
第６回定例理事会議事録 

日 時：令和 3年 7月 28日（水） 19：30～21：00 

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、矢島正隆 

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 6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、緊急事態宣言期間のためハイブリッド会議で行います。歯科医師会館では新型コロナ感染症対策

のため、体温測定器、アルコール自動噴霧器を設置しました。今後講演会などは、費用をかけてでも広い会場を

取るなど、密を避ける工夫をして、なるべく行っていきたいと思います。現在港区では休日診療・口腔がん検診

の実績について分析中です。今後実績次第で、予算が抑えられる可能性があります。また、会のホームページが

不具合を起こしていることから、ホームページの見直しを行っていきたいとおもいます。」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】 

・健診事業について会員の参加の仕方について検討する。 

【お口の健康フェスタ】 

・第 1回お口の健康フェスタ委員会開催。令和 3年 7月 13日（火）19時 30分～、芝歯科医師会館 

・令和 3年度「お口の健康フェスタ」は開催中止。8020達成者表彰者へ表彰状、記念品を郵送し、港

区 HP に氏名を公表（承諾者のみ）する。図画、ポスター、標語の表彰式については、フェスタ委員

会ではなく、学校歯科医会が担当する。 

【区民祭り】 

・本年度も WEB で港区民祭りを開催すると、麻布赤坂歯科医師会より連絡あり。委員会にて参加す

ることとし、昨年の内容と照らし合わせて本年度の開催方法を検討している。 

【会員診療所の地図作成について】 

・保健所の健診事業等で使用する、会員の診療所地図の作成を検討中。お口の健康フェスタが開催さ

れないことから、実務をお口の健康フェスタ委員会が行う。 

 



② 成人保健・口腔がん検診：西辻副会長、上谷理事 

【成人保健】 

     ・7 月 20 日(火)本会会館いて『お口の健診』6 月分健診票チェックを行った。出席者は三穂委員長、

大祢副委員長、担当理事だった。 

・『お口の健診』6月の受診者は 3,515件(うち訪問 6件、妊婦健診 34件)だった。前年同期より 1,922

件の増だった。(一昨年比 320件増)訪問健診のうち 5件は口腔がん検診と同時訪問だった。 

・お口の健診は昨年より増加している 

・お口の健診で使用するペリオスクリーンが製造中止の予定。2023年 6月までの有効期限のもので

製造終了。来年度健診までは大丈夫。 

【口腔がん検診】 

・7 月 20 日(火)、本会会館にて「口腔減検診」検診票チェックを行った。出席者は片倉委員長、笹

川副委員長、中川委員だった。 

・「口腔がん検診」6 月の受診者は 2,389 件で前年同期より 1,399 件の増だった。(一昨年比 730 件

増)精密検査は 5件(内 1件は前年度分)で前年同期から 2件減だった。 

 

③ 災害医療・医療管理常任委員会：牧野理事 

・7月 27日（火）19時 30分～、会館にて、第 1回災害医療・医療管理常任委員会を開催（予定） 

 

④ 広報：谷村副会長、池田理事 

・ホームページについて、40 万円で現状必要な機能のみ移管できる業者と現在折衝中。これまで契

約してきた418インターナショナルは現在の不具合の改善に対しての見積もりが70～80万円という

ことで、さらに月額 33,000円かかることから、今後契約を解除する方向で申し入れていく。いった

ん仮で業者に委託し、ホームページの再構築作業に関しては今後検討していく。40 万円で移管した

場合、スケジュール機能は Googleを使用しているのでほぼ無料であり、アップローダーの機能も使

用可能と聞いている。 

 

⑤ 総務・会計 

【総務】岡崎副会長、片倉理事 

・7月 2日（金）19時 30分～、会館にて第 1回総務・会計常任委員会を開催 

・7月 9日（金）、令和 3年度版会員名簿の作成に当たり情報記載のファックスを会員に通知した。

みなと医療 BOOKへの掲載同意も兼ねた記載用紙になっている。7月 16日（金）の締め切り後、7

月 19日（月）に未返信者に再度ファックスした。7月 27日（火）現在、58名が未返信。 

・会員名簿・定款の冊子については、前回のような企業広告は募集せずに、会員名簿と定款を別々

にして作成する。 

・7月 19日（月）、日産厚生会に成人病予防健診申込を行った。申込者は、53診療所 218名。 

 

⑥ その他：安藤幹事  

・6月 30日（水）、東京都に事業報告等の提出を完了した。 

 

（４） 決議事項 

① すこやかちゃんフッ素塗布事業 6・7 月分提出用紙について（P. 5） 



・開始日６月１日に変更すること、お口の検診提出用紙と同様に「同封のレターパックを使用して

歯科医師会事務所までご提出ください」の文言を入れること→賛成過半数で承認 

② 「お口の健診」７月分提出用紙について（P. 6） 

・「今後アドバイス」を「今後のアドバイス」に変更し、グレーの部分は赤字にすること→賛成過

半数で承認 

③ 「口腔がん検診」７月分提出用紙について（P. 7・8） 

・グレーの部分は赤字にすること、「6月検査分の未提出検診票も提出してください。」の「。」を

取る→賛成過半数で承認 

④ 口腔がん検診ハンズオンセミナー参加者募集について（P. 9） 

・「水祝日」を「水・祝」に変えること、全体の人数は今後調整すること→賛成過半数で承認 

⑤ 口腔外科疾患症例検討会のお知らせについて（P. 10） 

・三田いきいきプラザにて収録を行い YouTube で配信する。YouTube で視聴が困難な会員に限り

会場で参加していただく→賛成過半数で承認 

⑥ 口腔がん検診研修会動画公開のお知らせについて（P. 11・12） 

・既にメールにて承認済み 

⑦ 精密検査受入病院リストについて（P. 13・14） 

・「コロナ禍で受け入れていない場合もあるので、確認してから送ってください。」という文言を

入れる→賛成過半数で承認 

⑧ 身に覚えのない届け物についての会員へのお知らせ（P. 15） 

・既にメールで承認済み 

7月 6日法改正で 2週間の留置が必要という制限はなくなった為、今後このような配達物が届いて

も直ちに破棄してよくなった。 

⑨ 名簿・定款の印刷会社の選定について（P. 16～19） 

・前回依頼した（株）ジャパンパブリシティは 70万円超えだったが、今回見積もりを依頼した（株）

小松印刷は 60万円を切って、紙質も良くなる予定。→賛成過半数で承認 

⑩ 通帳の整理について 

・19個通帳あり、中には不要な通帳もあるため、通帳整理が必要である。定期を 3つ解約しシンプ

ルにする。→賛成過半数で承認 

⑪ レセプトの個別提出について（P. 20） 

・書面で周知する→賛成過半数で承認 

⑫ 今月の保険便りについて 

・保険委員会が作成する保険便りについて、今月は都歯からの通達をもとに作成した。今後は委員

会で協議の上、会員がわからないところを説明する形で作成したい。→賛成過半数で承認 

⑬ 令和 3 年度第 1 回国保集団講習会の日程・講師について 

日時：11月 17日（水）オンラインにて開催 

講師：山梨由美子先生「審査場の問題点について」と池田忠雄先生「オンライン資格取得ついて」 

→賛成過半数で承認 

⑭ 令和 3 年度第 2 回国保集団講習会（診療報酬改定）の日程・講師について 

・年度内の開催が難しく、4月になってしまうため、第 2回国保集団講習会は開催しない。→賛成過

半数で承認 

⑮ 令和４年度第 1 回国保集団講習会の日程・講師について 

日時：4月 1日（金） 



講師：山本啓太郎 

→賛成過半数で承認 

⑯ 新入会承認（１件） 

・稲田和徳先生→賛成過半数で承認 

⑰ 退会届（１件） 

・坂名井悦郎先生→賛成過半数で承認 

 

（５） 協議事項 

① 生活習慣病予防健診の受診申込者の中で、入社予定として未だ保険証番号のない 1 医療機関 3

名への対応について、総務・会計委員会片倉理事より協議の提案があった。 

該当医療機関には歯科健保が来たら提携医院で受けるよう指示する。どうしても日産厚生会診

療所で受けたい場合は自費と説明する。 

来年度以降のお知らせでは「申込時に保険証がない場合は自費での受診となります」と一文を

入れたうえで、保険証がないにもかかわらず申し込みがあった場合には、後から個別対応する

しかない。 

② 「芝歯」について、および、休日診療について、立花理事より提言 

「芝歯」の新入会員紹介では和暦と西暦が混在している。どちらかに統一が必要である。 

在宅輪番休日診療医療機関では、電話受付を 16 時 30 分までとホームページに記載している医

療機関があったが、受付は 17時まで対応するように周知すること。 

以上 2点立花理事から提案があった。 

③ 会員名簿の件で 58 人応募用紙未収への処理について、総務・会計委員会斉藤理事より 

既に掲載されている先生は去年と同じ、新入会員は個別に事務局から連絡し確認を取る。今後

は個人情報保護の観点からも、申込用紙の中で掲載の可否についても申告してもらう形式にす

るべき。休日診療の申込用紙にも緊急連絡先の記入が必要ではないか。関連して牧野理事より

会員名簿などは個人情報保護の観点から紙媒体よりデジタル媒体への移行も検討が必要と提言

があり、今後理事会にて検討する。 

④ お口の健診の検討会 

8 月 4 日（水）保健所との間でお口の健診検討会があり、全員の感想をお聞かせいただきたい

と上谷理事より希望があり、全員意見を述べた。全体としては「健口くん」はほぼ良いが、「嚥

下」は難しいという意見が多かった。 

⑤ 災害医療・医療管理常任委員会牧野理事より 

現在は学校歯科医会のメール網を使わせてもらっているが、メール以外でも緊急連絡網を整備

する必要がある。連絡網整備第一段階としてメール網を作成しようと思う。長井会長より、現

在、事務水落さんが使用している連絡網を緊急時に使用する旨の書類を作成して、会員に連絡

することで第一段階とするとよいと意見があった。 

⑥ 広報池田理事より 

「芝歯」次回は合併号として発刊予定。関連して 100 周年の記録がどうなっているか、池田先

生が釜我先生に確認するように、長井会長より指示があった。 

委員会会員挨拶などは無しということで合意した。 

 



（６） 閉会 

以上をもって議案の審議が終了したので、21時、議長が閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

議事録署名人 

 

長 井 博 昭 

 

 

木 村  充 

 

 

矢 島 正 隆 


