
令和元年度一般社団法人高岡市歯科医師会　事業報告 
 

◎令和元年度会員の異動について　　　　　　　　　　　 
１．会員数　 
　　　正会員第１種　　　　77名　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　正会員第２種　　　　27名　　　 
　　　準会員　　　　　　　 2名 
　　　　　　　　　   計　106名　（　80　診療所）　うち終身会員15名 
　２．令和元年度入会者 
　　　山田哲也先生　5月入会　正会員第2種 
３．会員種別変更 
　　正会員第2種から正会員第1種へ 
　　　　山田哲也先生、島田芳紀先生 
　　　正会員第1種から正会員第2種へ 
　　　　山田真樹先生、島田正美先生 

　　　　　　　◎令和元年度実施事業の概要 
＊総務財務委員会 
（1） 諸会議の開催 

１．総会 
定時会員総会　令和元年6月28日（金）　大野屋 
　　　　　　　総会　93名（表決委任者49名）出席 
　　　　　　　懇親会　46名出席 
臨時会員総会　令和2年3月27日（金）高岡市急患医療センター会議室 
　　　　　　　81名（表決委任者56名、議決権行使者9名）出席 
２．理事会　　毎月定例　12回開催 

（2） 会計監査の実施 
令和元年6月19日（水）高岡市歯科医師会事務局 

（3） 新年会 
令和2年1月10日（金）　ホテルニューオータニ高岡 
来賓10名　会員58名 

＊医療管理委員会   
（1） 高岡市歯科医師会医療安全講習会 

日時：令和元年 １１月１５日（金）  
場所： 厚生連高岡病院 3F 新講堂   
演題 ：「無床診療所（歯科診療所）の医療監視について」   
講師 ：  富山県厚生部医務課  片岡 照二郎先生   
演題　：「歯科医院での針刺し、体液暴露があった場合の対応について」   
 講師 ： 厚生連高岡病院 総合診療科 感染症内科 狩野 恵彦先生 
出席者：４１名   

（２）高岡市要保護児童地域対策協議会への出席2回（10/9,11/7） 
（３）委員会の開催 ５回(8/23,10/21,12/4,2/5,3/30)　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
＊学術委員会   
（１）高岡市歯科医師会学術講演会 
日時：令和元年8月25日（日）9：30 ～12：30 
場所：ウイングウイング高岡　503研修室　（5階） 
演題：「パノラマ撮影法の基本から診断まで」 



講師：代居　敬　先生　日本歯科大学生命歯学部名誉教授 
出席者：　45名 
（２）高岡市医師会・歯科医師会・薬剤師会合同講演会 
日時：令和元年11月6日（水） 
場所：高岡市医師会　ホール会議室　19：00～21：00 
演題：「薬局におけるビスホスホネート製剤の服薬指導～1年間で変わったこととは
～」 
講師：ノムラ薬局　飴谷伸貴先生 
演題：「骨吸収抑制剤投与患者への対応の現状～高岡市歯科医師会におけるアンケー
ト調査と歯科医は何を診て、どう予防策を講じるのか～」 
講師：阿部一雄先生 
演題：「骨粗鬆症治療薬の特徴をふまえた医歯薬連携」 
講師：整形外科診療部長　南部浩史先生 
出席者：56名 
（３）高岡口腔臨床カンファレンス 
日時：令和2年2月10日（月）19:00〜21:00　 
場所：厚生連高岡病院 3F 新講堂 
演題：「口腔感染症の抗菌薬の適正使用」 
講師：感染症内科　狩野　恵彦先生 
演題：「当初顎関節症を疑った症例ほか」 
講師：歯科口腔外科　山下　知巳先生 
出席者：　38名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（４）図書、視聴覚機材の管理及び整備 
（５）委員会の開催　５回 （8/2,9/20,11/1,12/21,1/31） 
＊社会保険委員会 
（１）保険のかわら版の発行（3月） 
（２）委員会の開催　2回　（１/６、２/６） 
＊文化厚生委員会 
（１）歯科医療従事者の集い　　キス釣り大会 

日時：　令和元年7月7日 
場所：　新港漁港 
参加者：　16名 

（２）委員会の開催　4回（4/10,7/3,1/29,3/4） 
＊広報及びIT委員会 
１．広報 
　（１）高岡市歯科医師会報の発行1回（12月） 
２．IT 
 　（１）ホームページの管理 
　 （２）休日在宅当番医案内の毎月更新 
　 （３）各委員会からのお知らせを高岡市歯科医師会ニュースとして会員向け、及び 

一般向けにホームページに掲載 
　 （４）パソコン講習会（ワード基礎編）開催 
　日時：令和1年10月11日（金）PM8:00～PM10:00 

　　　場所：高岡市急患医療センター2階会議室　 
　　　講師：東洋通信工業　尾崎瞳氏 
　　　出席者：14名　 
３．委員会の開催　　4回　（7/19、8/29、10/31,12/14） 
　　小委員会の開催　2回　（11/13、11/18） 



＊公衆衛生委員会 
（1） 1歳6か月児・2歳児・3歳児歯科健診及びフッ素塗布の実施　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高岡市健康増
進課 
　　　年齢　　　　　　　健診人数　　　　　フッ素塗布人数　　　　　塗布率 
　　1歳6か月児　        1150                    1019                   88.6 % 
　　2歳児                1326                     405                   30.5 %  
　　2歳6か月児          1290                     377                   29.2 % 
　　3歳児 　　　　　　　 1139　　　　　　　　　　 289　　　　　　　     25.4 % 
　　3歳6か月児 　　　　 1180　　　　　　　　　　 826　　　             70.0 % 
　　　　　　　　　　　　　　　　　※　総塗布者数　　　　2916人 
（2） 「健康たかおか輝きプラン」 

※　歯周病検診　　　　　　　　　　　　　　令和元年6月1日～11月30日 
　　受診人数　　40歳　　25人　　　　　　　　　　　45歳　　4人 
　　　　　　　　50歳　　 8人　　　　　　　　　　　55歳　　7人 
　　　　　　　　60歳　　59人　　　　　　　　　　　65歳　 14人 
　　　　　　　　70歳 　 24人　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　141     
人 
　　　　　　　　　（対象者　 4598   人　　受診率　3.07   %） 
※　妊産婦歯科健康診査　　　　　通年 
　　受診人数　 397 人（受信票発行者数969 人　受診率　 41.0  %） 

(3) 休日在宅当番医 
　　　　　　　　55回　　　（本会　会員担当分） 

(4) 福祉作業所歯科健診　計 78 人 
　　　　ワークスいちのせ　　　　　　　　　受診人数　16 人　令和元年11 月7 日 

ワークスてんもく　　　　　　　　　受診人数　15 人　令和元年11 月7 日 
ワークスたかおか・アシストたての　受診人数　24 人　令和元年11 月7 日 
ワークスたから　　　　　　　　　　受診人数　13 人　令和元年11 月14 日 
かごめ苑　　　　　　　　　　　　　受診人数　10 人　令和元年11 月14 日 

(5) 第33回　歯科保健ボランティア事業　 
介護施設での義歯のネーム入れ 
特別養護老人施設　香野苑（入所者50 名）　　　 令和元年10月6日 
　　　　　　口腔ケア　　　 : 48名　　　　　  歯科衛生士6名参加 
            義歯ネーム入れ：9名　17床　　　歯科技工士15名参加 

(6) 高岡市よい歯の児童生徒コンテスト（高岡市教育委員会・高岡市学校保健会） 
日時：令和元年6月6日（木） 
場所：高岡市ふれあい福祉センター 
審査員：焼田志図夫先生、池田寿人先生、松岡正浩先生、澤井　睦先生 

(7) 高岡市健康教育事業「健康なるほど講座」（高岡市健康増進課） 
日時：令和元年6月13日（木） 
場所：高岡市ふくおか総合文化センター 
講師：野手俊雅　先生　　 

(8)　高岡市立小学校フッ化物洗口開始に係る説明会 
日時：平成31年4月3日（水） 
場所：高岡市歯科医師会会議室 
講師：山本武夫　先生、他 

(9)  講演会の開催 
日時：令和元年5月26日（日） 



場所：高岡市ふれあい福祉センター  　　　 
 講師：古屋純一　先生 

(10) 　公衆衛生、介護保険事業等での行政及び各関係団体との連携 
1)　高岡市介護保険運営協議会　　2回　　　　8/30  2/18 
2） 高岡市地域包括支援センター運営協議会　　8/30 
3)　高岡市地域密着型サービス運営委員会　     8/30　2/18 
4) 介護認定審査会 
　　　33回出席　高岡市役所にて　　19:00～ 
5） 高岡市地域ケア推進会議      2回　　　　8/1、10/3 

        6)　高岡市市民健康フォーラム 
　　　　　　　高岡文化ホールにて　11/16 

7)　高岡市医師会訪問看護ステーション事例検討会　　　 
　　　石多謙一　先生　6回出席　高岡地場産センターにて 

6回　5/15、6/19、9/18、10/16、11/20、2/19　 
8)　高岡市医師会在宅医療支援センター多職種事例検討会　 
　　　高岡市医師会ホール会議室にて　10/9、2/12、  
9)  高岡市医師会在宅医療支援センター在宅緩和ケアグループワーク 
　　　高岡市医師会ホール会議室にて　12/3　 
10)  高岡市医師会在宅医療連携会かたかご会 
　　　高岡市医師会研修室にて　4/2、5/7、6/4、7/2、9/3、10/1、11/5、12/3、

1/7、2/4、3/3 
11)  高岡市医師会在宅医療センター在宅医療談話会　7/2、9/3、11/5、1/7 
12)  高岡市医師会市民シンポジウム 
　　　ふれあい福祉センターにて　7/28 
13)  高岡市医師会摂食嚥下研修会 
　　　高岡市医師会研修室にて　　11/1 
14)  高岡市医師会摂食嚥下ワーキンググループ会議 

高岡市医師会研修室にて　川中健一　先生、澤井　睦先生　出席　　
8/26、9/20 

15)  高岡在宅NST研究会　 
　　　高岡文化ホールにて　6/13、12/6  
16)  キトキトスマイルプロジェクト 
　 イオンモール高岡にて　6/4 

17)　在宅訪問歯科診療の実施　（在宅歯科医療連携室）件数　21件 
18)　　高岡市立小学校フッ化物洗口開始に係る行政との協議 
19)委員会の開催　 4回　7/8、8/10、11/29、12/20 

 

＊令和元年度その他の対外執務 
 
1. 富山県歯科医師連盟理事会　　　　　　　　　　　　　4/25　7/11 
2. 高岡市医師会在宅医療連携協議会　　　　　　　　　　5/15 
3. 高岡市国保運営協議会　　　　　　　　　　　　　　　5/16  12/5　2/27 
4. 厚生連高岡病院地域医療支援病院委員会　　　　　　　5/23　8/22 
5. 富山県歯科医師会予算決算特別委員会　　　　　　    5/30　2/26 
6. 県歯代議員会                                      6/20  3/24 
7. 協同組合総代会　                                  6/25 
8. 済生会高岡病院地域医療支援病院運営委員会　　　　  6/25　9/18　12/16 
9. 訪問看護運営委員会　　　　　　　　　　　　　　　　7/5 
10. 富山県歯科医師会郡市会長会議　　　　　　　　　　　7/11 



11. 全国歯科医師国民健康保険組合富山県支部理事会　　　7/11 
12. 高岡市健康づくり推進協議会　　　　　　　　　　　　7/18 
13. 高岡地域ケア推進会議　　　　　　　　　　　　　　　8/1　 10/3 
14. 富山市歯科医師会との意見交換会　　　　　　　　　　8/9 
15. 高岡市防災会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　8/21 
16. 高岡地域医療と介護の体制整備に係わる協議の場　    8/23　2/12 
17. 高岡地域医療構想調整会議　　　　　　　　　　　　　8/23　2/12 
18. 高岡地域医療推進対策協議会　　　　　　　　　　　　8/23　2/12 
19. 慶友会総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9/29 
20. 高岡市要保護児童地域対策協議会　　　　　　　　　　10/9　11/7 
21. 高岡市健康フォーラム　　　　　　　　　　　　　　　11/6 
22. 高樹会総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11/23 
23. 橘慶一郎歯科後援会総会　　　　　　　　　　　　　　11/30 
24. 高岡市医師会新年会　　　　　　　　　　　　　　　　1/14 
25. 高岡市薬剤師会新年会　　　　　　　　　　　　　　  1/15 
26. 技工士会新年会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2/8 


