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役員就任の挨拶

会長

原 比佐志

日本歯科医師会のスローガンも「８０２０」から「フレイル」
へと変わり、行政も厚労省の指導強化のもと地域包括ケアシステ
ムが具体的に始動し、全てが平成３０年の医療・介護同時改定に
向けて大きく動き出した感があります。
当歯科医師会においても２年後に迫った支出計画の終了など課題
が山積しております。このような会務運営の難しい時期に会長に就任することは不安もあ
りますが、その不安も楽しみつつやっていけたらと考えています。
さて、当歯科医師会の事業は対象の差異によって２つに大別され、その一つは会員を対
象とする内向きの事業（社保など）で、もう一つは住民を対象とする外向きの事業（地域
など）です。
内向きの事業に対しては指導・監査の状況や患者の意識変化により多少の忙閑の差はあ
りましたが、概ね良好に変化なく進んできたものと思いますので、引き続きこの状態を堅
持していきたいと考えます。
外向きの事業に対しては県行政からの市区町村行政への指導が具体化し、地域包括ケア
システム実現のための多職種協働事業、在宅診療、認知症対策などの多くの事業が一斉に
立ち上がっています。
また、この地区の特徴として行政単位が４市であることで新規に立ち上がった事業も４
市それぞれに人材を派遣しなければなりません。
当歯科医師会は幸いにも新規会員が多く入会していただいておりますが、学校医辞退者
の増加や諸事業への人材の派遣等で会員の皆様の人的貢献がどうしても必要となっており
ます。
今年度の執行部は以前より若返っておりますが、みな結構な年齢になっています。
皆様の会務への積極的なご協力よろしくお願いいたします。
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副会長

小松 利典

この度、副会長となりました小松です。私が診療所を開業した
30 年前とは世の中も大きく様変わりし、現在では歯科医科との
連携、行政との検診事業、フッ素洗口事業、摂食嚥下指導等の様々
な諸団体と連携した歯科医療が行われてきており、各歯科医師に
対する要望が年々増してきております。今までの様な個人の歯科診療
形態だけではなく、外に目を向けた対応と知識も要求されるように
なってきました。これに対し、各委員会によるこれらに対する講習会等の開催も増えてきて
おります。
正直、知識不足で天を仰いでばかりおりますが、今後、諸問題も多々出てくるでしょうが、
各担当理事の先生方と足並みを揃え、原新執行部を盛り上げて行きたいと思っております。
また、一般社団法人となりましてから早や 5 年が過ぎ、今年度が 6 期目となります。事業
計画も順調に推移、達成されており、あと３年で終了となります。
今後、一般社団法人か、公益法人かの選択も迫られることになるでしょう。
その際は、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。

副会長

長谷部 猛

この度、君津木更津歯科医師会副会長を仰せつかった長谷部です。
監事であがりと勝手に考えておりましたが、お引き受けした限りは
会員の皆様のお役に立てるよう努力いたします。とは言え、会の運
営は会員の皆様のお力にかかっております。どうか皆様のお力で、
この苦しい歯科界を乗り切って行きましょう…という感じで、最終的
に皆様に責任を押し付ける形で私の就任のご挨拶とさせていただきます。
２年間、よろしくお願いいたします。
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専務理事

古谷 隆則

原比佐志会長の下、専務理事という役で歯科医師会のお手伝いを
させて頂くことになりました。幸い今期も多くの理事経験者が参加
してくれ力強さ、心強さを感じます。
立場上、会務全般に精通しなければならないのは十分承知では
ありますが現在のところ容量不足で頭が重いところです。微力なが
ら理事のみんなと力を合わせて会の運営ができるだけ滞りなく進む
ように、また原執行部を盛り上げるように努め会務に参加してゆこうと思っています。
今まで同様にご指導、ご協力のほど、皆様よろしくお願いします。

監事

砂川 直俊

このたび山口執行部に引き続き監事に就任することになりました
砂川です。二年間の責務が終わりほっとしているところでしたが、
もう一度監事ということで、またまた身の引き締まる思いです。
前期の理事が多数留任しているので、その点では心強く思って
おります。
さて「忖度」という言葉がありますが、この二文字を正確に読める
人が今年の初めまではどれほどいたでしょうか。今読めないとよほど
世事に疎いと言われるでしょう。Ｍ学園の理事長が記者会見で使ってからあっという間に
広まり一時はメディアで取り上げない日はないほどでした。Ｍ学園の問題では「上役の意図
を推し量る」という場面で使われています。そしてそれに続く言葉は「便宜をはかる」とな
るでしょうか。しかし、
「忖度」は本来、
「心を推測する」、
「他人の気持ちを推し量る」とい
う意味だそうです。お互いが「そんたく」の本来の意味に立ち戻り、新理事をはじめ執行部
が一丸となって会務に取り組み原会長を助けて頑張ることを期待しています。
また、会員の皆様にはご理解ご協力をお願いいたします。
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監事

熊切 篤

監事を担当させていただきます熊切です。富津市行政担当も
引き続き担当させていただきます。原会長のもとすでに理事会が
始まっておりますが、会長指定の席次で理事、各市担当者が並んで
おります。市民の健康づくりに私達が何ができるのか診療室での
診療以外の活動が求められています。会として同じ方向へ会員と
一緒に進んでいけるよう皆様ご協力をお願いいたします。

総務担当理事

神 由紀彦

このたび、総務担当理事を拝命することになりました。
原会長のもと会務全般に目配りをしていきたいと思います。
四期目となり、中間管理職的な立場になるのかもしれません。
今期は「困った時の神頼み」的な働きができればと考えております。
会員の皆様方のご指導、ご協力をお願いいたします。

会計担当理事

水町 裕義

会計理事となりました水町です。当会は諸先輩方のご尽力により、
昭和 22 年に木更津歯科医師会と君津郡歯科医師会が設立されたのを
機に今年で 70 周年となります。平成 20 年の法改正により、5 年以内に
公益法人か、一般社団法人か、解散し新団体結成するか選択を迫られ、
平成 24 年 4 月 1 日に一般社団法人として出発しました。一般社団法人が
旧法人からの移行認可の申請をする場合は、公益目的支出計画を作成し、
県に毎年状況を報告する必要があり、計画期間中（当会は、平成 31 年度まで）は計画通りに事
業を行う必要があります。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、ご理解ご
協力の程よろしくお願い致します。
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生涯研修担当理事

玉利 彰良

この度、生涯研修委員会担当理事を仰せつかりました、玉利と
申します。同委員会の趣旨は、近年取り上げられている医科歯科
連携など、我々歯科医の本分の一つである「学術の情報・知識の
アップデート」であると思っております。会員の皆様に有益な
講習会を開催する事が、ひいては地域の皆様への安心安全な医療
への還元に繋がる事と思っております。前期は、県歯にて同委員
会の委員を務めさせていただいておりましたが、そこで得た経験
を元に、任された任期を全うしたいと思っております。何分経験の浅い、ひよっこ同然の
新人でございます。今後ともどうぞ、ご支援・ご指導の程、よろしくお願いいたします。

社会保険担当理事

勝見 雅也

前期に引き続きまして、原執行部のもとでも社会保険担当理事
に就任させていただきました勝見です。
今年度公表された最新の医療経済実態調査において、平成２８
年の個人立歯科診療所の医業・介護収益(収入)は平成２７年と
比較すると、伸び率はわずか 0.4％でした。平成２８年度診療報酬
改定において歯科診療報酬本体は+0.61％でしたが、個人立歯科診療所における保険診療収
益の伸び率は 0.37％しかありませんでした。一方、医業・介護費用(経費)は 0.3％減少とな
っています。前回調査結果(平成２５・２６年)と比較すると、医業・介護損益(所得)は年額
約 150 万円減少していて、個人立歯科診療所の経営状況はますます厳しい状況となってい
るといえます。
指導・監査については、人的要因は変わりましたが、依然厳しい状況であります。保険診
療における算定要件を満たさないという結果とならないためにも、勉強会等を通じ、カルテ
記載等について会員の皆様が知識を深められますように努力したいと思います。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。
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地域保健医療担当理事

須藤 正明

この度、君津木更津歯科医師会地域保健医療担当理事を任じら
れました須藤正明です。
８年前には社会保険担当理事として理事会へ初参加となり、４
年前からは千葉県歯科医師会社会保険委員会に参加し社保関係一
色でしたが、今回は地域保健医療という新しい活躍の場を与えら
れ、自分自身、不安と期待が両手に乗っているところであります。
それにしてもまったくの新天地、まして委員会活動には会員の皆様のご協力が不可欠の場
でありまして、私のような小心者が一人で行政とのやり取りをまとめあげることはできま
せん。地域委員会の委員の先生はもとより、全会員の皆様のお力をお借りし、委員会を運営
してゆきたいと思っております。
どうぞ、この２年間ご指導ご鞭撻の程、またご協力の程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

前期に引き続きまして、今期も学校保健担当理事に就任いたしま
した柳川です。どうぞよろしくお願いいたします。
職務といたしましては、毎年 6 月に行われる良い歯のコンクール
を主として活動させていただいております。今年度より学校歯科
検診に対する学校歯科医の活動指針が一部変更になりましたので、
このタイミングを一つの機会とし、学校別による検診基準の統一を図るべく活動してまい
りました。
それに加えまた今期では、実現はまだまだ遠く難しいかもしれませんが、フッ素洗口を１
日でも早く地域の学校で取り入れていけるよう日々尽力していきたいと思います。
私自身理事としての活動にやっと慣れてきたところであり、まだまだではございますが、
当委員会をしっかり引っ張っていけるよう皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。
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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。前執行部でも
障がい福祉を担当しておりましたが、引き続き担当させて頂く事
になりました。
平成 14 年よりきみつあゆみ園（現、きみつ愛児園）に対する摂食・嚥下指導を行って
きましたが、原執行部では、今年度より在宅介護の分野も担当する
ことになりました。
高齢化の進む上総地区では、在宅医療・介護の問題は、医療関係者の最大の課題でありま
す。昨年度より木更津市では医師会・行政が中心になって、在宅医療・介護連携推進協議会
が発足致しました。この協議会には、医師、歯科医師、薬剤師、ケアマネージャー、ソーシ
ャルワーカーなど多職種で認知症、在宅介護・医療に関する諸問題に対応しようとしており
ます。当地区４市の、対応には差がありますが、木更津市ではすでに認知症初期対応チーム
が活動を始めております。また講師を招聘しての講習会等も開催致しました。他職種と連携
しながら、歯科医師が医療人として在宅医療・介護の問題に積極的に参加していく時期、行
かざるを得ない時代になったと考えております。
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

今回理事をさせていただくことになり、ありがとうござい
ます。また今回でこの委員会の理事を務めさせていただくのは
二期目になります。
委員会の活動内容として、ボウリング大会・麻雀大会・会員
研修旅行・忘年会などがあり、会員同士の親睦の場を作ることです。
本年度もより多くの会員が参加していただけるような、魅力ある企画を計画し、実行してい
きたいと思います。２年間宜しくお願い致します。
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医療管理担当理事

松清 均

この度、原執行部にて医療管理委員会の理事に就任致しました
松清と申します。
歯科医師会に入会以来、複数の委員会のお手伝いをさせて頂き
ましたが、今回の医療管理委員会は全くの初めてであり、分から
ない事ばかりで、前理事の鈴木みちよ先生をはじめ多くの先生方に
アドバイスを頂きながら理事を務めさせて頂いているところです。
執行部の中で一番の年少であり無知無能ではありますが、入会より私をご指導・応援し
てくださいました多くの先生方の期待に応える事が出来るよう、歯科医師また人として成
長の場を与えてくれた君津木更津歯科医師会の役に立てるよう一生懸命努力していく所存
です。今後とも、多くの先生方のご指導・ご鞭撻の程お願い申し上げます。

広報調査担当理事

高野孝治

前期に引き続き、広報調査担当理事をさせていただくことと
なりました。二期目の担当理事ということで、前期に学んだこ
とを生かして、迅速で正確な情報の発信と対外的な広報活動の
更なる充実を目指していきたいと思っております。しかしなが
ら、まだまだ役不足感も否めず至らぬ点も多々あるかと思いま
すが、少しでも皆様のお役に立てるようご指導ご鞭撻をいただ
きながら二年間精一杯努力していく所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

「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）
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平成 2９年度 第 1 回医療管理講習会
平成２９年９月２０日（水）
、午後７時半より医歯薬会館３階大教室にて平成２９年度第
一回医療管理講習会を開催致しました。
今回の医療管理講習会は二部構成になっており、最初に科研製薬の宮尾佳伸氏より歯周
組織再生剤『リグロス』の用途・使用説明がありました。『リグロス』は保険適応の薬剤で
歯周外科治療の際に使用することで歯周組織の再生を強く促す事が出来るという事でした
ので、これからの残す治療に大いに期待できるのではと思いました。また歯周病専門の先生
に限らず、このような薬剤をうまく活用出来れば診療の幅も広がるのではと感じました。
次にモリタ・デンツプライシロナ・ナカニシの３業者より、ハンドピース自動注油装置や
小型滅菌器などの製品説明・使用方法をして頂き、その後、製品展示ブースにて各先生方に
個別でお話をして頂きました。
最近、新聞やインターネット等で歯科器具の滅菌消毒について悪い方向で取り上げられ
る事が多くなり、真摯に地域歯科医療に関わっていられる本会先生方も不必要なストレス
に晒されていることと思います。先生方が良質な歯科医療を多くの患者さんに提供するに
当たり、滅菌消毒環境を増強することで時間とストレスの軽減に繋がれば良いのではない
かと思います。また、先生方のそういった努力が患者さんにも伝わり評価して頂ける事を願
います。
最後になりますが、今回お忙しい中ご参加頂きました３５名の先生方の診療環境整備に
少しでもお役に立てれば幸いと思っております。

松清 均 記
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木更津市口腔がん検診

ミーティング風景

受付

会場への案内

平成２９年９月２８日（木）、木更津市民を対象に昨年同様「イオンモール木更津」2 階
イオンホールにて木更津市口腔がん検診が行われました。
当日は大雨洪水警報が発令され、交通機関が乱れる中の開催となり、開催が危ぶまれまし
たが会員の先生方、地曵さんをはじめとする木更津市役所の皆様方のご協力のもと大きな
混乱もなく開催することができました。木更津市口腔がん検診事業も木更津市民に浸透し
てきており、受診希望者が定員を大きく上回るようになってきました。また、開催場所が昨
年同様「イオンモール木更津」と大きな会場のため昨年の反省を踏まえ、会場案内の先生方
のぼり

の人数を増員し、案内の 幟 などを設置するなど工夫を行い、昨年よりも検診の流れがスム
ーズになっているように感じました。この事業がますます木更津市民に関心を持ってもら
い、他の市においても口腔がん検診が市の事業として行われることを期待しております。
最後になりましたが、大変お忙しい中毎年 2 次検診医を務めていただける千葉大学丹沢
教授、肥後先生、君津中央病院渡邉先生に感謝申し上げます。
結果は以下のとおりです。
受診者数 143 名
異常あり 12 名 うち紹介状提供 6 名
紹介状提供症例
40 歳 女性 舌癌の疑い
67 歳 男性 上顎歯肉白板症の疑い
48 歳 女性 舌白板症の疑い
86 歳 男性 舌血管腫の疑い
78 歳 女性 頬粘膜扁平苔癬の疑い
39 歳 女性 舌カンジタ症の疑い
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紹介状提供なし
68 歳 男性 上顎歯肉義歯性潰瘍 かかりつけ医受診を指示
81 歳 女性 頬粘膜黒色病変 君津中央病院受診中
78 歳 男性 口底血管腫の疑い
59 歳 男性 下顎歯頚部白斑 かかりつけ医受診を指示
72 歳 女性 頬粘膜小腫瘤 経過観察
61 歳 女性 舌小腫瘤 かかりつけ医受診を指示

一次検診の先生方

肥後先生

丹沢教授

渡邉先生

河野 礼由公 記

平成２９年度

富津市高齢者口腔教室

平成２９年１０月１２日（木）に富津市高齢者口腔教室が行われました。
この事業は今年度からの事業で、富津市からの委託を受け君津木更津歯科医師会が高齢者
の口腔審査、口腔機能の検査そして口腔に関する講習を行うものです。
当日は朝８：３０に富津市大堀の集会場へ集合し、検診医として熊切先生、河野先生、松
清先生、今村先生に来ていただき受診者２１名の口腔審査を９：００より開始しました。そ
の後、千葉県衛生士会より派遣していただいた３名の衛生士により受診者の口腔機能検査
を行い、検診後は衛生士による口腔機能と唾液の重要性についての講話を３０分聞いても
らい。最後に歯科医師への質問の時間を設けました。義歯安定剤の使用の良し悪しやインプ
ラントに関する質問等があり、それぞれの歯科医師の意見を答えてもらいました。
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受診者は６５歳以上の有歯者で、普段歯科医師に落ち着いて話を聞いてもらうことがなか
なか言えないとのことで、今回はとてもいい機会となったようです。
次年度も事業の継続を富津市へ要望してゆきたいと思います。

須藤 正明 記

袖ケ浦市口腔がん検診

平成２９年１１月９日（木）、昨年同様「袖ケ浦保健センター」にて袖ケ浦市民を対象に
袖ケ浦市口腔がん検診が行われました。
袖ケ浦市民２２０名を対象に検診を行う予定で、当日は２１２名の受診者が来場しまし
た。当郡市歯科医師会より９名の一次検診医に続き、千葉大学より丹沢教授を含み３名の検
診医をまた君津中央病院より検診医として渡邉歯科部長をお呼びし二次検診を行う二重の
検診体制にての実施となりました。
受診者の中には大学病院の先生に診ていただけるのがうれしいとの意見もあり、がん検
診の体制としてはこのまま続けてまいりたいと思います。
袖ケ浦市民の口腔がん検診への意識も高まり、リピーターの受診者も増え検診医との会
話でも、昨年の口腔状況との比較の話なども聞かれました。
今回も精査を必要とする１２名の紹介状による診療情報提供者がおり、この検診事業の
重要性を行政も感じていると思います。できるなら、君津、富津と口腔がん検診の実施に前
向きに行政が考えてくれることを望みます。
最後に、千葉大学からの３名の先生方、君津中央病院の渡邉先生、そして郡市の検診医、
検診の運営を助けていただいた会員の先生方に感謝いたします。
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一次検診の先生方

二次検診の先生方

反省会

須藤 正明 記

会員研修旅行
平成２９年１１月１６日（木）
、待ちに待った会員研修旅行が行われました。
今回は日帰り旅行なので少し残念でしたが、参加者も多数で賑やかな旅になりました。
朝早くから修学旅行の高校生たちが溢れる木更津駅に集合です。いつもならバスに乗り込
むや否や、後ろの方では宴会が始まるのですが、今回の
メインの行き先である小田原のライオン工場は酒気帯び
では見学する事はできません。みんなで大人しくバスに
揺られて工場到着を待ちました。
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中に入ると工場内を案内してくれるスタッフがいて、ライオン
の歴史や取扱製品の説明を受けました。タバコライオンなども展
示されており懐かしさもひとしおです。そのあとは歯磨き粉ので
きる流れを見学しましたが、ほとんどの行程が機械で行われてお
り人はほんの少ししかいません。技術の進歩を感じ、これから人間
の仕事は機会に変わって必要とされなくなっていく恐さも同時に
感じました。
工場見学の後はお待ちかねのサッポロビール園です。ジンギスカンを食べながら禁酒令
の解けた先生たちは浴びるようにお酒を飲んでいました。

その後江ノ島を、みんなで散歩して木更津に戻って来ました。
打ち上げは肉汁餃子です。あれだけ飲んだのにさらに飲み続ける大人達。日本のお父さん
はまだまだ元気です。来年もみんなで楽しみましょう。
中村 武仁 記

生涯研修講習会
平成２９年１２月２日（土）午後３時３０分より、講師として
鶴見大学歯学部 細井紀雄名誉教授をお招きし、東京ベイプラザ
ホテルにて平成２９年度 第２回 君津木更津歯科医師会生涯研修
講習会を開催いたしました。
当日は、天候にも恵まれ、他郡市の先生方も数名参加され、全体
で５２名の受講者数となりました。君津木更津歯科医師会 副会長 長谷部猛先生の挨拶に
始まり、その後、講師紹介後、講演の運びとなりました。講演テーマは、
「超高齢化社会
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における有床義歯患者の管理 －機能、審美、QOL の向上をめざして－」という健康長寿が
取り沙汰されている昨今、大変興味深い講演内容となりました。

＜講演要旨＞
１．無歯顎難症例
・パノラマ X 線検査では、オトガイ孔を基準にして下顎骨の吸収の程度をみる
・歯槽骨の吸収が大きい人ほど、大臼歯部の粘膜の厚さが薄くなっている
・顎堤不良ほど、顎堤粘膜の疼痛閾値が低い
・印象域は、維持・支持域を最大限に確保する
・垂直的・水平的顎間関係の記録には、嚥下法が効果的
・高度な顎堤吸収の症例は、リンガライズドオクルージョンが効果的

２．すれ違い咬合症例
・アイヒナーの分類（咬合支持域による分類）の「B-4」型は準すれ違い咬合
・すれ違い咬合の割合は、前後が３６．５％、左右が１４．１％、複合が４９．
４％
・義歯の変位を防止するための支持装置として、キャップクラスプ、連続切縁レス
ト、
コーヌステレスコープ、コーピングテレスコープを用いる
・インプラントを併用することは、粘膜面の負担も軽減され効果的

３．咬合接触と義歯床下粘膜の負担圧分布
・義歯床の適合検査にはホワイトシリコーンを用いることにより、
義歯床のあたり（過圧部位）と咬合力の床下粘膜への配分と負担圧分布を診断で
きる
・適合試験は原則的に咬合圧下で検査する
・調整は、義歯床粘膜面より咬合調整を優先させる

４．軟質裏装材の応用
・各軟質裏装材の特徴
長所

シリコーン系

アクリル系

硬度変化が少ない

流動により粘膜適合性に優れる
16

溶出がない

研磨がしやすい

着色・磨耗が比較的少ない

積層が可能

無味無臭

粘性要素が大きい

弾性要素が大きい
短所

積層ができない

経時的に固くなる

研磨しにくい

耐久性が劣る

接着操作に注意が必要

着色しやすい

適合検査ができない
・保険診療の適応は、
「下顎総義歯患者に対して長期弾性裏装材を使用して間接法
で行った場合
に算定できる」となっており、長期という観点から実際は、耐久性の高いシリコ
ーン系が適用
されている

＜おわりに＞
講演の最後には、駆け足になってしまいましたが、最近のトピックスとして CAD/CAM デ
ンチャーとノンメタルクラスプデンチャーについてもご教授いただきました。講演後、君
津木更津歯科医師会 副会長 小松利典先生より謝辞があり閉会に至りました。
今回理事就任で初の講習会を開催させていただきましたが、多々なる不手際がございま
した事、講演時間が不足しておりました事、この場を借りてお詫び申し上げます。また、
この講習会を開催するに当たりご協力いただきました東京ベイプラザホテル関係者の皆様
に感謝申し上げます。講演の結びのスライドにあった「高齢義歯装着者の増加に伴い、機
能、審美、QOL の向上と残存諸組織の保全を図るためには、疾患を診るだけでなく全人的
医療が必要とされています。」の一文が教授の人柄をそのままに表しており、とても印象
に残りました。
最後に細井紀雄名誉教授には遠方からご足労願いご講演していただき、改めて深謝致し
ます。
玉利 彰良 記
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敬老・祝賀・忘年会

平成２９年１２月２日（土）午後 6 時から東京ベイ
プラザホテルにて、敬老・祝賀・忘年会が開催されま
した。
参加者は会員の先生方 44 名と生涯研修講師の先生
と来賓の方の５名で、合計 49 名で、古谷先生の司会・
進行のもとで行われました。
敬老会員出席者は、和田勝先生、磯貝昇先生、大澤憲二先生、安達弦太先生、中村幸成先
生の 5 名の先生方でした。

表彰受賞され、出席していただいた先生方は、山口延善先生
（歯科保健事業功労）
、 成川芳明先生
功労）、神由紀彦先生
先生

日本歯科医師会会長表彰

千葉県国民健康保険団体連合会理事長表彰（国保

千葉県国民健康保険団体連合会理事長表彰（国保功労）、小松利典

千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労）の 4 名の先生方でした。おめでとう

ございます。
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次に会長の代理の小松副会長の挨拶が終わると、来賓者紹介と各来賓の先生方から挨拶
を頂戴いたしました。
本年度の来賓の方々は、千葉県歯科医師会会長の砂川稔先生、千葉県歯科医師連盟会長の
宮吉正人先生、千葉県歯科医師国民健康保健組合理事長の山口誠一郎先生、衆議院議員浜田
靖一先生代理の近藤司様、生涯研修講師の細井紀雄教授の 5 名の方でした。

県歯会長

砂川稔先生

連盟会長 宮吉正人先生

国保組合理事長

山口誠一郎先生

来賓挨拶が終わると、乾杯に和田勝先生の御発声とともに、宴会がスタートとなりました。

ご来賓席

お忙しい中、お越しいただきありがとうございました

途中、アトラクションの豪華景品のくじ抽選会を行い、宴会も終盤になると、長谷部副会長
の中締めのご挨拶とともに、敬老・祝賀・忘年会は無事終了致しました。

新入会員の吉浜先生（右）

早速、仕事させられています（笑）
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ジャジャ～ン！

当たりくじ引いた方はゲームに参加できます

けっこうマジでやってます（笑）

で、一等賞もぎ取った人。山口雄太先生（右）

勝呂 泰樹 記

ボ ウ リ ン グ 大 会
７月１２日（水） 君津アイビーボウル
今年は１３チーム、５２名の会員の先生、スタッフに参加をしていただき、楽しい時間を
皆さんと共に過ごさせていただきました。君津木更津歯科医師会のボウリング大会も来年
で２５回目になります。来年は記念大会として豪華賞品や楽しい企画をして行きたいと思
っています。楽しみにしていて下さい。
今回は玉利先生チームと鈴木達也先生が初参加して下さいました。原新会長の始球式で
のストライク、盛り上がりました。
毎年のことですが、参加者の喜ぶ声や黄色い歓声、そしてパーティーでの楽しい食事や会
話でみんなが楽しんでいるんだなと実感し、続けて来て本当に良かったと思っています。
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結果は以下の通りです。
・チーム戦スコア―
優勝 渡辺Aチーム
準優勝 砂川Aチーム
3位

鎌田Aチーム

4位

山口チーム

5位

鎌田Bチーム

6位

加藤チーム

7位

砂川Cチーム

8位

渡辺Bチーム

9位

小竹チーム

10位

砂川Bチーム

11位

渡辺Cチーム

チーム優勝

渡辺Aチーム

B・B 柳川チーム
B・M 玉利チーム
準優勝

・個人優勝
男子 鎌田弘毅

女子 川嶋朱美
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砂川Aチーム

3位 鎌田Aチーム

渡辺 和彦 記

麻 雀 大 会
平成２９年１１月８日 午後７時より 雀荘 潮見
にて食事処大海老の野菜・海老天重を食べながらこ
れから始まる麻雀に緊張と久々に行う楽しみを感じ
ていました。
食事も食べ終わり、１２名の参加者は３卓に分かれ
50 分３回戦の時間制競技麻雀に突入していきました。
２回戦まで終わると上位を目指す人と上位を目指せ
ない人に分かれ、上位は皆優勝を目指し、下位は飛び
賞狙いに目標が変わっていき、今年の麻雀大会も楽しくそして、参加者全員が純粋に麻雀に
取り組み、順位が決定しました。それぞれの賞をいただき、
集合写真に全員が収まり、今年の麻雀大会も無事終了いたしました。
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結果は以下の通りです。
優勝 細井系太郎

１０３７００ １２P（ポイント上位）

準優勝 砂川直俊

１０８１００ １１P

３位

安達弦太

１０６２００ １１P

５位

中村武仁

８１１００

９P

７位

山口延善

６９５００

８P

BB

磯貝隆久

４５９００

５P

渡辺 和彦 記

三郡市ゴルフコンペ（Ｈ29.7.13）
平成２９年７月１３日（木）安房歯科医師会幹事により上総モナーク CC にて、三郡市ゴ
ルフコンペが開催されました。梅雨の時期としては絶好の天気で、時折吹く爽やかな風に軽
井沢でゴルフをしているかのようでした。
成績は当郡市の加藤名人がベスグロで２位という結果でした
以下詳細です。
順位

名

前

OUT

IN

GROSS

HDCP

NET

優勝

浅野 裕之（市原）

３９

４３

８２

１２．０

７０．０

２位

加藤 和幸（君・木）

３５

３８

７３

２．４

７０．６

３位

松田 博 （市原）

４５

３８

８３

９．６

７３．４

BG

加藤 和幸
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須藤正明 記

三郡市ゴルフコンペ（Ｈ29.10.19）
平成２９年１０月１９日（木）鶴舞 CC 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。
当日は男子プロゴルフトーナメント（袖ヶ浦 CC）が中止に
なる程の激しい雨でしたが、こちらのコンペは雨ニモマケズ、
風ニモマケズ 皆様楽しくラウンドされていました。
こんな悪条件の中、優勝は最近４ｋｇの真鯛を釣り上げた
当郡市の山口延善先生でした。

以下結果をお知らせします。
順位

名前

OUT

IN

GROSS

HDCP

NET

優勝

山口 延善

５０

５３

１０３

２８．８

７４．２

２位

水田 進

５２

４８

１００

２５．２

７４．８

３位

市川 昇

４９

５０

９９

２４．０

７５．０

B.G

松田 博

４７

４６

９３

１６．８

７６．２
須藤正明 記
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芝楽苦会（Ｈ2９.9.14）
平成２９年９月１４日 加茂ゴルフ倶楽部にて芝楽苦会
ゴルフコンペが開かれました。
スタート前は霧に包まれたコースでしたが、コンペの
時間にはすっかり青空となった絶好のゴルフ日和となり、
皆様張り切ってプレーされていました。

以下その結果を報告します。
OUT

IN

GROSS

HDCP

NET

和田 勝

４８

４７

９５

３６

５９

２位

細井 系太郎

４６

４７

９３

１８

７５

３位

高橋 千晶

５５

４９

１０４

２８

７６

BG

出口 晃

４３

４３

８６

８

７８

順位

名

優勝

前

須藤 正明 記

芝楽苦会（Ｈ2９.12.7）
平成２９年１２月７日（木）鹿野山ゴルフ
倶楽部にて芝楽苦会ゴルフコンペが開催され
ました。
１２月の開催で朝のうちは冷え込みもあり
ましたが、午前中は日差しも暖かく、穏やかな
ゴルフ日和となりました。午後からは風が出て
きてグリーン上に落ち葉が舞うようなコンディ
ションでしたが、今年最後の芝楽苦会を参加者
の皆さんはそれぞれ楽しんでいるようでした。
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持ち球、ドローっす！

おいらはフェードでい！

結果は以下の通りです。
白鳥

天神

GROSS

HDCP

NET

出口 晃

４２

４３

８５

８.０

７７.０

２位

山中 洋一

４９

４４

９３

１５.０

７８.０

３位

三枝 冨司夫

５０

４８

９８

２０.０

７８.０

BG

出口 晃

４２

４３

８５

８.０

７７.０

順位

名

優勝

優勝 出口先生（安房）

前

左の人ではないです

ブービー＆メーカーの素敵な笑顔

高野 孝治 記
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理事会報告
第4 回 理 事 会 報 告
君津木更津歯科医師会
平成 29 年 6 月 17 日（土）午後 5 時 30 分～
東京ベイプラザホテル

任期満了に伴う当法人の代表理事を選定するため、理事１４名（総理事１４名）出席のもとに理事会を
開催し、慎重協議した結果、全員一致をもって原

比佐志が選定され、その就任を承諾した。

第5 回 理 事 会 報 告
君津木更津歯科医師会
平成 29 年 7 月 8 日（土）午後 7 時 30 分～
医歯薬会館 1 階会議室
一. 開会

小松副会長

二. 挨拶

原会長

※会長挨拶後、各役員の自己紹介がありました。
三. 報告
１．障がい福祉委員会（君津

6 月 1 日（木）

木下）

成川理事

午後７時半より、野本教授を交えて開催。今後の予定など。
出席者：原会長、小松副会長、委員含めて合、計８名。
２．役員会・第 9 回臨時総会（東京ベイプラザホテル）

6 月 3 日（土）

古谷専務理事

役員会：午後７時から７時半まで、出席者３５名。総会についての話し合い。
臨時総会：午後７時４５分から８時半まで、出席者３９名、委任状５４名、合計９３名。
会長候補決定を行う。
6 月 8 日（木）

３．健歯児童・生徒審査会

柳川理事

親と子のよい歯のコンクール
高齢者のよい歯のコンクール

君津教育会館にて開催。

４．第 10 回定時総会（東京ベイプラザホテル）

6 月 17 日（土）

古谷専務理事

午後４時半より５時半まで、出席者３７名、委任状６１名、合計９８名。
議案の審議にて、平成２８年度貸借対照表、及び付属明細書案の承認を求める件と、
平成２８年度損益計算書、及び付属明細書案の承認を求める件が可決された。
続いて役員選挙、選挙管理委員、国保組合会議員の選挙が執り行われました。
6 月 22 日（木）

５．県歯代議員会（県歯）

小松副会長

午前１０時より午後３時まで。出席者：山口前会長、原前副会長、小松前専務理事。
6 月 24 日（土）

６．広報委員会（医歯薬会館）

高野理事

午後７時半より午後９時まで。出席者：執行部より原会長、小松副会長、古谷専務理事、
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神理事。広報調査委員会より４名、合計８名です。委員長の選出にて、飯塚 晃委員長が選出さ
れました。その後、会報第７９号の発行に伴い原稿の校正作業を行う。
７．平成 29 年度第 1 回君津市在宅医療・介護連携推進協議会

6 月 27 日（火）

原会長

6 月 29 日（木）

原会長

（君津市生涯学習交流センター）
８．君津中央病院地域連携室訪問（君津中央病院連携室）

午後３時から４時頃まで。会長就任後の挨拶、及び今後の連携について。
９．一般健診（君津健康センター）

6 月 29 日（木）

松清理事

6 月 30 日（金）

高野理事

7 月 4 日（火）

小松副会長

7 月 6 日（木）

須藤理事

受診者：男性５０名、女性１４６名、合計１９４名。
10．第 79 号会報発行
会報第７９号を当会 HP に掲載し発行いたしました。
11. 木更津警察署警察官友の会理事会・総会及び懇親会
（エルシオン木更津）
12．河村産業歯科健診
午前９時半より、受診者１０名。
須藤理事、熊切監事、渡辺（栄）先生、今村先生、及び衛生士会より２名参加。
13. 千葉県歯と口の健康週間関連事業審査会（県歯）

7 月 6 日（木）

原会長

当郡市推薦の安藤幸恵さん、千夏さん、百花さん親子が、「親と子のよい歯の
コンクール」で、千葉県歯科医師会長賞を受賞されました。

14. 高齢者歯科健診打ち合わせ（木更津市社会福祉協議会）

7 月 6 日（木）

須藤理事

7 月 7 日（金）

神理事

午後２時半より、２月１５日（木）予定。
口腔がん検診打ち合わせ（木更津市健康推進課）
午後１時より、９月２８日（木）昨年と同様の開催予定。
口腔がん検診打ち合わせ（袖ケ浦市健康推進課）
午後４時より、１１月９日（木）昨年と同様の開催予定。
15. 君津市行政・医師会・歯科医師会納涼会（千成）

原会長挨拶。出席者：歯科医師会より１３名、総勢４９名。

四. 協議
１．コ・デンタルスタッフセミナーについて（7 月 12 日：水）

勝呂理事

午後６時５０分より、アイビーボウル君津にて４９名参加予定。
２．木更津市口腔がん検診について（9 月 28 日：木）

須藤理事

イオンモール木更津２階イオンホールにて。午前９時半より検診開始。
午前８時集合予定。１次検診医、当会より７名、
２次検診医、丹沢教授、肥後先生、君津中央病院渡邉先生、予定。
３．年末年始休日診療について

松清理事

各市の担当についての確認。
４．会員親睦旅行について

勝呂理事

今年度、日帰りでの旅行を１１月１６日（木）に予定。
５．生涯研修講習会の詳細について（１２月２日：土）
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玉利理事

午後３時半より、講師：鶴見大学名誉教授 細井紀雄先生、義歯関係の講演予定。
６．平成 29 年度会員名簿作成について

高野理事

今年度、新執行部移行に伴い新名簿の作成を行う。
従来通り、写真付きの名簿、同じ掲載項目で作成を予定。
７．「新入会員のための案内」の作成について

神理事

各委員会より活動内容などの情報を掲載する予定。
８．南総五郡市役員協議会について（平成 30 年 4 月 12 日：木

予定）

古谷専務理事

担当、山武郡市歯科医師会。今後の役員協議会のありかたなどについて。
９．社保小勉強会について

勝見理事

１１月１１日（水）に開催予定。
10. 委員会におけるメーリングリストの活用について

勝見理事

メーリングリストのメンバーの範囲、及び委員のアドレス提供について
11. その他
・７月２７日（木）木更津市在宅医療介護連携推進協議会主催の講習会

成川理事

・来年の生涯研修講習会の日程について

玉利理事

４月１４日（土）開催予定。

五. 閉会

長谷部副会長

第6 回 理 事 会 報 告
君津木更津歯科医師会
平成 29 年 8 月５日（土）午後 7 時 30 分～
医歯薬会館 1 階会議室
一. 開会

長谷部副会長

二. 挨拶

原会長

三. 報告
7 月 12 日（水）

１．コ・デンタルスタッフセミナー

中村委員長

午後７時より、君津アイビーボウルにて。参加者５２名（会員１５名、スタッフ３７名）
２．木更津市認知症初期集中支援チーム検討委員会

7 月 13 日（木）

成川理事

（木更津市市民総合福祉会館）
午後６時より。木更津市認知症初期のサポートチーム、２チーム（君津中央病院、
木更津東邦病院）ができました。
7 月 18 日（火）

３．会館運営委員会（松立）

原会長

午後７時より。薬剤師会担当にて。
４．平成 29 年度君津市子どもを守る地域ネットワーク代表者会議

7 月 18 日（火）

神理事
（君津市役所）
午後２時より。
議題：平成２９年度事業計画について、及び児童虐待防止推進月間の取り組みについて。
講演：子供の安全を守るための地域の取り組みについて。
５．新役員

7 月 20 日（木）

行政・新聞社訪問
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原会長

午後１時より、新千葉新聞・君津郡市広域市町村圏事務組合。
６．国保組合第 120 回臨時代議員会

7 月 20 日（木）

成川理事

午後２時より、千葉県歯科医師会館にて。役員選考委員会、８名を選定。
7 月 20 日（木）

７．「富津市高齢者口腔教室」（仮）の打ち合わせ

須藤理事

午前９時より、富津市役所にて。須藤理事・熊切監事が参加。
打ち合わせ後、会場視察。１２月１２日午前９時より健診予定。
８．きみつ愛児園

7 月 21 日（金）

第２回摂食嚥下指導

成川理事

９時半から２時半まで。日大松戸歯学部 野本教授、及び歯科医師会より３名参加。
指導園児７名。
7 月 25 日（火）

９．木更津市健康づくり推進協議会

小松副会長

午後１時半より、議題：第３次健康木更津２１計画概要等。
10．特殊歯科・医療管理合同委員会（いち吉）

7 月 26 日（水） 中村委員長・松清理事

午後７時より、参加者：特殊歯科７名、医療管理９名。
委員長の選任：特殊歯科・中村委員長、医療管理・奥委員長。
年末年始休日診療の体制、及び医療管理講習会について。研修旅行についての協議。
11．木更津市在宅医療・介護連携推進協議会研修会

7 月 27 日（木）

成川理事

（木更津市市民総合福祉会館）
午後６時半より、参加者１１３名（医師会２名、歯科医師会９名、薬剤師会９名、
その他９３名）
12. 袖ケ浦市認知症施策推進検討委員会

7 月 28 日（金）

砂川監事

歯科医師会より砂川監事が出席。
13. 平成 29 年度第 1 回君津地域保健医療連携・地域医療構想調整会

7 月 28 日（金）
原会長

（君津健康福祉センター）
午後６時より。当地域ではリハビリ病床が極端に少ないため増床の要望など。
14．第１回生涯研修委員会（開花屋）

7 月 29 日（土）

玉利理事

午後７時より、参加者１１名。
15. 平成 29 年度第 2 回富津市国保運営協議会

8 月 1 日（火）

熊切監事

8 月 1 日（火）

原会長

ホテル千成にて。
16. 平成 29 年度第 2 回君津市国民健康保険運営協議会（千成）

千葉県国民健康保険団体連合会君津支部国民健康保険運営協議会委員研修会
君津支部国保運営協議会委員懇親会
小櫃診療所の存続について。
17. 袖ケ浦市国民健康保険運営協議会

8 月 1 日（火）

砂川監事

8 月 3 日（木）

古谷専務理事

生保患者のジェネリック薬品希望者に対する処方について
18. 郡市会長・専務理事会議（県歯）
午後２時より２階大会議室にて。各郡市の顔合わせ。
南総五郡市協議会の開催について。
19. 第 7 回地域医療支援病院委員会（君津中央病院）
午後６時半より。
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8 月 3 日（木）

原会長

四. 協議
１．医療管理講習会について（９月２０日：水）

松清理事

午後７時より。講習会のないようについて協議。
２．木更津市口腔がん検診について（９月２８日：木）

須藤理事

木更津イオンモール２階イオンホールにて。一次検診医７名、二次検診医３名。
９時半より検診開始、８時集合。
３．介護者のための口腔ケア地区研修会について（１１月９日：水）

水町理事

午後６時より、医歯薬会館にて。
４．会員研修旅行について（１１月１６日：木）

中村委員長

行先について検討。
５．富津市認知症施策検討委員会委員の推薦について

熊切監事

６．未入会者対策について

古谷専務理事

今後、歯科医師会のイベント（口腔がん検診等）で、会員の診療所をアピールしていくこと
などを検討。
７．その他
・社保委員会のメーリングリストについて

勝見理事

・社保委員会について

勝見理事

１０月１４日、午後７時より田園にて。
・救急薬品の購入先について

玉利理事

・生涯研修講習会の日程について

玉利理事

平成３０年４月１４日（土）予定。

五. 閉会

小松副会長

第７ 回 理 事 会 報 告
平成 29 年 9 月 6 日（水）
午後 7 時 30 分～
医歯薬会館 3 階大教室

一. 開会

小松副会長

二. 挨拶

原会長

三. 報告
１．「富津市高齢者口腔教室」契約書の打ち合わせ

8 月 10 日（木）

須藤理事

8 月 18 日（金）

原会長

8 月 20 日（日）

砂川監事

午後１時より。診査内容の詳細などについて。
２．君津市介護保険運営協議会（君津市役所）
午後６時半から８時半まで。介護保険料などについて。
３．袖ケ浦市総合防災訓練
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昭和小学校グランドにて、午前１０時より１２時まで。２年に一度の開催。
8 月 23 日（水）

４．富津市認知症施策検討委員会

熊切監事

午後６時半より、役員の選出などを行う。細井先生も出席されました。
５．木更津市在宅医療・介護連携部会（木更津市民福祉会館）

8 月 31 日（木）

成川理事

午後６時半から午後９時まで。在宅医療・介護の窓口設置について等。

四. 協議
１．新入会員について（君津市

よしはま

か なえ

吉浜

嘉苗

先生：かなえ歯科クリニック

10 月 5 日開業予定）

つとむ

（木更津市

内藤

務

先生：アクア歯科医院）

理事会前に吉浜先生より自己紹介、及び挨拶がありました。

古谷専務理事

協議にて両先生の入会が承認されました。
２．医療管理講習会について（９月２０日：水）

松清理事

午後７時より、医歯薬会館３階大教室にて。
講習会の内容について、及び講習会での役割分担の確認。
３．木更津市口腔がん検診について（９月２８日：木）

須藤理事

当日の流れ、集合時間の確認。検診終了後、懇親会予定。
４．会員研修旅行について（１１月１６日：木）

勝呂理事

旅程の詳細について担当理事より説明。
５．社保小勉強会について（１１月１１日：土）

勝見理事

午後７時より、医歯薬会館３階大教室にて。
講習会の内容（保険診療の経費などを予定）
６．休日診療報酬について

小松副会長

８月１０日午後２時より、過去の休日診療のデータを元に休日診療報酬について
木更津市の担当者と行った話し合いの詳細を報告。
７. その他
・県歯からの周知依頼

玉利理事

１０月１８日（水）午後７時より、安房歯科医師会を中心としたエイズ講習会を
亀田病院にて開催。
・周術期のテンプレートについて

玉利理事

五. 閉会

長谷部副会長

第８ 回 理 事 会 報 告
平成 29 年 10 月 4 日（水）午後 7 時 30 分～
医歯薬会館 3 階大教室
一. 開会

長谷部副会長

二. 挨拶

原会長

三. 報告
9 月 10 日（日）

１．君津圏域公開フォーラム（君津中央病院）
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原会長

出席者１７０名
２．第 2 回富津市認知症施策検討委員会

9 月 11 日（月）

熊切監事

9 月 13 日（水）

原会長

オレンジプランに沿って、基準の見直しを検討。
３．医師会理事会出席（医歯薬会館）

来年度より歯科医師会事務局の移転に伴い、医歯薬会館相談室を事務局として
使用したい旨を医師会に相談。
４．郡市ゴルフ（加茂ゴルフ倶楽部）

9 月 14 日（木）

原会長

9 月 16 日（土）

勝見理事

参加者１２名。
５．社保個別勉強会
木更津市：勝見理事、富津市：須藤理事が担当

9 月 18 日（月）
9 月 20 日（水）

〃
６．医療管理講習会（医歯薬会館）

9 月 20 日（水）

松清理事

9 月 21 日（木）

小松副会長

参加者３５名。
７．第 163 回臨時代議員会（県歯）

午後１時より、原会長、小松副会長、古谷専務理事が出席。
平成３０年度歯科保健関係予算について、昨年の 2.77 倍の概算要求を提出。
・歯科衛生士の奨学金事業の創設
・オーラルフレイル対策事業の推進
・口腔がんの啓発事業と早期発見事業の推進
・特別支援学校摂食嚥下指導の支援について
・児童虐待の早期発見のための児童相談所嘱託歯科医師制度の創設
８．デンタルミーティング（京成ホテル

ミラマーレ）

9 月 21 日（木）

砂川監事

午後４時半より。山田参議院議員、自民党県会議員が参加。
9 月 21 日（木）

９．企業健診（新日化エポキシ製造）

須藤理事

午前９時より、須藤理事、渡辺栄一先生が健診。受診者３名。
10．平成 29 年度君津地域・職域連携推進協議会

9 月 21 日（木）

長谷部副会長

（君津健康福祉センター）
午後 2 時より 4 時まで、禁煙に対する取り組みについて。
11. 君津市在宅医療・介護運営に関する意見聴取（君津市役所）9 月 26 日（火）

原会長

午後１時半より２時半まで。歯科医師会からの要望や疑問などを陳述。
他の団体との連携仲介を依頼。
12．木更津市口腔がん検診（イオンモール木更津）

9 月 28 日（木）

須藤理事

受診者１４３名。
13．第 3 回富津市認知症施策検討委員会

9 月 29 日（金）

熊切監事

10 月 2 日（月）

原会長

認知症初期対応チームが発足
14. 第 3 回君津市介護運営協議会（君津生涯学習センター）

午後６時半より７時半、新たな３年間の中間報告、収支報告。
15. 平成 30 年度第 1 回生涯研修講習会講師依頼挨拶

10 月 2 日（月）

午後１時半より、鶴見大学副学長 前田伸子先生に来年度の講師依頼のため、
鶴見大学会館を訪問。
四. 協議
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玉利理事

１．袖ケ浦市口腔がん検診について（11 月 9 日：木）

須藤理事

９時から１２時まで、８時集合。二十歳以上で２２０名の市民を対象。
一次健診医８名、二次健診医 4 名、袖ケ浦市役所保健センターにて。
２．社保小勉強会について（11 月 11 日：土）

勝見理事

午後 7 時より、医歯薬会館３階大教室。
保険診療の経営効率を考察する。及び指導に関する現状と傾向。
３．会員研修旅行について（11 月 16 日：木）

勝呂理事

小田原方面、ライオン工場見学など。
４．麻雀大会について

勝呂理事

１１月８日（水）午後 7 時開始。雀荘潮見にて。
５．休日診療当番について

松清理事

平成２９年度年末年始休日診療当番医が決定しました。
６．生涯研修講習会について（12 月 2 日：土）

玉利理事

午後３時半より６時まで、東京ベイプラザホテル。
役割分担の確認など。
７．敬老・祝賀・忘年会について（12 月 2 日：土）

勝呂理事

午後６時より。次第、役割の確認。
８．木更津市フッ化物洗口事業への協力について

原会長

木更津市の全小学校で実施できるように、教育委員会に対する要望書の提出、
及び学校等への説明会の実施など協力の依頼があり、協議の結果協力していく
ことになりました。
９．歯科医師会新事務所について

原会長

来年度、事務局移転に伴う新事務所について。
10．その他
・木更津第二中学校学校歯科医について

柳川理事

協議の結果、今井利明先生になりました。
・きみさらず整形外科研究会から BP 製剤の講習会について

原会長

歯科医師会にも共催というかたちで参加の要請。
２月２２日（木）午後７時より９時まで、木更津ワシントンホテル予定
・周術期の診療情報提供書について

玉利理事

五. 閉会

小松副会長

第９ 回 理 事 会 報 告
平成 29 年 11 月 1 日（水）午後 7 時 30 分～
医歯薬会館 1 階会議室
一. 開会

小松副会長

二. 挨拶

原会長

三. 報告
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１．10 月 5 日（木）郡市社会保険担当者連絡協議会（県歯）

勝見理事

各担当者の自己紹介、報告、連絡協議事として「平成２９年度の指導監査について、
施設基準について、支払基金の合理化、平成３０年診療報酬改定など」を行う。
２．10 月 5 日（木）市原市歯科医師会事務所訪問

古谷専務理事

原会長、小松副会長、古谷専務理事が訪問。
当会事務局の移転予定につき、参考のための見学などを行う。
３．10 月 5 日（木）木更津市口腔がん検診事業検証

須藤理事

午後４時より。口腔がん検診の結果を木更津市担当者と検証し、当日の反省点などの
話し合いを行った。
４．10 月 9 日（月）浜田靖一選挙事務所訪問

原会長

午後１時より。原会長、石井政連支部長が訪問。推薦状のやり取り等を行う。
５．10 月 9 日（月）君津市医療講習会（生涯学習センター）

原会長

午前１０時から１２時まで。医師会の島田先生より一般市民向けの講演が行われました。
６．10 月 12 日（木）富津市高齢者口腔教室

須藤理事

午前９時より。当会から須藤理事、熊切監事、松清理事、河野先生、今村先生。
衛生士会より３名が出席。高齢者の口腔内診査、口腔機能検査を行った後、衛生士による
講話、及び歯科医師による質問への回答などを行う。
７．10 月 14 日（土）社保委員会（田園）

勝見理事

午後７時より。担当役員、委員１７名参加。
８．10 月 19 日（木）三郡市ゴルフコンペ

須藤理事

市原歯科医師会主催により鶴舞カントリー倶楽部にて。当会より６名出席。
山口延善先生が優勝されました。
９．10 月 20 日（金）きみつ愛児園摂食嚥下指導

成川理事

午前９時半から午後２時過ぎまで。日大松戸の遠藤眞美講師、当会より長谷部副会長、
伏居先生、鈴木みちよ先生、成川理事が出席。園児５名指導、個別嚥下指導４名を行う。
10．10 月 20 日（金）・23 日（月）社保新規個別勉強会

勝見理事

午後８時より。勝見理事、松葉委員長が出席。
11.

10 月 20 日（金）平成 29 年度第３回袖ケ浦市認知症政策推進検討委員会

砂川監事

午後７時より、袖ケ浦市役所２階会議室にて。認知症患者の介護の現状、徘徊対策について。
12．10 月 25 日（水）君津市介護保険運営協議会

原会長

13．10 月 25 日（水）君津地区リハビリテーション連絡協議会（君津中央病院）

原会長

午後６時半より。リハビリテーション大会の反省、及び今期後半の事業計画など。
14.

10 月 25 日（水）平成 29 年度袖ケ浦市医療介護連携推進に関わる多職種懇親会

砂川監事

午後 7 時より、東京ベイプラザホテルにて。当会より砂川監事、青木先生、山中太郎先生、
中村武仁先生が出席。
15．10 月 26 日（木）郡市災害担当者連絡協議会（県歯）

松清理事

午後２時より５時まで。講演聴講、各郡市との協議など。
16．10 月 26 日（木）郡市 ICT 実務担当者講習会（県歯）

高野理事

午前１０時より５時まで、２階会議室にて。当会より広報委員会から飯塚委員長が出席。
グループウェア、オンラインストレージの有益性についての講義、及び実習。
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17．10 月 26 日（木）君津児童相談所歯科健診

原会長

県歯の事業として、佐久間県歯地域保健委員、原会長が出席。
18．10 月 26 日（木）木更津ワシントンホテル内覧会

原会長

次回理事会を開催予定。
19．10 月 26 日（木）第 2 回木更津市在宅医療・介護連携推進協議会

成川理事

木更津市市民福祉会館にて、医師会より３名、歯科医師会より成川理事、薬剤師会より
１名出席。認知症初期集中治療支援チームが７月１３日の立ち上げより月１０件ほどの
出動があり、今後の負担増についての懸念、地域薬局と地域包括支援センターとの連携
強化などについて。
20．10 月 26 日（木）産業医研修会（東京ベイプラザホテル）

原会長

午後６時半より、禁煙の話題など。
21．10 月 28 日（土）顧問会議（会館）

原会長

担当役員、及び顧問７名出席。事務局の移転に伴う話し合いなど。
22．10 月 29 日（日）医師会ゴルフコンペ

※荒天のため中止

原会長

23．11 月 1 日（水）「木更津市要保護児童対策地域協議会」代表者及び実務者会議（合同会議）
（木更津市役所）

小松副会長

午後１時半より、朝日庁舎会議室 B にて。議題：木更津市における児童虐待の現状について
24．※周術期のテンプレートについて

玉利理事

君津中央病院にて実用すべく話し合いを行っている最中である。

四. 協議
１．麻雀大会について（11 月 8 日：水）

勝呂理事

参加予定者の確認など。例年通りの開催予定。
２．袖ケ浦市口腔がん検診について（11 月 9 日：木）

須藤理事

午前 9 時より、袖ケ浦市保健センターにて。２２０名検診予定。服装、配置などの確認。
３．第 3 回君津木更津地区 4 市ケアマネージャー連絡協議会（11 月 9 日：木）

長谷部副会長

午後７時より９時まで、東京ベイプラザホテルにて。
当会より木更津市は成川理事、玉利理事。君津市は原会長、神理事。富津市は熊切監事、
柳川理事。袖ケ浦市は青木先生、麥野先生が出席予定。
４．社保小勉強会について（11 月 11 日：土）

勝見理事

当日の準備など。
５．会員研修旅行について（11 月 16 日：木）

勝呂理事

参加者の集合場所の確認など。
６．生涯研修講習会について（12 月 2 日：土）

玉利理事

東京ベイプラザホテル１階平安の間にて。当日の役割分担など。
７．敬老・祝賀・忘年会について（12 月 2 日：土）

勝呂理事

来賓、及び当日の次第などの確認。
８．会報第８０号について（12 月 20 日：水）

高野理事

午後７時より、広報調査委員会にて会報第８０号の校正作業等を予定。
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９．社保講習会・新年会について（1 月 27 日：土）

勝見理事

東京ベイプラザホテルにて、午後３時半より社保講習会、午後６時より新年会。
次第、役割分担などの確認。
10．その他

五. 閉会

長谷部副会長

第 10 回 理 事 会 報 告
平成 29 年 11 月 29 日（水）午後 7 時 30 分～
医歯薬会館 1 階会議室

一. 開会

長谷部副会長

二. 挨拶

原会長

年末年始の行事などが多く入って来ており、対応するための協力を各担当役員にお願いしたい。
三. 報告
１．11 月 3 日（金）木更津市制施行 75 周年記念式典

原会長

アカデミアホールにて開催。当会より多数の参加者があった。
２．11 月 6 日（月）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）

原会長

午後２時より。前年度の事業報告、及び今年度予算について。
３．11 月 8 日（水）麻雀大会（雀荘

潮見）

勝呂理事

午後７時より。参加者１２名、優勝：細井先生。
４．11 月 9 日（木）袖ケ浦市口腔がん検診（袖ケ浦市保健センター）

須藤理事

午前９時より１２時まで。受診者：２１２名、１２名へ紹介状（千葉大２名、中央病院１０名）
５．11 月 9 日（木）国保組合支部長会議（県歯会館）

原会長

午後２時より、前年度の報告、及び今年度予算について。
６．11 月 9 日（木）第 3 回君津木更津地区四市ケアマネージャ―連絡協議会（東京ベイプラザホテル）
午後７時より９時まで。歯科医師会より各市から２名ずつ、計８名参加。
７．11 月 9 日（木）在宅口腔ケアスキルアップ研修会（医歯薬会館）

原会長
水町理事

午後７時より９時半まで。原会長、古谷専務、須藤理事、水町理事が参加。
多職種として２３名が受講。
８．11 月 11 日（土）社保小勉強会（医歯薬会館）

勝見理事

午後７時より。「保険診療の傾向率を考察する」演者：勝見理事、参加者３４名。
９．11 月 12 日（日）・14 日（水）社保個別勉強会

勝見理事

１２日：午後３時より。勝見理事、県歯社保委員:竹内先生。
１４日：午後８時より。勝見理事、青木先生。
10．11 月 14 日（火）君津市在宅医療介護連携推進協議会（君津市生涯学習センター）

原会長

午後６時半より８時半まで。今後の協議会の推進について。
11．11 月 16 日（木）郡市総務・医療管理担当者連絡協議会（県歯）
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神理事

午後２時より５時まで。神理事、松清理事が参加。未入会対策などについて。
12．11 月 16 日（木）会員研修旅行（ライオン㈱小田原工場・アサヒビール園神奈川足柄店・江の島）
参加者１５名。

勝呂理事

13．11 月 16 日（木）第 4 回在宅医療・介護連携部会（木更津市市民総合福祉会館）

成川理事

午後６時半より。在宅医療・介護連携に関わる相談支援の窓口の設置について。
14．11 月 21 日（火）君津地域保健医療連携・地域医療構想調整会議（君津健康福祉センター）
病院にて救急病棟と慢性期病棟の数の振り分けについて。
15．11 月 26 日（日）南総五郡市四役協議会

原会長
古谷専務理事

午後５時から８時まで、千葉 東天紅にて。当番郡市：山武。
議題：「南総五郡市連絡協議会について」。
五郡市同意の元、南総五郡市連絡協議会は廃止となりました。
16. 周術期のテンプレートについて

玉利理事

中央病院の渡邉先生より、今年度中にまとめ来年度より実行できるよう推進中とのこと。

四. 協議
１．生涯研修講習会について（12 月 2 日：土）

玉利理事

午後３時半より東京ベイプラザホテルにて。「超高齢者社会における有床義歯患者の管理
―機能、審美、QOL 向上をめざして―」講師：細井紀雄先生（鶴見大学歯学部名誉教授）
、及び木更津税務所より医療費控除の領収書添付不要の周知。
２．敬老・祝賀・忘年会について（12 月 2 日：土）

勝呂理事

午後 6 時より。当日の流れ、役割などについて確認。
３．年末年始休日診療について（12 月 31 日～1 月 3 日）

松清理事

当番医からの休日診療における結果報告についての確認。
４．社保講習会・新年会について（1 月 27 日：土）

勝見理事

会員への案内配布、および講師、来賓への案内配布などの確認。
５．介護予防活動普及展開事業について

原会長

県歯事業「介護予防のための地域ケア個別会議」モデル市町村に茂原市・富津市が選定される。
月一回の会議にて進めていく予定。
６．千葉県袖ケ浦福祉センター診療室歯科との連携に係る合意書締結について

原会長

協議により合意書を締結することが承認されました。
７．病院歯科等の歯科医師会会費について

原会長

協議事項 6 の合意書締結に伴い、病院歯科等が当会へ入会する場合については従来通りの
会費の取扱とする。
８．木更津市におけるフッ素洗口要望書について

原会長

健康推進課に協力し、当会よりフッ素洗口推進のための要望書を教育委員会、及び市長宛に
提出する。
９．県立学校における学校歯科医の推薦について

原会長

県立高校の学校歯科医となるための条件などを確認。近日中に選定を行い県歯に推薦する。
10. 女性歯科医師の会内房地区懇談会について

原会長

２月２４日（土）木更津にて開催予定。
11. 会報第 80 号発行について（12 月 20 日：水）
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高野理事

１２月２０日（木）の広報調査委員会において会報の校正等を行い、１２月３１日発行予定。
12. 新千葉新聞謹賀新年広告掲載について（1 月 5 日：金）

高野理事

掲載の内容を従来の個人名から病院名に変更し、新千葉新聞１月５日号に広告を掲載する。
13. その他
・次年度の健歯児童生徒審査会について

柳川理事

日程について、６月１４日（木）開催。
・受動喫煙防止啓発市民公開講座の共催について

原会長

医師会より依頼があり、共催することが決まりました。
３月８日（木）午後３時より、木更津イオンモールにて開催予定。

五. 閉会

小松副会長

理事会報告作成者：広報調査委員会 委員長 飯塚 晃

新入会員紹介
内藤 務 先生（木更津市）
この度、入会させていただきました内藤 務です。
明海大学を卒業し、歯科医となり人生に行き当たりながら歩い
てきて、当地で開業する前には水戸にて勤務医をしておりました。
〇生きてきて、生きてゆかねば、ならぬ身の
花散る水戸に、ヒトの歯を抜く歯科医は、診療所を持た
ないと、寂しいと思い、父祖の地を臨み、開業して１４年になります。
〇金田とは、浜の寄り合い、海よりの、
あたたかき風、吹き渡る街
白衣を着てしばらく経ちますが、年々解らないこと不安なことが増えてきています。
何卒、お叱りの程、宜しくお願いいたします。

アクア歯科医院
〒292-0009 木更津市金田東 1-8-1
TEL 0438-41-6777
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吉浜 嘉苗 先生（君津市）
学生時代からの夢であった、「自分の歯科医院を作る」
と言う夢がようやく叶い、10 月より、地元君津市に開業
させて頂くことになりました。
松本歯科大学を卒業し研修医を経てからは、静岡県、千
葉県は外房、都内の一般開業医で研鑚を積んで参りました。
異なった土地でさまざまな患者さんに触れ合って来まし
たが、君津ではどんな患者さんとの出会いが待っているのか、
勤務医とは違い院長としての医院でどんな毎日が訪れるのか、不安
と期待でいっぱいです。
得意とする治療を自信を持ってお伝えすることはできませんが、一つ一つの診療を誠心
誠意努めて、また向上していきたいと思っています。
歯科医師会に入会させて頂き、お世話になることばかりだと思いますが、ご指導ご鞭撻賜
りますよう、よろしくお願いいたします。

かなえ歯科クリニック
〒299-1152 君津市久保 1-3-10
TEL 0439-29-7939

「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

※引き続き会員の皆様のご協力をお願いいたします。
希望支援物資： ３０Ｇ注射針、キシロカイン麻酔液

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
口座名

木更津支店

普通預金

店番号

３２７

Yo Omori Memorial Dental Team
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口座番号

代表 高橋千晶

１９１０８９３

編集後記
寒さも少しずつ厳しくなり、本格的な冬の訪れを感じられる頃と
なりました。個人的には、新規開業して早一年が過ぎました。先日、
諸先生方のアドバイスも頂きまして、無事に新規指導も終わり、ほっ
と肩を撫で下ろした所であります。
最近、大相撲の事件が連日ニュースで取りあげられておりますが、
皆様もお酒とはうまく付き合い、お体を大切にお過ごし頂ければ幸いと存じます。横綱の品
格とは何か？考えさせられます。私も初心を忘れず、これからも地域医療に貢献していきた
いと思います。
今後とも、広報委員会の方々へのご指導、ご支援の程宜しくお願い致します。
山田 遼 記

平成２９年もいよいよ終わりを迎えようとしています。年の瀬のせいか、街に出ると人々
の動きも慌ただしそうに見えます。私はこの年の瀬の雰囲気が好きで、いつも年末年始のお
休みを楽しむよりも、年の瀬の雰囲気を楽しむ方が好きかもしれません。だって、休みなん
てあっという間に終わっちゃうから（笑）
。みなさんも街の雰囲気や日々の診療の慌ただし
さなどで、それぞれ年の瀬を感じることがあるかと思います。１２月２日に行われた当会の
敬老・祝賀・忘年会は入会してから早や１７回目のものとなりました。忘年会の冒頭では新
入会の先生方の挨拶もあり、自分もしどろもどろで新入会の挨拶をしたときのことなど思
い出しました。開業してから当会の忘年会・新年会などがお決まりの行事となり、毎年１２
月の第一土曜日に行われる忘年会があると、
「いよいよ今年も終わるのだなぁ。
」と実感する
ものとなりました。会員の先生方、及び事務局の岩崎さんには今年も一年間大変お世話にな
りました。お礼申し上げますと共に、平成３０年もどうぞよろしくお願いします。
高野 孝治 記
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