対するご理解、ご協力を頂けます 

よう、よろしくお願いいたします。硬い挨拶で恐縮ですが、監事って 

こんなイメージですよね。二年間、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、山口延善会長の下で総務担当理事として歯科医師会の 

お手伝いをすることになりました。山口会長はじめ前執行部から 

のメンバーが多いことはとても心強く感じます。 

前執行部から引き続き総務担当なので、自分の担当だった課題 

がそのまま宿題でまだ続いています。また今期は南総五郡市役員 

協議会の当番という大きな行事もあるため、前回より少しは多く 

仕事をしていると見られたらいいと思います。微力ではありますが 

会務に貢献できるように努力して任期を務めたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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会計担当理事  水町裕義 

このたび会計委員会の理事を拝命した水町です。平成 20年 12 月 

1 日に公益法人改革関連三法が施行され、移行手続きは新法施行の日 

から 5 年以内に完了していなければならず、それまでに移行しない 

特例民法法人は解散したものとみなされるため、市川執行部のご尽力 

により県下歯科医師会の先陣を切って、一般社団法人君津木更津歯科 

医師会は平成 24 年 4 月 1 日に設立されました。 

一般社団法人が移行認可の申請をする場合は、公的目的支出計画を 

作成しなければならず、計画の期間中（当会は、平成 32 年 3 月 31 日までの 8 年間）は計画通

りに事業を行う必要があります。大きく変更する場合には医療整備課に変更届の提出が必要と

なるため、会計としては公的目的支出額が 535 万円～583 万円になるよう注意しなければなり

ません。 

現在 3 年程経過しているところで責任重大ですが、前任者の小松先生や市川先生をはじめ諸

先生方にご指導を仰ぎながらになることと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

生涯研修担当理事  河野礼由公 

この度、生涯研修委員会担当理事を担当させていただくことと 

なりました。非才、浅学で会員の先生方のお役に立つような研修、 

講習会が実施できるか不安でありますが、委員の先生方、会の先生 

方のお力添えを賜り職務を遂行してまいりたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

社会保険担当理事  勝見雅也 

このたび、山口執行部のもとで社会保険担当理事に就任させて 

いただきました勝見です。前執行部にて社会保険委員会委員長を 

務めておりましたが、今期より理事という大役を務めさせていた 

だくこととなり、より一層の精進をしなければならないと思って 

おります。 

歯科界を取り巻く環境が日に日に悪化していく中、正確なレセプ 

ト請求のみならず、症状、所見、検査結果、治療方針、予後等の詳細 

なカルテ記載を求められるようになっています。また、患者様への文書提供や処置明細書の
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発行など診療行為以外の事務作業は増加していく傾向にもあります。 

会員の先生方がより効率よく診療ができるように、微力ではありますが頑張りたいと思

います。不慣れなため至らぬ点も多々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。 

 

 

地域保健医療担当理事  熊切 篤 

地域保健を担当させていただきます。 

引き継ぎ資料の段ボールのあまりの多さから、前任理事の先生方の 

ご負担は相当なものと感じました。機材運搬の負担も集中しています。 

いくらかでも改善できるとよいなと思いました。会館への荷物整理も 

落ち着き、高齢者健診、口腔がん検診、企業健診、訪問診療依頼など 

打ち合わせも先方より入ってきます。まだ口腔がん検診の予定がない状況 

でしたが、袖ヶ浦市での実施可能性が現実味を帯びてきました。 

行事に出動していただく委員会の先生方や皆さまのおかげで、会としての事業が運営さ

れていることを改めて感じます。続投委員長の山中先生に助けていただきながら任期を務

めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

学校歯科保健担当理事  柳川 剛 

この度、君津木更津歯科医師会の学校保健委員会の理事に就任 

いたしました、柳川剛です。 

理事就任前に委員長として少し、今年度・昨年度の健歯児童・ 

生徒審査会のお手伝いをさせていただきました。しかし今回はその 

委員会の担当理事ということで、私にこの大役をしっかり務めること 

ができるのか、とても不安でいっぱいです。前任の茂田先生はじめ、 

執行部の先生方、歯科医師会の先生方からのご指導ご協力いただければ幸いです。 

至らない点や、ご迷惑をおかけする事も多々あるかとは思いますが、この２年間少しなが

ら勉強させていただいた経験を基に、精一杯務めさせていただきたいと思います。 
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障がい福祉担当理事  成川芳明 

障がい福祉を担当する事になりました成川です。特殊歯科委員会 

での障がい児・者の摂食嚥下に対する活動を引き継ぐ形で、今年度 

独立した委員会となりました。 

千葉県歯科医師会は平成 14年度より君津木更津歯科医師会の協力 

を得て、きみつあゆみ園に対する摂食・嚥下指導を行ってきましたが、 

平成 25年度より完全移管となり、君津木更津歯科医師会の単独事業と 

なりました。平成 27年の摂食・嚥下指導からは、保護者からの希望により愛児園園児全員

の給食時の摂食・嚥下状態のスクリーニングと指導も加わったので、毎回の指導園児総数が

従来の 7～8名から、５０名近くにになりました。参加してくださる指導医先生方の負担は

増加しておりますが、委員会では本事業のますますの重要性を感じております。 

10 年前、千葉県下で歯科医師会が摂食・嚥下指導を行う施設はきみつあゆみ園（現きみ

つ愛児園）を含めてもわずか 3施設でしたが、現在では 7施設までになりました。県歯で行

う摂食嚥下講習会・講演会へは医療・介護・保育・教育関係者の参加が増え社会全体の関心

の高さの現れだと考えております。当歯科医師会でも大学からの講師を招聘した講習会の

他に、郡歯の会員が講師となって、君津郡市の医療関係者や保育士を対象とした講習会を開

催し、多数の参加を頂いております。今後の障がい福祉委員会の活動にご協力と御理解を宜

しくお願い致します。 

 

 

特殊歯科担当理事  勝呂泰樹 

今期特殊歯科医院の理事に就任させていただきました。 

まだ歯科医師会でも入会歴の浅い私で、皆様にご迷惑を 

おかけすることもあるとおもますが、宜しくお願い致します。 

 特殊歯科委員会の仕事として、会員、スタッフの親睦を 

深めるボウリング大会、会員の同士の親睦を深める会員研修 

旅行、麻雀大会、最後に会の今年１年をしめくくる忘年会など 

の開催があります。会員皆様が、楽しめる会、出席してよかったと思っていただける 

よう、今後もいろいろな企画をたてていこうと考えております。 

 この君津木更津歯科医師会が盛り上げることは、会員同士の親睦からだと私は思っ 

ております。少しでもその切っ掛けが作れればと。是非入会して日の浅い先生方も会や

イベントに出席してみてください。 

 最後に、特殊歯科の理事として委員会メンバーの先生のお力をお借りして頑張ってい

きたいと思います。会員の先生皆様方もご協力の程宜しくお願い致します。 
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医療管理担当理事  鈴木みちよ 

山口会長のもと、医療管理委員会理事を担当いたします。 

二度目の担当委員会ということで考えるところも多く、その重責 

を感じております。執行部に迷惑をかけないように努力いたします。 

また会員の先生方、ご指導・ご鞭撻・ご協力の程、お願い申し上 

げます。 

 

 

広報調査担当理事  高野孝治 

この度、山口執行部のもとで広報調査担当理事をさせていただく 

ことになりました高野です。前執行部では広報調査委員会で委員長 

を務めておりましたが、今期より理事を拝命し身の引き締まる思い 

です。担当理事として前任から引き継いだ仕事をしっかりこなし、 

また広報調査委員会として迅速で正確な情報の発信をしていきたいと 

思っております。不慣れなもので至らぬ点も多々あるかと思いますが、 

二年間精一杯務めさせていただきますので、ご指導、ご鞭撻の程よろしく 

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

「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 27 年 7 月 5 日（日）に木更津市民を対象に 

「第 6 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。あいにくの雨模様なの 

かヤツルギのショーがないのかわかりませんが、全体 

来場者は 800 名と例年より少なめでしたが、口腔がん 

検診は 153 名の応募でキャンセルはいつもの半分程で昨年より多い 146 名の受診となりま

した。 

昨年の反省も踏まえ木更津市役所の地曵さんが受付順の番号振り分けや進行を示すボー

ドを作って下さったり、時間毎の定員を変更したり、当日受付を不可とするなど待ち時間を

減らす工夫と中央病院の看護学生のお手伝いもあるのと歯科医師会からは前執行部メンバ

ーを中心に 1 次検診者も全員経験者を配置したため、昨年より少人数のご協力で、受診者

は昨年より多くてもおおむね、スムーズに行うことができました。 

反省会で 丹沢教授より「2 回目、3 回目の受診者が増え流れもスムーズになっているよ

うです。1 人前癌病変に近い人がいました。今後ハイリスクで長期管理が必要な方がおられ

たり、住民の方へ関心を持ってもらうためにも今後もぜひ継続して頂きたいと思います。今

回ＢＰ製剤服用者に対して外科処置は中央病院へ歯科治療はかかりつけ歯科へ紹介状を書

くことができました。病診連携を深めていきたいです。」とのお言葉を頂きました。 

今回で国保いきいきフェスタは終了とのことでしたが、市長も現場を視察し小松専務が

必要性を説明しご理解を頂けたと思うのですが、来年度以降口腔がん検診が行われるかど

うかはわかりません。 

最後になりましたが、山口執行部となって初の対外行事が無事に終えることができまし

たのも今回お手伝いいただいた先生方のおかげです。誠にありがとうございました。前委員

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 

 

 

 

 

 

 

口腔がん検診  

「第 5 回国保いきいきフェスタ in 木更津」 
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結果は以下のとおりです。 

 

全体来場者数 800 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 6 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 153 名、欠席 7 名、当日受付なし 計 146 名 

・初回 120 名 、２回目 17 名 、3 回目 8 名、4 回目 1 名 

・年齢、性別 

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

男性 1 3 4 １５ 22 2 47 

女性 ４ 6 １0 45 33 １ 99 

・紹介状 18 名 君津中央病院宛 15 名 一般歯科 3 名 

平成 27 年度木更津津市口腔がん検診 紹介状内訳 

年齢 性別 傷 病 名 担当医 

66 歳 女 舌カンジダ症疑い 丹沢 

78 歳 女  左舌側部腫瘤、白板症様変化 丹沢 

62 歳 女 ＢＰ製剤内服中Ｐ、Ｃ４ 丹沢 

67 歳 女  舌咬傷の疑い 丹沢 

76 歳 女  左舌根部腫瘤 丹沢 

48 歳 女 両側舌根部白板症 丹沢 

67 歳 男 両側下顎隆起 丹沢 

76 歳 女 上口唇良性腫瘍 丹沢 

69 歳 女 舌炎 丹沢 

62 歳 女 ＢＰ製剤服用中Ｐ 丹沢 

65 歳 女 舌尖部異和感、下顎前歯部叢生の治療依頼 丹沢 

69 歳 女 右下中切歯鋭縁、両側下顎隆起 丹沢 

67 歳 男 右側頬粘膜部腫瘤 肥後 

59 歳 女 左側舌腫瘤 肥後 

68 歳 女 左側口蓋部潰瘍 肥後 

73 歳 男 左側舌側縁部腫瘤 肥後 

53 歳 女 左頬粘膜腫瘤 渡辺 

65 歳 女 右耳下腺部腫脹精査 渡辺 
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 口腔がん検診アンケート    回収 146 

（１）「口腔がん検診」をお知りになったのは（複数回答有） 

 （124）木更津市広報（3）房総ファミリア（10）知人の紹介 

（3）公民館等のポスター（4）市役所のホームページ（ ６ ）その他 

（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。 （49）口の中に気になる場所があった。 

（16）かかりつけ医とは別の先生の意見を聞きたかったから。 

（41）日頃から検診を積極的に受けるようにしているから。  

（9）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？ 

（132）受けたい（ 0 ）受けたくない（ 13）わからない（1）その他 

（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。 

（97）毎年 （29）2 年に 1 回 （3）それ以上の間隔 （17）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。 

（複数回答有） 

（64）無料（44）５００円（37）１０００円（1）１５００円（3）２０００円（3）その

他 

（６）その他、ご意見等あればご記入下さい。 16 名より意見有 

16 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。近所でもして

ほしい。大学の先生が診てくれたので安心度が増した。かかりつけ以外の先生から診てもら

えてよかった。等 

以下に過去の口腔がん検診実績数もあわせてご報告申し上げます。 

 

口腔がん検診実績の推移  

       

実施年度 実施市町村 応募者数 
受診者数 欠席者数 紹介状発行数 定員数により、 

申込を断った数 (受診率） (欠席率） （精検発生率） 

平成 21 年度 袖ケ浦市 141 人 
115 人 26 人 2 

  
81.6% 18.4% 1.7% 

平成 22 年度 木更津市 227 人 
199 人 28 人 16 

 
87.7% 12.3% 8.0% 

平成 23 年度 君津市 145 人 130 人 15 人 9   
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89.7% 10.3% 6.9% 

平成 24 年度 富津市 200 人 
180 人 20 人 14 

  
90.0% 10.0% 7.8% 

平成 25 年度 

木更津市 
125 人 

121 人 4 人 14 
  

国保いきいきＦ 96.8% 3.2% 11.6% 

袖ケ浦市 193 人 
175 人 18 人 6 

41 人 
90.7% 9.3% 3.4% 

平成２６年度 

木更津市 

148 人 

138 人 10 人 8 応募者数には当

日受付 15人を

含む 
国保いきいきＦ 93.2% 6.8% 5.8% 

平成２７年度 
木更津市 

153 人 
146 人 7 人 17 人  

10 人 
国保いきいきＦ 95.4% 4.6% 11.6％ 

   
    

    

       

 

 

 

 

 

 

 

１０月１７日、午後５時～午後７時、医歯薬会館３階大

教室に於いて、平成２７年度第一回医療管理講習会を開

催しました。講師には日本大学松戸歯学部、保存修復学講

座、平山聡司教授をお迎えし、「日常臨床に生かす接着修

復―接着の基礎と臨床応用―」という内容でご講演をい

ただきました。 

 コンポジットレジン修復は、毎日の診療で行わない日

はないのではないかと言うくらい私たち歯科医師にとっては大変身近な診療です。しかし

接着修復材料が急速に進化しており、我々術者側の知識や技術が追い付いていかないケー

スも少なくありません。 

 「歯を出来るだけ削らないで審美的に治す」というＭＩの概念に基づいたクオリティーの

高いコンポジットレジン修復を提供できるよう、日々、学術的・技術的研鑚を行う必要があ

ります。そのための窩洞形成・接着の基本概念と予後に大きな影響を与える操作法について

再確認し、また実際の臨床例も多く提供していただき、すぐに役立つポイントやコツをわか

平成 27 年度 第 1 回医療管理講習会 
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りやすくご教授していただきました。休憩なしの２時間でしたが、短くも感じられるほど内

容の濃いご講演でした。 

 今回の講演で得た知識で患者様からの信頼を高め、患者様との心の接着が得られるよう

努力していこうと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木みちよ 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月９日（木）会員研修旅行、日帰りバス旅行に会員 １７名参加で行ってまいりまし

た。天候にも恵まれ、スケジュールどおりの日程で観光を行うことができました。 

まず、最初に観光に訪れたのは、横須賀の三笠公園内にあります、「記念艦 みかさ」の

見学です。昼食を、横須賀海軍カレー本舗でカレーを食べ、その後今回の旅行の目玉である

「横須賀軍港めぐり」に行ってまいりました。船に乗りながら軍港を見学するというもので

す。残念ながら米軍の空母「ロナルドレーガン」は出港していて 

見ることは出来ませんでしたが、イージス艦などのさまざまな 

軍艦などを見ることができ、私自身も貴重な体験ができました。 

次に場所は横浜のキリンビアビレッジに移り、ビール工場の見学 

会員研修旅行 
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をいたしました。工場内では麦芽の香りが充満しており、最後の 

ビールの試飲は皆さんに満足していただけたかと思います。夕食はビール工場内のスプリ

ングバレーブルワリーというレストランで、ビールを堪能しながら、会員同士の親睦を深め

ました。 

最後にご参加いただいた先生方、ありがとうございました。来年もまた会員研修旅行が 

ありますので、今回参加出来なかった先生方も、是非参加の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

勝呂泰樹 記 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１２月５日（土）、平成２７年度第二回生涯研修講習会が東京ベイプラザホテ

ルにて開催されました。今回は講師に日本歯科大学リハビリテーション多摩クリニック 

須田牧夫先生をお招きいたしました。 

「高齢者に必要な歯科対応」～歯科医師に求められていることとは～ 

という演題で約２時間３０分先生が日々の臨床において行われている訪問診療の総論から

一部各論において多くの症例スライドを使いながら訪問診療・認知症患者さんへの対応な

どについて講演していただきました。 

 講演会は神副会長の開会に続き、山口会長より挨拶をいただき講習会開始となりました。 

近年、我が国日本国は高齢社会、超高齢社会を叫ばれるようになり久しくなります。日々の

臨床においても多少の地域差があるにしても高齢者の患者さんが明らかに増加しておりま

す。また、軽度・重度を問わず認知症の患者さんの受診も多くなりました。そのような患者

さんに対応するために現在、国や各地方自治体において「新オレンジプラン」、「地域包括ケ

アシステム」など超高齢社会、認知症患者さんへの対応準備が進んでおります。 

このような社会情勢の中、我々も「歯科」の専門家として高齢者、認知症患者さんへの対応

方法について準備する必要性があることを深く認識させていただく講習内容になっており

生涯研修講習会 
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ました。今回の講習会の内容は必ずや国が進めている「歯科」の在り方に今後非常に役立つ

内容であったと思いました。 

お忙しい中、講師を快くお引き受けいただき、貴重なご講演をお勤めいただきました須田

先生に心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

河野礼由公 記 

 

 

 

   

敬老・祝賀・忘年会（平成 27 年 12 月 5 日） 

 

平成 27 年度 君津木更津歯科医師会 敬老・祝賀・忘年会が 12 月 5 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。 

中村武仁先生の司会で、以下のように進行いたしました。 

 

１．敬老会員出席者紹介 

磯貝 昇 先生 ・ 高橋千晶 先生 ・ 大澤憲二 先生 

 

２．表彰受賞者紹介 

市川 昇 先生  千葉県知事表彰（口腔保健事業功労） 

安達弦太 先生  千葉県教育長表彰（学校健康教育功労） 

山口延善 先生  千葉県教育長表彰（学校健康教育功労） 

飯島俊一 先生  千葉県国民健康保険団体連合会理事長表彰（国保功労） 

大野清美 先生  千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労） 

金 明培 先生  千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労） 

青木浩芳 先生  千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労） 

 

敬老・祝賀・忘年会 
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３．会長挨拶 

山口延善 先生    君津木更津歯科医師会会長 

 

４．来賓紹介・挨拶 

斉藤英生  先生  千葉県歯科医師会会長 

宮吉正人  先生  千葉県歯科医師連盟会長 

山口誠一郎 先生  千葉県歯科医師国民健康保険組合理事長 

浜田靖一  先生 （代理 秘書 近藤司 様）衆議院議員 

 

５．乾杯 

大澤憲二   先生 

６．閉会の挨拶 

原 比佐志  先生  君津木更津歯科医師会副会長 

 

2 時間にわたる本会は盛会裏に終了いたしました。 

 

 

 

 

 

                          一等当たっちゃいました！ 

 

 

 

 

中村武仁 記 

 

 

 

 

   

平成 27 年 7 月 8 日 PM7：00～ 

君津木更津歯科医師会ボウリング大会 君津アイビーボウル 

長梅雨でもう 10 日以上晴天を見ていない。今日も残念ながら雨です。 

50名 12 チームの会員の先生やスタッフ家族が集まってくださり PM7時に山口会長の始球

ボ ウ リ ン グ 大 会 
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式で今年も年に１度みんなが楽しみにしている大会がスタートしました。 

緊張した空気で始まったがスタッフがストライクやスペアを出すと黄色い歓声があちこ

ちで上がり始め和やかに真剣にゲームが進んでいった。２ゲームといえど、この大会でしか

投げていない多くの先生やスタッフには後半結構腕や足に疲労が出ている様で投げ終わっ

た先生達が、だいぶばてていたので来年はゲームを少し考えてみようかと思っています。例

えば、チーム戦をダブル２戦にして２名で交互に２ゲームを投げるなど力量や体力を少し

これからは考えていかなければならないと思っています。又、日程も７月の第２でやって来

たのですが農協（第 2 水曜定休）やディジョン（第 2 火曜定休）の休みと重ならない第 3 週

にもっていこうかと考えています。 

今回会員 1 人で参加したくれた先生にはありがたく思っています。また、チームで参加

してくれた先生方には本当に感謝しております。初参加の柳川先生は第 8 位と頑張ってく

れました。又、スピーチも上手でビックリしました。そして、今年はなんとアベレージ 201

というハイスコアーを出してくれた鎌田弘毅先生あっぱれでした。女子チャンピオンの川

嶋朱美さんみごとでした。和やかなパーティーも集合写真でお開きになりました。楽しい時

間をありがとうございました。 

お土産をたくさん持って雨の中帰路につきました。来年もいろいろ企画します。楽しみに

していて下さい。 

 

結果は以下の通りです。 

チーム戦        スコア― 

優 勝 鎌田 A チーム  1257                山口会長の華麗なフォーム 

準優勝 渡辺 A チーム  1211                  

3  位 砂川 A チーム  1127 

4  位 砂川 B チーム  1084 

5  位 山口チーム   1056 

6  位 小竹チーム   1050 

7  位 渡辺 B チーム  1016 

8  位 柳川チーム    965          

9  位 加藤チーム    933 

10  位 鎌田 B チーム   888 

B・B  佐久間チーム    873 

B・M  渡辺 C チーム   824 

個人優勝 

男子 鎌田弘毅        401 

女子 川嶋朱美（砂川チーム） 34 

渡辺和彦 記 
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２７年１１月１１日（水）19：00 より雀荘潮見にて麻雀大会

が行われました。参加者は連絡のあった１２名で準備を進めて

いたが、もう２名の先生が当日参加するつもりで麻雀に来て下

さいました。しかし４の倍数でないと麻雀はスタート出来ない

ので、２人の先生にはお茶でも飲んでゆっくりしていただき、 

１２名でスタートしました。 

楽しく笑う声が響く中、１・２回戦の競技麻雀が進んで３回戦になると上位を狙える先生

たちは熱がこもって打っているが、狙えない先生たちは和気あいあいとしたピリピリしな

い麻雀になってしまいました。 

結果は２回戦で大量点を挙げた砂川先生が他を寄せ付けず優勝しました。おめでとうご

ざいます。そして麻雀名人の水野先生がブービー賞に輝きました←「記事にしたら来年幹事

やらねぇーぞ！」（本人弁） 

すみません、来年も幹事と審判部長よろしくお願いします。 

 

結果は以下の通りです。 

優勝   砂川直俊   １２Ｐ   

準優勝  安達弦太   １１Ｐ   

3 位   末吉弥和   １０Ｐ 

5 位   細井系太郎     ９Ｐ 

7 位   山口延善    ７Ｐ 

B・B    水野信義     ５Ｐ 

 

                                                               渡邉和彦 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻 雀 大 会 
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・安房歯科医師会主催  南総ゴルフコンペ 

平成 2７年７月９日（木）上総モナーク CC にて安房歯科医師会幹事の下、南総ゴルフコン

ペが開かれました。当日は開催も危ぶまれるほどの悪天候でしたが、参加者のみなさんは合

羽を着て、何とか１８ホールを回り切りました。そんな悪コンディションの中、優勝は安房

の中嶋先生、準優勝は安房の出口会長と安房歯科医師会のワンツーフィニッシュでした。以

下その結果を報告します。 

 

              OUT   IN   GROSS   HDCP   NET 

優勝  中嶋正良  45     44     89      18.0     71.0 

準優勝 出口 晃  46    44     90      15.6     74.4 

３位  町山岳史  46    42     88      13.2     74.8 

Ｂ．Ｇ 加藤和幸   39    41     80 

 

高野孝治 記 

・市原歯科医師会主催 南総ゴルフコンペ 

平成２７年１０月１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。 

今回の優勝者は当郡市の市川先生でした。賞品は 

市原歯科医師会お得意の北海道海産物、タラバガニ 

をゲットしてご満悦でした。市川先生はたしか以前 

もタラバガニ持って帰りませんでしたっけ？ 

以下その結果を報告します。 

 

              OUT   IN   GROSS   HDCP   NET 

優勝  市川 昇  47    48    90     28.8     66.2         

準優勝 出口 晃  45    53    98      31.2     66.8 

３位  中原和徳   53    49    102     33.6     69.0 

Ｂ．Ｇ 浅野裕之   45    41    86 

 

南総ゴルフコンペ 
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高野孝治 記 

 

 

 

   

 

 

・平成２７年９月１０日  

すいません、前幹事からの悪い流れが断ち切れません。朝から大雨です！ロイヤルスター

ＧＣにて開催予定の芝楽苦会ゴルフコンペは、前夜から降りしきる雨のため集合後の話し

合いにより、今回は中止となりました。ただ一組だけ、レストランで談笑する仲間たちに温

かく見守られながら、プライベートということで合羽着てスタートして行く物好きな三人

組がいました。まぁ…僕の結果は散々でしたけどね。 

 

 

 

 

 

 

高野孝治 記 

・平成２７年１２月１０日 

12 月 10 日（木）鹿野山ゴルフ倶楽部にて私たちが幹事 

になって 2 回目のコンペが行われました。前回は激しい雨で 

の中止となりましたが、今回は晴天で 12 月にしては暖かな 

絶好のゴルフ日和となり、前幹事からの悪い流れが断ち切れ 

芝楽苦会ゴルフコンペ 
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て大変ほっとしています。 

今回は優勝、準優勝のスコアが同ネット、同ハンディのため年長者優先ということで、小

竹先生が優勝となりました。原先生、残念！ 

         白鳥   天神  GROSS  HDCP   NET 

優 勝 小竹和巳    45    43     88       15.6    72.4 

準優勝 原 比佐志   44    44     88       15.6    72.4 

３位   市川 昇    44    43     87       14.4  72.6 

B・B  山口延善    47    49   96       18.0  78.0 

B・G  市川 昇                     

 

 

 

 

 

 

  

高野孝治 記 

 

理事会報告  

 

第５回理事会報告 

                                                       

                君津木更津歯科医師会 

                                         平成 27年 7月 11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．・健歯児童生徒審査会（君津教育会館）             ６月１１日（木）       柳川理事 

   ・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  

尚、千葉県健歯児童生徒審査会に於いて、当郡市からの選出者が親と子の 

よい歯コンクールで県知事賞。歯・口の健康啓発標語、小学生の部で県知事賞。 

中学生の部で県歯科医師会長賞。作文の部で衛生士会長賞を受賞されました。 

 ２．社保個別勉強会                 ６月１３日（土）・１６日（火）      勝見理事 

     社保委員会より５名参加。             

 ３．義歯ネーム入れ活動（特別養護老人ホーム 金谷の里）    ６月１４日（日）       山口会長 
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    ８月４日、再度実施予定   

 ４．企業健診（河村産業）                     ６月１８日（木）       水町理事 

    歯科医師会より５名、衛生士会より２名参加。受診者１０名。 

 ５．木更津警察署警察官友の会理事会 総会及び懇親会         ６月１８日（木）      山口会長 

                                 (木更津ビューホテル) 

 ６．第 7回定時総会（東京ベイプラザホテル）            ６月２０日（土）     原副会長 

 ７．広報委員会（会館）                      ６月２４日（水）     高野理事 

    執行部より山口会長、原副会長、神副会長が参加。  

    委員長の選出を行い、飯塚 晃先生が広報委員長に選出されました。 

    後に第７５号会報発行のための校正作業を行いました。 

    尚、今年度からも理事会報告作成のため、広報委員より１名理事会に出席する 

ことになりました。 

 ８．県歯第 157回代議員会（県歯）                 ６月２５日（木）     原副会長 

 ９．第 75号会報発行                        ６月３０日（火）     高野理事 

 10．広報委員会 IT講習会（会館）                  ７月  ２日（木）     高野理事 

    神副会長、及び委員４名参加。 

君津木更津歯科医師会 HＰ更新の実習を行いました。 

 11. 第６回国保いきいきフェスタ in木更津 口腔がん検診      ７月  ５日（日）      水町理事 

                  （君津中央病院） 

    1次検診医７名、２次検診医３名、受付、誘導 6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 

申し込み者数 153名、欠席 7名、当日受付なし 計 146名が受診されました。 

    今年度で国保いきいきフェスタ終了のため来年度口腔がん検診は未定です。 

  12．ボウリング大会（アイビーボウル君津）               ７月  ８日（水）    勝呂理事 

    参加人数、歯科医師１６名、スタッフ３３名、計４９名参加。 

     

四． 協議 

 １．新理事紹介                                      小松専務理事 

    新役員の挨拶 

 ２．新役員・委員の人選について                              小松専務理事  

    各委員会の委員長、委員についての協議                

 ３．平成 27年度 7月以降の日程について                           小松専務理事 

    今後の日程の確認 

 ４．委員会の役割分担について                               小松専務理事 

    今年度の変更点について 

 ５．さつき台病院 口腔ケアについて（7月 28日）                         原副会長 

    都合により７月２８日は参加中止 

６．平成 27年度がん予防展・がん講演会について                                    原副会長 

（9月 5・6日予防展 9月 12日講演会）君津木更津歯科医師会への後援依頼                                                           
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 ７．理学療法士 後援依頼について（11月）                           原副会長 

    君津中央病院の理学療法士より後援依頼。 

言語聴覚士による摂食嚥下療法についての講演など予定。 

 ８．社保小勉強会について                                   勝見理事 

    １０月３１日（土）、１９時より医歯薬会館３Ｆ大教室 

指導の内容、形態に沿っての講習会を予定。                                  

 ９．会員研修旅行について                                    勝呂理事                      

    日帰りでの旅行を予定。今後、日程の調整。                                

 10. 健康診断受診後の要健康指導者に対する国保組合からの案内文の送付について    鈴木理事  

 案内文の送付が承認されました。                                                                              

 11. メーリングリストについて                                  神副会長 

  12. その他 

   ・１２月５日（土）生涯研修講習会、講師について                      河野理事 

   ・富津市市民便利帳２０１５、広告掲載の依頼について                    山口会長 

 

 五. 閉会                                            神副会長 

 

第 6回理事会報告 

                                                       

                君津木更津歯科医師会 

                                         平成 27年 8月 19日（水） 

                                         千成 午後７時～                                    

一. 開会                                            神副会長 

二. 挨拶                                             山口会長 

三. 報告 

 １．虫歯予防啓発ポスター配布                 ７月１６日（木）           高野理事 

       県歯児童審査会、図画ポスター部門の最優秀賞作品を虫歯予防啓発ポスターと 

して作成し、各小中学校にて掲示をしてもらうため、４市の学校教育課に配布 

を依頼。 

 ２．県歯合同委員会（当郡市よりの県歯委員紹介：県歯）  ７月１６日（木）            原副会長 

    須藤正明先生（県歯社保委員）、玉利彰良先生（県歯生涯研修委員）、 

高橋 晃先生（県歯広報委員長）、原 比佐志先生（県歯地域保健委員会監事）、 

三枝冨司夫先生（千葉県警察歯科医会理事） 

 ３．会長就任挨拶                       ７月１６日（木）          山口会長 

        新千葉新聞、及び広域市町村へ 

 ４．会館運営協議会（松立）                  ７月２１日（火）           原副会長 

    医師会、歯科医師会、薬剤師会が参加。 

会館修繕の方向に（修繕費の分担などの協議）    
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  ５．理学療法士・作業療養士・言語聴覚士の集い         ７月２１日（火）          山口会長    

 ６．障がい福祉委員会                     ７月２３日（木）           成川理事 

    委員長の選出 伏居教男先生が委員長に選出されました。 

摂食嚥下指導の日程と指導内容の確認。 

 ７．歯科医師国保組合臨時組合会                ７月２３日（木）           成川理事 

    規約の改正と歳入・歳出等の説明と承認。 

役員選考委員会の委員、及び予備委員会選出に関する件。役員選任規定の 

検討委員会。（大野清美先生が選出されました） 

 ８．地域保健・特殊歯科・学校歯科保健             ７月２９日（水）     

   生涯研修・医療管理 各委員会（会館）                  

    ・地域保健：委員５名出席、委員長選出（山中太郎先生）、                   熊切理事 

行事予定の確認。         

・特殊歯科：委員３名出席、委員長選出（中村武仁先生）                    勝呂理事  

・学校歯科保健：委員７名出席、委員長選出（飯島達郎先生）                  柳川理事 

・生涯研修：委員４名出席、委員長選出（佐久間宣行先生）                   河野理事 

・医療管理：委員５名出席、委員長選出（奥 貴先生）                     鈴木理事 

 ９．在宅医療多職種協働研修会準備会議（会館）           ７月３１日（金）        原副会長 

    医師会主催、年２回開催予定。 

 10．口腔がん検診要望書 健康管理課に提出（木更津市）     ８月  ６日（木）        小松専務理事 

    山口会長・小松専務。口腔がん検診の継続と予算建ての要望書提出 

 11．郡市会長・専務理事会議（県歯）              ８月 ６日（木）        小松専務理事 

    山口会長・小松専務参加。 

平成２８年度より千葉県後期高齢者歯科検診が行われます。 

期間、平成２８年６月１日～１０月３１日まで 

 12．第２回富津市国民健康保険運営協議会             ８月 ７日（金）        熊切理事 

 13．木更津市国民健康保険運営協議会               ８月 ７日（金）        成川理事 

    事業報告、及び特別会計決算の説明、いずれも承認。 

 14. 社保個別勉強会                        ８月１７日（月）        勝見理事 

    新規社保個別勉強会 勝見先生、須藤先生出席。 

 

四． 協議 

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

    １２月３１日より１月３日まで、例年通り行う予定。  

 ２．会員研修旅行について                                     勝呂理事 

    日帰りにて、１１月１９日（木）横須賀方面を予定。 

 ３．麻雀大会について                                       勝呂理事 

    １１月１１日（水） 雀荘 潮見にて予定。 

 ４．他職種協働研修会について                                   原副会長 

    ９月１１日（金）玄々堂君津病院、午後６時半～９時開催予定。 

今年度２回開催予定、次回２月頃。 

 ５．がん予防展について（イオンモール木更津 9/5～9/6）                      原副会長 
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    チラシの配布など 

７． 平成 28年 5月連休 休日診療について                               山口会長 

    木更津市保健相談センター、衛生士の地曳さんより打診。 

今後、議会にて検討。現時点での休日診療開催は未定。 

 ７．南総五郡市役員協議会について                                  山口会長 

    平成２８年４月、第二、第三木曜日頃を予定。 

 ８．医療管理講習会について                                     鈴木理事 

    １０月１７日（土）午後５時～７時、医歯薬会館３Ｆ大教室 

    講師：日本大学松戸歯学部 保存修復学 平山 聡司先生 

        「日常臨床に生かすコンポジットレジン修復・接着の基礎と臨床応用」 

 ９．講師、交通費支給について                                  河野理事 

  10．その他 

   ・会員名簿の作成について                                   神副会長 

 

 五. 閉会                                             原副会長 

 

第 7回理事会報告 

                                                       

                 君津木更津歯科医師会 

                                         平成 27年 9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 

 １．総務委員会（お富さん 富士見店）              ８月２６日（水）          古谷理事 

    午後７時から９時まで、１２名参加。 

    委員長の選出を行い、松清 均先生が委員長に選出されました。 

 ２．平成 28年度負担金等審査に係るヒアリング            ８月３１日（金）       事務局 岩崎 

        （君津郡市広域市町村圏事務組合） 

 ３．さつき台病院口腔ケア研修会（さつき台病院）         ８月３１日（金）          原副会長 

    在宅訪問歯科診療における協力の要請 

 ４．がん予防展（イオンモール木更津）          ９月５日・６日（土・日）          原副会長 

 ５．第 2回君津木更津地区在宅医療多職種協働連携講習会    ９月１１日（金）           原副会長 

               （玄々堂君津病院研修室） 

    歯科医師会からの参加者、各市より２名ずつ。後、３回予定。 

 

四． 協議 

 １． 企業健診 新日本エポキシ化学について（袖ヶ浦市北袖：１０月８日）               熊切理事 

    受診希望者３名で実施予定。 

 ２．救急薬品について                                       河野理事 
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    セルシン（向精神薬）の保管、取扱いなど。 

 ３．社保小勉強会について（10月 31日）                              勝見理事 

    集団、個別指導の概要について。 

その後、グループ別に個別指導のシミュレーション。 

 ４、平成 27年度年末年始休日診療について                              鈴木理事 

    平成２７年度年末年始休日診療当番医が決定しました。 

 

 
１２／３１   １／１  １／２  １／３ 

木更津市 小竹歯科医院 

小竹和巳先生 

 新田 3－2－5 

 ℡0438-25-4591 

  真船中央歯科医院 

  椋棒正樹先生 

   真船 5－8－5 

℡0438-37-1184 

 須藤歯科医院 

 須藤正明先生 

  畑沢南 4-13-15 

 ℡0438-36-0089 

  木更津きらら歯科 

 西本克己先生 

  築地 1-4 

 イオンモール木更津 2F 

 ℡0438-37-6487 

君津市 けいひろ歯科クリニック 

茂田圭弘先生 

 東坂田 2－6－16 

 ℡0439-52-4182 

おきつ歯科医院  

冲津光久先生 

   久留里市場 915－7 

 ℡0439-27-3918 

 南子安歯科医院 

 野村光子先生 

   南子安 2－4－14 

℡0439-54-8790 

  おおの歯科医院 

 大野清美先生 

南子安 4－8－6        

℡0439-54-8211 

富津市 飯島歯科医院 

飯島達郎先生 

大堀 1－9－12 

 ℡0439-87-1052 

しいづ歯科医院 

椎津裕貴先生   

 大堀 4-5-15 

 ℡0439-87-7711 

  白井歯科医院  

 白井義夫先生   

 西大和田 613 

℡0439-65-0552 

  三枝歯科クリニック 

 三枝冨司夫先生 

 佐貫 165－1        ℡

0439-66-2033 

袖ケ浦市 高浦歯科医院 

高浦幹夫先生  

横田 1177 

 ℡0438-75-2566 

袖ヶ浦歯科医院 

櫻井麻美子先生 

福王台 2－1－1 

 いそのビル 2F             

℡0438-63-6544 

  長浦マリン歯科 

 山中太郎先生  

長浦駅前 6－18－5 

℡0438-60-8070 

  かんのう歯科クリニック 

 青木浩芳先生 

神納 2－14－18 

    ℡0438-63-0073 

 

 

 ５、敬老・祝賀・忘年会について（12月 5日）                         勝呂理事 

    午後６時より、東京ベイプラザホテル３Ｆ。 

    来賓、及び祝賀対象者についての確認。 

２次会の会場について。 

 

  ６．その他  

    ・口腔ケア勉強会について                                古谷理事 

    ・行政側からの要望。健歯児童生徒審査会における高齢者、               小松専務理事 

親と子の良い歯コンクールでの景品の減額について    
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    ・年末年始休日診療当番医の選定について                        鈴木理事 

 

 五. 閉会                                          神副会長 

 

 

 

 

第８回理事会報告 

                                                       

               君津木更津歯科医師会 

                                        平成 27年 10月 7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．平成 27年度第 1回君津地域保健医療連携会議            9 月 14日（月）     山口会長 

               （君津健康福祉センター）             

    午後６時半より２Ｆ会議室にて。医療の需給バランスを考える。 

  ２．第 158回臨時代議員会（県歯）                   9月 17日（木）    原副会長 

    理事、各委員会の委員の紹介。会費の見直し、マイナンバー制導入について等。                      

 ３．第 2回君津木更津地区在宅医療多職種協働連携研修会反省会（会館）            原副会長 

午後７時より。後３回の研修会を予定。            10月  1日（木） 

 ４．平成 27年度郡市社会保険担当者連絡協議会（県歯）        10月  1日（木）      勝見理事 

    協議会前に笹井技官による講習会。その後、各郡市担当者、及び県歯社保委員の自己紹介。今後

の事業、来年の点数改正、及び県歯社保に対する要望など                     

 ５．社保委員会（田園）                      10月  3日（土）    勝見理事  

社保小勉強会、来年の社保講習会・新年会についての役割分担など。                 

 ６．義歯ネーム入れ活動                      10月  4日（日）      山口会長  

       （富津市：特別養護老人ホーム金谷の里 今村先生）         

    今村先生、茂田(圭)先生、末吉先生が参加。 

 

四． 協議 

 １． 木更津市生涯学習フェスティバルについて（10 月 18日：日）               熊切理事 

    １０時より１５時まで３０名程度の口腔診査と相談。 

 ２．医療管理講習会について（10 月 17日：土）                        鈴木理事 

    午後５時から午後７時まで 医歯薬会館３Ｆ大教室 

    講師：日本大学松戸歯学部 保存修復学 平山 聡司先生 

        「日常臨床に生かすコンポジットレジン修復・接着の基礎と臨床応用」 

    当日、救急薬品の配布を行う。 
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 ３．社保小勉強会について（10月 31日：土）                          勝見理事 

    午後７時より 集団、個別指導の概要について。 

 ４．第 9回リハビリテーション公開講座（11月 1 日：日）                    原副会長 

    １０月１７日の医療管理講習会にて、掲示用ポスターを配布。 

 ５．敬老・祝賀・忘年会について（12月 5日：土）                       勝呂理事 

    来賓、表彰者の確認。及び二次会の会場などの協議。 

 ６．生涯研修講習会について（12月 5日：土）                         河野理事 

    講師：日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 須田牧夫先生 

 ７．南総五郡市役員協議会について                              古谷理事 

     平成２８年４月１４日（木） 

会場・日程、及び各郡市との協議事項のやり取りなど協議。 

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

    社保講習会、１５時半より木更津ビューホテル 

講師：県歯社保担当理事 毛取健至 先生 

新年会、１８時より 来賓の確認。 

 ９．その他 

   ・袖ケ浦市長選について                               石井連盟支部長 

     現職、出口市長より推薦状の依頼。歯科医師会より推薦状を現職に。 

 

 五. 閉会                                          原副会長 

 

第 9回理事会報告 

                                                       

                君津木更津歯科医師会 

                                         平成 27 年 11月 14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．新日化エポキシ製造 歯科検診                  10月 8日（木）     熊切理事 

    熊切理事、山中太郎委員長が参加。受診者３名。 

  ２．平成 27年度郡市災害対策担当者連絡協議会（県歯）         10月 15日（木）    鈴木理事 

    県歯会館にて午後２時～午後５時。災害対策救急医療委員会の報告。 

    千葉県の災害医療体制の整備についての講演。 

協議として災害時 BBSの設置について、災害時コーディネーターなど。 

各地域による災害時に対する取り組みの報告。                            

 ３．平成 27年度「郡市 IT実務担当者講習会」（県歯）           10 月 15日（木）   高野理事 

    県歯会館にて午前１０時～午後５時、ITに関する実習や講習会。                       

 ４．平成 27年度医療管理講習会（会館）                 10 月 17日（土）   鈴木理事 

    午後５時から午後７時まで 医歯薬会館３Ｆ大教室 



29 

 

    講師：日本大学松戸歯学部 保存修復学 平山 聡司先生 

        「日常臨床に生かすコンポジットレジン修復・接着の基礎と臨床応用」 

    会員、３５名出席。                                 

 ５、平成 27年度 会員名簿発行                     10 月 17日（土)   高野理事 

 ６．木更津市生涯研修フェスティバル 2015（木更津市民会館）      10 月 18日（日）  熊切理事 

    フェスティバル内での歯科相談、受診者５９名。                             

 ７．青年歯科医師の会                         10月 25日（日）   河野理事 

     午後６時より、ハロウィンパーティー。 

 ８．新規個別勉強会                           10月 26日（月）  勝見理事 

    午後８時より 勝見理事、須藤県歯社保委員が出席 

  ９．障がい福祉委員会（たく）                     10 月 28日（水）  成川理事 

        山口会長、原副会長、小松専務理事、 野本先生が参加。 

 10．第 3回きみつ愛児園摂食嚥下指導                  10月 29日（木）  成川理事 

    ９時半～午後３時頃 個別の指導５名、給食事時の集団の指導５０名弱。 

 11．社保小勉強会（会館）                        10月 31日（土）  勝見理事 

     午後７時～ 個別指導カルテ記載について、３９名出席               

 12．第 9回リハビリテーション公開講座                  11月 1日（木）  原副会長 

（木更津市民総合福祉会館） 

 13．平成 27年度君津健康福祉センター運営協議会             11月 4日（水）  山口会長 

    午後１時半～午後４時 平成２６年度事業報告 （君津健康福祉センター）  

 14．「木更津市要保護児童対策地域協議会」代表者・実務者会議      11月 5日（木）   鈴木理事 

     木更津市役所朝日庁舎会議室 Aにて午後１時半～午後３時半  

鈴木理事、事務局 岩崎 出席。木更津市に於ける児童虐待の状況についての報告 

講演「医療現場から見た子供虐待、関係機関との連携を考える」                               

 15．介護認定審査会 四市全体会議（会館）                 11月 5日（木）   原副会長 

    午後６時半～午後９時 審査基準について 

 16. 平成 27年度千葉県口腔保健大会（県歯）               11月 8日（日）   原副会長 

 17. 平成 27年度第 3回君津市介護保険運営協議会（君津市役所）     11月 9日（月）   原副会長 

        包括支援センター以外に新規委託２施設へ委託のための公募、承認。 

 18. 麻雀大会(雀荘 潮見)                         11月 11日（水）  勝呂理事 

    午後７時より参加者１２名。 優勝 砂川先生                               

 19. 国保組合支部長（郡市会長）連絡協議会（県歯）            11月 12日（木）  山口会長 

    午後２時～ 県歯会館大会議室                       

    組合員の資格確認調査について。マイナンバー制度後の対応について。 

    資格喪失時の保険証回収の徹底について。        

 20. 県歯災害対策本部設置運営訓練                             鈴木理事 

       大規模災害発生の想定をもとに、災害時 BBSの正常作動試験   

                                                      

四． 協議 

 １．会員研修旅行について（11 月 19日：木）                        勝呂理事 

    横須賀方面、１７名参加予定。各出発地、担当者の確認。 
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    木更津到着後、懇親会を予定。 

 ２．生涯研修講習会並びに敬老・祝賀・忘年会について（12 月 5日：土）            勝呂理事  

    敬老・祝賀・忘年の進行予定。表彰者、席次の確認など。 

    講習会３５名の出席予定。 

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

    講師、来賓などについて確認 

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

    他郡市への案内送付済み。会場、木更津ベイプラザホテル。協議題の検討など。 

  ５．終身会員について                                   山口会長 

    来年度の終身会員の承認について 

 ６．11 月 20日 木更津市健康づくり推進協議会 木更津歯科保健計画（案）について 

     「第３次健康きさらづ２１」歯科保健計画について                  鈴木理事 

 ７．その他 

    ・県歯生涯研修委員会より３月９日（水）君津中央病院に於いて HIV講習会を 

     開催予定のため出席、協力の要請について                      河野理事 

    ・アサヒプリテックより説明会の依頼 水俣条例について               小松専務理事 

    ・フェイス生保会社より講習会の依頼                          山口会長                      

    ・学校歯科医 真船小 一名増員の依頼                       小松専務理事 

    ・富津市より学校歯科医削減の要請                           熊切理事 

    ・社保伝達講習会 ３月３０日予定                           勝見理事 

 

 五. 閉会                                          神副会長 

 

第 10回理事会報告 

                                                       

               君津木更津歯科医師会 

                                    平成 27年 12月 2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．会員研修旅行                         11月 19日（木）    勝呂理事 

     横須賀方面、参加者１７名。                           

 ２．郡市総務・医療管理担当者連絡協議会（県歯）          11月 19日（木）    古谷理事 

    午後１時～午後５時 マイナンバー制度について、及び始業点検チェックシートについて。                     

 ３．平成 27年度第 1回木更津市健康づくり推進協議会       11 月 20日（金）   鈴木理事 

    （市民総合福祉会館） 

午後１時～午後２時３０分 歯科保健計画について歯科医師会としての意見陳述を行う。               

 ４．新規個別勉強会                       11月 24日（火）  勝見理事 

    午後８時～ 勝見社保理事、須藤県歯社保委員が担当。         



31 

 

 ５．平成 27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）11月 26日（木）熊切理事 

    午後６時３０分～午後９時３０分 出席者４６名。石綿塵肺、及び禁煙対策について。                                    

 ６．平成 27年度君津市総合防災訓練（久留里中学校）         11月 29日（日）   神副会長 

    午前８時半３０分～午前１１時                                                              

７．医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）          11 月 29日（日）  原副会長 

    歯科医師会より原副会長、渡邉先生、細井先生が参加 

 ８．第 2回君津地域災害医療対策会議（君津健康福祉センター）      11月 30日（月）  山口会長 

    午後７時～ 災害時の拠点病院→君津中央病院。 

当歯科医師会に於いて災害時連絡網の必要性。                         

四. 協議 

１． 生涯研修講習会並びに敬老・祝賀・忘年会について（12 月 5日：土） 

生涯研修講習会： 次第、役割分担の確認。                   河野理事                                   

    敬老・祝賀・忘年会：来賓、表彰受賞者の確認など                勝呂理事 

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

    社保講習会：午後３時３０分～ 講師、県歯社保担当理事 毛取健至 先生  

ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル    

    新年会：午後６時～ 来賓、席次、２次会場所の確認など                                  

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

    午後７時～・フェイス保険の話 

「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」 

         ・口腔機能検査について 

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

    協議題について各理事からの提案。ゴルフコンペについて                     

 ５．富津市学校歯科医について                            熊切理事 

    学校歯科医の削減について、飯野小１名、大貫小１名、大貫中１名、天羽中１名、 

富津中１名に削減。                                      

  ６．その他  

 

 五. 閉会                                      原副会長 

 ※訂正 第 9回理事会報告の水俣条例は水俣条約の誤りでした。 

 

（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） 
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・フィリピン歯科医療奉仕活動 

まずもって、今回のミッションに対する 

会員の皆様の暖かいご援助、支援金 

（募金箱 12 月 5 日 6720 円）を頂き紙面 

をお借りしお礼申し上げたいと思います。 

11 月 19 日より 5 日間のスケジュールで、 

マニラにて歯科医療奉仕をおこないました。 

半年前から計画し準備をしたのですが、ちょうど初日のフライト日がマニラで開催された

APEC の最終日と重なり、フランスのテロの影響もあり、オバマ大統領以下、各国首脳がニ

ノイアキノ空港を離陸するまで閉鎖され、近づけない状態となりました。したがって約 12

時間遅れの成田空港出発、夜中の 3 時にフィリピン到着という事態となりました。 

総勢 17 名という参加者中、市原歯科医師会の高橋啓子先生も来てくださり、日本のボラ

ンティアの歯科医師６名、フィリピン歯科医師会からの応援の歯科医師延べ 8 人というチ

ーム編成で２日間で抜歯のみの治療をおこないました。 

マニラにパヤタス・ダンプサイトという膨大な廃棄物が分別無しに集められ、巨大なごみ

の山の処分場がありますが、その周辺に建ち並ぶバラックに住み、ごみの中から換金できる

資源を集め収入を得て生活している人々が患者さんです。低年齢の子供の第一大臼歯の抜

歯が多く、やりきれなく切ない気持ちになります。 

栄養不良から来るのか歯牙の骨植も柔らかく抜き易いですが・・・。 

初日 174 人、2 日目 120 人、トータル 294 人の患者さんが受診されました。 

また来年も来てくれという受入れ側の要請をうけ、訪れることを約束し帰国いたしまし

た。今後もご支援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

                             

高橋千晶 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 
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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 

 

 

 

 

                                        

               
 

 

この一年も世の中ではいろいろな出来事が起こりました。 

自然の脅威では鬼怒川の氾濫、あちこちの火山活発化、かつてない 

気候温暖化の観測。事件では IS による日本人殺害、そしてパリ同時 

多発テロにより多くの人命が失われたことは大きな非常に悲しいニュースでした。個人的

な感想を言わせていただければ、パリのテロを某民放局のキャスターが有志連合国の誤爆

と同列に扱っていたことに、多大なる憤りを感じました。明るいニュースとしては、ノーベ

ル賞を梶田さん・大村さんが受賞したこと。スポーツ関連ではラグビーワールドカップでの

日本の歴史的健闘、内村・羽生・錦織選手の活躍が光りました。 

歯科関連でいえば、何と言っても日歯連迂回献金事件でしょう。実は同 

様な献金が薬剤師会やトヨタ労連でも行われたことが発覚していますが、

歯科ほど大きな問題にはなっていません。歯科はより悪質とみられたの

でしょうか？恣意的なものがあるのでしょうか？日医の会長は官房長官

に直談判ができますが、私たちの業界はますます力が弱くなってしまい

そうです。地域で地道に歯科医療に携わっている我々はたまったもので

はありません。 

さて山口新執行部に代わってから半年が過ぎました。会員の皆様の変わりない会務への

ご協力をお願い申し上げるとともに、快く記事をお引き受け下さった方々に感謝申し上げ

ます。どうか来年が良い年となりますように。 

                                鎌田 誠 記 

 

 

 

編 集 後 記 

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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