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巻頭言
「今後、歯科医師が考えるべきこと」
～最近よく聞く言葉より～

君津木更津歯科医師会 副会長

神 由紀彦

「オーラルフレイル」
（口腔機能の低下）
・
「ロコモティブシンドローム」
（立つ・歩く
といった機能が低下している状態を表す言葉）・「サルコペニア」（加齢にともなう骨格
筋量の減少）
「多職種連携」
（異なった専門的背景を持つ専門職が共有した目標に向けて
ともに働くこと）等々、高齢化社会に関連した言葉を最近よく耳にする。
さて上記の言葉より、この先、歯科医師としてどう行動するのが社会に最も貢献でき
るのであろうか？
先ずは自身が健康でなければなるまい。その上で超高齢化社会に対応すべく知識・技
術を習得しなければならない。時代の要請に応えるべく、歯科医療による口腔機能の維
持向上、そして健康寿命の延伸を目指す。恐れ多くも「かかりつけ歯科医」と自院に関
わった方々にそう思っていただいているのなら、通院が困難になった際には、要望があ
れば訪問診療を行い、少しでも口腔機能の回復の手助けをしていかなくてはならないの
つい

ではないだろうか。「終のかかりつけ歯科医」とでも思っていただけたら、やりがいも
ある。地域の中で、地域住民の健康の維持に貢献したいものである。
また、よく聞く言葉に関連して「コンビニより多い歯科医院」がある。歯科医院の数
がコンビニの店舗数を下回ったことは、一度もない。バカにされている感じがする。
「将
来なりたい職業」の上位には、医師・薬剤師の名が並ぶ。私が子供の頃は、上位には、
歯科医師がランクインしていた記憶がある。我々が社会のニーズに応え、これからでき
ることを実践していけば、社会的地位も向上するであろう。そうした結果、また子供た
ちが「大人になったら歯医者さんになりたい」と思うかもしれない。
今後、歯科医師が考えること・やるべきことは、多岐にわたる。近年、口腔の健康が
寿命や健康に大きく関係していることを、多くの人が認識し始めている。高齢化社会に
対応するには、医科とも他の職種の方とも連携していかなければ対処に苦慮することだ
ろう。ただ、私見ではあるが、他人の言葉を借りると「多食酒連携」（多くの方々と食
事や酒席を共にし、今後の連携をはかる）がもっとも大事かと…
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木更津市口腔がん検診

平成 ２８ 年 ９月 ２９日（木）に木更津市民を対象に 、昨年は「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ないました
が、今年は「イオンモール木更津」２階 イオンホール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。今年は昨年の日曜日の開催と違い木曜日と平日の開催でした。
口腔がん検診は１５５名の受診予定でしたが、数名のキャンセルがありました。今年は初
めての場所で開催でしたが、昨年の経験を踏まえ受付順の番号振り分けや進行を示すボー
ドを用意したり、時間毎の定員を決めたり、当日受付を不可とするなど待ち時間を 減らす
工夫を行ったためおおむね、スムーズに行うことができました。しかしながら、イオンモー
ルの通路に幟や看板を設置する許可が出なかったため、来場者にはやや開催場所の入り口
が分かり難いように感じました。
反省会で 丹沢教授より「昨年より検診の流れもスムーズになっているようです。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。
」とのお言葉を頂きました。
今年より、木更津市からの予算が決まり、今後継続的に口腔がん検診が行えるように成りま
したので来年はよりスムーズに行えればと思います。
最後になりましたが、口腔がん検診という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。
結果は以下のとおりです。
一次検診医７名、二次検診医３名、受付、誘導２０名
受診者：申し込み１５５名、欠席１２名

計１４３名
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※ 口腔がん検診アンケート

回収 １４３

（１）「口腔がん検診」をお知りになったのは（複数回答有）
木更津市広報 １３５
房総ファミリア ３１
市役所のホームページ １１
知人の紹介 ５
公民館等のポスター １
その他 (娘が申し込み) １
（２）「口腔がん検診」を受けられた理由は？（複数回答有）
口の中のがんが心配だった。

５５

日頃から検診を積極的に受けるようにしているから。

５５

口の中に気になる場所があった。

３２

かかりつけ医とは別の先生の意見を聞きたかったから。

２１

大学の先生が診てくれるから。

２０

その他

２
・家族が口腔がんで亡くなったから。
・一度も受診したことのない検診だから。

（３）また「口腔がん検診」があれば、受けたいですか？
受けたい

１３６

わからない

７

受けたくない

０

（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。
毎年

１１１

年に 1 回

２１

それ以上の間隔

８

わからない

３

（５）検診にあたって、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）
無料

５６

５００円

６４

１０００円

２８

１５００円

３

２０００円

６

（６）その他、ご意見等あればご記入下さい。 ３９名より意見有
・丁寧に診ていただいてとても良かった。
・ 説明が丁寧だった。
・対応が丁寧だった。
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・千葉大の先生と歯科医師会の先生と二人の先生に診ていただく体制が良かった。
・会場が行きやすかった。
・無料がありがたい。
・毎年お願いしたい。
・市の検診と同じく検診を受けたい。
・一年に一度安心できる。
・年に二度実施してほしい。
など 複数回答ありました。

渡邉先生、丹沢教授、肥後先生

山口会長と１次検診の先生方

今村健朗 記

平成 28 年度 第 1 回医療管理講習会
平成２８年度、第１回医療管理講講習会を１０月１２日（水）、医歯薬会館３階大教室に
て午後７時より開催いたしました。
「歯科医院の事業承継のポイント」～承継を円滑、円満に行うために～、という演題で講
師の JIN&Partner 株式会社 代表取締役 堀 浩輔氏にご講演いただきました。
内容は

①親族内承継の勘所

②親族外承継に役立つ手順・ポイント

務手続 等々、詳しい例を挙げての講演でした。
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③医業承継の法

Happy リタイヤメントを考えるために ①現状を把握するために資産の整理 ②家族との
意思疎通 ③医院の理念の見きわめと磨き上げを行う必要があること。
歯科医院という財産を承継していくので、遺言・相続ということも考えなければいけないこ
と

等々、初めて聞く講演で大変興味深いものでした。
現在開業している先生にはどなたにも関わるようなことなので、参加していただいた

２１名の先生方に少しでも参考になれば幸いでした。

鈴木みちよ 記

会員研修旅行
９月１７日（土）〜１９日（月）の３日間、関西方面へ会員旅行に行ってまいりました。
私自身今回が初参加でしたので、皆様と仲良く、そして楽しい旅行になるかいささか緊張し
ながらの出発でした。
初日は東京駅に 8 時集合し、新幹線で西へ。目的地はだんじり祭りの行われている大阪
府岸和田市です。９月半ばというのに岸和田は真夏のような日差し。暑い中の山車は大迫力
でした。
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２日目は宿泊地の大阪・難波からバスに乗り姫路城へ。
初日とはうってかわっての雨のためあまりお城巡り出来ませんでした。

夜は『西村屋 たじま路』にて神戸牛を堪能しました。
最終日は明石海峡を眺めながらのバイキングクルーズ。景色もよく風を感じながらの素
敵な時間になりました。

そのまま新幹線で帰路へ。あっという間の３日間でした。
しかし皆さん本当によく飲む。移動のバスや新幹線でも飲みつづけていらっしゃるのが印
象的でした。そして普段あまりお話出来ていなかった先生方とも沢山お話が出来て良かっ
たです。
皆様よくしていただいて本当にありがとうございました。

7

ここが噂の…

私も楽しみすぎて多少粗相はしてしまいましたが…。

パイナッポーPlease、喜びます！

大阪のパイナップルの味は一生忘れません。
また来年、再来年と楽しい企画をしていきたいと思いますので皆様も参加の程宜しく
お願い致します。
中村武仁 記

生涯研修講習会
さる１２月３日、東京ベイプラザホテルにて平成２８年度学術講習会が開催されました。
講師は日本歯科大学附属病院総合診療科教授の北村和夫先生で、演題は「ここまできた現代
の歯内療法」でした。
近年、エンドは RT ファイルやニッケルチタンロータリーファイルなど湾曲した根管へ対応
する新しい根管拡大形成器具が開発されたことで注目されています。また充填機器も新し
いものが出てきていますし、CT やマイクロスコープなども普及し、以前とは大きく変化し
ました。
講演では症例を見せていただきながら根管拡大形成の勘所、根管充填の特徴などを紹介
していただきました。
ニッケルチタンが不安な先生にと紹介していただいた、新しく発売された形状記憶性ニッ
ケルチタンは、素晴らしいファイルだなと感じました。HyFlexCM は柔軟性・再生力・プ
レカーブの付与、
・加熱処理で形状記憶性と様々な特徴を持っているようです。
また外科の話もしていただき、根尖３ミリで切断するのが良いとも話されました。
根管洗浄では無機質溶解剤の使用、貼薬では水酸化カルシウムの使用について、根管充填で
はスプレッダーの操作からシーラー、テーパードコーンテクニック、モノブロック化などを
お話しいただきました。
質疑応答も活発で、受講された先生方にも満足いただけた講演だったと思います。
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佐久間宣行 記

敬老・祝賀・忘年会
平成２８年１２月３日（土）午後６時から参加者４９名、
来賓４名、生涯研修講師１名の合計５４名にて東京ベイプラザ
ホテルにて、敬老・祝賀・忘年会が行われました。
忘年会に先立ち、古谷総務担当理事より新入会員の紹介があり、
新入会員の山田遼先生の入会挨拶が行われました。
まず始めに、ご多忙の中、早めの退席となるということで、
衆議院議員の浜田靖一様と千葉県歯科医師会会長の斉藤英生様
からご挨拶をいただきました。
次に敬老で出席していただいた、磯貝昇先生、大澤憲二
先生、高橋千晶先生の３名の紹介をさせていただきまし
た。ご参加いただき、ありがとうございました。
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次に本年度表彰受賞者の紹介をさせていただきました。
高木 大和 先生

瑞宝双光章 受章

和田 勝 先生

旭日双光章 受章

細井 系太郎 先生

創立 110 周年記念 会務貢献、
千葉県歯科医師会会長表彰 受賞

市川 昇 先生

創立 110 周年記念 会務貢献、
千葉県歯科医師会会長表彰 受賞

表彰を受けられた先生方を代表して、高木大和先生、和田勝先生のお二人にご挨拶をいた
だきました。また、叙勲を受けられた高木先生、和田先生に山口会長からお祝いの贈呈をさ
せていただきました。
敬老・祝賀の先生方のご紹介が終了し、
本年度の忘年会が開始されました。
最初に山口延善会長の挨拶から始まり、
次に千葉県歯科医師連盟会長の宮吉正人様
から、次に千葉県歯科医師国民健康保険組合
理事長の山口誠一郎様から挨拶をいただき
ました。

来賓のご挨拶が終了となり、次に乾杯にな
り、乾杯の音頭は敬老を代表して大澤憲二先
生に行っていただきました。
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皆さんがご歓談の中、特殊歯科委員会委員長の中村武仁先生の進行のもとアトラクショ
ンのくじ引き、豪華景品獲得ゲームを行わせていただきました。見事当選した先生方おめで
とうございます。

豪華景品を獲得された先生方

昨年に引き続き…神ってる！！

忘年会も終盤に差し掛かり、副会長の原先生の
中締めの挨拶とともに終了いたしました。
本年度は沢山の先生方にご出席いただき、本当に
ありがとうございました。来年度もまたのご参加
宜しくお願いいたします。

ベストドレッサー賞？？

勝呂泰樹 記
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ボ ウ リ ン グ 大 会

君津木更津ボウリング大会 IN アイビーボウル ７月 6 日（水）
７月第 1 週の(水)に 20 数年続けてきたボウリング大会を開催しました。昔は全レーン貸
切でプレーをする程に参加者が多くボウリング場や一般客やリーグ戦の人達にもご迷惑を
かけた事もありました。昨年・今年は 50 名を割り込みちょっと寂しい感はありますが毎年
参加してくれている先生やスタッフ又今年初参加の先生やスタッフからは大変喜んで頂き、
年に 1 度の集まりを楽しみにしてくれているようです。来年も担当理事と相談しながらも
う少し続けてみようと思っています。
今年はルールの変更は特になくスタッフの会費を 3000 円から昨年 2000 円に下げ今年は
1000 円に下げて先生の負担を少し軽くしようと頑張ったのですが、卵の値段が残念ながら
例年より 100 円上がりボウリング代を社長と交渉したら税金分 80 円上がる事になり、しく
じってしまいスタッフ会費を 1300 円と決めました。それでも会員の先生からはこの努力を
理解してくださり感謝の言葉を頂き私も嬉しく思っています。又、ボウリング場隣のディジ
ョンでの懇親会も今年の料理は例年よりも美味しいと感じ、特にチーズのマカロニがうま
いと支配人に伝えるとおとなしい人ですが笑顔でうなずいていました。結果は以下の通り
です。
チーム戦
優勝

鎌田チーム

準優勝

砂川チーム

3 位

渡辺 C チーム

4 位

山口チーム

5 位

柳川チーム

6 位

渡辺 A チーム

7 位

小竹チーム

8 位

加藤チーム

9 位

原チーム

B・B

渡辺 B チーム

B・M

野村チーム
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個人優勝 男子 鎌田弘毅
女子 川嶋朱美

野村先生 7 歳の娘さんと参加して頂き
ありがとうございました。

渡辺和彦 記

麻 雀 大 会
平成２８平成年１１月９日（水）

雀荘潮見

２０年以上続けてきた歯科医師会麻雀大会の危機
でした。麻雀大会の案内を会員の先生方にお出しし
ましたら、参加者が過去最低の９名でした。
水野競技委員長はとても人の気持ちを大切にする先生なので、心配かけないように話は伝
えず、少し強引に３名の先生にメンバーに入っていただき１２名で大会を行いました。
今回参加してくださった会員の先生には大変感謝しております。
今回話を聞いていると、この麻雀大会でしか行っていないと言う先生方が多く難しい時
代に入って来ている事を強く感じました。しかし、年に１度の歯科医師会麻雀大会を楽しみ
にしている先生もいますので、もう少し続けさせていただきたいと思っています。
競技ルールは例年通りですが、ある麻雀卓のチームで珍事が起きました。麻雀の順番は時
計と逆回りに東南西北と回るのですが、時計回りに進んだそうです。１周もせずおかしいと
気づきやり直したそうです。
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今回無理して参加していただいた３名の先生の中には麻雀をやった事のない先生が入っ
ていました。当日、本屋で「初めての麻雀」という本を買って参加してくださった高野孝治
先生、本当にすみません。そしてありがとうございました。
末吉弥和先生はご自宅に電動麻雀卓があったそうです。そのせいか上手な打ち方・６切り
素敵でした。

今回の結果
優勝

杉山公夫

12P

123,800 点

準優勝

中村武仁

11P

106,300 点

第３位

渡辺和彦

11P

94,000 点

第５位

地曳貞二

9P

91,900 点

第７位

水野信義

8P

89,800 点

Ｂ・Ｂ賞 小竹和巳

5P

22,600 点
渡辺和彦 記

三郡市ゴルフコンペ

・安房歯科医師会主催

三郡市ゴルフコンペ

平成 2８年７月１４日（木）上総モナーク CC にて安房歯科医師会幹事の下、三郡市ゴル
フコンペが開催されました。競技方法はダブルぺリア方式で、参加者は２４名でした。
結果は以下の通りです。
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OUT

IN

木村守弘

41

44

準優勝 浅野裕之

42

３位

水田 進

B・G

今井香樹

優勝

GROSS

HDCP

NET

85

14.4

70.6

41

83

10.8

72.2

53

46

99

25.2

73.8

40

40

80
高野孝治 記

・市原歯科医師会主催

三郡市ゴルフコンペ

平成２８年１０月１３日（木）南市原 GC にて
市原歯科医師会幹事の下、三郡市ゴルフコンペが
開催されました。
今回の優勝者は当郡市の細井先生でした。賞品は
市原歯科医師会お得意の北海道海産物でした。
以下その結果を報告します。
渋滞にハマって焦ってゴルフ場の裏から入ってきた人（右）

OUT

IN

GROSS

HDCP

NET

45

51

96

22.8

73.2

準優勝 藤平真樹

44

51

95

21.6

73.4

３位

松田 博

46

42

88

14.4

73.6

B・G

松原雅二

44

43

87

優勝

細井系太郎

高野孝治 記
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芝楽苦会ゴルフコンペ
・平成２８年６月１６日
６月１６日（木）ジャパン PGA ゴルフクラブにて、芝楽苦会ゴルフコンペが開催されま
した。今回は新ぺリア方式（申請 HD 優先）という、ハンディ改正のために、芝楽苦会での
ハンディをすでにお持ちの先生と、まだお持ちでない先生の混在する形でのコンペでした。
優勝は今井香樹先生、安定のベスグロ優勝でした。さすが!!
OUT

IN

勝 今井香樹

41

40

準優勝 高野孝治

49

３位

山中洋一

B・B

今井宏美

B・G

今井香樹

優

GROSS

HDCP

NET

81

17.0

64.0

55

104

27.6

76.4

53

48

101

24.0

77.0

52

54

106

22.0

84.0

どっちが優勝者？表情から判断してください

高野孝治 記

・平成２８年９月１５日
平成２８年９月１５日（木）ロイヤルスターゴルフクラブにて、芝楽苦会ゴルフコンペが
開催されました。昨年のこの時期に同クラブにて開催予定だった芝楽苦会は雨で中止とな
っておりました。さて、今年はリベンジなるか…朝起きて外を見ると、なんと雨!!
しかも結構降ってます。しかし、天気予報ではこのあと雨が上がるということで、ゴルフ場
に向かいます。到着時は変わらずの雨模様でしたが、スタート時間が近づくにつれ徐々に小
雨になり、傘もささずにスタートすることができました。結果は以下の通りです。
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OUT

IN

42

40

準優勝 市川 昇

40

３位

高橋千晶

B・B

山中洋一

B・G

原 比佐志

優

HDCP

NET

82

16.0

66.0

44

84

14.0

70.0

53

52

105

33.0

72.0

51

52

103

21.0

82.0

勝 原 比佐志

GROSS

意外と体も回るけど、口はもっとよく回ります！

高野孝治 記

・平成２８年１２月８日
平成２８年１２月８日（木）亀山湖カントリークラブにて芝楽苦会ゴルフコンペが開催さ
れました。結果は以下の通りです。
OUT

IN

GROSS

HDCP

NET

46

38

84

16.0

68.0

準優勝 高木大和

51

49

100

32.0

68.0

３位

細井系太郎

47

45

92

22.0

70.0

B・B

山中洋一

48

54

102

21.0

81.0

B・G

出口 晃（安房）

優

勝 出口 晃（安房）

高野孝治 記
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理事会報告
第３回理事会報告
君津木更津歯科医師会
平成 28 年 6 月 8 日（水）
医歯薬会館大教室

午後 7 時 30 分～

一. 開会

神副会長

二. 挨拶

山口会長

三. 報告
5月

１．個別勉強会（新規）

9 日（月）

勝見理事

5 月 11 日（水）

柳川理事

5 月 11 日（水）

柳川理事

5 月 13 日（金）

成川理事

勝見理事、須藤県歯社保委員が出席
２．学校歯科保健・地域保健合同委員会（東洋）
健歯児童生徒審査会における役割分担などの話し合い
３．君津地方学校保健会

総会・研修会（君津教育会館）

４．木更津市国民健康保険運営協議会（木更津市駅前庁舎）

木更津市の人口は増加しているが国民保険の割合が減っている。
（就職などにより社保への加入のため）
5 月 14 日（土）

５．会計委員会（スシダイニングユウ）

水町理事

午後 7 時より。執行部三役、市川先生、水町理事、計 6 名出席。
６．君津市献血推進協議会(君津市健康福祉センター) 山中先生

5 月 17 日（金）

７．医療管理委員会（いち吉）

5 月 18 日（水）

鈴木理事

5 月 18 日（水）

勝呂理事

5 月 21 日（土）

河野理事

午後 7 時より。執行部三役、及び委員 6 名出席。
前年度事業報告、及び今年度事業計画等の話し合い。
８．特殊歯科委員会（いち吉）
午後 7 時より。執行部三役を含め 11 名出席。
９．生涯研修委員会（会館）
午後 7 時より。委員 6 名、執行部 4 名が出席。
ブロック別コアカリキュラム、及び生涯研修講習会について協議。
10．木更津市献血推進協議会

5 月 24 日（火）

山口会長

11．郡市会長会議（県歯）

5 月 26 日（木）

山口会長

12．一般健診（君津健康センター）

5 月 26 日（木）

鈴木理事

5 月 26 日（木）

鈴木理事

一般検診：男性６名、女性１０７名、計１１３名
（４０歳以上男性５名、女性２２名計２７名）
生活習慣病検診：男性１１名、女性１７名、計２８名
（４０歳以上男性６名女性２６名計３２名）
総計：男性２８名、女性１７２名、計２００名の受診。
13．木更津市歯・口の健康啓発標語審査会（木更津市朝日庁舎）

午後１時３０分～２時まで。古谷先生、松清先生、鈴木理事が参加。
小学生１０５８、中学生１７３０、一般２５作品より審査。
14．木更津市在宅医療・介護連携推進協議会（木更津市朝日庁舎）5 月 26 日（木）

18

成川理事

現状の把握と問題点について
15．監査会（たく）

5 月 28 日（土）

水町理事

執行部三役、古谷理事、水町理事、長谷部監事、岩崎さんが出席。
16．医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）

5 月 29 日（日）

原副会長

山口会長、原副会長、細井先生、松葉先生、高野先生が出席。
17．平成 28 年度保健医並びに学校保健関係者懇談会（木更津市） 5 月 30 日（月）

山口会長

山口会長含め、歯科医師会より 9 名出席。
18．総務委員会（炙り屋）

6月

1 日（水）

松清委員長

6月

2 日（木）

成川理事

執行部三役、水町理事、総務委員、合計 12 名出席。
役員会と定時総会についての協議。
19．きみつ愛児園摂食嚥下指導

9 時半から 3 時まで。長谷部先生、冲津先生、伏居先生、鈴木先生、成川理事、
及び日大松戸より遠藤講師が出席。個別指導：新園児 5 名、継続園児 2 名。給食事指導 5 名。
20．君津圏地域医療介護関係団体合同大会準備会議（会館）

6月

6 日（月）

原副会長

午後 7 時より午後 9 時時半。
君津圏地域医療介護関係団体合同大会：6 月 24 日、午後 6 時半より木更津イオンモールにて。
21．地域救急医療協議会

6月

7 日（火）

山口会長

22．木更津警察署警察官友の会懇親会（エルシオン木更津）

6月

8 日（水）

山口会長

四． 協議
１．健歯児童生徒審査会について（6 月 9 日：木）

柳川理事

君津教育会館にて。当日の役割、集合時間、懇親会などの確認。
２．定時総会について

（6 月 22 日：水）

松清委員長

東京ベイプラザホテル、午後 4 時半より。
当日の役割、流れなどの確認。その後、連盟総会、懇親会を予定。
３．河村産業歯科健診について(6 月 30 日：木)

熊切理事

午前９時半より、１２名検診予定。
渡辺栄一先生、麦野先生、山中太郎先生、熊切理事が出席予定。ユニット等の準備確認。
４．コ・デンタルスタッフセミナーについて（7 月 6 日：水）

勝呂理事

午後 7 時より、アイビーボール君津。その後、レストランディジョンにてパーティー
５．ブロック別コアカリキュラムについて（7 月 24 日：日）

河野理事

東京ベイプラザホテル、午後 2 時より。
６．会員研修旅行について（9 月 17 日：土～19 日：月）

勝呂理事

神戸、大阪方面。だんじり祭り、姫路城見学など。
７．木更津市口腔がん検診について（9 月 29 日：木）

熊切理事

150 名検診予定。1 次検診医：7 名。2 次検診医：丹沢教授、肥後先生、渡邉先生。
８．医療管理講演会について（10 月 12 日：水）
（2 月 25 日：土）
・10 月 12 日、あるいは 10 月 19 日
・2 月 25 日

鈴木理事

～医院承継について～

～有床義歯を中心として～

９．君津中央病院医科歯科連携の会（仮）について
9 月 21 日（水）午後 6 時半より。
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河野理事

10. 後期高齢者歯科健診について

熊切理事

後期高齢者歯科検診は、現在治療中でも行なうことができる。
11. 第 77 号会報発行について

高野理事

６月１６日の広報調査委員会において会報校正作業を行い、６月３０日発行予定。
新入会員紹介の掲載についての確認。
12. 会員に対する社保関係の指導協力について

勝見理事

個別勉強会における内規について協議。
13. 口腔ケア研修会について

熊切理事

２月９日（木）午後６時～午後８時まで
会場の手配が必要

３０名程度の予定。

14. その他
・君津市への要望
五. 閉会

原副会長

第４回理事会報告
君津木更津歯科医師会
平成 28 年 7 月 16 日（土）
医歯薬会館会議室

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

９日（木）

飯島委員長

２．地域医療支援病院委員会

６月１０日（金）

山口会長

午後６時３０分～、君津中央病院４階会議室。
平成２７年度の地域医療支援事業実績報告、地域医療支援病院の紹介率の推移、
診療科別紹介数の比較、地域医療従事者等参加研修一覧などについて
３．役員会（東洋）
午後７時より

６月１１日（土）

古谷理事

６月１３日（月）

原副会長

総会についての話し合い

４．君津地域リハビリテーション連絡協議会（君津中央病院）
午後８時～君津中央病院４階会議室

市民向けの健康フォーラムについて

５．広報委員会（医歯薬会館会議室）

６月１６日（木）

高野理事

午後８時～山口会長、原副会長、神副会長、砂川監事、及び広報委員５名参加
会報第７７号発行のための校正作業
６．個別勉強会

６月１７日（金）・１８日（土）・２２日（水）

勝見理事

１７日：須藤県歯社保委員、河野理事、勝見理事が参加
１８日：須藤県歯社保委員、青木先生、勝見理事が参加
２２日：・河野理事、勝見理事が参加
・須藤県歯社保委員が参加
７．第 8 回定時総会（東京ベイプラザホテル）

６月２２日（水）
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古谷理事

午後４時半～

総会：出席者３３名、委任状５７名、計９０名

午後５時半～

懇親会：３１名参加

８．県歯代議員会（県歯）

６月２３日（木）

原副会長

６月２４日（金）

原副会長

10．君津市介護保険運営協議会（君津市役所）

６月２９日（水）

原副会長

11．会報第７７号発行

６月３０日（木）

高野理事

６月３０日（木）

熊切理事

７月

勝呂理事

午前１０時～

山口会長、原副会長が出席。

９．君津圏域医療介護関係団体合同大会（イオンホール）
歯科医師会としての活動報告。

当会ＨＰにて掲載発行。
12．河村産業歯科健診
９時半～

健診者１２名。

渡辺栄一先生、麥野先生、山名太郎先生、熊切理事が出席。
13．コ・デンタルスタッフセミナー（アイビーボウル君津）

６日（水）

午後７時よりボーリング大会：会員１４名、スタッフ家族３０名、計４４名参加
その後、レストラン ディジョンにて表彰式。
14．合同大会反省会

７月

８日（金）

原副会長

15. 平成 28 年度君津市子どもを守るネットワーク代表者会議

７月１３日（水）

神副会長

16. 君津市医師会・歯科医師会・行政納涼会（千成）

７月１５日（金）

神副会長

17．三郡市ゴルフコンペ（上総モナークカントリークラブ）

７月１４日（木）

原副会長

（君津市役所）

当会から８名、全体で２４名参加。

四． 協議
なかたに

かずあき

１．新入会員について（中 谷

一空

先生：木更津きらら歯科）

古谷理事

理事会開会前に挨拶があり、協議にて入会が承認されました。
２．ブロック別コアカリキュラムについて（7 月 24 日：日）
午後２時～

河野理事

東京ベイプラザホテルにて。

役割分担などについて確認。
３．会員研修旅行について（9 月 17 日：土～19 日：月）

勝呂理事

出発時の集合方法について検討。
４．木更津市口腔がん検診について（9 月 29 日：木）

熊切理事

木更津市、及び当会からの派遣人員の確認と予算などについて協議
反省会

田園にて予定。

５．企業検診（DICEP 株式会社）依頼について（7 月 28 日：木）

熊切理事

酸蝕症検診２９名予定。歯ブラシなどの予算について
６．医療管理講演会について（10 月 12 日：水）

鈴木理事

午後７時から９時までの予定
歯科医院の医業事業継承のポイント「継承を円滑円満に行うために」
講師：事業継承会社

代表取締役 堀 浩輔氏

７．年末年始休日診療当番について

鈴木理事
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４市の各担当者の確認
８．社保小勉強会について

勝見理事

１０月２９日（土）医歯薬会館、講師：須藤県歯社保委員（予定）
１０月８日（土）午後７時より社保委員会
９．POS 連との講習会について

原副会長

摂食嚥下についての講習会依頼について検討
10. 禁煙関連の君津市への要望書について

古谷理事

要望書への賛同依頼について、書面について検討
11. その他
１．富津市より高齢者の口腔ケアについての講演依頼について

熊切理事

２．当会ＨＰにおける歯科衛生士募集の掲載方法について

高野理事

五. 閉会

神副会長

第 5 回 理 事 会 報 告
君津木更津歯科医師会
平成 28 年 8 月 24 日（水）
ホテル千成

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 28 年度君津市健康づくり推進協議会

7 月 19 日（火）

（君津市保健福祉センター：林正弘先生出席）
２．会館運営委員会（松立）

7 月 19 日（火）

原副会長

7 月 21 日（木）

成川理事

7 月 22 日（金）

成川理事

山口会長、原副会長、神副会長が出席。
３．第 118 回国保組合臨時組合会（県歯）
成川理事、大野先生が出席。
４．きみつ愛児園摂食嚥下指導

成川理事、長谷部監事、鈴木理事、伏居先生、冲津先生が出席。対象園児６名。
7 月 24 日（日）

河野理事

６．木更津市国民健康保険運営協議会（ホテル千成）

7 月 25 日（月）

成川理事

７．第 2 回富津市国民健康保険運営協議会会議

7 月 25 日（月）

熊切理事

7 月 28 日（木）

熊切理事

５．ブロック別コアカリキュラム（東京ベイプラザホテル）
午後２時より、出席者：講習会４７名

君津

懇親会１４名。

ホテル千成にて

８．DICEP㈱並びに新日化エポキシ製造㈱企業検診
受診者：DICEP２０名、新日化５名。
熊切理事、麥野先生、渡辺栄一先生、山中太郎先生が出席。

９．連盟支部長、副支部長会議～平成 28 年度第 1 回デンタルミーティング 8 月 7 日（日）山口会長
京成ホテルミラマーレにて
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10．平成 28 年度木更津市健康づくり推進協議会(市民総合福祉会館)

8 月 9 日（火）

鈴木理事

１時半より３時まで、第３次健康きさらづ２１平成２８年度から３４年度までの
大まかな計画が完成。

四. 協議
１．・木更津市口腔がん検診について（9 月 29 日：木）

熊切理事

イオンモール２階イオンホールにて９時半開始、受診者１５０名予定。
検診当日の流れ、役割分担、駐車場の確認。
誘導や服装や注意事項の確認。
・袖ケ浦市口腔がん検診について
検診用チェアの購入を検討。
２．会員研修旅行について（9 月 17 日～19 日)

勝呂理事

集合場所の確認。（東京駅、新幹線中央乗換口８時）
参加者１２名予定。
３．年末年始休日診療当番について

鈴木理事

各市の当番医の選定状況について報告。
４．第 1 回医科歯科連携の会について（9 月 21 日：君津中央病院）

河野理事

６時半より。（内分泌内科）
第 2 回医科歯科連携の会について
第２回の日程１１月２、１６、２２日のいずれかで予定。（整形外科）
５．摂食嚥下講習会について（10 月 20 日：木

or 12 月 16 日：金）

成川理事

日程、場所、開始時間などについて協議。
小児の摂食嚥下について
６． その他
・スモークフリーキッズ（君津市への受動喫煙防止の要望書への賛同依頼について）

原副会長

要望書について歯科医師会として賛同する。医師会、薬剤師会はすでに賛同済み。
・県歯特別社保講習会

１０月６日（木）

勝見理事

午前９時～１０時半、日本歯科医師会常務理事（社会保険）遠藤秀樹先生
・医療管理講習

２月１８日（土）午後５時からに変更

鈴木理事

五. 閉会

原副会長

第 6 回 理 事 会 報 告
君津木更津歯科医師会
平成 28 年 9 月 14 日（水）
医歯薬会館

三階大教室

一. 開会

原副会長

二. 挨拶

山口会長

三. 報告
１．第 2 回富津市介護保険運営協議会

８月２５日（木）
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熊切理事

２．富津市在宅医療と介護の連携推進事業

地域ケア推進会議（富津市役所）８月３１日（木）
水町理事

３．富津市在宅医療と介護の連携推進事業

研修会（富津市役所）９月９日（金）

水町理事

９月８日（木）

熊切理事

９月９日（金）

山口会長

４．木更津市口腔がん検診打ち合わせ
午後４時より。当日の入場時間、入場方法について
５．平成 28 年度君津地域保健医療連携・地域医療構想調整会義

（君津健康福祉センター）
６時半より。当地区の従事歯科医師数２０８名、衛生士数１７９名。医科歯科ともに
看護師、衛生士不足である。

四. 協議
１．会員研修旅行について（9 月 17 日～19 日)

勝呂理事

旅行保険、集合時間・場所の確認など。
２．医科歯科連携の会について（9 月 21 日：君津中央病院）

河野理事

午後６時半より。出席予定者４５名。
当日の出席者に医療連携に関するアンケートを行う予定。
３．木更津市口腔がん検診について（9 月 29 日：木）

熊切理事

当日の集合時間、会場、駐車場の確認。服装、流れなど。受診者１５５名予定。
午後１時半より、田園にて反省会。
４．健診椅子について

熊切理事

新たに健診椅子を一脚購入予定。
５．社保小勉強会について（10 月 29 日：土）

勝見理事

午後７時より、医歯薬会館３階大教室にて。
講師：県歯社保委員、須藤先生。演題：指導の状況と返戻のないレセプト作り。
６．特別社保講習会と郡市社保担当者連絡協議会について（10 月 6 日：木）

勝見理事

特別社保講習会：午前９時から１０時半。講師：日歯常務理事 社保担当 遠藤先生、
及び県歯社保理事、毛取先生。
郡市社保担当者連絡者協議会：午後１時より。事前質問などについて。
７．平成 28 年度歯科疾患実態調査実施について

山口会長

１１月９日（水）、１０日（木）午後４時から８時まで。対象地区、袖ケ浦市蔵波台６丁目。対象
人数２９２人。健診医の推薦、各日２名ずつ。
８．上総がんフォーラムへの出欠について
出欠について検討。
９．医師会からの産業医講習会への出欠について
１１月１７日（木）神副会長、出席予定。
10．認知症患者診療への歯科医師会の取り組みについて

熊切理事

富津市からの質問。県歯より今後の認知症患者診療の講習会など予定あり。
11．その他
・スモークフリーキッズによる君津市への受動喫煙防止の要望書を提出。

原副会長

今後、他の市へも要望書を提出予定とのこと。
・生涯研修委員会

河野理事
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１１月１２日（土）

１９時より

・平成２９年度第１回生涯研修講習会

河野理事

４月８日（土）、あるいは１５日（土）を予定。
・プロジェクターの購入について

熊切理事

今後、購入予定。
・富津市長選挙について

山口会長

五. 閉会

神副会長

第 7 回 理 事 会 報 告
君津木更津歯科医師会
平成 28 年 10 月 5 日（水）
医歯薬会館

一階会議室

一. 開会

神副会長

二. 挨拶

山口会長

三. 報告
9 月 15 日（木）

１．郡市ゴルフ（ロイヤルスターゴルフクラブ）

山口会長

参加者１２名。優勝、原先生
9 月 17 日（土）～19 日（月）

２．会員研修旅行
参加者１２名、大阪・神戸・姫路方面。

勝呂理事

だんじり祭見学、姫路城・六甲山見学、異人館巡りなど
３．医科歯科連携の会（君津中央病院）

9 月 21 日（水）

河野理事

9 月 29 日（木）

熊切理事

午後６時半より、４３名出席。
４．木更津市口腔がん検診（イオンモール）

受診者１４３名、千葉大口腔外科より丹沢教授、肥後先生。君津中央病院より渡邉先生。
9 月 29 日（木）

５．虫歯予防啓発ポスター配布

高野理事

４市の学校教育課に小中学校への虫歯予防啓発ポスターの配布を依頼。
６．平成 28 年度郡市地域保健担当者連絡協議会（県歯）

9 月 29 日（木）

原副会長

高齢者健診において、対象者に対し実際の受診者が極端に少ない。
今後、周知の仕方などを検討。
７．木更津市在宅医療・介護連携推進協議会

成川理事

在宅医療・介護連携部会（木更津市役所朝日庁舎）

9 月 30 日（金）

役員を決定。１０月６日（木）に全体会議あり。
８．鈴木芳則先生 ９月３０日付退会

四. 協議
１．医療管理講演会について（10 月 12 日：水）
午後７時～９時

医歯薬会館３Ｆ大教室

鈴木理事
現在出席者１９名予定。

「歯科医院の事業承継のポイント」～継承を円滑、円満に行うために～
２．社保小勉強会について（10 月 29 日：土）

勝見理事
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午後７時より、講師：県歯社保委員 須藤正明 先生。役割分担など
３．麻雀大会について（11 月 9：水）

勝呂理事

雀荘潮見にて、午後７時より。
４．敬老祝賀忘年会について（12 月 3 日：土）
午後６時より

勝呂理事

東京ベイプラザホテル。

ビュッフェスタイルの宴会を検討。
５．袖ケ浦市口腔がん検診について（12 月 15 日：木）

熊切理事

・木更津市の検診のアンケートと反省点について
アンケートの字の大きさ雑音、清潔感などの配慮、担当歯科医師の名前表記、
紹介状の封筒の表書きについて。
６．摂食嚥下講習会について（12 月 16 日：金）

成川理事

６時半より開始予定、医歯薬会館３Ｆ大教室にて。
７．その他
・生涯研修講習会

河野理事

４月１５日（土）午後４時半より

五. 閉会

原副会長

第 8 回 理 事 会 報 告
君津木更津歯科医師会
平成 28 年 11 月 5 日（土）
医歯薬会館

一階会議室

一. 開会

原副会長

二. 挨拶

山口会長

三. 報告
10 月

１．郡市社会保険担当者連絡協議会（県歯）
午後１時から

6 日（木）

勝見理事

指導監査について。保険請求に関する行政との接触について。

各郡市における連携の状況。２８年度診療報酬改定について。
10 月

２．社保委員会（田園）
午後７時から

8 日（土）

勝見理事

出席者１８名。社保小勉強会、新年会の協議
10 月 10 日（月：祝日） 勝見理事

３．きさらづ健康ウイーク
（歯科コーナー：かずさアカデミアホール）
相談者

男性１９人、女性３６人、計５５人
10 月 12 日（水）

４．医療管理講演会（医歯薬会館）

鈴木理事

午後７時から９時まで、２１名参加。歯科医院の事業継承のポイントについて。
講師

㈱JIN&Partners 代表取締役 堀浩輔氏
10 月 13 日（木）

５．災害医療講習会（県歯）

鈴木理事

午後２時から午後５時まで、大規模災害時における歯科救護医療について。
災害歯科コーディネーターについて。東京医科歯科大学

中久木康一先生
10 月 21 日（金）

６．きみつ愛児園摂食嚥下指導
午前９時半から２時半まで、日大松戸の遠藤真美先生
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成川理事

当会より５名参加、他２名で指導。指導した園児は５名
７．青年歯科医師の会（県歯）

10 月 23 日（日）

河野理事

10 月 27 日（木）

原副会長

ハロウィンパーティー
８．第 3 回君津市介護保険運営協議会（君津市役所）

午後７時から８時まで。居宅の方への巡回サービスについて。
10 月 29 日（土）

９．社保小勉強会 （会館）

勝見理事

午後７時から 講師：須藤県歯社保委員。指導、監査について
10．医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）

10 月 30 日（日）

原副会長

山口会長、原副会長、高野理事、渡邊先生、松葉先生が参加
11. 君津健康福祉センター運営協議会（君津健康福祉センター） 11 月
午後２時から

2 日（水）

山口会長

平成２７年度の事業報告と２８年度の事業計画

12. 「木更津市要保護児童対策地域協議会」

11 月

4 日（金）

山口会長

代表者及び実務者会議（合同会議）
午後１時半から４時まで

木更津市役所朝日庁舎。２７年度報告と講演。

四. 協議
１．新入会員について（山田

遼

先生：やまだ歯科）

古谷理事

賛成多数で入会が承認されました。
２．生涯研修委員会について（11 月 12 日：土）

河野理事

講習会の役割分担など
３．生涯研修講習会について（12 月 3 日：土）

河野理事

午後３時から東京ベイプラザホテルにて
日本歯科大学附属病院総合診療科教授

北村和夫先生

「ここまできた現代の歯内療法」

役割分担について確認
４．敬老・祝賀・忘年会について（12 月 3 日：土）

勝呂理事

役割、進行について確認
５．袖ケ浦市口腔がん検診について（12 月 15 日：木）

熊切理事

集合午前８時、９時から２時まで
1 次検診医９名

冲津先生、成川先生、古谷先生、山口究先生、和田先生、麥野先生、
河野先生、勝呂先生、飯島先生

2 次検診医４名

千葉大口腔外科 丹沢教授、肥後先生、岡先生
君津中央病院歯科口腔外科 渡邊俊英先生

６．摂食嚥下研究会について（12 月 16 日：金）
午後６時半から

成川理事

医歯薬会館３階にて。摂食嚥下機能の正常発達と障害児者への対応

７．広報委員会について（12 月 22 日：木）
午後７時から

高野理事

第７８号会報の校正

８．社保講習会・新年会について（1 月 28 日：土）
午後３時半から
演者

勝見理事

ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

毛取健至先生

役割、進行、予算について確認

９．介護のための口腔ケア地区研修会（2 月 9 日：木）
３０名程度の予定、役割確認。
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熊切理事

10．第 2 回医科歯科連携の会について（2 月 22 日：水）

河野理事

君津中央病院 4 階講堂

午後７時より
11．その他

・木更津市広報より各診療所に JP１２という雑誌を置いてほしいとの依頼

山口会長

・木更津市健康管理課、平成３０年頃より妊婦検診を検討

山口会長

・役員旅行について

原副会長

場所、日程について

５月１７日～１８日予定

五. 閉会

神副会長

第 9 回 理 事 会 報 告
君津木更津歯科医師会
平成 28 年 11 月 30 日（水）
医歯薬会館

三階大教室

一. 開会

神副会長

二. 挨拶

山口会長

三. 報告
１．平成 28 年度いい歯のイベント（県歯）

11 月 6 日（日） 原副会長

平成２８年度歯・口の健康啓発標語コンクール
くりはら み と

木更津市立中郷中学校３年生

栗 原 明透さんが４市審査会の１位として県審査会に推薦され、

県大会において県知事賞（１位）を受賞し、全国の審査会では最優秀賞入選という結果となり
ました。
11 月 9 日（水） 勝呂理事

２．麻雀大会（雀荘潮見）
午後７時より

参加者１２名。

優勝、杉山公夫先生
11 月 9 日（水）・10 日（木）

３．歯科疾患実態調査（袖ケ浦市）
午後４時より

蔵波公民館にて

４．千葉県歯科医師会

砂川監事

災害対策本部設置運営訓練・連絡訓練

午前９時より午後１２時まで
５．介護保険認定審査会

11 月 10 日（木）鈴木理事

県歯会館、役員会議室にて

四市全体会議及び主治医意見書研修会（会館）11 月 10 日（木）原副会長

午後７時より
11 月 12 日（土）河野理事

６．生涯研修委員会（田園）
午後７時より

生涯研修委員３名、理事会より４名、計７名参加。

生涯研修講習会の役割分担などについて
７．平成 28 年度警察歯科医会総会・合同研修会（県歯）

11 月 17 日（木）原副会長

午前１０時から午後３時まで
木更津警察署 市川先生、富津市警察署 中島先生、君津警察署 原副会長 高橋晃先生が参加。
11 月 17 日（木）熊切理事

８．袖ケ浦市口腔がん検診打ち合わせ
午前１１時より

熊切理事、山中太郎先生が出席。会場の配置などについて

９．平成 28 年度第 1 回「日医認定産業医研修会」（東京ﾍﾞｲﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ）
午後６時半から午後９時まで
職場におけるがん患者の就労と復職の支援の取り組みについて
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11 月 17 日（木）神副会長

職場におけるストレスチェック後の面接を不安なく行うために
10．木更津もみじの会（ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ木更津ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ）
第１回目の開催

11 月 18 日（金）山口会長

木更津市健康推進課、医師会、歯科医師会による懇親会

四. 協議
１．生涯研修講習会について（12 月 3 日：土）

河野理事

午後３時から東京ベイプラザホテルにて
当日の予定、役割分担などについて ４９名参加予定
２．敬老・祝賀・忘年会について（12 月 3 日：土）

勝呂理事

参加予定５４予定（会員４８名来賓４人講師１人）
当日の進行、役割、席次、及び予算について
３．袖ケ浦市口腔がん検診について（12 月 15 日：木）

熊切理事

午前８時集合、駐車場など当日の流れと役割について
反省会会場

「わかな」

４．摂食嚥下勉強会について（12 月 16 日：金）

成川理事

午後７時から医歯薬会館３階講堂にて
日大松戸歯学部 野本たかと教授

「摂食嚥下機能の正常発達と障害児者への対応」

当日の流れと役割などについて
５．広報委員会について（12 月 22 日：木）
午後７時より

高野理事

君津「牛匠しらいし」にて

会報第７８号発行のための校正作業予定。

理事会、及び委員１０名出席予定
６．社保講習会・新年会について（1 月 28 日：土）
午後３時半から

勝見理事

ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル

新年会、午後６時から

２次会、午後９時から ラウンジウィンザー

７．介護のための口腔ケア地区研修会（2 月 9 日：木）

原副会長

介護関係者の為の講演
８．第 2 回医科歯科連携の会について（3 月 15 日：水）
午後７時より

河野理事

整形外科との連携についての予定

９．来年の選挙・総会日程について

古谷理事

役員改選のための選挙に関わるに日程、及び総会について
10. 休日診療について

鈴木理事

休日診療における薬局などについて
11. 木更津市高齢者歯科健診について（3 月 16 日：木）

熊切理事

２０名から２５名予定
12. 富津市歯周病検診について

熊切理事

検診実施のための準備、料金などについて
13. 富津市介護審査会委員推薦について

熊切理事

２名欠員のため柳澤先生、飯塚先生を推薦
14. 学校歯科医中途変更について

原副会長

今後の対応の仕方について検討
15. その他
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・福祉共済の負担金の増額について

山口会長

・来年度健歯児童・生徒審査会の日程について

６月８日（木）予定

岩崎さん

・社保個別勉強会ついて

勝見理事

・新千葉新聞における平成２９年謹賀新年広告掲載について

高野理事

・医療管理委員会の開催について

鈴木理事

五. 閉会

原副会長

（理事会報告作成：広報調査委員長

飯塚 晃）

「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

フィリピン歯科医療奉仕報告
１１月末に行なったフィリピンにおけるミッションの記事を会報に掲載していただ
けるという連絡を広報委員会から受けて、御厚意に感謝し、高野先生に原稿送信いたし
ました。会の御協力に御礼申し上げます。
今回はマニラ近郊ケソンシティとマニラから
車で 3－4 時間の米軍基地があったスービック
の近く、オロンガポの二カ所で行ないました。
治療といっても抜歯だけなのですが、ケソン
シティでは患者さんが多数、500 人を超える
人々が来ました。
現地フィリピン歯科医師会の歯科医 9 人と日本から参加した歯科医 4 人（市原歯科
医師会の高橋啓子先生参加）で奮闘し 311 人の患者さんの抜歯をしました。日本のチー
ムはボランティアやロータリアンで構成され、総勢 16 名の参加者でした。教会の前に
小さな広場というか庭がありそこにテントを張って受け付け、一段高くなった舞台のよ
うなところに設営行ないましたが、次から次、やっても、やっても涌いて来るように患
者さんが多数来るので必死で抜歯しました。日本では考えられない光景です。
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オロンガポでは初日は Aeta 族という先住民族の村を訪ね、歯を磨くという習慣を持
たない人々にレクチャーをしようと子供用歯ブラシ 50 本、大人用 100 本、ペースト
100 個、タガログ語で書かれた歯磨きの仕方のパンフレットを配り集まった約 80 名の
子供たちに歯形模型を使って指導を行ないました。地面に座った素朴で無邪気な子供た
ちは真剣な眼差しで日本から来た私達の話を聞いていました。

Aeta 地区川渡り

ブラッシングのレクチャー

翌日はオロンガポ市内で半日、75 名の患者さんを抜歯し 3 日間に渡るミッションは
無事終了しました。来年もパラワン島やパナイ島のイロイロシティからオファーが来て
おりますので継続してやっていくつもりです。ご支援のほどよろしくお願いいたします。
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高橋千晶 記

※引き続き会員の皆様のご協力をお願いいたします。
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

Yo Omori Memorial Dental Team

口座番号

１９１０８９３

代表 高橋千晶

新入会員紹介
なかたにかずあき

中谷一空 先生

（木更津市）

この度、入会させていただきました中谷 一空と申します。
出身は稲毛なのですが、大学から福岡に行き、福岡歯科大学を
卒業しました。卒後は歯周病学講座、インプラント学講座に在籍
し、学術と臨床そしてたまに研究のお手伝いをしておりました。
ご縁がありまして木更津の地で開業して二年になりますが、木更津のことも歯科医師会
のことも無知なことだらけです。歯科医師会の先生方と地域の皆様に少しでも多く貢献で
きるよう日々精進致します。何卒、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げ

ます。
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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
FAX 0438(37)6488

やまだ

りょう

山田 遼 先生

（君津市）

この度、入会させて頂きました、やまだ歯科

院長

山田 遼です。私は明海大学を卒業し、明海大学病院にて
臨床研修医として1年間研修し、明海大学病院口腔外科第Ⅰ
講座に入局しました。５年間勤務し、その後埼玉県内の歯科医院に勤めておりました。
この度地元の君津市に戻り、９月に新規開業しました。歯科医師歴８年目で、まだまだ
未熟者ではありますが、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
やまだ歯科
〒299-1152

君津市久保3－7－15

TEL・FAX

0439-55-6480

会員の動向
退会
鈴木芳則 先生 （木更津市）

平成２８年９月３０日付 退会

西本克己 先生 （木更津市）

平成２８年７月３１日付 退会

高木大和 先生 （富津市）

平成２８年９月３０日付 閉院

閉院

訃報
桜井 満 先生
桜井歯科ｸﾘﾆｯｸ
昭和 23 年 8 月 13 日生
日本歯科大学 昭和 51 年卒
平成２８年１１月２３日 ご逝去（６８歳）
謹んでご冥福をお祈りいたします。
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「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）

編 集 後 記
早いものでもう、一年が終わろうとしています。２０１６年は世界を振り返りまして
も、一個人を振り返りましても「激動」の言葉がぴったりくる年でした。秋には君津木更
津ブロック代表としてお手伝いさせていただいております千葉県女性歯科医師の会主催の
関東女性歯科医師の会が浦安のディズニーランドホテルで開かれ、およそ１２０人の女医
先生方にお集まりいただき本当に素敵な一日を過ごす事が出来ました。個人で所属してい
る歯科用レーザーライト学会もまた、秋に札幌の歯科医師会館で開催され、こちらでも
「女性シンポジウム」という枠で発表させていただく機会がございました。感じましたの
は男性が女性を理解しようとして下さっている、これは、家庭に居る女性、仕事を持つ女
性、そしてそれを兼任している女性に対してと非常に範囲が広く、ありがたく、本当に素
晴らしいこと。何かを理解しようとする純粋な気持ちというのは、一番平和的かつ歩み寄
りの原点で、これがまさしく「コントロールすること」から脱却の第一歩だと思うからで
す。
世の中の動きでは陛下のご退位のお気持ちの表明とドナルドトランプ大統領の誕生があ
りました。後になってあそこから何かが変わったと振り返られる出来事になると感じてい
ます。個人的には陛下のご発表は、政権が戦争に傾いている事への「言論の自由のない人
間」が唯一できるエレガントにしてスマートな方法での痛烈な批判であると解釈していま
す。トランプ氏当選に関しては国連機能崩壊であり、本当の意味での世界各国の独立自
立、だと感じています。
時代という海は当然嵐もあり凪もありますが、抗う事無くしっかりと波をとらえなが
ら、自分の軸からぶれずに、一歯科医師としても母としても一人の人間としてもこつこつ
毎日を大切に過ごして参ろうと思っています。
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野村光子 記
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