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役員就任の挨拶 

 

 

 

会長  古谷 隆則 

                                 

 

 

この度、第 16回定時総会におきまして君津木更津歯科医師会 

の会長としての大役を務めさせて頂くことになりました。歴代会 

長の先輩方のような器量、技量はございませんが皆さんのご協力 

を頂きながら、私なりではございますが会の運営に力を注ぎたいと思います。 

この任期では二つのことについて考えてみたいと思います。 

一つは、この歯科医師会を支えてくれる若い人材の育成という課題です。当会は現在、千葉

県内 21 郡市歯科医師会の中でも会員数の多さは 7 番目という規模にあります。この陰には先

輩方が入会率を上げるために平成 18年から入会金をなくすという勇気ある決断がありました。

うれしいことに毎年入会者があり会員数は維持されています。今後の歯科医師会を支えて頂く

若い先生の役員への登用を多くし、より多くの先生に会務を経験していただきたいと考えます。

一緒に楽しい会を作って続けていきましょう。 

もう一つは会の今後の展開の検討をすることでしょうか。法人制度改革のための公益目的支

出計画が終了し一般社団法人に落ち着いた今、またコロナ禍で各事業を行うことがむずかし

い今、今後の歯科医師会像について考えるときだとも思います。暫くは一般社団法人として安

定した会の運営を目指し、社会が落ち着いてきたらもっと元気な歯科医師会の姿を市民の皆さ

んへ示すことができたらうれしいと思います。 

新型コロナウイルス感染症がもたらした波紋は大きく、診療材料また衛生・消毒・滅菌関連物

資の調達困難もあり、皆さんの日常の診療スタイルも大変ご苦労されていると思います。しかし

この我慢の１年を乗り越えた歯科界には明るい未来が待っていると信じております。ゆっくりで

はありますが皆さんと一緒にこの会を守り、明日へ、またその先へ向かって歩みたいと思いま

す。皆さん、ご協力のほど、よろしくお願いします。 
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副会長  神 由紀彦 

 

この度、副会長を拝命しました。新型コロナウイルスとの闘いも長期 

化し、会務のスタイルを模索する日々が続いております。時代の変わ 

り目を感じており、当会の進むべき方向を見失わないように古谷会長 

の舵取りのもと、全力でサポートする所存です。現在、残念なことに会 

員の皆様と顔を合わせる機会がほとんどありません。ご意見・ご要望がありましたら執行部へ

お聞かせください。理事会等で協議していきたいと思います。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

副会長  長谷部 猛         

 

この度、副会長に出戻ってまいりました長谷部です。まだまだこんな 

時期ではありますが、会員の皆様の不安やご不便を多少でも減らすこ 

とができる様、古谷会長の元、微力ながらお手伝いできればと思ってお 

ります。 

理事会も、リモート会議を併用しながらのもどかしい状況ではありますが、一日も早く皆様と

顔を合わせてお話を伺える日が来ることを切に願っております。 

元々、君津木更津歯科医師会は、同業同士の親睦を主な目的としてスタートしたと伺っており

ます。 

皆で飲みたいですね。 

できれば二次会はカラオケで、 

何なら三次会はきれいなおねぇちゃ・・ 
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専務理事  熊切 篤 

 

この度、専務理事を拝命いたしました熊切です。 

理事会、会員の先生方にご協力いただきながら古谷執行部のお役に立 

てるように努めたいと思っています。 

どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

 

 

監事  釼持 恒 

 

この度、新しい古谷執行部において、再度監事を仰せつかりました 

釼持です。新型コロナウイルス感染症の拡大が続いている現在、歯科 

医師会の活動は今も制限される中で行われています。先を見通す事の 

困難な状況ですが、いずれ明るい出口があることを信じて歩んでいき 

たいと思っています。 

社会情勢の変化が著しい今、会員目線を大事にして砂川先生と共に監事としての務めをは

たしていきたいと考えております。会員の先生方のご指導とご協力をいただき、任期である 2

年間を務めていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

監事  砂川 直俊 

 

前執行部に引き続き監事ということで就任することになりました。 

四期連続監事ということで、それ以前を含めるとかなり長く会に携わ 

ってきました。この辺でそろそろ休んでもいい頃かという思いもありま 

したが、古谷会長から要請の電話を頂き、常日頃外科の患者さんでお世 

話になっていることもあり、会への最後のご奉公という気持ちで引き受けました。 

コロナ禍が続く中、歯科医師会の仕事もかなり制約を受けて進めていかなければなりません

が、釼持先生と共に監事の任を務めていきたいと思います。会員の先生方のご協力を宜しくお

願い致します。 
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総務担当理事  松清 均           

 

この度、古谷会長のもと総務委員会担当理事を務めさせて頂く事とな 

りました松清でございます。前４年間は医療管理委員会担当理事を、数 

多くの先生方に支えられ務めさせて頂きました。まだまだ未熟であり、日 

々多くの先生方にご指導を頂きながら会務に関わってきた私にとって、 

今までと異なる委員会の理事を務めさせて頂く事は再び多くの先生方にご迷惑をおかけして

しまうのではと不安の気持ちもございます。しかし、３期目の理事を務めさせて頂くにあたり、

その様な事を言っていてもしょうがない時期になってまいりました。 

今期こそは、自身の取柄と言える明るさと元気で新執行部を盛り上げ、君津木更津歯科医師

会・当会の先生方の少しでもお役に立てますように努めたいと考えております。もちろん、不慣

れで分からない事も数多くあると思います。どうぞ今後ともご指導・ご協力を宜しくお願い致し

ます。稚拙な文ではございますが、これを就任の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

会計担当理事  勝見 雅也 

 

この度、前期に引き続き会計担当理事を拝命することとなりました 

勝見です。君津木更津歯科医師会は公益目的支出計画に基づく事業が終 

了し、昨年度からは完全なる一般社団法人となりました。これでひと安心 

と思っていたところ、新型コロナウイルス感染症の蔓延により予定されて 

いた事業が中止となり、予算の執行が行われなかったために多額の繰越金が発生いたしまし

た。令和３年度においても状況に変わりがないことが予想されたため、年会費を半額にするこ

とになりました。行政からの委託事業についてはさほど影響がないものの、補助金を受けてい

る事業については予算立てすることも困難な状況で、今後補助金を減額されるのではないか

心配なところであります。今後の事業に支障をきたす可能性がある問題であり、そのような事

態にならないように精進して参ります。 

 至らない点も多々あるかと存じますが、ご指導ご鞭撻を賜り、会務につきましてもご理解ご

協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
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生涯研修担当理事  中村 武仁 

 

この度、生涯研修委員会の理事に就任いたしました。理事会には前回の 

特殊歯科からの 2期目となります。新型コロナウイルス感染症による緊急 

事態宣言の発令に伴い、更なる感染防止対策が求められる中、生涯研修 

委員会として会員の皆様にどの様な形で研修会を行えるかを模索し、歯科 

医師として情報のアップデートができる様に勤めて参ります。 

これからもご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

社会保険担当理事  松葉 亨 

 

前期に引き続きまして、社会保険担当理事に就任させていただきました 

松葉です。前期と同様に新型コロナ感染症の影響で皆様にお集まり頂いて 

の勉強会、講習会の開催が難しい状況が続いております。当分は webやメ 

ーリングリストを活用し、会員の皆様の生活基盤となる保険収入に関し必要 

な情報を正確かつ素早くお伝えしていくよう社会保険委員会の先生方と力を合わせ皆様のお

役に立てるよう頑張りたいと思います。 

至らぬ点も多々あるかと思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

 

 

地域保健医療担当理事  勝呂 泰樹 

  

この度、地域保健医療担当理事をさせて頂くことになりました勝呂です。 

昨年度までは県歯の地域保健委員会の委員として活動させていただき 

ました。本年度は郡市に戻り、今までの経験をいかして頑張っていきたいと 

思います。地域保健医療委員会の主な行事としては、木更津市・袖ケ浦市の 

口腔がん検診、富津市の高齢者口腔教室、木更津市高齢者歯科検診、産業特殊歯科検診などと

なります。 

この委員会は君津木更津歯科医師会の根幹であり、この活動を通して、君津木更津歯科医師

会を沢山の人たちに周知していただけるよう、会務に努めていきたいと思います。２年間どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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学校歯科保健担当理事  今村 健朗 

 

今回、学校歯科保健担当理事をさせて頂くことになりました今村です。 

昨年度までは生涯研修と地域保健医療の委員をさせて頂きました。本年 

度から初めての委員会であり、初めての理事であり初めて尽くしであり、色 

々と至らない事が多く有ると思いますが前任の先生や委員会の先生、事務の加々見さんに助

けて貰いながら頑張って行きたいと思います。そして、今回からやらせて頂く県歯の８０２９の仕

事も、以前からの准看護学校の講師も頑張ります。 

２年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

障がい福祉担当理事  成川 芳明 

 

障がい福祉理事を担当する事になりました成川です。平成 14 年度より、 

きみつあゆみ園に対する摂食・嚥下指導を行ってきましたが、平成 25 年度 

より完全移管となり、君津木更津歯科医師会の単独事業となりました。平成 

27年の摂食・嚥下指導からは、保護者からの希望により愛児園園児全員の 

給食時の摂食・嚥下状態のスクリーニングと指導も加わっており、園児の保護者の希望も強く毎

回待っていただく園児が出るような状況です。令和 2 年度は新型ウイルスの影響で、年 5 回の

指導が残念ながら 2回になるというような状況でした。 

令和3年度からは委員の先生方に加えて、開業医に勤務する衛生士、君津中央病院の言語聴

覚士さんなども加わり、摂食・嚥下指導を行っております。いまだに新型ウイルスの影響があり

ますが、感染防護に十分注意しながらの指導を心掛けています。多職種のメンバーが増えたこ

とで、園児に対して多角的な指導ができるようになったと感じております。 

愛児園での指導に加えて、高齢者、障がい者の在宅歯科医療の分野での活動も増えてまい

りました。従来の在宅歯科診療の依頼に加えて、木更津市をはじめ、各市での在宅医療連携に

関しての仕事にも、参加活動をしております。在宅患者の情報を共有して、より良い介護や治療

を行おうという活動を木更津市や医師会、多職種の方々と行っております。近年では認知症患

者の歯科治療や、これまで紹介先であった袖ヶ浦の福祉施設が閉院になる予定であることか

ら、患者の治療や紹介をどのようにするかという事が、近々の問題になっております。今後の障

がい福祉委員会の活動にご協力と御理解を宜しくお願い致します。 
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特殊歯科担当理事  鈴木 達也 

 

この度、特殊歯科委員会の理事を仰せつかりました鈴木です。君津の地 

で開業してまだ５年目の若輩者ですが、今回大役を任され身に余る思いで 

す。諸先生方のご迷惑をおかけする事も多々あるかと思いますが、精一杯 

皆様の為に頑張ろうと思います。 

特殊歯科委員会としては、残念ながらコロナ禍において中々皆様方との交流の機会が減っ

てしまっている現状ですが、状況が改善されたときのためにしっかりと備を進めていきたいと

思っております。これから２年間宜しくお願い致します。 

 

 

医療管理担当理事  高浦 幹雄 

 

今回から医療管理理事になります高浦です。理事のお話を受けた時、自 

分にできるかなと迷いましたが、一度位の経験はと思い決断しました。 

前理事の松清先生に助けて頂きながら頑張っていきたいと思います。戦 

力不足ですがよろしくお願いいたします。 

 

 

広報調査担当理事  飯島 達郎 

 

前期に続きまして、古谷新執行部でもこの度広報調査担当理事を拝命 

致しました。山田遼委員長の続投や、ベテランの先生方の当委員会への 

所属希望もあり、数ある委員会の中でも比較的早期にメンバーが決定し、 

常日頃多方面でご協力いただいておりますので、とても心強い思いであります。 

まだまだ終わりの見えないコロナ禍での活動が続く中、当会でもイベント中止が相次ぎ、会

報をいかに満足のいく内容で発行できるかが悩ましいところですが、２期目として自分らしさを

全面的に出して邁進していく所存です。２年間、宜しくお願い致します。 

 



10 

 

令和３年度 第１回生涯研修講習会 
 

   学校歯科保健担当理事／今村 健朗 

 

令和３年７月１７日（土）午後３時半より、医歯薬会館にて第１回生涯研修講習会がコロナ禍での開催となりま

した。 講師に日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座教授であり、 きみつ愛児園摂食嚥下指導医の野本たか

と先生をお招きし、演題、「障害者歯科診療のススメ」についてお話し頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜講演要旨＞ 

１、 障害者とは                                                    野本たかと教授 

２、 障害者歯科治療の困難さ（知識の大切さ） 

３、 障害者歯科治療に用いる行動調整法 

４、 びっくり・どっきり 

５、 これから求められるもの（義歯とリハビリと・・・） 

 

障害者とは、先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力不全のために、通常の個人または社会

生活に必要なことが、自分自身では完全に、または部分的にできない人とのことである。 

なぜ、障害者の歯科診療が困難かと言うと、歯科医師側の問題として、障害者の実態に対する知識の欠如、

もしくは誤った理解（叩かれてしまう、嚙まれてしまう、危害を加える等）や、行動調整における効率性（収入

の問題、一時間に何名診察できるか）があり、患者側の問題として歯科治療場面における行動調整の困難さ

（小児にも当て嵌まるが障害者歯科では、それが特に助長されて提示される）、これらの問題を解決し歯科治

療を行わなければならない。 

実際に治療するにあたり、薬物を用いた行動調整法として、全身麻酔法、鎮静法（静脈内鎮静法、笑気吸入

鎮静法）、薬物を用いない行動調整法として、系統的脱感作法、ＴＳＤ法、オペラント条件付けなどがあり、歯科

治療はイメージとして大変だが（確かに困難な患者さんもいますが）、多くは良好に適応できることが解りま

した。 

そして、これからは虫歯が出来たので来院ではなく、定期的な歯科医院への通院や虫歯の治療のみで欠

損歯はそのままではなく、ブリッジ、義歯、矯正治療、いずれはインプラントなどの選択肢もある。また、窒息・

呼吸器感染の予防、丸飲みの問題に対して、摂食嚥下リハビリテーションに移り変わる必要があることを教え
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て頂きました。 

以上のように地域の歯科医師として障害者歯科治療の役割を務めていくことを勉強させて頂きました。今

後の日々の治療に生かして行きたいと思います。又、お忙しい中、学術講習会に御協力頂きました事を感謝致

します。 

 

 

 

 

 
            

成川障がい福祉担当理事 

水町前生涯研修担当理事                                    普段は野本教授らと摂食嚥下指導に従事されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
野本教授と、講習会に携わっていただいた先生方 
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口腔がん検診 
 

 

木更津市口腔がん検診      

地域保健医療担当理事／勝呂 泰樹 

 

令和３年９月１６日（木）、木更津市口腔がん検診が開催されました。場所は木更津市保健相談センター健診

室にて行われました。 

 

 

 

 

 

 

昨年度と同様にコロナ渦にもかかわらず、非常に沢山の応 

募がありました。感染予防に徹底した検診を行うために、ご協      鵜澤一弘 教授         勝呂 理事 

力いただいた先生方は大変だったと思います。募集人数は１２ 

０名とし、受診者数は１１１名となりました。 

本年度から千葉大学医学部附属病院、歯科・顎・口腔外科の鵜澤一弘教授にご協力いただくことになりまし

た。また２次検診医に千葉大学医学部附属病院医局長の伊豫田学先生、君津中央病院口腔外科部長の神津

由直先生にお手伝いいただき、口腔がん検診の周知、がん早期発見につながる、非常に実りある検診だった

と思われます。また、精密検査の必要な方は２名いらっしゃいました。 

 

 

 

 

 

 

 

検診の様子                  DVD放映による口腔がんの解説               検温と手指消毒 

 

終わりのないこのコロナ蔓延の時期にも関わらず、患者さん自身が口腔がんに関心があり、検診に申し込

まれる人たちが多いことには大変驚きでありました。実際にコロナのために病院へ行くことを控えたために、

口腔がんがかなり進行してしまった実例もあります。そのことを考えると、がんという病気には早期発見が重

要なことであり、この口腔がん検診はとても意味のあるものと思われました。 

また、集団検診は感染症のクラスターの恐れもあることから、感染予防対策を徹底しなくてはならないた
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め、主催者側のスタッフは大変だったと思います。しかし、こういったことはコロナの蔓延が無くなったとして

も、今後感染予防対策の徹底は必要なものと思います。私たちが忘れがちであった感染予防の概念をもう一

度見直す良い機会だったのかも知れません。時代の背景と同時に周知の方法、検診のやり方を少しずつ変え

ていく必要性を感じました。 

 

 

 

 
検診医の先生方と、「いち吉」の持ち帰り弁当 来年度は反省会ができるかな 

 

 

袖ケ浦市口腔がん検診      

地域保健委員会委員長／佐久間 宣行  

 

令和３年１１月１１日（木）、袖ケ浦がん検診が袖ケ浦市の根形公民館で開催されました。 

 

 

 

 

 

 

佐久間 委員長 

 

募集人数は去年より増やして 200 名とし、当日の受診者は 179 名でした。コロナ禍でしたが 300 名を超え

る申込がありましたので全員を検診したかったのですが、感染予防対策や新しい場所で勝手がわからない部

分もありましたので人数を制限させていただきました。 

木更津市がん検診と同じく千葉大学医学部附属病院・歯科・顎・口腔外科の鵜澤一弘教授にご協力いただ

きまして、同講座の伊豫田学医局長、斉藤智昭助教、君津中央病院口腔外科の神津由直部長に 2 次検診をし

ていただきました。精密検査で紹介した方は 5 名いらっしゃいました。 

検診は受診者の方の来館時間の調整や動線の確保、歯科医師会の先生方のご協力もあり非常にスムーズ

に進みました。コロナウイルス次第ではありますが、次年度はもう少し時間や動線を調整すれば募集人数を

増やせるのかなと思いました。 
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口腔がんはQOLの低下が著しいので、早期発見が重要になります。今後もがん検診などで地域医療に貢献

していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

一次検診医                   二次検診医 

上段左より                          左より 

成川芳明先生  古谷隆則先生  熊切篤先生  玉利彰良先生            伊豫田学医局長  神津由直歯科部長  

下段左より                                    鵜澤一弘教授  斉藤智昭助教 

山田遼先生 飯島達郎先生 和田雅彦先生         
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令和３年度 富津市口腔教室 

 

地域保健医療担当理事／勝呂 泰樹  

 

令和３年１０月２８日（木）、竹岡第６区集会場にて富津市口腔教室を開催いたしました。 

受講者は富津市民の竹岡地区の体操サークルのメンバー７名でした。まず最初に、私の「災害時のお口の健

康維持とオーラルフレイル」をテーマに講話させていただきました。近年災害が多く、特にこの竹岡地区は津

波の被害の恐れもあることから、このテーマを選び、過去に起きた災害被害の話から、もし災害が起きてしま

った時にはどうするのか、そして避難所生活になってしまったら口の中のお手入れの方法と重要さについて

お話をしました。後半はオーラルフレイルについてのお話をさせていただきました。続いてお口の中のお悩み

相談の時間を設け、参加者の口の中の悩み相談を受け答えし、終了いたしました。 

その後、歯科衛生士会から派遣していただいた衛生士による、お口の健康についての講話と口の健口体操

を行い終了いたしました。コロナ禍であるため、いつもよりは少人数で行い、実技などの講習は控えましたが、

中身の濃い口腔教室ができたと思います。 
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令和３年度 第２回生涯研修講習会 
 

生涯研修委員会委員長／石井 豪 

              

          

令和３年１２月４日（土）午後６時半より、医歯薬会館にて、第二回生涯研修講習会が開催されました。 

講師に千葉大学名誉教授であり、千葉大学真菌医学研究センター特任教授の丹沢秀樹先生をお招きし、演

題「果たすべき役割と今後の展開」についてお話し頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 丹沢秀樹 先生 

 

高齢化に伴い従来の歯科治療や口腔保健活動に加えて、口腔機能管理、訪問歯科への広範囲な貢献が求

められる現在、他の医療機関と連携して地域で一貫した包括ケアを行えるような歯科医療体制の必要性を

考える内容でした。 

 

口腔機能管理 

・手術目的疾患の主治医と連携して、歯科医師が診断、計画立案、指示、口腔疾患の治療、管理し治療における

副作用や合併症の予防、軽減 

・歯科医師、歯科衛生士、医師、看護師などの連携口腔ケア 

 

栄養管理（摂食・嚥下） 

・誤嚥予防の為の医科歯科連携 

・歯科医師の役割は咀嚼能力の改善、喉頭の良位を保つための補助 

・栄養サポートチームへの歯科への参加 
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地域包括ケア 

・病院を退院後に安心して療養生活を送ることが出来るような医科、歯科、薬剤、介護などでの情報共有シス

テムによる連携的包括的ケア 

 

これらの連携により、歯科医師として口腔疾患の重症化予防、口腔機能の低下への対応、生活の質に大きく

貢献できる。 

以上のように地域の歯科医師としての役割を勉強させていただきました。 

お忙しい中講習会にご協力頂きました事を感謝致します。 

 

                               

 

 

 
 

中村生涯研修担当理事                                    ～質疑応答の様子～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹沢先生へ １０年間の口腔がん検診への貢献を称え、当会より感謝状が贈られた 
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芝楽苦会ゴルフコンペ 
 

 

～R3.9.9 姉ヶ崎カントリー倶楽部～ 
 

令和３年９月９日、姉ヶ崎カントリー俱楽部にて芝楽苦会ゴルフコンペが開かれました。 

当日の天候は朝から雨でプレー時間帯の予報は雷を伴う雨とのことで、１２人のエントリーに対し６人の方が

プレーをキャンセルされ６人での試合となりました。今回市原歯科医師会の高橋啓子先生が参加され安房か

らは出口先生の参加もあり、ミニ三郡市ゴルフコンペとなりました。以下その結果です。 

 

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 須藤 正明 ４６ ４６ ９２ ２０．４ ７１．６ 

２位 原 比佐志 ５６ ４６ １０２ ２６．４ ２６．４ 

３位 出口 晃 ４５ ５０ ９５ １９．２ ７５．８ 

B.G 須藤 正明 ４６ ４６ ９２   

 

 

 

 

～R3.１２.9 鹿野山ゴルフ倶楽部～ 
 

令和３年 12月９日、鹿野山ゴルフ俱楽部にて芝楽苦会ゴルフコンペが開かれました。 

前日の大雨からうそのような快晴の好天に恵まれ少々風は強かったですが、ペリアルールで競い誰が勝つの

か全く予想のつかない中、我こそはと皆さん元気にプレーされていました。そんな風を味方に付け見事に優

勝をたぐり寄せたのは三枝先生でした。以下その結果をお知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 名前 OUT IN GROSS HDCP NET 

優勝 三枝 冨司夫 ５５ ４７ １０２ ３６．０ ６６．０ 

２位 山中 洋一 ４９ ４９ ９８ ２８．８ ６９．２ 

３位 小竹 和巳 ４７ ４６ ９３ ２１．６ ７１．４ 

B.G 出口 晃 ４３ ４８ ９１   
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優勝は三枝冨司夫先生！ 

 
須藤 正明 記 

 
 

 

 

 

当会では毎年、新千葉新聞へ新年のご挨拶を掲載しております。 

令和 4年は 1 月 5 日発行です。 

６月には健歯児童・生徒審査会を取材、掲載していただき誠に感謝しております。 
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ご挨拶 

 

冒頭でもご挨拶させていただきました、特殊歯科委員会理事の鈴木達也と申します。  

令和２年度、３年度を本来であれば忘年会の席にて表彰者の先生方をお祝いするところ、新型コロナウイル

スの影響で、残念ながら忘年会を中止せざるを得ない状況となっております。 

今回、会報の場をお借りいたしまして、お祝いの言葉を述べさせていただく事ができましたが、一日でも早

くこの状況が改善され、また皆様方と共にお祝いの席を設けられたらと切に願っております。 

受賞された先生方、おめでとうございました。 

特殊歯科担当理事／鈴木 達也  

 

 

千葉県知事表彰（口腔保健事業功労） 

山口 延善 先生  

 

 

この度、口腔保健事業功労者千葉県知事表彰をいただきました。 

表彰は例年、千葉県口腔保健大会での式典で行われてきましたが、 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため大会がオンラインでの開催となり、表彰状は後日郵送でいただ

いたので、今回、飯島先生より寄稿依頼があり、初めて受章を実感しました。 

この賞は口腔保健事業の推進に尽力したとのことで表彰されたのですが、私個人というよりも会員先生

方のご支援ご協力によって行なってきた歯科医師会の会務に対しての受賞だと思います。改めて、会員

先生方に感謝いたします。 

   歯科医師として晩年を迎えていますが、今後も地域の保健事業、会務に、微力ではありますが協力させ 

ていだきたいと思います。 

   どうもありがとうございました。 

 

 

   

 

受賞おめでとうございます 
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青木浩芳  国保功労 知事表彰 

水町裕義  国保功労 国保連合会理事長表彰   

柳川剛   国保功労 国保連合会理事長表彰 

大澤憲二  学校歯科医制度９０周年及び法人設立５０周年事業記念 （文部科学大臣） 

砂川直俊  学校歯科功労者表彰 （県歯推薦） 

（敬称略） 

 

 

富津市市制施行 50周年記念市勢功労者顕彰（敬称略）  

 熊切 篤  三枝 冨司夫  椎津 裕貴  重田 吉美  白井 義夫  中島 規男  

平川 恵敏  宮田 賢 

 

 

 

千葉県警察本部 新型コロナワクチンの職域接種（敬称略） 

奥 貴  白井 義夫  瀬戸 和仁  高橋 晃 

  

〈千葉県警察本部からの新型コロナワクチンの職域接種に係る歯科医師のワクチン接種業務

従事者（打ち手）の派遣要請による〉 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授与された感謝状とメダル 
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広域緊急援助隊合同訓練に参加して 
 

 

（富津市広域緊急援助隊合同訓練） 

 

千葉県警察嘱託歯科医（富津署所属）／三枝 冨司夫 

 

令和３年１２月１６日（木）、富津市総合社会体育館で令和３年度関東管区広域緊急援助隊合同訓練が実施さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

近年多発する自然災害（大雨や台風を起因とする土砂災害や直下型地震など）による被災現場を想定し、

大規模災害が発生すれば被害は甚大かつ深刻なものとなることが容易に想定されるため、迅速かつ的確な

活動が実施されることを目的とした、管区内各県警察の広域緊急援助隊による訓練の一環として多数遺体

取扱訓練を実施した。尚、数遺体取扱訓練において、地震、津波等の多数の死者を伴う大規模災害である過

去の自然災害人的災害の発生を想定し、警察、自治体、及び君津木更津医師会、君津木更津歯科医師会が協

力し行動できるための訓練を目的としている。 

２０２１年度は、新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延しているため個人用防護服を着用してマスクは

N95、全身をカバーするガウンを装着し、その上にエプロン、二重手袋、ゴーグルやフェイスシールド、頭部にキ

ャップ、靴カバーを装着し、感染予防対策を考慮して歯科所見採取訓練に臨んだ。この装備は平時のご遺体

からの歯科所見採取時にも感染防止策として重要となる。 

令和２年７月に厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症」により亡くなられた方及びその疑いがある人

の処置に関するガイドラインが公表されており、それを念頭において訓練を行った。 

災害時の身元確認方法として、歯科所見、指紋、ＤＮＡ型があるが、今回の訓練では歯科所見、指紋の採取が

行われた。焼死体の様にＤＮＡや指紋の採取が困難なケースでも歯は硬組織であるため、残存しているケー

スが多く、個人識別の有効な手段である。 

本訓練では、検視エリアで検察官の検視、続いて医師による検案が行われ、その後身元確認エリアで歯科

所見と指紋採取の順番で身元確認作業が行われた。 

ご遺体の１例目は震災後海面に浮遊している所をヘリにより発見された５０～７０歳代の男性身元不明遺体 

２例目は着衣、所持品により身元確認されたとの事 

３例目は、山が崩れ、土砂により生き埋めとなった６０歳代の女性 遺体が発見され、遺体安置所で夫が発

見所持品より歯科診察券を確認したとの事 

 身元確認エリアでの歯科医師は、ご遺体の口腔内の確認作業を行い、開口不良で確認できなければ開口 
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器を使用して開口させ口腔内の清掃を行い、その後に口腔内写真撮影を警察官と行った。 

 

 

 

 

 

 

 

～全身ガウンの装着と人形をご遺体と見立てた訓練中の様子～ 

 

 

 

 

 

 

 

～デンタルチャートと開口器等の検視用器具～                              遺族役 

 

今回は、準備の都合上エックス線写真撮影の訓練は行われなかった。それからデンタルチャート作成といっ

た死後記録作成を行った。３例目のご遺体の歯科治療を行った歯科医院が判明し、カルテやレントゲン写真か

ら生前のデンタルチャート生前記録を作成した。そして該当者の死後記録と生前記録との照合により身元確

認する作業訓練を行った。 

大規模災害発生の想定のもと、多数遺体取り扱い訓練ではあるが、検視・検案歯科所見（デンタルチャート）

作成など１チームを構成し、ご遺体１名につきチームで所見採取していく方法がベストであると思われる。いず

れの行程も多職種との協力が必要不可欠であり本訓練でそれを再確認いたしました。 

今後首都圏直下型地震、南海トラスト大地震など大規模災害が予測されており、有事に対して組織的対応・

情報収集・研修など、日頃からの訓練は欠かすことが出来ないと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島規男先生（左）と三枝冨司夫先生（右） 中央は天羽診療所 今村大朗医師 
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明るく楽しい臨床研修医の未来 
 

 

 

 

 
 

最近、コロナ感染者数がようやく減少し普段の生活を取り戻し始めつつも、新たにオミクロン株なる変異ウ

イルスが出現し、まだまだ油断できない状況ですね。この半年を振り返ってみれば、我が歯科医師会も総会

や講習会以外には、恒例となっている娯楽や飲食を伴う行事は一切行われませんでした。そこで今号もイベ

ント不足の会報では寂しいので、昨年同様自由投稿の場を設け、本年は会員の先生方に募集させていただい

たところ、渡邉和彦先生、高橋晃先生よりご寄稿下さいました。本当にありがとうございました！ 

広報調査担当理事／飯島達郎 

 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

 

 

 
 
 

医療法人社団青空会 渡辺歯科医院 

               渡邉 和彦 

 
 

私達の同期が卒業して４０年、あの頃は臨床実習が厳しくて国試も大変でしたが、それ以上にきちんと大学

での臨床実習の成績をクリアしないと卒業させていただけないので、患者と本気で向かい合っていました。

そのおかげで、卒業してすぐに開業医に勤務しても最先端医療や特殊な医療以外の一般歯科診療はほぼ出

来ました。今考えると有難かったように思います。 

今の卒業生は、卒業後１年間の臨床研修がほぼ義務化されています。大阪大学歯学部大学院を卒業後、厚

生省入省した平田創一朗先生が歯科医師卒後臨床研修を創案、予備研修、研修医への報酬額、資格認定、厚

生省役人として法制化しました。現在は東京歯科大学社会学科教授として現役で卒後研修の現場で活躍して

います。 

15 年ほど前に卒後臨床研修の話を聞いて、私はとても危険な嫌な感じを受けました。研修医を引き受ける

研修施設の指導医の考え方がバラバラであること、本気で厳しく指導しようと考えて昭和っぽい根性論的な
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時代に合わない指導、研修医をスタッフ 1 人の労働力としてのみ考えている施設。研修医の報酬を国が本当

に確約してくれるのか、臨床予備研修が卒業生のなかで希望者が必須ではなく任意の形で始まりました。そ

の年から私のところでも研修医を引き受けて来て、研修医を預かる難しさを実感してきました。 

2004年、2005年は任意の希望者が臨床研修をテスト的に行いました。2006年からは臨床研修が必須にな

り 1 年間の研修を終了し各大学病院の臨床研修判定委員会で、合格が認定されないと大学勤務は出来るが、

開業は認められない。研修医のお給料は国で保証する。有給は公務員の初年度と同様にする。妊娠、出産、病

気で長期の休みが必要な場合は翌年再度研修を行う。研修施設は大学病院に全て研修医は所属する事、そ

こから従属施設として認定された診療施設が研修医とのマッチングを行い、希望施設に研修医を所属大学病

院から配属される。受け入れ従属施設の研修指導医は同時に 2 名まで可能ゆえ年間に最大 6 名までの受け

入れが可能。研修期間は大学により違うが４ヶ月、６ヶ月、８ヶ月、１年がある。研修医の研修マニュアルは大変

厳しい課題が指定されている。実際に完全にクリアするのは難しいレベルである。また研修医には交通費が支

払われると助かりますと言うのが大学病院事務室からの通知でした。実際払っている施設は少ない。理由は

研修医のお給料は国で保証するという話でしたが、５年過ぎた頃から国から研修医への報酬額が減額され始

めました。大学病院が研修医への補填をしてきましたが、10 年過ぎからは半減され、従属施設と大学病院と

で補填をするという形が現在の形です。ちなみに 1 年間 6 名の研修医受け入れをした施設はほぼ 130 万円

を大学病院にお支払いしています。その他に交通費や食費で年間 100 万円の支払いが出てきます。研修医に

はお話ししていない施設が多いので、国から全額支払われていると思っている研修医が実は多い。10 年前に

東京歯科大学の研修委員会で国からの減額がこれからますます進み、全額、大学病院と従属施設が負担する

ことになる可能性があるので、平田創一朗卒後臨床研修委員長に一例として、“20 年前に私の住む木更津市

は君津市と富津市と袖ケ浦市、4 市合併が進んでいました。結局、合併は出来ず、青年会議所など推進してい

た方達はがっかりしていました。理由は国への税金の減額や沢山の補助金でした。現在の南房総市は合併が

まとまりましたが、国からの税金の減額や補助金は年々減っていき 10年後はほぼ無くなり国へ話が違うと伝

えると、当時の担当者は違う部署へ行き、話が出来なくなっていました。臨床医への対応も全く同じ流れで、”

国の役人は頭がいいので気を付けて準備して行ったほうがいい“と忠告しました。 

平田創一朗先生は、その様な時は先生方にはより良い研修医をお引き受けいただく様お願いしますと返答

しました。それを聞いて私は、ここに来ている施設の先生達は全員、研修医を守りたくてここに来ています。 

補助金が減額されて負担額が増えていけば、臨床に不得手でコミュニケーションにたけていない研修医が残

されて断られる危険性が出てきます。優秀な研修医は放っておいても自分から前に進んでいきますが不得手

な研修医は研修施設で厳しい扱いを受ける可能性がどんどん出てくることを危惧しています、と伝えた。 

今の歯科医師国家試験に合格しても歯一本抜けない、痛いところ 1つ治せない、おかしくないか。こんな国家

試験制度正しいのかな。卒後臨床研修制度がすでに 15 年経過してしまい、戻すことはすでに出来ない。なら

ばこれから卒後臨床研修に不安ながら向かってくる研修医を気持ちよく、歯科医師の素晴らしさを教えて励

ましながら前に進むお手伝いをしなければならない、と私は思う。 

賛同出来る先生は是非研修医をお引き受けいただき、大切に育てていただきたい。 
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臨床研修医の皆さん、明るく楽しい未来を切り拓いて下さい！ 

 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

 

機内でたしなむ 
あきら歯科クリニック 

                高橋 晃 

                            

 

コロナ禍では思うように出かけるのもはばかれます。それでも感染対策の重要なもののひとつの換気が

安心の移動手段として飛行機があります。航空機は構造上、常に換気が行われており、約 3 分ですべての空

気が入れ替わります。まだ海外には気軽には行けませんが国内線でのお楽しみとして私の最近のたしなみを

紹介いたします。 

旅行先での楽しみは宣言中には制限もあるわけですので、あくまで私の場合は機内で楽しみたいという

考えです。以前より航空会社のステータス（上級会員）を得るためにただ飛行機に乗りまくる「修行」と俗にい

われるように、一日に最高 9 便乗機したことも何度もあります。世界の航空会社には大きい 3 つのアライアン

スがあって、ANA 系では「スターアライアンス」、JAL 系では「ワンワールド」、そしてデルタ・大韓などの「スカイ

チーム」のステータスを保持できました。これらのステータスは専用予約デスク、予約時の優先キャンセル待ち、 

専用カウンターでのチェックイン、優先的に手荷物を受け取ることや空港ラウンジの利用という特権がありま

すが、まあこれに関してはその価値観をどう思うかでしょう。 

話を元に戻して機内での楽しみといえば、機窓からの景色がまずあげられます。また最近のエアバスのシ

ートモニターは数か所の機外カメラが楽しかったりもします。ただ天候不順な時は残念なものですが・・。また

バースデイフライトとかも、よこしまな考えでもありますが、キャビンクルーによるチヤホヤ具合もうれしく感
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じます。先日、羽田から沖縄、そして大阪経由で北海道巡って一日で 4 便乗機しましたがすべてメッセージを

いただけまして、これは飛行機でなければ味わえないことだなと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

バースデイフライトの時の嬉しいメッセージカード 

 

これはブロッケン現象といって、背後からの日光の影 

響で、影の側で光が散乱され光の輪が現れるものです 

 

それはさておき、機内での過ごし方として国内線でも機内食が出る JALでしたら幹線のファーストクラス、ANA

でしたらプレミアムクラスを好むようになりました。もちろん最初からそのクラスの料金は高額ですから、先ほ

どのステータスを利用できるものは直前のアップグレードでお得な変更を試みております。アルコールもそそ

られる銘柄であったり、料理も地上と変わらないレベルでの提供をされればもうそれでいいのですが、どうし

ても突然の揺れがつきものの飛行機ですから、プラスチックのコップの提供が多くなってきました。なので最

近は気分も上げるためにマイグラスも持参しています。 

 

 

 

 

 

 

 

食器は陶器なのに飲み物は残念なプラコップ                持参のトライタン（割れないグラス） 

     

 

 

 

 

 

 

ついシュワシュワの泡をみちゃいます                                タンブラーと桝     
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そこで、シャンパン（スパークリングワイン）用には割れないトライタンという素材のフルートグラス、焼酎用

には真空断熱タンブラー、そして日本酒用には桝。あっ、ランチョンマットにも会社のロゴが入ったやつを用意

しています。もちろん使うにあたってはお伺いしてからにしております。また、エコノミ―の場合でしたら空弁

に、今はまだ機内販売が無いので持ち込んだ缶を USBバッテリーで冷やすのも持参しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

白いマシンが缶クーラー 

 

そうして段々荷物が多くなるのが大変になりました。ちなみに sns で飛行機好きのグループがあるのです

が、先日はそのグループで総 2階建ての飛行機の A380をチャーターして、成田空港発・成田空港着での 4時

間半の日本縦断に近いフライトもありまして、国際線並みの長時間フライトで楽しく過ごせ酔えましたね。 

 

成田発成田着の 4時間        成田空港で普段は入れない管制塔の隣のランプセントラルタワーにも行きました 

半の飛行でした 

 

そんな私のたしなみですが、周囲の方に迷惑にならずにスマートに受け入れられる範囲で、ささやかな幸

せを感じていければと思っております。 
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新型コロナウイルス感染症対策のための筋肉内注射に係る研修事業 

 

厚労省から「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実施に

ついて」が発出（2021年 4月 26日）された。 

厚労省の見解によれば、医師等の資格を有さない歯科医師が ワクチン接種のための筋肉内注射を行うこ

とは医師法第 17 条に違反するが、以下の条件があれば、医師法第 17 条との関係では違法性が阻却され得

る、という。 

(1)歯科医師の協力なしにはワクチン接種ができない状況にある 

(2)筋肉内注射の経験か研修を受けている 

(3)被接種者の同意 

  

そこで、「歯科医師による新型コロナワクチン接種のための筋肉内注射に係る研修」（日本歯科医師会）と

「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射に係る実技研修」（千葉県歯科医師会）

を受講履修された郡市の 20名の先生方（敬称略） 

 

天野 好之  飯島 俊一  飯島 なおみ  大隅 季之  大野 清美  奥 貴    

鎌田 誠  川崎 正一   佐久間 宣行  椎津 裕貴  白井 義夫  勝呂 泰樹   

鈴木 健彦  瀬戸 和仁  高橋 晃  玉利 彰良  伏居 教男  水町 裕義    

吉野 智晴  渡辺栄一 
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令和３年７月２５日 小松利典先生 ご逝去 

謹んで追悼の意を表します 

この度、お二人の先生方から追悼文をいただきました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追悼 小松利典先生 

 

 小松利典先生は私の１歳年上でしたが、開業時期も歯科医師会入会も近く、どのタイミングだったかは定か

ではありませんが、同じ場所で新入会員として紹介されたのを覚えています。その後、１５年くらいは全く交流

がなかったのですが、私の知人２人と夜な夜な飲み歩いているとのことから、久しぶりにお話をさせていた

だきました。 

 私と小松先生はともに長男でありながら実家の家業を継がず、次男にそれを任せて歯科医師となったと

いう全く同じ経緯を持っておりましたが、先生は私と違って大きな荷物を背負っていたようで、交流のなかっ

た時期のご苦労を今は理解することができました。 

 その後１０年ほどにわたって、郡市歯科医師会の役員としてともに歩んできたわけですが、先生は豪胆に見
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えて、自分でできると思ったことはたとえ小さなことでも面倒くさがらず一所懸命に行ってくださいました。 

特に法人制度改革直後の会計処理と新事務所の整備は中心となって行っていただきました。ただ、かなり頑

固な性格で私と意見の食い違うことも多々ありましたが、自分の考えを押し付けることなく、衝突をさけるの

が大変上手だったように思います。 

普段は大の酒好きで４,５人でファミレスのワインを飲み干してしまったこともありましたが、普通の酒好きと

異なり異常な大食漢で、飲み終わった後は必ずコンビニ弁当を２個買って帰宅していました。また、ラーメンの

食べ歩きが大好きで目をキラキラさせながらその話をしていました。葬儀の会場でご子息がスーパーマンの

ようだったと話されておりましたが、私もそのように思います。 

病気のこととその経過については伺っておりましたが、お別れを終えた今、いろいろなことが思い出され

ます。 

ご冥福をお祈りいたします。 

原 比佐志 記 

 

 

小松っちゃんへ 

 

覚悟はしておりましたが、突然の知らせでした。 

平成 21 年に先生が学校理事、私が委員長からのお付き合いです。ほぼほぼ初めましての状態でしたが、

「どうもでーす。」といつもの挨拶で始まりすぐに打ち解けました。その後、学校、地域、会計と先生の後任の理

事を務めました。先生はきちっと、また、気配り、先読みされて会務をされるので、1 から資料を作る必要はな

く、そのまま転用しました。 

理事会後の打ち上げでは、先生、須藤ちゃん、神ちゃん、私で「朝日を見る会」と称し何度も朝まで呑みまし

た。病気ということをおくびにも出さず、痛み止めを飲みながらと後で聞き恐縮致しました。会務に復帰後、

飲み会にも参加され、水割りを薄めでお作りすると「薄いぃ～よ。」といって焼酎を自ら足していらっしゃいま

した。 

心残りとしては、呑めずじまいでしたね。遅かれ早かれ先生の所に参りますので、その時は「水町っちゃん、

来んの早えーよ」になるか「遅せーよ」になるかわかりませんがよろしくお願い致します。（敬語なんてよそよ

そしいと常々仰っていたので、表題だけ、ため口にしました。） 

理事会と私の誕生日が重なった時に鶴岡先生と伺ったお店 

がホームグラウンドみたいになりました。そのお店の方に送 

った文で締めたいと思います。 

Mr.Komatsu passed away on July 25. 

May he rest in peace. 

 

水町 裕義 記 

 

 

                          ～小松先生のご冥福をお祈りいたします～  
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 理事会報告 
 

第 5 回理事会報告 

                      令和 3年 7月 3日(土)19:28～21:30 

医歯薬会館 1 階会議室 

一． 開会                                                     神副会長 

二．挨拶                                                古谷会長 

三．報告 

 1. 6/3(木) 新規個別指導対策勉強会                                        熊切専務理事 

   19時 30 分より。松葉理事、河野委員長が担当。 

 2. 6/4(金) 令和 3年度木更津市献血推進協議会総会(書面開催)            古谷会長 

 3. 6/5(土) 第 15回臨時総会(医歯薬会館 3階大教室)                    神副会長 

   19時より。24 名出席。 

 4. 6/9(水) 広報委員会(医歯薬会館 3階大教室)                         飯島理事 

   19時 30 分より 21時 20分まで。10 名出席。会報 87号の校正。 

5. 6/14(月) 地域救急医療協議会                                 熊切専務理事 

  原前会長が出席。 

6. 6/17(木) 令和 3年度第 2回自立支援のための地域ケア会議(富津市)             熊切専務理事 

  水町前理事が出席。 

7. 6/19(土) 第 16回定時総会(医歯薬会館 3階大教室)                       神副会長 

19時より。30 名出席。 

 8. 6/19(土) 第 4 回理事会                                   神副会長 

 9. 6/24(木) 第 173回定時代議員会(県歯会館)                          古谷会長 

   原前会長、古谷会長、神副会長の 3名出席。 

 10. 6/24(木) 第 1回木更津市食育推進協議会(木更津駅前庁舎)                  古谷会長 

   14 時より 15 時 30分まで。 

 11. 6/24(木) 一般健診(君津健康センター)                            高浦理事 

   175 名受診。 

 12. 6/25(金) 君津市介護保険運営協議会(書面開催)                     熊切専務理事 

   原前会長が出席。 

 13. 6/29(火) 酸蝕症検診依頼(袖ケ浦さつき台病院健診センター)                  勝呂理事 

   長浦マリン歯科－山中 太郎先生が担当。 

 14. 6/29(火) 令和 3年度第 1回君津地域保健医療連携・構想調整会議              熊切専務理事 

   原前会長が出席。                   (書面開催) 

 15. 6/30(水) 会報 87号発行                                 飯島理事 

  16. 7/1(木) 木更津市在宅医療連携推進協議会(桜井公民館)                    成川理事 
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 17. 7/2(金) きみつ愛児園 摂食嚥下指導                             成川理事 

   日大松戸 遠藤先生を中心に個別 6名、集団 4 名、計 10 名に指導を行った。 

四．協議 

 1．福祉共済の会費について                                    勝見理事 

      今年度より月額 200 円とする。 

   今後、共済給付金等の申請書を作成していく。 

   死亡共済前渡し金(10 万円)について、現在 18 名が該当。 

2．令和 3年度第 1 回生涯研修講習会について                            中村理事 

  7/17(土)を 15 時 30分より。上限 40名とする。 

講師の謝礼について、会場設営、進行・役割分担について確認。 

3．木更津市口腔がん検診について                                        勝呂理事 

  9/16(木)を予定。 

募集人数 100 名→120 名へ変更。受付時間 9時→9時 30 分へ変更。 

受診後のアンケートは廃止とする。 

設営(動線)・健康教育の内容等は今後検討とする。 

4．酸蝕症検診(集団検診)依頼について                                勝呂理事 

  三愛プラント工業株式会社より見積書の依頼があった。 

  集団検診の金額について確認。 

 5．救急薬剤の補充について                                         古谷会長 

   救急薬剤を使用し、補充する際は、事務局に在庫があるので、事前に連絡を行い、 

各自で取りに来てもらう事とする。 

 6．君津木更津歯科医師会行事予定について                                 熊切専務理事 

   1 年間の行事日程を確認。 

 7．委員会編成について                                            神副会長 

   各委員会の委員長選任について検討。 

五．閉会                                               長谷部副会長 

 

 

第 6 回理事会報告 

                      令和 3年 8 月 4 日(水)19:33～20:52 

  Web会議 

一．開会                                           長谷部副会長 

二．挨拶                                             古谷会長 

三．報告 

 1. 7/7(水) 袖ケ浦市献血推進協議会(書面開催)                              砂川監事 

 2. 7/15(木) 富津市自立支援のための地域ケア会議                      熊切専務理事 

 3. 7/17(土) 第 1回生涯研修講習会(医歯薬会館 3階大教室)                    中村理事 

   33名出席。 
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 4. 7/17(土) 生涯研修委員会(医歯薬会館 3階大教室)                       中村理事 

   6名出席。石井 豪先生が委員長に就任。 

5. 7/19(月) 令和 3年度第 1回健康づくり推進協議会(書面開催)                熊切専務理事 

6. 7/20(火) 会館運営委員会(医歯薬会館 1階会議室)                       古谷会長 

  19時より 19時 30 分まで。 

古谷会長、神副会長、長谷部副会長の 3名出席。 

新役員の紹介および会館内のエアコン購入について。 

7. 7/20(火) 袖ケ浦市自立支援型地域ケア会議(Zoom会議)                       砂川監事 

 8. 7/21(水)、7/27(火) 特殊歯科検診(勝呂歯科医院)                        勝呂理事 

   二瀬窯業より検診依頼。21日 2名、27日 2名の計 4名を検診。 

 9. 7/27(火) 会費引き落とし                                         勝見理事 

   会員の 2名引き落としができなかったため、直接振り込んでもらう事とする。 

 10. 7/29(木) 国保組合会議(県歯会館)                             成川理事 

   14 時より。成川理事、大野先生の 2名出席。 

 11. 7/29(木) フッ化物洗口推進会議(県歯会館)                          今村理事 

 12. 7/31(土) 会報 87号 50 部製本完成                            飯島理事 

 13. 8/2(月) 第 3回富津市在宅医療・介護連携推進会議(Web会議)                    熊切専務理事 

   熊切専務理事、水町先生の 2名参加。 

四．協議 

 1．木更津市口腔がん検診について                                       勝呂理事 

      9/16(木)を予定。 

   会場設営の担当者および各々の役割を確認。 

   待合室のレイアウト(健康教育の内容)は検討中。 

2．年末年始休日当番医について                                    高浦理事 

  今年度の当番医の選出を 4 市行政担当者の先生方に依頼。 

  期日については 9月上旬とする。 

3．富津市口腔教室について                                          勝呂理事 

  10月～11 月を予定している。 

4．三愛プラント工業 特殊歯科(集団)検診について                                勝呂理事 

  12/16(木)に行う予定。人数は 40名～50 名を予定。 

 5．フッ化物洗口について                                              今村理事 

   袖ケ浦市、富津市の小学校を対象に検討。 

 6．障がい施設の歯科治療について                                          成川理事 

   令和 4 年度末で事業を終了する、千葉県袖ケ浦福祉センター診療室の 

   歯科患者紹介について。 

   現在、新患の受け入れを行っていないとの事で、新患の受け入れを袖ケ浦市内の 

   歯科医院で可能かどうか。今後検討とする。 

五．閉会                                                    神副会長 
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第７回理事会報告 

                      令和 3年９月１日(水)19:39～20:25 

 Web会議 

一．開会                                             神副会長 

二．挨拶                                             古谷会長 

三．報告 

 1. 8/5(木) 郡市会長・専務理事会議(Web会議)                               古谷会長 

   14 時より 16時 30 分まで。 

 2. 8/5(木) 木更津市在宅医療連携推進協議会(Web会議)                          成川理事 

 3. 8/5(木) 袖ケ浦市口腔がん検診打ち合わせ                          勝呂理事 

 4. 8/13(金) 県歯児童審査会優秀者ポスター配布                                飯島理事 

5. 8/16(月) 令和 3年度第 2回富津市介護保険運営協議会                            熊切専務理事 

6. 8/16(月) 訪問歯科診療依頼                                            勝呂理事 

  木更津クリニック訪問看護部より依頼があり、鈴木歯科クリニックを紹介。 

7. 8/16(月) 酸蝕症検診依頼                                   勝呂理事 

    コープ商事物流より依頼があり、長浦マリン歯科を紹介。 

8. 8/17(火) 令和 3年度第 2回君津地域保健医療連携・地域医療構想調整会議             古谷会長 

(書面開催) 

 9. 8/17(火) 袖ケ浦市自立支援型地域ケア会議(Web会議)                           砂川監事 

   19時より。 

 10. 8/27(金) 令和 3年度第 1回袖ケ浦市防災会議(書面開催)                  砂川監事 

四．協議 

 1．新入会員について                                        熊切専務理事 

   あすなろクリニック 歯科・歯科口腔外科 小倉 基先生の入会承認となる。 

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

  同日に各委員会を予定している。 

(総務・社保・学校歯科・地域保健・医療管理・特殊歯科) 

レイアウトを再度確認。 

今回は感染予防のため、クリアファイルは廃止とする。 

3．袖ケ浦市口腔がん検診について                                 勝呂理事 

  11/11(木)を予定。 

募集人数は 180名から 200 名に変更。 

会場は袖ケ浦市保健センター(改装工事の為)から根形公民館へ変更。 

 4．生涯研修講習会について                                   中村理事 

   12/4(土) 17時より医歯薬会館 3階大教室で開催予定。 

5．社保講習会、新年会について                                 松葉理事 

  社保講習会は昨年と同様に Web配信を予定。 

  新年会は中止の予定。 
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 6．年末年始休日診療当番の進捗状況について                           高浦理事 

   4市の当番医が決定。 

 7．会報 88 号について                                      飯島理事 

   自由投稿および表紙の写真を各会員の先生方へ募集する事とする。 

 8．富津市広域緊急援助隊合同訓練について                          熊切専務理事 

   12/16(木) 13時より 16時までを予定。 

   郡市歯科医師会より協力医への手当について。 

 9．医師会・歯科医師会・薬剤師会の共同講習会について                       熊切専務理事 

   東和薬品より、認知症・オーラルフレイルに関する講演会の開催依頼。 

   11月以降を予定。 

   医師会から袖ケ浦さつき台病院 細井 尚人先生の認知症関連の講習会を予定。 

   歯科医師会へ講師の依頼があり、講師の選出を今後検討とする。 

五．閉会                                           長谷部副会長 

 

 

第８回理事会報告 

                      令和 3年 10 月 2日(土)19:28～21:37 

 医歯薬会館 3階大教室 

一．開会                                           長谷部副会長 

二．挨拶                                             古谷会長 

三．報告 

 1. 9/2(木) 国保組合役員選任会議(県歯会館)                                 成川理事 

   14 時より。 

 2. 9/2(木) 木更津市在宅医療・介護連携協議会                             成川理事 

 3. 9/2(木) 社保個別勉強会                                    松葉理事 

   松葉理事、河野委員長の 2名が担当。 

 4. 9/16(木) 合同委員会(木更津市保健相談センター健診室)                  熊切専務理事 

(総務、社会保険、学校歯科、地域保健、医療管理、特殊歯科) 

   総務－6名、社会保険－7名、学校歯科－6名、地域保健－10名、医療管理－7名 

   特殊歯科－6名の参加。 

5. 9/16(木) 木更津市口腔がん検診(木更津市保健相談センター健診室)                   勝呂理事 

  9時 30 分より。受診者 111名。 

6. 9/16(木) 第 174 回臨時代議委員会(県歯会館)                               古谷会長 

  古谷会長、神副会長、熊切専務理事の 3名出席。 

7. 9/16(木) 医師会在宅リーダー会議                                  成川理事 

 8. 9/27(月) 令和 3年度木更津市健康づくり推進協議会(書面開催)                    古谷会長 

 9. 9/27(月) 令和 3年度第 2回袖ケ浦市認知症施策推進検討委員会(Web会議)                    砂川監事 

 10. 9/30(木)  袖ケ浦市口腔がん検診第 2回打ち合わせ(根形公民館)                       勝呂理事 
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      勝呂理事、佐久間委員長の 2名参加。 

 11. 9/30(木) 君津木更津地区ケアマネージャー連絡協議会                        成川理事 

   今後、歯科での多職種連携情報共有システム(バイタルリンク)の導入について。 

 12. 9/30(木) 郡市社保担当理事連絡協議会(Web会議)                       松葉理事 

四．協議 

 1．木更津市口腔がん検診－反省点と今後の展望について－                         勝呂理事 

   会場の規模に比べ、協力医の人数過多を認めた。 

   来年度より健康教育の時間帯を設けるか今後検討とする。 

   レイアウト(動線)を再度検討とする。 

   義歯の取扱いについて 

本人で着脱を行ってもらう事に決定とする。その際、手指消毒を徹底とする。 

2．袖ケ浦市口腔がん検診について                                 勝呂理事 

  11/11(木)を予定。レイアウト・感染予防対策の確認。 

3．富津市口腔教室について                                             勝呂理事 

  10/28(木)を予定。会場は竹岡第六区集会所を予定 

 4．災害対策担当者連絡協議会について                                    松清理事 

   11/4(木)を予定。 

5．生涯研修講習会について                                     中村理事 

  12/4(土)18 時 30分より開始予定。 

 6．社保講習会開催方法について                                  松葉理事 

   1/22(土)を予定。 

   Web開催を予定していたが、新型コロナウイルスの感染状況により 

   通常開催も今後検討とする。 

 7．木更津市障がい者治療について                              長谷部副会長 

   市からの紹介の対応について今後検討とする。 

   基本的に介護マップを参考とする。 

 8．福祉共済について                                     勝見理事 

   福祉共済費の金額について検討。 

   共済給付金の弔慰金の金額の変更について検討。 

 9．令和 3年度富津市広域緊急援助隊合同訓練手当について                  熊切専務理事 

   郡市歯科医師会より手当を支給。 

   金額について検討。 

 10．会員名簿作成について                                   飯島理事 

   役員名簿および対外各種委員名簿の確認。 

五．閉会                                                      神副会長 

 

 

第 9 回理事会報告 
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                      令和 3年 11 月 6日(土)19:30～21:05 

医歯薬会館 1 階会議室 

一．開会                                              神副会長 

二．挨拶                                              古谷会長 

三．報告 

 1. 10/7(木) 木更津市口腔がん検診反省会(木更津市役所)                              勝呂理事 

 2. 10/7(木) 富津市口腔教室事前打ち合わせ                               勝呂理事 

 3. 10/14(木) 木更津食育推進協議会                                 古谷会長 

   欠席。 

 4. 10/14(木) 郡市総務・医療管理担当者連絡会議協議会(Web会議)                  松清理事 

   15 時より 17時まで。 

ICT化について。 

5. 10/28(木) 令和 3年度第 5回自立支援のための地域ケア会議                  熊切専務理 

6. 10/28(木) 富津市口腔教室(竹岡第 6区集会所)                         勝呂理事 

  13時より 15 時 30まで。 

  災害時の口腔の健康維持とオーラルフレイルについて。 

7. 11/1(月) 令和 3年度君津子どもを守る地域ネットワーク代表者会議                       神副会長 

  欠席。 

 8. 11/2(火) 木更津市要保護児童対策地域協議会代表者会議(木更津朝日庁舎)                      古谷会長 

   14 時より 15 時まで。 

 9. 11/4(木) 郡市災害対策担当者連絡協議会(Web会議)                            松清理事 

   14 時より 16時 30 分まで。 

   災害時の連絡網の重要性について。 

四．協議 

 1．袖ケ浦市口腔がん検診について                                         勝呂理事 

   協力医の持参物(スリッパ等)の確認。 

   設営および片付けのタイミングの確認。 

2．袖ケ浦福祉センター意見交換について                                 熊切専務理事 

  11/11(木)13時より、袖ケ浦福祉センターの理事長および竹蓋先生と面談予定。 

  副会長および専務理事が出席予定。 

3．生涯研修講習会について                                         中村理事 

  12/4(土)18 時 30分より開始予定。 

司会進行の確認。 

 4．功労者表彰について                                          鈴木理事 

   功労者の人数確認。会報誌に掲載を予定。 

5．郡市地域保健担当者連絡会議協議会(Web開催)について                              勝呂理事 

  1/20(木)を予定。 

  要望書について検討。 
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 6．社保講習会について                                      松葉理事 

   1/22(土)16時より開始予定。 

   Web配信(録画)を行うか今後検討。 

   会場人数を 70 名程度の上限とする。 

 7．令和 3年度会員名簿について                                   飯島理事 

   掲載内容、発行部数の確認。 

 8．診療所での抗原検査実施について                              熊切専務理事 

   歯科医師会からは特に規制はない。 

各歯科医院で実施をするか否かは判断してもらう。 

 9．新型コロナウイルスワクチン接種 3回目について                                  神副会長 

   君津市役所より君津市の医療従事者等接種予定者リストの作成、提出依頼があった。 

   期限は 11/9(火)とする 

 10．君津市保育園委嘱医について                                         神副会長 

   現在の君津市立保育園委嘱医(歯科医)の状況確認。 

 11．福祉共済について                                       勝見理事 

   弔慰金の一部変更について、決定となる 

   配偶者 30,000円＋花輪→20,000円＋花輪又は 30,000 円へ。 

   1 親等の親族(当地区) 20,000 円＋花輪→10,000円＋花輪または 20,000円へ。 

 12．令和 4年度富津市口腔教室について                                   勝呂理事 

   年 3回を予定している。 

 13．企業健診、特殊歯科健診について                                   勝呂理事 

   企業健診は各歯科医院で対応し、特殊歯科健診は歯科医師会の対応とする。 

五．閉会                                           長谷部副会長 

 

 

第 10 回理事会報告 

                      令和 3年 12月 1日(水)19:30～20:40 

医歯薬会館 1 階会議室 

一．開会                                          長谷部副会長 

二．挨拶                                             古谷会長 

三．報告 

 1. 11/11(木) 袖ケ浦市口腔がん検診(根形公民館)                                   勝呂理事 

   9時より 12時まで。179名受診。そのうちの 5 例紹介した。 

 2. 11/11(木) 歯科医師会国保組合支部長連絡協議会(県歯会館)                   古谷会長 

   14 時より 16時まで。出席者－古谷会長、勝呂理事 

 3. 11/11(木) 袖ケ浦市福祉センター・理事長、事務長、歯科職員 4 名会談  

                    (袖ケ浦市福祉センター)                熊切専務理事 

   出席－神副会長、長谷部副会長、熊切専務理事 
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 4. 11/12(金) 君津市令和 3年度第 1回支援型個別地域ケア会議(Web会議)               神副会長 

   13時 30 分より 15 時まで。 

5. 11/17(水) 会員名簿 170 部発行                                         飯島理事 

6. 11/18(木) 富津市自立支援のための地域ケア会議(富津公民館)                  熊切専務理事 

7. 11/22(月) 県歯在宅歯科医療連携室からの訪問診療依頼(君津市)                  勝呂理事 

  抜歯依頼があり、鈴木歯科クリニックへ紹介した。 

 8. 11/26(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 7名へ指導。 

 9. 11/26(金) 生涯研修委員会                                             中村理事 

   生涯研修講習会の打ち合わせ 

   中村理事、石井 豪委員長、他委員 2名出席。 

四．協議 

 1．生涯研修講習会について                                             中村理事 

   12/4(土)予定、司会進行の確認。 

2．令和 4年新千葉新聞広告掲載について                                 飯島理事 

  前年度と同様、掲載とする。 

3．袖ケ浦市口腔がん検診反省会について                                 勝呂理事 

  2次検診医の駐車場誘導係について、次回より配置を検討。 

  雨天時の駐車場(1次検診医、協力医)について検討。 

  受診者数の上限について検討。 

 4．袖ケ浦市福祉センター歯科診療室の閉鎖に伴う患者受け入れについて                         神副会長 

   竹蓋先生および歯科職員(DH)より、説明会の開催を検討。 

5．令和 4 年度からの健歯コンクールについて                                        今村理事 

  前年度と同様、新型コロナウイルスの感染予防のため、式典は中止。 

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

   1/22(土)を予定、司会進行の確認。 

 7．年末年始休日当番医について                                            高浦理事 

   当番医および感染予防対策、注意事項の確認、検討。 

 8．君津市新型コロナワクチン 3 回目接種について                                   神副会長 

   2月中旬より、君津市生涯学習交流センターにて接種開始予定。 

五．閉会                                                    神副会長 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

小倉
おぐら

 基
もとい

 先生（君津市） 
 

あすなろクリニックの小倉基と申します。 

この度は、君津木更津歯科医師会へ入会させて頂き誠にありが 

 とうございます。 

私は医療法人鉄蕉会亀田総合病院所属として令和 3年 4月 1                   

日より異動・出向で医療法人君津あすなろ会あすなろクリニック    

（整形外科、内科、歯科・歯科口腔外科、リハビリテーション科、通 

所リハビリテーション）へ歯科口腔外科部長の立場で勤務してい 

ます。あすなろクリニックは今までも提携病院として亀田総合病 

院が歯科医師を派遣する形で歯科を行ってきましたが、今回の 

動きにより、口腔外科としての機能を強化し、地域の中で 1.5次 

医療機関を目指して行きたいと思っています。 

私の生まれは和歌山県新宮市ですが、人生の大半を千葉県の多数の地域で過ごしてきました。1997 年に

東京歯科大学を卒業し、東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科へ入局しました。まだ、いわゆる体育会系

的なノリが多く残り、様々な業務で多忙だった 4年目の暑い夏、突然、亀田総合病院口腔外科より若手医局員

派遣の要請があり、大学所属のまま、家族と共に市川市から鴨川市へ出向し転居しました。その後、数年して

亀田総合病院の口腔外科所属として完全に就職しました。亀田総合病院口腔外科では、執刀医として様々な

経験をさせて頂き、熱く充実した日々を過ごしました。しかし 2003 年梅雨の時期、茂原市にある提携する医

療法人天榮会茂原機能クリニック（整形外科主体の有床診療所）へ突然のピンチヒッター的な異動があり、し

かしすぐに常勤医となり、ここで所属長として 18 年間勤務しました。これらの急な異動がありましたが、見守

って頂ける大先輩や仲間のおかけで、本院である亀田総合病院口腔外科との関係だけでなく、東京歯科大学

オーラルメディシン・口腔外科学講座へ社会人専攻生として再入局し、臨床と学術の両立を進めることができ、

日本口腔外科学会口腔外科専門医、日本顎顔面インプラント学会認定専門医、博士号（脳活動と嚥下）を習得

させて頂きました。そして、地域においては茂原市長生郡歯科医師会の委員として様々な事業への活動や多

くの先生方との口腔外科専門医としての連携医療を行いました。 

プライベートとしては、家族4人、茂原市に家を建てました。趣味は、茂原市長生郡歯科医師会のハードスポ

ーツ部門!?に誘われて始めたマラソンでしょうか（あまり速くはないです。現在コロナ禍のため軽いランニン

グ程度。）。今回、千葉県民マラソン、アクアラインマラソンのお膝元に来られた気持ちです。しかし、本来は歴

史本を読んだり、絵などを描くのが好きな文化系だと思います。今は特に iPad でイラストを描くのにハマって

います。 

君津木更津歯科医師会の地域は、広大な医療圏であり、外房との違いを感じています。歯科医師会会員先

生方のご指導、ご鞭撻を頂き、頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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〒２９９－１１５２  

君津市久保１－２－２ あすなろビル 

医療法人社団君津あすなろ会  

あすなろクリニック 歯科・歯科口腔外科 

TEL 0439-50-0101   FAX 0439-50-0707 

 

 

 

 

会員の動向 
 

閉院 

吉田歯科医院（木更津市） 令和３年６月３０日付 閉院 

物故会員 

小松 利典先生（木更津市） 令和３年７月２５日 ご逝去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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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編集後記 
 

突然だが、千葉県歯科医師会に入会している先生は、かつて県歯からこのような文書が送られてきたのを

覚えているだろうか？ 

 

 

これは平成２８年に実際に日本歯科医師会から県歯を通じて我々の元に送られてきた、注意喚起を促す文

書である。要約すれば、NTTの代理店と名乗る業者からあの手この手を使って高額リースを組まされる、悪質

な契約に注意せよという内容だ。このケースのタチの悪いのは、詐欺行為と立証することが難しく、法の網を

くぐり抜けていつの間にか契約させてしまうという所だ。そもそも何故こんな契約を簡単に結んでしまうの

か？答えは簡単で、ざっくり言えば「欲」があるからではないか？「今お使いの電話料金が安くなりますよ」

と、しかも NTTと誰もが知る大手企業の名前を出されたら、話だけでも聞いてみようと思ってしまうこともあ

るのではないか？ 

実はお恥ずかしい話、私自身も似たような契約を一度結んでしまったことがある。今からもう１０年以上も

前の話だが、私が実家の医院に戻った頃、当時としても既に 70歳を超えて働いていた両親の元に毎日のよ

うに営業電話が鳴り、時には契約を勝ち取るために営業マンが直接医院まで訪れてきたこともあった。対象

が老夫婦であるのをいい事に、診療しているチェアのすぐ後ろで、二人組の営業マンが壁伝いにいつまでも

突っ立っていた。当時ここで既に３０年近く働いてきた両親（ちなみに私の母親は歯科衛生士）にとっては、と
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にかく今までのスタイルは変えたくない、余計な物を導入したくないと帰るまで彼らを無視し続けていたの

だが、ネットはおろかＰＣすら置いてなかった当時の医院に、これから絶対必要とされる様々な機器のデジタ

ル化やネット環境の整備に向けて、せめて電話だけでもデジタル回線を導入すべきだと考えていた私は、人

の話を信じやすい性分もあってつい話を聞いてしまったのである。ご丁寧に契約書の最後には「無茶な説

明、強要するような契約をしましたか？」という項目にしっかり「いいえ」とチェックさせるのだ。当院は隣接す

る自宅と併せて共有できるビジネスフォン（以下 BPと記す）が７台もあり、回線工事の契約を交わした後日、し

れっと新機器の BPを同台数持参してきた。その時は不思議と違和感がなかったのを覚えている。 

向こうの業界では BPを所有している企業のリストでも情報共有しているのか、直接 

訪れた時に瞬時に目視したのかわからないが、その後はしばらく先方が持ってきた BP 

を快適に使用していた。 

問題はここからである。私には学生時代から親しくしている同期の悪友がおり、何気 

なくこの話をしたところ、「先生やっちゃったね…」と。つまり、何の疑いもなく高額リースを組まされていたこ

を組まされていたことを知らされた。最初はわけがわからなかったが、現実を知ってしばらく落ち込んでい

た。しかし同じ過ちは繰り返さんと、私はこの件について徹底的に調べ上げた。 

BP７台を 6年のリース契約でいったいどのくらいの費用がかかるのか、試算では確か６０～８０万円ぐらいだ

ったと思うが、結果２００万円近く支払ってしまっていたのである。その後法テラスや弁護士にも相談したが、

最初に触れたようにこれを完全な詐欺行為と立証するのは難しく、その悪友にはメタボン１本１００万円でやる

歯医者がいても別に違法ではないのと一緒だと言われてしまった。皆さんもご存知の通り、一度詐欺にあっ

た被害者はカモリストに入れられ、調子に乗ってか今度は当時ひかり回線が開通したばかりの富津市に乗じ

て、この地域はウイルス対策が安定していないのでと、３０人規模対応の法人用ルーターを持ってきた。何と

も馬鹿げた営業である。 

リースの切れる頃に新たな継続契約の電話が鳴り、同属の会

社からは「LED」だとか「Wi-Fi」だとか時代に合ったキーワードを

巧みに並べてしつこく絡んできた。今では私もそこそこ歳を取

り、いちいち電話口で喧嘩する気力もなくガチャ切りするのもど

うかと思うので、そんな電話にうっかり自分で出てしまった時は

「私は事務長ですので、院長に伝えておきます」と、これでもか

と丁寧に対応して二度と出ないようにしている。これが私にとっ

て一番ストレスの溜まらない断り方である。 

重量２kg もある大型ルーター こんなも         その業者の名誉のために言っておくが、決して詐欺行為をして 

の一体どこの個人事業主が使うというのだ      いるわけではない。しかし、このような事例は忙しく、比較的金銭

にゆとりのある医師や歯科医師(?)は恰好の標的にされやすい

ようなので、皆様もぜひ注意していただきたい。                                                                                                                                                                                                                                                       

広報担当理事２期目に突入し、編集後記として今回の内容が相応しいかわかりませんが、せっかく年二回 

発行する会報です。少しでも読んでいて面白いと思われるよう作り上げていきますので、皆様にもご協力の

程、宜しくお願いします。 

 

飯島 達郎 記 
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★表紙コメント★ 

10 月 1 日、ポルシェが世界で 9 番目に展開するブランド体験施設「ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京」

を木更津市にオープンしました。輸入車ブランドが国内にこのような規模のスポーツドライビング施設を建設

することは日本で初めてです。また同日、周辺の市道 125 号線の一部（１km,道路標識は 7 本）が「ポルシェ通

り」と命名されました。 

                                      （撮影/高橋 晃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京」木更津市伊豆島中ノ台 1148-1 

トラック：全長 2.1km 

ウェブサイト URL：https://porsche-experiencecenter-tokyo.jp/ 
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君津木更津歯科医師会事務局 

〒２９２－０８３２ 

木更津市新田３－４－３０ （医歯薬会館相談室） 

                     TEL ０４３８（３８）５７２５  FAX ０４３８（３８）５７２６ 

（受付 月・水・木１０：００～１５：００ 火・金１０：００～１２：００） 

E-mail : kkdental@nifty.com 
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君津健康センターでは、『総合健診』を準備し、皆様のご利用をお待ちしています。

〇予約　　　　　　随時受付（平日８時３０分～１７時００分）

〇健診場所　　　君津健康センター　君津診療所　（受付は２階フロアー）

〇検査内容と料金

種類 料金（円）

Aコース ５６，９８０

上記Ａコース検査項目及び、胃内視鏡検査（胃部Ｘ線検査は無し）

１０，４５０

１０，７８０

１，７６０

〇千葉県歯科医師国民健康保険組合の補助について

組合補助金額（円）

　　第1種組合員（74歳まで） ５０，０００

　　35歳～74歳までの第2種組合員及び家族 ４５，０００

　　35歳未満の第2種組合員及び家族 ２０，０００

　備考

　※受診時点で75歳以上の方は組合の補助はありません。

　※組合補助金額は年度内（4月1日～翌年3月31日）の補助金額です。　受診時点での年齢補助金額となります。

〇申し込み方法
　 君津健康センターへＴＥＬまたはＦＡＸにてお申し込みください。
　　担当：事業課（吉田）　　　TEL　0439-55-6811　　FAX　0439-55-6813

※他の補助制度（婦人科クーポン券など）を併用した受診はできません。

国保組合補助対象者

　一般財団法人君津健康センター　　　君津健康センター 君津診療所　　

　　　　　　　　　〒299-1141　千葉県君津市君津１番地

　　　　　　　　　お申込み・問い合わせ先　：　TEL 0439-55-6811　　FAX 0439-55-6813

料金及び組合補助金額はすべて消費税10％込みの金額です。

婦人科検診Ｂ　　乳房エックス線検査＋子宮内診　※女性のみ

喀痰細胞診検査（サコマノ式喀痰検査）

６１，４３５

総合健診のご案内

みなさまの笑顔とともに　健康づくり　環境づくり

Bコース

追加項目

検査内容

身体計測、診察、血圧、視力検査、胸部Ｘ線検査、心電図検査、聴力検査、尿検査、腹部
超音波検査、胃部Ｘ線検査、肺機能検査、眼底カメラ、大腸がん検査、血液検査（肝機能、
腎機能、脂質、血糖、貧血、Ｂ型肝炎ウィルス検査）、眼圧検査、ペプシノゲン、腫瘍マー
カー（ＡＦＰ、ＣＥＡ、ＣＡ19-9）、炎症、リウマチ、
※ＰＳＡ（男性のみ）、※骨密度（女性のみ）、保健指導、医師による面接指導

※胃内視鏡検査で、希望により病理組織検査を実施する場合がございます。
　 その場合、病理組織検査費用が診療報酬扱いになりますのでご留意ください、

婦人科検診Ａ　　乳腺超音波検査＋子宮内診　　　※女性のみ


