
平成２５年度公益社団法人相模原市歯科医師会事業報告 

 

平成２５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、訪問歯科事業などの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２５年度は、これまでの歯科保健医療への取組みとあわせて、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、

平成２６年度から開始する全身麻酔下での歯科診療の準備を進めてまいりました。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。 

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に、市民への啓発活動として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。 

特に、平成２５年１０月２７日には「杜のホールはしもと」におきまして、神奈川県歯科医

師会との連携のもと、各種市民団体、行政機関等の協力を得て、市民・県民を対象に「食育と

健康」をテーマに「第７回かながわ・お口の健康フォーラム」を実施いたしました。 

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。 

会員の協力と２５年度からの入会金の廃止により、本年度は８名の入会がありました。なお

平成２５年度末における会員数は２７９名となっております。 



会員数の推移 

 

    ２１年度末２１年度末２１年度末２１年度末    ２２年度末２２年度末２２年度末２２年度末    ２３年度末２３年度末２３年度末２３年度末    ２４年度末２４年度末２４年度末２４年度末    ２２２２５５５５年度末年度末年度末年度末    

会員数会員数会員数会員数    ２６８人２６８人２６８人２６８人    ２６５人２６５人２６５人２６５人    ２７４人２７４人２７４人２７４人    ２７７人２７７人２７７人２７７人    ２７２７２７２７９９９９人人人人    

年度中

の入会 
３人 ２人 １３人 ７人 ８人 

年度中

の退会 
２人 ４人 ３人 ４人 ６人 

年度中

の増減 
＋１人 －２人 ＋１０人 ＋３人 ＋２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：大谷健司、山本一民、田中 格、大嶺秀樹、覚知雅博 

平成２５年 ４月 ２日 第１回運営委員会 

５月 １日 第２回運営委員会 

５月３１日 第３回運営委員会 

６月２９日 第４回運営委員会 

７月 １日 第５回運営委員会（新委員にて開催） 

７月３０日 第６回運営委員会 

９月 ２日 第７回運営委員会 

１０月 １日 第８回運営委員会 

１１月 １日 第９回運営委員会 

１２月 ２日 第１０回運営委員会 

１２月２５日 第１１回運営委員会 

平成２６年 １月２１日 第１２回運営委員会 

１月２５日 休日急患歯科診療事業反省会 

２月 ３日 第１３回運営委員会 

３月 ４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、小山道夫、柳沢 治、宮原正典、菊池 剛 

平成２５年 ４月 ３日 第１回運営委員会 

         ５月 ８日 第２回運営委員会 

           ３０日 第１回全体医局会／ドクター会 

         ６月１３日 障害者診療事業講演会 

「障害者歯科領域の全身麻酔について」 

講師 内田 琢也 先生（日本大学歯学部歯科麻酔学教室 助教） 



２９日 第３回運営委員会 

７月１０日 第４回運営委員会 

８月２９日 第２回全体医局会 

９月 ５日 障害者診療事業講演会 

「障害者歯科における全身麻酔の適応について」 

講師 内田 淳 先生（埼玉県社会福祉事業団嵐山郷医療部歯科 科長） 

１１日 第５回運営委員会 

１０月 １日 第１回学術・予防委員会 

２日 第１回安全管理委員会 

９日 第６回運営委員会 

１２日 第３０回日本障害者歯科学会 

１３日 第３０回日本障害者歯科学会 

１１月１３日 第７回運営委員会 

１９日 第２回安全管理委員会 

２１日 第２回学術・予防委員会 

２８日 第３回全体医局会 

１２月 ６日 第１回ＨＩＶ委員会 

１１日 第８回運営委員会 

平成２６年 １月１５日 臨時運営委員会 

２４日 第３回安全管理員会 

３０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１２日 第９回運営委員会 

２３日 神奈川県地域歯科医療研修会 

３月１２日 第１０回運営委員会 

１９日 臨時運営委員会 

 

◎高齢者等歯科保健医療委員会 

  理事：奥森直人 委員長：山田 正 委員：古谷田泰夫、浅川和也、江藤 満、須田 諭 

宮野詳子、田中雄一郎 

平成２５年 ４月 ５日 第１回委員会 

         ６月１４日 第２回委員会 

         ６月２９日 第３回委員会 

         ８月 ２日 第４回委員会 

        １０月 ４日 第５回委員会 

        １２月 ６日 第６回委員会 

平成２６年 ２月 ７日 第７回委員会 

 

 

 

 



◎訪問歯科事業関係 

   平成２５年 ５月 ９日 第１回打合せ会議 

               訪問歯科事業担当者研修会 

               「要介護者における理学療法士さんの役割と歯科治療、 

口腔ケア実施時におけるポジショニング」 

                 講師 池谷 充弘 理学療法士 

              （川崎市社会福祉事業団 川崎市れいんぼう川崎） 

７月１１日 第２回打合せ会議 

         ９月１２日 第３回打合せ会議 

訪問歯科事業担当者研修会 

              「在宅療養における訪問看護・訪問看護師の役割 

－歯科衛生士と共同を求めて－」 

講師 森崎 秀子 看護師 

（相和会 訪問看護ステーション管理者） 

        １１月１４日 第４回打合せ会議 

   平成２６年 １月 ９日 神奈川県摂食機能支援事業講演会 

（兼 在宅・施設訪問歯科診療協力医研修会） 

              「摂食・嚥下障害への対応 ～間接訓練、直接訓練～」 

               講師 飯田 良平 先生（鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座） 

１月１６日 訪問歯科事業に係る関係施設職員等との意見交換会・懇親会 

３月１３日 第５回打合せ会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜収益その他事業＞ 

 

◎学術委員会 

  理事：秋知 明 委員長：古川信也 委員：五反田光司、鶴山光太郎、高橋究理 

   平成２５年 ６月２９日 第１回委員会 

         ７月 ４日 第２回委員会 

               学術講演会 

「Ｔｏｏｔｈ Ｗｅａｒ －歯が溶ける－」 

               講師 安田  登 先生（東京都千代田区開業） 

         ９月 ５日 第３回委員会 

        １０月２４日 第４回委員会 

               日歯生涯研修セミナーＤＶＤ上映会 

              「歯の保存の基本：歯内療法」 ー根管をみる細菌をみるー 

                講師 木ノ本 喜史 先生（大阪府開業、大阪大学臨床教授） 

        １１月１４日 第５回委員会 

              「顎関節症治療への新しい対応 －ＴＣＨの是正とリハビリ訓練－」 

               講師 木野 孔司 先生 

（東京医科歯科大学歯学部付属病院顎関節治療部 部長） 

１２月 ５日 第６回委員会 

平成２６年 １月２３日 第７回委員会 

               学術講演会 

「いま、ぺリオを再考する－なぜその治療法では歯周病を治せないのか？－」 

               講師 二階堂 雅彦 先生（東京都中央区開業） 

１月３０日 第８回委員会 

         ３月２７日 第２回相模原デンタルショー 

 

◎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、亀井伸浩、野村 篤 

    平成２５年 ５月 ８日 第１回委員会 

６月１２日 医療保険勉強会 

７月１０日 第２回委員会 

９月 ４日 第３回委員会 

１０月 ９日 医療保険勉強会 

１１月１３日 医療保険講習会 

「医療保険の取扱いについて」 

                 講師 大野  晋 先生（神奈川県歯科医師会医療保険委員会副委員長） 

１２月１１日 第４回委員会 

平成２６年 １月 ８日 第５回委員会 

２月 ５日 医療保険勉強会 

３月 ５日 第６回委員会 



          ３月２９日 医療保険講習会 

            「診療報酬の改定について」 

                 講師 鍵和田 宏 先生（神奈川県歯科医師会医療保険委員会幹事） 

 

◎地域歯科保健委員会 

  理事：宮下浩二 委員長：山口祐一 委員：福野光男、松村 淳、佐藤文彦、�門明哉、塚田美紀 

奥橋園子、宮原敏幸、冨田 徹、布川暢子、櫻井泰郎 

    平成２５年 ５月 ８日 第１回委員会（高齢者よい歯のコンクール二次審査） 

          ６月 ５日 第２回委員会 

６月 ９日 第２２回高齢者よい歯のコンクール最終審査・表彰式／口腔がん検診 

６月２７日・７月 １日 神奈川県職員歯科健診 

６月２９日 第３回委員会 

７月 ２日～７月１９日 相模原市職員歯科健診（７日間実施） 

７月 ７日 口腔がん検診研修会 

７月３１日 第４回委員会 

８月２６日 第５回委員会 

９月 ８日 口腔がん検診 

９月１１日 乳幼児歯科健診班長会議 

 ９月３０日 第６回委員会 

１０月１９日 さわやか健康フェスタ（歯科相談） 

１１月２７日 第７回委員会 

平成２６年 １月２７日 第８回委員会 

２月 ２日 口腔がん検診 

２月 ６日 相模原市職員歯科衛生講習会 

２月２７日 乳幼児歯科健診協力医担当者会議・講演会 

「口から育つこころ身体」 

                講師 佐々木 洋 先生（東京都杉並区開業） 

３月１７日 第９回委員会 

         ●１歳６か月児・２歳６か月児・３歳６か月児歯科健康診査 

         ●成人歯科健康診査・国民健康保険歯科健康診査 

※成人歯科健康診査受診者数：４９０７名 国民健康保険歯科健康診査受診者数：２４名 

 

◎広報委員会 

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

                       宮嵜秀樹、青木秀仁 

    平成２６年 ４月 ５日 第１回委員会 

４月１９日 第２回委員会 

５月  相歯会報９２号発行 

５月２４日 第３回広報委員会 

６月２９日 第４回委員会 



７月３０日 第５回委員会 

８月２０日 第６回委員会 

９月  相歯会報９３号発行 

９月１７日 第７回委員会 

１０月３１日 パソコンスクール 

１１月１９日 第８回委員会 

１２月１７日 第９回広報委員会 

平成２６年 １月２１日 第１０回委員会 

２月  相歯会報９４号発行 

３月１８日 第１１回広報委員会 

         ●ホームページ管理・更新 

 

◎医療管理委員会 

  理事：鈴木英朗 委員長：菱山 豪 委員：清水美喜、宮内隆一郎、福地 毅 

   平成２５年 ４月１７日 第１回委員会 

                  ８月 ７日 第２回委員会 

         ９月 １日 相模原市総合防災訓練 

９月１８日 第３回委員会 

 ９月２２日 日帰り旅行（東京スカイツリー・浅草巡り） 

１０月 ３日 歯科衛生士講習会 

             「ハイジニストワークを再考する」 ー華麗に加齢と向き合い方ー 

              講師 安生 朝子 歯科衛生士 

        １０月２３日 医療管理講習会 

              「診療所経営における労務管理について」 

               講師 中山 徹男 先生（中山経営労務管理事務所 社会保険労務士） 

１２月 ５日 医療管理講習会 

「もう一度、歯科医院経営を見直す」 

～これが歯科医院経営の危険水域だ！～ 

       講師 石倉 浩一 氏（神奈川県歯科医師信用組合業務部副部長） 

平成２６年 ２月２５日 災害時医療救護（身元確認）に関する研修会について 

      「大規模災害時における身元確認について」 

       講師 都築 民幸 先生（日本歯科大学生命歯学部法歯科医学講座教授） 

講師 岩原 香織 先生（日本歯科大学生命歯学部法歯科医学講座講師） 

●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：加藤茂之 委員長：星 隆夫 委員：杉山卓司、江田昌弘、鈴木進一 

   平成２５年 ４月 ３日 学校健診記録員研修 

４日 学校健診記録員研修／市学校保健課との年間事業の打ち合わせ 

第１回委員会／市教育委員会依頼歯周病予防リーフレット検討会 



１１日 県学校歯科保健研修会（新人研修） 

１８日 第１回中野小学校歯科保健推進会議 

５月 ２日 中野小学校授業参観 

９日 中野小学校講演会（教職員向け） 

２５日 第６４回指定都市学校保健協議会前日歯科保健協議会（神戸市） 

２６日 第６４回指定都市学校保健協議会（神戸市） 

６月 ４日 第７０回学童歯磨き大会（インターネット）中野小学校 

１１日 平成２５年度相模原市幼稚園協会との打ち合わせ 

２０日 総合学習センター研修会／平成２５年度第１回学校保健会役員会 

２７日 中野小学校授業参観／第２回中野小学校歯科保健推進会議 

２９日 第２回委員会 

７月 ４日 ポスター・標語審査／第３回委員会 

１１日 相模原市学校保健会評議員会 

２５日 相模原市学校健診反省会（養護教諭との懇談会） 

相模原市教育委員会依頼歯周病予防リーフレット検討会 

８月２９日 中野小学校 教材研究 

９月１９日 中野小学校口腔内写真撮影／中野小学校公開授業 

第３回中野小学校歯科保健推進会議／第４回委員会 

１０月１０日 神奈川県歯科医師会学校歯科保健実務担当者協議会 

１７日・１８日 第７７回全国学校歯科保健研究大会（熊本市） 

２３日 相模原市教育委員会依頼歯周病予防リーフレット検討会 

３１日 中野小学校教材研究 

１１月 ７日 相模原市巡回指導運営懇談会（旭小学校） 

１４日 日本学校歯科医会主催基礎研修会 

２８日 中野小学校公開授業 

１２月 ３日・１０日・１１日 就学時健診（予備日） 

２６日 第４回中野小学校推進会議 

平成２６年 １月１２日 神奈川県歯科医師会学術大会ポスター発表 

２３日 中野小学校校内研究会 

２月１２日 第５回委員会 

１９日 「学校歯科医の集い」 

２０日 相模原市学校保健会研究発表会 

           ２６日 中野小学校モデル校事業反省会 

３月１７日 相模原市保健福祉局こども育成部保育課との打ち合わせ 

２０日 相模原市学校保健会役員会 

※就学時歯科健康診査受診者数：６１０７件 

 

 

 

 



＜法人管理＞ 

 

会 員 現 況（平成２６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 内県歯会員 内県歯四種 

津 久 井  １５名  （１）              （１５） 

橋   本  ４０名  （２）              （３５）   

本 庁 北  ４４名  （１）   （１）        （３６）  （１） 

本   庁  ４４名  （３）   （２）               （４３）  （１） 

相模大野中  ５３名  （４）   （３）        （４６）  （１） 

相模大野南  ４３名  （３）   （３）        （３３）  （２） 

相模大野西  ４０名  （６）   （２）        （３４）  （２）   

     計   ２７９名 （２０）  （１１）  （０）  （２４２）  （７） 

 

２ 会員種別 

   一種会員：２４８名  二種会員：２０名  三種会員：１１名 

 

総  会 

 

定時総会 

日 時 平成２５年６月２９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）公益社団法人相模原市歯科医師会役員（理事の選任）について 

（２）公益社団法人相模原市歯科医師会役員（監事の補欠選任）について 

（３）公益社団法人相模原市歯科医師会役員及び会員の報酬及び費用に関する規程の 

一部改正（別表第４）について 

（４）平成２５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 

（５）平成２５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 

（６）平成２４年度社団法人相模原市歯科医師会事業報告について 

（７）平成２４年度社団法人相模原市歯科医師会決算について 

（８）決算に伴う収支差額の資金管理について 

１２月臨時総会 

日 時 平成２５年１２月７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２５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 

３月臨時総会 

日 時 平成２６年３月２９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２６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 

（２）平成２６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２５年４月１日（月） 午後８時～ 

（１）公益社団法人移行後の理事の業務執行体制について 

（２）選挙管理委員会委員の選任について 

（３）役員候補者選挙の日程について 

（４）講師謝礼基準について 

第２回 理事会 

平成２５年４月１９日（金） 午後８時～ 

（１）新入会員の承認について 

（２）役員候補者選挙の実施について（実施要領・公示・事務管理委託） 

（３）県歯代議員等の選出に係る選挙の実施について（実施要領・公示・事務管理委託） 

（４）平成２６年度予算要望について 

（５）入会に係る書式について 

第３回 理事会 

平成２５年５月１７日（金） 午後８時～ 

（１）新入会員の承認について 

（２）平成２５年度定時総会について 

（３）平成２６年度予算等要望について 

（４）諸規則の整備について 

第４回 理事会 

平成２５年６月７日（金） 午後８時～ 

（１）平成２５年度定時総会について 

（２）年間スケジュールの調整について 

（３）顧問弁護士等の選任について 

第５回 理事会 

平成２５年６月２９日（土） 午後８時～ 

（１）理事の業務執行体制について 

第６回 理事会 

平成２５年７月１９日（金） 午後８時～ 

（１）第７回かながわお口の健康フォーラムの開催について 

（２）個人情報保護に関する公表事項の会員周知について 

（３）労働関係規則・規程・雇用契約書類の見直しについて 

（４）町田市歯科医師会との協議会について 



（５）歯科衛生士支援事業について 

第７回 理事会 

平成２５年９月２０日（金） 午後８時～ 

（１）新入会員の入会承認について 

（２）会員の種別について 

（３）労働関係規則・規程等の見直しについて（職員・臨時的任用職員・非常勤職員） 

（４）訪問歯科における口腔保健センターの活用について 

（５）地域歯科保健医療連携室の構成について 

（６）ＳＮＳによる広報活動について 

第８回 理事会 

平成２５年１０月１８日（金） 午後８時～ 

（１）新入会員の承認について 

（２）労働関係規則・規程等の運用について（職員・臨時的任用職員・非常勤職員） 

（３）臨時総会について 

（４）補正予算について 

（５）障害者歯科診療運営委員会委員の選任（補充）について 

第９回 理事会 

平成２５年１１月８日（金） 午後８時～ 

（１）臨時総会について 

（２）大規模災害時における「多数遺体収容施設」運営協力について 

（３）労働関係規則・規程等の運用について（職員・臨時的任用職員・非常勤職員） 

（４）コンプライアンス推進に係わる役員研修の実施について 

第１０回 理事会 

平成２５年１２月２１日（土） 午後７時～ 

（１）平成２６年三師会合同賀詞交歓会について 

第１１回 理事会 

平成２６年１月１７日（金） 午後８時～ 

（１）三種会員の承認について 

（２）相模原市在宅医療推進会議への参加について 

（３）事務監査の実施に伴う意見照会への回答について 

（４）嘱託職員就業規程の改正について 

第１２回 理事会 

平成２６年２月２１日（金） 午後８時～ 

（１）平成２５年度３月臨時総会について 

（２）平成２６年度事業計画について 

（３）平成２６年度予算について 

（４）平成２６年度年間予定について 

（５）社会保険労務士との顧問契約について 

（６）業務執行体制の変更について 

（７）地域歯科保健医療連携室への諮問について 



第１３回 理事会 

平成２６年３月７日（金） 午後８時～ 

（１）新入会員の承認について 

（２）平成２５年度３月臨時総会について 

（３）平成２６年度事業計画について 

（４）平成２６年度予算について 

 

業務執行理事会 

 

第１回 業務執行理事会 

平成２５年４月１５日（月） 午後８時～  

（１）６月定時総会について 

（２）役員候補者選挙の実施について（実施要領・公示・事務管理委託） 

（３）県歯代議員等の選出に係る選挙の実施について（実施要領・公示・事務管理委託） 

（４）平成２６年度予算要望について 

（５）訪問歯科事業の実施方法について 

（６）入会に係る書式について 

第２回 業務執行理事会 

平成２５年５月１３日（月） 午後８時～ 

（１）平成２５年度定時総会について 

（２）平成２６年度予算等要望について 

（３）顧問弁護士等の選任について 

（４）諸規則の整備について 

（５）会員慶弔規程の運用について 

（６）相模原市新型インフルエンザ医療対策会議の委員推薦について 

第３回 業務執行理事会 

平成２５年６月３日（月） 午後８時～ 

（１）平成２５年度定時総会について 

（２）監事会について 

（３）理事及び監事からの誓約書提出依頼について 

（４）会員顕彰について 

（５）年間スケジュールの調整について 

（６）顧問弁護士等の選任について 

第４回 業務執行理事会 

平成２５年７月１６日（火） 午後８時～ 

（１）第７回かながわ・お口の健康フォーラムの開催について 

（２）個人情報保護に関する公表事項の会員周知について 

（３）相模原市幼稚園協会との嘱託歯科医配置に関する協力協定について 

（４）労働関係規則・規程・雇用契約書類の見直しについて 

（５）相模原市地域防災計画に基づく災害時における「多数遺体収容施設」設置に係わる協力体制に 



ついて 

（６）町田市歯科医師会との協議会について 

（７）歯科衛生士支援事業について 

第５回 業務執行理事会 

平成２５年９月１７日（火） 午後８時～ 

（１）労働関係規則・規程等の見直しについて（職員・臨時的任用職員・非常勤職員） 

（２）警察協力医について 

（３）訪問歯科における口腔保健センターの活用について 

（４）地域歯科保健医療連携室の構成について 

（５）休日急患歯科診療事業における損害賠償請求調停事件について 

（６）町田市歯科医師会との協議会について 

（７）財務監査及び業務監査の実施について 

第６回 業務執行理事会 

平成２５年１０月１６日（水） 午後８時～ 

（１）労働関係規則・規程等の運用について（職員・臨時的任用職員・非常勤職員） 

（２）第７回かながわお口の健康フォーラムについて 

（３）臨時総会について 

（４）補正予算について 

（５）町田市歯科医師会との協議会について 

（６）障害者歯科診療運営委員会委員の補充について 

第７回 業務執行理事会 

平成２５年１１月５日（火） 午後８時～ 

（１）臨時総会について 

（２）大規模災害時における「多数遺体収容施設」運営協力について 

（３）労働関係規則・規程等の運用について（職員・臨時的任用職員・非常勤職員） 

（４）平成２６年三師会合同賀詞交歓会について 

（５）コンプライアンス推進に係わる役員研修の実施について 

第８回 業務執行理事会 

平成２５年１２月１６日（月） 午後８時～ 

（１）平成２６年三師会合同賀詞交歓会について 

（２）相模原市関係委員会委員及び嘱託歯科医の推薦について 

（３）警察協力医研修会（会員向け）の日程と内容について 

（４）連盟会員家族の集いについて 

第９回 業務執行理事会 

平成２６年１月１４日（火） 午後８時～ 

（１）相模原市在宅医療推進会議への参加について 

（２）事務監査の実施に伴う意見照会への回答について 

（３）嘱託職員就業規程の改正について 

   （４）健康さがみはらのテーマについて 

第１０回 業務執行理事会 



平成２６年２月１７日（月） 午後８時～ 

（１）平成２５年度３月臨時総会について 

（２）平成２６年度事業計画について 

（３）平成２６年度予算について 

（４）平成２６年度年間予定について 

（５）社会保険労務士との顧問契約について 

（６）センター事業の在り方について 

（７）役員担当業務の変更について 

第１１回 業務執行理事会 

平成２６年３月３日（月） 午後８時～ 

（１）平成２５年度３月臨時総会について 

（２）平成２６年度事業計画について 

（３）平成２６年度予算について 

（４）平成２７年度予算等要望について 

（５）「在宅医療の推進に関する懇談会」構成員の選出について 

（６）事務局職員の採用について 

 

監 事 会 

 

第１回 監事会 

日 時 平成２５年６月６日（木） 午後３時～ 

場 所 相模原市歯科医師会 所長室 

内 容（１）平成２４年度後期事業及び予算執行状況監査 

第２回 監事会 

日 時 平成２５年１０月１０日（木） 午後３時～ 

場 所 相模原市歯科医師会 所長室 

内 容（１）平成２５年度前期事業及び予算執行状況監査 

（２）監事規程について 

第３回 監事会 

日 時 平成２５年１２月５日（木） 午後３時～ 

場 所 相模原市歯科医師会 所長室 

内 容（１）業務監査 

 

 

 

 

 


