
平成２９年度事業報告 

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

1. 学術関連事業 

（１） 学術講演会・研修会事業 

１） 定例学術講習会の開催 

・４月１５日 医歯薬会館（以下、会館）にて午後 4時から６時まで講師として関東労災病院歯科口腔外科

部長 堀江 彰久先生を招き、演題「歯科医院で発見される口腔ガン」～最近の口腔ガン治療について～

にて平成 29 年度第 1回生涯研修講習会を君津木更津歯科医師会（以後当会）主催にて開催した。参加は

会員 40名 

なお、当会の生涯研修講習会はホ－ムページ上に広告されており有料ではあるが、非会員および一般にも

公開されている 

・７月２９日 木更津市内にて午後７時から９時まで第 1回生涯研修委員会を開き委員長の互選、今年度の

活動方針等を協議した。１１名参加 

・１２月２日 東京ベイプラザホテルにて、午後４時から６時まで講師として鶴見大学歯学部名誉教授  

細井紀雄先生を招き演題「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

てー」にて平成 29年度第２回生涯研修講習会を当会主催にて開催した。参加は会員 52名 

なお、当会の生涯研修講習会はホ－ムページ上に広告されており有料ではあるが、非会員および一般にも

公開されている 

・２月 １日 県歯会館にて午前１０時から１２時まで平成 29・30 年度郡市歯科医師会学術・生涯研修担

当者連絡協議会が開催。担当理事が参加 

・２月２４日 君津市内にて午後 7時より９時、第 2回生涯研修委員会を開催。次年度の講習会の公演の題

材についての検討がなされた。参加者 8名 

２）千葉県歯科医学大会事業 

・１１月１２日、千葉県口腔保健センターにて午前１０時より４時まで「いい歯のイベント２０１７」と「平

成２９年度千葉県歯科医学大会・千葉県口腔保健大会」が千葉県及び千葉県歯科医師会（以下県歯）主催

にて開催され、当会の会長、生涯研修担当理事が出席 

（２） 医療管理講習会事業 

・７月２６日 木更津市内にて午後７時から９時まで第 1回医療管理委員会を開き委員長の互選、今年度の

活動方針等を協議した。９名参加 

・９月２０日 会館 3階大教室にて「周組織再生剤について」また「ハンドピースの迅速な滅菌・消毒の為

の自動注油装置及び小型オートクレーブの使用説明」の内容で、医療安全・感染予防の内容が含まれた講

習を開催。 35名参加 

・１１月１６日 県歯会館にて午前１０時から１２時まで郡市総務・医療管理担当者連絡協議会が開催。 担

当理事２名が参加 

（３） 歯科医療安全対策事業 

・６月２９日 平成 29年度一般健診・生活習慣病健診を君津健康センターにて行った。 

一 般 健 診：男性 10名、女性 116名、計 126名 

生活習慣病健診：男性 40名、女性 28名、計 68名 

総   計 ：男性 50名、女性 144名、計 194名 

  ・６月２９日 君津市内にて午前１０時より１１時まで、当会主催による院内感染対策講習会を行い、針刺

しによる感染防止の注意点等の講習を行った。参加は１８名 



・７月１２日 君津市内にて午後７時より９時まで、コ・デンタルスタッフセミナーを当会主催で開催し、

会員と従業員との間で医療安全対策に関する意見交換を行った。参加は会員、従業員５２名 

２.名簿・会報発行事業 

（１） 名簿発行事業 

・２年に１回君津木更津市歯科医師会会員名簿として作成。関連行政機関に配布。３月２８日 平成 29年 

度会員名簿発行 

・会員に対してはホームページ上に公開し、希望する会員には製本して配布している。 

・発行のない年度に新規に入会した会員分は追加資料として配布している。 

・発行前、２～３回木更津市内にて広報調査担当理事、委員長参加による構成検討会議を行い、各医療機関、

関連団体の個別情報の集約を図る。 

・発行前２回担当理事・委員長・担当委員・委託業者担当者１名参加により集約データによる編集・構成会

議を開催。 

・発行前１回、木更津市内にて担当理事、委員長、広報調査委員７名による最終校正会議を開催。 

・４市の官民共同事業である地域情報誌「暮らしの便利帳」作成に際しデータを提供、編集、校正を担当理

事、行政委託機関担当者間で発行前２～３回行う。作成した情報誌は各市行政より全世帯に無償発行され

る。 

（２） 会報発行事業 

・毎年度２回（６月・１２月）に君津木更津歯科医師会会報作成・発行し、関連行政機関に配布する。今年

度は６月３０日に第７９号、１２月３１日に第８０号発行。 

・会員に対してはホームページ上に公開し、希望する会員には製本して配布している。 

・月１回、３役・広報調査担当理事および各委員会担当理事１名・監事２名により木更津市内にて掲載内容

の検討会議を行う。 

・年２回、発行前月に木更津市内において広報調査担当理事、広報調査委員長参加のもと編集会議を行う。 

・年２回、発行月に木更津市内において３役・広報調査担当理事・広報調査委員７名により委員会を開催し

内容検討・校正を行う。 

３.医療保険の適正化を目的とする事業 

（１） 保険講習会および研修会事業 

・１０月２０日、１０月２３日、当会新規会員の要望により新規社保個別勉強会を開き、保健診療の請求方

法、カルテの記載上の注意点について講義した。講師は担当理事、委員長、社保委員に依頼した。 

・４月２６日、２２日、２６日、９月１６日、１８日、２０日、１１月１２日、１４日、１月２６日、２７

日、２月１６日、２１日、当会会員の要望により社保個別勉強会を開き、保健診療の請求方法、カルテの

記載上の注意点について講義した。講師は担当理事、委員長、社保委員に依頼した。 

・１月２７日 東京ベイプラザホテルにて３時３０分より５時３０分まで講師として県歯社保担当理事毛取

健至先生を招き、当会主催にて平成２９年度歯科社会保険診療報酬規定講習会（以下社保講習会）を開き、

保険診療の請求上の注意点・カルテ記載上の注意点の指導を受けた。参加は会員５７名 

・保健診療の請求方法、カルテの記載上の注意点についての個別案件は電話およびファックスにて担当理事

及び委員が対応している。 

（２） 歯科診療報酬明細書および請求書、返戻明細書等に関する事務整備事業 

・１０月 ５日 県歯会館にて午後１時から５時までの郡市社会保険担当者連絡協議会に担当理事が参加し、

指導監査全般について、新規指導の全般について、各郡市の社保委員会の活動について、次年度社保講習

会の実施方法について次回診療報酬改定についてなどの協議と連絡事項の確認を行う。 

・１０月１４日 木更津市内にて、午後７時より９時まで社会保険委員会を開き、今年度の活動方針時期お



よび診療報酬改定に対する対策等を協議した。参加は１７名 

・１１月１１日 会館にて午後７時より９時まで担当理事を講師として前記の担当者連絡協議会の内容のフ

ィードバックや保険診療の経営効率の考察を主題とした社保小勉強会を開催した。参加は３４名 

・１ヶ月に３回程度歯科保険請求上の質問・返戻レセプトについての質問に口頭もしくはファックスおよび

メールにて回答 

・介護保険での報酬請求に関して電話にて説明。また介護保険用の診療報酬請求用紙を渡す。 

・全会員に高齢者医療制度にて患者負担金割合の情報をファックスおよびメールにて伝達。 

・労働者災害補償保険（労災）での診療報酬請求について、診断書・診療報酬請求書の記入方法を指導。 

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律などの特別な法律に基づく歯科診療を行う場合の指定医療機関

の申請を担当地域の保健所に提出することやレセプト作成時の注意点を文章にて指導。 

・診療報酬請求上の誤りが多いもの・薬剤の名称の変更・歯科用金属の価格変更・歯科診療報酬規定上の施

設基準の提出書類等の情報を月に２～３回、ファックスおよびメールにて伝達。 

・厚生労働省より発布される歯科保険診療上の疑義解釈を年間６～７回ファックスおよびメールにて伝達す

る。 

（３） 医療保険制度改革およびレセプトオンライン化に関する講習会事業 

・３月２８日 会館にて午後 7時より９時まで社保講習会講習会を開催し、次年度の診療報酬改定のあらま

しについて説明した。  講師は担当理事  会員 71名参加 

４．公衆衛生及び歯科保健の啓発とその普及に関する事業 

（１） 歯科関連イベントへの参加・協力と歯科相談事業 

・６月 １日 木更津市朝日庁舎にて「木更津市歯・口の健康啓発標語審査会」が行われ専務理事ほか 2

名を派遣 

・１１月１２日、千葉県口腔保健センターにて午前１０時より４時まで「いい歯のイベント２０１７」が千

葉県及び千葉県歯科医師会（以下県歯）主催にて開催され、当会の会長、生涯研修担当理事が出席 

（２） 「健歯児童・生徒審査会」等関係諸団体事業への参加・協力 

・４月 ５日 君津教育会館において午後 1時より 2時まで君津地方学校保健会役員会が開催され当会担当

理事が参加、総会及び研修会と今年度の活動方針について協議した。 

・５月１０日 君津教育会館において午後１時より３時まで君津地方学校保健会総会および研修会に参加。

今年度の予算案、前年度の決算の承認の後研修会を行った。参加は担当理事１名 

・５月１３日、木更津市内において午後７時より９時まで健歯児童・生徒審査会の審査基準および方法、式

典の流れ、役割分担等の確認を行った。参加は３役、事務職員他地域保健委員会、学校保健委員会より１

２名 

・６月 ８日、君津教育会館２Ｆ第２会議室において午後１２時より２時まで、当会会員４名が審査委員と

なり、四市の小、中学校より選抜された図画（小学校低学年１９校２３点）ポスター（小学校高学年２６

校３５点、中学校９校１１点）より等位を決定した。選考方法はこの最上位作品が千葉県口腔保健図画・

ポスター審査会のテーマとの整合性の重視というその選考基準に準じた。 

・６月 ８日、君津教育会館３階講堂において、午後２時よりより３時まで、歯科保健活動に精通し、特に

研修の場において児童・生徒に対する口腔刷掃指導に経験豊かな当会会員２名による研習を四市の小・中

学校の学校歯科健診により優秀者として選抜された最高学年男女各１名と養護教諭（小学校３５校、中学

校２７校）に対して行い、その間に同２階第１会議室において本会会員の学校歯科医の中でも特に学校歯

科保健活動に精通した会員８名が審査委員となり、参加した児童・生徒（１２６名）の中より等位を決定

した。選考方法は千葉県健歯児童・生徒審査会の選考基準に準じて咬合、歯牙、歯肉、清掃状態といった

総合的チェックによった。 



・６月 ８日、君津教育会館３階講堂において、午後３時より４時まで健歯児童・生徒審査会の表彰式を、

審査会に参加した児童・生徒・及び養護教諭、当会全役員及び２０名の会員、共催の南房総教育事務所か

ら参事１名、四市より歯科関係者（歯科衛生士）３名、来賓として４市健康推進課、君津健康福祉センタ

ー長が参加のもとおこなった。各小・中学校の学校歯科健診により優秀者として選抜された最高学年の児

童・生徒（１２６名）および図画・ポスターで選抜された児童・生徒（６９名）に参加賞と賞状を贈り、

上記の審査により等位を決定した図画３点、小学校ポスター３点、中学校ポスター３点、および各学校よ

り選抜された優秀者の中で特に優秀と認められたもの、１２名に対して、賞状と賞品を授与した。後日、

各報道機関や当会ホームページにて表彰者、学校名を公開した。 

・６月 ８日、木更津市内にて午後５時より７時まで「健歯児童・生徒審査会」事業検討会、反省会を開き、

今回の事業の総括を行い、反省点、改善点について論議し、来年度に向けての申し送り事項とした。参加

は１２名 

・審査会開催時に広報調査担当理事、委員長の参加により採用した図柄をもとに口腔衛生啓発ポスターの構

成を検討、縮小版を作成する。 

・９月２８日、最優秀作品に選出された図画ポスター（小学校低学年の部・小学校高学年の部・中学校の部）

最優秀作品各１点を図柄として採用。業者委託によりポスターを作成、印刷し、４市教育委員会および全

公立小中学校（８９校）に無償配布した。 

（３） 「８０２０運動啓発・推進及び達成者表彰」事業の企画・実施 

・平成２９年４月当会より４市に対して『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』 

『８０２０（ハチマル・ニイマル）運動普及作文及び標語」の募集依頼をした。 

『親と子のよい歯のコンクール』は３歳児歯科健診を受診した親子を対象に、また『高齢者のよい歯のコ 

ンクール』は８０歳以上で自分の歯が２０本以上ある者を各市の広報誌等を用いて公募した。 

・『８０２０運動普及標語』は小学校の部、中学校の部、一般の部に分け、各学校による推薦及び各市広報 

 誌等により公募し、各市により各部一作ずつ推薦をお願いした。 

・６月 ８日、木更津市教育会館２階第２会議室において午後１２時より２時まで、当会の高齢者歯科医療 

および成人歯科医療に対して精通した会員４名の審査により「親と子のよい歯のコンクール」に応募した 

１組３名「高齢者のよい歯のコンクール」に応募した１３名の方々のなかで等位を決定した。選考方法は 

この最上位者が千葉県歯科医師会の同名コンクールに当会より推薦する関係から、「親と子のよい歯のコ 

ンクール」は歯科疾患がなく歯口清掃状態が良好なことのほか全身の発育、栄養状態が良好で全身疾患が 

なく健康であること、「高齢者のよい歯のコンクール」は歯科疾患がなく歯口清掃状態が良好なことのほ 

か日常生活において健康に過ごせることといったその審査基準によった。 

・６月８日、木更津市教育会館２階和室において午後１時より３時まで、当会より３役、地域保健医療担当 

理事、４市健康推進課による審査で「８０２０（ハチマル・ニイマル）運動普及標語」等位を決定した。 

・６月８日、木更津市教育会館３階講堂において、午後３時より４時まで行われた健歯児童・生徒審査会のな 

か、その会に参加した児童・生徒・及び養護教諭参加のもと「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」「８０２０（ハチマル・ニイマル）運動普及標語」の表彰式を行った。 

・このような場で優秀者および作品を表彰することにより、それを励みにしてもらい高齢者と児童・生徒との 

交流を図ることを目的に行った。応募者全員に参加賞と賞状を、等位に応じて商品と賞状を授与した。最後に 

学校保健委員会委員長が講評を行った。 

・「８０２０（ハチマル・ニイマル）運動普及標語」の最優秀作品及び「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」の最優秀者は後日、各報道機関（新千葉新聞、千葉日報）当会ホームページを通じ

て表彰者等を公開した。 

 



（４） 公的施設歯科健診の実施 

・５月３１日 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテルにて木更津市保健医並びに学校保健関係者懇談会  

が行われ前年度の児童・生徒の健康診断の実施結果、後期高齢者医療制度の健康検査の実施結果の検討

と次年度の実施計画について協議した。会員５名参加。 

・１０月２６日 君津児童相談所歯科健診が行われ会長と当会県歯地域保健委員が健診を担当した。 

・１２月２５日 君津市内にて午後９時から１０時まで君津市学校歯科医推薦会議を行った。今後の学校

統廃合への対応を検討した。会長と理事２名参加 

・２月 ７日 会館にて午後９時から１０時まで各市学校歯科医推薦会議を開催、新規学校歯科医につい

て審査し推薦者（案）を決定した。１４名参加 

・３月２８日  会館にて午後９時から１０時まで歯科保健学校講習会（新規および現任者のための）及

び若年者（１歳６か月児、３歳児）健診、ほか各種健診講習会を開催。新規学校歯科医、市医および希

望のあった現任者に対して担当理事を講師として研修を実施した。２０名参加 

（５） フッ化物洗口普及事業 （４月より開始） 

＜木更津市＞ 

・平成２９年度は、市立小学校８校、市立中学校３校でフッ化物洗口普及事業を実施した。いずれも各学

校歯科医、木更津市役所市民部健康推進課歯科衛生士及び保健師、各学校長の指示・管理、各校学級担

任の協力のもと、各校養護教諭によって実施された。 

・実施対象者は、全校生徒・児童のうち、保護者に対する任意の同意書に同意した者。同事業参加を望ま

ない保護者の生徒・児童対象者に配慮し実施。 

・実施頻度は週１回、原則木曜日。出来ない場合は同週の他の曜日に実施。ただし春、夏、冬の休み中に

は実施しない。 

・実施時間は小学校においては、朝のホーム・ルーム後、授業開始前。中学校においては、登校後すぐ。

実施場所は小学校においては各教室。中学校においては保健室。 

・フッ化物は、各学校歯科医の処方指示書にて薬剤師が処方したもの。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２０

０ｍｇ含む）１０包を１回分とする。使用洗口液は、市役所在籍歯科衛生士・保健師、各校養護教諭が

作製した洗口液を使用。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２００ｍｇ含む）１０包を１０００ｍｌの水に溶

かして、フッ化物ナトリウム０．２％（９００ｐｐｍ）水溶液としたもの。７ｍｌの洗口液を紙コップ

に入れ、１分間洗口後紙コップに吐き出させる。紙コップは使用人数分をまとめて処分。 

 

平成２９年度実施校及び対象人数 

 

   鎌足小学校       ７４名 平成２０年６月～ 

中郷小学校       ６６名 平成２２年５月～ 

富岡小学校       ３２名 平成２３年６月～ 

馬来田小学校      １６４名 平成２５年９月～ 

金田小学校      １５２名 平成２６年１１月～ 

東清小学校       ５６名 平成２７年１月～ 

西清小学校      １２８名 平成２８年１月～ 

波岡小学校      ２３４名 平成２８年９月～ 

鎌足中学校       ４２名 平成２１月４月～ 

金田中学校       ６４名 平成２８年１月～ 

富来田中学校      １２５名 平成２８年９月～ 



 

＜君津市＞ 

・平成２９年度は、市立小学校６校、市立中学校３校、私立幼稚園１園でフッ化物洗口普及事業を実施し

た。いずれも各学校歯科医、各学校長の指示・管理、各校学級担任の協力のもと、各校養護教諭によっ

て実施された。 

・実施対象者は、全校生徒・児童のうち、保護者に対する任意の同意書に同意した者。同事業参加を望ま

ない保護者の生徒・児童対象者はフッ化物の入っていない水で洗口。 

・実施頻度は小中学校週１回、原則木曜日、幼稚園週５日。ただし、春、夏、冬の休み中には実施しない。

実施時間は小学校においては、朝のホーム・ルーム後、授業開始前。幼稚園においては、昼食終了後。

実施場所は小学校、幼稚園において各教室。 

・フッ化物は、各学校歯科医の処方指示書にて薬剤師が処方したもの。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２０

０ｍｇ含む）１０包を１回分とする。使用洗口液は、市役所在籍歯科衛生士・保健師、各校養護教諭が

作製した洗口液を使用。ミラノール１．８ｇ（ＮａＦ２００ｍｇ含む）１０包を１０００ｍｌの水に溶

かして、フッ化物ナトリウム０．２％（９００ｐｐｍ）水溶液としたもの。７ｍｌの洗口液を紙コップ

に入れ、１分間洗口後紙コップに吐き出させる。紙コップは使用人数分をまとめて処分。 

 

平成２９年度実施校及び対象人数 

 

久留里カトリック幼稚園   ５０名 平成２１年～ 

   小糸小学校       ７０名 平成９年～ 

小櫃小学校      １７３名 平成２０年～ 

久留里小学校       ９７名 平成１９年～ 

坂畑小学校       ４３名 平成２４年～ 

   秋元小学校       ５３名 平成２６年６月～ 

   三島小学校       ４５名 平成２６年６月～ 

   亀山中学校       １９名 平成２４年～ 

   清和中学校       ４０名 平成２６年５月～ 

  久留里中学校       ４２名 平成２６年６月～ 

 

＜富津市＞＜袖ケ浦市＞ 

・本年度の実施はない。 

・６月 ３日、東京ベイプラザホテルにて、午後４時から５時まで平成２９年度フッ化物洗口事業説明会

を開き、前年度の事業報告と今年度の事業説明および注意点について協議した。参加は２０名 

（６） ホームページを通じての情報発信 

・月１回、会報誌構成会議と併設し、３役、各委員会担当理事９名、監事２名参加のもと構成検討会議を

行う。 

・月２～３回、担当理事および担当委員による更新。 

・６月２４日、会館にて午後 7時より９時まで広報委員会・ICT講習会を開催。今年度の役割分担および

継続的なホームページ運営維持のための講習を受けた。講師は当会会員、参加は８名。 

・１０月２１日、県歯会館にて午前１０時より１２時まで平成２９年度第１回郡市 ICT実務担当者講習会

が実施され、継続的なホームページ運営維持のための講習を受けた。担当理事が参加。 

・２月１５日、県歯会館にて午前１０時より１２時まで平成２９年度第２回郡市 ICT実務担当者講習会が



実施され、継続的なホームページ運営維持のための講習を受けた。担当理事が参加。 

５. 障害者と高齢者の保健と福祉の増進に関する事業 

（１） 障害者と高齢者摂食・嚥下指導調査事業 

１） 障害児摂食・嚥下指導調査事業 

・６月 ２日 きみつ愛児園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数７名に対して、日本

大学松戸歯学部 野本教授の指導のもと摂食嚥下指導医４名が摂食嚥下指導および歯科保健指導。午後

１時より２時まで症例検討と今後の摂食嚥下指導へのアドバイスを行った。 

・７月２１日 きみつ愛児園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数６名に対して、日本

大学松戸歯学部 遠藤先生の指導のもと摂食嚥下指導医５名が摂食嚥下指導および歯科保健指導。午後

１時より２時まで症例検討と今後の摂食嚥下指導へのアドバイスを行った。 

・１０月２０日きみつ愛児園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数５名に対して、日本 

大学松戸歯学部 遠藤講師の指導のもと摂食嚥下指導医４名が摂食嚥下指導および歯科保健指導。午後 

１時より２時まで症例検討と対象者４名に個別嚥下指導を行った。 

・１２月 １日きみつ愛児園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数５名に対して、日本

大学松戸歯学部 遠藤講師の指導のもと摂食嚥下指導医４名が摂食嚥下指導および歯科保健指導。午後

１時より２時まで症例検討と今後の摂食嚥下指導へのアドバイスを行った。 

・２月２３日、きみつ愛児園機能訓練室にて午前１０時より１２時まで、対象児童数７名に対して、日本

大学松戸歯学部 遠藤講師の指導のもと摂食嚥下指導医４名が摂食嚥下指導および歯科保健指導。午後

１時より２時まで症例検討と今後の摂食嚥下指導へのアドバイスを行った。 

２）要介護者摂食・嚥下指導普及事業 

・５月３０日 君津中央病院にて午後７時より９時までの君津地域リハビリテーション連絡協議会に会 

長が参加し、リハ関連の各種団体との交流を図った。 

・１０月２５日 君津中央病院にて午後７時より９時までの君津地域リハビリテーション連絡協議会に副 

会長が参加し、リハ関連の各種団体との交流を図った。 

・１２月 １日 君津市内にて午後９時より１１時まで郡市摂食嚥下事業症例検討会及び事業検討会を開

催し今年度の摂食・嚥下リハビリテーション指導事業の説明と次年度以降の事業展開に関する討議およ

び症例発表と情報交換を行った。野本教授他８名参加 

（２） 訪問歯科診療事業 

  平成２９年度訪問歯科診療依頼 

   ・現況と医科主治医、介護関係者等からの情報を加味し、行政担当会員、口腔外科・麻酔科・心身障害者

センター等で必要な研修修了者、ケアマネジャーなどで構成する在宅歯科診療運営委員会にて、訪問歯

科診療の経験が豊富で歯科医師会で実施した訪問歯科診療研修会を終了した会員を優先して担当に推

薦。診療終了後には所定の書式の報告書を運営委員会に提出、その検討を行い、以降の診療に反映させ

ている。 

・当会事務局に訪問歯科診療の受付窓口があり、行政あるいは個人からの要請を受け会員を派遣した。ま

た、県歯在宅歯科診療連携室よりの依頼も受けている。 

 

・４月２０日 木更津市市民総合福祉会館において在宅医療・介護連携部会が開催。担当理事が参加 

・５月２２日 袖ケ浦市役所において平成 29 年度第 1回袖ケ浦市医療介護連携推進会議が開催。当会か

らは監事、会員の 4名参加 

・５月２５日 木更津市市民総合福祉会館において木更津市在宅介護・推進連携協議会が開催。担当理事

が参加 



・６月２７日 君津市生涯学習交流センターにおいて平成 29年度第 1回君津市在宅医療・介護連携推進  

協議会が開催。会長が参加 

・２７日 木更津市市民総合福祉会館において第１回木更津市在宅医療・介護連携推進協議会研修会が開 

催。担当理事ほか会員９名参加 

   ・８月３１日 木更津市総合福祉会館において木更津市在宅医療・介護連携部会が開催。担当理事が参加 

・９月２６日 君津市役所において君津市在宅医療・介護運営に関する意見聴取があり会長が参加。 

・１０月２５日 袖ケ浦市役所において平成 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

があり当会より 4名参加 

・１０月２６日 木更津市市民総合福祉会館において第 2回木更津市在宅医療・介護連携推進協議会 担

当理事が参加 

・１１月 ９日 東京ベイプラザホテルにて第3回君津木更津地区四市ケアマネジャー連絡協議会が開催。 

当会より 8名参加 

・１１月１４日 君津市生涯学習センターにて君津市在宅医療・介護連携推進協議会が開催。会長が参加 

  ・１１月１６日 木更津市市民総合福祉会館にて第 4回在宅医療・介護連携部会が開催。担当理事が参加 

・１２月２１日 木更津市市民福祉会館にて木更津市在宅介護講習会が開催。担当理事ほか３名参加  

・１月 ９日 君津市役所にて君津市医療と介護連絡協議会歯科への聞き取りがあり会長が参加 

・１月１５日 富津市役所にて平成 29年度第 1回富津市在宅医療・介護連携推進会議が開催。監事が参 

 加 

・１月１９日 君津市内にて君津市在宅医療介護連携推進協議会が開催。会長が参加 

・１月２５日 木更津市民会館にて医療と介護のシンポジウムが開催。副会長、担当理事ほか１名参加 

・２月 ２日 富津市役所にて平成 29年度第 2回富津市在宅医療・介護連携推進会議が開催。監事が参 

 加 

・２月１３日 君津生涯学習センターにて君津市在宅医療介護連携推進協議会講演会が開催。会長が参加 

・２月１５日 木更津市福祉会館にて木更津市在宅介護連携部会が開催。担当理事が参加 

・２月２２日 県歯会館にて午前１０時から１２時まで郡市在宅歯科医療担当者連絡協議会が開催。担当 

理事が参加 

・２月２７日 君津生涯学習センターにて君津市在宅医療介護連携推進協議会が開催。会長が参加 

（３） 高齢者歯科健診 

・７月 ６日 木更津市社会福祉協議会と木更津市高齢者歯科健診について打ち合わせ。担当理事、監事 

が参加 

・７月２０日 富津市役所にて「富津市高齢者口腔教室」（仮）の打ち合わせ。担当理事、監事が参加 

・８月１０日 富津市役所にて「富津市高齢者口腔教室」契約書の打ち合わせに担当理事が参加 

・１０月１２日 富津市大堀 5区集会場にて富津市高齢者口腔教室が開催。歯科保健啓発事業高齢者歯科

健診を実施。 担当理事ほか会員３名、衛生士会より３名参加 

・２月１５日 木更津市清見台 1丁目町内会ふれあいサロンにて午前８時４５分より１１時３０分まで木

更津市高齢者歯科健診を開催、歯科保健啓発事業高齢者歯科健診を実施。健診内容は千葉県歯科医師会

作成の高齢者口腔アセスメント票を使用し、その中に含まれる歯牙検診、口腔軟組織検査、簡易歯周検

査、口腔機能検査（反復唾液嚥下テスト、オーラルディアドコキネシス、頬の膨らまし、舌運動）であ

る。参加は担当理事他委員５名 歯科衛生士３名 木更津市社協２名 健診対象者は１2名。担当理事

ほか会員３名と衛生士会より 3名参加 

（４） 介護予防事業 

・６月 ８日 木更津市内にて午後４時３０分から５時まで認知症対策事業検討会を開催。１２名参加 



・７月１３日 木更津市市民総合福祉会館にて木更津市認知症初期集中支援チーム検討委員会が開催。担 

当理事が参加 

・７月２８日 袖ケ浦市役所にて袖ケ浦市認知症施策推進検討委員会が開催。監事１名参加 

・８月２３日 富津市役所にて富津市認知症施策検討委員会が開催。監事１名参加、 

・９月１１日 富津市役所にて第 2回富津市認知症施策検討委員会が開催。 監事１名参加 

・９月２９日 富津市役所にて第 3回富津市認知症施策検討委員会が開催。 監事１名参加 

・１０月２０日 袖ケ浦市役所にて平成 29 年度第３回袖ケ浦市認知症施策推進検討委員会が開催。 監

事１名参加 

・１１月 ８日 会館にて午後 7時より９時まで口腔機能向上サービス講習会を開催。１０名参加 

・１１月 ９日 会館にて午前７時から９時まで在宅口腔ケアスキルアップ研修会が開催。当会より 4名

参加 

・２月 ２日 富津市役所にて平成 29年度第 4回富津市認知症施策検討委員会が開催。監事１名参加 

・２月２３日 袖ケ浦市役所にて平成 29年度袖ケ浦市認知症施策推進検討委員会が開催。監事１名参加 

（５） 介護保険関連事業 

・４市へは２６名の介護認定審査員を派遣している。 

・各市の介護保険運営協議会に当会において介護保険に対して経験が豊富で、指導的立場にある会員を委 

 員として推薦し、協議内容等を一般会員に還元している。 

・４月 ４日 君津市役所にて君津市介護認定審査員認証式が行われ、今年度就任する介護認定審査員と 

して当会から４名が認証された。 

・５月１９日 君津市役所にて平成 29年度第 1回君津市介護保険運営委員会が開催。副会長が参加 

・８月１８日 君津市役所にて君津市介護保険運営協議会が開催。会長が参加 

・１０月 ２日 君津生涯学習センターにて君津市介護保険運営協議会が開催。会長が参加 

・１０月２５日 君津市役所にて君津市介護保険運営協議会が開催。会長が参加 

・１１月３０日 東京ベイプラザホテルにて介護保険全体会議が開催。介護認定審査員間の情報交換を行

い、診査における留意事項の確認および歯科としての審査へのかかわりについて討議した。会長と担当

理事が参加 

・１１月３０日 東京ベイプラザホテルにて介護保険講習会及び懇親会が開催。会長、担当理事など４名

参加 

・１月１２日 袖ケ浦市民会館にて介護認定審査会現認者研修会が開催。審査会における認定の公平性を

保つための意見交換等が行われた。監事１名参加 

・１月２５日 君津市生涯学習センターにて君津市介護保険運営協議会が開催。会長が参加 

・２月 ８日 富津市役所にて平成 29年度第 4回富津市介護保険運営協議会が開催。監事１名参加 

・３月１９日 富津市役所にて富津市介護認定全体会議が開催。審査会における認定の公平性を保つため

の意見交換等が行われた。理事１名参加 

６．地域社会の保健と福祉の増進に関する事業 

（１）歯科疾患健診事業 

   ・４月 成人歯科検診実施各市の当会会員に対して成人歯科検診の検診医推薦の意思確認を行う。 

・４月 成人歯科検診実施各市へ当会会員で成人歯科検診の検診医を希望し、各市行政担当者がその資質、 

実績から適当であると判断したものを推薦した。 

＜木更津市＞ 

・成人歯科健康診査という名称で４０,５０,６０,７０歳の時点で行われる個別の節目検診である。検診内

容は歯牙検診、口腔軟組織検査、簡易歯周検査であり、沈着物の除去も含む。 



＜君津市＞ 

・歯周歯科検診という名称で４０,５０,６０,７０歳の時点で行われる個別の節目検診である。検診内容は

歯牙検診、口腔軟組織検査、簡易歯周検査である。 

＜袖ケ浦市＞ 

・成人歯科健康診査という名称で３０,４０,５０,６０,７０歳の時点で行われる個別の節目検診である。検

診内容は問診、歯牙検診、口腔軟組織検査、歯科保健指導である。 

・６月８日、君津教育会館２階和室における地区行政との会議において成人歯科健診未実施の富津市に対

して実施を要望した。また、他市とは受診率向上のための工夫について話し合い、健診の案内はがきの

送付方法などでの対応を協議することとした。 

・当会においては地域住民からまた健診者サイドからの要望等を受け止めるための窓口を設けているが、

今年度は特に要望はなかった。 

（２）口腔がん検診事業 

・７月 ６日 木更津市役所健康推進課にて木更津市口腔がん検診打ち合わせ。担当理事、監事１名参加 

・７月 ６日 袖ケ浦市健康推進課にて袖ケ浦市口腔がん検診打ち合わせ。担当理事、監事１名参加 

   ・９月２８日 イオンモール木更津内のイオンホールにて木更津市口腔がん検診を実施。午前１０時より 

問診を中心にした７名の会員による１次審査の後、すべての受診者に対して千葉大学医学部口腔外科学 

教授、同医局員計３名の視診による２次審査を行った。検診者の受付、誘導等に６名の会員、木更津市 

役所より２名の協力を受けた。受診者は１４３名、そのうち数名が大学病院等への３次審査に回った。 

当日待合室において千葉県歯科医師会よりいただいた口腔がんリーフレットの配布を行った。 

   ・９月２８日 木更津市内にて午後１時より木更津市口腔がん検診事業検討会、反省会を開催。千葉大学 

医学部口腔外科学講座教授による口腔軟組織疾患と口腔がんの鑑別診断につての研修会と今回の口腔 

がん検診の総括を行い、反省点、改善点について討議し、次回の事業への申し送りとした。参加は２５ 

名 

・１０月 ５日 木更津市役所健康推進課にて木更津市口腔がん検診事業検証が行われた。担当理事が参

加し、結果の検証、次回への検討がなされた。 

・１１月 ９日 袖ケ浦市保健センターにて袖ケ浦市口腔がん検診を実施。午前１０時より問診を中心に 

 した７名の会員による１次審査の後、すべての受診者に対して千葉大学医学部口腔外科学教授、同医局 

員計４名の視診による２次審査を行った。検診者の受付、誘導等に６名の会員、袖ケ浦市役所より２名 

の協力を受けた。受診者は２１２名、うち千葉大へ２名、君津中央病院へ１０名紹介。当日待合室にお 

いて千葉県歯科医師会よりいただいた口腔がんリーフレットの配布を行った。 

・１１月 ９日 袖ケ浦市内にて袖ケ浦市口腔がん検診事業検討会、反省会を開催。千葉大医学部口腔外 

科学講座教授による口腔軟組織疾患と口腔がんの鑑別診断につての研修会と今回の口腔がん検診の総 

括を行い、反省点、改善点について討議し、次回の事業への申し送りとした。参加は２５名 

・１１月３０日 袖ケ浦市役所にて袖ケ浦市口腔がん検診事業検証が行われた。担当理事が参加し、結果 

 の検証、次回への検討がなされた。 

（３）休日応急歯科診療の実施 

・９月、各市の担当者により年末年始休日診療の担当者会員の中から公募他により選抜していただいた。 

・１２月、年末年始休日診療当番医に対して、担当理事より報告書の作成方法や２次医療機関への紹介方

法などについて文書にて連絡した。 

・１２月３１日～１月３日まで年末年始休日診療を施行。４日間の受診者数は木更津市３３人、君津市１

６人、富津市２５人、袖ケ浦市人３２市合計１０６人であった 

 



７．事故・災害もしくは犯罪による被害者の支援に関する事業 

（１） 災害時救急歯科診療 

 ・４月２０日 県歯会館にて午前１０時から１２時まで災害歯科コーディネーター研修会が開催。担当理

事が参加。 

・８月２０日 昭和小学校グラウンドにて袖ケ浦市総合防災訓練が開催。DMATの災害時の対応なども含

まれた研修内容。監事１名参加 

・１０月２６日 県歯にて午前１０時から１２時まで郡市災害担当者連絡協議会が開催。担当理事が参加 

・１月２１日 木更津市立富来田公民館にて平成 29年度木更津市防災訓練が開催。副会長が参加 

 

（２） 身元確認事業 

・木更津警察署警察官友の会会員に１名を派遣し、諸会議に参加。 

・７月 ４日 エリシオン木更津にて午後７時から９時まで木更津警察署警察官友の会理事会・総会及び

懇親会が開催され副会長が参加 

・１２月 ５日 東京ベイプラザホテルにて木更津警察署警察官激励会が開催され副会長が参加 

・１月２４日 君津警察署にて君津警察署感謝状贈呈式  担当 2名が感謝状を授与された 

・木更津警察署管内では４月１７日、５月２３日、６月２８日、７月１１日、８月１９日、１１月１８日、

３月７日の７回出動、木更津海上保安署管内では出動なし、君津警察署管内では４月１８日、８月１７

日、８月３１日、１１月７日、１２月２５日、３月１７日の６回出動、富津警察署管内では、３月１日

の１回出動にて検死・個人識別・身元確認作業を行った。出動計１４回 のべ委員２２名 

 

 

平成２９年度事業報告 

 

 ４月 ４日 君津市介護認定審査員認証式（君津市役所） 原副会長、高橋（晃）、林、冲津先生 

    ５日 君津地方学校保健会役員会（君津教育会館） 柳川理事 

   ５日 第１回理事会（グランパークホテル エクセル木更津）１４名参加 

１．新入会員について（鈴木 達也先生：鈴木歯科クリニック）  

２．生涯研修講習会について ３．学校歯科健診講習会について ４．役員選挙について ５．

役員旅行について ６．監査会について ７．役員会・臨時総会について ８．定時総会に

ついて ９．健歯児童生徒審査会について １０. 一般健診について １１．コ・デンタル

スタッフセミナーについて １２．休日診療について １３．その他・医科歯科連携の会に

ついて ・富津市健口教室について ・富津市節目健診について ・障がい福祉委員会につ

いて          

    ６日 木更津看護学院入学式（会館大教室） 山口会長 

   １５日 平成 29年度第 1回生涯研修講習会（医歯薬会館）40名参加 

講師：関東労災病院歯科口腔外科部長  堀江 彰久先生 

演題：「歯科医院で発見される口腔ガン」～最近の口腔ガン治療について～ 

１７日 木更津警察署検死依頼  中村（幸）、市川先生 

１８日 君津警察署検死依頼  原副会長 

２０日 富津市献血推進協議会  熊切理事 

２０日 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 

２０日 災害歯科コーディネーター研修会（県歯会館 ） 鈴木理事 



２０日 社保個別勉強会 須藤県歯社保委員 

２１日 木更津「お花見の会」（ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル）歯科医師会より 10名参加。 

２２日 社保個別勉強会 勝見理事 

２６日 社保個別勉強会 勝見理事、須藤県歯社保委員 

３０日 医師会ゴルフコンペ（木更津ゴルフクラブ）歯科医師会より参加者 5名 

 ５月１０日 君津地方学校保健会 総会（君津教育会館） 柳川理事 

１０日 第２回理事会（グランパークホテル エクセル木更津）１４名参加 

        １．役員選挙について ２．役員旅行について ３．会計委員会について ４．監査会につ

いて ５．障がい福祉委員会について ６．役員会・臨時総会について ７．定時総会につ

いて ８．健歯児童生徒審査会について・ 健歯児童生徒審査会での 4市への要望書提出内

容について ９．会報第７９号校正作業について １０. 一般健診について １１. コ・デ

ンタルスタッフセミナーについて １２. 富津市健口教室について １３．平成 28年度決

算報告（案）について １４．休日診療について １５．休日診療について １５．河村産

業歯科健診について １６．その他 ・3月 31日 野村光子先生 退会       

１３日 学校歯科保健・地域保健合同委員会（東洋）12名参加 

１３日 総務委員会（東洋）10名参加 

１３日 役員選挙公示 

１７日 木更津市献血推進協議会  山口会長   

１７～１８日 役員研修旅行（養老温泉 もちの木）19名参加 

１８日 芝楽苦会ゴルフ（大多喜城カントリークラブ）6名参加 

１９日 平成 29年度第 1回君津市介護保険運営委員会（君津市役所） 原副会長  

２０日 会計委員会（いち川寿司） ６名参加 

２２日 平成 29年度第 1回袖ケ浦市医療介護連携推進会議（袖ケ浦市役所） 

中村（武）、和田（雅）、山口（祐）先生、砂川監事の 4名出席                

２３日 木更津警察署検死依頼 中村（幸）、市川先生 

２４日 役員選挙立候補締切 

２５日 郡市会長会議（県歯） 山口会長 

２５日 平成 29年度第 1回君津市国民健康保険運営協議会（君津市役所） 神副会長 

２５日 木更津市在宅介護・推進連携協議会（木更津市市民総合福祉会館） 成川理事 

２７日 監査会（田園）９名参加 

３０日 君津地域リハビリテーション連絡協議会（君津中央病院） 原副会長 

３１日 木更津市保健医並びに学校保健関係者懇談会  山口会長 

３１日 第 3回理事会（グランパークホテル エクセル木更津）１４名参加 

１．摂食嚥下リハビリテーションについて ２．役員会・臨時総会について ３．健歯児童

生徒審査会について ４．定時総会について ５．会報第７９号校正作業について ６．一

般健診について ７．コ・デンタルスタッフセミナーについて ８．平成 29年度予算書（案）

について ９．富津市健口教室について １０．休日診療について １１．河村産業歯科健

診について １２．その他 ・君津圏域公開フォーラムについて ・中央病院紹介について 

６月 １日 木更津市歯・口の健康啓発標語審査会（木更津市朝日庁舎）小松専務、鈴木理事、松清先生 

１日 障がい福祉委員会（君津 きのした）8名参加 

２日 第１回きみつ愛児園摂食嚥下指導（きみつ愛児園） 

   日大松戸歯学部 野本教授、他歯科医師会より指導医４名、対象者７名 



３日 役員会・第 9回臨時総会（東京ベイプラザホテル） 

役員会：出席者 35名 

臨時総会：会員総数 146名、出席者 39名、委任状 54名、合計 93名 

役員選挙  原 比佐志 先生が代表理事候補に選任 

３日 平成２９年度フッ化物洗口事業説明会、報告会（東京ベイプラザホテル）２０名参加 

    平成２９年度実施校及び対象人数 

・木更津市 

     鎌足小学校       ７４名 平成２０年６月～ 

中郷小学校       ６６名 平成２２年５月～ 

富岡小学校       ３２名 平成２３年６月～ 

馬来田小学校      １６４名 平成２５年９月～ 

金田小学校      １５２名 平成２６年１１月～ 

東清小学校       ５６名 平成２７年１月～ 

西清小学校      １２８名 平成２８年１月～ 

波岡小学校      ２３４名 平成２８年９月～ 

鎌足中学校       ４２名 平成２１月４月～ 

金田中学校       ６４名 平成２８年１月～ 

富来田中学校      １２５名 平成２８年９月～ 

・君津市 

久留里カトリック幼稚園  ５０名 平成２１年～ 

     小糸小学校       ７０名 平成９年～ 

小櫃小学校      １７３名 平成２０年～ 

久留里小学校       ９７名 平成１９年～ 

坂畑小学校       ４３名 平成２４年～ 

     秋元小学校       ５３名 平成２６年６月～ 

     三島小学校       ４５名 平成２６年６月～ 

     亀山中学校       １９名 平成２４年～ 

     清和中学校       ４０名 平成２６年５月～ 

    久留里中学校       ４２名 平成２６年６月～ 

富津市 

     実施していない。 

袖ケ浦市 

     実施していない。 

８日 健歯児童生徒審査会（君津教育会館）１２６名参加 

親と子のよい歯のコンクール 1組３名参加 

  高齢者のよい歯のコンクール 一般参加者 １３名参加 

  ８０２０運動普及作文・標語 

  来賓及び出席者  

君津健康福祉センター長 佐久間 文明 様 

木更津市長代理 木更津市まなび支援センター所長  斎藤毅人 様 

木更津市 市民部健康推進課 課長  小磯真誉子 様 

君津市 保健福祉部健康づくり課 副主幹  小礒敦子 様 



富津市 健康福祉部健康づくり課 課長  下間節子 様 

袖ケ浦市 市民健康部健康推進課 課長 加藤寿起 様 

 

 【健歯の部】 小学校 ３７校７４名 中学校２７校５２名 計６４校１２６名 

小 学 校 の 部 中 学 校 の 部 

男

子 

優秀賞 佐貫小学校 高梨 陸 
男

子 

優秀賞 佐貫中学校 高梨 稜 

優秀賞 周南小学校 和田 優斗 優秀賞 昭和中学校 高橋 昂希 

優秀賞 馬来田小学校 鈴木 陸斗 優秀賞 小櫃中学校 田邊 祐 

女

子 

優秀賞 木更津一小 加賀谷 侑希 
女

子 

優秀賞 長浦中学校 南雲 杏里 

優秀賞 佐貫小学校 川畑 優菜 優秀賞 君津中学校 吉田 彩乃 

優秀賞 周南小学校 御園 このは  優秀賞 木更津二中 曽我 百杏 

 

                       

【図画・ポスターの部】図画（小１～小３）19 校 23 点 ポスター（小４～小６）27校 35 点 ポスター（中

１～中３）９校 11 点       計 69点 

 

                       

 

【親と子のよい歯のコンクール】        応募者 1組 

 

１位 木更津市 安藤幸恵・千夏・百花 

※千葉県歯科医師会長賞 

 

【高齢者のよい歯のコンクール】 応募数 １３名  

                       （木更津市４名 君津市６名 富津市２名 袖ヶ浦市１名） 

１位 君津市 山村 京子 

２位 富津市 菅野 角治 

３位 木更津市 金井 英龍 

   

 

【歯・口の健康啓発標語】  

小 学 生 の 部 中 学 生 の 部 

１位 長浦小学校  ５年 小林 龍成 １位 岩根中学校  ２年 小泉 果鈴 

２位 清見台小学校 ５年 高橋 朋樹 ２位 久留里中学校 ２年 和泉 匠 

３位 八重原小学校 ４年 和泉 昴星 ３位 天羽中学校  ３年 忍足 亮治 

３位 吉野小学校  ５年 平野 奈那 ３位 昭和中学校  １年 塚本 雛詩 

※千葉県知事賞 栗原 明透 

 

一 般 の 部 

１位 袖ケ浦市市 大岩 夫美子 

２位 富津市 本山 昭三 

３位 木更津市 高橋 幸太郎 

３位 君津市 佐藤 重三郎 

     

 

図画（小１～小３）の部 ポスター（小４～小６）の部 

１位 北子安小学校 ２年 市川 琴葉 １位 東清小学校 ６年 三枝 杏菜 

２位 中川小学校  ２年 谷萩 大悟  ２位 南清小学校 ６年 永岡 陸大 

３位 大貫小学校  ２年 大野 綺子 ３位 環小学校  ６年 石井 優羽  

ポスター（中１～中３）の部 

１位 周西中学校 ３年 小高 成美 

２位 松岡中学校 ３年 渡辺 真理 

３位 鎌足中学校 ２年 田沢 妃菜 



 

８日 健歯児童・生徒審査会事業検討会、反省会（いづみ）  12名参加 

    ８日 認知症対策事業検討会 （いづみ）  12名参加 

１７日 第１０回定時総会（東京ベイプラザホテル）  

会員総数１４６名、出席者３７名、委任状６１名、計９８名  

第１号議案 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 

    第２号議案 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 

     

役員選挙 

（１） 理事選挙 

（２） 監事選挙 

（３） 選挙管理委員の選任 

（４） 顧問の選任 

（５） 国保組合会議員の選挙 

（６） 千葉県歯科医師会代議員の選挙 

懇親会：31名参加   

１７日 第４回理事会（東京ベイプラザホテル）１４名参加 

１．代表理事（会長）の互選  ２．各理事の役割分担について  ３．顧問の推薦 

２２日 県歯代議員会（県歯）  山口（延）、原、小松代議員 

２４日 広報委員会（医歯薬会館会議室）８名参加 

２７日 平成 29年度第 1回君津市在宅医療・介護連携推進協議会 

（君津市生涯学習交流センター）  原会長 

２８日 木更津警察署検死依頼   中村（幸）、市川先生 

２９日 君津中央病院地域連携室訪問（君津中央病院地域連携室）  原会長 

２９日 一般健診（君津健康センター） 

一 般 健 診：男性 10名、女性 116名、計 126名 

生活習慣病健診：男性 40名、女性 28名、計 68名 

総   計 ：男性 50名、女性 144名、計 194名 

２９日 院内感染対策講習会  18名参加 

３０日 会報第７９号発行  

７月 ４日 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） 小松副会長 

６日 河村産業歯科健診 受診者１０名   

渡辺（栄）、山中太郎、今村先生、 熊切監事、須藤理事、 歯科衛生士会から２名参加 

    ６日 千葉県歯と口の健康週間関連事業審査会（県歯） 原会長 

    ６日 木更津市高齢者歯科健診打ち合わせ（木更津市社会福祉協議会） 須藤理事、熊切監事 

６日 木更津市口腔がん検診打ち合わせ（木更津市健康推進課） 須藤理事、熊切監事 

６日 袖ケ浦市口腔がん検診打ち合わせ（袖ケ浦市健康推進課） 須藤理事、熊切監事 

７日 君津市行政・医師会・歯科医師会納涼会（千成） 歯科医師会より１３名参加 

   ８日 第５回理事会（会議医歯薬会館 1階 会議室）１４名参加 

１．コ・デンタルスタッフセミナーについて ２．木更津市口腔がん検診について ３．年

末年始休日診療について ４．会員研修旅行について ５．生涯研修講習会の詳細について 

６．平成 29年度会員名簿作成について ７．「新入会員のための案内」の作成について  ８．



南総五郡市役員協議会について ９．社保小勉強会について １０. 委員会におけるメーリ

ングリストの活用について 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について ・来年の生涯研修講習会の日程について  

１１日 木更津警察署検死依頼  中村（幸）、市川先生 

１２日 コ・デンタルスタッフセミナー（ディジョン）会員 15名、スタッフ家族 37名、計 52名参加 

  １３日 木更津市認知症初期集中支援チーム検討委員会（木更津市市民総合福祉会館） 成川理事 

  １８日 会館運営委員会（松立）  原会長、小松副会長、長谷部副会長 

  １８日 平成 29年度君津市子供を守る地域ネットワーク代表者会議（君津市役所）  神理事 

  ２０日 新役員 行政・新聞社訪問   原会長 

   ２０日 第１２０回国保組合臨時代議員会（県歯）  成川理事、大野先生 

   ２０日 「富津市高齢者口腔教室」（仮）の打ち合わせ（富津市役所）  須藤理事、熊切監事 

２１日 第２回きみつ愛児園摂食嚥下指導（きみつ愛児園） 

   日大松戸歯学部 野本教授、他歯科医師会より指導医５名、対象者６名 

２５日 木更津市健康づくり推進協議会  小松副会長 

２６日 特殊歯科・医療管理合同委員会（いち吉） 

特殊歯科 7名参加、医療管理９名参加 

２７日 木更津市在宅医療・介護連携推進協議会研修会（木更津市市民総合福祉会館） 

成川理事ほか歯科医師会より９名参加 

２８日 袖ケ浦市認知症施策推進検討委員会（袖ケ浦市役所）  砂川監事 

２８日 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 

（君津健康福祉センター）  原会長 

   ２９日 第 1回生涯研修委員会（開花屋）  11名参加 

８月 １日 平成 29年度第 2回富津市国保運営協議会（ホテル千成）  熊切監事 

   １日 平成 29年度第 2回君津市国保運営協議会（ホテル千成）  原会長 

１日 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・懇親会 

（ホテル千成）  原会長   

１日 平成 29年度第 2回袖ケ浦市国保運営協議会（ホテル千成）  砂川監事 

１日 平成 29年度第 2回木更津市国保運営協議会（ホテル千成）  細井先生 

３日 郡市会長・専務理事会議（県歯）  原会長、古谷専務 

３日 第 7回地域医療支援病院委員会（君津中央病院）  原会長 

   ５日 第６回理事会（医歯薬会館 1階 会議室）１４名参加 

１.医療管理講習会について ２．木更津市口腔がん検診について ３．介護者のための口腔

ケア地区研修会ついて ４．会員研修旅行について ５．富津市認知症施策検討委員会委員

の推薦について ６．未入会者対策について ７．その他 ・社保委員会のメーリングリス

トについて ・社保委員会について ・救急薬品の購入先について ・生涯研修講習会の日

程について 

１０日 「富津市高齢者口腔教室」契約書の打ち合わせ（富津市役所）  須藤理事 

１７日 君津警察署検死依頼   原会長 

   １８日 君津市介護保険運営協議会 （君津市役所）  原会長 

１９日 木更津警察署検死依頼   中村（幸）、市川先生 

   ２０日 袖ケ浦市総合防災訓練（昭和小学校グラウンド）  砂川監事 

   ２３日 富津市認知症施策検討委員会   熊切監事、 



   ３１日 木更津市在宅医療・介護連携部会（木更津市総合福祉会館）  成川理事 

３１日 君津警察署検死依頼   原会長 

９月 ６日 第７回理事会（医歯薬会館 3階 大教室） １４名参加 

１．新入会員について（君津市 吉浜 嘉苗 先生：かなえ歯科クリニック） （木更津市 

内藤 努 先生：アクア歯科医院） ２．医療管理講習会について ３．木更津市口腔がん

検診について ４．会員研修旅行について ５．社保小勉強会について ６．休日診療報酬

について ７．その他 ・県歯からの周知依頼について  ・周術期のテンプレートについ

て                           

１０日 君津圏域公開フォーラム（君津中央病院）  原会長 

１１日 第 2回富津市認知症施策検討委員会   熊切監事 

１３日 医師会理事会出席（医歯薬会館）  原会長 

１４日 郡市ゴルフ（加茂ゴルフクラブ） １２名参加 

１６日 社保個別勉強会   勝見理事 

１８日 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 

２０日 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 

２０日 医療管理講習会（医歯薬会館 3階 大教室）  35名参加 

① 周組織再生剤「リグロス」について  （科研製薬） 

② ハンドピースの迅速な滅菌・消毒の為の自動注油装置及び小型オートクレーブの使用説明 

（モリタ・デンツプライシロナ・ナカニシ・ヨシダ） 

２１日 第 163回臨時代議員会（県歯）  原会長、小松副会長、古谷専務 

２１日 デンタルミーティング（京成ホテル ミラマーレ） 砂川監事、石井先生、原会長、古谷専務 

２１日 企業健診（新日化エポキシ製造） 須藤理事、渡辺栄一先生が健診  受診者 3名 

２１日 平成 29年度君津地域職域連携推進協議会（君津健康福祉センター）  長谷部副会長 

２６日 君津市在宅医療・介護運営に関する意見聴取（君津市役所）  原会長 

２８日 木更津市口腔がん検診（イオンモール木更津）  受診者 143名 

２８日 木更津市口腔がん検診事業検討会、反省会（一幸）  丹沢教授他 25名 

２９日 第 3回富津市認知症施策検討委員会   熊切監事 

１０月 ２日 君津市介護運営協議会（君津生涯学習センター）  原副会長 

 ２日 平成 30年度第 1回生涯研修講習会講師依頼挨拶  玉利理事 

    ４日 第８回理事会（医歯薬会館 3階 大教室）１４名参加 

１. 袖ケ浦市口腔がん検診について ２．社保小勉強会について ３．会員研修旅行につい

て ４．麻雀大会について ５．休日診療当番について ６．生涯研修講習会について ７．

敬老・祝賀・忘年会について ８．木更津市フッ化物洗口事業への協力について ９．歯科

医師会新事務所について １０．その他 ・木更津第二中学校歯科医について ・周術期の

診療情報提供書について  

５日 郡市社会保険担当者連携協議会（県歯）  勝見理事 

５日 市原市歯科医師会事務所訪問   原会長、小松副会長、古谷専務 

５日 木更津市口腔がん検診事業検証（木更津市役所）  須藤理事 

９日 浜田靖一選挙事務所訪問   原会長 

９日 君津市医療講習会（君津生涯学習センター）  原会長 

１２日 富津市高齢者口腔教室（大堀 5区集会場）   

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名参加 



１４日 社保委員会（田園）  17名参加 

１９日 三郡市ゴルフコンペ（鶴舞カントリー俱楽部）  当会より 6名参加 

２０日 第３回きみつ愛児園摂食嚥下指導（きみつ愛児園） 

 日大松戸歯学部遠藤講師、歯科医師会より指導医 4名参加、 

園児 5名指導 個別嚥下指導 4名 

２０日 社保新規個別勉強会   勝見理事、松葉委員長 

２０日 平成 29年度第３回袖ケ浦市認知症施策推進検討委員会（袖ケ浦市役所）  砂川監事 

２３日 社保新規個別勉強会   勝見理事、松葉委員長 

２５日 君津市介護保険運営協議会   原会長 

２５日 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 

２５日 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  当会より 4名参加 

２６日 郡市災害担当者連絡協議会（県歯）  松清理事 

２６日 郡市 ICT実務担当者講習会（県歯）  高野理事 

２６日 君津児童相談所歯科健診   原会長、佐久間県歯地域保健委員 

２６日 木更津ワシントンホテル内覧会   原会長 

２６日 第 2回木更津市在宅医療・介護連携推進協議会   成川理事 

２６日 産業医研修会（東京ベイプラザホテル）  原会長 

２８日 顧問会議（医歯薬会館）  顧問 7名、執行部 4名参加 

２９日 医師会ゴルフコンペ  （荒天のため中止） 

１１月 １日 「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（木更津市役所） 小松副会長 

１日 第９回理事会（医歯薬会館 1階 会議室）１４名参加 

１．麻雀大会について ２．袖ケ浦市口腔がん検診について ３．第 3回君津木更津地区 4

市ケアマネジャー連絡協議会について ４．社保小勉強会について ５．会員研修旅行につ

いて ６．生涯研修講習会について ７．敬老・祝賀・忘年会広報委員会について ８．会

報第８０号について ９．社保講習会・新年会について   

 ３日 木更津市市制施行 75周年記念式典  9名参加 

６日 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 

７日 君津警察署検死依頼   原会長 

８日 麻雀大会（雀荘潮見）  12名参加 

９日 袖ケ浦市口腔がん検診（袖ケ浦市保健センター）  

受診者 212名  うち千葉大へ 2名、君津中央病院へ 10名紹介  

９日 袖ケ浦市口腔がん検診事業検討会、反省会（若菜寿司）  丹沢教授他 20名 

９日 国保組合支部長会議（県歯会館）  原会長  

９日 第 3回君津木更津地区四市ケアマネジャー連絡協議会（東京ベイプラザホテル） 

当会より 8名参加 

９日 在宅口腔ケアスキルアップ研修会（医歯薬会館）  当会より 4名参加 

１１日 社保小勉強会（医歯薬会館）  34名参加 

１２日 社保個別勉強会   勝見理事、県歯社保委員会・竹内先生 

１４日 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 

１４日 社保個別勉強会   勝見理事、青木先生 

１６日 郡市総務・医療管理担当者連絡協議会（県歯）  神理事、松清理事 

１６日 会員研修旅行 



（ライオン（株）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 

   １６日 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 

１８日 木更津警察署検死依頼  中村（幸）、市川先生 

   ２１日 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）  原会長 

   ２６日 南総五郡市四役協議会（千葉 東天紅）  原会長、小松副会長、長谷部副会長、古谷専務  

２９日 第１０回理事会（医歯薬会館 1階 会議室）１４名参加 

１．生涯研修講習会について ２．敬老・祝賀・忘年会について ３．年末年始休日診療につい

て ４．社保講習会・新年会について ５．介護予防活動普及展開事業について 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 ７．病院歯科等の歯科医師会

会費について ８．木更津市におけるフッ素洗口要望書について ９．県立学校における学校歯

科医の推薦について １０.女性歯科医師の会・内房地区懇談会について １１. 会報第８０号発

行について １２. 新千葉新聞謹賀新年広告掲載について １３.その他 ・次年度の健歯児童・

生徒審査会の日程について ・受動喫煙防止啓発市民公開講座の共催について 

   ３０日 袖ケ浦市口腔がん検診事業検証（袖ケ浦市役所）   須藤理事 

   ３０日 第 66回生 木更津看護学院戴帽式（医歯薬会館大教室） 

   ３０日 介護保険全体会議（東京ベイプラザホテル）  原会長、柳川理事 

   ３０日 介護保険講習会及び懇親会（東京ベイプラザホテル） 

        原会長、長谷部副会長、古谷専務、成川理事、柳川理事 

１２月 １日 第 4回きみつ愛児園摂食嚥下指導  指導医・日大松戸遠藤講師、歯科医師会より指導医４名 

    １日 障がい福祉委員会（きのした）参加 8名    

２日 平成２９年度第２回生涯研修講習会（東京ベイプラザホテル）５２名参加 

演題：「超高齢者社会における有床義歯患者の管理 

            ―機能、審美、QOL向上をめざしてー」 

講師：鶴見大学歯学部名誉教授  細井紀雄先生 

３日 敬老・祝賀・忘年会（東京ベイプラザホテル）会員４４名、来賓４名、講師１名 計４９名 

５日 木更津警察署警察官激励会（東京ベイプラザホテル）  小松副会長 

２０日 広報調査委員会（牛匠しらいし）１０名参加 

２１日 木更津市在宅介護講習会（木更津市市民福祉会館）  

              成川理事、長谷部副会長、古谷専務、石渡先生 

２５日 君津市学校歯科医推薦会議（ココス）  原会長、神理事、柳川理事 

２５日 君津警察署検死依頼  高橋（晃）先生 

３１日 会報第８０号発行 

３１日～１月３日 年末年始休日診療 １６名参加 合計１０６名 

 １２/３１ １/１ １/２ １/３ 

木更津市 ふしい歯科医院（９） 木更津きらら歯科（１４） 大和歯科医院      （５） 地曳歯科医院   （５） 

君 津 市 原歯科医院  （２） 神歯科クリニック （１） けいひろ歯科クリニック（１０） 鈴木歯科クリニック（３） 

富 津 市 ひかる歯科  （９） 天羽歯科医院   （１） やながわ歯科医院    （２） いわせ歯科   （１３） 

袖ケ浦市 加藤歯科医院（１５） 大森歯科医院   （４） 麦野歯科医院      （６） 和田歯科医院   （７） 

 

１月 ５日 新千葉新聞 謹賀新年広告掲載 

   ６日 スキー同好会新年会(大海老）８名参加 

   ９日 君津市医療と介護連絡協議会歯科への聞き取り（君津市役所）  原会長 



  １２日 介護認定審査会現認者研修会（袖ケ浦市民会館） 

１３日 第１１回理事会（医歯薬会館 3階 大教室）１４名参加 

１．社保講習会・新年会について ２．木更津市高齢者歯科健診について ３、木更津市・袖ケ

浦市の口腔がん検診について ４．平成 29 年度第 2 回生涯研修委員会日程について ５．会費

納入について ６．君津市学校歯科医について ７．君津市保育園健診項目追加について ８．

その他 ・袖ケ浦市 一歳半・三歳児健診、及び学校健診、における健診医の対応について  ・

会報発送希望者用の印刷について  

１５日 平成 29年度第 1回富津市在宅医療・介護連携推進会議（富津市役所）  熊切監事 

１８日 郡市地域保健担当者連絡協議会（県歯）  須藤理事 

１９日 君津市在宅医療介護連携推進協議会（寿々木）  原会長 

２１日 平成 29年度木更津市防災訓練（木更津市立富来田公民館）  小松副会長 

２４日 助言者に対する説明会及び自立支援のための模擬地域ケア会議（富津市役所） 水町理事 

２４日 君津警察署感謝状贈呈式（君津警察署）  原会長 

２５日 君津市介護保険運営協議会（生涯学習センター）  原会長 

２５日 医療と介護のシンポジウム（木更津市民会館）   長谷部副会長、成川理事、河野先生 

２６日 社保個別勉強会   勝見理事、須藤理事 

２７日 社保個別勉強会   須藤理事、県歯社保担当理事 毛取健至先生 

２７日 平成２９年度社会保険講習会（東京ベイプラザホテル）５７名参加 

講師：県歯社保担当理事 毛取健至先生 

２７日 新年会（東京ベイプラザホテル） 出席者４０名 

 ２月 １日 平成 29年度郡市学校歯科保健担当者連絡協議会（県歯）  柳川理事 

    １日 平成 29・30年度郡市歯科医師会学術・生涯研修担当者連絡協議会（県歯）  玉利理事 

１日 富津市医師・歯科医師・薬剤師会議（いち川寿司）   熊切監事、柳川理事、水町理事 

２日 平成 29年度第 4回富津市認知症施策検討委員会（富津市役所）  熊切監事 

２日 平成 29年度第 2回富津市在宅医療・介護連携推進会議（富津市役所）  熊切監事 

２日 君津市健康づくり推進協議会（君津市保健福祉センター）  原会長 

 ７日 第１２回理事会（医歯薬会館 3階 大教室）１４名参加 

１．木更津市高齢者歯科健診について ２．スキーツアーについて ３．平成 30 年度行事予定

について ４．診療報酬改定に伴う社保講習会について ５．一般健診の日程について ６．郡

市学校歯科保健担当者連絡協議会の内容について ７．その他  ・行政からの健診時における

指摘事項について ・袖ケ浦福祉センターの合意書について ・包括支援センター連絡協議会に

ついて ・木更津市介護保険審査会について ・会報の印刷について ・介護保険レセ電化に伴

う免除申請について 

８日 平成 29年度第 4回富津市介護保険運営協議会（富津市役所）  熊切監事 

８日 自立支援のための地域ケア会議について打合せ（富津市役所）  熊切監事 

８日 平成２９年度第４回袖ケ浦市国民健康保険運営協議会（袖ケ浦市役所）  砂川監事 

９日 平成２９年度第２回君津市国民健康保険運営協議会（君津市役所）  神理事 

１３日 君津市在宅医療介護連携推進協議会講演会（君津生涯学習センター）  原会長 

１５日 木更津市高齢者歯科健診（清見台 1丁目町内会ふれあいサロン） 

            須藤理事、松清理事、渡辺栄一先生、鈴木みちよ先生、衛生士会より 3名 

１５日 木更津市在宅介護連携部会（木更津市福祉会館）  成川理事 

１５日 郡市広報・ICT担当者連絡協議会（県歯）  高野理事 



１５日 平成２９年度君津保健所母子保健推進協議会（君津健康福祉センター）  鈴木先生 

１６日 社保個別勉強会   勝見理事、須藤理事 

２０日 会館運営協議会（松立）  原会長、小松副会長、長谷部副会長 

２１日 社保個別勉強会   勝見理事、須藤理事 

２２日 郡市会長会議（県歯）  原会長 

２２日 郡市在宅歯科医療担当者連絡協議会（県歯）  成川理事 

２２日 きみさらず整形外科研究会（ワシントンホテル） 座長・原会長 歯科医師会 18名参加 

２３日 第５回きみつ愛児園摂食嚥下指導（きみつ愛児園） 

 指導医：遠藤講師 当会より４名参加。園児７名指導 

２３日 平成 29年度袖ケ浦市認知症施策推進検討委員会（袖ケ浦市役所）  砂川監事 

２４日 生涯研修委員会（かんべぇ）  参加者 8名 

２４日 女性歯科医師の会・役員と会員の懇談会（ワシントンホテル） 当会より 6名出席 

２４日 渡辺よしくに決起大会（かずさアカデミアホール）  原会長、石井先生 

２７日 君津市在宅医療介護連携推進協議会（君津生涯学習センター）  原会長 

３月 １日 看護学校卒業式（看護学院講堂）  原会長 

１日 富津警察署検死依頼  三枝先生、中島先生 

７日 木更津警察署検死依頼  中村（幸）、市川先生 

７～８日 スキーツアー（北海道キロロスノーワールド） ５名参加           

８日 国保組合会議（県歯）  成川理事 

８日 三郡市ゴルフ（森永高滝カントリー俱楽部） 当会より 7名参加 

１０日 第１３回理事会（医歯薬会館 1階 会議室）１３名参加 

１. 新入会員について（ 金田 美樹 先生：７月開業予定） ２. 平成３０年度行事予定につ

いて ３．平成 30 年度事業計画・事業予算について ４．診療報酬改定に伴う社保講習

会講習会について ５．平成 30 年度第 1 回生涯研修講習会について ６．役員会・定時

総会について ７．その他 ・特殊歯科・医療管理委員会の日程について  

・会員名簿の校正、印刷について ・郡市社保講習会後に行う学校歯科保健講習会につい

て 

１６日 医療連携講習会（君津中央病院）  原会長 

１７日 君津警察署検死依頼  高橋（晃）先生 

１８日 渡辺よしくに出陣式（スパークシティ木更津）  原会長、石井先生 

１９日 富津市介護認定全体会議（富津市役所）  柳川先生 

   ２１日 診療報酬改定に伴う会員全体伝達講習会（県歯・千葉県教育会館） 

   ２２日 第 164回臨時代議員（県歯）  原会長、小松副会長、古谷専務 

   ２２日 北原学園衛生士学校千葉校開校記念パーティー（京成ホテル ミラマーレ）  原会長 

２６日 関東信越厚生局診療報酬説明会（君津市民文化ホール） 

   ２８日 事務員面接   神理事 

   ２８日 診療報酬改定に伴う社保講習会講習会（会館）  講師・勝見理事  会員 71名参加 

   ２８日 学校健診・各種健診説明会（会館）  講師・柳川理事  会員 20名参加 

   ２８日 平成 29年度会員名簿発行   

   ２９日 郡市ゴルフ（PGAゴルフクラブ）  参加者９名 

 


