
平成２８年度公益社団法人東京都台東区歯科医師会事業報告

（１）医道の高揚に関する事項

１．新年賀詞交歓会

 平成２９年 １月１７日 台歯・浅歯合同新年賀詞交歓会

  台歯会員３８名出席

２．各種表彰事業

①名誉会員表彰 該当者なし

②終身会員表彰 該当者なし

③周年事業における会員特別表彰 該当者なし

④８０２０達成者表彰事業への協力

平成２８年 ７月 １日 台東保健所 会長以下２名出席

３．福祉関係寄付金募金活動

 平成２９年 １月２５日 寄付募金活動収益金

台東区社会福祉事業団  会長以下２名出席

４．献血活動

 平成２８年 ５月１４日 台歯関係２４名出席

（２）歯科医学及び医術の進歩発達に関する事項

１．学術講演会の開催

①平成２８年 ７月２１日 第１回学術講演会 台歯会館

  講師：日本歯科大学歯学部付属病院総合診療科教授 北村和夫 先生

  演題：根管治療の成功率を上げる秘訣 ４２名出席

②平成２８年１１ 月２８日 第２回学術講演会 台歯会館

  講師：若林歯科医院院長 若林健史 先生

  演題：歯周治療成功の秘訣～歯周基本治療からメンテナンス」まで ３８名出席

③平成２９年２月１８日 区民向け講演会 台東区生涯学習センター

  講師：東京歯科大学非常勤講師 高柳篤史 先生

演題：歯ブラシの新常識  ６９名出席

２．日歯及び都歯主催学術講演会への参加

 日歯卒後研修会    都歯会館 他    １２ 名出席

３．その他

 平成２８年 ８月 ９日  学術部委員会  台歯会館 ６名出席

 平成２９年 ２月 ９日  学術部委員会  台歯会館 ６名出席

（３）予防医学の研究と公衆衛生の普及に関する事項

１．歯の衛生週間事業

①無料歯科相談

平成２８年 ６月３日 歯の衛生週間準備会 台歯会館    １７名出席



            ６月４日・５日 歯の衛生週間行事 台歯会館   ４３３名来場 
     ②絵・ポスター・標語の募集、審査と展示 
      平成２８年 ５月１６日 審査会       台東保健所 会長以下９名出席 
            ６月 ４日・ ５日 歯の衛生週間行事    台歯会館にて展示 
            ６月２１日 歯の衛生週間反省会 台歯会館 会長以下１５名出席 
            ７月 ４日 絵・ポスター・標語の表彰式 
                            台東保健所 会長以下２名出席 
            ７月２９日 歯の衛生週間反省会 台東保健所 会長以下７名出席 
      平成２９年 １月２４日 歯の衛生週間打合せ会 
                            台東保健所 会長以下８名出席 
      平成２９年 １月２４日 歯科事務連絡協議会 台東保健所 会長以下７名出席 
     ③都歯上野動物園行事への参加協力 
     ④歯の講演会の開催（区民向け講演会） 
      平成２８年 ５月１７日           台東保健所 
       演題：浅草歯科医師会 田中 昌一 先生 
       講師：「健やかなからだは歯の健康から」            ７７名出席 
     ⑤行事報告書の作成 

７月２９日 歯の衛生週間反省会にて配布  台東保健所 
 

   ２．台東健康まつりへの参加  事業中断中 
     ①区民向け講演会の開催 
     ②歯科健康相談の実施 
 
   ３．歯科基本健診 
     期 間：平成２８年 ４月 １日～平成２９年 ３月３１日 
     対象者：３０歳、３５歳、４０歳、４５歳～５５歳、６０歳、６５歳、７０歳 
         ７５歳の台東区民 
     受診者： ２４５２件 
     歯科基本検診妊婦歯科基本健診検討会         
      平成２８年 ７月１２日            台東保健所    ３名出席 
            ９月３０日            台東保健所    ３名出席 
     歯科基本検診妊婦歯科基本健診講習会        

２月 ６日            台東区役所   ６６名出席 
３月 ９日            台歯会館     ６名出席 
 

   ４．台東保健所歯科保険事業 
     ①１歳６ヶ月歯科健診  １２回２４名１：３０〜３：００ 

平成２８年 ４．１４ 柴野 義弘 委員    脇野  仁 委員 

         ５．１２ 中島 寛隆 委員    佐古  新 委員 

         ６． ９ 中村 美穂 委員    北城 伸明 委員 

            ７．１４ 髙橋 健一 委員    中島 博文 委員 

            ８． ４ 中村 正英 委員    杉山 英敏 委員 

            ９． ８ 小濱 裕人 委員    鈴木千枝子 委員 



           １０．１３ 目崎 淳一 委員    石和田惠理 委員 

           １１．１０ 小濱 裕人 委員    鈴木千枝子 委員 

           １２． ８ 北野千佳子 委員    武田 智道 委員 

      平成２９年 １．１２ 杉山 英敏 委員    倉代 俊哉 委員 

            ２． ９ 中村 正英 委員    河合 貴久 委員 

            ３． ９ 高須 敦裕 委員    中村 美穂 委員 

②２歳児健診      ６回 ６名９：００〜１０：３０ 

      平成２８年 ５．２５ 小野  潤 委員 

            ７． ６ 比留間正三 委員 

            ９． ７ 柴野 義弘 委員 

           １１． ２ 髙橋 健一 委員 
      平成２９年 １．２５ 秋山  隼 委員 
            ３． １ 武田  茂 委員 

③３歳児歯科健診    １２回２４名１：３０〜３：００ 

  平成２８年 ４．１９ 小森 久弘 委員    浅田 顕司 委員 

        ５．１７ 比留間正三 委員    秋山  隼 委員                             

        ６．２１ 岩間 隆洋 委員    武田 智道 委員 

        ７．１９ 中島 寛隆 委員    川又 悦子 委員 

        ８．２３ 北野千佳子 委員    平島  聡 委員 

        ９．２０ 大谷 一紀 委員    北城 伸明 委員 

       １０．１８ 脇野  仁 委員    浅田 顕司 委員 

       １１．１５ 猪越 重久 委員    亀井 章男 委員 

       １２．２０ 高松 伸博 委員    比留間正三 委員 

  平成２９年 １．１７ 小森 久弘 委員    木津喜 出 委員 

        ２．２１ 小野  潤 委員    秋山 欣也 委員 

        ３．２１ 高松 伸博 委員    石和田惠理 委員 

     ④保育園児歯科健診   １２回  名１０：００〜１１：３０ 
区立東上野保育園 

平成２８年 ５．１０ 倉代 俊哉 委員    浅田 顕司 委員 

区立坂本保育園  

平成２８年 ５．１１ 石和田惠理 委員    岩間 隆洋 委員 

区立松が谷保育園 

平成２８年 ５．１２ 河合 貴久 委員    奥沢 康彦 委員 

私立立華学苑保育園 

平成２８年 ５．１９ 小野  潤 委員 

私立愛隣保育園 

平成２８年 ５．１３ 石井 和子 委員    高松 伸博 委員 

区立谷中保育園 

平成２８年 ５．１９ 杉山 英敏 委員    柴野 義弘 委員 

区立東上野乳児保育園 

平成２８年 ５．２０ 中島 博文 委員 

私立ゆらりん竹町保育園 

平成２８年 ５．２０ 武田  茂 委員    脇野  仁 委員 



区立台東保育園 

平成２８年 ５．２４ 北野千佳子 委員    亀井 章男 委員 

区立たいとうこども園 

平成２８年 ６．１６ 木津喜 健 委員 笹間 悦正 委員 小坂 俊彦 委員 

      私立デリッシュ上野の森保育園 

      平成２８年 ７． ５ 髙橋 健一 委員 

      私立はぐはぐキッズこども園東上野 

      平成２８年 ７． ６ 川又 悦子委員 秋山 隼委員 

     ⑤福祉作業所歯科健診  １回 １名１：３０～３：００ 
      平成２８年 ９． ６ 木津喜 健 委員 

⑥産婦歯科健診     ５回 ５名９：００～１０：３０ 
      平成２８年 ６． １ 亀井 章男 委員 
            ８． ３ 川又 悦子 委員 
           １２． ７ 平島  聡 委員 
      平成２９年 １．２４ 平島  聡 委員 
            ２． １ 北城 伸明 委員 
     ⑦妊婦歯科健診     ６回 ６名１：３０～３：００ 
      平成２８年 ５．１４ 川又 悦子 委員 
            ８． ３ 高須 敦裕 委員 
            ９．１０ 鈴木千枝子 委員 
           １０． ５ 北野千佳子 委員 
           １１．１２ 川又 悦子 委員 
           １２． ７ 高須 敦裕 委員 
     ⑧ハローベビー学級   ５回 ５名１：１５～１：３５ 
      平成２８年 ５．１４ 楯野 英實 委員 
            ８． ３ 楯野 英實 委員 
            ９．１０ 楯野 英實 委員 
           １１．１２ 楯野 英實 委員 
           １２． ７ 楯野 英實 委員 
     ⑨歯科衛生相談     ２３回２３名１：３０〜３：００ 

 平成２８年 ４．１２ 木津喜 出 委員   ４．２７ 桜井 民雄 委員 

           ５．１０ 小坂 俊彦 委員   ５．２５ 大谷 一紀 委員 

           ６． ７ 向津 武志 委員   ６．２２ 佐古  新 委員 

           ７． ５ 猪越 重久 委員   ７．２７ 脇野  仁 委員 

           ８． ２ 武田  茂 委員 

           ９．１３ 岩間 隆洋 委員 

          １０． ４ 中島 博文 委員  １０．２６ 木津喜 出 委員 

          １１． ８ 川又 悦子 委員  １１．３０ 小坂 俊彦 委員 

          １２． ６ 中島 寛隆 委員  １２．１３ 玉野  明 委員 

     平成２９年 １．１０ 松下 和夫 委員   １．２５ 目崎 淳一 委員 

           ２． ７ 向津 武志 委員   ２．２２ 桜井 民雄 委員 

           ３． ７ 石井 和子 委員   ３．２２ 玉野  明 委員 

 



   ５．公衆衛生委員研修会 
     平成２９年 ２月１０日 第１回公衆衛生委員会 台歯会館     １４名出席 
 
   ６．口腔ケア連携推進事業 

①口腔ケアプラン作成に関する計画、マネジメント 
      カンファレンス 特養三ノ輪 
      平成２８年  ４月 ２日    平成２９年  １月 ７日 
             ５月 ７日           ２月 ４日 
             ６月 ４日           ３月 ４日 
             ７月 １日 
             ８月 ６日 
             9 月 ３日 
            １０月 １日 
            １１月 １日 
            １２月 ３日          計１２回     青木理事出席 
     ②関係機関との連携及び調整 
      平成２８年 ７月 １日 永寿総合病院第 合同症例検討会  
                               山口会長 奥沢副会長出席 
            ８月１６日 都立駒込病院医療連携懇親会    会長以下 5 名出席 
           １０月１２日 永寿総合病院診療連携の会 山口会長 奥沢副会長出席 
           １２月２０日 都立駒込病院医療連携懇親会     会長以下６名出席 
      平成２９年 １月２２日 台東区立台東病院・老人福祉施設千束「地域連携の会」 
                                山口会長、青木理事出席 
     ③口腔ケアに関する普及啓発 
       区民向け講習会 
        平成２９年 １月１８日  

場所： 蔵前地域包括支援センター 
講師： 三ノ輪口腔ケアセンター 衛生士 

        平成２９年 ３月１５日 
         場所： 上野老人福祉センター 
         講師： 三ノ輪衛生士 
       医療関係者・介護事業者向け研修会 
        平成２８年 ９月２５日 
         場所： 台東区役所 
         講師： 三ノ輪口腔ケアセンター 衛生士 
 
   ７．通所介護・介護予防通所介護「口腔機能向上サービス」における専門的ケア事業 
      参加者 0 名のため中止 
 
   ８．高齢者施設入居者に対する口腔健診に伴う歯科医師派遣事業 
      平成 28 年  4 月 21 日  入谷老人福祉館      小坂委員 青木理事出席 
             ７月 7 日  上野老人福祉センター   小坂委員 青木理事出席 
      平成２９年 １月２３日  特別養護老人ホーム台東  北野委員 青木理事出席 



            ２月２０日  特別養護老人ホーム三ノ輪 小坂委員 青木理事出席 
 
   ９．口腔機能向上教室運営事業 
      口腔機能向上教室  
      平成２８年 ４月２１日～毎週（木） １０週間実施  
            入谷老人福祉館       三ノ輪口腔ケアセンター 衛生士派遣 
      平成２８年 ７月 ７日～毎週（木） １０週間実施 
            上野老人福祉センター    三ノ輪口腔ケアセンター 衛生士派遣 
 
  １０．国保無料健康相談 
            平成２８年１１月実施   台東区内国保被保険者対象 
 
  １１．地域医療部講演会（研修会） 

平成２９年 ３月 ３日  第１回口腔ケアマネジメントセミナー 
       演題： 訪問診療を始めよう！ 
       講師：福井 智子 先生                      
       場所：生涯学習センター                    ３５名出席 
      平成２９年 ３月２９日  地域医療部講演会  
       演題：地域における食支援  
       講師： 高橋 賢晃 先生 

場所：台東区歯科医師会館                   ２３名出席 
 

  １２．介護認定審査員の派遣 
      委員４名     審査員会     台東区役所第２分庁舎 
       ４Ａ合議体 葛井 正委員 
        平成２８年 ４． ７日        １０． ６日 
              ５． 中止        １１． 中止 
              ６． ２日        １２． １日 
              ７． ７日   平成２９年 １． ５日 
              ８． ４日         ２． ２日 

９． １日         ３． ２日 
       ４Ｂ合議体 佐古 新委員 
        平成２８年 ４．２１日        １０．２０日 
              ５．１９日        １１．１７日 
              ６．１６日        １２．１５日 
              ７．２１日   平成２９年 １．１９日 
              ８．１８日         ２．１６日 
              ９．１５日         ３．１６日 
       ７Ａ合議体 大登 剛委員 
        平成２８年 ４．１１日        １０． 中止 
              ５． ９日        １１．１４日 
              ６．１３日        １２．１２日 
              ７．１１日   平成２９年 １． 中止 



              ８． ８日         ２．１３日 
              ９．１２日         ３．１３日 
       ７Ｂ合議体 青木徳久委員 
        平成２８年 ４．２５日        １０．２４日 
              ５．２３日        １１．２８日 
              ６．２７日        １２．２６日 
              ７．２５日   平成２９年 １．２３日 
              ８．２２日         ２．２７日 
              ９．２６日         ３．２７日   
                 
   １３．その他 

平成２９年 ３月１７日 平成２９年度地区公衆衛生担当理事連絡協議会 
                              都歯会館  木津喜理事出席 
      
（４）歯科医業の合理化と業権に関する事項 
   １．役員税務研修会 
      平成２８年１０月２８日             台歯会館    １８名出席 
 
   ２．税務座談会 
      平成２８年１０月３１日（１～５ブロック）    台歯会館    １３名出席 
           １１月 １日（６～８ブロック）    台歯会館    ３２名出席 
 
   ３．税務講習会 
      日 時：平成２９年 ２月２１日 
      場 所：台歯会館 
      テーマ：「確定申告の留意点」 
      講 師：東京上野税務署  
           寺崎副署長 
           上田個人課税第１統括官    
           金澤個人課税審理指導上席 
           経廣資産課税管理上席官                ３７名出席 
 
   ４．経営座談会 
      理事会にて検討 
 
   ５．顧問税理士による個別の税務相談の実施 
      日 時：平成２９年 ２月２８日 
      場 所：台歯会館 
      指導員：依田俊伸顧問税理士                   相談者３名 
 
   ６．税務部委員会の開催 
     ①税務に関する研究 
      平成２８年１２月 ５日 税務部委員会      台歯会館     ９名出席 



     ②上野青色申告会歯科医師会支部との連絡 
      平成２８年５月１０日 上野青色申告会役員会 上野区民館    濱田理事出席 
           ５月２６日 上野青色申告会総会    東天紅 支部長以下４名出席 
          １０月 ３日 上野青色申告会役員会 朝日信金西町ビル 濱田理事出席 
 
   ７．その他 
     平成２８年 ７月２１日 東京上野税務署新幹部への挨拶        ８名出席 
           ８月 ３日 新幹部との懇親会      東天紅     ４名出席 

１１月１７日 東京上野税務署長納税表彰式  東天紅          ４名出席 
     平成２９年 １月 ６日 東京上野税務署新年挨拶           ８名出席 

平成２９年 ２月 ８日 地区税務指導者連絡協議会  都歯会館  濱田理事出席 
                              
（５）医療保険制度の研究並びに国民保険の向上に関する事項 

１．保険整備会の実施 
      平成 ２８年 ４月 ８日     平成 ２９年 １月 ６日 
             ５月 ９日            ２月 ９日 
             ６月 ９日            ３月 ９日 
             ７月 ８日 
             ８月 ９日 
             ９月 ９日 
            １０月 ６日 
            １１月 ９日 
            １２月 ９日 
 
   ２．保険講習会の開催 
      第１回保険講習会   

日時：平成２８年 １０月 ２５日             ３９名出席 
場所：台歯会館 
内容：保険請求の留意点（28 年度診療報酬改定後の動向、その他 ）  
講師：稲葉孝夫先生（東京都歯科医師会国保担当理事） 

      第２回保険講習会 
        日時：平成２９年 ３月 ２７日              ４６名出席 
        場所：台歯会館         

内容：保険請求の留意点（返戻、査定、請求漏れをなくすには）         
講師： 山梨由美子先生（当会７B 社保審査委員） 
 

   ３．レセプトの搬出 
      平成 ２８年 ４月  ９日     平成２９年 １月  ９日 
             ５月 １０日           ２月 １０日 
             ６月 １０日           ３月 １０日 

７月  ９日 
             ８月 １０日 
             ９月 １０日 



            １０月  ７日 
            １１月 １０日 

１２月 １０日 
 

   ４．保険部委員会及び研修会の実施 
      平成２８年  ４月 ８日 委員会     台歯会館      １３名出席 
             ７月 ５日 地区保険担当理事連絡協議会 
                           都歯会館    大久保理事出席 
             ７月 ８日 委員会     台歯会館      １２名出席 
            １０月 ６日 委員会     台歯会館      １２名出席 
            １２月 ９日 委員会・研修会           ２３名出席 
      平成２９年  ２月 ９日 委員会     台歯会館      １２名出席 
 
             ３月２３日 地区保険担当理事連絡協議会 
                           都歯会館    大久保理事出席 
   ５．保険点数の統計、比較推移の集計及び過誤調査資料の配布 
      毎月の理事会報告及び総会資料にて報告 
 
（６）医療管理の研究に関する事項 
１．医療管理部講演会（研修会） 
      平成２８年９月２７日  
       演題：BRONJ ビスフォスフォネート関連顎骨壊死 
       講師：都立駒込病院 大山定男 先生  
       場所：台歯会館                       ４０名出席 

平成２８年１０月１４日  
       演題：“かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所”の施設基準のための研修会       

講師：東京都歯科医師会公衆衛生担当理事 山本秀樹先生  
       場所：浅歯事務所                      ４３名出席 
 
   ２．医事紛争問題の検討 
      台東区歯科医師会団体歯科医師賠償責任保険契約 
      東京都歯科医師医事処理委員会資料を配布 
      委員会にて検討 
      平成２９年２月１０日  
      「地区医事処理担当理事連絡会」        都歯会館   橋本理事出席 
      平成２９年２月２７日 
      「台東区医療安全推進会議」          台東保健所  橋本理事出席 
                              
   ３．労働保険の検討 
      委員会にて検討 
 
   ４．その他 
      平成２８年６月９日 医療管理部委員会   台歯会館       ７名出席 



平成２９年２月９日 医療管理部委員会   台歯会館       6 名出席 
 
（７）会員の福祉と厚生に関する事項 
   １．会員、家族のリクレーションの開催 
      ゴルフ部 平成２８年 ４月２４日  第１回例会 レイク相模カントリークラブ 
                 ７月 ２日・３日 

     第２回例会 中止 
                 ９月２２日  第３回例会 ダイヤグリーンゴルフクラブ 
                １１月 ３日  第４回例会 平成俱楽部鉢形生城コース 
      歩こう会 平成２８年 ７月３１日  鎌倉～江の島ハイキング 
      会員関係者等懇親会 
           平成２８年１１月１８日      上野東天紅    ７４名参加 
   ２．クラブ助成 
      ゴルフ部 
      歩こう会 

釣り部 
 

   ３．厚生文化委員会 
      平成２８年 ７月 ８日            台歯会館     ５名出席 
      平成２９年 ２月 ９日            台歯会館     ４名出席 
 
（８）歯科診療所の開設、運営に関する事項 
１．休日診療所の開設、運営 
   平成２８年開設日            平成２９年開設日 

４月 ３日、１７日、２９日       １月 １日、 ３日、 ９日、２２日 
     ５月 ３日、 ５日、１５日、２９日   ２月 ５日、１２日、２６日 
     ６月１２日、２６日            ３月１２日、２０日 
     ７月１０日、１８日、３１日 
     ８月１１日、１５日、２１日 
     ９月 ４日、１８日、２２日 
    １０月 ２日、１０日、２３日 
    １１月 ３日、１３日、２３日 
    １２月 ４日、１８日、２５日、３０日、３１日 
                      応急休日歯科診療所 平成 28 年度 38 日間開設 
 
   ２．三ノ輪口腔ケアセンターの開設、運営 

開設日 週４日 月・火・木・土  
          午前１０：００～１２：００ 
          午後 １：００～ ５：００ 
      開設日 週４日 月・火・木・土  
          午前１０：００～１２：００ 
          午後 １：００～ ５：００ 
 



（９）その他本会の目的を達成するのに必要な事項 
   １．会務執行に関する内務規定の掌握 
      「公益社団法人東京都台東区歯科医師会定款」 
      「公益社団法人東京都台東区歯科医師会定款施行規則」の制定と施行 
       
   ２．会誌、名簿編集発行事業 
      会誌「不忍」年１回発行 
       不忍編集委員会 
       平成２８年 １０月２６日     台歯会館          ５名出席 
         ２９年  １月１２日     台歯会館          ６名出席 
              ２月２１日     台歯会館          ６名出席 

平成２９年  ３月２４日 発行 
       
   ３．会館の運営、管理 
      会館運営委員会 
       平成２８年 １０月 ６日     台歯会館      会長以下６名出席 
       平成２９年  ２月 ９日     台歯会館      会長以下７名出席 
 
   ４．警察歯科医会の運営 
     ①都歯身元確認研修会への参加 

平成２８年 １１月 ６日 日本法歯科医学会 
ステーションコンファレンス東京 山口会長出席 

平成２９年  ３月２１日 警察歯科医会運営委員会役員会 
台歯会館              １５出席 

     ②台東区歯科医師会警察歯科医会講演会の開催 
       平成２８年 １１月 １４日 警察歯科医会講演会 
                    台歯会館（台歯・浅歯共催） 
              演題：「歯科医師にできる事～年齢推定・身元特定・虐待の 

早期発見」 
              講師：神奈川歯科大学災害医療歯科学講座法医歯学教授 
                 山田良広先生      ３７名出席（台歯会員１２名） 
     ③災害時救急活動 
       平成２８年   
              ８月 ３日 台東区危機管理連絡協議会 
                    台東保健所           松田理事出席 
              ９月１０日 永寿総合病院緊急医療救護所訓練 
                    永寿総合病院 

 山口会長、松田理事、木津喜理事出席 
             １０月１５日 平成２８年度災害歯科コーディネーター研修会 
                    都歯会館            山口会長出席 
             １１月 ６日 台東区総合防災訓練 
                    台東リバーサイドスポーツセンター野球場 
                     山口会長、千葉専務、松田理事、手島理事出席 



             １２月 ６日 浅草・下谷医師会合同トリアージ研修会 
                    台東保健所   山口会長、松田理事、濱田理事 
                                    稲富理事出席 
             １２月 ６日 平成２８年度第１回区中央部二次保険医療圏地域 
                    災害医療連携会議 
                    日本医科大学         中冨副会長出席 
             １２月 ８日 都歯主催トリアージ研修会 
                    都歯会館      中冨副会長、小坂先生出席 
             １２月２２日 東京都台東区防災会議 
                    台東区役所           山口会長出席 
       平成２９年  ２月 ２日 上野駅周辺滞留者対策推進会議 
                    台東区役所           松田理事出席 
              ２月 ３日 災害時連携体制整備部会 
                    台東保健所           松田理事出席 
              ２月 ７日 区中央部二次保険医療圏地域災害医療 
                    コーディネーター会議 
                    日本医科大学千駄木病院    中冨副会長出席 
              ３月２３日 台東区危機管理連絡協議会 
                    台東保健所           松田理事出席 
              ３月３０日 地区災害警察歯科医担当理事連絡協議会 
                    都歯会館            松田理事出席 
 
   ５．ＩＴ事業（ホームページの運営） 
      歯科医師会ホームページを開設 
 
   ６．他団体との交流活動 

平成２８年 １０月１４日 「薬と健康の週間」街頭行事（下谷薬剤師会） 
台東区役所       山口会長、木津喜理事出席 

     平成２９年  ３月１４日 三師会        
上野東天紅   山口会長、奥沢副会長、中冨副会長、 

                          千葉専務、松田秀之三師会会長出席 
                                  
   ７．顧問弁護士による講演会及び法律相談の実施 
       顧問弁護士講演会 
        日時：平成２９年３月２４日 
        演題：「賃貸借契約のトラブルについて」 
        講師：岩崎精孝 弁護士 
        場所：台歯会館                      １５名出席 
 
   ８．慶弔に関する事項 
      平成２８年 
       １０月２７日 日本歯科大学多摩クリニック開設４周年を祝う会 
              Shinyuku KIYENBU           山口会長、青木理事出席 



１１月１２日 本所歯科医師会創立１００周年記念式典祝賀会 
              東武ホテルレバント東京           山口会長出席 
      平成２９年  
        １月 ５日 ２０１７台東区役所新年交歓会 
              台東区役所                 山口会長出席 

  ５日 上野５団体新年会  
上野東天紅                 山口会長出席 

          １０日 都歯新年懇談会                       
              ホテルグランドパレス            山口会長出席 
          １２日 浅草医師会新年会 
              上野東天紅                 山口会長出席 
          １４日 下谷薬剤師会新年会 
              上野東天紅                 山口会長出席 
          ２５日 浅草薬剤師会新年会 

浅草ビューホテル              山口会長出席 
２７日 下谷医師会新年会      

上野精養軒                 山口会長出席 
２８日 東京都柔道整復師会台東支部新年会 
    上野東天紅                奥沢副会長出席 
２８日 台東歯科技工士会新年会 

浅草橋百万石               中冨副会長出席 
３１日 永寿総合病院症例検討会・新年会 

永寿総合病院                山口会長出席 
２月 ２日 東京都歯科医師連盟新春賀詞交歓会                

    ホテルグランドパレス            山口会長出席 
        ２月 ４日 東京都歯科衛生士会新春の集い 
              アルカディア市ヶ谷       山口会長、奥沢副会長出席 
        ２月１８日 都立駒込病院故千葉緑先生お別れ会 
              椿山荘                   山口会長出席 
 
      会員、会員家族の弔事、お見舞い等 
       平成２８年 
        ３月３０日     故菊田 清先生  
        ６月 ８日・ ９日 故脇野 博 様（脇野先生御尊父） 
        ９月２８日・２９日 故小野美子 様（小野圭一先生奥様） 通夜、告別式 
       平成２９年 
        １月２７日・２８日 故金 良範先生 通夜、告別式 
         
   ９．不動産貸付け事業 
      台歯会館１階テナントを「ヤマト運輸株式会社」へ貸付け 
 
 
 



 
  １０．ブロック検討臨時委員会 
       平成２８年 

４月２２日 第１回ブロック検討臨時委員会 
              台歯会館               会長以下１１名出席 
        ７月１５日 第２回ブロック検討臨時委員会 
              台歯会館                   １４名出席 
       １０月２１日 第３回ブロック検討臨時委員会 
              台歯会館                   １４名出席 
       平成２９年 
        ２月１７日 第４回ブロック検討臨時委員会 
              台歯会館                   ２０名出席 
        ３月中   第５回ブロック検討臨時委員会 
              持ち回り委員会   
 
   １１．入会検討臨時委員会 
       平成２８年 
       １２月１３日 第１回入会検討臨時委員会 
              台歯会館                   １６名出席 
       平成２９年 
        ２月２０日 第２回入会検討臨時委員会 
              台歯会館                   １４名出席 
        ３月１７日 第３回入会検討臨時委員会 
              台歯会館                   １２名出席 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         総会、理事会及び参事会等報告 
  
 １．総 会 
    平成２８年 ６月２５日 第５８回台歯定時総会   台歯会館 
                             ３７名出席・委任状４８ 
      議 事  第１号議案 平成２７年度一般会計決算の承認 
           第２号議案 平成２７年度別途会計決算の承認 
           第３号議案 財産目録の承認 
           第４号議案 平成２９年度会費及び負担金の額 
           第５号議案 選挙管理委員の選出 
            

２．理事会 
    平成２８年 ４月１９日         １０月１８日 
          ５月１７日         １１月１６日 
          ６月 ４日（臨時理事会）  １２月１５日（合同理事参事会） 
          ６月２１日    平成２９年 １月１９日 
          ７月１２日          ２月１４日 
          ９月 ３日（臨時理事会）   ３月２１日 
          ９月２０日           
                           

３．参事会 
    平成２８年 ４月２２日         １１月２２日 
          ５月２０日         １２月１５日（合同理事参事会） 
          ６月２４日    平成２９年 １月２４日 
          ７月１５日          ２月１７日 
          ９月２３日          ３月２４日 
         １０月２１日            
                          
 ４．その他 

平成２８年 
 ４月 ３日 歯科領域における疼痛セミナー 
       山上会館                   会長以下５名出席 
 ４月 ４日 区役所医療関係部署挨拶に来院 
       山口歯科医院                   山口会長出席 
 ５月２４日 東京都歯科医師連盟中央ブロック・城東ブロック・城北ブロック合同 
       「山田宏決起大会」                山口会長出席 
 ５月２６日 監事会 
       台歯会館                   会長以下８名出席 
 ６月 ７日 総会通知（総会事前資料等）発送 
 ６月１３日 山田宏東京都歯科医師連盟決起大会 
       都歯会館                     山口会長出席 



 ６月１７日 歯の優良児・生徒表彰式 
       台東区役所                    山口会長出席 
 ６月２３日 都歯第１９１回定時代議員会 
       都歯会館              山口代議員、奥沢代議員出席 
 ６月２４日 総会準備会 
       台歯会館                  会長以下１７名出席 
 ６月２５日 台歯第５８回定時総会 
       台歯会館 
 ６月３０日 石川区議と予算要望検討会 
       田原町 萬里楼             山口会長、千葉専務出席 
 ７月 １日 永寿総合病院症例検討会 
       永寿総合病院             山口会長、奥沢副会長出席 
 ７月 ８日 「健康台東２１推進会議」 
       台東区役所                    山口会長出席 
 ７月 ９日 浅草歯科医師会新事務所披露会 
       浅草新事務所        山口会長、千葉専務、木津喜理事出席 
 ７月２０日 日本医科大学千駄木病院医療連携の会 
       東京ドームホテル                 山口会長出席 
 ７月２７日 上野観光連盟上野夏祭り中間報告会 
       上野東天紅                    山口会長出席 
 ７月２９日 第１回地域リハビリテーション講演会 
       輝生会 本部研修センター             山口会長出席 
 ８月 １日 平成２８年度第１回障害者福祉施策推進協議会 
       台東区役所                   奥沢副会長出席 
 ８月 ８日 平成２８年度第１回高齢者保健福祉推進協議会 
       台東区役所                   奥沢副会長出席 
 ８月１８日 平成２８年度台東区糖尿病対策地域連携委員会 
       台東区役所                   奥沢副会長出席 
 ８月２４日 都歯中央ブロック会長会 
       銀座アスター                   山口会長出席 
 ８月２４日 台東病院等運営協議会 
       台東区役所                   中冨副会長出席 
 ８月２５日 台歯・浅歯合同事務連絡会 
       浅歯事務所                 台歯役員１３名出席 
 ９月 ６日 予算要望書関係部署説明 
       台東保健所                    千葉専務出席 
 ９月 ７日 予算要望書関係部署説明 
       台東区役所                    千葉専務出席 
 ９月 ８日 平成２８年度第１回都歯参事会 
       都歯会館                     山口会長出席 
 ９月２８日 予算要望書提出 
       台東区役所区長室            山口会長、千葉専務出席  
 



１０月 ６日 東京都歯科医師会の日表彰式 
       都歯会館              山口会長、玉野 明先生出席 
１１月 ４日 健康たいとう２１推進協議会専門部会 
       台東保健所                   奥沢副会長出席 
１１月 ９日 監事会 
       台歯会館                   会長以下７名出席  
１２月 ２日 健康たいとう２１推進協議会 
       台東区役所                    山口会長出席 
１２月１９日 石川義弘忘年会 
       浅草ビューホテル                 山口会長出席 

   平成２９年 
     １月２６日 台東区国保運営協議会 
           台東区役所                    山口会長出席 
     １月２７日 歯科医師会主催病院関係者向け口腔ケア講習会 
           永寿総合病院                 会長以下４名出席 
     ２月 ５日 台東区発足７０周年記念事業第２２回台東区福祉大会 
           台東区役所                    山口会長出席 
     ２月 ９日 東京都三師会合同講演会 
           東京都医師会館                  山口会長出席   
     ２月２８日 地域密着型サービス運営協議会 
           台東区役所                    山口会長出席 
     ３月 １日 医療連携推進協議会 
           台東区役所                    山口会長出席 
     ３月 ７日 監事会 
           台歯会館                       ７名出席 
     ３月１３日 台東区福祉施策推進協議会 
           台東区役所                   奥沢副会長出席 
     ３月１６日 都歯第１９２回臨時代議員会 
           都歯会館              山口代議員、奥沢代議員出席 
     ３月２２日 台東区高齢者保健福祉推進協議会 
           台東区役所                   奥沢副会長出席 
     ４月２３日 台歯連盟理事会 
           台歯会館                     山口会長出席 
     ４月２７日 法人関係必要書類の会員への送付 
     ４月２９日 台東区社会福祉事業団評議員会 
           台東区役所                    山口会長出席 

  
 

 
 


