
 

平成２９年度公益社団法人相模原市歯科医師会事業報告 

 

平成２９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、また相模原口腔保健センター事業である

休日急患歯科診療、障害者歯科診療、さらに訪問歯科など市民生活に対応した諸事業の着実な推

進を図り、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 

障害者歯科診療において通常の歯科診療のほかに、全身管理のための静脈内鎮静法による治

療と、全身麻酔下での歯科診療を実施いたしました。また訪問歯科において、神奈川県からの

委託を受け本会に開設されている「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運動の推進を目

指した諸事業のほか、各種団体との連携や家庭・学校との連携による歯科保健の啓発に取組み

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。 

会員数の推移は次の表のとおりです。 

 

（各年度末の会員数） 

 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

会  員  数 ２７９人 ２８２人 ２８１人 ２８８人 ２８３人 

年度中の入会 ８人 ８人 ３人 １３人 ０人 

年度中の退会 ６人 ５人 ４人 ６人 ５人 

年度中の増減 ＋２人 ＋３人 －１人 ＋７人 －５人 

 

 

 

 



＜公益目的事業＞ 
 

◎休日急患歯科診療事業運営委員会 

理 事：高田 覚 委員長：梶野 裕 委 員：覚知雅博、後藤哲人、松嵜英剛、内田祐輔 

平成２９年 ４月 ３日 第１回運営委員会 

５月１０日 第２回運営委員会 休日急患歯科診療協力医研修会 

６月 ７日 第３回運営委員会 休日急患歯科診療協力医研修会 

７月 ５日 第４回運営委員会 

８月 ２日 第５回運営委員会 

９月 ６日 第６回運営委員会 

１０月 ４日 第７回運営委員会 

１１月 １日 第８回運営委員会 

１２月 ６日 第９回運営委員会 

       １２月１７日 第１０回運営委員会 

平成３０年 １月１０日 第１１回運営委員会 

        １月２７日 第１２回運営委員会 休日急患歯科診療事業反省会 

２月 ７日 第１３回運営委員会 

３月 ７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：菊池 剛 委員長：鈴木英朗 委 員：佐嶌正之、柳沢 治、萩原益男 

平成２９年 ４月１２日 第１回運営委員会 

        ５月１２日 第２回運営委員会 

        ５月２５日 第１回全体医局会 ドクター会 

        ６月 ７日 第３回運営委員会 

        ６月２９日 障害者歯科診療事業講演会 

「搬送して行う在宅高齢者の歯科治療について」 

講師 飯沼 利光 先生（日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座教授） 

７月１２日 第４回運営委員会 

９月１３日 第５回運営委員会 

       １０月 ３日 第１回安全管理委員会 

       １０月 ５日 第２回全体医局会 

１０月 ５日 障害者歯科診療事業講演会 

「高齢者歯科治療における全身管理について」 

講師 岡 俊一 先生（日本大学歯学部歯科麻酔学講座准教授） 

       １０月１１日 第６回運営委員会 

       １０月２８日・２９日 第３４回日本障害者歯科学会 

       １１月 ８日 第７回運営委員会 

１２月 ７日 第３回全体医局会 

       １２月１３日 第８回運営委員会 

平成３０年 １月２３日 第１回ＨＩＶ委員会 

        １月２５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１４日 第９回運営委員会 

        ２月２５日 神奈川県地域歯科医療研修会 

３月１４日 第１０回運営委員会 
 

◎高齢者等歯科保健医療委員会 

 委員長：田中雄一郎 委員：宮野詳子、安藤一郎、加藤一成、落合義彦、菊池由里 

平成２９年 ４月 ７日 第１回委員会 

７月１４日 第２回委員会 

      ８月２５日 第３回委員会 

     １０月 ６日 第４回委員会 

     １１月２９日 第５回委員会 

平成３０年 １月１２日 歯科衛生士支援事業検討会（予演会） 第６回委員会 

３月 ９日 第７回委員会 

  ●お口の健康教室（実績別掲）、歯科衛生士支援事業（実績別掲） 

 



＜収益その他事業＞ 
 
◎学術委員会 

 理事：山田晴樹 委員長：古川信也 委員：高橋究理、末兼伸浩、樋口一敏 

平成２９年 ６月２４日 第１回学術委員会 

     ７月１３日 第２回学術委員会 

第 1 回学術講演会  

「痛くないはずなのに、なぜ痛いと言うのか…」 

講師 安藤 彰啓 先生（東京都開業、昭和大学歯学部客員講師） 

９月２８日 第３回学術委員会 

    １１月３０日 第４回学術委員会 

第２回学術講演会 

「予防歯科」から「生活習慣病を予防する歯科」への転換 

講師 武内 博朗 先生（綾瀬市開業、鶴見大学歯学部臨床教授） 

平成３０年 ２月 １日 第５回学術委員会 

              第３回学術講演会 

「口腔癌の鑑別診断と最新の口腔癌に対する治療」 

講師 藤内 祝 先生（横浜市立大学大学院 

医学研究科顎顔面口腔機能制御学教授） 

 

◎医療保険委員会 

 理事：野村 篤 委員長：中野真吾 委員：檜原孝之、庄井和人、佐藤知至 

平成２９年 ４月１２日 第１回委員会 

      ５月１７日 医療保険勉強会 

６月２４日 第２回委員会 

        ７月 ５日 第３回委員会 

        ９月 ６日 第４回委員会 

       １０月１８日 医療保険勉強会 

       １１月１５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２」 

               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） 

       １２月１４日 高点数個別指導対策講習会（神奈川県歯科医師会） 

  平成３０年 １月１０日 第５回医療保険委員会 

        ２月２８日 医療保険講習会 

              「平成３０年度 日本一早い改定説明会」 

               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） 

３月 ７日 医療保険委員会 

３月２２日 平成３０年度診療報酬改定説明会（神奈川県歯科医師会） 

３月２４日 平成３０年度診療報酬改定説明会 

       講師 山畑 智也 先生（神奈川県歯科医師会医療保険委員会委員） 

●平成３０年度版『カルテンジャー』編集作業、新規及び高点数個別指導対策 

相模原市口腔保健センターレセプト点検 
 

◎地域歯科保健委員会 

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

布川暢子、櫻井泰郎、若生美智代、金井英納、山下 宗 

平成２９年 ４月１０日 第１回委員会 

５月 ８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 ５日 第３回委員会 

６月１１日 第２６回高齢者よい歯のコンクール最終審査・表彰式 

６月２８日･７月１２日･１３日･２１日･２４日･２５日･２７日 相模原市職員歯科健診 

７月 ３日 第４回委員会 

７月２４日 第５回委員会 

８月 ８日 神奈川県職員歯科検診 

９月 ４日 第６回委員会 

 



        ９月１３日 相模原市乳幼児歯科健診班長会議 

        ９月２７日 口腔がん健診協力医研修会 

              「口腔がんについて」 

               講師 中島敏文先生（相模原協同病院歯科口腔外科診療部長） 

１０月 ２日 第７回委員会 

１０月１５日 第１回・第２回口腔がん健診（７９名受診） 

１０月２１日 相模原市健康フェスタ歯科相談 

１１月１３日 第８回委員会 

  平成３０年 １月２５日 相模原市職員歯科保健講習会 

      ２月 ５日 第９回委員会 

        ２月２２日 相模原市乳幼児歯科健診協力医担当者会議・講演会 

「ヘルスプロモーションと母子歯科保健」 

講師 川戸貴行先生（日本大学歯学部衛生学教室教授） 

        ３月１２日 第１０回委員会 

        ３月１８日 第３回・第４回口腔がん健診（７９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、国民健康保険歯科健康診査 
 
◎広報委員会 

 理事：笹川 円 委員長：石川敏樹 委員：厳 孝成、水沼信也、宮嵜秀樹、戸倉瑞木、富田貴志 

冨川 尚、山下雅子 

  平成２９年 ４月 ４日 第 1回委員会 

４月１８日 第２回委員会 

５月１０日 相歯会報１０４号発行 
５月１６日 第３回委員会 

６月２０日 第４回委員会 

６月２４日 第５回委員会 

７月１８日 第６回委員会 

８月 ７日 第７回委員会 

８月２２日 第８回委員会 

９月１５日 相歯会報１０５号発行 

９月１９日 第９回委員会 

  １０月２０日 第１０回委員会 

１１月２１日 第１１回委員会 

１２月１９日 第１２回委員会 

平成３０年 １月１２日 第１３回委員会 

２月１０日 相歯会報１０６号発行 

２月２０日 第１４回委員会 

３月２０日 第１５回委員会 

  ●ホームページ・ＳＮＳ管理更新 
 
◎医療管理委員会 

 理事：宮内隆一郎 委員長：清水美喜 委員：福地 毅、奥橋園子、奥谷暢広 

  平成２９年 ７月２８日 第１回委員会 

                ９月 ３日 相模原市総合防災訓練 

９月１３日 第２回委員会 

        ９月１５日 医療管理講習会（災害） 

              「災害時における医療体制」 

               講師 中川 淳 先生（神奈川県歯科医師会前救急医療委員会副委員長） 

１０月 ９日 会員日帰り旅行（静岡県方面） 

１０月１２日 医療管理講習会（歯科衛生士） 

              「言語コミュニケーションの落とし穴」 

       講師 土屋 和子 先生（歯科衛生士、全米ＮＬＰ協会公認トレーナー） 

       １２月１３日 第３回委員会 

平成３０年 ２月 ７日 相模原市多数遺体収容訓練 

      ２月２８日 第４回委員会 

 



３月１５日 医療管理講習会（神奈川県歯科医師会共催） 

            「院内感染 ～治療時の感染予防と対策～」 

             講師 浜田 信城 先生（神奈川歯科大学口腔科学講座微生物感染学分野 

教授） 

        ３月２６日 相模原市災害時医療救護検討会 

●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：鈴木進一 委員長：星 隆夫 委員：杉山卓司、松本 尚、平下光輝 

平成２９年 ４月 ６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１７日 第２回委員会 

５月２０日 第６８回指定都市学校保健大会前日歯科保健会議（堺市） 

５月２１日 第６８回指定都市学校保健大会（堺市） 

６月 ７日 第３回委員会 

６月２２日 相模原市学校歯科保健実践活動（桂北小学校） 

７月 ６日 相模原市歯の標語・ポスター審査 第４回委員会 

７月２０日 定期健康診断反省会 

９月 ６日 第５回委員会 

１０月 ４日 第６回委員会 

１０月２６日・２７日 第８１回全国学校歯科保健大会（青森県） 

１１月 １日 第７回委員会 

１１月 ２日 相模原市学校歯科保健実践活動（桂北小学校） 

１１月３０日 相模原市巡回指導運営懇談会（若草小学校） 第８回委員会 

平成３０年 １月１０日 第９回委員会 

２月 ７日 第１０回委員会 

２月１５日 新任学校歯科医研修会 園医の会 

学校歯科医の集い 

「歯周病の予防は全身の健康にも貢献する」 

 講師 前野 正夫 先生（日本大学大学院歯学部歯学科衛生学講座教授） 

２月２３日 学校歯科医の集いＤＶＤ補講（１回目） 

        ３月 １日 学校歯科医の集いＤＶＤ補講（２回目） 

        ３月 ７日 第１１回委員会 

 

◎在宅歯科医療地域連携室 

室長：布施厚子 室員：加藤茂之、大嶺秀樹、笹川 円、浅川和也、田中雄一郎 

 平成２９年 ５月１１日 在宅歯科医療地域連携室研修会 

 「嚥下内視鏡（ＶＥ）の使い方、実習」 

              講師 奥森 直人 先生 

６月１２日 第１回企画会議 

       ７月３１日 第２回企画会議 

       ９月１４日 第３回企画会議 

             在宅歯科医療地域連携室研修会 

             「はじめての訪問歯科診療－その先にある摂食嚥下障害に向けて－（導入編）」 

              講師 寺本 浩平 先生（日本大学歯学部摂食機能療法学講座兼任講師） 

      １１月 ９日 第４回企画会議 

             在宅歯科医療地域連携室研修会 

             「はじめての訪問歯科診療－評価に基づく口腔ケアから訓練まで－（実践編）」 

              講師 寺本 浩平 先生（日本大学歯学部摂食機能療法学講座兼任講師） 

  平成３０年 １月１８日 在宅歯科医療地域連携室講演会 

              「いよいよ！摂食嚥下障害との寄り添い方 

－評価と訓練をふまえた症例検討－（応用編）」 

               講師 寺本 浩平 先生（日本大学歯学部摂食機能療法学講座兼任講師） 

３月１６日 第５回企画会議 
 
 

 



＜法人管理＞ 
 

会 員 現 況（平成３０年３月３１日現在） 
 

１ 地区別会員数（一種会員：２４４名 二種会員：２４名 三種会員：１５名） 

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  ３９名  （２）   （１）        （３３）    （１） 

本 庁 北  ４３名  （１）   （２）        （３５）    （２） 

本   庁  ４６名  （６）   （３）               （４０）    （２） 

相模大野中  ５１名  （５）   （４）        （４２）    （３） 

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

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

    計   ２８３名 （２４）  （１５）  （０）  （２３８）   （１２） 
 

総  会 
 

平成２９年度定時総会 

日 時 平成２９年６月２４日（土） 午後５時３０分～ 

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の選任（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の選任（監事の選任）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 

について 

（４）平成２８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  

（５）平成２８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２９年度１２月臨時総会 

日 時 平成２９年１２月２日（土） 午後６時３０分～ 

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２９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２９年度３月臨時総会 

日 時 平成３０年３月２４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）公益社団法人相模原市歯科医師会定款施行規則の改正について 

（２）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改正に 

ついて 

（３）平成３０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 

（４）平成３０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に 

ついて 
 

理 事 会 
 

第１回理事会  平成２９年４月２１日（金） 

（１）平成２９年度定時総会について 

（２）平成２９年度事業予定について 

（３）平成３０年度予算等要望について 

（４）外部監事の選任について 

（５）訪問歯科事業について 

第２回理事会  平成２９年５月１９日（金） 

（１）従業員代表者選挙について 

（２）平成２９年度定時総会における会員顕彰対象者について 

 （３）平成３０年度予算等要望について 

 （４）新旧役員及び理事職務・事務の引継ぎについて 

第３回理事会  平成２９年６月２日（金） 

（１）平成２９年度定時総会について 

（２）平成３０年度予算等要望について 
第４回理事会  平成２９年６月２４日（土） 

 



（１）理事の業務執行体制について 

第５回理事会  平成２９年７月２１日（金） 

（１）相談役の選任について 

（２）理事会の運営方針について 

（３）理事会運営規則の改正について 

（４）理事の辞任について 

（５）本会委員会委員の構成について 

（６）訪問歯科事業の実績状況と施設担当歯科医師の公募について 

（７）口腔がん健診について 

第６回理事会  平成２９年９月１５日（金） 

（１）（仮称）要介護者等歯科診療事業の今後の方向性について 

（２）講師謝礼基準について 

（３）事務局職員就業規則の改正について 

第７回理事会  平成２９年１０月２０日（金） 

（１）平成２９年度１２月臨時総会について 

（２）会員忘年会及び理事会忘年会について 

（３）（仮称）要介護高齢者等歯科診療事業の今後の方向性について 

（４）訪問歯科事業について 

（５）保険外インレーの自費料金について 

（６）後援名義使用の承認について（相模原市在宅医療・介護連携市民講演会） 

（７）お口の健康診査票及び口腔がん健診票の改正について 

（８）かかりつけ歯科医認知症対応力向上研修会講師謝礼について 

第８回理事会  平成２９年１１月１０日（金） 

（１）表彰規程の一部改正について 

（２）平成２９年度１２月臨時総会について 

（３）平成３０年三師会合同賀詞交歓会について 

（４）訪問歯科事業について 

（５）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（６）地域歯科保健医療連携室について 

第９回理事会  平成２９年１２月１６日（土） 

（１）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（２）歯科在宅訪問診療協力医へのお願いならびに訪問診療に係わるアンケートについて 

（３）平成３０年三師会合同賀詞交歓会について 

第１０回理事会  平成３０年１月１９日（金） 

（１）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（２）平成２９年度３月臨時総会について 

（３）「健康さがみはら」のテーマ及び執筆者について 

第１１回理事会  平成３０年２月１６日（金） 

（１）ＧＷ・年末年始急患歯科診療協力医の募集について 

（２）平成２９年度３月臨時総会について 

（３）平成３０年度各委員会事業計画等について 

（４）本会役員選挙について 

（５）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（６）診療報酬改定に伴う施設基準取得のための講習会について 

第１２回理事会  平成３０年３月２日（金） 

（１）新入会員の承認について 

（２）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（３）平成２９年度３月臨時総会について 

（４）従業員代表選挙について 

（５）平成３０年度年間予定について 

（６）平成３１年度予算等要望について 
 

業務執行理事会 
 

第１回業務執行理事会  平成２９年４月１７日（月） 

（１）神奈川県歯科医師会各種委員会委員及び相模原市介護保険制度に係る実務担当者会議への委員の推薦 

 



について 

（２）外部監事の選任について 

（３）三区の神奈川県歯科医師会会議等へのオブザーバー出席について 

（４）平成２９年度定時総会について 

（５）平成３０年度予算等要望について 

（６）訪問歯科事業について 

第２回業務執行理事会  平成２９年５月１５日（月） 

（１）従業員代表者選挙について 

（２）平成２９年度定時総会における会員顕彰対象者について 

（３）平成３０年度予算等要望について 

（４）第５０回十四大市歯科医師会役員連絡協議会専務理事会議について 

（５）大学生向け歯科保健指導の実施について 

（６）相模原市国民健康保険運営協議会委員の推薦について 

（７）平成２９・３０年度神奈川県警察協力歯科医の推薦について 

（８）平成２９・３０年度本会各委員会委員の公募について 

（９）新旧役員及び理事職務・事務の引継ぎについて 

第３回業務執行理事会  平成２９年５月２９日（月） 

（１）平成２９年度定時総会について 

（２）平成３０年度予算等要望について 

（３）神奈川県歯科医師国保組合会議員について 

（４）神奈川県歯科医師会地域青年部担当者について 

第４回業務執行理事会  平成２９年７月１８日（火） 

（１）理事会等の運営方針について 

（２）理事会運営規則の改正について 

（３）理事の辞任について 

（４）本会委員会委員の構成について 

（５）「医療・介護連携推進事業」委員の推薦について 

（６）訪問歯科事業の実績状況と施設担当歯科医師の公募について 

（７）歯科保健医療に関する情報交換会について 

（８）区長の地域歯科医師会会長会議へのオブザーバー出席について 

（９）口腔がん健診について 

第５回業務執行理事会  平成２９年８月１８日（金） 

（１）本会への後援依頼申請について 

（２）神奈川県歯科医師会共催医療管理講習会について 

（３）第５０回十三大市歯科医師会役員連絡協議会について 

（４）講師謝礼について 

（５）「職場体験のお願い」への対応について 

第６回業務執行理事会  平成２９年８月３１日（木） 

（１）（仮称）要介護者等歯科診療事業の今後の方向性について 

第７回業務執行理事会  平成２９年９月１１日（月） 

（１）（仮称）要介護者等歯科診療事業の今後の方向性について 

（２）講師謝礼基準について 

（３）事務局職員就業規則の改正について 

（４）相模原市認知症疾患医療センター「認知症医療介護連携協議会」委員の推薦について 

（５）三師会役員懇談会について 

第８回業務執行理事会  平成２９年１０月１６日（月） 

（１）１２月臨時総会等について 

（２）会員忘年会及び理事会忘年会等について 

（３）神奈川県障害者歯科医療推進協議会幹事等の推薦について 

（４）地域歯科医師会災害対策実務担当者の選出について 

（５）（仮称）要介護者等歯科診療事業の今後の方向性について 

（６）訪問歯科事業について 

（７）講師謝礼基準について 

 （８）障害者歯科診療所でのインシデント報告について 

 （９）口腔保健センター内防犯カメラの設置について 

 



（１０）保険外インレーの自費料金について 

（１１）お口の健康診査票及び口腔がん健診票の改正について 

（１２）男女共同参画事業について 

（１３）全国共通がん医科歯科連携講習会について 

（１４）歯科衛生士・歯科技工士人材養成確保事業進学ガイダンス用パンフレットの要望確認について 

第９回業務執行理事会  平成２９年１１月６日（月） 

（１）平成２９年度１２月臨時総会について 

 （２）平成３０年三師会合同賀詞交歓会について 

（３）訪問歯科事業について 

（４）（仮称）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（５）会員名簿等について 

（６）関係団体新年会の出席者について 

（７）タウンニュースの特集記事について 

（８）三師会役員懇談会について 

第１０回業務執行理事会  平成２９年１２月１１日（月） 

（１）平成３０年三師会合同賀詞交歓会について 

（２）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（３）県歯から地域に依頼する事業の実施申請について 

（４）市委託事業等に係る県歯科衛生士会相模原支部との業務委託契約について 

（５）医療保険講習会の開催について 

 （６）歯科在宅訪問診療協力医へのお願いならびに訪問診療に係わるアンケートについて 

第１１回業務執行理事会  平成３０年１月１５日（月） 

（１）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（２）平成２９年度３月臨時総会について 

（３）「健康さがみはら」のテーマ及び執筆者について 

（４）組織力強化に関する協議会について 

（５）地域歯科医師会災害時対策実務担当者連絡協議会について 

（６）障害者歯科診療所スタッフのＢ型肝炎検査について 

第１２回業務執行理事会  平成３０年２月１３日（火） 

（１）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（２）ＧＷ・年末年始急患歯科診療協力医の募集について 

（３）平成２９年度３月臨時総会について 

（４）平成３０年度各委員会事業計画等について 

（５）本会役員選挙について 

（６）平成３０年度市附属機関等の委員等の推薦について 

（７）平成３０年度地域歯科医師会学校歯科保健実務担当者の選出について 

第１３回業務執行理事会  平成３０年２月２６日（月） 

（１）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（２）平成２９年度３月臨時総会について 

（３）平成３０年度年間予定について 

（４）従業員代表選挙について 

（５）平成３１年度予算等要望について 

（６）神奈川県歯科医師会発行の白本の購入について 

（７）新任麻酔科医との引継ぎについて 

（８）理事会の運営方法について 

（９）区会の在り方について 

（１０）入会希望者の審査について 
 

監 事 会 
 

第１回監事会 平成２９年５月２５日（木） 

監査内容 平成２８年度後期事業及び予算執行状況監査 

第２回監事会 平成２９年１０月１２日（木） 

監査内容 平成２９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１１月２０日（月） 

監査内容 平成２９年度業務監査 

 


