
A.公益目的事業

[公1]　歯・口腔機能の健康維持、増進及び公衆衛生の向上を目的とする事業

　1　学術関連事業

　　1）市民対象講演会の開催

　　　　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、開催は中止。

　　2）学校歯科研修会の開催

　　　　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、開催は中止。

　2　歯科保健の啓発事業

　　1）高齢者・親と子のよい歯のコンクールと表彰

　　　　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、開催は中止。

　　2）市立小・中学校児童、生徒のよい歯のコンクールと啓発ポスター標語の表彰

　　　　市立小学6年生、中学3年生の健康な歯、口腔機能の児童、生徒を集め、審査の上、

　　　表彰した。

　　　又、口腔衛生についてポスター・標語を募集し、優秀作品を表彰した。

　　　口腔衛生への関心を高め、心身の健全な発育のための教育の一助となることを目指す。

　　　　（1）市立小中学校健歯児童・生徒審査会

参加者： 小学校の部　　42校　155名

中学校の部　  17校　 69名

表彰者： 小学校の部　米村　遙太（中部小）はじめ155名に優秀賞

中学校の部　木村　元　（第一中）はじめ69名に優秀賞

　　　　（2）児童・生徒の口腔保健啓発ポスタ－・標語の表彰

応募者： ポスター　　     6校 　28点

標語（小学校）　19校　176点

標語（中学校） 　6校 　59点

表彰者： ポスター　　　　最優秀賞 日下部　芽衣（南部小）

標語（小学校）　最優秀賞 小林　世奈（南部小）

標語（中学校）　最優秀賞 小川　陽翔（旭町中） 他6名

　　3）口腔衛生週間での歯科健診、相談

　　　　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、開催は中止。

　　4）「松戸まつり」での啓発事業

　　　　毎年10月に松戸市主催で開催される「松戸まつり」が、新型コロナウイルスの影響で
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　　　開催されなかったため今年度の事業はありませんでした。

　　　　市民が自ら健康の維持・増進に取り組むだけではなく地域で支え合うことも大切と

　　　市民の皆さんの健康づくりを応援している「健康松戸21応援団」の一員として、

　　　松戸市主催の「秋の健康フェスティバルONLINE」イベントに8020TVより歯科に関する

　　　動画2つを提供した。

期　間：令和3年11月1日から30日の1か月間

　　5）「広報まつど」での啓発事業

　　　　松戸市発行の「広報まつど」に歯科関連記事及び本会が実施する健診事業案内等を

　　　定期的に掲載し歯科保健について啓発した。

掲載回数： 1年間に6回（奇数月の15日に掲載）

5月15日・7月15日・9月15日・11月15日・1月15日・3月15日

掲載内容： 令和3年度は口腔がんのお話などの歯科関連を6回に掲載。

　　6）ホームページでの啓発事業

　　　　本会の事業（講演会、健診事業、休日診療等）の案内や訪問歯科診療に関する

　　　紹介等を掲載している。

　　　　又、『松戸市民の皆さまへ－「みんなで安心マーク」の発行について』を掲載し、

　　　感染症対策実施医療機関の周知を行なった。

　　　　他、歯科治療等に関するコラム掲載により、市民への歯と健康の周知活動を図った。

　　　　（投稿日・テーマ）

　　　　　令和3年4月23日　　フッ化物洗口について

 　　　　　　　　5月12日　　洗口液について

 　　　　　　　　6月8日 　　歯科と喫煙について

 　　　　　　　　7月14日　　根（歯の神経）について

 　　　　　　　　8月11日　　禁煙について

　　　　更に、松戸市薬剤師会との連携ではリーフレットを作成し、骨粗しょう症と抜歯の

　　　お話や糖尿病と歯周病のお話を掲載して、各薬局約200箇所に配布設置を行なった。

[公2]　地域住民の健康と福祉増進を目的とする事業

　1　保育所歯科健診事業

　　　3歳児健診以後、就学期までの期間において歯科疾患の早期発見、治療を進めることで、

　　幼児の健全な成長を期して行った。

　　市内17の保育所にて実施し、対象者は総勢1996名であった。

　2　成人歯科健診事業

令和3年度成人歯科健診実績

健診実施診療所： （歯科健診）150件　　（歯面清掃）112件

年間受診者数：　 総計3,157名

（歯科健診）2,927名　（歯面清掃）508名

（百寿健診）　　2名

（米寿健診）　228名
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　3　妊婦歯科健診事業

令和3年度妊婦歯科健診実績

健診実施診療所： 117件

年間受診者数： 907名

　4　フッ素塗布事業及びフッ素洗口事業

　　　1歳6か月児健診以後、2歳半までの期間において希望者に行うフッ素塗布に際し、事前

　　検査、指導を行った。

（令和3年度フッ素塗布実績）

　　　「松戸市歯と口腔の健康づくり推進条例」の制定に伴い、その基本理念にのっとった

　　健康保持を促進させるため、歯科医師による薬剤管理のもと希望する保育園・幼稚園において

　　週5回法を用いた日常的なフッ化物洗口を園児に行い、う蝕予防に努めた。

　　また、年1回年度始めにそれぞれの施設の依頼により、保護者に向けて「広げようむし歯予防

　　の輪」をテーマにむし歯になるメカニズムと予防方法について説明し、フッ化物洗口の重要性

　　と安全性を理解していただくための講話も行うが、令和３年度は歯科医師による講話は開催

　　していない。

（令和3年度フッ素洗口事業実績）

　　　更に、継続的にフッ化物洗口を行なうことにより、より高いむし歯予防効果があることが

　　示されている為、希望された小学校をモデル校として週1回法を用いて開始した。

　　洗口液の調合や薬剤管理等は薬剤師会の協力を得て、行なっている。

　5　口腔がん検診事業

　　　　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、開催は中止。

　6　企業歯科健診事業

　　　希望企業を募り、現場にて健診、相談を行った。

実施企業数： 1事業所 実施日： 令和4年2月3日（木）

受診者： 3名

会　場 実施回数 受診者数

中央保健福祉センター 22 620

小金保健福祉センター 9 187

常盤平保健福祉センター 12 354

計 43 1,161

施設数 人数 講話回数

市立保育所 17 859 0

保育園 27 1,116 0

こども園 4 184 0

幼稚園 9 666 0

計 57 2,825 0

施設数 人数 講話回数

小学校 1 101 1
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　7　休日・土曜日夜間歯科診療事業

　　　休日・土曜日・ゴールデンウィーク・旧盆・年末年始の夜間（午後8時から11時）に

　　急病患者に対し、実施した。

　　又、9月9日に松戸市地域医療課と改善点について話し合い、円滑に行えるよう努めている。

診 療 日： 125日

患 者 数： 206人

一日平均： 1.6人

電話対応： 27人

　8　年末・年始昼間応急歯科在宅当直医事業

　　　ゴールデンウィーク・旧盆・年末年始の午前9時から午後5時の時間帯に会員診療所にて、

　　急病患者に行った。

年間日数： 14日

患 者 数： 人

人

人

人

　9　歯科相談窓口の設置事業

　　　歯科医療全般に関しての質問、相談を会事務所にて受付け、市民の理解、意識の向上を

　　図っている。

　　担当歯科医師の出動日は50日（原則週1日）、相談者数は71名。

 10　医科医療機関、児童関連事業所等との連携事業

　　　医科医療機関、児童関連事業所等と連携し、疾病の予防・早期回復を促進すべく

　　周術期等の口腔機能管理や口腔ケアを実施した。

　　また松戸市立総合医療センターとの協定により、入院患者で応急的に訪問歯科診療を

　　必要とされ、依頼を受けた場合には速やかに対応できるよう体制を整えている。

　　　（令和3年度病診連携事業報告）

①新松戸中央総合病院 訪問実施件数　　　　　　 19件

②新東京病院 相談・問合せ件数　　　1,123件

訪問実施件数　　　　　　231件

入院前健診・治療件数 　　 7件

③松戸市立総合医療センター 訪問実施件数        　　　0件

相談件数　        　　　　0件

　　　ほか、多職種による患者への適切な栄養管理を実施し支援することを目的とする以下の

　　病診連携事業を行っている。

　　・新松戸中央総合病院の栄養サポートチーム（NST）活動の一員として、ミールラウンド

ゴールデンウィーク 37

8月旧盆 13

年末年始 138

合　計 188
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　　　に参加して、咀嚼機能・口腔機能・嚥下機能などを評価した上で、カンファレンスに

　　　おける検討や回診を行い、摂食支援に努めている。

　　　毎月委員会主催の勉強会に参加して、知識・技術の向上に努めている。

　　・チーム医療を強みとしている新東京病院と連携したワーキンググループ（WG)に

　　　参加して、口腔ケアラウンドを行い、意見交換をし改善を図ることで、口腔内の

　　　衛生状態を保ち嚥下機能向上を目指している。

　　　その後、摂食嚥下障害WGとして各症例について専門的な視点から視聴・考察する

　　　ことにより、口腔機能の維持・向上を図り、誤嚥性肺炎や低栄養の予防につながる

　　　よう取り組んでいる。

[公3]　高齢者の福祉増進を目的とする事業

　1　訪問歯科健診及び診療事業

　　　来院が困難な高齢者、障がい者に対して居宅、施設、病院等に訪問しての歯科診療を

　　実施した。

　　誤嚥性肺炎の予防や低栄養の改善等、予測されるリスクを回避し未然に防ぐことを目的

　　とした無料在宅歯科健診も行った。

　　　（令和3年度松戸市口腔ケアセンター事業報告）

訪問歯科登録歯科医院数（会員）　　　　　 50件

松戸市口腔ケアセンター依頼件数 　　　　　18件

会員による訪問歯科診療報告　　　　　　　  0件

受診者性別　         男性　  8件　女性　 10件

訪問先内訳　         居宅 　18件　施設 　 0件　病院（診療所）　0件

電話による相談　                  年間  　5件

      （令和3年度訪問歯科健診事業報告）

歯科健診実施件数　　　　　　　　　　　　 26件

（百寿健診　　 2名）

（米寿健診　　24名）

　2　医科医療機関、介護関連事業所との連携事業

　　・令和3年度　松戸市医師会在宅ケア委員会に副会長2名が年間12回出席し、

　　　三師会（松戸市医師会、松戸歯科医師会、松戸市薬剤師会）として情報を共有し、

　　　協働することによって高齢者福祉に寄与することを目的として連携を図った。

    ・高齢者のための地域包括支援センターとの連携事業として15カ所に地域ケア会議委員18名を

　　　推薦し、地域の実情に応じて開催されている地域個別ケア会議と地域包括ケア推進会議に

　　　参加。歯科医師として専門知識を提供するとともに口腔機能向上に向けて助言を行い、

　　　個別事例の解決に向けて多職種協働で支援体制の構築を図った。

[公4]　障がい者（児）の福祉増進を目的とする事業

　1　特別支援学校への予防指導事業

　　　　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、開催は中止。
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　2　障がい児への摂食嚥下指導事業

日　時： 月2回（第2、第4金曜日）午前10時より午後3時まで

場　所： 松戸市健康福祉会館（こども発達センター）

受診者： 1回につき約12名

　3　障がい関連機関・団体との連携事業

　　　歯科治療が一般の歯科診療所では対処困難な症例に対し、地元の歯科大学と治療

　　受け入れの連携は常に保っている。

　　又、障がい者団体に対しては、治療受け入れ、受診先の紹介についての連絡を保っている。

[公5]　災害時における被災者支援を目的とする事業

　1　松戸市防災計画に関する事業

　　　災害時の医療部門対策として松戸市集団災害医療懇話会が月1回開催されており、担当

　　理事が参画している。

　　また、医師会災害対策委員会にも参加しているほかに下記の事業に参加した。

5月26日　　松戸市防災会議                               書面審査 　 1名

9月7日　 　東葛5市災害医療検討会　                　　　Zoom参加　　1名

10月18日　 アマチュア無線交信訓練　　　 　　　　　　　　衛生会館　　3名

10月25日　 アマチュア無線交信訓練　  　　　　　　　　　 衛生会館　　3名

11月18日 　災害時用配慮者のための講演会         　      Zoom参加　　1名

12月21日　 三師会アマチュア無線交信会　　　             Web会議　 　1名

1月19日  　松戸市医師会災害医療救護対策委員会講演会  　 Zoom参加　　1名

（新型コロナウイルス感染症の影響で中止した事業）

・トリアージ訓練

・三師会主催応急救護訓練

・松戸市総合防災訓練

　2　松戸市急病救急医療システムに関する事業

　　　令和3年8月24日に松戸市急病救急医療システム連絡協議会がオンライン（Zoom）で

    開催され、2名が参加した。

　　新型の伝染病発生時の流行防止水際作戦、拡散防止対策についての対策会議が保健所、

　　三師会、消防署関係者で開催されている。

　3　災害時の歯科診療対策事業

・大災害時病院前救護所、学校前救護所出動名簿、避難所出動者名簿作成

・歯科医院で災害時備蓄品調査

・災害時マニュアル作成

　4　警察嘱託歯科医としての支援事業

　　　身元不明遺体の歯科医学的所見による個人識別の為の検死活動に対する生前資料提供等

　　の協力。

　　令和3年4月～令和4年3月においての出動件数41件。

-  6  -



B.その他の事業（相互扶助事業等）

[他1]　会誌、名簿発行等の共益事業

　1　名簿発行事業

　　　おおむね2年に1回発行する。

　　会員名簿に災害時における会員の役割を併記するため、災害対策委員会と協議し、

　　令和2年度発行予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響で情報収集が遅延

　　していたが、発行に向け協議を開始した。

　2　会誌発行事業

発行回数： 年１回（3月に発行）

内　　容： 事業報告、医療情報の提供、会員による投稿等

現在は印刷・製本を、エムズジャパンに委託。

　3　会員通知書類（情報紙）発行事業

理事会だよりの発行： 毎月開催される理事会の内容を詳細に記載したものを発行

している。発行頻度は毎月一回。事務局にて制作し、会員

へ発送している。

内容： 報告事項、決議事項、協議事項等を記載。各委員会でどのような事業を

進めているのかがわかりやすいように編集したうえで製作している。

[他2]　社会保険に関する事業

　1　社会保険に関する講習会の開催と周知

　　　社会保険制度の正しい解釈と保険請求の適正な運用を期して講習会を開催する。

　　定期的には年１回集団指導として実施し、保険点数改正時にはその都度開催する。

　　講師は厚生技官、千葉県歯科医師会理事があたる。

　　　講習の要点、点数改正時の情報、誤りの多い事項についてはその都度、会報やFAX、

　　ホームページ会員ページ社保情報で周知するほか、より詳しい情報の配信を図るため

　　通常月1回勉強会を開催するが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年度の

　　開催は2回となった。

　　　　（1）社保講習会

開 催 日： 令和3年11月13日（土）

場　　所： 松戸市衛生会館　3階　大会議室

開催方式： ハイブリッド方式（現地開催とYouTubeライブ配信の併用）

講　　師： 柴田　康則先生（千葉県歯科医師会　社会保険委員会担当理事）

受講人数： オンライン受講72名　現地受講14名　計86名

　　　　（2）社保伝達講習会（※）

目　　的： 令和4年4月1日より歯科診療報酬改定のため

開催方式： オンデマンド（録画）研修動画配信および現地動画上映

配信期間： 令和4年3月21日（月)～4月1日(金)
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上映日時： 令和4年3月25日（金）19：30より

場　　所： 松戸市衛生会館　3階　大会議室

結果報告： ビデオグ視聴者117名　上映会参加者9名　計126名

（YouTube視聴者数　推定40名以下含まず）

※県歯伝達講習会のオンデマンド配信を利用して対応。

　2　保険請求に関する個別相談

　　　保険請求にあたって不明な事項、請求後の返戻事例について保険委員会で月１回窓口に

　　よる相談日を設けている。常時メール、電話にても相談に対応している。

    令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、窓口による相談日は2回。

保険請求相談件数：4件

新規指導相談件数：4件

[他3]　会員及び医療機関の管理に関する事業

　　入退会者等会員の法人管理、感染症対策、医療廃棄物、税務等の医療機関管理、各種の

　会員研修、新情報の収集、周知などの事業を取り扱う。

　1　会員、法人管理事業

　　・令和3年度入会申請書の審査件数　　 1件

　　・令和3年度退会者数　　　　　　　　 3名

　　・事務局運営に必要な管理業務

 　 ・5月17日（月）令和3年度会計監査

  　・会計顧問との打合せ　年17回

　　・1月21日（金）令和4年度予算案立案会議

　　・3月15日(火)　学校歯科医ガイダンス　 1名

　　・1歳6か月児、3歳児歯科健診日程表作成と各種健診についての注意事項の伝達。

　　・ホームページの更新業務　　年間　20～30回

　　・会員ホームページのカテゴリーに「講習会」を新設し、学術講演会の現地受講と

　　　オンデマンド配信の案内について掲載した。

（新型コロナウイルス感染症の影響で中止した事業）

・新年会

・新入会員ガイダンス

　2　医療機関管理事業

　　・税務講習会開催

　　　　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、開催は中止。

　3　会員研修事業

　　・第1回学術講演会　

開催日： 令和3年7月31日（土）19：00～20：45
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場　所： WEB配信（松戸市衛生会館　3階　大会議室）

演　題： 「新型コロナワクチンの現状と変異株について」


講　師： 平塚　浩一先生

（日本大学松戸歯学部生化学分子生物学　教授）

受講者： 会員　45名（WEB）

　　・第2回学術講演会

開催日： 令和4年3月5日（土）19：00～20：45

場　所： 松戸市衛生会館　3階　大会議室・WEB配信

演　題： 「審美性に富んだコンポジットレジン修復

　　－考慮事項、材料選択、そして臨床の実際－」

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）

受講者： 現地5名　WEB62名　合計67名

　　・医事処理講習会

　　　　新型コロナウイルス感染拡大を受けて、開催は中止。
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           ２）管 理 業 務

　① 会　員　現　況（令和4年3月31日現在）

　　1、会員総数

　　　　　第1種会員 第2種会員  終身会員  　計 (名)

　　　　　 150名 7名 57名 214名

　　2、増　　減（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

　　　　　　入　会　 　退　会　 　増減(名)

　　　　　　　1名　  3名　 2名

(1)  平澤　正晃 令和3年4月22日　　　　 入会　 東部2班

　　4、退 会 者

(1)  追立　史郎 令和3年9月28日　　　　 退会　 東部3班

(2)  長岡　眞一郎 令和3年12月16日　　　　退会　 西部4班

(3)  濵野　渉 令和4年2月22日　　　　 退会　 東部2班

　　5、終身会員

杉 田    遜　　　宇津見 暉雄　　　岡 野　  昇　　　岡 田 邦 子

長 島 義 明      有 井  　博　　　新 井 賢 吾　　　塙　　三 郎      

横 山 勝 介      生 木 道 郎　　　長 坂    允　　　宮 坂 公 明　

髙 田 圭 祐      大河平 貞郎　　　小 泉 勝 司　　　宇佐美　 宏

明 石 光 也　　　越 野 玲 子　　　渡 辺 俊 二      長谷川 敏子

青 山    勇　　　齊 藤 允 昭　　　佐 藤 圭 子      金 子 勲 夫 　      

小 沢    毅　　　嶋 﨑 庸 三　　　嶋 﨑 康 子　　　立 山 雄 大

福 武 董 夫　　　大山口　 敏　　　加 藤 欽 也      谷 津 利 夫　　　

北 原 喜 一　　　小 林 市 郎　　　秋 山    譲      清 水 欽 也 

本 多 道 明　　　国 谷 悦 煕　　　芦 田 和 郎      本 間 憲 章     

瀬 畑    宏　　　大久保   弘　　　平 岡 晴 夫      佐 藤 幸 信

東 風    巧　　　富 永 正 志      北 村    渉      町 山 恵 子 

平 岡 正 司　　　脇 谷 隆 徳      大 塚 勝 一      岩 井 健 二　

平 山 勝 憲　　　石 崎    久　　　森 元 俊 一　　　森    啓 一　

本 間 康 章     

　　3、入 会 者
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役　員（令和4年3月31日現在）

　　　　　　会　　長 藤内 圭一 副 会 長 小松 世幸 小泉 裕史

　　　　 専務理事 塚本 康紀

　　　　　　　理事(総務)   中村 均 理事(財務)   濵野 亜起   理事(学術)   渡辺 官

　　　　　　　理事(衛生Ⅰ) 内田 敦 理事(衛生Ⅱ) 國府田 有宏   理事(医事処理) 長谷川 聖

　　　　　　　理事(社保)   明石 大輔 理事(広報)   㓛刀 初穂   理事(災害対策) 武田 讓

　　　　 理事(高齢者･障がい者（児）対策)  杉浦 健純

　　　　　　　　

監    事 渡辺 勝久 白石 勝彦

相 談 役 長坂 允 髙田 圭祐 大山口 敏

常置委員会委員（◎印 委員長　○印 副委員長)

　　　　　総務委員会　　　　◎加藤一郎 ○福嶋富士雄  宮本和郎  宮嶋洋二郎  折野大輔  鈴木 崇

  平澤正晃

　　　　　財務委員会　　　　◎芦田雄二郎 ○橋本昭秀

　　　　 　　　　　学術委員会 ◎加藤嘉哉 ○恩田建吾  平賀 努  東 賢一  丸山英大  金田喜正

　　　　　　　　　　　　　　　   小澤哲士  加藤陽一郎  倉持昭一

　　　　　　　　　公衆衛生委員会 ○比留間輝紀  白井裕子  砂長慶治  外間美由紀  岡本善彦  藤原 均

　　　　  　 (Ⅰ) 　  大塚裕之  野口雄一  秋山祐子

　　　　　　　公衆衛生委員会 ◎井出壹也 ○平岡智晴  北原喜芳  中山貴博  多々納賞子  大竹規久

　　　　  　 (Ⅱ)

　　　　　　　　　医事処理委員会 ◎伊藤博康 ○松下庸子  上床喜和子
　　　　　　　　　　   
　　　　　　　　　　　　社保委員会 ◎嶋﨑亨大 ○磯﨑博文  髙野 新  神野良一  直井和邦  渡辺幸司

  緒方宏也

　　　　　　　　　　広報委員会 ◎鈴木隆英 ○斉藤幸治  羽根田元子  増井淳子  木村 誠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　高齢者･障がい者 ◎村田祐志 ○岡田 敦  成島順子  荒木 誠

　　　 （児）対策委員会

　　　　　 　　　災害対策委員会 ◎百木田 等 ○松崎茂樹  黒川昭彦  志田健太郎  脇谷尚宏

　　　　　　　　　　選挙管理委員会 ◎小谷彰利  似鳥達雄  中村達三

　　〃（予備委員）  佐藤國彦  中村　孝  新保城一

臨時委員会委員（◎印　委員長）

◎渡辺 官  藤内圭一  小松世幸  小泉裕史  塚本康紀

  中村 均  濵野亜起  㓛刀初穂
新型コロナウイル
ス対策臨時委員会
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松戸市関係（令和3年4月1日現在）

○松戸市防災会議  藤内圭一

　　　　　　　　○松戸市国民保護協議会  藤内圭一

○松戸市防災会議医療部会  武田　讓  㓛刀初穂

○松戸市集団災害医療懇話会  武田　讓

○松戸市食育推進会議  小泉裕史

○松戸市急病救急医療システム連絡協議会　　　  直井和邦  岸田雄大

○松戸市健康づくり推進会議 　  藤内圭一

○松戸市高齢者保健福祉推進会議  藤内圭一

　　　　　○松戸市高齢者虐待防止ネットワーク会議 　  岸田雄大

○松戸市虐待防止連携推進会議　  藤内圭一

○松戸市フレイル予防事業連携会議 　  藤内圭一

　　　 ○松戸市地域ケア会議　  小泉裕史

　　　 ○松戸市15地区地域ケア会議委員　  小泉裕史  岸田雄大  芦田雄二郎

　　　　　　　　　　　　　  武田  讓  渡辺幸司  小松世幸

 塚本康紀  成島順子  宮嶋洋二郎

　　　　　　　　　　　　　　　　  中村  均  渡辺勝久  岡田  敦

　　　　　　  早川琢郎  長谷川 聖  多々納賞子

 緒方宏也  荒木  誠  國府田有宏  日大松戸

　　 ○松戸市国民健康保険運営協議会　  小松世幸

○松戸市糖尿病対策推進ネットワ－ク会議　  藤内圭一

○松戸市介護保険運営協議会　  小泉裕史

○松戸市介護保険認定審査会  平岡晴夫  北村　渉  平山勝憲

 小泉裕史  恩田　聰  藤内圭一

 渡辺勝久  原　正明  百木田 等

 阿部勝彦  髙野　新  白石勝彦

 湯浅邦彦  藤田理生  芦田雄二郎

　　　　　　  小松世幸  大熊　勉  岡田  敦

　　　  荒木　誠  黒川昭彦  武田  讓

　　 ○松戸市障害者計画推進協議会　  藤内圭一

　　 ○松戸市医療的ケア児支援のための連携推進会議  藤内圭一

　　　　　　　　　　○松戸市こども発達センタ－診療所摂食指導　  本多道明  平賀  努  荒木  誠

　　　　　　　　　　　　　  岸田雄大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○松戸市こども発達センタ－通園施設嘱託医　  平賀  努  荒木  誠

○松戸市子ども子育て会議 　  小松世幸

○松戸市母子保健連絡協議会  國府田有宏

○松戸市児童虐待防止ネットワ－ク会議  藤内圭一

○松戸市学校保健会  藤内圭一  小松世幸  小泉裕史

 塚本康紀  國府田有宏  北原喜芳

 内田　敦

○松戸健康福祉センタ－新型インフルエンザ等地域医療委員会 直井和邦

○松戸市立総合医療センタ－地域医療支援病院運営委員会 藤内圭一
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千葉県関係（令和3年7月現在）

　　  ○千葉県松戸健康福祉センタ－運営協議会　 藤内圭一

 ○千葉県松戸保健所母子保健推進協議会　 國府田有宏

 ○千葉県警察嘱託歯科医　      （松戸署） 平山勝憲 北原喜芳 中村 均

（松戸東署）谷津利夫 平賀 努

千葉県歯科医師会関係（令和3年7月現在）

代議員 藤内圭一 小松世幸 小泉裕史 塚本康紀 白石勝彦

予備代議員 芦田雄二郎 國府田有宏 武田 讓 中村 均 渡辺 官

千葉県歯科医師連盟評議員 小泉裕史 小松世幸

　　　　　〃　　　予備評議員 塚本康紀 濵野亜起

　　  千葉県歯科医師国保組合監事　 芦田和郎

千葉県歯科医師国保組合会議員 國府田有宏 長谷川 聖

常置委員会 社会保険委員会 委員 緒方宏也

広報委員会 副委員長 鈴木隆英

　　 地域保健委員会（地域1） 委員 成島順子

障がい福祉保健委員会（地域3）理事 荒木 誠                                                               

医事処理委員会 委員 芦田雄二郎

災害対策・救急医療委員会 委員長 中村 均

障がい福祉保健委員会 心身障がい児（者）管理指導医 荒木 誠

　　 障がい福祉保健委員会 心身障がい児（者）指導医 安田直美 岡田 敦 中村 均

鈴木隆英 岸田雄大

　　　　　　　　　　　　　　　　 社保審査委員 診療担当者代表  渡辺幸司　

社保審査委員 保険者代表  緒方宏也

　　 国保審査委員 保険者代表 神野良一　

千葉県歯科医師会青年歯科医師の会 大塚裕之

千葉県歯科医師会児童相談所嘱託歯科医 成島順子
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② 総　　　会

令和3年度定時総会

日時　令和3年6月19日(土)午後7時00分

場所　松戸市衛生会館 3階 大会議室

出席者33名　議決権行使書30名　委任状85名　合計148名

決議事項

　第1号議案　公益社団法人松戸歯科医師会令和2年度決算における貸借対照表及び　　　　  　　　   

　　　　　　 損益計算書（正味財産増減計算書）並びに財産目録の件

　第2号議案　公益社団法人松戸歯科医師会理事14名選任の件　　　　  　　　   

　第3号議案　公益社団法人松戸歯科医師会監事2名選任の件　　　　  　　　   

　第4号議案　公益社団法人松戸歯科医師会選挙管理委員及び予備委員選出の件　　　　  　　　   

　第5号議案　公益社団法人松戸歯科医師会定款施行規則一部変更の件　　　　  　　　   

③ 理　事　会

4月 21日 第1回定例理事会

決議事項

　①　平澤正晃先生入会審査

協議事項

　①　本会会務事業へのご意見ご要望について

　②　委員会再編について（地域医療委員会）

その他

5月 19日 第2回定例理事会

決議事項

　①　令和3年度定時総会開催について

　②　令和2年度決算書の承認について

　③　令和3年度定時総会資料の承認について

　④　役員の選任について

　⑤　総会の場での役員選任方法について

　⑥　選挙管理委員、予備委員の選出について

　⑦　委員会再編について（地域医療委員会）

　⑧　定款施行規則一部変更について

協議事項

　①　本会会務、事業へのご意見ご要望について

その他

6月 16日 第3回定例理事会

決議事項

　①　松戸市年末年始等（昼間）応急歯科在宅当直医制事業

　　　令和3年度8月旧盆応急歯科在宅当直医開設について

　②　総会当日の配付資料について
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協議事項

　①　令和4年新年会の開催について

　②　会員専用HPのカテゴリーの変更について

　③　学校歯科健診時のグローブについて

その他

6月 19日 第4回臨時理事会

決議事項

協議事項

　①　令和3年度定時総会について

その他

6月 19日 第5回臨時理事会

決議事項

　議案1　代表理事（会長）の選定の件

　議案2　副会長（2名）及び専務理事の選定の件

　議案3　理事の役割分担の件

7月 21日 第6回定例理事会

決議事項

　①　委員会委員の選任について

　②　問題のある学校歯科医への対応と手順について

協議事項

　①　新型コロナウイルス感染症対策事業臨時委員会について

その他

8月 25日 第7回臨時理事会

決議事項

　①　新型コロナウイルス対策臨時委員会について

協議事項

　①　本会会務、事業へのご意見ご要望について

　②　入会金分割納入の延納について

　③　11月の社保講習会について

その他

　①　高齢者施設の訪問診療の現況について

　②　コロナ禍の感染予防対策について

9月 15日 第8回定例理事会

決議事項

　①　新型コロナウイルス対策臨時委員会の委員について

　②　令和3年度事業計画の変更について

協議事項

　①　社保講習会後の懇親会について

-  15  -



　②　個人医院対象の広告チラシについて

　③　松戸歯科医師会員訪問施設アンケートについて

　④　口腔ケアセンターへの申し込み患者の振り分けについて

その他

　①　医療的ケア児支援法について歯科医師会としての取り組み

10月 20日 第9回定例理事会

決議事項

　①　松戸市年末年始等（昼間）応急歯科在宅当直医制事業

　　　令和3年度年末年始応急歯科在宅当直医の開設について

　②　松戸歯科医師会 会計/公益法人システム5年更新ライセンスについて

　③　新型コロナウイルス対策対応シール作成の中止と薬局等へのリーフレット配布について

　④　松戸歯科医師会新年会の開催について

協議事項

　①　本会会務、事業へのご意見ご要望について

　②　学校歯科健診での感染対策の誓約書について

　③　口腔ケアセンター登録歯科医について

　④　日大障がい者歯科学講座との障がい者受け入れ協力医募集について

　⑤　口腔内蛍光観察装置購入について

その他

　①　東和薬品と三師会主催のハイブリット講習会開催について

　②　事務局の年末年始休みについて

11月 17日 第10回定例理事会

決議事項

協議事項

　①　感染対策の誓約書について

　②　弁護士との委託契約について

　③　学校歯科医推薦基準について

その他

12月 15日 第11回定例理事会

決議事項

　①　感染対策の同意書について

協議事項

　①　弔慰の取扱規程について

　②　弁護士との委託契約について

　③　学校歯科医推薦基準について

　④　今後の講演会の開催について

その他

1月 19日 第12回定例理事会

決議事項

　①　令和4年度松戸市休日・土曜日夜間歯科診療所当番医日程表について
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協議事項

　①　前回の学校歯科医の推薦について

その他

2月 16日 第13回定例理事会

決議事項

　①　松戸歯科医師会慶弔規定について

　②　令和4年度1歳6か月児、3歳児健康診査及び

　　　フッ素塗布出動日程担当歯科医師一覧表について

協議事項

　①　公益社団法人松戸歯科医師会 令和4年度事業計画書の承認について

　②　公益社団法人松戸歯科医師会 令和4年度収支予算関連財務諸表について

その他

　①　口腔ケアセンター登録歯科医集計結果について

3月 16日 第14回定例理事会

決議事項

　①　令和4年度終身会員の承認について

　②　会員種別の変更について

　③　公益社団法人松戸歯科医師会 令和4年度事業計画書の承認について

　④　公益社団法人松戸歯科医師会 令和4年度収支予算関連財務諸表について

　⑤　松戸市年末年始等（昼間）応急歯科在宅当直医制事業

　　　令和4年度ゴ－ルデンウィーク応急歯科在宅当直医の開設について

　⑥　口腔内蛍光観察装置の購入について

協議事項

　①　歯科初診料の注1に規定する施設基準の講習会開催について

その他

　①　百寿・米寿健診について
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④ 委　員　会

4月 12日 LINE会議 8月 2日 第5回委員会 12月 6日 LINE会議

5月 12日 LINE会議 9月 6日 本会会議室及びLINE会議 1月 6日 LINE会議

6月 14日 第3回委員会 10月 4日 LINE会議 2月 7日 LINE会議

7月 12日 第4回委員会 11月 1日 夜急診診療室及びLINE会議 3月 7日 LINE会議

7月 12日 第1回委員会

4月 7日 WEB会議（ZOOM） 8月 4日 WEB会議（ZOOM） 12月 1日 WEB会議（ZOOM）

5月 12日 WEB会議（ZOOM） 9月 1日 WEB会議（ZOOM） 2月 2日 第10回委員会

6月 2日 WEB会議（ZOOM） 10月 6日 WEB会議（ZOOM） 3月 2日 第11回委員会

7月 7日 第4回委員会 11月 10日 WEB会議（ZOOM）

4月 14日 8月 11日 第5回委員会 12月 8日

5月 12日 9月 8日 1月 12日

6月 9日 10月 13日 2月 9日

7月 14日 第4回委員会 11月 10日 3月 9日

4月 14日 8月 11日 第5回委員会 12月 8日

5月 12日 9月 8日 1月 12日

6月 9日 10月 13日 2月 9日

7月 14日 第4回委員会 11月 10日 3月 9日

4月 14日 LINE会議 9月 8日 LINE会議 1月 12日 LINE会議

5月 12日 LINE会議 10月 13日 LINE会議 2月 9日 LINE会議

6月 9日 LINE会議 11月 10日 LINE会議 3月 9日 LINE会議

7月 14日 LINE会議 12月 8日 LINE会議

4月 5日 第1回委員会 8月 4日 第5回委員会 12月 1日 第9回委員会

5月 7日 第2回委員会 9月 1日 第6回委員会 1月 5日 第10回委員会

6月 7日 第3回委員会 10月 1日 第7回委員会 2月 2日 オンライン会議

7月 7日 第4回委員会 11月 1日 第8回委員会 3月 2日 第12回委員会

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

本会会議室及びWEB会議

 [社保委員会]

本会会議室及びWEB会議
（ZOOM）

本会会議室及びWEB会議
（ZOOM）

本会会議室及びWEB会議
（ZOOM）

本会会議室及びWEB会議
（ZOOM）

 [総務委員会]

 [財務委員会]

 [学術委員会]

 [公衆衛生Ⅰ委員会]

 [公衆衛生Ⅱ委員会]

 [医事処理委員会]

本会会議室及びWEB会議
（ZOOM）

本会会議室及びWEB会議
（ZOOM）
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4月 14日 WEB会議（ZOOM） 8月 11日 WEB会議（ZOOM） 12月 1日 WEB会議（ZOOM）

5月 12日 WEB会議（ZOOM） 9月 8日 第6回委員会 1月 12日 WEB会議（ZOOM）

6月 9日 WEB会議（ZOOM） 10月 6日 第7回委員会 2月 9日 WEB会議（ZOOM）

7月 14日 WEB会議（ZOOM） 11月 10日 WEB会議（ZOOM） 3月 9日 WEB会議（ZOOM）

4月 14日 第1回委員会

5月 12日 第2回委員会

6月 9日 第3回委員会

 [高齢者・障がい者（児）委員会]

4月 14日 メール会議 9月 8日 WEB会議（ZOOM） 1月 12日 WEB会議（ZOOM）

5月 12日 メール会議 10月 13日 WEB会議（ZOOM） 2月 9日 WEB会議（ZOOM）

6月 9日 第3回委員会 11月 10日 WEB会議（ZOOM） 3月 9日 WEB会議（ZOOM）

7月 14日 第4回委員会 12月 8日 WEB会議（ZOOM）

4月 14日 リモート会議 8月 11日 WEB会議 12月 7日 第9回委員会

5月 12日 第2回委員会 9月 8日 WEB会議 1月 12日 WEB会議

6月 9日 第3回委員会 10月 13日 第7回委員会 2月 9日 WEB会議

7月 14日 第4回委員会 11月 10日 第8回委員会 3月 9日 WEB会議

 [新型コロナウイルス対策臨時委員会]

4月 16日 第1回委員会 10月 13日 第7回委員会

19日 第2回委員会 11月 17日 第8回委員会

7月 21日 第3回委員会 26日 第9回委員会

9月 6日 第4回委員会 12月 15日 第10回委員会

22日 第5回委員会

29日 第6回委員会

 [広報委員会]

 [地域医療委員会]

 [災害対策委員会]
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⑤ 松 戸 市・関 連 団 体 関 係

　4月 2日 健康推進課とフッ化物洗口事業について協議

9日 保健体育課と協議

12日 松戸市医師会在宅ケア委員会 公3の2

健康推進課と協議

グラクソスミスクラインシューマーヘルスケアジャパンと面談

介護保険課より新任のご挨拶

13日 健康推進課とフッ化物洗口事業薬剤確認 公2の4

松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

26日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

あおぞら診療所診診カンファレンス　web会議（ZOOM）

27日 松戸市健康福祉部とワクチン接種について協議

柿ノ木台小学校保護者会打合せ

28日 柿ノ木台小学校保護者説明会

30日 松戸市健康推進課と家族でチャレンジ健康づくりについて協議

松戸市 介護認定審査会 10回

　5月 6日 市長面談

7日 松戸市健康福祉部とワクチン接種について協議

10日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市医師会在宅ケア委員会（オンライン出席） 公3の2

11日 松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

13日 フッ化物洗口事業　薬剤師会　安藤先生打合せ

14日 国保課、広域保険担当室と歯科口腔健康診査について協議

20日 介護保険運営協議会（リモート出席）

26日 第1回松戸市健康づくり推進会議（オンライン会議）

27日 松戸市児童虐待防止ネットワーク会議（オンライン会議）

郡市会長会議（オンライン会議）

28日 福祉長寿部 参事監、地域包括ケア推進課 課長と協議

保健体育課、薬剤師会とフッ化物洗口事業について協議

第1回松戸市高齢者虐待防止ネットワーク会議

31日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市 介護認定審査会 10回

6月 1日 松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

2日 第1回松戸市食育推進会議（オンライン会議）

4日 福祉長寿部 審議監、地域包括ケア推進課 課長と協議

健康推進課長、ワクチン接種担当室と協議

14日 松戸市医師会在宅ケア委員会（オンライン出席） 公3の2

健康推進課長、ワクチン接種担当室と協議

17日 筋肉内注射実技研修

21日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

24日 筋肉内注射実技研修
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25日 在宅サービス従事者へのワクチン集団接種についての協議会

松戸市 介護認定審査会 14回

　7月 2日 健康推進課長、ワクチン接種担当室と協議

6日 松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

8日 柿ノ木台小学校とフッ化物洗口事業について協議

第1回松戸市医療的ケア児支援のための連携推進会議

9日 健康推進課　衛生士と成人歯科健診について協議

11日 健康推進課長、ワクチン接種担当室と協議

12日 地域包括ケア推進課と協議

松戸市医師会在宅ケア委員会 公3の2

14日 第1回松戸市フレイル予防事業連携会議

19日 保健体育課、薬剤師会とフッ化物洗口事業について協議

26日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

第1回松戸市子ども・子育て会議（オンライン）

27日 松戸市民生委員児童委員協議会　令和3年度全体研修会における講演（岸田先生）

29日 松戸市地域ケア会議

松戸市介護運営協議会（web会議）

松戸市母子保健連絡協議会

29日 県歯　令和3年度フッ化物洗口普及事業推進会議

30日 松戸市副市長　新任挨拶

松戸市 介護認定審査会 12回

8月 3日 松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

5日 松戸市高齢者保健福祉推進会議委嘱式及び第1回会議

郡市会長・専務理事会議（web会議）

6日 松戸市福祉長寿部審議監、地域包括ケア推進課、広報保険担当室、

健康推進課と後期高齢者の訪問歯科健診について協議

8日 松戸市介護サービス事業連合会ワクチン接種協力

三師会・行政への挨拶と立ち合い

16日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市医師会在宅ケア委員会 公3の2

20日 広域保険担当室、健康推進課と協議

福祉長寿部長、審議監来会　部長新任挨拶

23日 松戸市と松戸歯科医師会との懇話会

24日 松戸市急病救急医療システム連絡協議会 公5の2

保健体育課、薬剤師会とフッ化物洗口事業について協議

26日 心身障害児(者)歯科保健巡回診療指導事業(ビーバー号事業）会議

第1回障がい福祉保健委員会　DH特区合同委員会（Web会議）

29日 松戸市介護サービス事業連合会ワクチン接種協力

三師会・行政への挨拶と立ち合い

松戸市 介護認定審査会 13回

　9月 6日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

7日 松戸市集団災害医療懇話会 公5の1
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健康推進課と協議

松戸市糖尿病対策推進ネットワーク会議

9日 地域医療課と夜急診について打合せ 公2の7

13日 松戸市医師会在宅ケア委員会（オンライン出席） 公3の2

27日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

30日 郡市社会保険担当者連絡協議会（オンライン出席）

松戸市 介護認定審査会 13回

　10月 4日 松戸市介護認定審査会正副委員長会議

5日 第1回松戸市障害者計画推進協議会

松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

6日 福祉長寿部長、審議監と面談

新東京病院口腔ケアラウンド協議会

8日 地域包括ケア推進課とフレイル予防事業について協議

10日 新東京病院口腔ケアラウンド協議会 公2の10

11日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市医師会在宅ケア委員会（オンライン出席） 公3の2

14日 郡市総務・医療管理担当者連絡協議会（web会議）

18日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

19日 保健体育課、薬剤師会とフッ化物洗口事業について協議

20日 健康松戸21Ⅲ推進部会

21日 松戸市介護保険運営協議会（オンライン出席）

22日 こども政策課と子育てガイドブックについて協議

26日 保健体育課、薬剤師会とフッ化物洗口事業について協議

松戸市 介護認定審査会 13回

11月 1日 健康推進課来会（健康松戸21Ⅲ応援団　団体表彰）

2日 松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

3日 松戸市総合防災訓練（訓練会場・小金原体育館） 公5の1

4日 郡市災害対策担当者連絡協議会（オンライン出席）

8日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市医師会在宅ケア委員会 公3の2

10日 第2回松戸市食育推進会議（オンライン出席）

11日 認知症予防教室　稔台市民センター（講師　岸田先生）

15日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

17日 松戸フレイル予防チャレンジ

18日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

第2回松戸市国民健康保険運営協議会

19日 国民健康保険課　広域保険担当室、健康推進課と

後期高齢者の歯科健診について協議

26日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

保健体育課、薬剤師会とフッ化物洗口事業について協議

松戸市 介護認定審査会 10回

　12月 1日 新東京病院口腔ケアラウンド協議会
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3日 ワクチン接種担当室と3回目接種について協議

7日 松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

8日 健康松戸21Ⅲアンケート検討会

10日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

13日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市医師会在宅ケア委員会 公3の2

16日 明海大学歯学部訪問

17日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

20日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市新型コロナウイルスワクチン接種促進功労者感謝状贈呈式

松戸市 介護認定審査会 11回

　1月 5日 松戸市長・松戸市議会議長へ新年挨拶

松戸市役所関係各課より新年挨拶

13日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

13日 郡市会長会議（web会議）

14日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

17日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市医師会在宅ケア委員会（オンライン出席） 公3の2

20日 フッ化物洗口普及事業郡市合同委員会Web会議

郡市地域保健担当者連絡協議会（web会議）

郡市学校歯科保健担当者連絡協議会（web会議）

21日 松戸市地域連携講演会

24日 松戸市福祉長寿部、地域包括ケア推進課来会

Web業者と打ち合わせ

27日 松戸市地域ケア会議（オンライン出席）

28日 第2回松戸市高齢者虐待防止ネットワーク会議（オンライン出席）

29日 柿ノ木台小学校へ備品搬入

31日 第3回松戸市国民健康保険運営協議会

松戸市 介護認定審査会 11回

　2月 1日 松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

2日 第2回松戸市医療的ケア児の支援のための連携推進会議（オンライン出席）

3日 松戸市児童虐待防止ネットワーク会議（オンライン）

4日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

7日 松戸市高齢者保健福祉推進会議（オンライン出席）

柿ノ木台小学校へ備品搬入

8日 保健体育課、薬剤師会とフッ化物洗口事業について協議

9日 第3回松戸市子ども・子育て会議（オンライン出席）

10日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

14日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市医師会在宅ケア委員会（オンライン出席） 公3の2

15日 松戸市と松戸歯科医師会との懇話会

17日 松戸市介護保険運営協議会（オンライン出席）
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17日 郡市広報担当者連絡協議会（Web会議）

郡市歯科医師会　在宅歯科医療担当者会議（Web会議）

21日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

24日 郡市会長会議（オンライン開催　Webex）

25日 地域包括ケア推進課と協議（地域ケア会議発信啓発チラシについて）

28日 地域包括ケア推進課オーラルフレイル担当者と協議

松戸市 介護認定審査会 11回

3月 1日 松戸市集団災害医療懇話会 公5の1

2日 新東京病院　摂食嚥下障害ＷＧ

4日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

11日 新松戸中央総合病院ミールラウンド参加 公2の10

14日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市医師会在宅ケア委員会（オンライン出席） 公3の2

16日 第3回松戸市糖尿病対策推進ネットワーク会議（Web会議）

17日 心身障害児(者)歯科保健巡回診療指導事業(ビーバー号事業）会議

第2回障がい福祉保健委員会　合同委員会（ハイブリット）

18日 地域包括ケア推進課と次年度オーラルフレイルについて協議

古ヶ崎小学校訪問　フッ化物洗口事業について協議

23日 講演会配信について業者と打合せ

28日 新松戸中央総合病院NST会議 公2の10

松戸市 介護認定審査会 14回

-  24  -


	事業報告
	会員現況
	役員（1）
	役員（2）
	役員（3） 
	総会・理事会
	委員会 
	松戸市・関連団体関係

