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挨拶

　令和3年を迎え、会員の皆様におかれましては自粛に耐えながらもお健やかにお過ごしの事とお慶び申し上げ

ます。平素は同窓会活動に御協力頂き感謝申し上げます。

　昨年のご挨拶の際には、この様な一年になるとは夢にも思っていませんでした。コロナに翻弄された今年度

は、会員の先生方も、感染予防対策・経営面での問題・自粛による精神的圧迫で苦労された方も多いと思いま

す。歯科界では、4月～7月は患者さんの受診率低下で、特に都心部の先生では持続化給付金の申請をされた先

生も多かったようです。医療関係者慰労金・コロナ対策支援金などが支給されても、経営的に苦しい状態は変わ

りません。秋頃には少し落ちつき、コロナ禍も終息に向かうかと思われたのは一瞬で、年末から感染拡大、1月

8日に再度の緊急事態宣言。受診者はまた減少、苦しい状態がまだ続いています。先生方のご健勝をお祈り申し

上げます。

　朗報といえば、皆さんにはお知らせの通り、今年の6月より社会保険審査会委員に同窓からの出向が決まりま

した。就任されるのは、古市靖夫先生（16期・板橋）です。昨年の4月より、毎月招集された都歯主催の保険講

習会で研鑽を重ねてきました。初めての舞台への出向は大変な事と思いますが、是非頑張って頂きたいと願うと

ともに、会員の先生方もご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。悲報と言えば、以前執行部でも活躍され

た日吉俊仁先生（10期・世田谷）や支部長を受けて頂いた事もある伊東将悦先生（10期・玉川）など、まだまだ

活躍盛りの先生方の訃報です。今までの同窓会に対する功労に感謝するとともにご冥福をお祈り申し上げます。

　同窓会活動は、対外的には恒例の12校歯科大学同窓校友懇話会含め、ほとんどの会議が中止となりました。本

部同窓会の代議員会は、3月は書面決議、10月は浦安キャンパスでの対面会議と書面決議によるハイブリッド開

催となりました。そんな中でも、東京都同窓会内では、月例の理事会は、対面に加えZoomを使ったリモート会

議を行い、総会は9月12日に懇親会無しで粛々と開催し全議案を可決確定しています。恒例の新年会は中止とな

りましたが、新年学術講演会は、ご案内の通り、リモートでの開催となりました。緊急事態宣言の中、御講演頂

いた東京女子医大歯科口腔外科教授の岡本俊宏先生、設定して頂いた田中入常務理事には心より感謝申し上げま

す。また、聴講頂いた同窓会の先生方におかれましては、今後も同様の開催を計画しますので是非ご利用下さい。

　この様に、令和2年度の同窓会活動はかなり縮小された結果となりました。活動が制限された分、同窓会の歳

出会計は少なく収まりそうですが、支部会や懇親会の開催が相次ぎ中止となったため、年会費の納入が極端に

減っています。同窓会活動の継続のためにも、個人での振り込みなど是非ともご協力をお願い申し上げます。

　今後一刻も早くコロナが終息し、平常の生活に戻る事を祈っています。「そんな時代もあったねと」コロナは

必ず克服出来る時期が訪れます。その時までお互いに頑張りましょう。今年度も東京都同窓会をよろしくお願い

申し上げます。

会員の皆様へ

　
会長　澤　　正　宏

挨拶
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明海大学歯学部東京都同窓会会則

第1条　【名称】
　　　　�本会は明海大学歯学部東京都同窓会とい

う。
　
第2条　【目的】
　　　　�本会は明海大学歯学部同窓会の目的に沿

い、併せて会員相互の親睦、福祉の増進、
権利の保護並びに歯学の研修に努める。

　
第3条　【事業】
　　　　�本会は前条の目的達成のため必要な事業

を行う。
　
第4条　【事務局】
　　　　�事務局を本会の指定する場所に置く。
　
第５条　【会員】
　　　　�会員は明海大学歯学部同窓会員で、東京

都内に居住または診療（勤務）の場を有
する者とする。

　
第6条　【会員の種別】
　　　　�会員は第Ⅰ種会員と第Ⅱ種会員の2種と

する。
　　　　1）�第Ⅰ種会員は、原則として診療所等

を開設している者
　　　　2）�第Ⅱ種会員は、第Ⅰ種会員以外の者
　
第7条　【名誉会員・特別会員】
　　　　�本会に名誉会員並びに特別会員を置くこ

とができる。
　
第8条　【会費】
　　　　�会員は本会所定の会費を負担する義務を

負う。会費の額並びに納入方法は別途定
める。

　

第9条　【役員】
　　　　�本会に次の役員を置く。
　　　　�1）会長1名
　　　　�2）副会長若干名
　　　　�3）専務理事1名
　　　�　4）理事若干名
　　　　　（常務理事を置くことができる）
　　　　�５）監事2名
　
第10条　【役員の選任】
　　　　�1）�会長及び監事は総会において会員の

中から選出する。
　　　　�2）�その他の役員は会員の中から会長が

委嘱する。
　
第11条　【役員の職務】
　　　　�会長は本会を代表し、会務を統轄する。

副会長は会長を補佐し、専務理事は会務
を掌握し、理事は会務を分掌する。

　　　　�監事は、本会の会務並びに会計を監査す
る。

　
第12条　【役員の任期】
　　　　�1）�役員の任期は、選任後2年とする。

ただし、再任を妨げない。
　　　　�2）�役員の任期が終了の後でも、後任者

が就任するまではその職務を遂行す
る。

　
第13条　【役員の補充】
　　　　�役員に欠員が生じたときは、第10条によ

り補充し、その任期は前任者の残任期間
とする。

　
第14条　【名誉顧問・顧問・相談役】
　　　　�本会に名誉顧問並びに顧問・相談役を置

くことができる。
　

会則
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第15条　【代議員並びに予備代議員】
　　　　�本部同窓会会則に則り、会員の中から代

議員並びに予備代議員を選出する。選出
については会長が推薦し、理事会で承認
をうける。任期は第12条に準ずる。

　
第16条　【支部】
　　　　�1）�定められた地域ごとに支部を置く。
　　　　�2）�会員は、就業もしくは居住する地域

の支部に所属しなければならない。
　　　　�3）�支部は支部会を開催し、会員の中か

ら支部長を選出して本会に報告する。

第17条　【委員】
　　　　�会長は必要に応じ、委員を委嘱すること

ができる。
　
第18条　【会議】
　　　　�本会の会議は総会、理事会、支部長会、

部会、委員会とする。総会は定時総会と
臨時総会に分ける。

　
第19条　【選挙】
　　　　�1）�選挙は公正を旨とする。
　　　　�2）�本会における一切の選挙は、別に定

める選挙規則に従う。
　
第20条　【会計年度】
　　　　�本会の会計年度は、毎年4月1日より翌

年の3月31日までとする。
　
第21条　【経費】
　　　　�本会の経費は会費、その他の収入をもっ

てこれに充てる。特定の事業に要する経
費については、別途会計を設けることが
できる。

　

第22条　【予算・決算】
　　　　�本会の予算並びに決算は、理事会の議を

経て総会の議決を得なければならない。
　
第23条　【表彰】
　　　　�本会に功労のあった会員、歯科界に貢献

した会員を理事会の議決により表彰する
ことができる。

　
第24条　【慶弔】
　　　　�本会は会員に慶事があった場合、会員並

びに会員家族に弔事があった場合は、別
に定める慶弔規定に従う。

　
第25条　【会則の変更】
　　　　�本会則の変更は、総会の議決を要する。
　
第26条　【会則等の施行】
　　　　�1）�本会則は議決の日から施行する。
　　　　�2）�本会則に必要な運営細則・内規等

は、理事会の議を経て別に定めるこ
とができる。ただし、次の総会にお
いて承認をうける。

　
附則　�本会則は、昭和59年7月15日より施行する。
　　　�本会則は、平成５年５月29日より施行する。
　　　�本会則は、平成22年7月17日より施行する。
　　　�本会則は、平成26年7月26日より施行する。
　　　�但し、現役員の任期は、会則第12条にかかわ

らず、次の定時総会までとする。
　　　本会則は、平成28年7月16日より施行する。

会則
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明海大学歯学部東京都同窓会運営細則

第1条　【構成】
　　　　�1）�会員：会則第５条並びに第6条に定

める者。
　　　　�2）�名誉会員：本会に特別功労があり、

理事会において承認された者。
　　　　�3）�特別会員：会員以外で東京都在住の

本学部教員並びに退職した教員で、
理事会において推薦された者。

　　　　�4）�名誉会員、特別会員は会員の権利、
義務を有しない。

　
第2条　【会費】
　　　　�年会費は、第Ⅰ種会員は10,000円、第Ⅱ

種会員は5,000円とする。原則として各支
部で一括して徴収し、本会会計に納入す
る。ただし、本人からの申請により、特
別な事情のある者については理事会の議
を経て会費を減免することができる。

　
第3条　【総会】
　　　　�1）�定時総会は、年1回開催するものと

する。
　　　　�2）�臨時総会は、会長が必要と認めた場

合、または会員の過半数からの要請
があった場合は直ちに開催しなけれ
ばならない。

　　　　�3）�総会での議決は、出席者の過半数の
賛成を必要とする。

　
第4条　【理事会】
　　　　�1）�会長は随時必要な場合に理事会を招

集し、その議長となる。
　　　　�2）�次の事項は理事会の議決で決める。
　　　　　�①�総会の招集に関する事項とこれに付

随する事項
　　　　　�②その他重要な事項
　　　　�3）�監事並びに顧問は理事会に出席して

意見を述べることができる。但し、

議決に加わることはできない。
　
第５条　【支部・支部長会】
　　　　�1）�支部の地域は内規に定める。
　　　　�2）�支部長は支部を代表、統括し、所属

会員の氏名、住所、異動等を本会に
報告する。

　　　　�3）�支部長は本会の委任事項を遂行する。
　　　　�4）�支部長会は、会長が必要に応じ召集

する。
　　　　�５）�内規が定める地域ごとに支部連合会

を置くことができる。
　
第6条　【部会】
　　　　�会務を円滑に図るために担当の部会を設

置することができる。部会は役員をもっ
て構成する。

　
第7条　【委員会】
　　　　�会務を円滑に図るために委員会を設置す

ることができる。委員は会長が委嘱し、
委員会の名称、委員数、任期などは理事
会で定める。

　
第8条　【名誉顧問・顧問・相談役】
　　　　�名誉顧問及び顧問・相談役は、会長が必要

と認めたとき理事会の承認を経て委嘱す
る。任期は委嘱した会長の任期に準ずる。

　
附　則　�この細則は、平成５年５月29日より施行

する。
　　　　�この細則は、平成6年５月26日より施行

する。
　　　　�この細則は、平成22年7月17日より施行

する。
　　　　�この細則は、平成28年7月16日より施行

する。

運営細則
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明海大学歯学部東京都同窓会選挙規則

明海大学歯学部東京都同窓会慶弔規定

第1条　�本規則は、会則第10条並びに第19条によ
り選挙について定めるものとする。

　
第2条　�選挙はその任期満了時の総会にてこれを

行う。補欠選挙については、この限りで
はない。

　
第3条　�本会の会員は全て、選挙権及び被選挙権

を有する。但し、被選挙権は、入会後1
年以上経過し、会費を納めた会員でなけ
ればならない。

　
第4条　�1）�選挙に関する業務は選挙管理委員会

が行う。選挙管理委員会は、総会の
議を経て会長が委嘱した５名の選挙
管理委員で構成する。任期は会則第
12条に準ずる。欠員が生じた場合
は、速やかに補充する。

　　　　2）�選挙管理委員会は委員長・副委員長
を互選により選出する。

第５条　�選挙期日は理事会の議を経て会長がこれ
を定め、会長及び選挙管理委員長が会員
に通知する。

　
第6条　�1）�選挙は候補者が定数を超えた場合、

総会出席者による投票によりこれを
行う。但し、総会の議決により別段
の方法によることもできる。

　　　　2）�投票数が同数の場合は、抽選により
当選者を決定する。

　
第7条　�総会において議長は本規則の他に必要な

事項を、出席会員に諮り定めることがで
きる。

　
第8条　�本規則の変更は、総会の議決を要する。
　
付　則　�本規則は平成22年7月17日より施行する。
　　　　本規則は平成26年7月26日より施行する。

第1条　�本規定は会則第2条および第24条の規定
により、慶弔金の給付等について定める。

　
第2条　�会員本人に慶事があった場合は、祝電を

贈る。
　
第3条　�会員本人が死亡した場合は、弔慰金3万

円と生花（花環）を贈る。
　
第4条　�会員の配偶者ならびに家族（一親等）が

死亡した場合は、生花（花環）を贈る。
　
第５条　�上記給付については、原則として慶事弔

事が発生した年度を含め、過去５年間連

続して会費を納入している会員に限る。
　
第6条　�所属支部長は慶事の場合は事前に、弔事

の場合は速やかに本会に報告するものと
する。弔事の際の手配等は本会に代わり
支部で代行し、後日、所定用紙にて本会
に請求する。

　
第7条　�会員以外の慶事弔事に対しては、理事会

の議を経てその意を表すことができる。
　
附　則　�本規定は、平成22年7月17日より施行する。

選挙規則・慶弔規定
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令和2年度　第3回総会

日時：令和2年9月12日（土）午後7時00分

会場：日本医歯薬研修協会（新宿区）

� 司会進行　羽田　直人　専務理事

1．開会の辞　� 橋本　孝雄　副会長

2．点　　呼　　18名の出席を確認

3．会長挨拶　　コロナ禍の折り、みなさん感染症対

策や給付金関連など多忙な時期にご参集いただきあり

がとうございます。

　3月以降ほとんどの事業が中止または延期になって

いますが、理事会は開催しています。6月は初めてオ

ンラインで開催しました。また7月は対面式で実施で

きました。この総会もしっかり行いたいと思います。

　会の課題としては保険審査委員に関してです。来年

の6月から出向になる3名が都歯保険担当理事の下で

研修中です。この事案は会員全員で考えていきたい、

また支援も行いたいので、会員各位のお力添えを願い

ます。

　そして広報については全会員との意思を繋ぐ重要な

ものなので3月にはぜひ発行したい、また記事が不足

の場合は協力していただきたいと思います。

　さらには新年会をぜひとも開催したい、時局による

が学術講演演会も岡本俊宏教授（14期・東京女子医科

大学）に快諾をいただいています。

　それでは慎重審議をよろしくお願い致します。

4．議長選出　　会場より司会者一任の声が挙がり、

羽田専務が横川明弘支部長（杉並）を選出。

5．議事録署名人選出

　会場より議長一任の声が挙がり議長が栗原信人支部

長（新宿）および川村朋子支部長（立川）を選出。

6．報告事項　　各報告に先駆けて物故会員報告が中

鉢　拓常務（情報・福祉）より行われ、全員で黙祷を

捧げた。

　（1）�会務報告　田中　入常務（総務）が資料を読

み上げて報告。

　（2）支部報告　なし

　（3）代議員会報告　志水和弘副会長

　　　　�第90回が令和元年10月20日（日）に開催され

た。

　　　　�平成30年度の決算、平成30年度の基金資産決

算、および名誉会員・特別会員の承認（中嶌

裕教授）を求むる件が上程され、すべて可決

された。

　　　　�令和2年3月の第91回は書面議決となり4つ

の議案が全て可決された。

　　　　�令和2年度事業計画案、同予算案の承認等で

ある。

　　　　�今年度は学部学生に臨床着の贈呈、大学創立

50周年記念お祝い金（50万円）などが組み込

まれ、予算は3,600万余円となった。

　　　　�また臨時代議員会の開催は「過半数の要請が

必要」→「3分の1の要請があれば開催」に

改定された。なお予備代議員は開催3日前ま

でに本部へ連絡となった。

　　　　�議長だけでなく副議長も総会で選出すること

になった。

　　　　�監事の欠員が1名出たため、新監事の選出が

行われた。

　（4）監査報告　　小林　義一　監事

　　　　�会計・収支は適法適正であり、また事業報告

も真実である。

　（５）その他　　特になし

7．議　　事

第1～3号議案

　　�西村　健常務（会計・都学歯）が資料を読み上げ

て説明。

　　全て賛成多数で可決された。

8．協議事項　特になし

9．閉会の辞　� 志水　和弘　副会長
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理事会議事録（要旨）

令和2年度　第3回理事会

日時：令和2年6月27日（土）午後7時00分

会場：日本医歯薬研修協会（新宿区）

1．開　　会　　　　　　� 　多賀谷守　副会長

2．点　　呼　　　　　� 　　澤・橋本・羽田・田中

� 　　リモート：多賀谷

3．会長挨拶

4．報告事項

1）会長報告　　　　澤　正宏　会長

2）副会長報告　　　多賀谷・橋本副会長

3）専務報告　　　　羽田　直人　専務理事

4）都歯／都学歯関連報告

５）部会報告

　渉外部

　総務部　　　　　　田中　入　常務理事

　庶務部

　会計部

　保険部

　学術部

　組織部

　情報・福祉部

　広報部

　厚生部

　都民会

　監　事

　顧　問

5．協議事項

1）�今後の各会開催（理事会、総会、懇親会等）につ

いて

　橋本：�理事会に関しては参加者が会場に来る＆リ

モートのどちらも並行して行えばよいと思

う。

　　　　�今後にもこういった事象に対応できるように

したい。

多賀谷：�地区では総会は書面決議だった。懇親会は無

し。

　　　　�東京都歯科医師会では2週間以上休診してい

る診療所が10カ所ある。

　　　　�無理に実施するにはその必要性を勘案しない

とならない。

　羽田：感染経路が夜の歓楽街に多く出ている。

　　　　街中を歩いていて感染することはない。

　澤　：9月ならば可能と個人的には考えている。

　橋本：�会則に書面決議がないので、実際には開催す

るのがベターと思われる。

　羽田：懇親会はまたハードルが高くなる。

　　　　出席者数が少なければ赤字になってしまう。

　羽田：�総会は最低限、実施で。懇親会は次の理事会

まで未定で。

　　　　次回の理事会は7月11日（土）としたい。

2）総会資料について

　総会資料の確認

　訃報の確認

　歳入歳出は西村常務の作成待ち

　支部長、役員等の人員表は再確認する

3）診療報酬審査員について（継続審議）

　7月16日（木）および8月　候補者説明会開催予定

　7月11日（土）午後6時、候補者2名プラス鶴見大

学同窓会関係者との顔合わせをお願いする

　澤　：�審査員交代の連絡に関しては私が都歯・山崎

会長に説明する。

4）日本補綴学会認定医について

　星野常務を担当にして進める

５）その他

6．承認事項

7．次回理事会　　令和2年7月11日（土）

　　　　　　　　　午後7時　日本医歯薬研修協会

8．閉　　会　　　� 橋本　孝雄　副会長

　理事会を通常通り開催したいが、この情勢では難し

いので次回はリモートを併用して開催したい。お疲れ

様でした。

付記：新型コロナウィルス感染予防のため第1回（4

月開催）はネット会議、第2回（５月開催）はオンラ



− 12 −

会務報告

イン会議としましたので、加えて記載します。

令和2年度　第4回理事会

日時：令和2年7月11日（土）午後7時00分

会場：日本医歯薬研修協会（新宿区）

1．開　　会　　　　　� 　　橋本孝雄　副会長

2．点　　呼　

3．会長挨拶

4．報告事項

1）会長報告　　　　澤　正宏　会長

2）副会長報告　　　多賀谷・橋本副会長

3）専務報告　　　　羽田　直人　専務理事

4）都歯／都学歯関連報告　　　　（関係役員）

５）部会報告

　渉外部　　　　　　　　　　　常務

　総務部　　　　　田中　入

　庶務部

　会計部　　　　　西村　健

　保険部

　学術部　　　　　江野幸子（オンライン）

　　　　　　　　　川村朋子（同）

　組織部

　情報・福祉部　　中鉢　拓

　広報部　　　　　栗原信人

　厚生部

　都民会　　　　　星野高之

　監　事

　顧　問

5．協議事項

1）定時総会・懇親会について

　羽田：総会は実施する。

　　　　懇親会をどうするか。

　橋本：�年会費を徴収するメリットはあるが、席数の

確保が難しい。

　�採決　開催1　中止11　→　懇親会は開催しない

2）今年度予算について

　羽田：（読み上げながら資料確認）

　西村：�（日付や数値の記載に誤りがないか確認およ

び収支表の修正）

3）診療報酬審査員について（継続審議）

　社保審査委員への経費、激励金

4）その他

　リモートに係る費用

　FC1寄付等

6．承認事項

7．次回理事会　　令和2年8月22日（土）

　　　　　　　　　午後7時　日本医歯薬研修協会

8．閉　　会　　　� 多賀谷　守　副会長

令和2年度　第6回理事会

日時：令和2年10月3日（土）午後7時00分

会場：日本医歯薬研修協会（新宿区）

1．開　　会　　　� 　　　　志水和弘　副会長

　人数は少ないですが、コロナウィルスに負けずに頑

張りましょう。

2．点　　呼　

3．会長挨拶

　総会は滞りなく終わったことに感謝します。

　コロナ禍のせいで大きな動きはありませんが、ご参

集ありがとうございます。

4．報告事項

1）会長報告　　　澤　正宏　会長

　　　　　　　　　　�明日、代議員会に向けて本部の

三役会がある。

　　　　　　　　　　�ご意見があればお願いしたい。

2）副会長報告　　志水和弘　副会長

　　　　　　　　　　特になし

　　　　　　　　　橋本孝雄　副会長

　　　　　　　　　　特になし

3）専務報告　　　羽田直人　専務理事

　　　　　　　　　　特になし

4）都歯／都学歯関連報告（関係役員）

　　　　　　　　　　特になし

５）部会報告（＊支部長会へ）

　渉外部　　　　　　　　　常務・理事

　総務部　　　　田中　入

　庶務部

　会計部　　　　西村　健
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　保険部

　学術部　　　　江野幸子　　川村朋子

　組織部

　情報・福祉部

　広報部

　厚生部

　都民会

　監　事

　顧　問

5．協議事項

1）第1回支部長会について

　羽田：�支部長3名がご出席との連絡をいただいてお

ります。

2）第92回本部代議員会について

　澤　：支部長会でご意見をいただきたい。

3）令和3年新年会・新春学術講演会について

　1月24日（日）日中に開催予定

　橋本：地区歯科医師会の動向を参考にしてみたい。

　羽田：�キャンセル料がかかるので時間的な猶予はあ

まり無い。

　澤　：来月の理事会では決定する必要がある。

4）その他

6．承認事項

7．次回理事会　　令和2年11月7日（土）

　　　　　　　　　午後7時　日本医歯薬研修協会

8．閉　　会　　　� 　橋本孝雄　副会長

　お疲れ様です。

　引き続き支部長会をよろしくお願いいたします。

令和2年度　第7回理事会

＊ハイブリッド型会議

日時：令和2年11月7日（土）午後7時00分

会場：日本医歯薬研修協会（新宿区）

1．開　　会　　　� 　　　　多賀谷守　副会長

　本日はお忙しい中ありがとうございます。

　オンラインと対面式の両方になりますが、よろしく

お願い致します。

2．点　　呼　　対面出席6名　　オンライン4名

3．会長挨拶

　たいへんな時期にご参集ありがとうございます。

　新年会の実施に関する件など、よろしくお願いしま

す。

4．報告事項

1）会長報告　　　澤　正宏　会長

　　　　　　　　　　特になし

2）副会長報告　　志水和弘　副会長

　　　　　　　　　多賀谷守

　　　　　　　　　橋本孝雄

　　　　　　　　　　特になし

3）専務報告　　　羽田直人　専務理事

　　　　　　　　　　特になし

4）都歯／都学歯関連報告（関係役員）

　澤　：都学歯報告

　橋本：都歯連盟報告（参院選職域代表について）

５）部会報告

　渉外部

　総務部　　田中　入　　特になし

　庶務部

　会計部

　保険部

　学術部　　江野幸子　　川村朋子

　　　　　　�新春学術講演会を実施するならば江野常

務が総括担当させていただきます

　組織部

　情報・福祉部

　広報部　　栗原信人

　　　　　　�広報に使用する写真が少ないので、皆さ

んのご協力をお願いします

　厚生部

　都民会

　監　事　　小林義一　　特になし

　顧　問

5．協議事項

1）令和3年新年会・新春学術講演会について

　・�各地区歯科医師会では新宿を除き軒並み、新年会

は中止になっている

　・12校会も中止（延期）になった

　　などの事由を鑑み、今回は中止とする。

　　�代替案として岡本俊宏教授（東京女子医大）のオ

ンライン講演会を実施予定として計画していく　

→　決定

　　�栗原理事が岡本教授へ依頼および打ち合わせを担
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当する。

　　会員への速やかな案内が望まれる。

2）来年の行事日程について

　羽田：説明および進行

　　12月12日（土）理事会および慰労会

　　1月16日（土）または23日（土）

　　　　　　　　　または30日（土）

　　　　　　　　　岡本教授オンライン講演会

　　2月　　　　　休会

　　3月　　　　　�本部代議員会の日程に沿って理事

会および支部長会を開催予定

3）その他

　澤　：広報誌は何としても発刊したいと思います。

　　　　�記事が少ないのは残念ですが、薄い冊子に

なっても良いのでこの状況でも会員との連携

を取っていきたいと思います。

　志水：�東京オリンピックの開催で来年の総会を9月

に延期する場合、任期が7月に終了している

が会則第12条2項を適用することを記録・流

布しなければならないと思います。

6．承認事項

7．次回理事会　　令和2年12月12日（土）

　　　　　　　　　午後7時　日本医歯薬研修協会

　　　　　　　　　　＊ハイブリッド型会議

　　　　　　　　　　＊後席あり

8．閉　　会　　　� 　　橋本孝雄　副会長

　コロナ禍にも関わらず多数の参加があって良かった

です。

　年明けの日程も決まりましたので、安心しました。

令和2年度　第8回理事会

＊ハイブリッド型会議

日時：令和2年12月12日（土）午後7時00分

会場：日本医歯薬研修協会（新宿区）

1．開　　会　　　� 　　　　志水和弘　副会長

　本日は年末のお忙しい中ありがとうございます。

　審査員候補者懇談会に続いてよろしくお願い致しま

す。

2．点　　呼　　対面出席11名　　オンライン7名

　　　　　　　（ハイブリッドのため重複あり）

3．会長挨拶

　たいへんな時期にご参集ありがとうございます。

　本年最後の理事会になります、よろしくお願いしま

す。

4．報告事項

1）会長報告

　澤　正宏　会長

　　�鶴見大同、神歯大同、女性歯科医師の会など新年

会中止の連絡

　　�日大から執行部の改変連絡（会長は変わらない）

　　�本部選挙管理委員の瀧、久保木両名が退任された

　　訃報：玉川の伊藤将悦先生ご逝去

2）副会長報告

　志水和弘　副会長　なし

　多賀谷守　副会長　�地区の参事なので参事会から情

報を出す。

　　　　　　　　　　�都内の歯科診療所でのコロナ陽

性は32～3件。

　　　　　　　　　　�ドクター10人、スタッフ15人、

残りは患者さん。

　　　　　　　　　　�東京都歯科医師会歯科衛生専門

学校が廃校になる

　橋本孝雄　副会長

　　　　　　　　　　南国酒家へ開催中止の連絡

　　　　　　　　　　�本部選挙管理委員の交代につい

て

3）専務報告　　　　羽田直人　専務理事

　　　　　　　　　　�勤務先の仕事で11月29日に日大

での授業を行った。

　　　　　　　　　　�明海大歯はOSCIIの漏洩により

本日再試験実施。

　　　　　　　　　　�国家試験は予定通り開催され

る。

4）都歯／都学歯関連報告（関係役員）

５）部会報告

　渉外部

　総務部　　　　本部同窓会誌に寄稿した

　庶務部　　　　�葛飾支部から会費納入の連絡あり

（メール連絡）

　会計部

　保険部



− 15 −

会務報告

　学術部　　　　�初めてオンラインで講演会をやるの

で、ご協力をお願いしたい

　組織部

　情報・福祉部　訃報リストを専務に提出した

　広報部　　　　�叙勲・表彰などあれば教えて欲しい

　厚生部

　都民会　　　　特になし

　監　事

　顧　問

5．協議事項

1）審査委員候補者について

　2名の先生から自己紹介および経過報告

　本会は引き続き両名を支援することで一致

2）令和3年新年会・新春学術講演会について

　・ハガキで会員発送を行う。

　・QRコードを併記して事前登録制とする。

3）来年の行事日程について

　羽田：説明および進行

　　1月23日（土）岡本教授オンライン講演会

　　2月　　　　　休会

　　3月　　　　　�本部代議員会の日程に沿って理事

会および支部長会を開催予定

4）その他

6．承認事項

7．次回理事会　　令和3年1月23日（土）

　　　　　　　　　午後6時　日本医歯薬研修協会

　　　　　　　　　　＊ハイブリッド型会議

　　　　　　　　　　＊続いて学術講演会あり

8．閉　　会　　　� 　　多賀谷守　副会長
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令和2年度　第1回支部長会　議事録

日時：令和2年10月3日（土）午後7時30分

会場：日本医歯薬研修協会（新宿区）

1．開　会　　　� 橋本　孝雄　副会長

　去年は台風とコロナウィルスで支部長会を開催でき

ませんでした。

　今回も審議事項は多いのですが、スピーディな審議

をお願いします。

2．会長挨拶

　代議員会について忌憚のないご意見をいただきたい

と思います。

　65名の代議員がいますが、前回は書面決議でした。

　今回は26名の出席と書面決議のようです。

　代議員会の今後の在り方も検討して行きたいと思い

ます。

　各支部長のご意見を伺わせてください。

3．報告事項

1）会務報告

　　①会長報告　　澤　正宏　会長

　　　　　　　　　�明日、本部同窓会の三役会があり

出席します。

　　　　　　　　　�そこで東京都の意見を伝えること

も出来ますので、ご意見をお願い

します。

　　②副会長報告　志水和弘　副会長

　　　　　　　　　　　特になし

　　　　　　　　　橋本孝雄　副会長

　　　　　　　　　　　特になし

　　③専務報告　　羽田直人　専務理事

　　　　　　　　　�昨年の11月に幹事校として12校会

が開催され好評でした。

　　　　　　　　　�診療報酬審査員の選出依頼の件も

進めています。

　　　　　　　　　�現在、2名の先生が研修中となっ

ています。

　　④各部会報告

　　　総務部　田中　入　常務　　�会員名簿管理・編

集を継続中。

　　　会計部　西村　健　常務　　特になし

　　　学術部　江野幸子　常務　　特になし

　　　　　　　川村朋子　理事

2）支部長報告

　　　新宿　竹内支部長　　特になし

　　　荒川　大木支部長　　�コロナウィルスに感染し

た場合の歯科診療所が踏

むべき手順を知りたい。�

� →意見交換

　　　目黒　清田支部長　　�毎年11月に忘年会を開催

していたが今年は中止。

3）その他

4．協議事項

1）第92回代議員会について

羽田：（代議員会資料を読み上げながら説明）

　　　�今回は出席者と書面決議の双方になると思われ

ます。

　　　郵送等はたいへん非効率的でもあります。

　　　�また委任状についての説明文がない、書面決議

も会則にない現状でこのまま続いて行ってしま

うことを危惧しています。

　　　�添付資料の通り会則の一部変更などの要望を出

させていただきました。

橋本：�代議員制度に委任状、委任制度というのはそぐ

わないと思う。

　　　誰に委任するのかもわかっていない。

　　　�会の規模、人数にも大きな違いがある。

志水：�私の要望（資料　要望3）の回答は記載の通り

であるが、その結果がどうなっているのかを聞

いてみたい。

羽田：�今回の協議事項にもこういった内容の記載がな

い。

志水：代議員会で執行部に更なる要請をしたい。

橋本：�まだ開催まで1週間ありますので、資料をご覧

いただいて気になった点があればご連絡をいた

だきたいと思う。

澤　：�アンケートでWeb会議の件が出ているが、本
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会としてはこれに同意するか否かの調整を取ら

なければならない。

羽田：�出席者の人数を考えると実際に参加した場合に

たいへん見づらい、意見を出しにくいのではな

いかと思う。

　　　�Web会議それ自体は良いのだが、会議の質を

保つことが出来るか検討しなければならないは

ずだが、その点は見えて来ない。

橋本：時局柄、おそらく賛成意見が多くなると思う。

　　　�代議員会の開催に際しての費用が不要になる。

志水：�総論的には賛成、各論的には審議が必要であろ

う。

　　　�費用削減に関しては年2回開催を年1回開催に

するなど多くの案を考え出して対応を進めて欲

しいと要望してみようと思う。

橋本：�前執行部の時から東京都として年1回開催案を

出しているがあまり対応されているとは思えな

い。

羽田：�様々なご意見があると思いますので、期日まで

にご連絡をいただきたいと思います。

2）今後の事業予定について

羽田：�令和3年新年会・学術講演会を開催予定ではあ

るが如何するか。

　　　�11月7日（土）理事会時に決定する予定である

のでお時間をいただきたい。

　　　�候補日は1月24日（日）日中、南国酒家での開

催予定となっています。

　　　決定次第ご連絡をさせていただきます。

3）その他

羽田：�次回の代議員会が3月14日（日）開催予定のた

め、支部長会は3月6日（土）夜7時からこの

会場で予定しております。

5．承認事項

1）次回開催日程

　日時　令和3年3月6日（土）午後7時30分

　会場　日本医歯薬研修協会

2）その他

6．閉会宣告　　　� 志水　和弘　副会長

　お忙しい中お集まりいただきありがとうございまし

た。

　代議員会は最高決議機関ですので、ご意見やお気づ

きの点があれば代議員の先生にご連絡をお願いしま

す。

　みなさまありがとうございました。
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明海大学歯学部4年　犬　塚　雄　哉
都民会

コロナ禍での学校生活について

　私は4年生に進級し、CBTやOSCEを控えた中で、

部活も幹部として最後の年を迎える節目の年でした。

しかし、今年はコロナにより学校はオンライン授業と

分散登校、部活はすべての大会が中止、友人と出かけ

ることもできない年でした。ですが、授業はオンライ

ンで受けることができ、大学の友人とは分散登校の日

に会うことが出来たので学校生活に支障はありません

でした。変わったことといえば、登校日の検温とマス

ク、手のアルコール消毒が当たり前になったことで

す。また、人と距離をとるソーシャルディスタンスが

自然とできたことも今までになかったことです。来年

からどうなっていくのか先行きが全く見えず不安はあ

りますが、あと2年で私は大学を卒業して歯医者にな

ります。自分が卒業した時に、4年生の時にコロナが

あって自分の学校生活や日常が変わっていったけれ

ど、自分の勉強に集中して取り組めたと思えるように

日々過ごしていきたいと思います。
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本部代議員会　報告

　第92回同窓会本部定例代議員会が令和2年10月11日

（日）、浦安キャンパスサウスウィング3階・2307大

会議室で開催されました。新型コロナウイルス感染防

止を考え、会場への参加が難しい場合は、書面での決

議も認めるハイブリッド形式の会議となりました。や

はり地方からの参加は難しい代議員の先生が多く、60

名中会場での参加は23名、会場の大会議室は広く、執

行部23名を含めても、十分なディスタンスをとりなが

らの会議となりました。

　東京都同窓会からは、澤会長・橋本副会長・羽田専

務・田中常務理事が会場参加、志水副会長が書面での

議決となりました。下記の議題に関しては特に問題は

なく全案可決確定しました。質疑の中で、書面決議に

関して、同窓会会則に規定がないことが問題となりま

したが、今回のコロナ禍だけでなく、今後大災害など

で代議員会開催が出来なくなることなども考えられる

中、あまり抽象的な規定を作ると逆に開催方法が縛ら

れてしまう可能性があることから、継続的に協議して

いくこととなりました。

　浦安キャンパスでの開催は初めてのことであり、同

窓生として自分の大学を見に行くことも良い事だと思

いました。ぜひ今まで行ったことのない先生は訪ねて

みてください。

　【議題】　第1号議案　�2019年度一般会計歳入歳出

決算の承認を求める件

　　　　　　第2号議案　�2019年度基金資産・決算の

承認を求める件

　　　　　　第3号議案　�名誉会員・特別会員の承認

を求める件

　　全議案可決確定

代議員会出席者 本部席　中村会長・古川専務

大会議室教壇のエンブレム 大学プレート 大学全景
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学術担当　19期　江　野　幸　子
リモート学術講演会　報告

　令和3年1月23日（土）午後7時より、「令和3年�

明海大学歯学部東京都同窓会新春学術講演会」が開催

されました。本年は、東京女子医科大学医学部歯科口

腔外科学講座顎口腔外科分野教授の岡本俊宏先生を演

者としてお招きし、『口腔がん�かかりつけ歯科医院

で早期発見を』を演題として御講演頂きました。

　なお今回は、COVID-19感染拡大による現在の社会

状況を鑑み、Web開催の運びとなりました。そのよ

うな状況にもかかわらず、多数の会員の皆様にご参加

いただき厚く御礼を申し上げます。

【講演要旨】

　先進国での口腔がんの死亡者数をみると、日本だけ

が増加している。口腔がん死亡率は、欧米の19.1%に

対して日本は46.1%（約60%が舌がん）と非常に高

い。なぜなら日本人は予防の意識が欧米と比べて低

く、痛くならないと歯科受診をしない、痛くなった時

はすでに口腔がんは進行しているという現状である。

　口腔がんは直視できるため、われわれ歯科医師によ

る早期発見が可能である。舌に出現した口内炎は放置

しないで受診していただく、2週間たっても口内炎が

治らない場合や、診察中に「何か変？」と思ったら専

門医へ早急に依頼することが非常に重要になる。歯科

医院で早期発見できれば、がんの治癒率は向上すると

いうことが理解できた。

　口腔がんの原因やたばこやアルコールなどのリスク

因子について、舌がんなどの口腔がんと粘膜病変を実

際の症例写真で比較して鑑別ポイントについて教えて

いただいた。

　口腔潜在的悪性疾患（従来の口腔前癌病変から改称

された）のうちの白板症は癌化率が4～18％と高く、

特に舌縁部の白板症は癌化している可能性が多く注意

が必要であること。粘膜病変を写真撮影して比較し、

増悪している場合は悪性の可能性が高いということで

あった。

　東京女子医科大学病院歯科口腔外科のご紹介、院内

はCOVID-19の感染対策を考慮された動線がしっかり

と確保されていた。

　御講演は終始分かりやすく丁寧で、会員から数多く

の質問をいただき、明日からの診療に役立つ大変有意

義なものであった。
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【演者】

岡本　俊宏

東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座　顎

口腔外科分野　教授

【学歴・職歴】

1989年　明海大学歯学部卒業

1992年　�東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学

講座　助手

1996年　�東京医科歯科大学　顎顔面外科学講座　国内

留学

2004年　�東京女子医科大学医学部　歯科口腔外科学講

座　准講師

2005年　�ワシントン大学・免疫部門（米国）　客員研

究員

2006年　�セント・ジュード小児研究病院（米国）博士

研究員

2007年　�東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学

講座　講師

2009年　�東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学

講座　准教授

2019年　�東京女子医科大学　八千代医療センター　歯

科口腔外科診療科長

2020年　�東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学

講座　顎口腔外科分野　教授

【資格】

博士（医学）

日本口腔外科学会専門医、指導医、評議員

日本がん治療認定医機構　がん治療認定医（歯科口腔

外科）

日本口腔インプラント学会専門医、指導医、代議員

日本顎顔面インプラント学会指導医、評議員

日本顎関節学会専門医、指導医

日本有病者歯科医療学会認定医、指導医

日本口腔科学会認定医、指導医、評議員

歯科医師臨床研修指導医
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23期　小　森　幸　道
日吉俊仁先生を偲んで

　突然の訃報でした。知らせを聞いた時、あまりにも

急な出来事で、何がどうなっているのか分からず、理

解、認識など到底できずにただただ動揺していたこと

だけ覚えています。

　私事になってしまいますが、日吉俊仁先生とは私が

世田谷区歯科医師会に入会してからの出会いでした。

やはり、歯科医師会に入会したての頃は、同窓の先生

がいることはとても心強く頼りにしていました。年に

2回程、世田谷区歯科医師会の明海大学出身の先生方

と世田谷区梅丘（世田谷区歯科医師会会館がある場

所）で支部会を行っていました。とても優しい先生

で、何でも話すことができました。最近はコロナの影

響で支部会は開けない状態でしたが、世田谷区歯科医

師会の介護保険委員会では一緒に仕事をさせていただ

いておりました。しかも、日吉先生はこの委員会の担

当理事としてご活躍されていました。

　とにかく真面目でかつ常に穏やかな先輩だったの

で、私は約18年間、日吉先生が怒っているのを見たこ

とも聞いたこともありませんでした。心底優しい人

だったのです。

　世田谷区歯科医師会には、互校会といういろいろな

大学で構成されている組織というか同窓会がありま

す。明海大学も互校会に属しています。毎月役員会が

ありますし、懇親会や学術講演会などの行事も盛んに

行っていましたので、日吉先生とはほぼ毎月お会いし

ていました。会務についての電話やメールなども頻繫

に交わしていました。また、世田谷区歯科医師会には

ゴルフ部があり、18年程前に初めて競技会に参加しま

した。その競技会に日吉先生も参加されていました。

私の記憶では、日吉先生も初参加だったように思いま

す。日吉先生はアイアンが得意そうで、力強い打球

だったのを覚えています。

　これからまだまだ一緒に歯科医医師会で歩んでいき

たかった先輩でしたのに、残念でなりません。今まで

大変お世話になりました。そしてお疲れ様でした。安

らかにお休みください。ありがとうございました。
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明海大学歯学部　機能保存回復学講座オーラル・リハビリテーション学分野
PDI東京歯科診療所　松　田　　　哲

PDI便り

　昨年の1月1 6日に国内で最初の新型コロナ

（COVID19）感染者の報告があって以来、全世界的

に生活様式が全く変わるような多大なる影響が出てき

ております。同窓会の先生方におかれましても患者様

の健康を守るため大変なご苦労をされていると思いま

す。大学の診療施設においても4月中頃から５月6日

までのCOVID19第1波の緊急事態宣言期間におきま

しては、緊急を要する患者様以外の診療を制限し歯科

医師を始め医療スタッフの出勤を最小限に制限して診

療に当たっておりました。COVID19流行初期には歯

科治療におけるエアロゾルの発生や、患者様と術者の

距離が近いことなどから多くのメディアで歯科治療は

感染の危険性が高いなどとの誤った喧伝されたため患

者の受診控えにつながるなどし、メインテナンスでコ

ントロールしていた患者様の口腔環境が悪化し残念な

がら抜歯に至ったケースも多々ありました。現在では

診療体制を充足し十分な感染防護対策を行なっている

こともあり多くの患者様が通院に復帰されています。

　PDI東京歯科診療所においての感染対策は今まで行

なってきたスタンダードプリコーションをもとに

COVID19の感染経路とされている飛沫・接触感染を

防ぐようにさらに改良したもとしております。

　診療所全体に関しては基本的に「3密を避

ける」「患者様への啓蒙」はもちろん「安心

して通院できる環境整備」「安心して診療に

専念できる環境」を念頭に以下のように工夫

しています。

　診療所入り口には、診療に対する感染防御

体制や診療における制限などを掲示していま

す。

　待合室などはどうしても密になりやすい環境ですの

で、感染防御に関する資料を置きソーシャルディスタ

ンスを保てるように配慮しています。

　また、診療所内は空気の流れが悪いこともあります

ので、空気清浄機・サーキュレーターを設置し玄関ド

アや診療室窓を常時開放（小）し、患者様の入れ替えの

際に窓を大きく開放しての換気を行なっています。ま

た、治療内容によっては口腔内バキュームを使用する

などエアロゾルに関しての対策を行なっています。写

真のドアストッパーはスポンジ製でソフトな質感であ

りながら任意の開放量を得られるので重宝しています。
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　また、患者アポイント時間を調整し、受付などで患

者様が多く密集すること避け、一人当たりの時間も長

くとるようにして患者毎のデンタルチェアー消毒に当

てるようにしています。

　基本となりますがス

タッフ全員の体温計測と

診療所長への報告を徹底

し、スタッフ全員の健康

状態を管理するようにし

ています。もちろん、飲

み会などへの出席は御法

度です。

　患者様の動線に当たる診療所の入り口にはセンサー

式自動手指消毒アルコール剤噴霧器を設置していま

す。これはとてもよくほぼ100%の患者さんが手指消

毒してから受付に入って行きます。また、その横には

非接触型「体温・マスク」センサーを設置し表示され

た体温を申告していただいております。ここで37℃以

上の体温が記録された場合、状況によって再検温また

はアポイントを変更するなどの対応をしています。

　受付前に患者健康アン

ケートの実施し体温以外の

患者様の全身状態のチェッ

クを行っております。

　以前は待合室にウォー

ターサーバーを置いてあり

ましたが一時撤去してあり

ます。夏場の暑い時期など

患者様に冷水を

提供したいとこ

ろではあります

がパンデミック

の状態では致し

方ないと判断い

たしました。

　待合室には大型モニター

を設置してあり通常は歯科

治療に関するお知らせを放

映しておりましたが、現在

は感染防御の啓蒙アナウン

スを放映しております。

　冬場になりコートハン

ガーに使用頻度が高くなっ

てきました。以前は定期的にスタッフが消毒しており

ましたが間に合わなくなってしまい、患者様ご自身に

よる使用前・使用後の消毒をお願いしております。

　近頃は多くの商店などでも見受けられるようになり

ましたが、受付に受付用プラスチック衝立を設置し事

務担当者の安心安全に配慮

しています。歯科医師・衛

生士は専門的な教育を受け

てきているので感染症に関

し必要以上に反応する者は

おりませんが、事務スタッ

フには精神的な面からも支

えてあげることが重要なよ

うです。
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　診療室のデンタルチェアーは以前より患者毎の消毒

およびラッピングを行っております。レントゲンの操

作などでマウスを使用するのですがマウスもラッピン

グしてあるのでホイール操作ができず難渋しておりま

すが、ホイール操作が必要な時はラッピングを外し、

グローブも外して対応しています。

　もちろんタービンやハン

ドピースも患者毎に滅菌し

ておりますが近年では自動

注油器や短時間型のSクラ

スオートクレーブもありフ

ル稼働しています。

　印象の消毒にはデントジ

アを使用しています。色々

使用してきましたが印象に与える影響、使いやすさの

点で現在この消毒剤を使用しています。石膏模型にも

使用できるので使いやすく効果的と思います。

　PPEとしてはマスク・

フェイスシールド・ガウン

を使用しています。スタッ

フ皆により快適に診療に当

たって欲しいとの考えも

あって各種マスクを使用し

ています。治療の際はN95

やKN95を使用し院内カン

ファレンスの際は3層マス

クを使用するなど使い分けています。

　フェイスシールドも数種類用意しそれぞれ使用しや

すいものを選択してもらっています。GC社製の顔面

下部が丸みを帯びているものが一番人気です。私は、

研修医時代より使用しているセデントのフィスシール

ドを使用しています。私が埼玉PDIに研修医として入

所したときに現・歯学部長/病院長の申教授が使用し

ているのに憧れて、格好だけでも真似しようとして購

入し、その後何度も買い直して使用しています。格好

は真似しておりますが、努力も才能も足りないのか、

まだまだ憧れの先輩には遠く及ばないのが悲しいとこ

ろです。

　他にも多々感染防御策を行っています。今回のパン

デミックは今まで我々が行ってきたスタンダードプリ

コーションを再考するきっかけとなりました。今後こ

の経験を糧にさらに力強いPDI東京歯科診療所を作り

上げていきたいと思います。

　また、このような世界中がひっくり返るような未曾

有の大災害の中、多くの方々に支えていただき、ご支

援・ご協力いただいていることに深く感謝申し上げま
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す。母国でも多くの方々に感染が広がり筆舌できぬご

苦労をされた中国大使館からも、日本でのCOVID19

第3波の流行をご心配いただき大量のマスクを診療所

へ寄贈していただきました。

　COVID19の流行による影響は計り知れないものが

ありますが、この難局を乗り越え、明海大学・歯科医

療のますますの発展のため努力したいと思います。
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- 
 
 
 
1.依頼医院	

医院名	 	 歯科医師名	 	

医院住所	 	

電話番号	 	 Fax 番号	 	

	

2.患者情報	

患者名	 	 	
生年月日	

T・S・H	 	 	 年	 	 月	 	 日(	 	 歳)	

患者住所	 	

主訴	 	

現病歴	 	

既往歴・家族歴	 	

全身疾患	 	

アレルギーなど	 	

※女性の方	 	

	

3.紹介目的	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 □にレ点の記入をお願いいたします	

□歯周外科	 □非外科的歯周治療	 □抜歯	 □歯牙移植	 □補綴・咬合治療	

□インプラント（インプラント体埋入、サイナスリフト、ソケットリフト、ＧＢＲ、イ

ンプラント周囲炎、インプラント体抜去）□根管治療（歯根端切除、意図的再植）	

□矯正治療	 □審美・美容歯科	 ☐セカンドオピニオン（自費となります）	

☐ＣＴ撮影（自費となります）	 ☐その他	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 8	7	6	5	4	3	2	1			1	2	3	4	5	6	7	8		

8	7	6	5	4	3	2	1			1	2	3	4	5	6	7	8	

顎関節	 両側・左側・右側	

上顎洞	 両側・左側・右側	

【通信欄】	

	 ☐自費治療・保険治療に関わらず保険証の持参をお願いいたします。	

	 ☐予約時間に来院されない場合、再度のご予約となる場合があります。	

	 ☐妊娠中及び喫煙者の外科処置はお断りする場合があります。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 明海大学ＰＤＩ東京歯科診療所	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1－38－2 ミヤタビル 1F２F	

明明海海大大学学 PPDDII 東東京京歯歯科科診診療療所所		

患者紹介状・診療情報提供書	

Tel ：03-3370-0159 
Fax：03-5351-7661 

http://www.meikai.ac.jp/pditokyo/

 

フリガナ	

男・女	

職業	

喫煙・非喫煙	

妊娠：	 	 	 第	 	 週	 ・	 可能性	 あり	 ・	 なし	

対象部位	
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男
・
女 

CT 撮影依頼書	
明海大学PDI東京歯科診療所	

Tel:	03-3370-0159	
Fax:	03-5351-7661	

	

1.依頼医院	

医院名	 	 歯科医師名	 	

医院住所	 	

電話番号	 	 FAX 番号	 	

	

2.患者情報	

患者名	
フリガナ	

	 生年月日	

T・S・H	 	 	 年	 	 	 月	 	 	 日（	 	 歳）		

患者住所	 	 電話番号	

	 	 	 	 	 	 −	 	 	 −	 	 	 	 	 	

	 	 	

3.撮影条件	

撮影目的	 インプラント・矯正・歯内療法・歯周治療・顎関節症・その他（	 	 	 	 	 ）	

撮影部位	
	

	

顎関節	 両側・左側・右側	

上顎洞	 両側・左側・右側	

撮影サイズ	 8×8	 ・	 10×10	 ・	 17×11	 ・	 17×13.5	

撮影用ステント	 なし	・	あり（テンポラリーの脱着	 あり	・	なし）	 	

妊娠の可能性	 あり（撮影不可）	 ・	 なし	

咬合状態	 閉口	 ・	 開口	

ステント返却	 患者持帰	 ・	 貴院へ送付（着払い）	

データ CD	 患者持帰	 ・	 貴院へ送付（着払い）	

支払方法	 患者窓口支払	 ・	 貴院請求（貴院負担振込）	

	 	

【通信欄】	

	

	

² データ CD 患者持帰の場合，３０〜６０分の処理時間がかる場合があります．	
² 予約時間に来院されない場合，再度のご予約となる場合があります．	
² テンポラリーの脱着ありの場合，撮影費用の他に脱着費用（¥2,000〜）をいただきます．	
	

明海大学 PDI 東京歯科診療所	 	 	 	

〒151-0053	東京都渋谷区代々木 1-38-2	ミヤタビル 1F2F	
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　私の学校歯科医歴はまだ16年ですが、就任した平成

16年から、思い描いていた学校歯科保健活動を実践し

てきました。活動状況は後述しますが、今回コロナ禍

で、学校歯科健診、歯科講話、保健指導で大きな影響

を受けました。その中でも、今年実践した学校歯科保

健活動を報告します。

1）例年の学校歯科保健活動

年間の活動を時系列で紹介します。

4月　定期の歯科検診

５月　�歯科健診結果を分析、DMFTやG・GOの状況

をグラフ化して保健室前に掲示

6月　�歯と口の健康週間にあわせて、保健たよりを発

行

　　　東京都学校歯科医会歯科保健優良校に応募

8月　学校保健委員会で教諭・父兄に講話

10月　全国学校歯科保健研究大会に参加

11月　�「いい歯の日」にあわせて、保健たよりを発行

　　　�昼食後の「歯みがき習慣」教諭も参加型の実践

運動

12月　�自宅での染めだし、報告書に染まった部分と、

父兄と本人の感想を記入

　　　（1年生対象）

　　　�体育館で歯科講話、臨時歯科検診、磨き残しが

ある生徒は個室での歯科衛生士による個別の歯

ブラシ指導（歯科衛生士3名体制）（1年生対

象）

　　　冬休み前に昼食後の「歯みがき習慣」

2月　�卒業生に対し、「卒業してもいい歯」の保健た

より

　　　東京都学校歯科保健研究大会に参加

2）歯科保健活動の内容

①定期健康診断

　事前に健診がスムーズに行われるように、時間割を

設定します。健診を受ける前に、養護教諭より、歯・

歯肉・口腔全体の健康について考える機会として、受

診の心構えなどを説明します。特に女子には思春期性

歯肉炎などの説明も行っています。健診結果は、保健

室前に張り出し、保健委員などの意見も掲示すること

で生徒の関心を引き、治療勧告に結びつけるようにし

ています。

②自宅での染め出し

　12月の自宅での染め出しテストによる歯と口の観察

は、保護者とともに考える良い機会と思っています。

臨時歯科健診の前に、各家庭で染め出しテストを行い、

磨き残し部分を色付けし観察結果と感想を各自提出す

るようにしていて、保護者も一緒に観察し、感想を記

載してもらい、家庭でも考える機会を与えています。

③�臨時健康診断・歯科講話・歯科衛生士による個別歯

ブラシ指導

　毎年12月の初旬に、体育館に1学年を集め、学校歯

町田市立小山田中学校　学校歯科医　澤　　　正　宏

コロナ禍での学校歯科保健活動

恒例の体育館での歯科講話 検診会場
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科医がパワーポイントを用いて「歯と口の健康」に関

する講話を30分程度行います。その後、保健室で臨時

の歯科健診を行い、要治療生徒には再度の治療勧告を

しています。口腔清掃が不良な生徒、CやG、CO・GO

を有する危険性の高い生徒などには、歯科衛生士が

カーテンで仕切った個室での個別歯ブラシ指導を行い

ます。羞恥心から人前では聞けない悩みや、個人に

あった歯ブラシ実技を、個室では熱心に行うことがで

き、有効な歯ブラシ指導となっていると考えています。

④昼食後の歯ブラシ励行

　11月の下旬と冬休み前に、「歯みがき習慣」週間を

設け、洗口場の広さの関係から、クラス分けをして昼

食後の歯ブラシを実践してもらいました。これを行う

に当たり、全学年の保健委員と学校歯科医が話し合い

を行い、保健委員が先頭に立って、クラスにポスター

を貼りだし、昼食後の歯ブラシをすることを各学年ご

とに進めています。町田市にも洗口場の件で蛇口を増

やしてもらうなど考慮してもらいました。

⑤保健たよりや保健室前での掲示

　保健たより、検診結果の講評や、歯みがきのプロに

なろう、芸能人やスポーツ選手も歯が命など、生徒の

気を引くような内容に工夫し発行しています。歯と口

の健康を常に意識するよう保健室前での掲示も常設し

ています。

3）学校歯科保健活動の成果

　12歳児のDMFは、全国平均でも0.84本とかなり改

善されてきました。担当の中学校は昨年の優良校表彰

応募時点の報告では、1年生が0.66、2年生が0.45、

3年生が0.65本、全校平均でも0.59本と、優秀な結果

です。CO保有者は、17.8％と少し高めでした。G歯肉

炎は1.3％、GOは10.6％と平均よりは良い成績です

が、今後は歯みがき習慣でより改善出来るよう頑張っ

ていきます。

　当校は、平成26．27年度に東京都学校歯科保健推進

指定校となり、学校歯科医が、校長・学年主任・養護

教諭などと協議し、以前にも増した生徒の歯と口の健

康に重点を置いた教育活動をしてきました。その結

果、平成27年に、町田市学校保健優良校として表彰さ

れ、さらに、第79回全日本学校歯科保健研究大会（長

野）において、日本学校歯科医会会長賞を受賞しまし

た。その成果を、平成28年、第80回全国大会（東京）

と東京都学校歯科保健研究大会で壇上で研究発表をす

る栄誉に恵まれました。東京都学校歯科保健優良校表

彰は16年間連続で受賞しています。

4）コロナ禍での学校歯科保健活動

　2020年3月13日に発令された緊急事態宣言により、

学校は閉鎖状態になり、卒業式や入学式も中止・縮小

されました。緊急事態宣言は延長され、この状態は５

月中旬まで続き、当然定期の歯科検診も出来ない状態

になりました。分散登校などで、徐々に学校活動は再

開されましたが、学校側は検診などやっている状態で

はなく、生徒の登校や感染予防対策だけでも必死でし

た。厚生労働省の指針により、町田市教育委員会で

も、例年6月末までに実施すると決められている定期

の健康診断を、今年度中に実施すれば構わないとの通

達が出されました。

　6月の歯と口の健康週間にあわせた保健たよりは発

行しましたが、健康診断は、8月末から9月始めにか

けて各学年ごとに分散して実施しました。学校保健委

員会は中止、保健優良校への応募は延長された期限の

リモート準備 リモート講話
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9月末までに何とか提出出来ました。定例の「歯みが

き習慣」は飛沫感染防止のため中止。11月末に、1年

生を対象にした自宅での染め出しと観察、父兄を含め

た感想文の記入は例年通り実施、12月始めに歯科講話

と臨時検診、歯科衛生士による個別の歯みがき指導を

実施予定でしたが、感染予防の観点から例年通りの実

施は難しいと養護教諭と話し合いました。

　結局、歯科講話は、保健室から各教室へリモート授

業としました。私はあまり詳しくないので、1年生の

学年主任と養護教諭が事前に準備し、GoogleMeetを

使ってのネット配信、始めに挨拶と概要説明は、カメ

ラから顔を写して話し、パワーポイントの資料は画面

共有しながら説明しました。途中パワーポイントに切

り替える際に少し手間取りましたが、概ね時間内に講

話を終える事が出来ました。歯科検診は予定通り行え

ましたが、検診を待つ間もディスタンスを考え、1m

以上間隔を空けた椅子に順次移動して待つ形式にしま

した。マスクは口腔内を観察する直前まで装着、私語

禁止、粛々と検診を行えました。歯科衛生士による個

室での個別歯みがき指導は、残念ながら飛沫感染予防

の観点から中止としました。その代わり、自宅染め出

しの観察表を見ながら、歯ブラシの要点を一言アドバ

イスしました。

　今年度出来る事は、保健たよりの発行くらいです

が、次年度以降コロナが治まり学校歯科保健活動が再

開出来るように祈っています。

各教室の映像 黒板に画像映写

歯科衛生士のリモート歯みがき指導
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①�ネットブラウザを起動し、「http://www.fcm.co.jp/」に接続、「FirstClassクライアン

ト」をダウンロードする。

②�ダウンロードしたクライアントを起動して、デスクトップ上にFC1接続するため

のソフトウェアをダウンロードします。デスクトップ上に「FirstClass」のアイコ

ンが追加されるのでそれをダブルクリックして、ログイン画面を立ち上げる。

③【重要】ログイン画面にある「設定」をクリックし、以下の設定を確認する。

　・接続方法が「LocalNetWork.fcp」となっている

　・ユーザーID&パスワードを任意に指定（半角英数字、半角数字の組み合わせ）

　・ドメイン名またはIP欄に「fc.fc1.gr.jp」を入力

　　以上を記載し、「保存」をクリック。

令和元年11月作成
明海大学歯学部東京都同窓会情報部

FC1接続マニュアル（東京都同窓会情報へのアクセス）
FFCC11接接続続ママニニュュアアルル  

令和1年11月作成 

明海大学歯学部東京都同窓会情報部 

 

① ネットブラウザを起動し、「http://www.fcm.co.jp/」に接続、「FFiirrssttCCllaassssクク

ラライイアアンントト」をダウンロードする。 

 

② ダウンロードしたクライアントを起動して、デスクトップ上にFC1接続するため

のソフトウェアをダウンロードします。デスクトップ上に「FFiirrssttCCllaassss」のアイ

コンが追加されるのでそれをダブルクリックして、ログイン画面を立ち上げる。 

 
③【重重要要】ログイン画面にある「設設定定」をクリックし、以下の設定を確認する。 

・接続方法が「LLooccaallNNeettWWoorrkk..ffccpp」となっている 

・ユーザーID&パスワードを任任意意にに指指定定（半角英数字、半角数字の組み合わせ） 

・ドメイン名またはＩＰ欄に「ffcc..ffcc11..ggrr..jjpp」を入力 

  以上を記載し、「保保存存」をクリック。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFCC11接接続続ママニニュュアアルル  
令和1年11月作成 

明海大学歯学部東京都同窓会情報部 

 

① ネットブラウザを起動し、「http://www.fcm.co.jp/」に接続、「FFiirrssttCCllaassssクク

ラライイアアンントト」をダウンロードする。 

 

② ダウンロードしたクライアントを起動して、デスクトップ上にFC1接続するため

のソフトウェアをダウンロードします。デスクトップ上に「FFiirrssttCCllaassss」のアイ

コンが追加されるのでそれをダブルクリックして、ログイン画面を立ち上げる。 

 
③【重重要要】ログイン画面にある「設設定定」をクリックし、以下の設定を確認する。 

・接続方法が「LLooccaallNNeettWWoorrkk..ffccpp」となっている 

・ユーザーID&パスワードを任任意意にに指指定定（半角英数字、半角数字の組み合わせ） 

・ドメイン名またはＩＰ欄に「ffcc..ffcc11..ggrr..jjpp」を入力 

  以上を記載し、「保保存存」をクリック。 
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④ログイン画面にて「ログイン」をクリック。

⑤その後「自動登録」画面が表示されるのでそれぞれの情報を入力。

　※姓名は「Tanaka」「Taro」のように1文字目を大文字にする方が多いです。

　　�その他の情報は本人確認のための情報となりますので間違いなく入力をお願いし

ます。

　記載が完了したら「登録」をクリック。

⑥�「登録が確認されました」と表記された画面に移りますのでIDをパスワードの確

認をして下さい。以上で登録完了となります。

（備考）

　FC1では新規の書き込みがあった場合「赤旗」でアイコンが表示されますがログ

イン後は全てのアイコンに「赤旗」がついていますのでそれを

　　→「編集」

　　→「すべて選択」

　　→「どれかのアイコンをwindowsなら右クリック　macならボタン長押し」

　　→「既読にする」

　以上の操作で赤旗を消すことが出来ます。

④ログイン画面にて「ロロググイインン」をクリック。 

 

⑤その後「自自動動登登録録」画面が表示されるのでそれぞれの情報を入力。 

※姓名は「Tanaka」「Taro」のように１文字目を大文字にする方が多いです。 

その他の情報は本人確認のための情報となりますので間違いなく入力をお願い

します。 

記載が完了したら「登登録録」をクリック。 

 
 

⑥「登登録録がが確確認認さされれままししたた」と表記された画面に移りますのでＩＤをパスワードの

確認をして下さい。以上で登録完了となります。 

 

 

（備考） 

FC1では新規の書き込みがあった場合「赤旗」でアイコンが表示されますがログ

イン後は全てのアイコンに「赤赤旗旗」がついていますのでそれを 

→「編編集集」 

→「すすべべてて選選択択」 

→「どどれれかかののアアイイココンンををwwiinnddoowwssなならら右右ククリリッックク  mmaaccななららボボタタンン長長押押しし」 

→「既既読読ににすするる」 

以上の操作で赤旗を消すことが出来ます。 

 

お知らせ



− 42 −

お知らせ

年会費納入について

令和3年度会費は、4月1日より7月の総会までに納入して頂きたく、お願い申し上げます

　　　　

　　　　　　　　会費　　第Ⅰ種会員　　　　　　　　　　　10,000円

　　　　　　　　　　　　第Ⅱ種会員　　　　　　　　　　　　5,000円

〈納入方法：銀行振込〉

振込口座

  　　　　三菱UFJ銀行　町田支店　店番228　番号0989179

  　　　　「明海大学歯学部　東京都同窓会　会長　澤　正宏」

『令和2年度分』

　　１）支部単位での納入：可能な限りこの方法にてお願いします。

　　　※【支部名・人数・振込者名（字間スペースなし）】

　　　※領収書作成上、納入会員名（卒期）をFAXしてください。

　　２）個人での納入：

　　　※【会員名・卒期・支部名（字間スペースなし）】

『令和2年度分以前』

　　※複数年度分振込の際は事務局へ連絡または、FAXお願いします。

各支部長に関しましては、支部長一覧（４Ｐ）をご参照ください。

なお、会費に関しまして不明な点は、事務局または専務理事までご連絡ください。

コウト ウ６クホ゛キユタカ支部
（支部名） （人数）（振込者名）

クホ゛ キユタカ１７コウトウ個人

（振込単位）

（振込単位）（氏名） （卒期）（支部名）
コウト ウ６クホ゛キユタカ支部
（支部名） （人数）（振込者名）

クホ゛ キユタカ１７コウトウ個人

（振込単位）

（振込単位）（氏名） （卒期）（支部名）

お知らせ



慶　弔　金　請　求　届　用　紙

明海大学歯学部東京都同窓会　殿

会員氏名 （　　　期）　 支部名

電　話住　　所

【事由】〔①結婚　　②会員死去　　③家族死去〕

氏　　名
フ　リ　ガ　ナ

住　　所 電　話

才 関　係年　齢

日　　時

場　　所

事　　由

請求金額 代金 円

印

支店　口座番号（普・当）振　込　先
銀行

振込先名

上記金額を御請求いたします。
　　　　　年　　　月　　　日

支　部
支　部　長

担　当 会　計 専　務

明海大学歯学部東京都同窓会記入欄

　　　　　年　　　月　　　日　受理

　　　　　年　　　月　　　日　担当承認

　　　　　年　　　月　　　日　理事会承認

※明海大学歯学部東京都同窓会慶弔規定（P８）参照



変更届け

自宅開業・他所開業・開業医勤務・病院勤務・大学・研究機関

診療所・勤務先名称

第（　　　）期　　旧姓（　　　　　　　　）

コピーしてお使いください。
送信先　事務局　FAX 03－3633－8644

他（　　　　　　　　　　　　）いずれかを○で囲んでください

ふりがな

氏　　名

　　　〒
自宅住所

TEL　　　（　　　　）
FAX　　　（　　　　）

TEL　　　（　　　　）
FAX　　　（　　　　）

　〒
住所

所属支部名

通信欄



　今、社会情勢は、コロナ禍で自粛しながら大変な時期を過ごしています。

　会員の先生方も　感染予防対策、経営面での問題等で苦労されての生活と思います。

　東京都同窓会は、新年会は中止、理事会、講習会等はリモートになったりして、同窓会活動はかなり縮小され

ました。しかし、どうにか会報誌らしくなり　発送にできるようになりました。

　こんな状態が、いつまで続くかわかりませんが、より一層よい会報誌にしていきます。今後ともご協力のほど

よろしくお願いします。
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