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君津木更津歯科医師会 副会長    

長谷部 猛 

 

 

会員の皆様、いかがおすごしですか？ 

平成が間もなく終わろうとしています。天皇陛下の御退位により、新たな元号へ

という近代ではなかった移行の形となり、法的にもバタバタした感じがありま

したね。 

我が歯科医師会にとっても、ここに来て大きな変化がありました。岩崎さんの

御退位（とは言わない）により、会の維持・運営方法が大きく変わりました。か

なりのバタバタした感じです。まず、事務所の移転です。今までほとんどの器材

を岩崎さんのご自宅に置かせていただき、そこを事務所とさせていただいてお

りました。生活の場が長年事務所だったわけで、そのご苦労は大変なものだった

ろうと思われます。そこから、日々、会員の皆様への連絡を送り、その返信を集

計し、返信の遅れている方には電話をし、連絡が滞らぬように配慮して下さいま

した。さらには、多数の銀行に分散した会の資産を把握・管理し、皆様からお預

かりした会費をまとめていただきました。他にも、ここには書ききれないほど当

会は岩崎さんを頼りに運営されてまいりました。その岩崎さんが引退される事

となり、会にとっては大きな損失であることに間違いありませんが、ここは大き

な感謝と共に岩崎さんの新たなるスタートをお祝いしたいと思います。 

振り返って当会ですが、まだしばらくの間はバタバタ感は拭えず、会員の皆様

には今まで以上に多大なご協力をいただかなければならないこととは思います

が、幸い、加々見さんという新しい力を得ることもできました。皆様のご協力の

もと、より素晴らしい会にして行きたいですね。よろしくお願いします。 

ちなみに、新元号ってもう決まっているんですかね？ 

 

 

 

 

 

 

巻頭言 
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ミーティング風景                 受付                会場への案内 

平成３０年９月２０日（木）、イオンモール木更津２F 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。今年度も当郡市の口腔外科経験者の先生方７名と千葉大学より

丹沢教授、伊豫田助教、君津中央病院より神津歯科部長による一次、二次の二か所による検

診を実施しました。  

 昨年のような悪天候ではありませんでしたが、今回木更津市広報誌内での行政から市民

への口腔がん検診周知の記事が例年より少し小さったためか、申込者が少なく急遽ファミ

リア新聞への周知記事の記載となりました。毎年の事業であり木更津市の会員の先生方に

は口腔がん検診周知のためのポスター等の院内掲示をお願いすることが今後あるかもしれ

ませんので、その際はよろしくお願いいたします。 

当日は１２５名の木更津市民が受診し７名の受診者へ精密検査を行うよう紹介状が発行

されました。悪性腫瘍の疑いとしての所見はありませんでしたが、毎回粘膜に白斑や隆起等

の異変が見つかり早期発見、早期治療にとても貢献しているのは確かです。現在は年一回の

集団検診として木更津市民を対象に行っておりますが、いずれは個別型がん検診として先

生方の診療所での口腔がん検診が始まることになると思います。行政からの要望にすぐ対

応できるよう歯科医師会主催の講習をぜひ受けていただき、我々歯科医師のどの診療所で

も口腔がん検診の一次検診が出来る様になることを望みます。 

 

 

 

 

 

 

 

一次検診の先生方             二次検診の先生方             丹沢教授の検診 

須藤 正明 記 

木更津市口腔がん検診  
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平成３０年８月２６日（日）午前１１時半より木更津ビューホテルにて、長年に渡り当会

の事務局員を務めていただきました岩崎美恵子様の退職記念パーティーが開催されました。 

当日は残暑の厳しい中、日曜日のお昼間という貴重な時間帯にも関わらず、多くの歴代会

長を始め、役員だけでなく多くの先生方が岩崎さんの長年の功績に感謝するべくお集まり

くださいました。これだけ錚々たる顔ぶれが一堂に揃うことは滅多にないことではないで

しょうか？ 

まずは実行委員長の神総務担当理事の開会挨拶、原会長の司会進行のもと、高橋千晶先生

の乾杯のご発声によりパーティーは始まりました。各々の先生方は岩崎さんに感謝の言葉

を告げられたり、岩崎さんとの思い出話に花を咲かせたりしながら、パーティーは終始和や

かに進みました。 

佳境に入ると歴代会長はじめ当会の重鎮の先生方からのご挨拶をいただきました。感謝

の言葉や思い出話などの他に、話を聞く中で一番印象に残ったのが「自分が会長在職中に岩

崎さんが辞めずにいてくれて良かった！」という言葉です。これはジョークを交えたもので

はありますが、歴代会長がどれだけ岩崎さんを頼りにしていたのかを言い表した言葉では

ないでしょうか？本当に今まで当会は岩崎さんにおんぶに抱っこで成り立っていたものと

言っても過言ではないと思います。岩崎さんは平成３０年６月末日に退職されるまで、３１

年３か月もの長期に渡り当会へご尽力いただきました。長い間本当にお世話になりました、

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩崎美恵子様 退職記念パーティー 
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高野 孝治 記 

 

 

 

 

 

 

9/15～17 日に会員研修旅行、鹿児島・熊本方面に会員 11 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目は鹿児島観光。最初に観光に訪れたのは、鹿児島神宮で、皆で旅の無事を祈願致し

ました。次に鹿児島の象徴である桜島まで移動し、桜島の成り立ちや、火山のことを学び、

その景観を楽しんで 1 日目の観光が終了致しました。 

会員研修旅行 
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2 日目は鹿児島の仙巌園を観光し、その後錦灘酒造の焼酎の工場見学を行いました。その

後、熊本方面へ移動し途中、武家蔵（九州相良藩武家屋敷）と人吉城跡公園を観光し、熊本

に宿泊致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 日目は熊本市田原坂西南戦争資料館を訪れ、幕末の戦争の傷跡などに触れ、改めて歴史

を知るということの大切さを痛感いたしました。その後、水前寺成趣園（水前寺公園）を観

光。最後に熊本地震でダメージを受けた熊本城を観光。城の復元作業の大変さと、地震が及

ぼした被害の大きさを実感しながら、今回の旅行は無事終了いたしました。 

今回参加してくださった会員の先生方、お忙しい中御参加いただき、ありがとうございまし

た。また、参加できなかった会員の先生方も来年こそ参加してみてください。宜しくお願い

致します。 
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勝呂 泰樹 記 

 

 

平成３０年度 富津市高齢者口腔教室 
 

 

・平成３０年１０月１１日富津市千種新田２７７－１（大佐和老人憩の家） 

・平成３０年１１月１５日富津市岩坂４８７－５  （天羽老人憩の家） 

にて、６５歳以上の富津市民を対象とした高齢者口腔教室を行いました。 

事業内容としては、２５名程度の受診者に対し、歯科医師がフレイル（特にオーラルフレ

イル）の講話による健康寿命増進の啓発活動を行い、その後受診者をグループ分けし歯科医

師による口腔衛生指導および義歯の取り扱い等の説明、それと同時に歯科衛生士による口

腔機能検査を並行して行いました。 

全てのグループの指導、検査が終了した後歯科衛生士による口腔機能向上訓練を行い、ゲ

ーム性を持たせた訓練に受診者たちも楽しく指導を受けておりました。 
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今年度は２地区での事業となりましたが、富津市行政からは次年度は３地区での事業を行

いたいとの意向を受けており、当歯科医師会でも事業の継続が進むよう対応してゆきたい

と思います。各地区の先生方にもご協力をお願いすることもあるかと考えておりますので、

その際はよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須藤 正明 記 
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袖ケ浦市口腔がん検診 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１１月２２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２０９名の受診者が来場しまし

た。検診は当郡市歯科医師会所属の歯科医師９名で行う１次検診に続き、千葉大学より丹沢

教授をはじめ３名の検診医と、君津中央病院より神津歯科部長にご協力をいただきまして

２次検診を実施しました。検診開始予定の９時前にはすでに２０名ほどの受診者が並び少

し時間を前倒しで検診開始となりました。 

毎回ですが、数名の精査が必要な受診者がおり今年度は悪性腫瘍の疑いで紹介状を渡し

た受診者が見つかり、この事業が意義あるものと確信しております。 

袖ケ浦市民への口腔がん検診の認知度がかなり高くなり今回も申し込みが定員を大きく

超え一部の方にはお断りの連絡となりました。今後も市民の要望が高まれば袖ケ浦行政も

その対応が必要になるのではないでしょうか。もちろん当歯科医師会としては増員に対し

ても応対が出来るような体制を整えたいと思います。そのためには会員の先生方のご協力

が不可欠となりますので皆様が積極的に事業へご参加いただけますようお願い申し上げま

す。 
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須藤 正明 記 

 

 

 

平成３０年度 第２回生涯研修講習会 

 

１２月１日（土）午後３時３０分より、講師として鶴見大学歯学部 クラウンブリッジ

学講座 福島俊士名誉教授をお招きし、東京ベイプラザホテルにて平成３０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、１２月とは思えない

暖かい陽気で、他郡市の先生方も数名参加され、総勢４５名の受講者数となりました。君

津木更津歯科医師会 小松利典副会長の開会で始まり、同 原比佐志会長の挨拶と続き、

講師紹介から講演への運びとなりました。講演テーマは、「歯科修復におけるＭＩ」とい

う、歯をいかにして長期保存できるかとの大変興味深い内容でした。 

 

＜講演要旨＞ 

～ＭＩとは～ 

Ｍｉｎｉｍａｌ Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ（最小限の侵襲）の略 

２００２年１０月にウィーンで行われたＦＤＩ(国際歯科連盟)において「う蝕管理にお

いて、できるだけ歯を削らないためには、どのようにしたら良いか」という基本原則に

基づいて出された声明（下記の５つが採択）。 
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① 口腔内細菌叢の改善 

② 患者教育 

③ エナメル質及び象牙質の非う窩性病変の再石灰化 

④ う窩性病変への最小の外科的介入 

⑤ 不良修復物の修理 

 

  ※要約すると、う蝕原因菌の除去における最小の歯質削除だけでなく、再石灰化の促

進、感染予防、患者教育、糖質摂取削減など、う蝕管理における最小の介入を示

す。併せて、ＭＩのコンセプトは、接着技法なしには考えられない。 

 

１．インレー修復からＣＲ充填へ 

・現在、多くの大学でインレー形成の実習は減少傾向にある。 

・コンタクト面のＣＲは、歯間離開が必要 

（マトリックスの厚みは５０μｍあるため） 

・２０００年以前は、ＣＲ接着の信用度が低かったため、インレー窩洞内にＣＲが

残っている状態での処置は考えられなかった。 

 

 ２．クラウンからインレー修復へ 

  ・失活歯でこれまでは、全部鋳造冠の考え方であった物が、接着能力が向上したこ

とで現在、ハイブリッドレジンアンレーが可能になった。ただ、データ的な蓄積

が未だ乏しいので長期的な比較は出ていないのが現状。 

３．ブリッジからクラウンへ 

  ・前歯部のマージンは、審美性を考慮し「歯肉縁下マージン」でも良いが、 

臼歯部は原則「歯肉縁上マージン」にする。 

４．全部被覆冠ブリッジから一部被覆冠（３／４冠）ブリッジへ 

  ・ピンレッジを併用こと、咬合面（舌面）への深さ１．０～１．５mmの小窩洞を形

成することは、保持力の向上につながる。 

  ・１０～１５年の残存率は、接着ブリッジ(エナメル窩洞)が６７～９５％。 

通常ブリッジは７４～７５％。 

   ・接着の際は、ラバーダム装着が理想。接着面が汚染されていると脱離につながる

ので、接着面は念入りに清掃する必要がある。 

   ・脱離予防には、補綴物の側方運動の当たりを除去することはもちろん、天然歯の

干渉も除去する。 
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＜おわりに＞ 

質疑応答でも、今までに無い活発な質問が飛び交い、今回のテーマが現場で従事さ

れている先生方の日々の診療に即した内容であったことを再認識させられました。ま

た、「ＭＩ」という言葉も２００２年に声明が出されたもので、ご存じなかった先生

方は知識のアップデートも伴ったものと思われます。 

最後は、君津木更津歯科医師会  長谷部猛副会長より謝辞があり閉会へと至りまし

た。講演後は懇親会を兼ねた忘年会にもご臨席賜り、会員の先生方とも楽しい宴席と

なりました。今回、準備にあたり、私自身の不手際がございました事、この場を借り

てお詫び申し上げます。また、会場設営にあたり、ご協力頂きました東京ベイプラザ

ホテル関係者の皆様には心より感謝申し上げますと共に、福島名誉教授のさらなるご

活躍を祈念致します。 

 

 

 

 

 

 

 

福島俊士名誉教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉利 彰良 記 
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敬老・祝賀・忘年会 
 

 

平成 30 年 12 月 1 日 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 47 名と生涯研修講師の先生と来賓の方の５名で、

合計 52 名で、松清先生の司会・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、礒貝昇先生、中村幸成先生の 3 名の先生方でした。 

ご参加ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村幸成 先生  礒貝 昇 先生  和田 勝 先生 

・本年度の表彰受章者の先生方 

平野稔夫 先生   千葉県教育委員会教育長表彰・県学校保健会長表彰（学校健康教育功労） 

成川芳明 先生   千葉県国民健康保険組合理事長表彰（国保功労） 

大島晃 先生    千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労）   

伏居教男 先生   千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労） 

重田吉美 先生   千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労） 

林正弘 先生    千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労） 

熊切篤 先生     千葉県歯科医師会会長表彰（学校歯科医功労） 

受賞おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

伏居教男 先生             熊切 篤 先生               原会長 
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次に原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、千葉県歯科医師会副会長の高原正明先生、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様、生涯研修講師の福島俊士名誉教授の 5 名の方でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科医師連盟 宮吉会長            県歯 高原副会長           国保組合 山口理事長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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。           
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豪華景品をゲットされた先生方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛り上げてくれた人たち(笑)                    意外と仲良し(^^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          しどろもどろな司会ですが、ふだんは立派な歯科医です m(__)m 

 

勝呂 泰樹 記 
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第２９回 君津木更津歯科医師会 ボウリング大会 

IN アイビーボウル ７月１８日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

原会長 始球式         …なっ、なんとストライク！！ 

新しくチームを作って参加して下さった勝見雅也先生、中谷一空先生、鈴木達也先生、佐

久間宣行先生、柳川剛先生、吉浜嘉苗先生、ありがとうございました。 

特に鈴木達也先生は０歳の息子を奥様が抱いての 

参加をしていただき本当にありがとうございました。 

また、長くチームを作って参加して下さっている先 

生方にも深く感謝を申し上げます。先生方のおかげで

６５名という大人数での大会が開催できました。私が

８年後に終身会員になるので、それまでにしっかりお

任せ出来る運営責任者を立てたいと思います。 

 ３年程前から、記事で３０回大会には企画やイベントを考えているので行いたいと書い

てきたのですが、来年になりましたのでイベントとして対外チームも受け入れてみようか

と、千葉県歯科医師会や日本歯科医師会にも相談をさせていただいています。企画としては

ユニフォーム着用チームに賞を出したいとか、２０年以上参加してくださったチームに賞

を考えています。 

派手ではありませんが、会員の先生たちに喜んでいただけるイベントや企画を是非やら

せていただきたいと思っています。 

 

 

 

ボ ウ リ ン グ 大 会 
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結果 

★チーム戦 

優勝   渡辺歯科医院 A  

準優勝  鎌田歯科医院   

3 位   小竹歯科医院   

4 位   加藤歯科医院   

5 位   のぞみ野歯科医院 A  

6 位  木更津きらら歯科医院  

7 位    原、高野、勝呂、中村チーム  

B・B  古谷、松清、玉利チーム 

B・M  畑沢南歯科クリニック 

★個人優勝 男子 渡辺和彦 

 女子 川嶋朱美（のぞみ野歯科医院）    チーム戦優勝 渡辺歯科医院 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人優勝 男子 渡辺和彦 先生          個人優勝 女子 川嶋朱美さん（のぞみ野歯科医院） 

新しくチームを作って参加してくれた先生から練習して来年参加しますとか、ユニフォー

ム作りますと嬉しい言葉をいただき、来年はもっともっと楽しい大会にしたいと強く思っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡辺 和彦 記  
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麻 雀 大 会 
 

 

 君津木更津歯科医師会麻雀大会 平成３０年１１月２１日（水） 雀荘潮見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻雀世代で輝いていた先輩達の参加が少しずつ減ってきたので、第２世代の私達と 

少し下の年齢の先生達が頑張って伝統ある君津木更津歯科医師会麻雀大会を残して 

行きたいと思っています。 

メンバーが減りましたが３卓、今回は総勢１２名の勇士が３回戦の競技麻雀を行い 

ました。今回は１回戦で大きな波乱が起きて、中村武仁先生が水野先生を負かして 

１回戦で１位になり、なんと水野先生が１回戦ビリになってしまったのです。 

しかし、そこは実力のある水野先生が２回戦、３回戦とぶっちぎりの１位でなんと 

総合２位まで駆け上がってきました。驚きの結果です。私は末吉先生と決勝戦を戦って私

が僅差で逆転勝ちはしましたが内容も麻雀の気持ちも彼女の方が全く上で大人の 

雀士でした。来年も是非お手合わせ願いたいと思いました。 

結果は以下の通りです。 

 

優勝  磯貝隆久 １３P １０９８００点 

準優勝 水野信義 １１P １２８４００点 

３位  渡辺和彦 １１P １０５０００点 

４位  地曳貞二  ９P  ９８３００点 

５位  末吉弥和  ９P  ９５１００点 

６位  中村武仁  ９P  ８３８００点 

７位  砂川直俊  ９P  ６９０００点 

B・B  原比佐志  ５P  ３３０００点   優勝 磯貝先生   ３位 渡辺先生   準優勝 水野先生 
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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３０年７月１２日（木）上総モナークカントリークラブにて安房歯科医師会幹事によ

り三郡市ゴルフコンペが開かれました。 

当日は梅雨明けしたにもかかわらず、この日だけまるで梅雨のような雨空の中でしたが、

蒸し暑さも全く気にせず、皆様元気にプレーされていました。 

この湿ったグリーンを見事に読み切った当郡市の山中洋一先生が見事優勝されました。 

以下結果をお知らせします。 

 

順位 氏  名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 山中 洋一 ４５ ４７ ９２ ２１．６ ７０．４ 

２位 小宮 敏彦 ４４ ４４ ８８ １５．６ ７２．４ 

３位 市川 昇 ４９ ４６ ９５ ２１．６ ７３．４ 

BG 浅野 裕之 ４１ ３８ ７９   
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         優勝 山中洋一 先生 

須藤 正明 記 

 

・市原歯科医師会主催 三郡市ゴルフコンペ 

平成３０年１０月４日（木）米原 GC にて、市原歯科医師会幹事により三郡市ゴルフコン

ペが開催されました。当日の参加者は１７名で、なんと優勝から５位までが当郡市の先生方

で埋め尽くされるという、まさに上位独占状態でした。そんな中、見事優勝されたのは原会

長で、豪華賞品をお持ち帰りされていました。 

以下その結果を報告します。 

 

順位 氏  名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 原 比佐志 ４３ ４４ ８７ １３．２ ７３．８ 

２位 細井 系太郎 ４８ ４９ ９７ ２２．８ ７４．２ 

３位 加藤 和幸 ４０ ４１ ８１ ６．０ ７５．０ 

BG 加藤 和幸      

 

 

 

 

 

 

                

                          

優勝 原会長       市原幹事 浅野裕之 先生 

高野 孝治 記 
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芝楽苦会ゴルフコンペ 
 

・平成３０年９月１３日  

平成３０年９月１３日（木）姉ヶ崎 CC にて、芝楽苦会ゴルフコンペが開催されました。

前日のからの雨が明け方まで続いておりましたが、すっかり雨もあがり清々しい秋晴れの

天気での開催となりました。そんな絶好のゴルフ日和を制したのは須藤正明先生でした。 

以下その結果を報告します。 

 

順位 氏  名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 須藤 正明 ４２ ４５ ８７ １６．０ ７１．０ 

２位 松葉 亨 ４１ ４１ ８２ ９．６ ７２．４ 

３位 小竹 和巳 ４３ ４７ ９０ １６．０ ７４．０ 

BG 松葉 亨      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優勝 須藤正明 先生 

高野 孝治 記 

 

・平成３０年１２月１３日 

平成３０年１２月１３日（木）鹿野山 GC にて、芝楽苦会ゴルフコンペが開催されまし

た。やはり朝は寒いです。日中はやや風があったものの比較的穏やかな天気で、この時期と

しては良いコンディションだったのではないでしょうか？ 

では早速、表彰式の模様をお伝えしましょう。 
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まずはアトラクションの発表から。 

・ニアピン、「高橋千晶 先生! もうひとつ高橋千晶 先生!! 」 

・ドラコン、「高橋千晶 先生! もうひとつ高橋千晶 先生!! 」 

続いて順位の発表。 

・優勝、「高橋千晶 先生!!! 」 

「あの～すいません、もう勘弁してもらっていいですか？」幹事一同(笑) 

 

順位 氏  名 白鳥 天神 GROSS HDCP NET 

優勝 高橋 千晶 ４８ ５１ ９９ ２７．０ ７２．０ 

２位 須藤 正明 ４３ ４８ ９１ １６．０ ７５．０ 

３位 高野 孝治 ４８ ５９ １０７ ２８．０ ７９．０ 

BG 原 比佐志 ４８ ４２ ９０ ８．０ ８２．０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ババ抜きできちゃうよ～ん♪ 

 

高野 孝治 記 
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理事会報告 

 

第４ 回 理 事 会 報 告 

                       平成 30年 7月 7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 

三. 報告  

 １．6月  2日（土）役員会（東洋）                         神理事 

    午後 7時より、出席者 28名。 

 ２．6月  7日（木）平成 30年度特別社保講習会（県歯）               勝見理事 

    午前 10時より、講師：指導医療官 天野先生。 

 ３．6月 7日（木）郡市ゴルフコンペ（ロイヤルスターゴルフ）            原会長 

    ７名参加 

 ４．6月 14日（木）平成 30年度健歯児童生徒審査会（君津教育会館）         柳川理事 

           平成 30年度高齢者のよい歯のコンクール 

           平成 30年度親と子のよい歯のコンクール 

                     歯・口の健康に関する図画・ポスター審査会 歯・口の健康啓発標語審査会 

   7 月 5日（木）平成３０年度千葉県歯と口の健康週間 審査会 

歯・口の健康啓発標語コンクール  

中学生の部 千葉県歯科医師会長賞：木更津市立岩根西中学校3年 菊地
きくち

 結
ゆい

さん 

       一般の部   千葉県知事賞：木更津市 石井
いしい

 清
せい

次
じ

さん 

 ５．6月 15日（金）きみつ愛児園摂食嚥下指導                    成川理事 

    午前 9時半より。日大松戸 野本教授。当会より成川理事、長谷部副会長、鈴木みちよ先生、 

伏居先生が出席。園児 7名指導。保護者より来年度も摂食嚥下指導の希望あり。 

 ６．6月 16日（土）第 11回定時総会（木更津ワシントンホテル）            神理事 

    午後 6時より。出席者 41名、委任状 67名。懇親会 30名が参加。 

 ７．6月 20日（水）平成 30年度 第 1回広報委員会（会館）              高野理事 

    午後 7時より、出席者 10名。会報 81号校正作業。 

 ８．6月 20日（水）第 1回木更津市在宅医療・介護連携部会（木更津市民総合福祉会館） 成川理事 

    今年度中に木更津市内 4か所の地域包括センターにて、末期がんの患者の定期相談を行う。 

11月１日（木）午後 6時半より、イオンホールにて「かかりつけ医と介護」研修会を開催 

予定。 

 ９．6月 21日（木）第 165回県歯代議員会（県歯）                 小松副会長 

    午前 10時より、午後 5時まで。福祉共済の祝い金の廃止、入院給付金の変更、 

    及び積立金については会員に公平に返還して行く等の改定案の提出・協議を行う。 

 10．6月 21日（木）平成 30第 3回自立支援のための地域ケア会議（富津市役所）    水町理事 

    午後１時より。水町理事が出席。 
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 11．6月 22日（金）木更津警察署警察官友の会懇親会（エルシオン木更津）      小松副会長 

    午後 6時から 9時まで、小松副会長が出席。 

 12．6月 26日（火）地域救急医療協議会総会（木更津市民総合福祉会館）         原会長 

    午後 7時より、休日当番のことについての承認など。 

 13．6月 28日（木）一般健診・生活習慣病健診（君津健康センター）          松清理事 

    一般検診  女性 117名、男性 15名 計 132名 

    生活習慣病 女性 50名、 男性 18名 計 68名  総計 200名受診 

 14．6月 28日（木）第 1回千葉県歯科向けエイズ研修会・歯科医師認知症対応力向上研修会  

           感染予防対策研修会・医療安全講習会（君津市民文化ホール）   須藤理事 

    午後１時より、講師：県歯地域委員会 佐久間先生、県歯生涯研修担当理事 新井理事 

 15．6月 30日（土）会報第 81号発行                         高野理事 

    HPにて掲載発行。 

 16．7月 1日（日）福山悦男先生退任記念パーティー（ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル） 

    午後 12時より 3時まで。                           小松副会長 

 17. 7月 1日（日）・4日（水）社保新規個別勉強会                 勝見理事 

    １日：午後 4時より、担当：勝見理事、松葉委員長 

４日：午後 8時より、担当：勝見理事 

 18. 7月 4日（水）平成 30年度君津市在宅医療・介護連携推進協議会（生涯学習交流センター） 

    午後 7時より 9時まで。今年度 2回の講習会を予定。               原会長 

 19．7月 5日（木）木更津市口腔がん検診打ち合わせ                 須藤理事 

    午後 3時半より、木更津市役所健康推進課にて。 

 20．7月 6日（金）君津市行政・医師会・歯科医師会納涼会（ホテル千成）        神理事 

    午後 7時より、当会より 14名参加。総勢 59名。 

                                                                                

四. 協議 

 １．コ・デンタルスタッフセミナーについて （7月 18日：水 アイビーボウル）    勝呂理事 

    午後 6時 50分集合、７時開始予定。61名参加予定。 

 ２．木更津市口腔がん検診について                         須藤理事 

    昨年と同様の検診予定。受診者 150名予定。一次検診医 7名。 

二次検診医：千葉大より丹沢教授、伊与田先生。君津中央病院 神津先生。 

 ３．富津市高齢者口腔教室について                         須藤理事 

    富津市より委託での開催、及び年 2 回の開催要望。25 名程度の高齢者を対象に、歯科医師 1 名、

衛生士 3 名のチームで、歯科医師によるオーラルフレイルの講習。衛生士による口腔機能検査、

健康体操などを行う。 

 ４．木更津市フッ化物洗口事業について                      小松副会長 

    健康推進課より木更津市の全小中校での実施に向けての協力要請への対応を検討。 

 ５．会費の支払い方法について                            神理事 

    年 1回、5月の一括徴収に変更。 

 ６・年末年始休日診療について                           松清理事 

    平成 30年度の年末年始休日診療当番医の選考方法など。 
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７．新事務所の電話・インターネット等の通信環境について              勝見理事 

    今後の環境整備の予定など。 

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

    日程を協議し、10 月 17日（水）に開催予定。 

 ９．社保講習会・新年会について                          勝見理事 

    平成 31年 1月 26日（土）、東京ベイプラザホテルにて開催予定。 

  10. その他 

    ・木更津市健康推進課より、成人歯科健診について              小松副会長 

    ・医療管理講習会について                           松清理事 

       

五. 閉会                                   長谷部副会長 

 

 

第５回 理 事 会 報 告 

                         平成 30年 8月 1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 

三. 報告  

 １．7月  9日（月）平成 30年度君津市子どもを守る地域ネットワーク代表者会議     神理事 

                              （君津市生涯学習センター）  

    午後 2時より 4時まで。講演「医療現場についての虐待の現状について」  

 ２．7月 12日（木）三郡市ゴルフコンペ（上総モナークゴルフクラブ）         須藤理事 

    安房歯科医師会の幹事にて。優勝：山中洋一先生  

 ３．7月 17日（火）会館運営委員会（松立）                    小松副会長 

    午後 7時より。 

 ４．7月 18日（水）コ・デンタルスタッフセミナー（アイビーボウル君津）       勝呂理事 

    参加者：会員 20名、スタッフ 45名、計 65名。 

 ５．7月 19日（木）第 122回千葉県歯科医師国民健康保険組合臨時組合会（県歯会館）  成川理事 

    午後 2時から 5時まで。市町村課税標準額調査が行われる予定。 

会員一種・二種合わせ 2001名からの無作為抽出調査。 

 ６．7月 19日（木）木更津市健康づくり推進協議会（木更津市朝日庁舎）       小松副会長 

    午後 1時半より。歯科に対する計画は前年同様。 

 ７．7月 19日（木）自立支援のための地域ケア会議（富津市役所）           熊切理事 

    午後 1時より 3時まで。 

  ８．7月 19日（木）袖ケ浦市口腔がん検診打ち合わせ                 須藤理事 

    午前 10時より。例年通りの検診を予定。 

 ９．7月 19日（木）むし歯予防啓発ポスター配布                   高野理事 

    4市の市立小中学校にポスターを配布。 
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10．7月 19日（木）平成 30年度第 1回地域保健医療連携・地域医療構想調整会議 

（君津健康福祉センター） 

    午後 6時半より 8時まで。                           原会長 

11．7月 25日（水）君津市養護教諭研修会（周西公民館）                神理事 

   午前 10時より 11時半まで。テーマ「各学校における歯科健診の状況について」 

 12．7月 27日（金）きみつ愛児園摂食嚥下指導（きみつ愛児園）            成川理事 

    指導医：日大松戸 遠藤先生、成川先生、長谷部先生、伏居先生、鈴木みちよ先生。 

園児 7名指導。来年度も摂食嚥下指導を継続することが正式に決定された。 

 13．7月 28日（土）生涯研修委員会（和泉沢）                    玉利理事 

    出席者 7名。12月の講習会、次年度の開催時期などについて。 

                                                                                 

四. 協議 

 １．会員研修旅行について（9月 15日：土～17日：月）                勝呂理事 

    旅程の詳細を説明。鹿児島、熊本方面。 

 ２．木更津市口腔がん検診について（9月 20日：木）                 須藤理事 

    木更津イオンホールにて、午前 8時半集合。検診医以外も白衣着用。 

    二次検診医：千葉大 丹沢教授、伊豫田先生。君津中央病院：神津先生。150名の検診予定。 

 ３．新事務所の電話・インターネット等の通信環境について              勝見理事 

    8月 23日（木）午後に新事務所の工事を行う予定。 

 ４．年末年始休日診療について                           松清理事 

    休日診療当番医の選定状況などを説明。 

 ５．君津市長選挙推薦者について                           原会長 

    10月の君津市長選における候補者への推薦の取り扱いなどを話し合う。 

  ６．その他 

    ・来年度の第 2回生涯研修講習会の日程について                玉利理事 

    ・事務局員退職記念パーティーについて                     神理事 

      8月 26日（日）午後 12時よりロイヤルヒルズ木更津ビューホテルにて。 

・10 月 4日（木）県歯社保連絡者協議会について                勝見理事 

  社保委員会にて協議する。 

・新入会員、及び退会などによる会員動向の行政へ連絡について         須藤理事 

    ・武田製薬、房総の糖尿病を考える会について                  原会長 

      10 月 30日（火）木更津ワシントンホテルにて、午後 7時より 8時半まで。 

    ・医科歯科連携病院訪問について                        原会長 

      9月 7日（金）君津中央病院、午後 6 時より。 

 

五. 閉会                                    小松副会長 
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第６回 理 事 会 報 告 

                         平成 30 年 9 月 1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 

三. 報告  

 １．8月 7日（火）君津中央病院との周術期地域医療連携の打ち合わせ（琥晴）     玉利理事 

    歯科口腔外科 神津先生との打ち合わせを行う。    

    平成３１年度第１回生涯研修講習会日程について 

     平成３１年４月２４日（水）午後３時半より、開業医：天川由美子 先生に講演依頼。 

 ２．8月 7日（火）富津市国保運営協議会                      熊切理事 

    午後１時半より。 

 ３．8月 16日（木）富津市自立支援会議                       柳川理事 

    午後１時より富津市役所にて、約２時間の会議。 

 ４．8月 17日（金）認知症カフェ講演会（周南公民館）                 原会長 

    午後１時半より２時半まで。君津市ケアマネジメント協会から講演の依頼を受け、 

「入れ歯について」の講演を行う。 

 ５．8月 18日（土）ケアマネジメント研修会                     成川理事 

    午後１時半より。講師：県歯障がい福祉保健委員会委員 堀角先生   

当会より４名出席。 

 ６．8月 23日（木）木更津市在宅医療・介護連携推進協議会              成川理事 

    午後６時半より８時半まで。 

 ７．8月 24日（金）地域医療支援病院委員会                      原会長 

    午後７時より８時半まで。前立腺がんの現在の状況について 

  ８．8月 26日（日）岩崎三恵子様退職記念パーティー（木更津ビューホテル）       神理事 

    午後 12時より、出席者５４名。 

 ９．その他 

木更津市 地曳貞二先生 8 月 31日付 閉院                 古谷専務理事 

                                                                                 

四. 協議 

 １．君津市多職種講習会について（9月 11日：火）                   原会長 

    在宅医療多職種講習会。出席予定者：原会長、神理事 

 ２．君津圏域公開フォーラムについて（9月 30日：日）                 原会長 

    君津中央病院と地域との親睦。チラシの配布予定。 

 ３．第 43回千葉県社会福祉事業団ふれあい祭りについて（10 月 28日：日）        原会長 

    袖ケ浦福祉センターからの案内状。午前 10時半より午後 4時まで。原会長が出席予定。 

 ４．君津市介護支援専門員協議会研修会について（10 月 11日：木）           原会長 

    研修会への参加要請を受ける。 

 ５．糖尿病を考える会について（10 月 30日：火）                   原会長 

    午後 7時より 8時半まで、木更津ワシントンホテルにて。 

    主催：医師会、糖尿病と歯周病の関係。参加の案内を受ける。 
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  ６．千葉県歯科医師国民健康保険組合創立 60周年記念式典について           成川理事 

    午後 12時より、京成ホテルミラマーレにて。成川理事、原会長、大野先生が出席予定。 

 ７．歯科医師会の支部活動について                          原会長 

    各市における行政とのかかわりについての現状と今後の対応の仕方と各市担当との 

情報共有などを協議。今後、各支部での対応を充実させていく。 

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

    9月 15日より、二泊三日で鹿児島～熊本方面。 

 ９・木更津市口腔がん検診について                         須藤理事 

    当日の出席者、集合時間、詳細等の確認を行う。 

 10.年末年始休日診療について                           松清理事 

    4市の当番医が決定した。待機料、休日加算、かかりつけ医に対する情報提供料、 

    時間外緊急院内画像診断加算などを説明。 

 11.君津中央病院との周術期地域連携について                    玉利理事 

    歯科口腔外科 神津先生より、「紹介先の医院については千葉県がん診療連携登録 

歯科医名簿に記載されている歯科医院を紹介先としたい」とのこと。名簿登録する 

ためには日本歯科医師会にて開催されている「がん DVD講習会」を受講することに 

より登録資格を得ることが出来る。 

 12.平成 30年度第 2回生涯研修講習会について                    玉利理事 

    12 月 1日（土）午後 3時半より東京ベイプラザホテルにて開催。 

講師：鶴見大学名誉教授 福島俊士 先生。演題：歯科修復における MI 

 13.君津市小中学校統合による学校歯科医の異動について                神理事 

    今後の統廃合の予定を確認。 

 14.会員への通知方法について                           勝見理事 

    事務所移転に伴い、各種案内等の通知を従来の FAX、Eメール併用による方法から、 

    今後 Eメール主体の通知方法に変換していく。 

15.社保小勉強会について（10月 17日：水）                     勝見理事 

   午後７時より、医歯薬会館 3階大教室にて。 

診療報酬改定における疑義解釈についての解説などを予定。講師：勝見社保担当理事 

16.木更津市在宅医療・介護連携研修会について                   成川理事 

   11 月 1日（木）イオンモール木更津２階イオンホールにて午後７時より９時まで。 

   「地域包括ケアの進化推進のための多職種連携について」の講演、及びグループワーク。 

出席予定者：成川理事、長谷部副会長、松清理事、須藤理事、伏居先生、鈴木みちよ先生 

17.その他 

   ・有病者歯科医療学会のお知らせについて                   水町理事 

   ・富津市高齢者歯科教室について                       須藤理事 

     10 月 11日（木）、11月 15日（木）に開催予定。 

 

五. 閉会                                   長谷部副会長 

 

 

 



29 

 

第７ 回 理 事 会 報 告 

平成 30 年 10 月 3 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 

 １．君津市市長選挙候補者訪問               9 月 6 日（木）       原会長 

原会長、石井連盟支部長が推薦状を持って訪問。 

 ２．富津市高齢者口腔教室打ち合わせ            9 月 6 日（木）      須藤理事 

 午後 3 時 30 分より、富津市役所にて。歯科医師による講話、及び衛生士による 

口腔機能検査を実施予定。 

 ３．東京三菱 UFJ 銀行来館                 9 月 7 日（金）       原会長 

 医歯薬会館にて午後 1 時より 2 時まで。会費納入方法についての打ち合わせ。 

 ４．医科歯科連携病院訪問について              9 月 7 日（金）        原会長 

 君津中央病院にて午後 6 時より。県歯より砂川会長、高原副会長、久保木専務理事、小宮理事。 

当会より原会長、小松副会長、長谷部副会長、古谷専務理事が訪問。  

 ５．社保委員会（田園）                 9 月 8 日（土）        勝見理事 

    午後 7 時より。出席 18 名。社保講習会の日程、内容について。担当者連絡協議会、 

    及び新年会の次第、役割について等。 

 ６．平成 30 年度 君津市在宅医療・介護連携推進多職種研修会 9 月 11 日（火）   神理事 

 午後 6 時 30 分より 8 時まで。原会長、神理事が出席。 

 ７．郡市ゴルフコンペ 姉ヶ崎カントリークラブ         9 月 13 日（木）       原会長 

 参加者、12 名。 

 ８．社保個別勉強会                                  勝見理事 

 9 月 14 日（金）午後７時より。勝見理事、須藤理事が担当。    

 9 月 15 日（土）午後７時より。青木先生が担当。 

 9 月 16 日（日）青木先生、県歯社保委員 神津先生が担当。 

 9 月 19 日（水）・勝見理事、須藤理事。県歯より毛取社保担当理事、竹内先生が担当。 

            ・青木先生、県歯 神津先生、毛取社保担当理事。 

 ９．会員研修旅行              9 月 15 日（土）～9 月 17 日（月）     勝呂理事 

 鹿児島・熊本方面へ、参加者 11 名。 

10．木更津市口腔がん検診                   9 月 20 日（木）     須藤理事 

 受診者 125 名。うち 5 名に紹介状。 

11．富津市自立支援会議                   9 月 20 日（木）     柳川理事 

 午後１時より３時まで。 

12．きみつ愛児園摂食嚥下指導                 9 月 21 日（金）    成川理事 

指導医：日大松戸 野本教授、成川理事、長谷部副会長、伏居先生、鈴木みちよ先生、 

八千代歯科医師会 大内先生。指導園児 7 名。 

13．障がい福祉委員会                     9 月 21 日（金）    成川理事 

   君津 木下鮮魚店にて。日大松戸 野本教授、袖ケ浦福祉センター 竹蓋先生が出席。 
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14．君津市介護保険運営協議会                 9 月 26 日（水）    原会長 

生涯学習センターにて、午後 7 時より 8 時半まで。 

15．木更津市在宅介護連携推進協議会              9 月 26 日（水）   成川理事 

木更津市役所朝日庁舎にて、午後 6 時 30 分より。 

16．医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）         9 月 30 日（日）    原会長 

当会より、原会長、細井先生、渡邉和彦先生、松葉先生が参加。 

17．君津圏域公開フォーラム                  9 月 30 日（日）    原会長 

君津中央病院にて。 

 

 四. 協議 

 １．富津市口腔教室について（10 月 11 日：木）                     須藤理事 

     大佐和地区にて 10 月 11 日（木）、天羽地区 11 月 15 日（木）に開催。 

当日の内容についての説明。 

 ２．社保小勉強会の日程について                          勝見理事 

日程調整の調整をして、11 月 14 日（水）午後７時より、医歯薬会館三階大教室にて開催決定。 

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

日程調整の調整をして、11 月 21 日（水）午後 6 時 50 分より、雀荘潮見にて開催決定。 

 ４．袖ケ浦市口腔がん検診について（11 月 22 日：木）                須藤理事      

袖ケ浦市保健センターにて、午前 8 時集合、9 時より健診開始。 

役割分担、服装などの確認。一次検診医 9 名、二次検診医 4 名。 

 ５．来年の行事予定について                            古谷専務理事 

定時総会の時期、理事会の日程、及び年間行事の日程について協議。    

 ６．会費納入について                                 原会長 

会費納入の変更予定に伴う引き落としの手数料などを説明。 

 ７．君津中央病院との周術期テンプレートについて     玉利理事 

様式案の修正について協議。 

 ８．会員への通知方法について       勝見理事 

 メーリングリスト登録願いについての文章を送付する。書式について協議。 

９．敬老・祝賀・忘年会について（12 月 1 日：土）        勝呂理事 

 来賓、次第、役割の確認など。 

10．その他 

・HP の暗号化について                               高野理事 

・保険診療と審査を考えるフォーラム       勝見理事 

   11 月 18 日（日）千葉市民会館にて、午後１時～４時まで。 

・いい歯のイベント・口腔保健大会・歯科医学大会開催について           玉利理事 

   11 月 11 日（日）京成ホテルミラマーレにて開催。周知のお願い。 

 

五. 閉会                                      長谷部副会長 
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第８ 回 理 事 会 報 告 

                       平成 30 年 11 月 7 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 

１．木更津市口腔がん検診事業の検証及び次年度の事業計画   10 月 4 日（木）    須藤理事 

    午前９時より、木更津市役所にて。     

  ２．地域保健担当者連絡協議会                10 月 4 日（木）   須藤理事 

  午後２時より、県歯会館にて。 

３．郡市社会保険担当者連絡協議会                 10 月 4 日（木）  勝見理事 

午後２時より、県歯会館にて。平成３０年度診療報酬改定、及び指導の対策等について。 

４．3 郡市ゴルフコンペ 米原ゴルフクラブ             10 月 4 日（木）   原会長 

  市原歯科医師会主催にて開催。当郡市、原会長が優勝。 

  ５．君津市介護支援専門協議会            10 月 11 日（木）   原会長 

平成 30 年度第 2 回多職種協働研修会 君津市生涯学習交流センター  

午後１時半より５時半まで。       

  ６．富津市口腔教室              10 月 11 日（木）  須藤理事 

  大佐和老人憩いの家にて、午前９時より１１時半まで。受診者２２名。 

  須藤理事による講演、及び歯科衛生士による口腔機能検査、口腔機能訓練。  

  ７．君津児童相談所歯科検診                    10 月 18 日（木）   原会長 

     午前１０時より１１時まで。 

  ８．自立支援のための地域ケア会議                 10 月 18 日（木）  熊切監事 

     午後１時より３時まで。 

  ９．会費納入に係る担当者会議                   10 月 24 日（水）     原会長 

     午後８時より９時まで、木更津ココスにて。 

  10．木更津市在宅医療・介護推進連携協議会全体会議    10 月 25 日（木）     成川理事 

  午後７時より、木更津市市民福祉会館にて。研修会の手順打ち合わせなど。 

  11．会費納入方法変更のための各銀行訪問           10 月 25 日（木）     原会長 

      午前９時より１２時まで 

  12．平成 30 年度君津健康福祉センター運営協議会        10 月 29 日（月）     原会長 

午後２時より３時半まで、君津健康福祉センターにて。 

運営についての報告協議。全面禁煙の飲食店の公表について。  

13．君津市在宅医療と介護連携推進協議会           10 月 30 日（火）     原会長 

午後７時より８時半まで、君津生涯学習交流センターにて。 

  14．「房総の糖尿病を考える＝内科・歯科連携の会」         10 月 30 日（火）    原会長 

  原会長、座長にて。       
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15．第 3 回 4 市地域包括支援センター連絡協議会（会館）    10 月 31 日（水）     原会長 

午後７時より８時半まで。活動の報告など。 

16．袖ヶ浦市口腔がん検診最終打ち合わせ           11 月 1 日（木）     須藤理事 

     午前１１時より、袖ケ浦市役所にて。             

17．第 166 回臨時代議員会       11 月 1 日（木） 小松副会長 

  午前１０時より１２時まで、県歯会館にて。福祉共済規則改正についての承認。 

会費の値下げ、入院給付金の改正など。各個人への返金来年９月上旬を予定。 

18．第 105 回臨時連盟評議会           11 月 1 日（木）  砂川監事 

  午前１１時より、県歯会館にて。 

  19．木更津在宅医療・介護連携推進協議会研修会          11 月 1 日（木）    成川理事 

  午後７時より木更津イオンモールにて。 

  20．緩和ケア基礎研修会Ｉ （君津中央病院 9：00-17：00）  11 月 3 日（土）     原会長 

21．緩和ケア基礎研修会ＩＩ（君津中央病院 9：00-17：00）  11 月 4 日（日）   原会長 

                  

四. 協議 

１．社保小勉強会について（11 月 14 日：水）          勝見理事 

  施設基準の届け出状況、個別指導などについ講演予定。     

  ２．麻雀大会について（11 月 21：水）       勝呂理事 

 雀荘潮見にて。出席者の確認など。 

  ３．袖ヶ浦市口腔がん検診について（11 月 22 日：水）                   須藤理事

  午前８時集合、当日の準備、役割などの確認。検診終了後、和佳奈寿司にて反省会。   

  ４．平成 30 年度第 2 回生涯研修講習会について（12 月 1 日：土）            玉利理事 

 当日の次第、役割などの確認。次年度、かずさアカデミアホールの会議室を会場として検討。 

５．敬老・祝賀・忘年会について（12 月 1 日：土）                    勝呂理事

  当日の流れ、役割、二次会会場など確認。  

  ６．平成 30 年度在宅医療推進事業研修会（12 月 5 日：水）                成川理事

   午後 7 時より東京ベイプラザホテルにて。 

出席予定者：原会長、熊切監事、砂川監事、成川理事。     

７．社保講習会・新年会について（1 月 26 日：土）                   勝見理事

  講習会：午後３時３０分より、東京ベイプラザホテルにて。 

新年会：午後６時より。 

８．来年の行事予定について            古谷専務理事 

  行事予定の確認、調整。 

  ９．千葉県歯科医師会認定 口腔がん検診医要請コースについて     神理事 

 参加の要請 

10．会員への通知方法について       勝見理事 

 メーリングリストを作成済み。未登録者へ登録のお願い。 

11．次年度富津市高齢口腔教室について                     須藤理事 

 次年度は３回開催予定。費用の確認。内容は今年度と同様。 
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  12．会報第 82 号発行について       高野理事 

 12 月 22 日（土）広報調査委員会にて校正、12 月 31 日発行予定。 

  13．会費納入方法変更について                             原会長 

  年 1 回の納入へ変更をするため、銀行や方法について協議。  

  14．その他 

 

五. 閉会           長谷部副会長 

 

第 9 回 理 事 会 報 告 

 

                       平成 30 年 11 月 28 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 

三. 報告 

１．木更津要保護児童対策地域協議会           11 月 8 日（木）    小松副会長 

   午後 1 時半より 4 時まで。ネグレクト、DV などについての講演。 

  ２．千葉県国保組合創立 60 周年記念式典         11 月 10 日（土）    成川理事 

  午後 12 時より 3 時まで、京成ホテルミラマーレにて。祝賀会と表彰。 

原会長、河野先生、成川理事出席。 

３．千葉県歯科医学会                  11 月 11 日（日）    玉利理事 

  京成ホテルミラマーレにて、午前 9 時より午後 5 時まで。来場者、約１５００名。  

４．いい歯のイベント                  11 月 11 日（日）     原会長 

   京成ホテルミラマーレにて、午前 10 時より午後 4 時まで。 

  ５．千葉県口腔保健大会                 11 月 11 日（日）    原会長 

     京成ホテルミラマーレにて、午後 1 時半より 4 時 45 分まで。 

  ６．君津中央病院 80 周年記念式典            11 月 11 日（日）     原会長 

午後 1 時半より 4 時まで、君津中央病院にて。原会長、小松副会長が出席。 

  ７．社保新規個別勉強会         11 月 11 日（日）、11 月 13 日（火）   勝見理事 

  11 月 11 日：午後 2 時より。勝見理事が担当。 

     11 月 13 日：午後 7 時半より。勝見理事、松葉委員長が担当。 

  ８．社保小勉強会                 11 月 14 日（水） 勝見理事 

  午後 7 時より、医歯薬会館３階大教室にて。出席者 31 名。  

  ９．自立支援のための地域ケア会議            11 月 15 日（木）    熊切監事 

     午後 1 時より午後 3 時まで、富津市役所にて。 

 富津市高齢者口腔教室          須藤理事 

  午前 9 時より午後 12 時まで、天羽地区老人憩いの家。参加者 19 名。  

歯科医師による講演、及び衛生士による口腔機能検査、口腔機能トレーニングの指導など。 
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  10．第 3 回富津市介護保険運営協議会           11 月 15 日（木）    熊切監事 

     午後 3 時より 3 時半まで、富津市役所にて。 

    君津地域リハビリ協議会                            原会長 

     午後 6 時半より 8 時半まで、君津中央病院にて。報告と次年度の事業計画を協議。  

  11．麻雀大会                       11 月 21 日（水）   勝呂理事 

午後 7 時より、雀荘潮見にて。参加者 12 名。 

  12．会費徴収方法について京葉銀行と折衝         11 月 22 日（木）  古谷専務理事 

     午後 2 時半より 3 時まで。原会長、小松副会長、古谷専務理事。 

13．袖ケ浦市口腔がん検診         11 月 22 日（木）  須藤理事

  受診者 209 名。 

  14．平成 30 年度富津市高齢者口腔教室事業報告      11 月 22 日（木）  須藤理事 

  平成 31 年度同事業の計画会議。 

15．介護保険認定審査会四市全体会議       11 月 26 日（月）  柳川理事

  午後７時より、医歯薬会館３階にて。原会長、柳川理事が出席。   

  ４市からの介護認定の動向について報告。意見調査票の記入方法の講習会。  

 

四. 協議 

１．平成 30 年度第 2 回生涯研修講習会（12 月 1 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にて。 

当日の役割と次第の確認を行う。  

  ２．敬老・祝賀、忘年会（12 月 1 日：土）      勝呂理事 

  午後 6 時より、東京ベイプラザホテルにて。 

出席者の確認と次年度以降の開催場所について協議。  

  ３．社保講習会・新年会（1 月 26 日：土）               勝見理事

  来賓への案内送付についてなど。 

  ４．平成 31 年度第 1 回生涯研修講習会について         玉利理事 

  アカデミア会議室の予約、予算や使用機器について。4 月 24 日(水)を予定。 

５．新千葉新聞 謹賀新年広告掲載について               高野理事 

  例年通り広告を掲載予定。 

  ６．年末年始休日診療         松清理事 

診療時間の延長について協議。 

 

五. 閉会             小松副会長 

 

 

（理事会報告作成：広報調査委員長 飯塚 晃） 
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フィリピン歯科医療奉仕報告 

昭和５８年にフィリピンの無料歯科医療奉仕活動をスタートさせてから３５年目にあた

る今年も、１１月２２日から２５日までの４泊５日のスケジュールでデンタルミッション

を行ないました。日本からのチームは歯科医師１４名、ボランティア９名の参加者で結成さ

れ、フィリピン歯科医師会ケソン地区委員会の歯科医師１０名と共に抜歯治療をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィリピンは近年著しい経済発展とともに豊かになった中間層が広がり昔とは様相が変

化してきましたが、一方仕事を求めてルソン島外から人々がマニラに集中し、そういった

人々が仕事がなく貧富の格差が広がり、貧困化した人々が住むスラム街の地域が増えてき

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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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初日はマニラから大型バスで１時間半のカヴィテ州イムス市で３つのロータリークラブ

の協力を得て３００名の患者さんの抜歯治療をおこないました。二日目はスラムを背後に

控えるケソン市の Barangay Commonwealth という地区でダウンタウンマニラロータリー

クラブの協力のもと２１６人の抜歯治療を行ないました。１４～１７才くらいの青年の第

一大臼歯の抜歯が本当に多く、保険制度がなく、治療といえば抜歯しかない現状に心が痛み、

思わず抜歯する手も躊躇してしまいます。はやくフィリピンにもブラッシング指導や、予防

治療ができる時代が来ることを願わずにはいられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋 千晶 記 
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フィリピン歯科医療奉仕活動に 

※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 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 

 

 

 

会員の動向 
 

閉院 

地曳貞二 先生 （木更津市）  平成３０年８月３１日付 閉院 

 

 

 

事務局員紹介 
 

新事務局員 加々見 明子さん 

８月末より事務局の仕事をさせていただいております、 

加々見 明子です。 

以前は市原市内の住宅機器メーカーに１２年間勤務して 

おりました。一人息子の大学進学を機に、１２年間続けて 

きた仕事と、１２年間甲子園を目指してきた息子の追っかけ 

を引退し、今までとは違う事に挑戦しながら楽しみを見つけていきたいと考え、お世話にな

る事となりました。未経験の仕事に日々戸惑い、理事の先生方を頼り切る毎日ですが、少し

でも頼っていいただける存在を目指していきたいと勉強中です。また、私生活では好きな野

球を肴にお酒を飲む友人がたくさんおりますが、そんな友達と「早く子離れして共に新たな

趣味を持とう！」と模索しております。 

こんな頼りない事務局員ですが、皆様のお役に立てるよう努めて参る所存ですので、ご指

導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 
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平成最後の年も終わりを迎えております。 

来年は元号が変わりますが、新しい元号は何になるので 

しょうか、全く想像もつきません。今年は歯科医師会の 

野球チームに加入し、大学の先輩のお誘いで、印旛郡市 

のチームにお世話になっております。因みに、来年から 

は上位リーグに昇格します。影ながら応援の程よろしく 

お願い致します。小学生から大学生まで野球をしていましたが、歯科医師になってからも、

野球をするとは思ってもいませんでした。実際に参加すると、学生の頃と違い、頭では分か

っていても、体が動いてくれないのを切実に感じます。若い頃は、体だけ鍛えれば良いと単

純に思っていましたが、野球歴が長くなるにつれ、考え方・見方が変わり、野球の奥深さ、

難しさ、楽しさを感じるようになりました。 

最近、歯科診療も一緒だと感じつつあります。最初はただ漠然と月日が経っておりました

が、進歩する歯科医学・医療を学ぶことにより、診療の奥深さを感じ、診療の正解が何なの

か、自問自答している毎日です。 

最後になりますが、諸先生方のご健勝をお祈り致しますと共に、来年も引き続き、広報委

員会を宜しくお願い致します。 

 

                                  山田 遼 記 

 

「メールアドレス」登録のお願い 

～君津木更津歯科医師会の情報をあなたのパソコンへ～ 

 

ぜひ、ご登録を！ 

下記のメールアドレスに送信 

kkdental@nifty.com 

件  名：メールアドレスの件 

通信欄：メールアドレスお知らせします。 

 氏名記載（フルネームでお願いします） 

 

編 集 後 記 

mailto:kkdental@nifty.com
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