
 

平成３０年度公益社団法人相模原市歯科医師会事業報告 

 

平成３０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、相模原口腔保健センター事業である要介護高齢

者等歯科診療、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 

平成３０年度から開始された要介護高齢者等歯科診療においては、自力で歯科医療機関に通

院不可能な方に対して訪問歯科よりもさらに充実した歯科治療を施し、高齢社会における市民

ニーズに応えることが出来ました。障害者歯科診療においては、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は、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２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 

会  員  数 ２８２人 ２８１人 ２８８人 ２８３人 ２８４人 

年度中の入会 ８人 ３人 １３人 ０人 ８人 

年度中の退会 ５人 ４人 ６人 ５人 ７人 

年度中の増減 ＋３人 －１人 ＋７人 －５人 １人 

 



＜公益目的事業＞ 
 

◎要介護高齢者等歯科診療事業特別委員会 

 委員長：寺崎浩也 副委員長：加藤茂之 委員：大嶺秀樹、萬 康弘、菊池 剛、田中雄一郎 

平成３０年 ４月２４日 第１回委員会 

        ５月２２日 第２回委員会 

        ６月１９日 第３回委員会 

        ８月 ７日 第４回委員会 

        ９月２５日 第５回委員会・予診部会 

       １０月３０日 第６回委員会 

  平成３１年 １月２０日 反省会 

●要介護高齢者等歯科診療（実績別掲） 
 

◎休日急患歯科診療事業運営委員会 

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３０年 ４月 ４日 第１回運営委員会 

５月 ２日 第２回運営委員会 

６月 ６日 第３回運営委員会 

７月 ４日 第４回運営委員会 

９月 ３日 第５回運営委員会  

１０月 ３日 第６回運営委員会 

１１月 ７日 第７回運営委員会 

平成３１年 １月 ９日 第８回運営委員会 

２月 ６日 第９回運営委員会 

  ●５月ＧＷ・年末年始急患歯科診療（実績別掲） 
 

◎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、松田恵里子 

平成３０年 ４月１０日 第１回運営委員会 

           ４月１８日  第１回安全管理委員会 

        ５月 ９日 第２回運営委員会 

        ５月１７日 第１回全体医局会／ドクター会 

                ６月 ７日 障害者歯科診療事業講演会 

「ＨＩＶ／ＡＩＤＳの口腔内所見と歯科治療上の注意点」 

講師 丸岡 豊 先生（東京医科歯科大学顎口腔外科学分野臨床教授国立研究開発法人 

国立国際医療研究センター病院歯科・口腔外科診療科長） 

６月１３日 第３回運営委員会 

        ６月２６日 第１回ＨＩＶ委員 

７月１１日 第４回運営委員会 

８月２９日 第２回安全管理委員会 

９月１１日 第２回ＨＩＶ委員 

９月１２日 第５回運営委員会 

１０月 ４日 第２回全体医局会 

 障害者歯科診療事業講演会 

「かかりつけ歯科医が行うべきスウェーデンの歯科治療」 

               講師 石川 基 先生（スウェーデン王国公認矯正歯科専門医、東京都中央区開業） 

１０月１０日 第６回運営委員会 

１１月１４日 第７回運営委員会 

１１月１６日・１７日・１８日 第３５回日本障害者歯科学会 

１１月２９日 第３回全体医局会／反省会 

１２月１２日 第８回運営委員会 

平成３１年 １月２２日 第３回ＨＩＶ委員会 
１月３１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１３日 第９回運営委員会 

 



３月１３日 第１０回運営委員会 

  ●障害者歯科診療（実績別掲）、ＨＩＶ歯科診療（実績別掲） 
 

◎高齢者歯科診療事業運営委員会 

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

平成３０年 ４月 ６日 第１回委員会 

５月１１日 第２回委員会 

      ６月 ８日 第３回委員会 

      ７月 ６日 第４回委員会 

      ９月 ６日 第５回委員会 

１２月 ７日 第６回委員会 

平成３１年 １月１１日 第７回委員会 

２月 ３日 歯科医師認知症対応力向上研修会 

３月 ８日 第８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３０年 ４月１１日 第１回委員会 

４月２６日 第２回委員会 

第１回学術講演会 

「コンポジットレジンを用いたレイヤリングテクニック 

－最新の理論と臨床テクニックの実際－」 

講師 宮崎 真至 先生（日本大学歯学部保存学教室修復学講座教授） 

７月２６日 第３回委員会 

第２回学術講演会 

「顎関節症による咬合違和感」 

講師 西山 暁 先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 

口腔顔面痛制御学分野講師） 

９月 ６日 第４回委員会 

１１月 ８日 第５回委員会 

第３回学術講演会 

「小児の歯内療法と外傷治療」 

講師 宮新 美智世 先生（東京医科歯科大学小児歯科学分野准教授） 

１月２４日 第６回委員会 

第４回学術講演会 

「歯科用ＣＴの活用 保険請求から先端研究まで」 

講師 新井 嘉則 先生（日本大学歯学部歯科放射線学講座特任教授） 

３月２８日 学術大会 

会員発表 

口腔外科「日常診療で遭遇する外傷」 

講師 後藤 哲人 先生（休日急患歯科診療事業運営委員会委員） 

               矯正歯科「補綴前処置の残根の梃出および舌癖の歯列への影響」 

講師 笹川 円 先生（広報理事） 

               歯内療法「根管洗浄について」 

講師 寺崎 浩也 先生（副会長） 

               小児歯科「年齢の違いによる定期検診の際のポイント」 

講師 松田 恵里子 先生（障害者歯科診療事業運営委員会委員） 

特別講演「高齢者の口腔機能低下に対応する〜義歯と嚥下の間から〜」 

講師 古屋 純一 先生（東京医科歯科大学大学院地域・福祉口腔機能管理学教授） 

●学術だより発行 ４月・８月・１月 

 

 

 



◎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３０年 ４月 ４日 施設基準取得のための講習会 

            「地域歯科医療における高齢者歯科診療の取り組み」 

             講師 江田昌弘先生（相模原市歯科医師会常務理事） 

                奥森直人先生（前相模原市歯科医師会理事） 

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

      ４月１１日 施設基準取得のための講習会 

「地域歯科医療における高齢者歯科診療の取り組み」 

   講師 田中雄一郎先生（相模原市歯科医師会理事） 

      寺崎浩也先生（相模原市歯科医師会副会長） 

      山畑智也先生（神奈川県歯科医師会医療保険委員会委員） 

      ５月１６日 医療保険勉強会 

「疑義解釈の解説」 

６月１４日 医療保険講習会 

      「歯科訪問診療と介護保険の算定ポイント」 

       講師 小栁 輝昭 先生（神奈川県国民健康保険診療報酬審査委員会委員） 

        ７月 ４日 第１回委員会 

        ８月 １日  第２回委員会 

         ９月 ５日 医療保険勉強会 

「疑義解釈の解説」「周術期等口腔機能管理の流れと保険算定のﾎﾟｲﾝﾄについて」 

       １０月１７日 第３回委員会 

       １１月１５日 医療保険講習会 

「医療保険の取扱いについて」 

～口腔機能低下症の算定について、医科歯科連携の情報共有について他～ 

               講師 鍵和田 宏 先生（神奈川県国民健康保険診療報酬審査委員会副会長･歯科部会長） 

  平成３１年 １月 ９日 第４回委員会 

        ２月２０日 医療保険講習会に替わり医科歯科連携事業講習会 

              「周術期等口腔機能管理および医科歯科連携について」 

               講師 中島 敏文 先生（相模原協同病院歯科口腔外科部長） 

３月 ６日 第５回委員会 

●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３０年 ４月 ９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 ４日 第３回委員会 

６月１０日 第２７回高齢者よい歯のコンクール最終審査・表彰式 

７月 ２日 第４回委員会 

７月２３日･２４日･２６日･３０日 相模原市職員歯科健診 

８月 ９日 神奈川県職員歯科検診 

９月 ３日 第５回委員会 

９月 ７日 神奈川県職員歯科検診 

        ９月１２日 相模原市乳幼児歯科健診班長会議 

１０月 １日 第６回委員会 

１０月２０日 相模原市健康フェスタ歯科相談 

１１月１２日 第７回委員会 

１１月２３日 第１回・第２回口腔がん健診（７５名受診） 

平成３１年 １月２１日 第８回委員会 

       １月２４日 相模原市職員歯科保健講習会 

 ２月 ４日 第９回委員会 

 



        ２月２１日 相模原市乳幼児歯科健診協力医担当者会議・講演会 

              「小児の患者が来院したら」 

               講師 巣瀬 賢一 先生（明海大学歯学部小児歯科学講座非常勤講師） 

        ３月１１日 第１０回委員会 

        ３月２１日 第３回・第４回口腔がん健診（１１３名受診） 

  ●１歳６か月児（４８１７名受診）・２歳６か月児（４８９８名受診）・３歳６か月児歯科健康診査 

（５２０７名受診）、お口の健康診査（３４８３名受診）、国民健康保険歯科健康診査（３５名受診） 
 

◎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３０年 ４月１７日 第 1回委員会 

５月１５日 第２回委員会 

５月２２日 相歯会報１０７号発行 
７月１７日 第３回委員会 

８月２１日 第４回委員会 

９月１８日 第５回委員会 

９月１９日 相歯会報１０８号発行 

１１月２０日 第６回委員会 

１２月１８日 第７回委員会 

平成３１年 １月１５日 第８回委員会 

２月１０日 相歯会報１０９号発行 

   ２月１９日 第９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：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３０年 ６月２０日 第１回委員会 

                ７月１０日 相模原市災害医療救護検討会 

８月２９日 第２回委員会 

９月 ２日 相模原市総合防災訓練 

        ９月１３日 医療管理講習会（災害） 

              「大規模災害時に何ができて何ができないのか？」 

               講師 阿南 英明 先生（藤沢市民病院救命救急センター長、神奈川県 

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、東京医科歯科大学臨床教授） 

９月２６日 第３回委員会 

１０月１８日 医療管理講習会（歯科衛生士） 

              「高齢者の口腔ケア方法」 

       講師 中川 佳美 看護師（独立行政法人国立病院機構相模原病院 

副看護師長、摂食・嚥下障害看護認定看護師） 

       １１月２１日 第４回委員会 

１２月 ６日 医療管理講習会 

            「優秀なスタッフを確保するために」 

             講師 株式会社グッピーズ 

平成３１年 ２月 ７日 相模原市多数遺体収容訓練 

      ３月２４日 相模原市災害医療コーディネート研修会 

        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３０年 ４月 ３日 記録員研修会（市民会館） 

４月 ４日 記録員研修会（南保健福祉センター） 

      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 学校歯科保健実践活動推進校（並木小）との打ち合わせ会 

５月２６日 第６９回指定都市学校保健協議会前日歯科保健会議（静岡県浜松市） 

５月２７日 第６９回指定都市学校保健協議会（静岡県浜松市） 

５月３１日 学校歯科保健実践活動推進校（並木小）との打ち合わせ会 

６月 ６日 第２回委員会 

７月 ５日 相模原市歯の標語・ポスター審査会 

７月２６日 定期健康診断反省会 

              第３回委員会 

１０月 ３日 第４回委員会 

１０月１１日 学校歯科保健実践活動推進校（並木小）との打ち合わせ会 

１１月 ７日 第５回委員会 

１１月２２日 学校歯科巡回指導運営懇談会（青葉小） 

              相模原市学校歯科保健実践活動（並木小） 

１２月 ５日 第６回委員会 

平成３１年 １月 ９日 第７回委員会 

２月 ６日 第８回委員会 

２月１４日 学校歯科医新任研修会 

保育園新任研修会（園医の会） 

              学校歯科医の集い「学校歯科保健と口腔衛生学」 

講師 川戸 貴行 先生（日本大学大学院歯学部歯学科衛生学講座教授） 

２月２２日・２７日 学校歯科医の集いＤＶＤ補講 
 

◎在宅歯科医療地域連携室 

室長：布施厚子 室員：加藤茂之、笹川 円、浅川和也、田中雄一郎 

 平成３０年 ５月２４日 第１回実務担当者連絡協議会 

６月１４日 在宅歯科医療地域連携室研修会 

 「現在の在宅医療と今後の展開 訪問歯科との連携による地域医療」 

              講師 水上 潤哉 先生（一般社団法人 相模原市医師会理事） 

９月 ６日 第１回企画会議 

             在宅歯科医療地域連携室研修会 

             （１）講演：認知症サポーター養成講座 

                 講師 市川 勝 先生（相模原市キャラバン・メイト連絡会 会長） 

             （２）訪問診療機器の取扱説明（メーカー対応） 

                 佐藤 昭二 氏・増田 健人 氏（日本アイ・エス・ケイ株式会社） 

       ９月１９日 高度医療機器継続的研修受講 

平成３１年 １月１７日 第２回企画会議 

             在宅歯科医療地域連携室研修会 

             「誤嚥性肺炎予防は歯科の役目 －この気概を共有できるか？－」 

              講師 米山 武義 先生（米山歯科クリニック院長） 

 １月２４日 第２回実務担当者連絡協議会 
 

＜法人管理＞ 
 

会 員 現 況（平成３１年３月３１日現在） 
 

１ 地区別会員数（一種会員：２４２名 二種会員：２６名 三種会員：１６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  １６名  （１）              （１５） 

橋   本  ４０名  （３）   （１）        （３４）    （１） 

本 庁 北  ４５名  （３）   （２）        （３６）    （２） 

本   庁  ４７名  （６）   （３）               （４２）    （２） 

相模大野中  ４７名  （３）   （５）        （３９）    （３） 

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

相模大野西  ４１名  （５）   （２）        （３７）    （２）   

   計   ２８４名 （２６）  （１６）  （０）  （２４２）   （１２） 

 



総  会 
 

平成３０年度定時総会 

日 時 平成３０年６月２３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）平成２９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  

     （３）平成２９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３０年度３月臨時総会 

日 時 平成３１年３月２３日（土） 午後６時～ 

場 所 相模原市歯科医師会 研修室 

議 事（１）平成３１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３１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３０年４月２０日（金） 

（１）平成３０年度定時総会について 

（２）平成３０年度年間予定について 

（３）周術期病診連携について 

（４）新入会員の承認について 

（５）平成３１年度予算等要望について 

（６）選挙管理委員会委員の選任について 

（７）職員就業規則の改正について 

（８）「児童発達支援センターいっぽ」利用児歯科検診について 

第２回理事会  平成３０年５月１８日（金） 

（１）平成３０年度定時総会について 

（２）平成３１年度予算等要望について 

（３）神奈川県歯科医師会選挙管理委員会委員の推薦について 

（４）「歯と口の健康週間特集」広報さがみはら掲載内容の確認について 

第３回理事会  平成３０年６月１日（金） 

（１）歯科標準処方について 

（２）平成３０年度定時総会について 

（３）平成３１年度予算等要望について  

（４）新入会員の審査について 

（５）日歯生涯研修事業について 

第４回理事会  平成３０年７月２０日（金） 

（１）認知症対応力向上研修について 

（２）地区会の在り方について 

（３）理事会における休日急患歯科診療事業担当理事の件について 

（４）後援名義使用の承認について 

（５）取引業者選定基準規程について 

（６）新入会員の審査について 

（７）講演会等開催時の要望と注意点 

第５回理事会  平成３０年９月２１日（金） 

（１）診療案内プレートの作成について 

（２）区会の在り方について 

（３）相模原市地域保健医療審議会に係る公募選考委員の推薦について 

（４）入会希望者の審査について 

（５）歯科標準処方について 

（６）口腔保健センター内防犯カメラの設置について 

第６回理事会  平成３０年１０月１９日（金） 

（１）１２月臨時総会及び会員忘年会について 

（２）会員研修会について 

 



（３）後援名義使用の承認について 

（４）学校歯科医推薦要綱について 

（５）要介護高齢者等歯科診療事業について 

第７回理事会  平成３０年１１月９日（金） 

（１）三師会合同賀詞交歓会について 

（２）「食育フェア」への参加について 

（３）三種会員の承認について 

（４）後援名義使用の承認について 

（５）入会審査基準について 

（６）１２月理事会・理事会忘年会について 

第８回理事会  平成３１年１月１８日（金） 

（１）広報健康さがみはら寄稿テーマについて 

（２）本会マスコットキャラクターの作成について 

第９回理事会  平成３１年２月１５日（金） 

（１）平成３０年度３月臨時総会について 

（２）平成３１年度総会・理事会等予定について 

（３）平成３１年度各委員会事業計画等について 

 （４）社保及び国保診療報酬審査委員会審査委員の推薦について 

 （５）本会役員及び県歯代議員選挙について 

（６）後援名義使用の承認について 

（７）入会希望者の審査について 

（８）市在宅医療・介護連携事例等発表会への参加について 

第１０回理事会  平成３１年３月１日（金） 

（１）２０２０年度予算等要望について 

（２）本会マスコットキャラクターの応募について 

（３）平成３０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）次期県歯会長候補者の推薦について 
 

業務執行理事会 
 

第１回業務執行理事会  平成３０年４月１６日（月） 

（１）平成３０年度定時総会について 

（２）平成３０年度年間予定について 

（３）要介護高齢者等歯科診療事業について 

（４）入会希望者の審査について 

（５）周術期病診連携について 

（６）平成３１年度予算等要望について  

（７）選挙管理委員会委員の選任について 

（８）職員就業規則の改正について 

（９）県歯糖尿病診療医科歯科連携協議会について 

（１０）小児医療費助成について 

（１１）６月１４日の講習会について 

（１２）留置場収監者の歯科診療依頼について 

（１３）通信設備関係会社による理事会でのプレゼンについて 

第２回業務執行理事会  平成３０年５月１４日（月） 

（１）平成３０年度定時総会について 

（２）神奈川県歯科医師信用組合総代の選出について 

（３）ＧＷ年末年始急患診療の協力医について 

（４）平成３１年度予算等要望について  

（５）新入会員の承認について 

（６）障害者歯科診療急患の対応について 

（７）東海大学医学部付属八王子病院口腔外科病診連携の会について 

（８）口腔用軟膏（ケナログ）の販売中止について 

 

 



第３回業務執行理事会  平成３０年５月２８日（月） 

（１）「シニアのための歯っぴー健口セミナー」の会員周知について 

（２）歯科標準処方について 

（３）相模原市医師会急病対策委員会への参加について 

（４）２０２０東京オリンピック・パラリンピック歯科検討委員会委員の推薦について 

（５）全国共通がん医科歯科連携講習会について 

（６）平成２９年度事業報告及び決算について 

（７）平成３１年度予算等要望について  

（８）新入会員の審査について 

（９）日歯生涯研修事業の変更について 

第４回業務執行理事会  平成３０年７月１７日（火） 

（１）歯科保健医療に関する情報交換会について 

（２）認知症対応力向上研修について 

（３）相模原市新型インフルエンザ等医療対策会議の委員について 

（４）ＢＰ製剤投与前の歯科受診依頼について 

（５）地区会の在り方について 

（６）理事会における休日急患歯科診療事業担当理事の件について 

（７）口腔保健センターとしてのスタッフ管理について 

（８）後援名義使用の承認について 

（９）取引業者選定基準規程について 

（１０）「広告規制」の会員周知について 

（１１）藤沢市歯科医師会学術講演会の会員周知について 

（１２）他職種の講師による講演会について 

第５回業務執行理事会  平成３０年８月１７日（金） 

（１）病院との医科歯科連携について 

（２）十三大市歯科医師会役員連絡協議会について 

（３）診療案内プレートの作成について 

（４）本会入会審査基準について 

（５）ｵｰﾗﾙﾌﾚｲﾙ対策議員連盟神奈川県歯科保健･医療推進研究会（勉強会）･意見交換会への出席について 

（６）日歯会長予備選挙選挙人の選出について 

（７）歯科保健医療に関する情報交換会について 

（８）三師会役員懇談会について 

（９）相模原北警察署からの依頼への対応について（留置者の歯科診療） 

第６回業務執行理事会  平成３０年９月１８日（火） 

（１）診療案内プレートの作成について 

（２）病院との医科歯科連携について 

（３）児童生徒等災害見舞金審査委員会委員の推薦について 

（４）区会の在り方について 

（５）入会希望者の審査について 

（６）歯科標準処方について 

（７）あじさい会（相模原糖尿病と歯周病を考える集い）について 

（８）町田市歯科医師会との連絡協議会について 

 （９）町田市民病院連携医制度について 

（１０）津久井地域作業所歯科健診・歯科相談について 

第７回業務執行理事会  平成３０年１０月１５日（月） 

（１）１２月臨時総会及び会員忘年会について 

（２）会員研修会について 

（３）三師会役員懇談会について 

（４）妊婦歯科健診について 

（５）東芝林間病院との医科歯科連携について 

（６）後援名義使用の承認について 

（７）学校歯科医推薦要綱について 

（８）要介護高齢者歯科診療事業について 

（９）相談役会について 

 



（１０）座間市歯科医師会新年会・大和歯科医師会賀詞交歓会への出席について 

第８回業務執行理事会  平成３０年１１月５日（月） 

（１）三師会合同賀詞交歓会について 

（２）歯科衛生士支援事業の在り方について 

（３）「食育フェア」への参加について 

（４）三種会員審査について 

（５）三師会役員懇談会について 

（６）１２月理事会・理事会忘年会について 

第９回業務執行理事会  平成３０年１２月１７日（月） 

（１）本会マスコットキャラクターの作成について 

（２）介護認定審査会委員の推薦について 

（３）食育フェアへの参加について 

（４）町田市歯科医師会との協議会について 

（５）妊婦歯科健診のＰＲについて 

（６）在宅歯科医療地域連携室研修会について 

（７）歯科衛生士支援事業について 

（８）年末年始急患歯科診療における担当委員会の対応について 

第１０回業務執行理事会  平成３１年１月１５日（火） 

（１）広報健康さがみはら寄稿テーマについて 

（２）乳幼児受け入れ状況アンケートについて 

（３）平成３０年度新型インフルエンザ等対策訓練について 

（４）自動車の再リースについて 

（５）相模原市歯科医師会女性の会について 

第１１回業務執行理事会  平成３１年２月１２日（火） 

（１）平成３０年度３月臨時総会について 

（２）平成３１年度総会・理事会等予定について 

（３）平成３１年度各委員会事業計画等について 

（４）全身麻酔診療について 

（５）平成３１年度市附属機関等の委員等の推薦について 

（６）社保及び国保診療報酬審査委員会審査委員の推薦について 

（７）本会役員及び県歯代議員選挙について 

（８）後援名義使用の承認について 

（９）入会希望者の審査について 

（１０）市在宅医療・介護連携事例等発表会への参加について 

（１１）在宅要介護者等を対象にした外来歯科機能を担う休日急患歯科診療所等に対するハード整備補助 

の検討の方向性に係る事務連絡会議について（オブザーバー出席） 

第１２回業務執行理事会  平成３１年２月２５日（月） 

（１）平成３０年度３月臨時総会について 

（２）２０２０年度予算等要望について 

（３）本会マスコットキャラクターの応募について 

（４）全身麻酔後に発生した患者の不調に対するフォローについて 

（５）県歯会長候補者の推薦について 

（６）従業員代表選挙について 

 （７）相模原市災害医療コーディネート研修について 
 

監 事 会 
 

第１回監事会 平成３０年５月２４日（木）監査内容 平成２９年度後期事業及び予算執行状況監査 

第２回監事会 平成３０年１０月１１日（木）監査内容 平成３０年度前期事業及び予算執行状況監査 

第３回監事会 平成３０年１２月１３日（木）監査内容 平成３０年度業務監査 

 

 

 

 

 

 


