
平成２８年度公益社団法人相模原市歯科医師会事業報告 

 

平成２８年度は、市民が健康で安心して暮らすことができる地域社会づくりに引続き貢

献するため、これまで取組んできた歯科保健医療に対する市民の多様なニーズに適切に対

応するとともに、市民のライフステージに応じた各種健診等の事業、更には相模原口腔保

健センター事業である休日急患歯科診療事業、障害者歯科診療事業、訪問歯科事業など市

民生活に対応した諸事業の着実な推進を図りました。 

平成２８年度は、これまでの歯科保健医療への取組みと併せて、次の視点に基づく事業

を展開しました。 

 

１ 相模原口腔保健センター機能の充実発展 

障害者歯科診療事業において、全身管理のための静脈内鎮静法の定着化を進めるとと

もに、全身麻酔下での歯科診療も実施いたしました。また、訪問歯科事業においては、

４施設の入所高齢者に対する歯科診療、口腔ケアの着実な推進を図りました。更に神奈

川県からの委託を受け本会で開設された「在宅歯科医療地域連携室」を活用し、事業の

推進向上に取組みました。 

 

２ 相模原市の歯と口腔の健康づくりに関する条例の制定及び推進計画の策定等の促進 

「全身の健康に寄与する歯科保健医療」の観点に立って、相模原市民一人ひとりのラ

イフステージに応じて計画的かつ一体的に対応できる歯科保健医療体制の構築を図るた

め、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを、市民、行政及び本会をはじめとする

保健医療関係者が連携して、総合的かつ計画的に推進することなどを定める相模原市独

自の歯と口腔の健康づくりに関する条例の制定と、平成２６年３月に策定された推進計

画の施策推進に向けての取組みを行いました。 

 

３ 歯科保健啓発事業の充実 

市民の生涯にわたる歯と口腔の健康を保つための啓発活動として８０２０運動のほか、

各種団体との連携や家庭・学校との連携による歯科保健啓発、「お口の健康教室」などに

よる高齢者等への歯科保健事業の推進に取組んでまいりました。 

 

４ 本会の組織強化 

組織運営基盤の強化を図るため、本会への入会促進を積極的に行うとともに、各種講

習会・研修会等の開催や会報・ホームページ等による情報提供を通じて、会員が本会活

動に参加しやすい環境整備に努めてまいりました。また、新入会員を対象に、本会事業

に関する研修会を開催しました。 

会員数の推移は次の表のとおりです。           （各年度末の人数） 

 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 

会  員  数 ２７７人 ２７９人 ２８２人 ２８１人 ２８９人 

年度中の入会 ７人 ８人 ８人 ３人 １３人 

年度中の退会 ４人 ６人 ５人 ４人 ５人 

年度中の増減 ＋３人 ＋２人 ＋３人 －１人 ＋８人 

 



＜公益目的事業＞ 
 

◎休日急患歯科診療事業運営委員会 

理事：市川和央 委員長：高田 覚 委員：山本一民、大嶺秀樹、覚知雅博、後藤哲人、梶野 裕 

平成２８年 ４月１８日 第１回運営委員会 

５月 ９日 第２回運営委員会 

６月 １日 第３回運営委員会 

７月 ６日 第４回運営委員会 

８月 ３日 第５回運営委員会 

９月 ７日 第６回運営委員会 

１０月１２日 第７回運営委員会 

１１月 ４日 第８回運営委員会 

１２月 ７日 第９回運営委員会 

１２月１８日 第１０回運営委員会 

平成２９年 １月１１日 第１１回運営委員会 

１月２２日 第１２回運営委員会 

休日急患歯科診療事業反省会 

２月 １日 第１３回運営委員会 

２月２０日 休日急患歯科診療協力医研修会 

３月 １日 第１４回運営委員会 

 

◎障害者歯科診療事業運営委員会 

理事：吉田幸弘 委員長：松田千春 委員：佐嶌正之、柳沢 治、宮原正典、菊池 剛、萬 康弘 

平成２８年 ４月１３日 第１回運営委員会 

        ５月１１日 第２回運営委員会 

        ５月２６日 第１回全体医局会／ドクター会 

        ６月 ８日 第３回運営委員会 

        ７月 ７日 障害者歯科診療事業講演会 

「在宅高齢者における歯科治療について」 

講師 李 淳 先生（日本大学歯学部補綴学教室専任講師） 

８月１３日 第４回運営委員会 

９月 ８日 第２回全体医局会 

 障害者歯科診療事業講演会 

「認知症の歯科治療について」 

講師 山崎 正登 先生（東京都立心身障害者口腔保健ｾﾝﾀｰ歯科医師） 

９月１４日 第５回運営委員会 

１０月 １日・２日 第３３回日本障害者歯科学会 

１０月１２日 第６回運営委員会 

１１月 ９日 第７回運営委員会 

      障害者歯科診療事業講習会 

      「カテキンの臨床応用について」 

       講師 田村 宗明 先生（日本大学歯学部細菌学教室准教授） 

１１月２４日 第３回全体医局会 

１２月１４日 第８回運営委員会 

平成２９年 １月２６日 障害者歯科診療症例報告会 

第４回全体医局会／ドクター会 

２月 ７日 第１回安全管理委員会 

２月 ８日 第９回運営委員会 

２月２４日 第１回ＨＩＶ委員会 

３月 ８日 第１０回運営委員会 

 

◎高齢者等歯科保健医療委員会 

 理事：奥森直人 委員長：浅川和也 委員：山田 正、古谷田泰夫、江藤 満、宮野詳子 

田中雄一郎、安藤一郎、菊池由里 



平成２８年 ４月 １日 第１回委員会 

４月 ６日 医療管理に係る講演会 ※医療管理委員会と共催 

      「在宅療養支援歯科診療所の施設基準対応講演会」 

６月１０日 第２回委員会 

      ８月 ３日 第３回委員会 

     １０月 ７日 第４回委員会 

     １１月３０日 第５回委員会 

平成２９年 ２月 ２日 第６回委員会 

  ●お口の健康教室（実績別掲） 
 
◎訪問歯科事業関係 

平成２８年 ５月１２日 第１回担当者会議 

            訪問歯科事業担当者研修会 

            「摂食嚥下障害の対応」 

             講師 宮下 剛 先生（言語聴覚士） 

７月１４日 第２回担当者会議 

訪問歯科事業担当者研修会 ※在宅歯科医療地域連携室と共催 

              「高齢者・摂食嚥下障害のある方への食支援と指導」 

               講師 江頭 文江 先生（管理栄養士） 

      ９月 １日 第３回担当者会議 

訪問歯科事業担当者研修会 ※在宅歯科医療地域連携室と共催 

            「認知症の理解と援助 －求められる基本的な姿勢と関わり方－」 

             講師 大石 智 先生（北里大学医学部精神科学助教） 

     １１月１７日 第４回担当者会議 

            在宅施設訪問診療協力医研修会 ※在宅歯科医療地域連携室と共催 

              「訪問診療用機器の取扱説明」  

講師 メーカー・業者対応 

              「摂食・嚥下機能障害および嚥下内視鏡検査について（講義・実技）」 

               講師 飯田 貴俊 先生 

（神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理医歯学講座 

全身管理高齢者歯科学分野講師） 

平成２９年 １月１２日 訪問歯科事業に係る関係施設職員等との意見交換会・懇談会 

３月 ９日 訪問歯科事業担当者研修会 ※在宅歯科医療地域連携室と共催 

              「要介護高齢者の摂食・嚥下について」  

講師 菅 武雄 先生（鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座講師） 

              「要介護高齢者の方への口腔ケアについて」 

 講師 竹山 菜穂子 先生（横浜市港歯科診療所歯科衛生士） 

施設見学 横浜市浦舟ホーム（特別養護老人ホーム） 

第５回担当者会議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜収益その他事業＞ 
 
◎学術委員会 

 理事：五反田光司 委員長：鶴山光太郎 委員：高橋究理、末兼伸浩、樋口一敏 

  平成２８年 ７月２８日 第１回委員会 

              学術講演会 

              「チーム医療、安心できる歯科医院のためのシステムづくり」 

               ～歯周治療を成功させるためのスタッフの役割～ 

               講師 若林 健史 先生（東京都渋谷区開業） 

       １２月 １日 第２回委員会 

              学術大会 

              「超高齢社会・人口減社会を見据えた歯科医療を考える 

               －軽度認知障害（ＭＣＩ）や摂食嚥下障害への介入－」 

               講師 奥森 直人 先生（高齢者等歯科保健医療委員会理事） 

              「歯科訪問診療の始め方」 

               講師 田中 雄一郎 先生（高齢者等歯科保健医療委員会委員） 

              「全部床義歯の印象採得と咬合採得のポイント＋α（軟質裏装）」 

               講師 水口 裕介 先生（東京医科歯科大学高齢者歯科学分野教授） 

  平成２９年 ２月 ２日 第３回委員会 

              学術講演会 

              「歯内療法の質を高めるためにできることとは」 

               講師 阿部 修 先生（東京都武蔵野市開業） 

３月 ２日 第４回委員会 

           学術講演会 

「かかりつけ医が取り組む小児の咬合育成」 

               講師 須貝 昭弘 先生（神奈川県川崎市開業） 

 

◎医療保険委員会 

 理事：山畑智也 委員長：伊藤孝介 委員：檜原孝之、野村 篤、中野真吾 

平成２８年 ４月 ３日 カルテンジャー作成委員会 

      ４月 ９日 カルテンジャー作成委員会 

４月２５日 第１回委員会 

        ５月１８日 医療保険勉強会 

        ６月１５日 医療保険講習会 

              「医療保険の取扱いについて」 

               講師 鈴木 雅彦 先生（神奈川県歯科医師会常務理事） 

９月 ７日 第２回委員会 

        ９月２１日 第３回委員会 

       １０月 ５日 医療保険勉強会 

       １１月１６日 医療保険講習会 

「日歯社保委員が語る本気の増点テクニック」 

               講師 小野 清一郎 先生（日本歯科医師会社会保険委員会委員） 

  平成２９年 １月１１日 第４回委員会 

２月 ８日 医療保険勉強会 

３月 １日 第５回委員会 

●平成２８年度版『カルテンジャー』刊行 

●新規及び高点数個別指導対策 
 

◎地域歯科保健委員会 

理事：宮下浩二 委員長：山口祐一 委員：松村 淳、佐藤文彦、 門明哉、塚田美紀、宮原敏幸 

冨田 徹、布川暢子、櫻井泰郎、若生美智代、金井英納 

平成２８年 ４月１８日 第１回委員会 

５月 ６日 第２回委員会（高齢者よい歯のコンクール二次審査）                  

６月 ６日 第３回委員会 



６月１２日 第２５回高齢者よい歯のコンクール最終審査・表彰式                  

６月２７日 第４回委員会 

６月２９日･７月１３日･１４日･２０日･２１日･２２日･２５日･２６日･２８日 

相模原市職員歯科健診 

７月１０日 第１回口腔がん検診（６１名受診） 

７月２９日･８月２日 神奈川県職員歯科検診 

        ８月 ３日 第５回委員会 

        ９月 ５日 第６回委員会 

        ９月１４日 相模原市乳幼児歯科健診班長会議 

１０月１５日 相模原市健康フェスタ歯科相談 

１０月１７日 第７回委員会 

１１月１３日 第２回口腔がん検診（６４名受診） 

１１月２６日 第８回委員会 

平成２９年 １月２３日 第９回委員会 

        １月２６日 相模原市職員歯科保健講習会 

        ２月２３日 相模原市乳幼児歯科健診協力医担当者会議・講演会 

「小児若年者のう蝕予防について」 

－過去から現在を知り、そして今後改善できることを考える－ 

講師 杉山 精一 先生 

（千葉県八千代市開業、日本ヘルスケア歯科学会代表） 

        ３月 ６日 第１０回委員会 

        ３月１２日 第３回口腔がん検診（５６名受診） 

  ●１歳６か月児・２歳６か月児・３歳６か月児歯科健康診査 

  ●お口の健康診査（受診者数：４０５８名）・国民健康保険歯科健康診査（受診者数：２０名） 
 
◎広報委員会 

 理事：笹川 円 委員長：厳 孝成 委員：山田晴樹、嶋田潤一、鈴木雄一、石川敏樹、水沼信也 

宮嵜秀樹、青木秀仁 

  平成２８年 ４月１９日 第 1回委員会 

５月１０日 相歯会報１０１号発行 
５月１７日 第２回委員会 

６月２１日 第３回委員会 

７月２０日 第４回委員会 

８月 ９日 第５回委員会 

９月１０日 相歯会報１０２号発行 

９月２０日 第６回委員会 

１０月１８日 第７回委員会 

１１月１５日 第８回委員会 

１２月２０日 第９回委員会 

平成２９年 １月１７日 第１０回委員会 

２月 ７日 第１１回委員会 

２月１０日 相歯会報１０３号発行 

２月２１日 第１２回委員会 

３月２１日 第１３回委員会 

  ●本会ホームページ・ＳＮＳ管理更新 
 
◎医療管理委員会 

 理事：鈴木英朗 委員長：清水美喜 委員：菱山 豪、宮内隆一郎、福地 毅 

  平成２８年 ４月 ６日 医療管理に係る講演会（再掲）※高齢者等歯科保健医療委員会と共催 

７月２１日 医療管理講習会 

「歯科外来診療環境体制加算施設基準に係る講習会」 

                ９月 ４日 相模原市総合防災訓練 

９月１４日 第１回委員会 

        ９月１５日 災害関係講習会 



              「トリアージについて」 

               講師 湯浅 洋司 先生（神奈川県警友会けいゆう病院救急ｾﾝﾀｰ長） 

１０月 ６日 歯科衛生士講習会 

              「歯科医院の感染管理  

～やってはいけない事とやらなければいけない事～」 

       講師 柏井 伸子 先生 

（口腔科学修士、歯科衛生士、(有)ハグクリエイション代表） 

       １０月１０日 会員日帰り旅行（千葉県方面） 

     １１月１０日 経営・税務講習会 

            「歯科医院の事業承継」 

             講師 伊藤 裕人 先生（中小企業診断士） 

●警察協力及び災害時医療救護訓練等参加 
 

◎学校歯科保健委員会 

 理事：江田昌弘 委員長：星 隆夫 委員：杉山卓司、鈴木進一、庄井和人 

平成２８年 ４月 ７日 学校保健課との年間事業の打ち合わせ 

              第１回委員会 

５月１１日 第２回委員会 

５月２８日 第６６回指定都市学校保健大会前日歯科保健会議（静岡県） 

５月２９日 第６６回指定都市学校保健大会（静岡県） 

６月 １日 第３回委員会 

６月２３日 相模原市学校歯科保健実践活動（桂北小学校） 

７月 ７日 相模原市歯の標語・ポスター審査 

７月２１日 第４回委員会 

１０月１９日 第５回委員会 

１１月１０日 相模原市学校歯科保健実践活動（桂北小学校） 

１１月１６日･１７日 第８０回全国学校保健研究大会（東京都） 

１１月２４日 相模原市巡回指導運営懇談会（広田小） 

第７回委員会 

平成２９年 １月１１日 第８回委員会 

      １月１６日 就活のための歯っぴいスマイルプロジェクト（相模女子大学） 

２月 １日 第９回委員会 

２月１６日 新任学校歯科医研修会 

学校歯科医の集い 

「学校歯科保健の展望と学校歯科医への期待」 

 講師 安井 利一 先生（明海大学長） 

        ３月 １日 第１０回委員会 

 

◎在宅歯科医療地域連携室 

室長：八木忠幸 室員：井上俊彦、奥森直人、笹川 円、浅川和也、田中雄一郎 

 平成２８年 ４月２５日 第１回企画会議 

       ６月２７日 第２回企画会議 

       ７月１４日 在宅歯科医療地域連携室研修会（再掲） ※訪問歯科事業と共催 

９月 １日 在宅歯科医療地域連携室研修会（再掲） ※訪問歯科事業と共催 

９月２６日 第３回企画会議 

１１月 ９日 在宅歯科医療地域連携室研修会（再掲） ※訪問歯科事業と共催 

      １１月１７日 第４回企画会議 

  平成２９年 １月１９日 在宅歯科医療地域連携室講演会 

              「超高齢社会における“オーラル・フレイル”」 

－理解したい高齢者における咀嚼と嚥下の機能的変化－ 

              講師 阿部 伸一 先生（東京歯科大学解剖学講座教授） 

３月 ６日 第５回企画会議 

       ３月 ９日 在宅歯科医療地域連携室研修会（再掲） ※訪問歯科事業と共催  

 



＜法人管理＞ 
 

会 員 現 況（平成２９年３月３１日現在） 

 

１ 地区別会員数 

地区名   人 数 内二種会員 内三種会員 内準会員 内県歯一・二種 内県歯その他 

津 久 井  １５名                   （１５） 

橋   本  ４０名  （２）              （３５）     

本 庁 北  ４４名  （１）   （２）        （３５）    （２） 

本   庁  ４８名  （６）   （３）               （４２）    （２） 

相模大野中  ５３名  （５）   （５）        （４２）    （４） 

相模大野南  ４８名  （５）   （３）        （３８）    （２） 

相模大野西  ４１名  （５）   （２）        （３５）    （２）   

  計   ２８９名 （２４）  （１５）  （０）  （２４２）   （１２） 

 

２ 会員種別 

   一種会員：２５０名  二種会員：２４名  三種会員：１５名 

 

総  会 

 

平成２８年度定時総会 

日 時 平成２８年６月２５日（土） 午後６時～ 

場 所 相模原市総合保健医療センター ７階 視聴覚室 

議 事（１）平成２７年度公益社団法人相模原市歯科医師会事業報告について  

（２）平成２７年度公益社団法人相模原市歯科医師会決算について 

平成２８年度１２月臨時総会 

日 時 平成２８年１２月３日（土） 午後５時～ 

場 所 相模原市総合保健医療センター ７階 視聴覚室 

議 事（１）平成２８年度公益社団法人相模原市歯科医師会収支予算の補正について 

平成２８年度３月臨時総会 

日 時 平成２９年３月２５日（土） 午後６時～ 

場 所 相模原市総合保健医療センター ７階 視聴覚室 

議 事（１）平成２８年度公益社団法人相模原市歯科医師会収支予算の補正について 

（２）平成２９年度公益社団法人相模原市歯科医師会事業計画について 

（３）平成２９年度公益社団法人相模原市歯科医師会収支予算並びに資金調達及び 

設備投資の見込みについて 

 

理 事 会 

 

第１回理事会  平成２８年４月１５日（金） 

（１）新入会員の承認について 

（２）平成２９年度予算等要望について 

（３）平成２８年度年間事業予定について 

（４）（仮称）医科歯科連携委員会の設置及び委員構成について 

（５）神奈川県歯科医師会青年部担当者の推薦について 

（６）平成２８年度従業員代表選挙の実施について 

（７）組合員との合意書締結について（報告） 

（８）訪問歯科事業でのタクシー利用について 

（９）こども１１０番について 

（１０）２０１６年版カルテンジャーの作成について 

第２回理事会  平成２８年５月２０日（金） 

（１）新入会員の承認について 

（２）平成２８年度定時総会について 

 （３）選挙管理委員会委員の選任について 



 （４）従業員代表選挙事務における補助事務員の選任について 

（５）平成２９年度予算等要望について 

 （６）相模原病院との医科歯科連携について 

 （７）相模原南病院を訪問先施設とすることについて 

 （８）英文の在籍証明書発行の取扱いについて 

第３回理事会  平成２８年６月３日（金） 

（１）新入会員の承認について 

（２）平成２８年度定時総会について 

（３）平成２９年度予算等要望について 

 （４）相模原病院との医科歯科連携について 

 （５）相模原南病院への歯科衛生士派遣について 

第４回理事会  平成２８年７月１５日（金） 

（１）新入会員の承認について 

（２）本会発行の修了証について 

（３）ＨＩＶ歯科診療の予約状況について 

第５回理事会  平成２８年８月１９日（金） 

（１）新入会員の承認について 

（２）連合ユニオン神奈川組合員２名の退職に伴う解決金の支払いについて 

（３）連合ユニオン神奈川組合員２名の斡せん申請について 

（４）講師謝礼の金額について 

（５）学校歯科医基礎研修会について 

第６回理事会  平成２８年９月１６日（金） 

（１）平成２９年度訪問歯科事業の実施方法について 

（２）平成２９年度口腔保健センター事業に関する予算要望について 

第７回理事会  平成２８年１０月２１日（金） 

（１）新入会員の承認について 

（２）後援名義使用の承認について 

（３）平成２８年度１２月臨時総会について 

（４）会員研修会について 

第８回理事会  平成２８年１１月１１日（金） 

（１）新入会員の承認について 

（２）平成２８年度１２月臨時総会について 

第９回理事会  平成２８年１２月１７日（土） 

（１）新入会員の承認について 

（２）三種会員の承認について 

（３）後援名義使用の承認について 

（４）平成２９年三師会合同賀詞交歓会について 

（５）あっせん調停成立に伴う解決金の支払いについて 

第１０回理事会  平成２９年１月２０日（金） 

（１）三種会員の承認について 

（２）平成２９年度事業等予定について 

（３）平成２９年度各委員会事業計画等について 

（４）「健康さがみはら」のテーマについて 

（５）３歳６か月児歯科健診の件について 

（６）訪問歯科事業の今後の取組みについて 

第１１回理事会  平成２９年２月１７日（金） 

（１）平成２８年度３月臨時総会について 

（２）障害者歯科診療事業運営委員会委員の欠員対応について 

（３）歯科衛生士の雇用延長について 

（４）訪問歯科事業の今後の取組みについて 

（５）本会役員及び県歯代議員選挙について 

第１２回理事会  平成２９年３月３日（金） 

（１）平成２８年度３月臨時総会について 

（２）平成２８年度各委員会事業報告の提出について 



（３）平成２９年度事業予定の提出について 

（４）平成３０年度予算等要望について 

（５）乳幼児歯科健診用器具の管理について 

（６）神奈川県公益認定等審議会事務局立入検査結果について 

 

業務執行理事会 

 

第１回業務執行理事会  平成２８年４月１１日（月） 

（１）平成２９年度予算等要望について 

（２）相模原病院との医科歯科連携に係る協力医について 

（３）神奈川県歯科医師会青年部担当者の推薦について 

（４）健康サポート薬局設置に伴う医療機関との連携体制の構築について 

（５）平成２８年度歯科衛生士支援事業について 

（６）平成２８年度従業員代表選挙の実施について 

（７）組合員との合意書締結について（報告） 

（８）訪問歯科事業でのタクシー利用について 

（９）こども１１０番について 

第２回業務執行理事会  平成２８年５月１６日（月） 

（１）平成２８年度定時総会について 

（２）平成２９年度予算等要望について 

（３）選挙管理委員会委員の選任について 

（４）相模原病院との医科歯科連携について 

（５）ユニオンからの訪問診療への指摘について 

第３回業務執行理事会  平成２８年５月３０日（月） 

（１）平成２８年度定時総会について 

（２）平成２９年度予算等要望について 

（３）相模原病院との医科歯科連携について 

（４）相模原南病院への歯科衛生士の派遣について 

（５）会員顕彰について 

（６）「さがみ居宅医療介護研究会」からの後援等依頼について 

（７）会員種別の変更について 

第４回業務執行理事会  平成２８年７月１１日（月） 

（１）歯科保健医療に関する情報交換会について 

（２）訪問歯科事業の今後の在り方について 

（３）学校歯科医の推薦について 

（４）お口の健康診査受診者への事後アンケートについて 

（５）本会発行の修了証について 

（６）ＨＩＶ歯科診療の予約状況について 

第５回業務執行理事会  平成２８年８月１９日（金） 

（１）口腔保健センター事業の今後の展開について 

（２）貸与期間終了後の歯っぴー金太郎号の扱いについて 

（３）ＳＯＭＰＯケアネクスト施設への歯科医師の派遣について 

（４）歯科保健医療に関する情報交換会について 

第６回業務執行理事会  平成２８年９月１２日（月） 

（１）訪問歯科事業の実施方法変更について 

（２）平成２９年度口腔保健センター事業に関する予算要望について 

（３）３歳６か月児歯科健診の件について 

（４）平成２８年度１２月臨時総会について 

（５）三師会役員懇談会について 

（６）相談役会について 

（７）あっせん申請書（松井・橋野分）の提出について 

第７回業務執行理事会  平成２８年１０月１７日（金） 

（１）平成２８年度１２月臨時総会について 

（２）３歳６か月児歯科健診の件に関する報告と今後の対応について 



（３）会員研修会について 

第８回業務執行理事会  平成２８年１１月７日（月） 

（１）平成２８年度１２月臨時総会について 

（２）平成２９年三師会合同賀詞交歓会について 

（３）「（仮称）相模原市国民健康保険データヘルス計画」策定推進に係る専門家会議構成員の推薦 

について 

（４）休日急患歯科診療所年末年始診療スタッフについて 

（５）修了証について 

（６）平成２９年相模台地区賀詞交歓会について 

第９回業務執行理事会  平成２８年１２月１２日（月） 

（１）入会希望者への対応について 

（２）平成２９年三師会合同賀詞交歓会について 

（３）訪問歯科事業の今後の取組みについて 

（４）「就活のための歯っぴいスマイルプロジェクト」について 

（５）あっせん調停成立に伴う解決金の支払いについて 

（６）相模原市介護認定審査会委員の推薦について 

第１０回業務執行理事会  平成２９年１月１６日（月） 

（１）平成２９年度事業等予定について 

（２）平成２９年度各委員会事業計画等について 

（３）「健康さがみはら」のテーマについて 

（４）３歳６か月児歯科健診の件について 

（５）歯科衛生士の雇用期間延長について 

（６）訪問歯科事業の今後の取組みについて 

第１１回業務執行理事会  平成２９年２月１３日（月） 

（１）平成２８年度３月臨時総会について 

（２）相模原市各種委員会委員等の推薦について 

（３）訪問歯科診療用自動車（歯っぴー金太郎号）について 

（４）各種メディア出演の女性歯科医師の募集について 

（５）サービス等生産性向上 IT導入支援事業について 

（６）訪問歯科事業の今後の取組みについて 

（７）本会役員及び県歯代議員選挙について 

（８）社保・国保診療報酬審査会委員の推薦について 

（９）平成２９年度要介護者等歯科診療支援事業（県歯委託）の実施について 

第１２回業務執行理事会  平成２９年２月２７日（月） 

（１）平成２８年度３月臨時総会について 

（２）平成３０年度予算等要望について 

（３）乳幼児歯科健診用器具の管理について 

（４）平成２９年度生涯研修セミナーの開催について 

 

監 事 会 

 

第１回監事会 平成２８年５月２６日（木）   

監査内容 平成２７年度後期事業及び予算執行状況監査 

第２回監事会 平成２８年１０月１３日（木） 

監査内容 平成２８年度前期事業及び予算執行状況監査 

第３回監事会 平成２９年 １月２０日（金） 

監査内容 平成２８年度業務監査 

 


