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　新年明けましておめでとうございます。
　会員の先生方におかれましては、平素より本連盟
の事業にご理解とご尽力を賜り深く感謝申し上げます。
　昨年4月には統一地方選、7月には令和初の国政
選挙の参議院通常選挙がございました。地方選にお
いては地域歯科医師連盟とともにご推薦した大多数
の県会、市町村議員の当選を果たすことができ、そ
して7月にはこの神奈川選挙区より島村大参議院議
員を再び国政に送り出すことができました。これも
ひとえに多くの会員の皆様方のご尽力のおかげであ
り、あらためて御礼申し上げます。
　昨年末のデンタルミーティングにて、診療報酬改
定をテーマに議論いたしましたが、この4月より新
点数での保険診療が始まります。社会保障費の財源
が厳しいなかの改定ではありますがより良い改定に
なるよう連盟として汗をかいてまいりました。やは
り最後は政治力です。歯科医師である職域代表の議
員不在の中、山田宏参議院議員、そしてこの神奈川
選挙区選出の島村議員がその重責にあたっておりま
す。それを支える本連盟としてロビー活動を通じて
懸命にその役割を果たしていく所存でございます。
　それには地域歯科医師会、歯科医師連盟が一つと
なり声を上げていくことが重要と思います。
　歯科医師連盟の使命とは、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

保健を提供できるよう促すことです。各診療所は経
営基盤の安定を図ることが重要であり、そのための施
策を求め、政治活動を行うことも重要な役割だと認識
しています。皆様方のご理解のもと、歯科医師会会
員の大多数が連盟会員であるという組織を再び作り
あげることを目指して参ります。
　歯科医師会の10年先、20年先を見据え、県歯執行部
と連盟執行部
が一丸となり、
地域歯科医師
会、歯科医師
連盟の皆様の
力をお借りし
ながらより良い
歯科界になる
よう努めて参
る所存です。
　この新しい
年がより佳き
年となるよう祈
念いたしまし
て、年頭のご
挨拶とさせて
いただきます。

リフレッシュ!

神奈川県歯科医師連盟会長 鶴岡 裕亮 

◇日　時：令和２年２月６日（木） 午後６時
◇場　所：ロイヤルホールヨコハマ2Ｆ 「ヴェルサイユ」
◇会　費：5,000円（当日、受付にてお申し受け致します。）

申込
方法

別紙案内裏面の参加申込用紙にご
記入のうえ、令和２年１月27日（月）
までに、神奈川県歯科医師連盟事
務局までFAX（　 0120-681-786）
にてお申込みください。

予告 令和２年新春の集い
～開催のご案内～

神奈川県歯科医師連盟

最後は政治力 新年のご挨拶
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年 頭 挨 拶令和２年

国民皆歯科健診実現にむけ新立法を
　新年おめでとうございます。「庚

かのえ

子
ね

」の年は、
新しい芽が吹き出る年。昨年末、新議連「国民
皆歯科健診を実現する会」（古屋圭司会長）を
スタートさせ、本年中に新立法をめざして島村
先生とともに頑張ります。

参議院議員
山田 宏

　謹んで新春の祝詞を申し上げます。神歯連盟
の皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎
えのこととお喜び申し上げます。歯と口の健康
作りへのご尽力に感謝し、皆様とご家族のご多
幸を祈念致します。

参議院議員
中西 けんじ

　謹んで新春をお祝い申し上げます。
　本年も、貴連盟の皆さまと連携を図りながら、
県下全域にオーラルフレイル検診の普及啓発に
取り組んでまいりますので、ご指導ご鞭撻を賜
りますよう、宜しくお願い申し上げます。

土井 隆典

自由民主党
神奈川県支部連合会
幹事長

　安倍内閣が掲げる「全世代型社会保障」を実
現する上で、口腔内の健康によって健康寿命の
延伸を目指す歯科医師の役割は益々重要になっ
ています。本年も、皆様方のご活躍を心より祈
念いたします。

内閣官房長官
菅 義偉 小此木 八郎

自由民主党
神奈川県支部連合会
会長

　あけましておめでとうございます。貴連盟の
皆様からのお力添えに改めて深く感謝申し上げ
ます。おかげさまで昨年、島村大参議院議員が
再選、地元代表として更なる活躍が期待されま
す。本年もよろしくお願い致します。

　あけましておめでとうございます。昨秋より
4度目の自民党本部女性局長に就任致しまし
た。女性の医療従事者の皆様の働き方改革の推
進。そして歯科健診の機会拡大による健康増進
政策に向けて邁進して参ります。

参議院議員
三原 じゅん子
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　令和元年度 第1回幹事会・DM会合同会議が令和
元年11月28日（木）午後3時30分より県歯会館で行
われた。鶴岡裕亮会長は挨拶で日頃の連盟活動への
感謝と選挙協力へのお礼を述べた。また、「日歯連
盟の対応への問題を数々の評議員と共有している。
これに関しては今後を注視したい。また、連盟ガイ
ドを作成したのでご参加の皆様の地域で活用して欲
しい。最後は政治力なので、今後もよろしくお願い
します」と挨拶された。
　続いて、山田宏参議院議員が国政報告を行った。「診
療報酬改定は財源の確保が大切です。財源大枠の上
昇は見込めないので、医療界で取り合いになる。そこ

で、歯科点数の
上昇には大義（国
の指針）が必要
になる。そこで
政府の出してい
る「骨太の方針」
が翌年の予算の
指針になる。こ
れにより新規の
事業もいくつか
提出されている。

「歯科口腔保険医療情報収集・分析等推進事業」等が
そうだ。また、国会に「国民皆歯科健診を実現する
会」を作った。目標は法改正（歯科保健推進法のよ
うなもの）で、１２月に会を発足して、来年の法改正の
成立を目指す。また、国立保健医療科学院に歯科関
連の統括官が復活した（民主党時代に仕分けによっ
て消滅していた）。このような小さい種子をたくさん
撒くことが将来的にも歯科の評価を大きく前進するも
のになる」と述べた。
　引き続き協議がおこなわれた。
１、「第45回参議院議員通常選挙総括について」
　第25回参議院議員選挙（神奈川選挙区関係と全国
比例区関係）の経緯について長崎康俊理事長が説明
し、今回の反省点や今後について意見が交わされた。
２、「連盟組織力強化について」
　小川淳副会長が現在の組織率について説明、全て
の歯科医師に歯科医師連盟の重要性を正しく伝えて
いきたいと述べ、協力をお願いした。それには連盟
ガイドを活用していただきたい。
３、「その他」新春の集い２月６日（木）ロイヤルホ
ール横浜で開催する。
　最後に西山潔副会長の閉会の辞により終了した。

　続いて、令和元年度 第1回幹事会・DM会合同会
議、特別講演に続き、「デンタルミーティングINか
ながわ」が午後6時50分より行われた。
　島村大参議院議員が「診療報酬への願い」と題し
て特別講演を行った。「歯科は予防に関して充実すべ
きだが、エビデンスが足りていない。NDB（ナショナ
ルデータベース）が不足している。国の仕事なので、
しっかりやっていただくように働きかけたい。学会も
歯科界を見据えた研究の方向性を持ってもらいたい」
と述べた。続いて、来賓の紹介と挨拶があり、国会議
員、県議会議員、東京都歯科医師連盟、関連団体か
らの参加者が多数紹介された。神奈川県自民党オーラ
ルフレイル議連・国会議員の方々にご挨拶いただいた。
　続いて基調講演が行われ、本連盟宮坂宗行副会
長・日本歯科医師連盟村岡宜明副会長がパネラーと
なり、宮坂先生は社会保障費・医療費が漸増してい
ると言う報道のカラクリにふれ、社会保障費の現状
と今後について、また、医療費の推移をフレイルに
関連して解説した。次に村岡先生は「考える連盟」

と題して、連盟
の本来の姿とは
何か？と言う問
いから、社会保
障と医療費の違
いや、医療政策
の矛盾に気付く
こと、報道の見
方やデータの見
方を習熟するのが連盟だと綴った。
　引き続き、「今期診療報酬改定に向けて」と題して
パネルディスカッションが行われた。座長を日歯連盟
村岡副会長、副座長を本連盟宮坂副会長が務めた。
東京都歯科医師連盟の大越壽和会長と県議会議員を
交えてオーラルフレイルに対応することの重要性と、
全世代型に社会保障を考えたときに医療と福祉と一
体となって考えないといけない等、様々な論点から口
腔に関する医療・福祉に関して話し合われた。最後
に小川淳副会長の辞で閉会した。

選挙総括と組織力強化 〜第1回幹事会・DM会合同会議開催〜

診療報酬改定に向けて 〜デンタルミーティングINかながわ〜

国政報告を行う山田宏参議院議員

真剣に聞き入る参加者
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　あけましておめでとうございます。神奈川県歯
科医師連盟の皆様におかれましては、お健やかに、
よき新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げ

ます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　昨年7月、皆様の多大なお力により二期目の当
選を果たすことができました。
　人生100年時代を見据え、国民の健康に直結す
る歯科の役割はますます増大します。これからも
地元神奈川と国政を、歯科界と国政をつなぐパイ
プ役の使命を、しっかり果たして参る所存ですの
で、本年も変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　結びに、神奈川県歯科医師連盟の今後ますます
のご発展と皆様のご多幸を祈念し、新年のご挨拶
といたします。

　令和元年10月24日（木）午後6時よりANAイン
ターコンチネンタルホテル東京にて開催された。
当日は超多忙の中、菅義韋官房長官が参会され盛
大な「励ます会」に驚き、「エール」をいただいた。
　他にも多数の大臣、国会議員からも励ましの言
葉をいただいた。恒例となった励ます会だが、益々
のパワーアップとなっている。各界の皆様のバッ
クアップの賜物と感じた。

　連盟組織力の更なる向上を目的として標記
「連盟ガイドＱ＆Ａ」を作成いたしました。
　皆様に連盟組織及び連盟活動について、再認
識いただき、更なる本連盟へのご理解とご協力
を深めていただきたいです。
　また、本連盟未入会の方には、こちらをご一
読いただき、この機会にぜひとも入会していた
だきたく、県歯のご協力により県歯全会員に送

らせていただきま
した。
　本連盟未入会の
方だけでなく、県
歯未入会の方にも、
これを使って入会
勧奨をしていただ
けると幸いです。

組織力強化 本連盟未入会員対策〜「連盟ガイドQ＆A」完成〜

新春を迎えて 参議院議員　島村 大

島村大君を励ます会今年も盛会‼


