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第２期原執行部（令和元～2 年度） ～二年間、ありがとうございました～ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「メールアドレス」登録のお願い 

～君津木更津歯科医師会の情報をあなたのパソコンへ～ 

 

ぜひ、ご登録を！ 

下記のメールアドレスに送信 

kkdental@nifty.com 

件  名：メールアドレスの件 

通信欄：メールアドレスお知らせします。 

 氏名記載（フルネームでお願いします） 

mailto:kkdental@nifty.com
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会長 原 比佐志 

 

４年間にわたって務めてまいりました（一社）君津木更津歯科医 

師会会長職を退くこととなりました。任期中は至らぬことも多々あ 

りましたが、会員の皆様のご協力により何とか務め上げることがで 

きましたことを感謝申し上げます。重複している期間も多くありま 

すが、郡市歯科医師会では理事、役員を６期１２年間、県歯科医師 

会では４つの委員会で８期１７年間務めさせていただきました。歯科医師会との最初の係りは

郡市より推薦していただいた県歯科医師会の産業保健委員会の委員でした。まだ、３０代半ばの

私にとって、特に印象深かったのが、委員会解散の懇親会で当時の担当理事のもう一方の委員会

である地域保健委員会の委員長、副委員長（後に理事、委員の関係で再会）の熱のこもった議論

でした。歯科医師会のことを熱く語る二人を見て自身の仕事とは少々異なる歯科界の一端を意

識し、大きな刺激を受けたことを覚えています。 

その後、５名の県歯会長のもと福祉共済会、地域保健、議事運営特別委員会と渡り歩き、多

くの先生と知り合うきっかけを作っていただきました。郡市歯科医師会においては５名の会長

のもと、理事、副会長として、その後の４年間は会長として法人制度改革、事務局の設置、災

害対策、そしてコロナ対策と特に面倒の多い時期にあたってしまったかなと思っております。

この様に郡市、県歯科医師会に長く携わってきたものとして私の考える歯科医師会についてお

話しさせていただきます。 

歯科医師会の活動に参加するということは、時間と労力をそこに費やすこととなりますし、

疑問に感じることも間々ありますが、狭い世界で生活している我々にとっては様々な人たちと

接することのできる貴重な機会を作ってくれます。普段ならば接することのない他大学、他地

区の先生や医師会、行政関係の方々と知り合い、多くの意見や考え方に触れるのは大変有意義

なことです。私も、歯科医師会活動を通じて多くの知人、友人も得ましたし、古い友人と再会

できたこともありました。また、ふだんの診療に大変役立つ多くの情報をいち早く入手するこ

とも可能です。もちろん人には向き不向きもあろうかと存じますが、自分自身の可能性を高め

たいとの考えのある方でしたら、機会が訪れた時は一度係わってみてください。 

私は、郡市、県歯科医師会ともに地域医療関係の事業に多く携わってきましたのでその分野

のことを少々述べさせていただきます。十数年ほど前、県歯科医師会の地域保健委員会でいく

任期満了にあたって 
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つかの事業を行っておりました。その一つは県社会福祉協議会の協力をえて、各地区高齢者に

対して口腔機能検診を行うというものでしたが、オーラルディアドコキネシス（パタカラ）や

唾液の飲み込みなどの当時はあまり知られていない検査を含むものでした。また、脳血管障害

患者のリハビリの基準とするための健常時の口腔機能検査実施のプログラムの策定、また数年

後にはなりますが、がんなどの手術前後の口腔管理の実施のためのプログラム策定などがあり

ました。前者はその後、各市町村の後期高齢者歯科健診のプログラムに変わり、後者は周術期

口腔管理として点数化されました。事業の立ち上げから運営まで行ったものが成果をあげるこ

とは違った喜びがありました。これは事業の一部ですが、私は地域医療の仕事は種まきだと思

っております。種まきですからうまく育たない場合もありますが、大きな実りをもたらすこと

もあります。また、種をまかなければそもそも収穫ということもありません。しかし、残念な

ことに実ったものを収穫するのは、地域保健の仕事ではありませんので実績として残りにくく 

、費用対効果のあまり望めない仕事であります。 

歯科医師会に興味を持っていただくために少々お話しさせていただきました。郡市、県歯科

医師会は団体の中でも同窓会や町内会などと異なり法人格をもつ団体ですので税制上の優遇を

受けている代りに社会的義務と責任を有します。 

歯科医師会の場合は公衆衛生及び予防医学の普及向上に寄与することがその対象になるもの

と思いますが、定款の第１章には建前の感はありますが、必ず明記されております。 

歯科医師会の活動は内側に向けた活動と外側に向けた活動の２つの柱に大別できますが、内

側に向けた活動は社保、共済、専門的な研修、一部の広報活動などがあり、本音の部分といえ

ると思います。外側に向けた活動は地域産業保健、学校保健などの公衆衛生と啓発を目的とし

た研修、広報活動などがあり建前の部分といえると思います。 

歯科医師会の成り立ちは同窓会などと同様最初は親睦団体として設立されたものと思います

が、法人化及び近年の法人制度改革の影響で公益化が強く求められました。 

しかし成り立ちからも、また構成員（法人上は社員）がすべて歯科医師で日ごろの収入に直結

することから考えても、内側に向けた活動の比重が高まることは最もだと思います。とはいえ

法人格を持つ公的な立場の歯科医師会にとって建前と思える外側に向けた活動こそが一般社会

から見れば歯科医師会の存在意義であり、重要な目的であると思います。私が係っていた時期

の県歯会長は就任初期においては、内側に向けた活動に主眼を置いていても、日数のたつごと

に様相が変わっていくのを目の当たりにし、外側に向けた活動の重要性を再認識しておりまし

た。 

 長々と述べてきたことは嫌になるくらいきれいごとで、何をいまさらと思っている方が大多

数だと思いますが、今一度このようなことを考えるきっかけになってくれればと思い述べさ

せていただきました。このような考えを持つ私ですから、この４年間でできなかったことも

多々あります。逆に、この時期に事務員の交代、それに伴う事務手続きの変更、災害、コロナ

と不測の出来事ばかりであったこの任期は私にあまり仕事をするなと天が言っていたようにも

思えました。私には時間は少なくなりましたが、まだまだやりたいことはたくさんあります
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ので、違う場所でお付き合いよろしくお願いいたします。 

 最後にいろいろ頑張っていただいた理事各位と何より協力いただいた各会員の皆様に今一度

感謝いたします。 

 

 

副会長 古谷 隆則     

 

令和になって変わった日常の中で、副会長としての職務を務めさせ 
て頂きました。この状況で会務を遂行するため苦労を共にした執行部 

の皆さんには大きな感謝の気持ちでいっぱいです。会員の皆さんにお 

かれましても新型コロナウイルスのため毎日の診療や学校歯科健診に 

おける感染対策に警戒をされていることと思います。テレワークでは成立しない日々の歯科治

療において全国的にクラスターの発生事例がないことは、感染予防に対する私たちの基本的な

取り組み・姿勢が認識できたものと感じます。新しい日常から、以前の平和な日常に戻れるこ

とを願っております。二年間、有難うございました。 

 

 

副会長 熊切 篤 

 

もう任期終了となりました。 

行政担当として、富津市は昨年９月に市長選挙があり現職市長が再選 

しました。選挙前、連盟の推薦挨拶時に同行し、子育てしやすい街を 

目指している高橋候補に、妊婦歯科健診を要望しました。そして富津 

市の妊婦歯科健診はこの４月から始まっています。市からの実施報告も 

年度末のため会員の先生方には急な案内になりましたが、３月上旬から市の衛生士が市内会員

診療所を個別訪問してくれたおかげで実施にこぎつけています。土曜日が休日出勤になるにも

かかわらず(手当なしです)どうしても土曜日の件もこなしてくれました(皆さん行政関係は平日

です！)。２年前より健康づくり課と市長には要望しており、市長の公約にも含まれ早々の実施

となっています。市の理事の先生方、衛生士と事前提案からの努力が報われました。 

この３月に木更津市の歯科衛生士、地曵ハルミさんが定年退職されました。私がはじめて理事

会に参加させていただいた市川会長の時代、頻繁に、市川先生の話に地曳さんの名前があがりま

した。私は、誰のことかな？からはじまり、そのうちに地域保健担当で大変お世話になりました。

地曳さんは比較の話をほとんどされません。原会長にも通じますが、市民のためにプラスなこと

を進めていく気持ちの強い方で、歯科からの健康にとても精通されていて、３市から目標とされ
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る木更津市健康推進課をつくられています。会からは長期にわたる貢献に感謝状をおくらせて

いただきました。 

最近の新年会では来賓で挨拶をいただいていた千葉県衛生士会長の岡部明子さんが交代され

ています。長く会長を勤められ、現場主義で、障害者歯科にも理解が深く、いつもレベルアップ

を考えていらっしゃいました。当地区のことも相談にのっていただきました。思い出されますお

二人の人柄からも、毎日の診療が、患者さんの口腔ケアから全身の健康づくりに貢献しているこ

とを、一緒に仕事をしているスタッフと再認識してみようと思います。なかなか会員の皆さんと

顔を会わせる機会のない２年間となりました、ご意見もあると思いますが、どうもありがとうご

ざいました。 

 

 

専務理事 神 由紀彦 

 

５度目の退任挨拶となりました。今回ばかりは「無事に～」「大過な 

く～」といつも通りに締めくくることができません。就任後、３か月 

で台風１５号、被害報告してお見舞金を受け取ったら、まもなく新型 

コロナウイルスの感染拡大、そして物資調達のため東奔西走、就任期 

中の大半はどこへ行ってもいつもとは大いに異なる空間でした。行事 

予定表の中で実行できたのはほんの一部で、会員間の親睦を深めることもままならない状況が

今も続いております。Web を通して、会議・情報の発信ができるようになったことは、怪我の功

名とでもいうのでしょうか。皆で知恵を絞り、意見交換を重ねることがとくに多かったように感

じます。が、そして最後はいつものように何とか無事に
．．．．．．

任期を終えることができることに安堵し、

関係したすべての方々に感謝申し上げます。 

 

 

監事 砂川 直俊 

 

コロナウイルスのコロナとはその形が王冠（crown）に似ていること 

からギリシャ語の Corona（コロナ）に由来するのだそうです。コロナ 

禍の中その感染防止政策、遅々として進まないワクチン接種（会報が 

出るころには改善されていることを願います）の現状を目の当たりにし 

て、日本は先進国の中でも秀でた国だと信じていた私の思いは打ち砕か 

れました。日本は「経済は一流、政治は二流」と言われた時代もありましたが今や経済は一流と

言えず政治は二流どころか三流、四・・・濁流？！そんなコロナ禍で当会の事業も中止、延期、
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縮小開催、オンライン開催を余儀くされました。それでも口腔がん検診を万全の感染防止対策の

下で開催出来たことは担当理事を筆頭に各理事の先生、またご協力下さった会員先生方の努力

の成果です。胸を張っていいと思います。大変なこの二年間の原会長をはじめ執行部の先生方の

ご協力、ご努力に感謝申し上げます。皆既日食の時の真っ黒な太陽の周りの白い明るい光の環の

こともコロナというそうです。日食の暗闇が過ぎれば明るい光が戻って来ることを信じてもう

少し頑張りましょう！会員の皆様のご健勝を祈念致しまして退任の挨拶とさせていただきます。

二年間ありがとうございました。 

 

 

監事 釼持 恒 

 

監事の職を２年間務めさせていただきました。原会長はじめ執行部 
の先生方ならびに会員の先生方のご協力で大過なく終えることができ、 

たいへん感謝しております。 

今期は台風１５号に始まり、ようやくその被害から回復し平穏な生活 

が戻りつつある中、コロナ禍に突入し現在も回復のめども立たない状況にあります。会の事業も

中止を余儀なくされた中、感染対策を実施したうえで人数をしぼった講習会や録画中継された

講習会を実施できたことはよかったと思います。関係者の皆様のご尽力に感謝申し上げます。 

早くワクチン接種が日本中に広まり、一日も早く新型コロナウイルス感染症が終息すること

を願っております。皆様のご健康をお祈りいたします。どうもありがとうございました。 

 

 

総務担当理事 高橋 晃 

 

はじめての郡市理事としての２年間でした。４市民と会員のため「将 

来を見据えて今、何が大切なことか」という視点でスムーズな運営をこ 

ころがけようといたしました。「with コロナ」の状況で思うようには運 

ばずに形としてもしっかり残せたものは少なく、未熟な点や至らぬ点が、 

多々あったであろうことは自覚しております。そのたびに、役員はじめ 

会員の皆様からの親切丁寧にサポートをしていただくことで無事に乗り越えることができまし

た。こうして無事に、役員の任期を満了することができましたことを、心より御礼申し上げます。 
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会計担当理事 勝見 雅也 

 

会計担当理事となり、無事に２年間務めさせていただくことができま 

した。君津木更津歯科医師会は公益目的支出計画に基づいて８年間計画 

通りに事業を行い、令和２年度からは完全なる一般社団法人となりまし 

た。就任初年度に移行法人としての最後の会計実務を任され、プレッシ 

ャーの中、何とかこなすことができました。また、会費等の徴収につい 

ては口座振替の統一化をお願いいたしましたが、皆様のご協力により特に大きな問題もなく行

うことができました。感謝いたします。これからも君津木更津歯科医師会のためにお役に立てる

機会がありましたら、さらなる精進努力をして参る所存でございます。本当に、ありがとうござ

いました。 

 

 

社会保険担当理事 松葉 亨 

 

令和２年６月２４日に須藤先生に代わり社保担当理事に就任し、１ 

年間ではありますが任期を満了することができました。新型コロナ感 

染症真っただ中での就任で小勉強会、社保講習会も検温や人数制限、ま 

た YouTube を活用したりと、初めてのことばかりでしたが執行部の先生 

方のご協力もあり、無事開催することができました。特に須藤先生、勝 

見先生、また委員長の河野先生にはご指導、ご協力いただきましたことを深く御礼申し上げます。

今後も君津木更津歯科医師会の為微力ではございますがお役に立てたらと思います。ありがと

うございました。 

 

 

地域保健医療担当理事 玉利 彰良 

  

地域保健担当理事就任から２年がたちました。前任の須藤理事より 

引き継ぎ、木更津市・袖ケ浦市口腔がん検診を初め、木更津市高齢者 

歯科健診・富津市高齢者口腔教室・特殊歯科（酸蝕症）企業検診と以 

前の生涯研修とは比較にならないほどイベントの多い職務でございま 

した。ただ皆さまご承知の通り、令和２年度は新型コロナウイルスの影 

響により木更津市高齢者歯科健診・富津市高齢者口腔教室は中止となりました事、非常に残念に
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思います。 

また今回、特殊歯科（酸蝕症）企業検診（個別）のシステムを新しく構築いたしました。検診

内容も簡易的で、請求に関しても節目健診同様シンプルです。ぜひ一度お問い合わせいただき、

ご登録・ご協力いただければ幸いです。会員の皆様には今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。２年間ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

 

 

障がい福祉担当理事 成川 芳明 

 

２年間、障がい福祉の理事を担当してまいりました。主にきみつ愛児園 

での摂食嚥下指導を行なってきましたが、愛児園での摂食嚥下指導に関 

しては、日大松戸の野本先生、遠藤先生の御協力のもと、各委員が的確 

で素晴らしい指導をしていると考えております。最近では開業医の歯科 

衛生士や、君津中央病院の言語聴覚士の見学参加もあります。うれしいことに園の保護者からの

指導希望が増えてまいりました。重度の障がい児の指導から、食事時の姿勢、お箸やスプーンの

持ち方など、指導は多岐にわたってきております。 

また近年、在宅高齢者、障がい者に多職種と連携協力をして、治療や指導を行うことが、ます

ます求められております。これに関して、任期中に多職種の摂食嚥下に関する講演会を行い、120

名を超える方々に参加して頂いたことは、歯科の摂食嚥下指導に関する理解を深めて頂けた事

と思っております。皆様、御理解と御協力有り難うございました。 

 

 

生涯研修担当理事 水町 裕義 

 

予期しない新型コロナウイルス感染症が発生し、あらゆる分野にお 

いて事業の中止や縮小を余儀なくされ、今なお影響を受けております。 

そのような状況で中止もありましたが、講習会を開催できほっと致し 

ております。 

佐久間委員長ともども委員の先生方をはじめ諸先生方に御礼申し上げます。 

ありがとうございました。 
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学校歯科保健担当理事 長谷部 猛 

 

この度、任期満了をもちまして、学校歯科担当理事を退任いたす事になりま 

した。会員の皆様には、日頃より会の事業にご理解、ご協力頂いた事を深く感 

謝いたします。今期は新型コロナウイルスの影響下にあり通常の会の運営も困 

難となり、皆様にも多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申 

し上げます。 

ようやくワクチンの接種が始まり、次期の会の運営が平穏となり、皆様と顔を合わせる機会が増えます

事を願い、退任の挨拶とさせていただきます。二年間、誠にありがとうございました。 

 

 

特殊歯科担当理事 中村 武仁 

 

任期満了に伴い特殊歯科委員理事を退任する事となりました。今回が私に 

とって初めての理事でしたが、１年目は委員長の勝呂先生の助けもありイベン 

トも問題なく行う事が出来ました。２年目は生憎のコロナの為にすべてのイベ 

ントが中止になってしまい、ほとんど仕事をしないユーレイ理事となってしま 

いました。いつか以前の様に会員の皆様で楽しいイベントができる日を祈りつ 

つ、今後もお役に立てる様に力を尽くしていきたい所存です。新年会、忘年会等、ご参加いただいた皆様、

本当にありがとうございました。 

 

 

医療管理担当理事 松清 均 

 

前期より引き続いて医療管理担当理事を務めさせて頂きました。右も 

左も分らぬまま、執行部・会員の先生方にご迷惑をおかけした前期より 

もお役に立つ事が出来ればと臨ませて頂きましたが、結果として多くの 

先生方に支えられる形で任期を終えてしまったような気が致します。新 

型コロナウイルス対策を主題とした医療管理講習会、新型コロナウイル 

スに留意して頂きながらの年末年始休日診療等、多くの課題を残す形で二年間が過ぎてしまい

ました。しかし、不完全ながら任期を終えられたのも、原会長はじめ執行部の先生方、事務局の

加々見さん、会員の先生方のご指導・ご協力のおかげと思っております。心より御礼申し上げま

す。退任をさせて頂きますが、今後も君津木更津歯科医師会と会員の先生方のお役に立つ事が出
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来ますように努めて参りたいと思っております。稚拙な文面ではありますが退任の御挨拶とさ

せて頂きます。 

 

 

広報調査担当理事 飯島 達郎 

 

２年間の任期が満了し、広報調査担当理事を退任させていただく事と 

なりました。当時の定時総会で理事の役職を拝命し、広報という未知 

の領域へ飛び込んだわけですが、同時期に同窓会の方でも理事に就いた 

ばかりで、ダブル理事の重圧とストレスで耳鳴りを発症し、よく会合の 

前に耳鼻科に立ち寄っていたものです。（結局今も改善していませんが） 

この１期２年間を一言で表すと、本当にあっという間だったという印象です。会員名簿、年２

回発行の会報、理事会報告等の作成などが主な仕事でしたが、ＰＣや電子機器に疎い私は前理事

や委員長、時には同窓パワーをお借りしてなんとか突っ走ってきました。コロナ禍でイベント中

止続きの中、理事会や委員会を中心とした先生方皆様のご協力で作り上げた会報８６号を、原会

長より今までで一番良い会報なんじゃないかと言っていただいた時は、担当理事冥利に尽きた

かなと思った所存です。ホームページのリニューアルは任期中に間に合わなかったのが心残り

ですが、まだまだ理事の旅は続くかも知れません。２年間大変お世話になりました。ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月１日  

このメンバーでの最後の理事会             事務局員の加々見さん 

２年間お世話になり、ありがとうございました！ 
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令和２年度 年末年始休日診療報告 
 

医療管理担当理事 松清 均 記 

 

 

令和２年度 四市合計受診者総数 ７０名 

  令和 2 年 12 月 31 日 令和 3 年 1 月 1 日 令和 3 年 1 月 2 日 令和 3 年 1 月 3 日 

木更津市 

あきよし歯科医院 ふるや歯科医院 松清歯科医院 勝呂歯科医院  

玉利 彰良先生 古谷 隆則先生 松清 均先生 勝呂 泰樹先生 

 

 

0438-38-3388 0438-36-4970 0438-98-1818 0438-22-3561  

計２０名 受診者  ６名 受診者  ６名 受診者  ５名 受診者  ３名  

君津市 

佐久間歯科医院 神歯科クリニック 俵田わたなべ歯科 
鈴木歯科 

クリニック 

 

 

佐久間 宜行先生 神 由紀彦先生 渡辺 栄一先生 鈴木 達也先生 

 

 

0439-55-6655 0439-54-8141 0439-35-3337 0439-27-1182  

計１６名 受診者  ７名 受診者  ３名 受診者  １名 受診者  ５名  

富津市 

よしみ歯科 

クリニック 
水町歯科医院 大澤歯科医院 

間瀬デンタル 

クリニック 

 

 

重田 吉美先生 水町 裕義先生 大澤 憲二先生 間瀬 慎一郎先生 

 

 

0439-29-7040 0439-87-3366 0439-87-0116 0439-87-8211  

計１７名 受診者  ４名 受診者  ５名 受診者  １名 受診者  ７名  

袖ケ浦市 

さつき歯科診療所 のぞみ野歯科医院 高浦歯科医院 
かんのう歯科 

クリニック 

 

 

鈴木 好之先生 砂川 直俊先生 高浦 幹雄先生 青木 浩芳先生 

 

 

0438-63-2255 0438-63-4618 0438-75-2566 0438-63-0073  

計１７名 受診者  ２名 受診者  ７名 受診者  ３名 受診者  ５名  
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(参考 過去 10 年間) 

 

（来院理由） 

C               

６名 

Pul             

６名 

Per            

２２名 

P 急発           

１０名 

外傷               

０名 

Perico           

２名 

AA              

１名 

GA            

１名 

義歯関係         

３名 

脱離           

１３名 

他      

６名     
  

 

  

（休日当番医をどのように知ったか） 

各市へ問合せ                

０名 

各市広報誌               

２５名 

4 市 HP             

２０名 

当会 H P            

２名  

房総ファミリア           

６名 

新千葉新聞                 

０名 

朝日新聞               

３名  

毎日新聞              

１名 

各市消防署                 

０名 

その他                

１３名  
  

 

 

本年度の年末年始休日診療も会員の先生方の御協力で無事に行う事ができました。 この書面を

おかりしまして諸先生方に御礼申し上げます。  

患者総数はコロナの影響もあり、過去10年間で最も少ない70名でしたが、多くの患者さんに認知

されていると思われるとともに、本事業が地域医療に大いに貢献できていると実感することができ

ます。 

本事業は今後も君津木更津歯科医師会の事業として継続されてゆくものですが、会員の先生方の

御協力がなくては成り立ちません。地域の為、患者さんの為にも今後とも御協力をお願い致しま

す。  

 

 

平 成 2 2 年 度  

     94 名 

平 成 2 3 年 度  

    125 名 

平 成 2 4 年 度  

     104 名 

平 成 2 5 年 度  

     115 名 

平 成 2 6 年 度  

     110 名 

平 成 2 7 年 度  

     91 名 

平 成 2 8 年 度  

     91 名 

平 成 2 9 年 度  

     106 名 

平 成 3 0 年 度  

     71 名 

令 和 元 年 度   

     117 名 
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令和２年度 社保講習会 

 

社会保険担当理事 松葉 亨 記 

 

令和 3 年 1 月 23 日（土）、君津木更津医歯薬会館 3 階会議室にて令和 2 年度社保講習会の撮影を

行いました。当郡市では毎年、千葉県歯科医師会より社会保険担当理事の先生を派遣していただき

講演をお願いしており、今年も毛取健至先生にお越しいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県歯社保担当理事 毛取健至 先生             原会長            松葉社保担当理事 

 

企画当初は大教室にて先着 40 人までと人数制限した上で行う予定でした。 

入室前の検温や健康調査票の提出、席も 3 人掛けのテーブルに 1 人ずつ座って頂きソーシャルデ

ィスタンスを考慮し開催の準備を進めてきました。 

しかし、1 月 7 日に突然の緊急事態宣言の発令。急遽予定を変更し youtube を利用した動画配信

という形を取ることになりました。そこから撮影機材を購入することになったのですが、何が必要

なのかも分かりません。幸い当会員にパソコンや機械に強い先生がいらっしゃいましたので全てお

任せし揃えていただきました。 

いざ撮影が始まり一通りの挨拶をしていただき毛取先生に講習を始めていただきましたが、5 分

ほどたったあたりで音声が取れていなかったことが判明し、初めから撮り直しというトラブルもあ

りました。 

 さて講習ですが、やはり今回は新型コロナ関連が中心 

となる内容でした。私の医院もそうでしたが、新型コロ 

ナ感染拡大により昨年 4 月 5 月はレセプト件数がかなり 

減ったそうです。その後 10 月頃には一時回復しました 

が、1 月にまた緊急事態宣言が発出され厳しい状況とな 

ることが予想されます。また昨年 4 月より電話等を利用 

したオンライン診療ができるようになりました。ただ基              撮影中の様子 

本的に薬の処方のみであり申請手続きも必要ですし、利 
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用後には県に報告もしなければならなく煩雑であり歯科では利用されている先生も少ないのではな

いでしょうか。 

 また指導にも新型コロナの影響が出ているようです。集団指導に関しては新規登録保険医や指定

更新時における指導が中止となり、資料送付という形を取っています。集団的個別指導は中止とな

っており、個別指導に関しても高点数によるものは行われていないとのことでした。 

 最後はオンライン資格確認についてです。導入されればマイナンバーカードを使って本人確認が

でき保険証が有効であるかの確認ができます。令和 3 年 3 月 31 日までにカードリーダーの申し込

みをしておけば全額補助（上限 42.9 万円まで）を受けられますので私もそこまでは済ませてありま

す。恥ずかしながら私自身マイナンバーカードを作っておりませんが、今後保険証としてだけでは

なくマイナンバーカードを利用する場面が増えると思いますので早速申請しようと思います。 

 例年ですと講習会の後は続いて新年会へとの流れでしたが、今年度はもちろん中止となりました。

いろいろお話を伺いたかったのですが残念です。今回撮影した動画は 5 日後に 2 週間限定で youtube

にて配信しました。 

今回のような動画配信という形式では質疑応答も行えませんし、聴講者のリアクションも受け取

ることができません。今回の社保講習会は私が担当理事に就任して初めての社保講習会だったので、

うまくいったのかどうなのか評価がむつかしいところです。私はもともと大勢の人前で話をするこ

とが得意ではないので、カメラの前なら少しは気軽な気持ちで司会が出来るのではないかと思って

いましたが、これはこれでまた別の緊張感がありました。 

最後になりますが撮影にあたりご協力していただいた先生方、本当にありがとうございました。

毛取先生、初めての撮影ということもあり多数の不手際がありましたこと、また撮り直しなどもさ

せていたくことになってしまい大変失礼いたしました。また、いつも大変貴重なお話をいただきあ

りがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
～事前に行われた撮影・配信準備の様子と、講習会に携わっていただいた先生方 毛取先生を囲んで～ 
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 きみつ愛児園での摂食・嚥下指導事業  

 

 

障がい福祉担当理事 成川 芳明 記 

 

君津市外箕輪にある児童発達支援センター、きみつ愛児園は、発達に不安や遅れのある就学前の

子供たちを対象に集団や個別での日常生活動作や機能訓練を行い、家庭や社会でより良い生活が送

れるように支援することを目的にしております。現在の定員は 60 名。袖ケ浦市、木更津市、君津

市、富津市の 4 市で設立した『君津郡市広域市町村圏事務組合』によって運営されています。園児

たちは園のバスや、保護者の車で上総地方の非常に広い地域から通園してきます。 

我々、君津木更津歯科医師会のメンバーは発達支援の一助として、愛児園での摂食・嚥下訓練を

施設統合前のあゆみ園の時代から毎年、年 5 回指導してきました。平成 14 年から指導を行ってい

ますので、すでに 20 年近くになります。当初 1 回 4～5 名だった指導対象園児は現在では 10 名以

上を指導しており、指導を待っていただいている園児達もいらっしゃいます。現在の指導メンバー

は障がい福祉委員会の長谷部、伏居、鈴木みちよ、水町、成川に加えて、開業医に勤務する歯科衛

生士さん、君津中央病院の言語聴覚士さん、園の管理栄養士など多職種のメンバーが参加してくれ

るようになりました。 

 

 

 

 

 

 

                                ～朝のミーティングの様子～ 

野本たかと教授 

 

メンバーは９時半に集合、その日に指導する園児に関するミーティングを全員で 1 時間ほど行

い、それから園児をそれぞれの担当医が指導します。新型コロナの影響で令和 2 年度は前期 3 回の

指導は行いませんでした。しかし保護者からの強い希望もあり感染防止を徹底して、令和 2 年 11

月より後期 2 回の指導を再開しました。園児を指導するというよりも保護者（母親、父親、祖母、

祖父）などに対する指導が主になってくることが多くあります。それぞれ独自のやり方を持ってい

る保護者に対して、正しい介助姿勢や方法を説明納得していただくのは、なかなかこちら側の忍耐

と気力が必要です。愛児園の中で摂食・嚥下指導に対しての関心が高まってきたことは、うれしい

反面、保護者からの疑問や質問も多岐にわたりそれに対応していくのが我々開業医にとってはなか

なか大変な仕事です。これに関しては、私たちと一緒になって指導してくださる、日本大学松戸歯

学部障害者歯科学講座、野本たかと教授、遠藤眞美講師の専門医としての指導、アドバイスが非常

に的確でいつも助けられています。 
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指導の初期から、脳性麻痺等により経口摂取準備期や嚥下機能獲得期の障害を持つ園児が愛児園

には多いように感じてきました。その半数以上が経鼻挿管や胃ろう形成をしている時もあります。

このような園児の指導の場合にはより多くの時間と注意を必要とします。生まれてから経口摂取の

経験がほとんどない園児に対して、安全を確保しながら口から摂食し嚥下してもらうには、どのよ

うな指導を保護者にしていけばよいのか。この点は常に考えさせられる処です。 

 

 

 

 

 

 

 

保護者を交えて園児を指導する長谷部先生(左)と鈴木みちよ先生(右)                ペースト調理された食事 

 

指導後、昼食の際には園児の食べているものと同じ昼食を摂ります。普通食を食べ、ペースト食

も味見します。実際に園児と同じ食事を食べてみると食材の硬さやペーストの柔らかさなどが、よ

くわかります。いつも医院で食べている昼食より量が少ないですがこれも貴重な経験です。その後

ビデオを見ながら午後のミーティングを行います。数年前からはここにあゆみ園の調理師、栄養士

さんも参加してくれるようになりました。園児たち一人一人の食形態や硬さ、テストフードについ

て一緒に検討してもらえる事は指導にとても良い影響を与えています。普通食が食べられない園児

に対して、刻み食を出している所もいまだにあるようですが、愛児園ではペースト食の硬さ柔らか

さを調整して園児に出しています。歯科医師を中心として、歯科衛生士、看護師、言語療法士、調

理師、栄養士などのスタッフ全員で摂食を考えていくという良い形が出来あがった事は、前回の園

の紹介の時にも書きましたが事業の成果と考えております。なかなか困難苦労の多い事業ですが、

園児が食べ物を適量かじり取り、咀嚼し安全に嚥下できるようになるのを見ると、保護者と同様う

れしさを感じます。袖ケ浦では障がい者施設の閉鎖が検討されているようですが、君津木更津歯科

医師会の摂食・嚥下指導事業が継続発展していくことを願います。 

 

  

 

 

 

撮影日/ 

令和 3 年 3 月 12 日 

令和 2 年度第 5 回 

摂食・嚥下指導より 
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～健歯児童、生徒審査会は延期となりました～ 

図画・ポスター、標語審査会 

  
 

 

学校歯科保健担当理事 長谷部 猛 記 

 

令和 3 年 6 月 1 日（火）医歯薬会館１階会議室にて理事会終了後、令和 3 年度健歯児童、生徒審

査会に関連して図画・ポスター、標語に対する審査を行い、下記のように決定いたしました。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、前年度はすべての審査が中止の対象となりました。

しかし、本年度は、直接口腔内の審査を行うものに関しては再開することはできませんでしたが、

作品に関してのみ審査することができました。とは言え、未だ新型コロナウイルス感染拡大の影響

下にあることを鑑み、当会理事より選抜された数名による審査となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図画・ポスターを審査中の様子。理事会の後にも関わらず、お疲れ様でした。 

 

 

来年度こそは大勢の前で表彰される児童、生徒の皆さんを見られたら、と思います。 

このような時期に、沢山の作品を提出して下さった各学校、標語を送って下さった一般の方々に心

よりお礼申し上げます。 

また、参加して下さった児童、生徒の皆さんの為、賞品を快く提供して下さったアサヒプリテッ

ク株式会社様、株式会社ジーシー様、本当にありがとうございました。 
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図画の部（小１～３） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 富津市立大貫小学校 ３年 榎本 光 

２位 木更津市立東清小学校 ３年 茂田 和奏 

３位 君津市立北子安小学校 ２年 佐藤 陽美希 

 

ポスターの部（小４～６） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 富津市立環小学校 ６年 川﨑 葵依 

２位 木更津市立真舟小学校 ５年 中島 嘉心 

３位 木更津市立東清小学校 ６年 恩田 春 

 

ポスターの部（中学生） 

順位 学 校 名 学 年 氏 名 

１位 木更津市立木更津第二中学校 １年 水村 蓮嘉 

２位 木更津市立岩根中学校 ３年 今井 美桜 

３位 君津市立周西中学校 ３年 榎沢 吟 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                     榎本
えのもと

 光
ひかる

さん作 

 

川
かわ

﨑
さき

 葵依
あ お い

さん作                           水村
みずむら

 蓮
れん

嘉
か

さん作 
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歯・口の健康啓発標語 

小学校の部 

順位 標 語 学 校 名 学年 氏 名 

１位 
きれいな歯  

未来の自分に  
とどけよう  

（袖）平岡小学校 ５年 大野 綺羅 

２位 
毎日が  

はみがき週間  
よい習慣 

（木）中郷小学校 ６年  加藤 稜人 

３位 
むしばくん  

いなくなあれと  
みがくんだ 

（君）坂田小学校 １年 林 優吾 

４位 
はみがきが  

ごちそうさまの  
しめくくり 

（富）環小学校 ６年 吉田 望美 

 

中学校の部 

順位 標 語 学 校 名 学年 氏 名 

１位 
のばそうよ  

健康寿命  
歯みがきで 

（木）岩根西中学校 ３年 進藤 悠吾 

２位 
自分の歯  

共に生きてく  
パートナー 

（袖）昭和中学校 １年 礒野 友心 

３位 
むし歯ゼロ 

 未来の自分へ  
贈り物 

（君）八重原中学校 ２年 川内 実空 

４位 
歯とともに  

生きていこうよ  
８０年 

（富）富津中学校 ３年 中島 誌音 

 

一般の部 

 

順位 標 語 住 所 氏 名 

１位 
歯と口を  

ケアして防ごう  
感染症 

富津市 鈴木 宏美 

２位 
歯ブラシは  

正しく使って  
８０８０ 

袖ケ浦市 箭内 美帆 

３位 
丈夫な歯  

四季の味わい  
噛む至福  

木更津市 石井 清次 

４位 
幼い頃から食べようよ  
食べるいわしに にぼし類 
 

君津市 板橋 利美 
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第１５回 臨時総会 

 

 

総務委員会 石井 豪 記 

 

令和 3 年 6 月 5 日（土）午後 7 時より、医歯薬会館 3 階大教室において「第 15 回 臨時総会」

が開催された。神専務による司会進行のもと、古谷隆則副会長の開会の辞の後、会員総数 146 名

中、出席者 24 名、委任状提出者 41 名、議決権行使書提出者 24 名、合計 89 名にて定款 18 条によ

る条件を満たし本総会成立の運びとなった。 

原比佐志会長の挨拶の後、議長選 

出に移り執行部一任の声により鎌田

誠先生が議長に選出され、議事録署

名人には議長一任の声により林正弘

先生、須藤正明先生が選任された。 

           

執行部             鎌田議長 

＜役員の選挙＞ 

選挙管理委員会の山口究先生により、会長予備選挙に伴う立候補者の届け出は鎌田誠、原比佐志

両者の推薦を受けた古谷隆則氏を推薦候補者として受け付け、これを受理したと報告があり、古谷

隆則先生が次期会長候補となった。 

 

続いて古谷隆則先生より挨拶があり、多くの先生の協力により会を 

運営し続けたいとお話しされた。今回、提出議案が年会費改定(減額) 

の承認を求める件だったが、臨時総会直前に「年会費の減額幅をより 

大きくすることが可能ではないか？」との提案があったため、執行部 

で臨時協議を行ったところその可能性があり、すでに金額を提示して 

いる状態であったので議案を取り下げ協議とした。 

古谷 隆則先生 

 

 

 

 

 

 

協議では、年会費の減額幅を大きくした金額で改めて定時総会に上程する事となった。 

他に協議はなく、議長解任後、熊切篤副会長の閉会の辞により第 15 回臨時総会は閉会となった。 
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第１６回 定時総会 

 

 

 
 

総務担当理事 高橋 晃 記 

 

令和 3 年 6 月 19 日（土）午後 7 時より、医歯薬会館 3 階大教室において「第 16 回 定時総会」

が開催された。コロナ禍ということでの開催方法も検討され、会員へは事情をお汲み取りいただく

ということで、できるだけ“書面又は電磁的方法による議決権の行使”でのご理解ご協力（定款第

19 条の 2 により「出席したものとみなす」）も仰ぎ、定款第 18 条の条件も満たし本定時総会の成立

の運びとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年も 30 名という少人数での開催となった 

 

 

〔司会進行 神由紀彦専務理事〕 

 

１．開会の辞           〔古谷隆則副会長〕 

２．点呼   会員総数 146 名 （出席 30 名 委任状 32 名 議決権行使書 21 名） 

３．物故会員弔慰          

   小沢 輝雄 先生 （令和 2 年 8 月 16 日逝去）に黙とう。 

４．挨拶           〔原比佐志会長〕 

 「今回もコロナ渦での定時総会開催にあたり、議決権行使に関し混乱も与えてしまったことなど、

また資料での不備もありましたこと、お詫び申し上げます。私は今期で退任になります。本当にこ

の 4 年間のご協力ありがとうございました。」 

５．議長選出 

   執行部一任の声により、鎌田誠先生が議長に選出。 

６．議事録署名人選任 

   議長一任の声により、勝呂泰樹先生・須藤正明先生が議事録署名人に選任。 
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７．役員報告 

    （１）事業報告            専  務 理 事   神 由紀彦 

    （２）福祉共済報告         総務担当理事    高橋  晃 

    （３）県歯代議員報告        代  議  員   原 比佐志 

    （４）国保組合会報告        国保組合会議員   成川 芳明 

    （５）監査報告           監     事   砂川 直俊 

                                釼持  恒 

「監査会(令和 3 年 5 月 29 日開催)において、年度内における業務全般の実施状況について適正に運

営されているものと認められました。尚、令和 2 年度会計経理について監査の結果、適正に処理・

手続きされていると認められました。」 

 

 

 

 

 

 

 

神専務理事                  高橋総務担当理事                   原代議員 

 

 

 

 

 

 

成川国保組合会議員                  砂川(右)・釼持(左)両監事 

 

８．委員会報告               専  務 理 事   神 由紀彦 

 

９．議案の審議 

   提出議案      

   第１号議案    令和 2 年度貸借対照表及び付属明細書の承認を求める件 

「勝見雅也会計担当理事より説明があり、出席者多数そして議決権賛成 21 名に委任状の同意により

定款第 18 条の条件を満たし可決決定。」 

第２号議案    令和 2 年度損益計算書及び付属明細書の承認を求める件 

「勝見雅也会計担当理事より説明があり、質疑において、実施事業等会計の表が継続事業としての

事業計画の中の、公益ではない事業との折り合いがつかないのではと会員よりあったが、表の取り

下げと金額については問題ないこととして、出席者多数そして議決権賛成 21 名に委任状の同意によ

り定款第 18 条の条件を満たし可決決定。」 
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 第３号議案   年会費（減額）に関する承認を求める件 

「勝見雅也会計担当理事より説明があり、出席者多数そして議決権賛成 21 名に委任状の同意により

定款第 18 条の条件を満たし可決決定。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～市川顧問(右)と勝見会計担当理事(左)による質疑応答の様子～ 

 

１０．役員の選挙 

（１）理事選挙 

 臨時総会にて次期会長候補に選出された古谷隆則先生より候補者の名簿が選挙管理委員会に提出

し受理され候補者は定数以内であり全員当選となった。 

（２）監事選挙 

 同じく古谷隆則先生より候補者の名簿として砂川 直俊先生、釼持 恒先生が選挙管理委員会に提

出し受理され候補者は定数以内であり全員当選となった。 

 なお、ここで候補者ごとに最終の議決を取り全員の当選が決定。 

 

  休憩に入り、その間に第 4 回理事会が開催され、総会再開後、熊切篤先生より各理事の役職が

発表され紹介された。 

 

会長 古谷 隆則（ふるや たかのり）                                         円陣を組んでの 

副会長 神 由紀彦（じん ゆきひこ）                     第４回理事会と  

副会長 長谷部 猛（はせべ たけし）                      新メンバー 

専務理事 熊切 篤（くまきり あつし） 

会計 勝見 雅也（かつみ まさや） 

総務 松清 均（まつきよ ひとし） 

生涯研修 中村 武仁（なかむら たけひと） 

社会保険 松葉 亨（まつば とおる） 

地域保健 勝呂 泰樹（すぐろ たいじゅ） 

学校歯科保健 今村 健朗（いまむら けんろう） 

障がい福祉 成川 芳明（なるかわ よしあき） 
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特殊歯科 鈴木 達也（すずき たつや） 

広報調査 飯島 達郎（いいじま たつろう） 

医療管理 高浦 幹雄（たかうら みきお） 

 

（３）選挙管理委員の選任  

 古谷隆則先生より、加藤和幸先生、椎津裕貴先生、山口究先生が指名され、出席 

者多数の賛成により当選となった。なお委員長は山口究先生に決定。 

（４）顧問の選任 

古谷隆則先生より、先ほどの理事会で原比佐志先生が顧問に選任されたことの報告。 

（５）国保組合会議員 

大野清美先生と成川芳明先生の立候補があり出席者多数の賛成により当選となった。 

１１．千葉県歯科医師会代議員の選挙 

古谷隆則先生より、代議員は古谷隆則先生、神由紀彦先生、熊切篤先生。予備代議員は長谷部猛先

生、勝見雅也先生、松清均先生の提案があり出席者多数の賛成により当選となった。 

１２．協議 

（１）福祉共済の会費について 

毎年の積み重ねで残高が膨らんでいるので、収支ゼロぐらいになるよう、負担金の修正を今年度

からおこなう。 

（２）その他 

一般社団法人から公益社団法人への移行は考えているかと質問があったが、執行部では現時点に

おいて特に移行は考えていない。 

 

・四年間の任期を務められた原比佐志会長へ記念品及び花束が贈呈された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県歯地域保健委員会より佐久間先生(左)と、この度県歯理事に 

就任される高野先生(中央)、水町先生(右)からもご挨拶を頂いた 

                           原会長、四年間ありがとうございました！ 

 

１３．閉会の辞            〔熊切篤副会長〕      

（終了：午後 8 時 30 分） 

 



26 

 

 

 

 

令和 3 年 3 月 4 日、ロイヤルスターゴルフクラブにて三郡市ゴルフコンペが開かれ、9 名が参加しま

した。今年度は安房担当の 7 月、市原担当の 10 月の三郡市コンペが中止となり、今回当郡市担当の 3 月

も開催を見送るかとの見解もありましたが、このまま三郡市ゴルフコンペが消滅するのではないかと他

郡市の先生からの御意見をいただき、三郡市それぞれのゴルフ幹事の努力により無事開催する事が出来

ました。絶好のゴルフ日和の中、久しぶりの他郡市の先生方との交流で和やかなコンペとなりました。以

下その結果をお知らせします。 

 

順位 氏   名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 出口 晃 ４５ ４４ ８９ １８．０ ７１．０ 

準優勝 原 比佐志 ４４ ４２ ８６ １４．４ ７１．６ 

３位 時田 直人 ４９ ４５ ９４ ２０．４ ７３．６ 

B.G 原 比佐志 ４４ ４２ ８６   

 

須藤 正明 記 

  

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 3 月 25 日（木）、亀山湖カントリークラブにて芝楽苦会ゴルフコンペが開催されました。 

いよいよベストシーズン到来です。天気予報は曇りで夕方からは雨が降るとのことでしたが、プレー

中は大丈夫そうだし気温はだいぶ上がるみたいなので、ワクワクしながら早めに家を出ます。ゴルフ場

に向かう道すがら、満開の桜が気分を一層盛り上げてくれます。それにしても着くのが早すぎちゃった

ので誰もいないかもしれないけど、あの人なら絶対来ているはず…ビンゴ！すでに原会長が練習場で

黙々と打ち込んでおられました（笑） 

やがて集合の時間となりましたが参加者は 9 名で、 

この時期にしてはちょっと寂しい感じ。今回も安 

房歯科医師会の出口先生がご参加してくださいま 

した。朝のミーティングが終わって集合写真のシャ 

ッターを切ろうとしてたら、準備に手間取ってたの 

かわからないけど末吉先生が慌てて走ってやって来 

 

出口先生（安房）＆準備に手間取って慌てて走ってくる人 

芝楽苦会ゴルフコンペ（R3.3.２５） 
 

三郡市ゴルフコンペ（R3.3.4） 

 

） 
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ました。ギリギリセーフで集合写真を撮り終えて、スター

トに備えて各々カートに向かいます。すると、今頃になっ

てノコノコと中村武仁先生が現れて、「ボク集合写真に入

ってませーん」だって。なんかいちいち面倒くさいので、

その場の寄せ集めで写真を撮ってあげました（笑） 

 

 

 

集合に間に合わなかった中村先生を囲んで 

 

そんなこんなでバタバタとスタートして行くわけですが、上り 3 ホールに入ったころからかなりの雨

が降ってきました。それでも無事に全員ホールアウトすることが出来て表彰式に入ります。 

 今回もぺリア方式の青天井で競技が行われ、見事優勝に輝いたのは前回覇者の末吉先生で二連覇を達

成されました。末吉先生が前回優勝されたとき、僕は心からの祝福を贈りました。でもね、二連覇ですが

今回は祝福の気持ちを贈ることが出来ませんでした。だって向こうの方から、「私のスコア、高野先生と

大して変わらない～」って周りの連中と笑いながら話してる末吉先生の声が聞こえてしまったから。は

いはい、片や優勝で僕はブービーメーカーですからね。そういうのは本人に聞こえないように言ってく

ださい！すげー凹むからよ（笑） 

 以下、結果をお知らせします。 

 

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 末吉 弥和 ６４ ６１ １２５ ５５.２ ６９.８ 

準優勝 山中 洋一 ５１ ５２ １０３ ２８.８ ７４.２ 

３位 原 比佐志 ４０ ４３  ８３ ４.８ ７８.２ 

B.G 原 比佐志 ４０ ４３ ８３   

   

                 

 

 

 

   

 

 

 

 

二連覇達成！末吉先生  準優勝 山中先生 

 

髙野 孝治 記 
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令和 3 年 6 月 17 日（木）、ジャパン PGA ゴルフクラブにて芝楽苦会ゴルフコンペが開催されました。

新型コロナウイルス渦の中、皆様におかれましては先の見えない不安な状況が続いていることと思われ

ます。オリンピックも近づく中、ワクチン接種もなかなか進まず開催も危ぶまれ明るい話題もない中、ゴ

ルフ界では素晴らしい出来事がありました。女子では笹生優花選手のメジャー制覇、そしてなんといっ

ても松山英樹選手のマスターズ制覇です。これで多くのゴルフファンのみならず、そうでない方のテン

ションもさぞ上がったことでしょう。その影響のせいかゴルフ人口も少しずつ増えて、練習場に行けば

若者が増えて混んでいるし、ラウンドに行けばどこも混んでいて待たされることもしばしば。ラウンド

フィーも一時期よりは高くなっています。そんなゴルフ人気、そして日本人の活躍に気合をいれて今回

も芝楽苦会に参加して参りました！ 

今回の参加選手は私も入れて 9 名。このご時世からすると少々寂しくは感じましたが、その分精鋭た

ちが集結、3 人ずつの 3 パーティーでラウンドです。アウトの 8 時 42 分からのスタートで、競技方法は

新々ペリア方式（打数&ハンディ：上限なし）で行われました。早朝雨がパラついたので天気が心配でし

たが、丁度良いくらいの曇りで風もなく絶好のゴルフ日和となりました。そんな言い訳の効かないコン

ディションでしたが皆様スコアの方はいつもより控えめと言った印象、そして今回は末吉先生の 3 連覇

がかかっていたのですが、優勝に輝いたのはこの 6 月で会長を退かれる原先生！見事に優秀の美を飾っ

ていただきました。そのほかの順位は以下のとおりです。ベスグロは安定の出口先生、須藤先生が同点で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

個人的な感想ですがここ最近ドラコン、ニアピンはほとんど須藤先生が取ってしまってつまらない状況

が続いております。そんな賞金王須藤を倒せるのはあなたかもしれません。 

どうぞ皆様、コロナで運動不足の日常を回避するためにゴルフをしましょう。そして芝楽苦会にぜひ参

加してください！沢山のご参加お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

                  優勝 原先生＆ベスグロ 須藤先生         中村 武仁 記  

  OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 原 比佐志 ５３ ４２ ９５ ３０．４ ６４．６ 

準優勝 山中 洋一 ５７ ５７ １１４ ４１．６ ７２．４ 

３位 市川 昇 ５０ ５３ １０３ ２７．２ ７５．８ 

B.G 出口 晃 ４５ ４８ ９３   

B.G 須藤 正明 ４８ ４５ ９３   

 芝楽苦会ゴルフコンペ（Ｒ３.６.１７ ） 
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第 10 回理事会報告 

                      令和 3 年 1 月 6 日(水)19:27～20:07 

医歯薬会館 3 階大教室 

一．開会                                     熊切副会長 

二．挨拶                                       原会長 

三．報告 

 1. 12/5(土) 令和 2 年度第 1 回生涯研修講習会(医歯薬会館 3 階大教室)            水町理事 

   出席者 31 名。 

 2. 12/7(月) 袖ケ浦市口腔がん検診業務報告書提出(袖ケ浦保健センター)        玉利理事 

   次年度の木更津市口腔がん検診は 9/16(木)、袖ケ浦市口腔がん検診は 11/11(木)を予定。 

 3. 12/9(水) 令和 2 年度年末年始休日診療後方支援依頼(君津中央病院)               松清理事 

   8 時 30 分より。神津先生に挨拶、依頼。 

4. 12/15(火) 二瀬窯業より酸蝕症検診依頼                           玉利理事 

  小竹歯科医院 小竹先生に検診医を依頼。 

5. 12/16(水) 令和 2 年度木更津市高齢者歯科健診                       玉利理事 

中止。 

 6. 12/16(水) 広報調査委員会(四季味宴席たく)                          飯島理事 

19 時より 21 時まで。出席者 11 名。 

  7. 12/24(木) 袖ケ浦福祉センター閉鎖に伴う県歯科医師会の対応についての相談         原会長 

   11 時 30 分より 12 時まで。県歯科医師会 砂川会長と相談。 

   郡市では 5 名の先生が受け入れを検討するとの事、報告。 

 8. 12/24(木)  富津市学校医推薦                               熊切副会長 

   大澤先生の校医辞退に伴い、青堀小学校-熊切副会長、富津小学校-中島先生 

環小学校-柳川先生を推薦、決定。 

 9. 12/31(木) 会報第 86 号発行                                飯島理事 

 10. 12/31(木)～1/3(日) 令和 2 年度年末年始休日診療                       松清理事 

   四市受診者総数 70 名。 

四．協議 

 1．社保講習会について                                    松葉理事 

緊急事態宣言の発出を受け、WEB 配信のみの講習とする。 

2．袖ケ浦福祉センター閉鎖への対応について                           原会長 

  閉鎖まで数年あるため、今後どう対応するか県と郡市歯科医師会で検討とする。 

3．次年度以降の木更津市高齢者歯科健診について                       玉利理事 

理事会報告 
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  今後も継続していく方向とする。木更津市へ予算の要望も検討とする。 

4．令和 3 年度年末年始休日診療について                             松清理事 

  当番医の急遽体調不良等の休診に対しての代診医の選出について 

  今後検討とする。 

 5．令和 3 年度行事予定について                               神専務理事 

   今後の行事予定の日程を相談。 

 6．新型コロナウイルスの感染予防対策に対しての各補助金について                 原会長 

   各補助金の手続きについて、郡市でも今後発信していく事とする。 

 7．高齢者口腔教室について                                    玉利理事 

   公共施設の使用の可否により、実施するか検討とする。 

五．閉会                                           古谷副会長 

 

 

 

第 11 回理事会報告 

                      令和 3 年 2 月 10 日(水)19:33～20:28 

Web 会議 

一．開会                                           古谷副会長 

二．挨拶                                             原会長 

三．報告 

 1. 1/14(木) コープ物流より 4 月に酸蝕症の検診依頼                          玉利理事 

   長浦マリン歯科－山中 太郎先生へ紹介。 

 2. 1/19(火) 令和 2 年度袖ケ浦市自立支援型地域ケア会議(Zoom 会議)                砂川監事 

 3. 1/21(木) 令和 2 年度第 5 回自立支援のための地域ケア会議                   熊切副会長 

13 時より 14 時まで。          (富津市中央公民館 多目的室) 

4. 1/21(木) 国保役員選考委員会(県歯会館)                             成川理事 

  14 時より。 

5. 1/22(金) きみつ愛児園摂食嚥下指導(きみつ愛児園)                        成川理事 

9 時 30 分より。 

 6. 1/23(土) 社保講習会の撮影(医歯薬会館 1 階会議室)                       松葉理事 

15 時 30 分より。 

  7. 1/25(月) 袖ケ浦さつき台病院より酸蝕症検診依頼                            玉利理事 

   長浦マリン歯科－山中 太郎先生へ紹介。 

 8. 1/27(水)  君津児童相談所歯科健診                                原会長 

   中止。 

 9. 1/28(木) 富津市高齢者口腔教室                                玉利理事 

   中止。 

 10. 2/1(月) 令和 2 年度口腔がん検診経過報告書提出                         玉利理事 
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   9 時 30 分より 10 時 30 分まで。来年度の木更津市口腔がん検診は 9/16(木)、 

袖ケ浦市口腔がん検診は 11/11(木)に決定。 

(木更津市健康こども部健康推進課、袖ケ浦市市民健康部健康福祉課) 

11. 2/1(月) 会報第 86 号 50 部製本                                飯島理事 

 12. 2/4(木) 災害対策本部設置運営会議                               原会長 

   中止。 

 13. 2/4(木) 臨時会長会議(Web 会議)                                                  原会長 

   10 時より。 

新型コロナウイルスワクチン接種について 

   感染拡大防止等支援事業支援金について 

14. 2/8(月) 君津市介護保険運営協議会（書面開催）                         原会長 

 15. 2/8(月) 県歯科医師会より千葉歯報 7 月号ご寄稿依頼                      飯島理事 

   寄稿のテーマについて。 

 16. 2/10(水) 君津山の手病院より在宅診療の依頼                          玉利理事 

   鈴木歯科クリニック－鈴木 達也先生へ紹介。 

四．協議 

 1．新型コロナウイルスワクチン接種について                             原会長 

優先接種について 

3 月初旬を予定。 

郡市歯科医師会では、連携型接種施設への歯科医療従事者の振り分けを行い、 

クーポン券を各歯科医院へ送付する。 

4 市行政担当者が各市の担当を行う。 

2．第 16 回定時総会について(6/19)                                高橋理事 

  会場の確保、懇親会の開催については、今後の新型コロナウイルスの状況により 

判断とする。 

3．来年度の一般健診について                                 松清理事 

  君津健康センターの担当者より人数振り分けの相談。 

密を避けるため、午前、午後に分けて行うことも検討。 

 4．歯科医院で常備している救急薬・機器等に関する全国実態調査について             松清理事 

   アンケート調査については、担当理事が代表で提出とする。 

五．閉会                                           熊切副会長 

 

 

 

第 1２回理事会報告 

                      令和 3 年 3 月３日(水)19:30～20:22 

医歯薬会館 1 階事務室より Web 会議(Skype 使用) 

一．開会                                           熊切副会長 
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二．挨拶                                             原会長 

三．報告 

 1. 2/15(月) 令和 2 年度君津市国民健康保険運営協議会(書面開催)                     原会長 

 2. 2/15(月) 令和 2 年度第 3 回富津市国保事業運営協議会(書面開催)               熊切副会長 

 3. 2/17(水) 令和 2 年度第 4 回富津市介護保険運営協議会(書面開催)               熊切副会長 

4. 2/18(木) 令和 2 年度富津市医師・歯科医師・薬剤師会議(書面開催)           熊切副会長 

5. 2/18(木) 令和 2 年度第 6 回自立支援のための地域ケア会議(個別会議)               水町理事 

13 時より 14 時まで。Zoom によるオンライン会議。 

 6. 2/18(木) 令和 2 年度郡市地域保健担当者連絡協議会(Web 開催)                  玉利理事 

14 時より 16 時まで。 

  7. 2/19(金) 令和 2 年度第 2 回個別地域ケア会議(自立支援型)                      神専務理事 

   中止。 

 8. 2/24(水)  令和 2 年度富津市防災会議(書面開催)                        熊切副会長 

 9. 2/24(水) 令和 2 年度君津市防災会議(書面開催)                           原会長 

   欠席。 

 10. 2/24(水) 君津地域職域連携推進協議会(書面開催)                          原会長 

11. 2/24(水) 君津市介護保険運営協議会(書面開催)                          原会長 

 12. 2/25(木) 郡市会長会議(Web 開催)                                原会長 

   13 時より 15 時 30 分まで。 

 13. 2/25(木) 令和 2 年度 郡市歯科医師会 在宅歯科医療担当者会議(Web 開催)        成川理事 

   成川理事、水町理事の 2 名参加。 

14. 2/25(木) 木更津市第 4 回在宅医療・介護連携部会（Web 開催）                 成川理事 

 15. 2/26(金) きみつ愛児園 摂食嚥下指導                              成川理事 

   日大松戸 遠藤先生を中心に十数名に指導を行った。 

   来年度の講師料の支払い方法変更について。 

 16. 2/26(金) 新型コロナウイルスワクチン接種について医師会神田先生と相談              原会長 

   20 時より 21 時まで。 

 17. 2/26(金) 富津市学校教育課話し合い                             熊切副会長 

   学校健診の統計を取るためのソフトを導入したとの事。 

 18. 2/27(土) 新型コロナウイルスワクチン接種場所の振り分け作業                   原会長 

   20 時より 21 時まで。             (医歯薬会館事務室) 

 19. 2/28(日) Skype テスト会議                                   勝見理事 

   19 時より 19 時 30 まで。 

 20. 3/1(月) 令和 2 年度第 2 回富津市在宅医療・介護連携推進会議                  熊切副会長 

   熊切副会長、水町理事の 2 名参加。         (Web 開催) 

 21. 3/2(火) 富津市健康づくり課話し合い                            熊切副会長 

   来年度 4 月より妊婦の歯科健診を行っていく。 

 22. 3/2(火) 一般健診について                                  松清理事 
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   前回、人数振り分けの相談を受けたが、例年どおり行っていく事となる。 

四．協議 

 1．会費返還について                                        原会長 

今年度は新型コロナウイルスの影響により、会務運営が減少したため 

会務費用の余剰を認める状況。 

次年度の会費の減額をもって、会費返還をする予定。 

2．令和 2 年度決算について                                    原会長 

  行政からの給付金について。 

3．令和 3 年度予算及び事業計画について                               原会長 

  新型コロナウイルスの影響にもよるが、例年どおり行う。 

 4．新型コロナウイルス接種について                               原会長 

   4 月以降に接種が延期となる。当郡市では現在 200 名程度の接種予定。 

   3 月下旬に医療従事者等の優先接種の第 2 次募集開始を予定。 

 5．健歯児童生徒審査会について                               長谷部理事 

   当郡市の要望は、来年度の方針は今年度と同様に進める事とする。 

 6．第 16 回定時総会について(6/19）                             神専務理事 

   会場は医歯薬会館 3 階大教室、開始時間は 19 時を予定。 

 7．「入会申込書(兼 会員台帳)」について                             高橋理事 

   入会申込書(兼 会員台帳)リニューアルについて 

   記載内容一部変更。 

五．閉会                                           古谷副会長 

 

 

 

令和３年度第 1 回理事会報告 

                      令和 3 年 4 月３日(土)19:30～21:04 

医歯薬会館 3 階大教室 

一．開会                                     古谷副会長 

二．挨拶                                       原会長 

三．報告 

 1. 3/4(木) 令和 2 年度第 3 回認知症政策委員会(書面開催)                  砂川監事 

2. 3/4(木) 3 郡市ゴルフコンペ(ロイヤルスターゴルフクラブ)              原会長 

3. 3/11(木) 国保組合会議(県歯会館)                              成川理事 

   14 時より。勝呂先生が理事に就任。 

 4. 3/11(木) 学校歯科保健担当者協議会                           長谷部理事 

フッ素洗口普及事業参加郡市合同委員会(県歯リモート開催) 

   歯科健診の効率化について協議するが、今年度も前年度同様に行っていく。 

   歯科健診当日に担当医が欠席する際は、まずは各学校へ連絡とする。 
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   歯列・咬合異常のみの場合は、勧告書に記載しなくてもよくなった。 

5. 3/12(金) きみつ愛児園摂食嚥下指導                               成川理事 

9 時 30 分より 15 時まで。 

日大松戸 野本先生を中心に 11 名に指導を行った。 

 6. 3/18(木) 令和 2 年度第 7 回自立支援のための地域ケア会議(Zooｍ会議)               水町理事 

13 時から 14 時まで。 

  7. 3/18(木) 第 172 回臨時代議員会(県歯会館)                               原会長 

   10 時から 12 時まで。 

 8. 3/19(金)  令和 2 年度第 2 回富津市介護認定審査会委員全体会議(書面開催)            水町理事 

 9. 3/22(月)～29(月) 君津市在宅医療・会議連携推進協議会(書面開催)                  原会長 

 10. 3/23(火) 袖ケ浦支援型地域ケア会議(Zoom 会議)                         砂川監事 

   砂川監事、中村理事、和田先生の 3 名参加。 

11. 3/25(木) 第 109 回連盟評議委員会(書面開催)                         砂川監事 

  砂川監事、石井 守先生の 2 名参加。 

 12. 3/25(木) 芝楽苦会ゴルフコンペ(亀山湖カントリークラブ)                    原会長 

 13. 3/29(月) 富津市国保第 2 期保健事業実施計画 中間報告                    熊切副会長 

   健康づくり課へ報告。 

糖尿病患者の連携手帳を富津市の行政側からも配布するとのこと。 

四．協議 

 1．新入会員について                                        原会長 

風空歯科 川邉好弘先生の入会承認となる。 

2．年会費等について                                      勝見理事 

  今年度の年会費減額について検討。議案として総会へ提出予定。 

  今年度の引き落とし日を 6/28(月)を予定。 

  今後の本会基金のあり方について検討。 

3．新型コロナウイルスワクチン接種場所の振り分けについて                    原会長 

  接種場所(病院)が 4 市とも不透明なこともあり、県歯科医師会へ再提出となった。 

 4．清和保育園休園時の担当歯科医師の配置について                        原会長 

   休園中、園児は他の保育園へ転園するが、担当歯科医師の増員・再配置は行わない。 

 5．君津児童相談所担当歯科医師推薦について                           原会長 

   前年度と同様の担当者とする。 

 6．令和 3 年度第 1 回生涯研修講習会日程について                        水町理事 

   7 月もしくは 8 月頃で日程を検討。 

医歯薬会館 3 階大教室を会場として、40 名程度の人数制限で行う予定。 

 7．令和 3 年度行事予定について                                神専務理事 

   各行事の日程を検討。 

 8．役員会・第 15 回臨時総会(6/5 土)について                         神専務理事 

   医歯薬会館 3 階大教室を会場として、19 時から行う予定。 
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 9．第 16 回定時総会について                                 神専務理事 

   医歯薬会館 3 階大教室を会場として、19 時から行う予定。 

 10．顧問会議について                                      原会長 

   新型コロナウイルスの影響もあり、書面開催を予定。 

 

五．閉会                                           熊切副会長 

 

 

 

第２回理事会報告 

                      令和 3 年 5 月 8 日(土)19:30～20:35 

医歯薬会館 3 階大教室 

一．開会                                           熊切副会長 

二．挨拶                                             原会長 

三．報告 

 1. 4/15(木) 警察嘱託歯科医研修会(県歯会館)                               玉利理事 

   14 時より 17 時まで。 

 2. 4/17(土) 生涯研修委員会(医歯薬会館 1 階会議室)                        水町理事 

   20 時より 21 時まで。8 名出席。 

 3. 4/20(火) 袖ケ浦市自立支援型地域ケア会議                           中村理事 

4. 4/22(木) 木更津市在宅部会会議(市役所)                                     成川理事 

  わたしたちのまちの在宅医療と介護マップの冊子に 

該当する歯科診療所の一覧表が掲載。 

今後、他 3 市の冊子にも該当する歯科診療所の一覧表を掲載する予定。 

5. 4/26(月) 株式会社ダイセキ(袖ケ浦市南袖)より酸蝕症歯科検診依頼                  玉利理事 

和田歯科医院－和田先生へ紹介。 

6. 5/7(金)  きみつ愛児園摂食嚥下指導                               成川理事 

日大松戸 遠藤先生を中心に 9 名に指導を行った。 

 

四．協議 

 1．役員および協力医の手当等の支給について                           勝見理事 

役員については、次回の理事会にて支給予定。 

協力医については、銀行振り込みを予定。 

2．会報 87 号刊行について                                   飯島理事 

  各種投稿記事の締切日および会員動向の確認。 

3．令和 3 年度第 1 回生涯研修講習会について                          水町理事 

  7/17(土)を予定。 テーマは障害者歯科治療について、日大松戸 野本先生に講演依頼。 

 4．第 15 回臨時総会、第 16 回定時総会について                        神専務理事 
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   日時の確認。 

定時総会について、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、昨年と同様に 

書面による議決権行使書を活用できる事とする。 

 5．会計委員会、監査会について                                   神専務理事 

   日時および出席者の確認。 

 6．顧問会議について                                        原会長 

   書面開催とする。議題は会長選考および年会費減額について。 

 7．健歯児童審査会について                                  長谷部理事 

   郡市での最終審査は 6/1(火)の理事会後、3 役、監事、長谷部理事、松清理事で行う。 

 8．木更津市歯科衛生士 地曳さん退職に際しての感謝状について                 熊切副会長 

   贈呈する品物について検討。 

 

五．閉会                                           古谷副会長 

 

 

 

第 3 回理事会報告 

                      令和 3 年 6 月 1 日(火)19:28～21:01 

医歯薬会館 1 階会議室 

一．開会                                     古谷副会長 

二．挨拶                                       原会長 

三．報告 

 1. 5/12(水) 総務委員会(医歯薬会館 3 階大教室)                        高橋理事 

   20 時より。9 名出席。 

 2. 5/14(金) 株式会社太平興産より酸蝕症歯科検診依頼                玉利理事 

   今村歯科医院－今村先生へ紹介。 

 3. 5/20(木) 自立支援のための在宅ケア会議(富津市役所)                飯島理事 

   13 時より。 

 4. 5/22(土) 会計委員会(医歯薬会館 1 階会議室)                    勝見理事 

   5 名出席。 

5. 5/25(火) 令和 3 年度富津市献血推進協議会(書面開催)                  水町理事 

6. 5/27(木) 郡市会長会議(Web 開催)                            原会長 

13 時より 15 時 30 分まで。 

7. 5/27(木) 木更津市在宅医療・介護連携推進協議会                  成川理事 

19 時より。 

 8. 5/27(木) 歯・口の健康啓発標語コンクール木更津市審査会(木更津市役所)             松清理事 

   13 時 30 分より。鈴木みちよ先生、勝呂先生、松清理事の 3 名出席。 

 9. 5/27(木) さつき台健診センターより酸蝕症検診依頼                       玉利理事 
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   長浦マリン歯科－山中 太郎先生へ紹介。 

 10. 5/29(土) 監査会(医歯薬会館 1 階会議室)                           砂川監事 

   7 名出席。 

四．協議 

 1．在宅医療・介護連携 ICT ネットワークへの参加について                   成川理事 

君津木更津医師会・在宅医療介護ケア委員会より、在宅医療介護者の初期対応 

および情報共有を円滑に行う目的に、スマートフォンアプリ(バイタリンク)を用 

いる事となった。君津木更津歯科医師会の会員の皆様にも登録の依頼があった。 

今後、会員へ登録希望者を募る事とする。 

2．健診等の健診医について確認                                熊切副会長 

  原則、担当健診医が行い、担当健診医以外は行ってはいけない。 

3．不測の事態による学校歯科健診者の変更について                        原会長 

  体調不良等で健診が困難な場合は、先ずは管轄する(学校)担当者へ連絡とする。 

4．歯科医師による新型コロナワクチン接種の実施について                     原会長 

  現在、行政より当郡市に歯科医師へのワクチン接種の要請はないが、 

今後の方針が不透明なため、先ずは日本歯科医師会の E システムを用いた教育研修 

を受講するように会員へ勧める事とする。 

 5．会長予備選挙の実施時期について                               原会長 

   県歯科医師会は、次年度より 1 月頃に予備選挙を実施する予定。 

   当郡市でも、2 月頃に会長予備選挙を今後行うか検討とする。 

 6．会報 87 号への広告掲載について                               飯島理事 

   歯科医師国民年金基金より会報に広告掲載の依頼があった。 

掲載の可否について、掲載料金も含め、今後検討とする。 

 7．令和 3 年度第 1 回生涯研修講習会について                          水町理事 

   日大松戸 野本先生に講師を依頼し、7/17(土)に行う予定。 

 8．第 15 回臨時総会(6/5)、第 16 回定時総会(6/19)について                    神専務理事 

   司会進行および役割分担の確認。 

 

五．閉会                                           熊切副会長 

 

 

（理事会報告作成：広報調査委員長 山田 遼） 
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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 
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新入会員紹介 

 

 

川邉
か わ べ

 好弘
よしひろ

 先生（木更津市） 

 

風空歯科の川邉好弘と申します。私は明海大学歯学部を 

2000 年に卒業し、当時はまだ法令化されておりませんでし 

たが、明海大学 PDI 埼玉歯科診療所へ入局し卒後研修を 2 

年間受けました。その後、同診療所で約 20 年間勤務を続け、 

自身の研鑽と研修医教育を行ってまいりました。大学勤務 

当初から生まれ育った木更津市で地域医療に貢献したいと 

の思いを常々持っておりましたが、ようやく開業すること 

ができました。 

                 医院名ですが、私には 3 人の子供がおりまして、長女に 

「風」、長男と次男に「空」という漢字を用いていることから、 

「風空歯科」としました。 

  この度は、君津木更津歯科医師会へ入会させていただき誠にありがとうございます。開業医 

  として、まだまだ分からないことばかりですので、今後、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお 

  願いいたします。 

 

 

風
か ぜ

空
そ ら

歯科 

   〒292-0043 千葉県木更津市東太田 2-14-17 

   TEL 0438-38-4687 

   FAX  0438-34-4697 
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編集後記 
 

広報調査委員長 山田 遼 記             

 

案の定、新型コロナウイルスの第 4 波が襲ってきました。ワクチン接種による集団免疫獲得で終

息を期待するしかなさそうな状況です。今年も新型コロナウイルスの影響により、県歯科医師会の

野球も中止となりました。試合に向け、春先からランニング、バッティングセンターに通っていま

したが、残念です。プライベートでは、息子（2 才半）にグローブを購入し、少しずつ野球に興味を

持たせようとしています。親バカ発揮中です。 

 さて、最近の診療についてですが、某メーカーの方がニッケルチタンファイルの営業に来たのを

きっかけに、数年前に購入して眠っていた根管形成器械を使い始めました。世間的には何故購入し

て使用しなかったのかと疑問に感じているかと思いますが、買って満足してしまう性格がありまし

て‥。実際使ってみて、手用ファイルと比べると湾曲根管に対してのストレスが全くなくなり、眠

らせていたのを後悔しました。宝の持ち腐れとはこの事を言うのかと。某メーカーの営業の方に感

謝です。 

 チタン冠も最近始めてみました。最初は導入に消極的でしたが、金属の高騰もあり某技工所の

勧めがあったので始めました。調整が多少低速で調整する分、金パラと比べると時間がかかる印象

ですが、症例によって使い分けています。 

開業して 5 年目になりますが、たった 5 年で歯科医療も日々進歩、変化し、様々な器材・材料も

でてきて、感染予防対策もより求められています。新しい器材・材料の導入の見極めには毎度苦慮

していますが、メリットデメリットを考え、時代に置いていかれないよう診療にあたっている毎日

です。 

 来年は、会報誌に様々な行事の投稿が載せられるよう、コロナウイルスの話題が出ない事、終

息している事を祈ります。原会長はじめ執行部の先生方、2 年間お疲れ様でした。 
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～当郡市歯科医師会の入会率を検証してみた～ 

 

広報調査担当理事 飯島 達郎 記 

 

私が広報調査担当理事を拝命した 2 年前の会報 84 号から、今号でラストとなる 87 号まで僅か 4

部ではありましたが、これまで本当に色々な先生方のご協力、ご支援をいただきながらなんとか発

行、製本に至ることが出来ました。厚く御礼申し上げます。編集後記には山田広報委員長の後に私

も最後に少しばかり。 

先日、最近この街で非会員の先生が経営する歯科医院の看板広告が至る所に掲げてあるという話

が理事会員の間で話題になりました。その宣伝効果の程はさておき、この際ですから私も 13 年間お

世話になっている当郡市歯科医師会の入会率について検証してみることにしました。その方法です

が、ご存知の通り当郡市には一医療施設の中に家族会員や勤務医のように複数の会員が在籍します。

当然非会員側にも同様の勤務体系があり得ます。つまり人数単位での算出は難しいと判断したので、

今回は歯科医院、病院歯科の施設数で割り出す事とします。そこで、厚生局のホームページにある保

険医療機関の指定一覧より検証した結果、令和 3 年 6 月現在、４市に歯科医院または歯科が所属する

病院は 152 件あり、その中で院内より 1 人でも当会に入会している医院、病院は 121 件でした。 

以下、四市別の内訳、入会率を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他郡市との比較までは出来ませんでしたが、入会率が約 80％と、まあまあ高いのではないでしょう

か。しかしながら、今年 81 歳の父、邦宏が昭和 45 年に富津市に開業と同時に入会してから副会長

に就いた平成 3 年頃に比べたら、四市の開院数の増加とともに入会率もどんどん下がってきている

ようです。晩酌中、口の悪い父はよく非会員をまるで犯罪者のように毒づいていましたが、当時必

要であった入会金を廃止し、同窓の先生へのお声がけをお願いするなど、当会でも涙ぐましい決議

や努力をされていたそうです。会費がかかるからか、仲間意識がないのか、経営至上主義で時間を

割けないのか..非会員の先生方にも色々事情はあるのかも知れませんが、もし私が今後広報の仕事

に携わることがあれば、より一層我が「一般社団法人君津木更津歯科医師会」を発信していこうと

思います。会員の皆様にも、ぜひご協力の程宜しくお願い申し上げます。2 年間お世話になり、あり

がとうございました！ 

 歯科医院、病院数 当郡市歯科医師会入会件数（入会率） 

木更津市 ６９件 ５９件（８５．５％） 

君津市 ３５件 ２６件（７４．３％） 

富津市 ２１件 １８件（８５．７％） 

袖ケ浦市 ２７件 １８件（６６．７％） 

４市合計 １５２件 １２１件（７９．６％） 
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★表紙コメント★ 

 

近くにカリフォルニアの雰囲気が楽しめる場所があるのを知ってますか？ 

場所は袖ケ浦市の海岸沿いにあり、通称『千葉フォルニア』。 

千葉県にあるカリフォルニアだから千葉フォルニア、 

なんとも可愛らしいネーミングです。 

撮影／高橋 晃  
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二年間、ありがとうございました。 

広報調査委員会 

担当理事 飯島 達郎 

委員長 山田 遼 

                                       委員 鎌田 誠 

                        鈴木 邦彦 

                                               山口 究 

                                               髙野 孝治 

飯塚 晃 

     加瀬 里江 
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