
第 10回定例理事会議事録 

日 時：令和 3年 11月 24日（水）19：30～21：25 

場 所：ハイブリット会議  

 

≪出席理事及び幹事≫ 

【理事】長井博昭、岡崎正史、谷村秀樹、西辻直之、安藤真一郎、立花智子、上谷公之、松田耕平、中川聡、

牧野寛、池田一郎、片倉修、斉藤淳、小笠原聖子* （*はリモート参加） 

【監事】木村充 

会長：議長を安藤理事に指名 

（１） 開会  議長：安藤理事 

安藤理事により 19時 30分、第 10回理事会の開会が宣言された。安藤理事は定足数の充足を確認の上、議案の

審議に移った。 

（２） 会長挨拶 

「こんばんは、コロナの感染者数はようやく落ち着いてきましたが、感染対策は気を緩めないで行きましょう。

100周年を迎え会館の整理をすることにしました。災害関係の備蓄も考えなければならないので、現在椅子置き

場になっているところに備蓄スペースを設けたいと思います。また古いコンピューターなどは台帳財産目録に記

載されているので、廃棄に関しては次の理事会で承認をお願いしたいと思います。廃棄業者は斉藤理事に探して

いただいたところにお願いしたいと思いますが、そちらの承認もお願いしたいと思います。最終的には、椅子や

床などもリニューアルしたいと思います。 

お口の電話相談に関しては、11 月 29 日（月）から電話番号が掲載されることになっています。今回は試行と

いうこともあり、込み合う年末年始には診療所に詰めて緊急歯科応急輪番診療をサポートする形で対応していた

だきたい。松田理事には周知をお願いしたいと思います。 

ホームページの件、進展しないのでスピードアップしたいと思います。谷村副会長が交渉してくださり、418

インターナショナルとの解約は３月までと決定している。暫定的なホームページを作らなければいけません。後

継の本サイトについては、谷津氏にご協力いただき 30 日のホームページ検討会では業者探しのステップに入っ

ていきたいと思います。現在のホームページは過去に作成した際 250万円くらいのコストでしたので、学校歯科

医会のホームページを組み込むことなどを考えると、最低でも 300～350万は必要かと思います。仕事をしやす

い環境を作るためには多少高額になるのも致し方ないと思っています。次回の検討会では一歩進めてください。」

と長井会長より挨拶があった。 

（３） 報告事項 

業務執行理事より各業務状況の報告がなされた。事業内容及び担当理事ごとの報告内容詳細は以下の通り。 

 

① 母子学校保健・お口の健康フェスタ・区民まつり：谷村副会長、立花理事 

【母子学校保健】 

・令和３年度学校歯科医会合同研修会を開催した 

日時：11月 11日（水）19時 30分から 

場所：高輪区民センター 

演題：「健全な口腔機能を育むために知っておきたいこと、出来ること」 



講師：浅川幸子先生 

参加人数：芝歯科医師会 26名、麻布赤坂学校歯科医会 16名、保育園関係 23名 

【お口の健康フェスタ】 

・第４回お口の健康フェスタ委員会を開催した。 

区委託みなと保健所健診事業、休日歯科応急輪番診療のアンケートを考察した。 

健診事業、休日歯科応急輪番診療登録について検討した。 

今後のお口の健康フェスタについて協議した。 

 

② 成人保健・口腔がん検診：西辻副会長、上谷理事 

【成人保健】 

・11月 9日（火）リモート会議にて『お口の健診』検討会を開催した。出席者は芝歯科医師会から

谷村副会長、西辻副会長、安藤専務、担当理事。麻布赤坂歯科医師会から萬屋専務理事、岩本担当

理事。学識から尾崎日本大学教授、平田東京歯科大学教授。行政から二宮健康推進課課長、小島係

長、小林、澤田、渡辺係員。 

・事業所歯科健診出光ユニテック（株）の今年度の受診者は 2名だった。 

・事業所歯科健診天辻鋼球製作所 10月の受診者は 2名だった。 

・11 月 12 日（金）web にて第 13 回働く人の健康支援研究会が開催された。出席者は長井会長、西

辻副会長。 

  

【口腔がん検診】 

・11月 3日（水・祝）赤坂区民センターにて口腔がん検診ハンズオンセミナーを開催した。セミナー

参加者は芝歯科医師会から 15名、麻布赤坂歯科医師会から 6名。委員・役員は芝歯科医師会から７

名、麻布赤坂歯科医師会から 8名。会員以外の見学者 1名。委員・役員は指導医として参加した。 

・「口腔がん検診」10 月の受診者数は 155 件。精密検査は 1 件だった。10 月までの合計は 6,172 件

で昨年同期より 1,820件の増。 

・11月 19日（金）本会会館にて「口腔がん検診」10月分検診票チェックを行った。出席者は笹川副

委員長、上谷担当理事。 

・11 月 3 日（水・祝）区立郷土資料館がん在宅緩和ケアセンターにて「がん対策みなと 2021」に出

展した。出席者は西辻副会長、麻布赤坂歯科医師会から藤野理事、上野委員。 

 

③ 災害医療・医療管理常任委員会：牧野理事 

・11月 16日（火）19時 30分より、本会会館にて第４回災害医療・医療管理常任委員会を開催した。 

・先日の講演会より、災害医療体制の確立として「有事の安否確認連絡網」の作成を第一に検討する。 

・講演会の開催「身元確認デンタルチャート」について 

日本歯科大学法歯学教室 岩原香織教授に講演を依頼している。日程は未定。 

・救急歯科医療その他災害医療に必要な備蓄品の整備についてリストを作成し、購入を検討する 

 

④ 総務・会計 

【総務】岡崎副会長、片倉理事、斉藤理事 

・「第 5回総務・会計常任委員会」を開催した。 

日 時：令和 3年 11月 2日（火）午後 7時 30分より 

場 所：本会会館 



出席者： 長井、岡崎、西辻、安藤、斉藤、片倉、片平、藍川、和田、山内 

（会員名簿について） 

✓11月末のお知らせに同封予定。 

（会計について） 

✓会計説明（支出の部）斉藤理事より 

✓税務講習会 令和４年 2月 4日（金）に佐藤純夫先生と税務署をお呼びして開催予定。 

✓事業別合計残高試算表について説明をした。 

 

・「第 4回ホームページ検討会」を開催した 

日 時：令和 3年 11月 15日（月）午後 7時 30分 

場 所：本会会館 

主席者：安藤、西辻、谷村、片倉、池田、谷津（外部） 

・418インターナショナルとの解約について 

代理人弁護士からの返答を待って、11月中に書面にて令和 4年 3月末での解約を通達する。 

・新しいホームページ作成について 

✓500～600万円規模のホームページが必要か改めて議論が必要である。 

✓一度暫定的なホームページを作り本格的なホームページに移行する方式と、原形は今とほぼ変わ

らないものを作って、必要に応じて機能を増やす方式について議論した。暫定的なホームページは

おおむね 20万円ほどで製作可能であるが、長期にわたって使い続けることは困難であると谷津氏よ

り説明があった。一方暫定的でない現在の要件を満たしたホームページは 70～80万円で製作可能で

あると谷村副会長から報告があった。 

✓金額においても新しいホームページへの移行方式においても方向性が定まらないので、次回の検

討会の前に理事会にて、谷村副会長から議題として挙げてもらい、改めて長井会長の意向を伺うこ

とになった。 

・11月 8日（月）、事務局の片付けに先立ち、長井会長、和田委員、松本事務長、斉藤で、廃棄分別

の検討を行った。 

・11月 18日（木）、数社検討後、長井会長、斉藤で、環境通信輸送株式会社の営業と面談した。 

✓事前の仕分け、片付け作業について。 

✓廃棄の範囲、日程、見積について。 

・11 月 9 日（火）、8 月から 10 月に日産厚生会で実施された、生活習慣病予防健診の受診結果が届

いた。 

✓受診申込者数 221名、受診者 203名、未受診者 9診療所 18名。 

✓未受診者には、事務長より電話にて、健診が終了し今後日産厚生会で受診する場合は自費になる

ことを伝え、東京都歯科健保組合の他の健診機関の受診をすすめた。 

・11 月 17 日（水）、日産厚生会から、来院した未受診者 2 名の対応について確認の電話があった。

未受診者の診療所には、再度電話にて説明を行った。 

 

【会計】岡崎副会長、斉藤理事 

・11月 10日（水）、川端会計事務所より 10月分月次報告が届いた。 

・11月 17日（水）、「お口の健診」前期分、「口腔がん検診」6～8月分の健（検）診料の振込を行

った。支給総額 117,187,642円、源泉徴収 17,366,321円、差引支給額 99,821,321円。 

・11月 17日（水）、事務長、事務員と打ち合わせを行った。 



✓「手書き議事録は事務所で協議事項を入力している。中には判読不可能なものもあるので、丁寧

に書いてほしい。」と通達があった。 

✓「会議録はあと席用のものなので、会館の後、あと席で協議した場合、あと席の場所を記入して

いただきたい。」と通達があった。 

✓事業別合計残高試算表について別紙を用いて説明。港区受託事業が大きく変化したため計上収入

が大きく増えた。 

 

⑤ 保険 

・令和３年第一回国保集団講習会が港勤労福祉会館にて行われた。（会員数 45名） 

・都歯より以下 3点の通知があった。 

✓「令和３年度保険医及び保険医療機関に対する講習事務委託費」（国保委託費第２回分）の振り

込みについて（令和 3年 11月 5日） 

✓オンライン資格確認の本格運用について 

✓令和 3年 10月 20日オンライン資格確認の本格運用について 

 

⑥ 医療福祉・医療連携  

・11月 8日（月）、第 2回港区口腔保健センター運営会議をWeb上にて開催した。 

・11月 22日（月）、第 2回医療福祉・医療連携常任委員会を開催した。 

✓WEB上で開催。令和 3年度医療福祉・医療連携研修会、障害者歯科研修会について等、協議した。 

 

⑦ 第 1回会務事業研究会を行う。 

日時：3月 18日（金）19時 30分より 

出席予定者：理事全員 

 

⑧ 第 1回地区部会長会を行う。 

日時：3月 18日（金）19時 00分より 

出席予定者：三役および地区部会長 

 

⑨ 名簿・定款が完成。校正終了後変更のあった個所を記載した正誤表も同封されている。 

 

⑩ その他 

（４） 決議事項 

① 令和 3年度保育園スタッフ研修会日程について→賛成過半数で承認 

・1月 31日（月）19時 30分より 基本的には保育園スタッフのみ参加を予定している。 

② すこやかちゃんフッ素塗布事業 10・11月分提出用紙について（P.5）→賛成過半数で承認 

・「１月レセプト提出日で、最終提出日」→レセプト、日を取る「1月提出で最終提出となります」 

③ 『お口の健診』11月分提出用紙について（P.6）→賛成過半数で承認 

・「6月、7月、8月」を「11月、12月、1月」に修正する。 

④ 『お口の健診』健診票配布についてのお願いについて（P.7）→賛成過半数で承認 

・港区検診→港区健診 

⑤ 天辻剛球製作所事業所歯科健診 11月分提出用紙について→賛成過半数で承認（P.8） 



⑥ 新唾液検査事業の日程について→賛成過半数で承認 

・SL広場で行われている新唾液検査について、来年の 6月２日（木）に行う予定。会場はおさえる。理

事は午前か午後お手伝いが必要である。 

⑦ 「口腔がん検診」11月分提出用紙について（P.9,10）→賛成過半数で承認 

⑧ 「口腔がん検診における経過観察中に悪性が判明した症例報告のお願い」について（P.11） 

→賛成過半数で承認 

・検診報告では悪性が判明していないが、悪性が後から判明したケースを掘り起こすための文章 

⑨ 「口腔がん検診」手技解説動画公開のお知らせについて（P.13）→賛成過半数で承認 

・口腔がん検診の検診動画、検診の期間中閲覧できるように YouTubeへのアップ 

⑩ 口腔がん検診第 2回研修会の日程について→賛成過半数で承認 

・令和 4年 2月 21日（月）芝浦港南区民センター19時から光藤健司先生 

⑪ 口腔がん検診ハンズオンセミナー動画公開のお知らせについて（承認済）→賛成過半数で承認 

・公開も終了している 

⑫ 「ハンズオンセミナー動画視聴確認書」について（承認済）→賛成過半数で承認 

⑬ 令和 3年度第 1回障害者歯科研修会案内文書について→賛成過半数で承認 

・QRコードを入れたものを作成した。ライブで行う。 

⑭ 令和 4年度学術講演会の日程と講師について→賛成過半数で承認 

・4月 21日 19時 東京歯科大学 阿部真一「インプラントの解剖」 

⑮  身元確認デンタルチャートの講演会開催について→賛成過半数で承認 

・警察歯科医会主催 2月上旬 1，3，8で日本歯科大学法歯学岩原先生 

⑯  令和 3年度税務講習会の日程について（承認済）→賛成過半数で承認 

・令和 4年 2月 4日（金）19時から 会館で行う。 

・税務署からの依頼により e-taxのお知らせを 12月の会報に同封する。 

⑰ 本会会館内の不要な物品・備品の廃棄について→賛成過半数で承認 

・アサヒプリテックから紹介された環境通信輸送株式会社に依頼する。12月 1日（水）に分別と仕分け

作業行いたい。物品台帳を見ながら行う。次回 12 月 9 日（木）に行われる理事会までに要検討のもの

は各理事にメールにて確認するする。12月 9日（木）理事会後には廃棄する予定。 

⑱ 令和 3年度第 1回国保集団講習会 YouTube配信について（承認済）→賛成過半数で承認 

⑲ 今月の保険便りについて→賛成過半数で承認 

・国保の吉野先生が作成して下さったもの。 

⑳ 新入会員承認（１件）→賛成過半数で承認 

・舘愛美先生 

㉑新入会員書類審査（１件）→賛成過半数で承認 

・坂名井太郎先生、次回理事会に顔合わせのためお呼びする予定。 

㉒ 名簿・定款→賛成過半数で承認 

・警察歯科医の名簿が入っていないことについて、牧野理事より質問があった。これに対して長井会長

より違う社団法人なので、歯科医師会の名簿に記載する必要はないとの回答があった。 

（５） 協議事項 

① 大規模災害時の緊急連絡網の作成について（牧野理事・谷村副会長より） 

・緊急連絡先作成について、連絡先データの作成を総務へ依頼したいとの要望があった。 

・東京都歯科医師会ではアンピックを使っているので、芝の緊急連絡網とどうつなげるか今後協議する。 



② 本会の新しいホームページへの移行について（谷村副会長） 

・500～600万円かけて立派なホームページを作ることに対して反対意見を持っている会員は多いという

感触がある。相場は 150万だと思う。（谷村副会長） 

・418インターナショナルとは解約は決定している。（西辻副会長） 

・2 通りの道がある。仮のホームページを立ち上げてから本サイトを立ち上げるのと、最初から今まで

の機能を網羅したものを作成して後から追加の機能を付け足す方法がある。（西辻副会長） 

・収支相償のためというニュアンスで受け取られているようならば本意ではない。総務では様々な機能

を盛り込んだホームページを作成することに否定的ではなかった。会計報告・スケジュール・役員名簿・

議事録などはなるべく早く載せてほしい。（斉藤理事） 

・今のままのものを作るべき（岡崎副会長） 

・理事会からから諮問に対する答申を検討会から提出するのが良い。（牧野理事） 

・仮のホームページをとりあえず作って、本サイトは意見を集約して作成すればよい。（西辻副会長） 

・とりあえず現行のホームページを一番安く稼働できるようにするのが最優先。（池田理事） 

・現在のホームページに問題があったからリニューアルするというのが事の始まりである。（長井会長） 

・RFPは見積もりを依頼するのに必要なもので、まだ 500～600万円の見積りは出ていない。暫定の仮

サイトを 20 万円くらいで作成できるので、最終的には無駄になってしまうが、まずは仮サイトを立ち

上げればよい。以前作成した RFPは関係者のいろいろな意見を網羅したものであるから、以前の委員会

で藍川先生が仰っていたように仮サイトを立ち上げるという項目を RFPに盛り込んで、見積りの金額を

見て不必要なものを省いていけばよい。（片倉理事） 

・RFP が今紛糾している元凶。一旦 RFP から離れた方が良い。現在のホームページに不満を持ってい

る人は少ないのに、立派なものが高額の予算で出てきたから反対の意見が出る。池田理事の言う通り一

旦使えるホームページを立ち上げてそこで出てくる不満を解消した RFPを改めて作成すればよい。（上

谷理事） 

→仮サイトの作成は谷津さんに相談する。次回検討会では新しいホームページの検討も行う。 

③ 令和 4年度予算作成について 

・令和 4 年度の 2 月 24 日の理事会では間に合わない。予算項目を各理事宛に Excel データで送付する

ので、返信していただき、予算は 12月 22日には確定したい。（斉藤理事） 

④ 講話収録用のビデオは会のものがあるので、活用してほしい。（上谷理事） 

⑤ 動画配信のスキル共有のために、今後勉強会の開催を提案したい。（上谷理事） 

⑥ 地区部会開催を、地区部会長を通して会からお願いしてほしい。（牧野理事） 

（６） 閉会 

以上をもって議案の審議が終了したので、21時 25分、議長が閉会を宣言した。 
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