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鶴岡会長就任挨拶

本年６月15日の評議員会にて、神奈川県歯科
医師連盟会長のご承認を頂きました。大役を仰
せつかり、光栄に感じると共に責任の重大さに
身の引き締まる思いです。
先ずは、会員である個人開業医それぞれが、
地域の皆様へより良い歯科医療、歯科保健を提
供すること、そして、そのためには各診療所の
経営基盤安定を図らなければならないこと、こ
れら富田前会長はじめ前執行部が築いて来られ

鶴岡 裕亮

た大切な意を、私達がしっかりと引き継ぎ全力

新会長

で取り組んで参る所存です。継続は力なり。鈴

つぎは、
『神奈川県歯及び口腔の健康づくり

木駿介会長率いる県歯執行部と、我々連盟新執

推進条例』の改正です。現在、行政及び関係諸

行部が一丸となり、事業計画の実現と県民の皆

団体と協議を重ねているところですが、盛り込

様の健康増進に向けて、歩みを止めず前進し続

みたい目玉は、
「オーラルフレイル」への積極

けて参ります。

的な取り組みです。これまで取り組んできた

さて、私が今、あらためて取り組むべきと考
えるテーマはふたつあります。

「8020運動」をさらに発展させ、
「オーラルフレ
イル」の予防改善を行っていくことは、健康寿

まずは、来年度の国の予算を決めるには、ど

命の延伸につながります。黒岩県知事とも協働

こに力を入れるか、どこに予算をつけるか、と

して、この概念を全国に先がけて神奈川から喚

いう基本方針を決めなくてはなりません。それ

起し、行動し、広めていきたいのです。

が６月９日に閣議決定された「経済財政運営と

さらに、2018年度は診療報酬と介護報酬の同

改革の基本方針2017（いわゆる骨太）」です。

時改定が行われ、
極めて大きな節目となります。

その中に、「口腔の健康は全身の健康にもつな

年末に向けたロビー活動も、石井みどり議員、

がることから、生涯を通じた歯科健診の充実、

島村大議員との連携の下、助走から勢いを増し

入院患者や要介護者に対する口腔機能管理の推

ていきたいところです。

進など歯科保健医療の充実に取り組む」との文

『継続』は決して裏切らない。それは自然の

が明記されました。歯科は口の中だけを健康に

理であり、未来への道の希望でもあります。多

するのではなく、全身を健康にするのだという

くの活動は、そう簡単に成果や結果がみえるも

ことが示されたわけです。これからの歯科医師

のではありません。それでも、目の前のことに

は何をすべきか。歯科界の役割、
意識のあり方、

必ず何らかの意味があるのだと信じ、連盟会員

為すべき事について、間違いなく重要な転換期

各位のご理解とご協力の下、今やるべきことを

が訪れています。
地域の歯科医師一人ひとりが、

丁寧に推し進めて参ります。

歯科医師会が、そのことをしっかりと自覚し、

温かな目で見守りいただければ幸いです。

新たな事業展開をしなくてはなりません。

２年間、どうぞ宜しくお願い致します。

http://kdrenmei.on.arena.jp/
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神奈川県歯科医師連盟役員名簿
〈平成29年７月１日～平成31年６月30日〉

会長 鶴岡裕亮
（横浜市/中区）

理事長 長崎康俊
（横浜市/鶴見）

副理事長 檀上
（鎌倉市）

常務理事 小池軍平
（横須賀市）

顧問弁護士 末石倫大
（弁護士）

副会長 宮坂宗行
（茅ヶ崎）

修

副会長 徳永寛司
（大和）

常務理事 北野道廣
（横浜市/青葉）

常務理事 柴田
（厚木市）

豊

副会長 小澤 操
（横浜市/瀬谷）

常務理事 今宮圭太
（大和）

常務理事 皆藤訓男
（相模原市）

副会長 小川 淳
（川崎市）

常務理事 山田剛久
（茅ヶ崎）

監 事 関 泰忠
（横浜市/中区）

監

常務理事 川越元久
（川崎市）

事 佐藤政夫
（税理士）

顧問 田村肇男
（横浜市/瀬谷）

顧問 原 慶治
（横須賀市）

顧問 中村昌人
（横浜市/港北）

顧問 富田 篤
（藤沢市）

相談役 椎谷久仁男
（川崎市）

相談役 大木 哲
（大和市長）

相談役 大嶋基司
（川崎市）

相談役 加藤木健
（横浜市/西区）

相談役 島村 大
（横浜市/保土ヶ谷）
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第37回評議員会
平成29年６月15日（木）午後６時より、県歯

件、第２号議案

神奈川県歯科医師連盟平成28

会館「大会議室」にて第37回評議員会が開催さ

年度貸借対照表、財産目録に関する件は可決承

れた。

認された。第３号議案

神奈川県歯科医師連盟

富田会長は挨拶の中でご協力に感謝するとと

役員報酬算定委員会の設置に関する件について

もに、今までの任期を振り返り、次の３点につ

議事が行われた。役員報酬算定委員会の設置に

いて述べられた。

関しては挙手多数にて可決承認された。

①参議院選と総選挙を経験し良い結果を出せた
こと。

選挙管理委員会の高橋清治委員長より経過に
ついて報告された。その結果として会長には、

②平成23年に口腔保健条例が制定され、今年は

鶴岡裕亮候補（中区）
、
監事には関泰忠候補（中

さらにその条例の見直しの時期となっている

区）が定数のため無投票で当選したことを報告

こと。

し、高橋委員長から当選証書が手渡された。

③口腔保健条例からひろがって、県歯会も強く

最後に森洋行副会長が「先生方のご協力を得

要望している「オーラルフレイル」が8020県

まして第37回評議員会を恙なく終わることができ

議連の理解と努力で、条例の見直しが今まさ

ました。本評議員が最後になる富田会長には長

にすすめられています。

い間お疲れさまでした」と閉会を述べた。さらに

議事に入り第１号議案

花村議長、川田副議長が謝辞を述べ散会した。

神奈川県歯科医師連

盟一般会計平成28年度収入支出決算に関する

第38回臨時評議員会
平成29年度９月14日（木）午後６時より、県
歯会館において第38回臨時評議員会が開催され
た。
その中で、新議長には関英夫評議員（相模原
市）
、副議長には西山潔評議員（横浜市/神奈川
議長

関

英夫（右） 副議長

西山

潔（左）

区）が互選にて選出された。
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固い握手!
日時

平成29年10月１日

関東地区歯科医師連盟役員連絡協議会

表敬訪問

８月24日（木）

関係団体：信栄サービス
信用組合

国保組合

歯科医師

横浜市歯科医師会

三師会関係 神
 奈川県医師会 神奈川県薬剤師会
行政関係

黒岩知事

政治関係

神奈川県自民党本部

当日は鶴岡会長・三役にて表敬訪問を行なった。
黒岩知事には貴重な時間を頂いた。
『オーラルフレイル』の事もよく理解いただき、
知事と鶴岡会長は固い握手をした。
日時：８月31日（木）午前11時
場所：山梨県甲府市「甲府富士屋ホテル」
協議のメインは次期参議員選挙で職域代表を出
すのか？
全ての都県は職域代表を出すべきとの事でした。
日歯連盟高橋会長の発言は、裁判中の件が潔白
となりしだい選挙活動を開始したい。
日歯連盟高橋会長と鶴岡会長は、
意気投合した。

予告！

神奈川県歯科医師連盟

デンタルミーティングINかながわ
日 時：平成29年11月16日（木）午後６時

場 所：神奈川県歯科医師会館 地階「大会議室」

気合が入っている新役員一同

只今、鋭意編集中！

