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＜平成２７年度 事 業 報 告＞ 

公益社団法人 渋谷区歯科医師会  会員数 ２９４名  医療機関数 ２２７件 

                              （平成２８年３月３１日現在） 

 

歯科医学医術の進歩発達に関する事業（定款第４条第１項第１号） 

 

事業目的  歯科医学の知識と医療技術の向上をはかるため、次の事項を行なう 

  １）学術の研鑽に関する事項 

      ２）その他必要な事項 

事業回数  ７回（講演会 履行６回） 

事業対象  区民、及び歯科医療従事者 

委 員 会  学術委員会 開催回数  ５回   

 

事業報告 

＜学術関係事業＞                

１．学術講演会 

第１回     

開催日時  平成２７年 ５月２２日（金）午後７時～９時 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１ 

演  題  「顎関節症と“力”のコントロール －TCH を中心に－」 

講  師  外部講師 

受講者数  ６７名 

 

第２回 

開催日時  平成２７年 ７月１０日（金） 午後７時～９時 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１ 

演  題  「患者コミュニケーションと心理学」 

講  師  外部講師   

  受講者数  ４５名 

 

第３回 

開催日時  平成２７年 ９月１８日（金） 午後７時～９時 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１ 
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演  題  「治療計画の危険回避のためのＸ線写真活用法」 

講  師  外部講師 

受講者数  ４４名 

 

第４回 

開催日時  平成２７年１１月２５日（水）午後７時～９時 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１ 

演  題  「インプラント治療を通して歯科医療の未来を考える 

～失われた信頼を回復するために～」 

講  師   外部講師 

受講者数  ４１名 

 

第５回    （地域医療委員会との合同） 

開催日時  平成２８年 １月２９日（金） 午後７時～９時 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１ 

演  題  ①「一般歯科医が知りたい摂食嚥下障害患者対応のポイント」 

②「歯科衛生士取り組みの実際」 

講  師  ①本会常勤歯科医師 

②本会常勤歯科衛生士 

受講者数  ５３名 

 

２．よい歯のつどい講演会 

開催日時  平成２７年 ６月 ７日（日）午後２時～３時３０分 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ６階 伝承ホール 

演  題  「脳は不思議がいっぱい！！ 噛む事はとても大事」 

講  師  外部講師 

受講者数  ９４名 
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公衆衛生普及に関する事業（定款第４条第１項第２号） 

 

事業目的  地域社会に歯科保健の推進と公衆衛生の普及をはかるため、次の事項を行なう 

  １）公衆の保健指導と予防に関する事項 

      ２）地域歯科保健の推進のため、その調査研究と啓発に関する事項 

      ３）その他必要な事項（学校歯科医会事業等） 

委 員 会  地域保健委員会 開催回数  ７回 

      しぶや・よい歯のつどい-歯の健康ひろば-実行委員会 開催回数  ３回   

 

事業報告 

＜公衆衛生関係事業＞          

１．平成２７年度「しぶや・よい歯のつどい－歯の健康ひろば－」 

事業目的  口腔衛生の啓発・向上のため、歯の衛生週間に区民を対象とした活動を行なう 

対  象  区民 

開催日時  平成２７年 ６月 ７日（日） １０時００分から午後３時３０分まで 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ６階 伝承ホール 

主  催  渋谷区歯科医師会 渋谷区 

来場者数  大人２４３名  子供５９名   計３０２名 

実施内容  １）８０２０・９０２０達成者表彰と写真撮影 

        ８０２０運動の達成者 受賞者１２６名  内出席者５４名 

        ９０２０運動の達成者 受賞者  ７名  内出席者 ３名 

        区長より８０２０・９０２０達成者へ表彰状及び記念品授与 

      ２）講演会 「脳は不思議がいっぱい！！ 噛む事はとても大事」 

          講 師 ： 外部講師 

３）むし歯のない３才児表彰  

        本会会長 副会長より表彰状と記念品の贈呈 

表彰者６２名  内出席者３９名 

設営運営   実行委員会１０名 理事会役員１２名 事務局２名    プラザ歯科衛生士２名 

参加役員   １１名  

  実行委員     １０名 

本会会員   １０名 その他スタッフ ５名 

  渋谷区    ５名 

協賛企業   １０社  
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２．１歳６ヶ月児の歯科健康診査事業 

事業目的  １歳６ヶ月児の歯科健康診査と指導 

対  象  区民（１歳６ヶ月児） 

実施場所  渋谷区保健所、恵比寿保健相談所、幡ヶ谷保健相談所 

実 施 日  １）渋谷区保健所    毎月第２水曜日   回数 １２回／年 

２）恵比寿保健相談所  毎月第２木曜日   回数 １２回／年 

３）幡ヶ谷保健相談所  毎月第３月曜日   回数 １２回／年 

担 当 医  １２名 

受診者総数  １２３９名 

 

３．３歳児歯科健康診査事業 

事業目的  ３歳児の歯科健康診査と指導 

対  象  区民（３歳児） 

実施場所  渋谷区保健所、恵比寿保健相談所、幡ヶ谷保健相談所 

実 施 日  １）渋谷区保健所    毎月第４水曜日   回数 １２回／年 

２）恵比寿保健相談所  毎月第４木曜日   回数 １２回／年 

３）幡ヶ谷保健相談所  毎月第１木曜日   回数 １２回／年 

担 当 医  １２名 

受診者総数  １４１４名 

 

４．歯科専門相談事業 

事業目的  歯科健康診査及び指導 

対  象  一般区民 

実施場所  渋谷区保健所、恵比寿保健相談所、幡ヶ谷保健相談所 

実 施 日  １）渋谷区保健所    指定火曜日   回数 １２回／年      

２）恵比寿保健相談所  指定金曜日   回数 １２回／年   

３）幡ヶ谷保健相談所  指定水曜日   回数 １２回／年   

担 当 医  ９名 

受診者総数  ４３１名 

 

５．渋谷区成人歯科・口腔機能維持向上健康診査事業 

事業目的  歯周疾患等の予防及び早期発見を図り区民の健康保持に資することを目的とする 

対  象  渋谷区が発行した、有効期限内の「渋谷区成人歯科・口腔機能維持向上健康診査
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受診票」を持参した区民（２０・２５・３０・３５・４０・４５・５０・５５・

６０・６５・７０・７５・８０・８５歳全区民） 

実施場所  登録実施医療機関  （実施医療機関数１９５医療機関） 

実 施 日  実施医療機関で要予約（誕生日を含む３ヶ月間以内） 

周知方法  対象者全員に受診票を送付 

受診者総数  ３２８５名 

    

６．妊婦歯科健康診査事業 

事業目的  妊娠中の歯科疾患の予防及び早期発見を図り母子の健康保持に資することを目的

とする。 

対  象  区民（妊婦） 

実施場所  登録実施医療機関  （実施医療機関数１９５医療機関） 

実 施 日  実施医療機関で要予約（一妊娠期間内一回） 

周知方法  母子健康手帳交付時に受診券を配布 

受診者総数  ７５５名 

 

７．歯周病予防教室事業 

事業目的  歯周病の基礎知識と予防法、口腔衛生に関する講義及び口腔内写真撮影     

対  象  ６５歳未満の成人区民 

実施場所  渋谷区保健所 

周知方法  個別通知（任意抽出）及び区ニュースで募集 

開 催 日   平成２７年８月２１日（金）  

平成２８年２月１９日（金）  

受講者総数  ３５名  

 

８．歯科健康教室事業 

事業目的  歯科に関する様々な情報をより早くより正確に提供し、知識の普及・啓発をはか

り区民の健康増進に寄与する 

対  象  区民 

実施場所  渋谷区保健所 

開 催 日  平成２７年７月１７日（金） 

周知方法  区ニュース、ホームページ等で募集 

担 当 医  １名 
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演  題 歯医者さんと考える「イビキの原因と対処法」 

受講者総数  ２７人 

 

９．幼児フッ化物無料塗布事業 

事業目的  フッ化物塗布による、齲蝕予防に対する意識の向上及び、かかりつけ歯科医の推

進をはかることを目的とする 

対  象  区民 満３歳から３歳７か月になる前日まで 

実施場所  実施医療機関 

実 施 日  随時 

塗布総件数  ５０１件 

 

10．渋谷区歯科医師会 学校歯科医会事業   

 １）平成２７年度私立保育園の園歯科医の選任 

２）平成２７年度区立小学校の学校歯科医の選任 

３）平成２７年度都立高等学校の学校歯科医の選任 

 

＜関係団体委員会・協議会等＞        

１．渋谷区要保護児童対策地域協議会 

開催日時  平成２７年 ５月 ７日（木） 午後３時～午後５時 

開催場所  渋谷区役所 Ａ会議室（地下駐車場） 

出 席 者  ２７名  本会 １名  計２８名  

協議事項  １．「渋谷区要保護児童対策地域協議会報告」子ども家庭支援センター報告 

   １）要保護児童対策地域協議会の意義・目的 

２）平成２６年度事業報告 

３）平成２７年度事業計画 

 

２．渋谷区地域保健推進協議会報告 

第１回 

開催日時  平成２７年 ７月２８日（火） 午後１時３０分 

開催場所  渋谷区役所 ５階 大集会室 

出 席 者  ２４名  本会 ２名  計２６名 

協議事項  １．健康危機管理について 

         １）危険ドラッグ販売店舗立ち入り実績について 
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         ２）食中毒発生状況について 

         ３）感染症対策について 

 

３．渋谷区地域保健推進協議会健康つくり部会報告 

第１回 

開催日時  平成２７年 ９月１５日（火） 午後１時３０分 

開催場所  渋谷区役所 第５階 会議室 

出 席 者   ７名  本会１名  計８名  

協議事項  １．渋谷区健康増進計画の進捗状況について 

 

４．渋谷区地域保健推進協議会健康危機管理部会 

第１回 

開催日時  平成２７年 ９月１５日（火） 午後３時００分 

開催場所  渋谷区役所 第５階 会議室 

出 席 者  ７名  本会 １名  計 ８名 

協議事項  １．新型インフルエンザ等対策について 

 

５．渋谷区学校保健会理事会 

第１回 

開催日時  平成２７年 ５月２８日（木）午後２時 

開催場所  神南分庁舎 ３階 会議室 

出 席 者  学校歯科部会 ２名 

        ほか、学校医・学校眼科医・学校耳鼻咽喉科医・学校薬剤師・ＰＴＡ・学校長・

養護教諭・保健主任の各部会選出の役員および学務課職員 

協議事項  １．理事・役員の候補者について 

        ２．平成２６年度学校保健会事業報告（案）について 

        ３．平成２６年度学校保健会決算報告（案）について 

        ４．平成２７年度学校保健会事業計画について 

        ５．平成２７年度学校保健会予算（案）について 

        ６．平成２６年度渋谷区学校医等退職者表彰者の決定について 

        ７．平成２７年度東京都教育委員会表彰候補者について 

        ８．平成２７年度学校保健会総会・記念講演会について 

        ９．平成２７年度学校保健調査研究委託について 
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        10．学務課の人事 

第２回 

開催日時  平成２７年 ７月１６日（木）午後２時～３時 

開催場所  渋谷区役所 ５階 大集会室 

出 席 者  学校歯科部会 ３名 

        ほか、学校医・学校眼科医・学校耳鼻咽喉科医・学校薬剤師・ＰＴＡ・学校長・ 

保健主任の各部会選出の役員および学務課職員 

協議事項  １．新年度の予算要望について 

２．平成２７年度健康優良児童・生徒、歯・口の健康優良努力児童の選出につい

て 

第３回 

開催日時  平成２７年 ９月２４日（木） 午後２時～３時 

開催場所  区役所前地下駐車場 Ａ会議室 

出 席 者  学校歯科部会 ３名 

        ほか、学校医・学校眼科医・学校耳鼻咽喉科医・学校薬剤師・ＰＴＡ・学校長・

保健主任の各部会選出の役員および学務課職員 

協議事項  １.平成２７年度健康優良児童・生徒、歯・口の健康優良努力児童の決定について 

        ２．表彰式の式次第について 

        ３．第３８回くみんの広場テント運営について 

第４回 

開催日時  平成２８年 ２月 ４日（木）午後２時～３時１５分 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１ 

出 席 者  学校歯科医部会 ３名 

        ほか、学校医・学校眼科医・学校耳鼻咽喉科医・学校薬剤師・ＰＴＡ・学校長・

保健主任の各部会選出の役員および学務課職員 

協議事項  １．平成２７年度事業報告案と決算報告案について 

２．平成２８年度事業計画案と予算案について 

３．平成２８年度文部科学大臣表彰、東京都功労者表彰候補者について 

４．平成２８年度総会記念講演会講師について 

 

６．学校歯科医・養護教諭合同研修会打ち合わせ会 

第１回 

開催日時  平成２７年 ６月２５日（木）午後２時～午後３時３０分 
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開催場所  渋谷区役所 第７会議室 

出 席 者  養護教諭 ４名  学務課 ３名  学校歯科部会 ３名 

協議事項  １．研修会の日時、会場、講師、テーマについて 

 

７．東京都学校歯科医会 参事会 

第１回 

開催日時  平成２７年 ６月１８日（木）午後４時 

開催場所  中国飯店 

出 席 者  都学歯会長ほか役員・参事 

       本会 １名 

報告事項  １．学校歯科保健優良校表彰及び歯の作文募集について 

２．「図画・ポスターコンクール審査会及び表彰式」「歯・口の健康啓発標語コン

クール」について 

３．東京都学校歯科保健功労者表彰について 

４．平成２７年年度ブロック研修会について 

５．各種大会・日程について 

６．第８０回全国学校歯科研究大会東京開催について 

第２回 

開催日時  平成２８年 １月２１日（木）午後５時 

開催場所  歯科医師会館 ３階 第１会議室 

出 席 者  都学歯会長ほか役員 

本会 １名 

報告事項  １．第５０回東京都学校歯科保健大会について 

    特別講演  外部講師 

演  題  「クイズで語るおもしろ食育最前線」 

    時  間  １６時３０分より 

２．第８０回学校保健全国大会東京開催について 

３．第５１回東京都学校歯科保健大会について 

４．第６回臨時代議員会開催について 

５．歯科健診事後お知らせ通知について   

 

８．第５回東京都学校歯科医会代議員会 

開催日時  平成２７年 ６月１１日（木） 午後３時 
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開催場所  歯科医師会館 ３階 第１会議室 

出 席 者  東京都学校歯科医会役員・各地区学校歯科医会代議員（６８名）および来賓  

本会 １名 

議  事  第１号議案 平成２６年度事業報告及びその付属明細書 

第２号議案 平成２６年度貸借対照表、正味財産増減計算書及び 

        これらの付属証明書並びに財産目録 

第３号議案 予算決戦特別委員会委員及び予備委員の選出 

第４号議案 選挙管理委員会委員及び予備委員の選出 

第５号議案 日本学校歯科医会代表会員及び予備代議員の選出 

第６号議案 役員の選任 

 

９．第６回東京都学校歯科医会臨時代議員会 

開催日時  平成２８年 ３月２４日（木） 午後３時 

開催場所  歯科医師会館 ３階 第１会議室 

出 席 者  東京都学校歯科医会役員・各地区学校歯科医会代議員（６８名）および来賓  

本会 １名 

議  事  第１号議案 平成２８年度事業計画 

第２号議案 平成２８年度収支予算、以上、第１、２号議案は賛成多数により可

決した。 

 

10．学校保健（学校歯科医）研修会プログラム  

開催日時  平成２７年１２月１０日（木） １０時～１１時３０分 

開催場所  歯科医師会館 第１会議室 

出 席 者  東京都教育委員、都学歯会長ほか役員 

      本会 ２名 

報告事項  講演 １ 

演題 「学校歯科医の職務について」 

講師  外部講師 

講演 ２ 

演題 「歯科疾患を有する児童・生徒の特長とその行動 

    ～親の言い分、子の言い分・・そこにアプローチするには～」 

        講師  外部講師 
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11．渋谷区学校保健会 編集委員会報告書 

第１回 

開催日時  平成２７年 ６月１１日（木）午後２時～午後４時 

開催場所  渋谷区役所前駐車場 地下１階 Ｃ会議室 

出席委員  本会 １名  他１１名 

議  題  １．編集委員長紹介、自己紹介 

２．会報第１００号の編集・校正について 

３．会報第１０１号のテーマについて 

第２回 

開催日時  平成２７年 １０月２２日（木）午後２時～午後４時 

開催場所  ケアコミュニティー美竹の丘 Ｂ会議室 

出席委員  本会 １名  他 ９名 

議  題  １．会報第１０１号の編集・校正について 

２．会報第１０２号・１０３号のテーマについて 

３．会誌「保健」第５１号発行について 

第３回 

開催日時  平成２７年 １２月１０日（木）午後２時～午後４時 

開催場所  ケアコミュニティー美竹の丘 Ｂ会議室 

出席委員  本会 １名  他 ９名 

議  題  １．会報第１０２号の編集・校正について 

２．会報第１０４号のテーマについて 

 

12．第 1回東京都学校歯科医会学術全体委員会報告 

開催日時  平成２８年 ３月１７日（木） 午後４時 

開催場所  歯科医師会館 ７階 会議室 

出 席 者  東京都学校歯科医会役員及び各地区学術委員 

  本会 １名   

報告事項  １．平成２７・２８年度学術研究委員会作成の冊子について  

        ２．島しょ地区事業の報告   

        ３．私立小学校に対する歯科保健実態調査について       

講  演  「学校歯科医が実践している保健教育の一例について」 講師 学校歯科医 

 

13.城西ブロック学校歯科医研修会プログラム 
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開催日時  平成２７年１１月１２日（木） 午後６時～８時３０分 

開催場所  歯科医師会館 

出 席 者  都学歯会長ほか役員 

本会１４名 

講  演  「味覚とおいしさの科学」-和の味を子供たちに伝えるために- 講師 外部講師 

 

14．東京都学校歯科医会城西ブロック連絡協議会報告 

開催日時  平成２８年 ３月２４日（木） 午後６時３０分～９時 

開催場所  グランドヒル市ヶ谷 

出 席 者  東京都学校歯科医会 ６名 

新宿区 中野区 杉並区 渋谷区 四谷牛込  各学校歯科医会役員 

本会 ６名 

協議事項  １．事前アンケート内容について各地区の発表 

 

15．区市学校保健会代表者連絡協議会 

開催日時  平成２８年 ２月２２日（月） 午後２時～午後３時  

開催場所  東京都医師会館 会議室  

出 席 者  各地区東京都学校保健会代表者 

      本会 ２名 

協議事項  １．各地区学校保健会等からの報告 

２．東京都学校保健会に対する要望について  

 

16．第５０回東京都学校歯科保健研究大会   

開催日時  平成２８年 ３月１０日（木） 午後１２時３０分～午後１７時３０分  

開催場所  文京シビックホール 大ホール  

出 席 者  本会 ３名 

内  容  １．表彰状及び記念品の授与 

２．歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール受賞作品表彰及び講評  

３．歯・口の健康啓発標語コンクール受賞作品表彰 

４．優秀作文発表・講評及び表彰  

５．研究発表 「平成２４・２５年度 平成２６・２７年度 東京都学校歯科保

健推進校（園）支援事業」 

６．特別講演 「クイズで語る おもしろ食育最前線」 講師 外部講師 
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17．第６６回関東甲信越静学校保健大会 

開催日時  平成２７年 ８月２７日（木） 午前９時３０分～午後４時 

開催場所  グランシップ（静岡コンベンションアーツセンター） 

出 席 者  本会 １名 

講  演  「健やかな送るためには（総合診療医の立場から）」 講師 外部講師 

   

18．第６６回関東甲信越静学校保健大会歯科職域部会 

開催日時  平成２７年 ８月２７日（木） 午後４時１０分～ 

開催場所  ホテルセンチュリー静岡 

出 席 者  本会 １名 

講  演  「学校医の立場から食育を考える」 講師 外部講師 

     「食育と口腔機能健全育成に関するモデル事業について」 

講師 学校歯科医 養護教諭  

 

19．第７９回全国学校歯科保健研究大会   

開 催 日  平成２７年１０月２９日（木）・３０日（金）  

開催場所  ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）  

出 席 者  本会 １名 

講  演  「「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくりの展開を目指して 」 

講師 外部講師 

 

20．第６５回全国学校保健・安全研究大会 

開 催 日  平成２７年１２月３日（木）・４日（金） 

開催場所  愛媛県松山市 ひめぎんホール 

出 席 者  本会 １名 

講  演  「生涯にわたる健康管理の基盤となる歯・口の健康づくりの進め方」 

 

21．第６５回全国学校歯科医協議会   

開催日時  平成２７年１２月３日（木）午後５時～午後８時４５分  

開催場所  愛媛県松山市松山全日空ホテル 

出 席 者  本会 １名 

講  演  「学校歯科健康診断の改訂について」  

「今後の健康診断のあり方等に関する検討会」・「児童生徒の健康診断マニュアル 



 14

改訂委員会」概要 講師 学校歯科医 

「学校歯科医の活動指針」改訂について 

－ＣＯ・ ＧＯの取り扱い及び健康診断結果のお知らせ等を中心にして－ 

講師 学校歯科医 

 

22．渋谷区歯科医師会 平成２８・２９年度 保健所協力医全体会   

開催日時  平成２８年 １月１９日（火） 午後７時３０分～９時  

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１  

出 席 者  保健所乳幼児歯科健康診査等協力医および区保健所 歯科衛生士 ２名  

 

23．学校歯科医 養護教諭合同研修会 

開催日時  平成２８年 １月２１日（木）午後２時３０分～午後５時００分 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１ 

出 席 者  学校歯科医 保育園歯科園医 養護教諭 教育委員会学務課  

講  演  「上原中学校の活動紹介」 講師 学校歯科医 

講  演  「健腸生活」で健康なカラダを手に入れよう！ 講師 外部講師 

 

24．歯科園医、公立保育園長懇談会 

開催日時  平成２７年１１月２５日（水） 午後２時～３時１５分 

開催場所  区役所第三仮設庁舎 ３－１会議室 

出 席 者  区立保育園長 １９名 渋谷区子ども家庭部 ２名 

      本会 ５名 

協議事項  １．園歯科医設置後からの問題、園からの質問、要望確認 

２。「歯科健康診断結果のお知らせ」「園歯科医業務執務記録票」の改訂について 
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 地域医療の充実に関する事業（定款第４条第１項第３号） 

 

事業目的  地域社会の福祉と地域医療の充実に寄与するため、次の事項を行う 

  １）地域住民の健康増進に関する事項 

      ２）地域歯科医療の充実のため、その調査研究と実践に関する事項 

      ３）その他必要な事項 

委員会   地域医療委員会 開催回数 ６回 

 

事業報告 

＜地域医療関係事業＞              

１．特別養護老人ホーム歯科健康管理事業報告 

事業目的  特別養護老人ホーム入所者の歯科健康管理 

対  象  渋谷区立特別養護老人ホーム「けやきの苑」・「あやめの苑」・「美竹の丘」・ 

      「総合ケアコミュニティー・せせらぎ」入居者 

内  容  １．定例日に特養施設内で、健診、歯科保健指導、相談を行う。 

        ２．新規入所者の健診は定例健診日に行い、健康管理計画を作成する。 

実施場所  渋谷区立特別養護老人ホーム 

「けやきの苑」「あやめの苑」「美竹の丘」「総合ケアコミュニティー・せせらぎ」

歯科室 

実 施 日  「けやきの苑」「あやめの苑」水曜、「美竹の丘」月曜日（各施設 隔週で月２回） 

      「総合ケアコミュニティー・せせらぎ」第一水曜日 

協 力 医  ２４名 

健診回数  ８２回  けやき２２回、あやめ２４回、美竹２４回、せせらぎ１２回 

四施設合計健診回数 ８４回／年を予定  

健診総件数  ５７０件 

内訳：けやきの苑１５６件、あやめの苑１６４件、美竹の丘２１３件 

せせらぎ３７件 

要治療件数  ９７件 応急診療件数 ５６件 

 摂食・嚥下機能評価件数  ５件 内訳：美竹の丘５件   

                           

２．休日歯科応急診療事業報告 

事業目的  休日等における歯科急病患者に対する応急診療を実施することにより、休日等に

おける歯科診療の確保を目的とする 
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対  象  歯科応急診療を必要とする者 

実施場所  登録医療機関輪番、渋谷区ひがし健康プラザ歯科診療所 

実施日時  １．毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 

        ２．１２月２９日から同月３１日まで及び１月２日から同月３日まで 

１）輪番制 

実施場所  各登録医療機関 

担 当 医  ３５名 

診療総件数  ２９２件 

２）固定制 

実施場所  渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所   

担 当 医  ３８名  

   診療総件数   ２３５件 

 

３．障害者等口腔保健医療（障害者等歯科診療）事業報告 

事業目的  障害者等口腔保健事業を実施することにより、一般歯科診療所で治療を受けるこ

とが困難な者が、身近で安心して受けることのできる歯科治療を確保することを

目的とする 

対  象  区内に住所を有し、一般歯科診療所で治療を受けることが困難な者 

内  容  １．歯科診療に関すること 

      ２．歯科保健指導及び相談に関すること 

実施場所  渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所   

実 施 日  毎週土曜日 

担 当 医   ２３名 

診療総件数  ６００件 

障害者等口腔保健指導件数（毎月第２第４木曜実施） 

９９件 

 

４．訪問診療支援事業報告 

  事業目的  患家、施設、病院等からの訪問歯科診療依頼に応じて協力医を紹介 

  対  象  渋谷区民、渋谷区内施設入所者、渋谷区内病院入院患者 

  内  容  訪問歯科診療依頼に対する協力医の紹介 

  実 施 日  随時 

  協 力 医  ３４名 
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  訪問件数  ３７１件 

 

５．日本赤十字社総合福祉センター・レクロス広尾歯科健康管理事業 

事業目的  日本赤十字社総合福祉センターの歯科健康管理及び訪問歯科診療 

  対  象  日本赤十字社総合福祉センターの入居者 

  内  容  施設内で健診、歯科保健指導、相談及び訪問歯科診療を行う 

  実施場所  日本赤十字社総合福祉センター内居室等 

  実 施 日  月曜日、木曜日、金曜日 

  協 力 医  １４名 

 

６．杜の風・上原特別養護老人ホーム歯科健康管理事業 

事業目的  杜の風・上原特別養護老人ホームの歯科健康管理及び訪問歯科診療 

  対  象  杜の風・上原特別養護老人ホームの入居者 

  内  容  施設内で健診、歯科保健指導、相談及び訪問歯科診療を行う 

  実施場所  杜の風・上原特別養護老人ホーム内居室等 

  実 施 日  水曜日、木曜日 

  協 力 医  ７名 

 

７．口腔機能向上プログラム「歯っぴぃ健口教室」事業 

   対  象  特定高齢者のうち地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントに 

おいて本事業で提供する介護予防プログラムへの参加が望ましいと判断 

された者。成人歯科健診において対象になった者で参加希望者。 

区ニュース広報による参加希望の者。 

内  容  講義（口腔の機能等基礎知識等）、口腔内診査、健口体操、舌体操、 

唾液腺マッサージ、事後評価 

            実施場所  区内４ヶ所 

            実 施 日  平成２７年 ５月１５日～ ６月４日 平成２７年 ９月４日～ ９月２５日 

                  平成２７年１１月１３日～１２月４日 平成２８年１月１５日～ ２月 ５日 

            実施回数  ワンクール４日制で４回 

 

８．障害者福祉センターはぁとぴあ原宿・キッズ健診事業 

１）幼児に対する健診 

事業目的  はぁとぴあキッズ通所者に対する健診 
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対  象  はぁとぴあキッズ通所者 

実施場所  はぁとぴあキッズ 

実 施 日  ５月７日（木） ５月２０日（水） １０月５日（月） 

担 当 医  １名       

健診者総数  ３１名 

２）成人に対する健診 

事業目的  はぁとぴあ原宿成人入所者及び通所者に対する健診 

対  象  はぁとぴあ原宿成人入所者及び通所者 

実施場所  はぁとぴあ原宿 

実 施 日  ６月８日（月） ６月１８日（木） １２月３日（木） １２月１４日（月） 

担 当 医  ２名   

健診者総数  ９１名 

３）成人に対する健診後の職員向け研修 

対 象 者  職員 

実 施 日  ９月１日（水） 

内  容  障害を持った方への口腔衛生指導 

担 当 医  １名 

 

９．障害者福祉センターはぁとぴあ原宿・キッズ口腔保健指導事業 

 １）幼児に対する口腔衛生指導 

事業目的  はぁとぴあキッズ通所児童に対する口腔衛生の指導 

対  象  はぁとぴあキッズ通所児童 

実施場所  はぁとぴあキッズ 

実施日時  ７月１６日（木）・１０月５日（月）・２月１日（月）・３月１５日（月） 

指導衛生士  １名   

受診者総数  ２６名 

２）成人に対する口腔衛生指導 

  事業目的  はぁとぴあ原宿成人入所・通所者に対する口腔衛生の指導 

  対  象  はぁとぴあ原宿成人入所者及び通所者 

  実施場所  はぁとぴあ原宿 

  実施日時  ３月３日（木） 

指導衛生士  １名   

受診者総数  ８名 
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10．生活実習所つばさ健診 

事業目的  生活実習所つばさに通所する重度心身障害者の健診 

 対  象  生活実習所つばさに通所者 

第１回 

実施場所  渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所 

実 施 日  ９月１７日（木）  

担 当 医  ２名   

受診者総数 ８名 

 

11．口腔がん検診事業 

１）口腔がん検診講習会 

実 施 日  平成２７年 ９月 ９日(水) 午後７時３０分〜９時  

演  題  「口腔がん検診の目的と実際 ―渋谷区歯科医師会の新たな試み―」  

場  所  渋谷区文化総合センター大和田 学習室１ 

講  師  外部講師 

受講者数  ３３名 

２）口腔がん検診事業報告 

事業目的  増加傾向にある口腔がんの早期発見 

対  象  渋谷区民 

内  容  口腔がん検診 

実施場所  渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所  

実 施 日  平成２７年１１月 ５日（木）午後１時〜５時 

指 導 医   外部講師 

協力医   １０名 

検診応募  ３６名 

検 診 者  ３５名 

 

12．研修会・検討会・懇談会等 

１）地域医療関連事業協力医会 

開催日時  平成２７年 ５月１６日（土） 午後６時００分 

開催場所  渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所 医局 

出 席 者  理事 ２名  協力医 ９名  職員 ４名  指導医 ２名 

報告事項  １．障害者歯科学会日程 
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        ２．本年度の運営に関して 

協議事項  １．障害者歯科学会発表について 

２．地域医療関連研修会について    

３．在宅訪問診療について 

２）渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所歯科衛生士ミーティング 

第 1回 

開催日時  平成２８年 ３月１９日（土） 午後６時 

開催場所  渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所 医局 

出 席 者  理事 １名   地域医療委員長 １名   職 員 １１名     

報告事項 １．渋谷区けやきの苑・西原について 

        ２．総合ケアコミュニティ・せせらぎ地域密着型特別養護老人ホームについて 

        ３．社会福祉法人正吉福祉会 杜の風・上原の特別養護老人ホームについて 

４．障害者診療について 

５．レセプト用コンピューターの変更について 

６．レクロス広尾について 

        ７．歯っぴぃ健口教室について 

        ８．職員について 

９．講演   

３）渋谷区介護認定審査会委員協議会 

開催日時  平成２８年 ２月２６日（金） 午後７時３０分 

開催場所  渋谷区歯科医師会館 

出席委員  ３名 

出席役員  ２名 

協議事項 １．介護認定審査会の現況について 

２．要介護（支援）認定における有効期間の延長について    

４）口腔機能向上プログラム協力医会 

第１回 

開催日時  平成２７年 ４月３０日（木）午後７時３０分 

開催場所  渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所 

出席協力医  １０名 

職  員  ３名 

報告事項  １．平成２７年事業内容について 

協議事項  １．実施マニュアルの説明 
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５）平成２７年度地域医療関連事業新規協力医事業説明会 

第１回 

開催日時  平成２８年 ３月 ３日（木）午後８時 

開催場所  渋谷区歯科医師会館 

出 席 者  役員 ２名   会 員 ２名 

協議事項  １．休日応急歯科診療の注意点 

        ２．特養ホーム定例健診・訪問歯科診療の注意点 

 

＜関係団体委員会・協議会等＞  

１．社会福祉法人渋谷区社会福祉事業団評議員会 

第５０回 

開催日時  平成２７年 ５月２８日（木） 午後１時００分 

開催場所  渋谷区美竹の丘・しぶや 会議室Ａ 

出 席 者  社会福祉法人社会福祉事業団 評議員２３名 

        社会福祉法人社会福祉事業団 理事・職員 

        本会  １名 

報告事項  １．西原保育園ゆめ建設工事について 

議決事項  第１号議案 定款の一部改正 

        第２号議案 平成２６年度 事業報告 

        第３号議案 平成２６年度 決算報告 

  第５１回 

開催日時  平成２７年１０月２１日（水） 午後１時３０分 

開催場所  渋谷区美竹の丘・しぶや 会議室Ａ 

出 席 者  社会福祉法人社会福祉事業団 評議員２３名 

        社会福祉法人社会福祉事業団 理事・職員 

        渋谷区役所 職員 

        本会  １名  

議決事項  第１号議案 理事の選任 

        第２号議案 組織及び事務分掌規程の一部改正 

        第３号議案 平成２７年度 補正予算 

第５２回 

開催日時  平成２８年 ３月２９日（火） 午後１時３０分 

開催場所  渋谷区美竹の丘・しぶや 会議室Ａ 
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出 席 者  社会福祉法人社会福祉事業団 評議員２３名 

        社会福祉法人社会福祉事業団 理事・職員 

        渋谷区役所 職員 

        本会  １名 

議決事項  第１号議案 理事、監事及び評議員の改選 

        第２号議案 施設の長の任命 

        第３号議案 平成２８年度 事業計画 

        第４号議案 平成２８年度 予算 

 

２．渋谷区福祉サービス利用者権利保護委員会 

  第１回 

  開催日時  平成２７年 ７月 ７日（火）午後１時３０分 

開催場所  渋谷区役所 総務部会議室 

出 席 者  委員会 ７名  行政 福祉部長他職員 ９名  本会  １名 

協議事項  １．身元不明者を駅にて保護し身元が判明した事例 

        ２．区分変更申請結果に疑問があるという苦情・相談事例 

  

３．渋谷区自立支援協議会 

  第１回 

  開催日時  平成２７年 ５月１９日（火） 午前１０時から１２時 

開催場所  渋谷区役所前駐車場 地下１階 Ａ会議室 

出 席 者  １４名  本会  １名 

協議事項  １．渋谷区障害者保健福祉計画（第５次）及び障害福祉計画（第４期）計画策定 

        ２．平成２７年度渋谷区自立支援協議会活動案について 

        ３．各部会活動について 

第２回 

開催日時  平成２７年 ９月１５日（火） 午前１０時から１２時 

開催場所  渋谷区役所前駐車場 地下１階 Ａ会議室 

  出 席 者  １３名  本会  １名 

協議事項  １．区民向けシンポジウムについて 

２．相談支援部会からの報告  

３．就労支援部会からの報告  

４．福祉計画専門部会からの報告 
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第３回 

開催日時  平成２８年 ２月２３日（火） 午前１０時から１２時 

開催場所  渋谷区美竹の丘・しぶや ２階 Ａ会議室 

  出 席 者  １３名  本会  １名 

協議事項  １．平成３０年新庁舎開設時、基幹相談センター開設に向けて 

        ２．相談支援部会からの報告  

        ３．就労支援部会からの報告  

４．福祉計画専門部会からの報告 

                

４．社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会評議員会 

第１回 

開催日時  平成２７年 ５月２７日（月） 午後１時３０分 

開催場所  渋谷区立勤労福祉会館 ２階 第１洋室 

出 席 者  社会福祉法人社会福祉協議会評議員 ３６名 

        本会  １名 

報告事項  １．評議員の異動について 

       ２．監事の選任について 

       ３．高額寄付者について 

       ４．福祉活動助成委員会開催報告   

議  題  議案評第１号 平成２６年度事業報告について 

               平成２６年度資金収支決算総括表 

議案評第２号 平成２６年度一般会計収支決算について 

議案評第３号 平成２６年度歳末たすけあい運動特別会計収支決算について 

議案評第４号 平成２６年度公益事業特別会計収支決算について 

議案評第５号 平成２６年度収益事業特別会計収支決算について  

第２回 

開催日時  平成２７年１０月２７日（火） 午後１時３０分 

開催場所  渋谷区立勤労福祉会館 ２階 第１洋室 

出 席 者  社会福祉法人社会福祉協議会評議員 ２９名 

        本会  １名 

報告事項  １．高額寄付者について      

議  題  議案評第１号 地域福祉活動計画の進捗状況について 

議案評第２号 マイナンバー制度導入に伴う対応について 
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議案評第３号 平成２７年度資金収支補正予算(第１号) 

議案評第３号 平成２７年度歳末たすけあい運動実施について 

  第３回 

開催日時  平成２８年 ３月２５日（金） 午後１時３０分 

開催場所  渋谷区立勤労福祉会館 ２階 第１洋室 

出 席 者  社会福祉法人社会福祉協議会評議員 ２９名 

        本会  １名 

報  告  １．社会福祉法人制度改革の動向について       

        ２．平成２７年歳末助け合い運動の結果について 

３．平成２７年度資金収支補正予算(第１号) 

４．平成２７年度歳末たすけあい運動結果について 

議  題  議案評 第８号 平成２７年度 資金収支補正予算（第２号） 

議案評 第９号 平成２８年度事業 

議案評 第 10号  平成２８年度資金収支予算 

議案評 第 11号  ファミリー・サポート・センター等運営業務受託契約の締結 

議案評 第 12号  渋谷区総合ケアコミュニティ・せせらぎ及びライフピア西原施 

設維持管理等業務受託契約の締結 

 

５．社会福祉法人渋谷区社会福祉事業団理事会 

第７６回 

開催日時  平成２７年 ５月２８日（木） 午前１０時から 

開催場所  渋谷区美竹の丘・しぶや 会議室Ａ 

出 席 者  社会福祉法人社会福祉事業団理事１０名 

        本会  １名 

報告事項  １．西原保育園ゆめ建設工事について 

議  案  １．定款の一部改正 

        ２．平成２６年度 事業報告 

３．平成２６年度 決算報告 

４．平成２６年度 監事監査報告  

第７７回 

開催日時  平成２７年１０月２１日（水） 午後３時から 

開催場所  渋谷区美竹の丘・しぶや 会議室Ａ 

出 席 者  社会福祉法人社会福祉事業団理事１０名 
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        本会  １名 

議  案  １．理事の選任  

        ２．組織及び事務分掌規程の一部改正 

３．平成２７年度 補正予算 

第７８回 

開催日時  平成２８年 ３月２９日（火） 午後３時３０分から 

開催場所  渋谷区美竹の丘・しぶや 会議室Ａ 

出 席 者  社会福祉法人社会福祉事業団理事９名 

       本会  １名 

議  題  １．理事、監事及び評議員の改選 

       ２．施設長の任命 

       ３．平成２８年度 事業計画 

       ４．平成２８年度 予算 

       ５．平成２７年度当期末、未支払資金残高の積み立て資産への繰入 

 

６．障害者歯科機能連携委員会 

  第１回 

  開催日時  平成２７年 ７月２９日（水） 午後６時３０分 

  開催場所  東京都立心身障害者口腔保健センター 

  出 席 者  東京都歯科医師会副会長  東京都歯科医師会理事 

  都立心身障害者口腔保健センター教育研修・情報管理室長 

  都立心身障害者口腔保健センター診療部長 他関係職員 

        委員１８名（都内地区口腔保健センター担当者） 

        本会  １名 

  報告事項  １．平成２６年度運営状況（平成２７年３月３１日まで）について 

  ２．平成２６年度事業実績集計表 

  ３．平成２７年度事業実績集計表（平成２７年６月まで） 

  ４．平成２７年度障害者歯科機能連携委員会委員名簿 

  協議事項  １．各地区センターにおける患者調査への協力依頼について 

 

７．渋谷区介護保険運営協議会 

 渋谷区地域包括支援センター運営協議会 報告  

  渋谷区地域密着型サービス運営委員会 
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 第１回 

開催日時  平成２７年 ７月 ６日（月） 午後１時３０分 

開催場所  渋谷区役所 ５階 大集会室 

出 席 者  ２６名  本会  １名  計２７名 

協議事項  １．介護保険運営協議会の開会      

２．地域包括支援センター運営協議会の開会 

３．地域密着型サービス運営委員会の開会 

第２回 

開催日時  平成２７年１１月１０日（火） 午後１時３０分 

開催場所  ケアコミュニティ・美竹の丘 会議室Ａ 

出 席 者  １２名  本会  １名  計１３名 

協議事項  １．介護保険運営協議会の開会 

２．地域包括支援センター運営協議会の開会 

３．地域密着型サービス運営委員会の開会    

第３回 

開催日時  平成２８年 ２月 １日（月） 午後１時３０分 

開催場所  ケアコミュニティ・美竹の丘 会議室Ａ 

出 席 者  １２名  本会  １名  計１３名学 

協議事項  １．介護保険運営協議会の開会（第６期介護保険事業計画の進捗状況について） 

       ２．地域包括支援センターの運営状況について 

３．地域密着型サービス事業所の指定について        

 

８.渋谷区医師会 在宅ケア介護保険委員会 

第４回 

開催日時  平成２７年 ４月１７日（水） 午後７時３０分 

開催場所  渋谷区医師会館 会議室 

出 席 者  １７名  本会  １名  計１８名 

報告事項  １．多職種研修会の報告 

協議事項  １．在宅ケア講習会について 

        ２．在宅医療連携（在宅支援ＳＮＳ）について 

 

９. 糖尿病パス委員会 

第４回 
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開催日時  平成２７年 ６月 ４日（木） 午後７時３０分 

開催場所  渋谷区医師会館 

出 席 者  渋谷区医師会  １３名  薬剤師会  １名  本会  １名 

協議事項  １．新委員紹介  

        ２．第１８回糖尿病研究会について 

３．第１９回糖尿病研究会について 

４．糖尿病区民公開講座について 

        

10．区西南部糖尿病連携推進検討会 

   第１回 

開催日時  平成２７年 ７月 ２日（木） 午後７時から 

開催場所  日本赤十字社医療センター １２階 多目的室 

出 席 者  渋谷区医師会 目黒区医師会 多摩川医師会  

目黒区歯科医師会 世田谷区歯科医師会 玉川歯科医師会 

         世田谷区薬剤師会 多摩川薬剤師会 渋谷区薬剤師会 

日本赤十字医療センター 保健所  

世田谷区保健所 目黒区保健所 渋谷区保健所 

東京都福祉保健局医療政策部地域医療担当     

本会  １名 

協議事項  １．平成２７年度事業計画の策定と実施計画書及び年間執行計画書の作成 

について 

１）二次保健医療圏名：区西南部二次保健医療圏 

２）実施区域    ：目黒・世田谷・渋谷区 

３）事業実施予定期間：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

４）実施予定事業 

５）合併症予防等の総合的な取り組み 

６）地域住民及び医療従事者に対する糖尿病に係る普及啓発活活動 

７）その他、糖尿病の医療連携を推進する上で、地域性の特性に応じた必要

な取組 

８）協議組織の設置 

第２回 

開催日時  平成２７年１０月 ８日（木） 午後７時から 

開催場所  日本赤十字社医療センター １２階 多目的室 
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出 席 者  渋谷区医師会 目黒区医師会 玉川医師会  

目黒区歯科医師会 世田谷区歯科医師会 玉川歯科医師会 

        世田谷区薬剤師会 玉川薬剤師会 渋谷区薬剤師会 

日本赤十字医療センター  保健所  

世田谷区保健所 目黒区保健所 渋谷区保健所 

東京都福祉保健局医療政策部地域医療担当 

        本会  １名 

協議事項  １．平成２７年度事業計画の進捗状況について 

１） 糖尿病重症化予防のための地域医療連携マップ２０１６（仮称）の作成、

配布 

２） ヘモグロビン a１c測定装置を用いてのイベント参加状況 

３） 世界糖尿病デー開催に伴う啓発ポスター、チラシの配布について 

第３回 

開催日時  平成２８年 １月２１日（木） 午後７時から 

開催場所  日本赤十字社医療センター １２階 多目的室 

出 席 者  渋谷区医師会 目黒区医師会 玉川医師会  

目黒区歯科医師会 世田谷区歯科医師会 玉川歯科医師会 

        世田谷区薬剤師会 玉川薬剤師会 渋谷区薬剤師会 

日本赤十字医療センター  保健所  

世田谷区保健所 目黒区保健所 渋谷区保健所 

東京都福祉保健局医療政策部地域医療担当 

        本会  １名 

協議事項  １．平成２７年度事業計画の進捗状況、結果報告 

１）糖尿病重症化予防のための地域医療連携マップ２０１６（仮称）  

２）ヘモグロビン a1c測定装置を用いてのイベント実施状況   

        ２．平成２８年度事業計画の策定及び検討会開催日について 
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広報その他印刷物発行に関する事業（定款第４条第１項第４号） 

 

事業目的  会員および地域社会への広報活動を行なうため、次の事項をおこなう 

  １）会報の企画、編集に関する事項 

      ２）広報に関する事項 

      ３）その他必要な事項 

事業対象  会員、地域住民 

委 員 会  広報委員会 開催回数 １１回 

 

事業報告 

＜広報関係事業＞               

１．「渋谷区歯科医師会会報」の発行 

事業目的  歯科医師および歯科医師会に関する情報発信 

対  象  主に会員 

内  容  １．理事会、委員会だより 

        ２．事業統計（地域医療、地域保健、保険など） 

        ３．関係団体からのお知らせ 

        ４．会員からの情報発信 

        ５．その他 

発行回数  １２回／年（毎月１回発行） 

発行部数  約３２０部／月 

配達方法  ゆうメール 

 

２．メール配信 

事業目的  歯科医師および歯科医師会に関する情報発信 

対  象  主に会員 

内  容  １．デジタル会報のお知らせ 

        ２．理事会からのお知らせ 

        ３．各委員会からのお知らせ 

        ４．関連団体からのお知らせ 

        ５．その他 

配信回数  ２４回／年（毎月２回配信） 

配信方法  電子メール 
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３．渋谷区歯科医師会ホームページの管理 

事業目的  渋谷区歯科医師会に関する情報発信 

対  象  区民、会員および不特定多数 

内  容  １．ニュース   ２．会長挨拶   ３．本会概要  ４．事業案内   

５．歯科医院案内 ６．健康チェック ７．休日応急診察  ８．新入会員募集 

９．会員ページ  10．関連リンク 

更  新  随時 

ホームページデータ管理 

ｱｸｾｽ総数   ３６６６２件（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

 

４．会員名簿補遺版の作成    

事業目的  歯科医師および歯科医師会に関する情報提供 

対  象  主に会員 

内  容  １．役員名簿、終身会員名簿 

        ２．地区部会役員名簿、各種委員名簿 

        ３．新入会員名簿 

        ４．その他 

  作成回数  １回/隔年  

  発行部数  約３００部/隔年 

  送付方法  メール便 

 

５．地域社会への広報活動 

ふるさと渋谷フェスティバル  

開催目的  地域住民への歯科広報活動および啓発 

開催日時  平成２７年１１月 ２日（月）、１１月 ３日（火・祝） 

開催場所  代々木公園園路フェスティバル会場 

対  象  地域住民 

内  容  口臭測定、歯科衛生用品配布、着ぐるみと記念撮影など 

本会参加者  １１月２日 参加役員 １名  

協力委員 ２名  

１１月３日 協力委員 ３名  

 

＜関係団体委員会・協議会等＞         
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１．第３８回渋谷区くみんの広場実行委員会 

開催日時  平成２７年１０月 ２日（金） 午後２時 

開催場所  渋谷区役所 ５階 大集会室 

出 席 者  実行委員会 企画部文化振興課 他多数 

協議事項  １．第３８回渋谷区くみんの広場 事業計画概要について 

        ２．第３８回渋谷区くみんの広場 テント行事参加について 
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事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援に関する事業（定款第４条第１項５号） 

 

事業目的  事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援のため、次の事業を行う 

  １）災害協力に関する事項 

      ２）警察歯科医会の運営に関する事項 

      ３）その他必要な事項 

事業内容  地域社会への災害対策、警察歯科医会の運営 

事業対象  会員、区民 

 

事業報告 

＜本会関係事業＞             

１．渋谷区総合防災訓練 

開催日時  平成２７年 ９月 １日（火） 午前９時 

開催場所  代々木公園Ｂ地区 

出 席 者  本会理事  ４名  会員  ４名  

 

２．渋谷区災害対策区民公開講座 

開催日時  平成２７年 ８月 １日（土） 午後１時３０分 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール 

講演内容  「東京オリンピックを機に考える集団災害」 

      「ドラッガーに学ぶ災害時のマネジメント」 

来場者数  １２０名 

 

３. 渋谷区歯科医師会警察歯科医会 

 １）「渋谷区三警察署と公益法人渋谷区歯科医師会との大規模災害時における多数死体取扱合同訓 

練」 

  開催日時  平成２７年 ５月２８日（木） 午後３時 

開催場所  諦聴寺 

実施内容  １.検視・検案・身元確認（歯科検査）訓練 

１） 警察官による模擬死体搬送、検視・検案 

２） 歯科医師による歯牙鑑定 

・模擬遺体の写真撮影、レントゲン撮影、デンタルチャートの作成 

・デンタルチャートは検査者２名、補助者２名の４人体制で行った。 
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        ２.訓練総括 

        ３.都築教授による、「身元確認の優位点と有効性について」の講演 

出 席 者  渋谷警察署署長、代々木警察署署長、原宿警察署署長、警視庁検視官 他４５名 

      渋谷区長 危機管理対策部  本会顧問 ３名  本会会員 ２４名 

 ２）歯牙鑑定実績 

  （１）原宿警察署:平成２７年 ８月１３日 デンタルチャート・歯牙鑑定書（照合判定）作成 

（２）原宿警察署:平成２７年１１月 ５日 デンタルチャート作成 

（３）原宿警察署:平成２８年 １月 ４日 デンタルチャート・歯牙鑑定書（照合判定）作成 

 

＜関係団体委員会・協議会等＞          

１． 渋谷区防災会議 

第１回 

開催日時  平成２７年 ７月１５日（水） 午前１０時３０分 

開催場所  渋谷区防災センター会議室（ヒカリエ８階） 

出 席 者  ４２名  本会  １名  計４３名 

協議事項  １．平成２７年度渋谷区総合防災訓練について 

第２回 

開催日時  平成２７年１２月１６日（水） 午前１０時３０分 

開催場所  渋谷区防災センター会議室（ヒカリエ８階） 

出 席 者  ４２名  本会  １名  計４３名 

協議事項  １．平成２７年度「渋谷区総合防災点検の日」について 

 

２．渋谷区総合防災訓練打合会 

  第１回 

開催日時  平成２７年 ５月１１日（月） 午前１０時 

開催場所  渋谷ヒカリエ本部会議室 

出 席 者  本会理事  １名  他総計区 ３５機関（団体） 

協議事項  １．平成２７年度渋谷区総合防災訓練の実施について 

２．関係機関紹介         

  第２回 

開催日時  平成２７年 ７月 ２日（木） 午前１０時００分 

開催場所  渋谷ヒカリエ本部会議室 

出 席 者  本会理事  １名  他総計区 ３３機関（団体） 
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協議事項  １．平成２７年度 渋谷区総合防災訓練の実施について 

         １）渋谷区総合防災訓練の実施について 

         ２）啓発展示の実施計画について 

         ３）活動訓練の実施計画について 

 

３．防災訓練反省会 

開催日時  平成２７年１０月  ５日（月） 午前１０時００分 

開催場所  渋谷ヒカリエ本部会議室 

出 席 者  本会理事  １名  他総計区 ２５機関（団体） 

協議事項  １．平成２７年度渋谷区総合防災訓練実施結果について 

１）訓練実施結果 

         ２）関係機関アンケート結果 

    ２．平成２８年度渋谷区総合防災訓練実施について 

 

４．渋谷区三師会災害医療連絡協議会 

第１回 

開催日時  平成２７年１２月 １日（火） 午後７時３０分 

開催場所  渋谷区医師会館 

出 席 者  渋谷区医師会  ４名   薬剤師会  ２名  本会  ４名 

報告事項  １．過去３回の三師会区民向け講演会について 

協議事項  １．今後の三師会防災会議の在り方について  

        ２．「渋谷区三師会災害医療連絡協議会」の発足 

３．今後の協議題について 

    １）災害時の薬剤、医療器材の備蓄および保管について 

    ２）行政との関わりについて 

    ３）医療救護所について 

    ４）渋谷区との災害時医療救護活動についての協定書について 

４．区民向け防災講演会について 

５．本協議会名簿の作成  

第２回 

開催日時  平成２８年 １月２６日（火） 午後７時３０分 

開催場所  渋谷区医師会館 

出 席 者  渋谷区医師会  ４名   薬剤師会  ２名  本会  ４名 
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報告事項  １．医療救護所について      

協議事項  １．備蓄薬剤、資器材について 

        ２．歯科医師会の災害時救護活動について 

３．薬剤師会の医薬品備蓄、供給について        

 

５．区西南部保健医療圏地域災害対策連絡会議 

  開催日時  平成２８年  ３月１７日（木） 午後７時 

開催場所  東京都立広尾病院 別館３階 大会議室 

出 席 者  本会理事  ２名  他総計２７医療機関        

協議事項  １．区西南部医療圏地域災害医療コーディネーター 挨拶 

２． 平成２７年度 地域災害医療連携会議での取り組みについて 

３． 各区における区市町村災害医療確保計画について 

             ４．平成２７年度 災害医療図上訓練の実施について 

        ５．災害の備えについて 

６．薬局における都民への啓発の実施について 
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その他この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第１項第６号） 

 

事業目的  会組織の強化と会員の健康の増進をはかるため、次の事項を行う 

  １）会組織の強化に関する事項 

      ２）会員の健康・福祉に関する事項 

      ３）会員間の親睦団体の育成 

      ４）その他必要な事項 

事業内容  組織維持・強化およびその他必要な事項 

事業対象  主に会員 

 

事業報告 

＜本会関係事業＞ 

１．新年賀詞交歓会 

開催日時  平成２８年 １月 ８日（金） 午後７時 

開催場所  セルリアンタワー東急ホテル 地下２階 ボールルーム 

出 席 者  来  賓 ２７名 

      会  員 ７９名 

協賛企業 ４３名 

 

＜関係団体委員会・協議会等＞          

１．城西地区歯科医師会役員連絡協議会 

開催日時  平成２７年 ８月２９日（土） 午後５時 

開催場所  渋谷エクセルホテル東急 ６階 プラネッツ 

出 席 者  本会理事  １２名  他地区歯科医師会  ２１名四谷牛込歯科医師会 

  協議事項  １．各地区歯科医師会の防災の取り組みの現状と課題について 

２．地域包括ケアに対する歯科医師会の取り組みについて  

３．未入会対策について 

 

＜その他＞                  

１．会員の健康診断に対する施設の紹介 

・１０月会報掲載にて健康診断施設の紹介 
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医療保険に関する事業（定款第４条第２項第２号） 

 

事業目的  社会保険の適正な運用をはかるため、次の事項を行なう 

  １）社会保険関係法規の周知徹底に関する事項 

      ２）社会保険に関する指導、整備に関する事項 

      ３）その他必要な事項 

事業対象  主に会員 

委 員 会  社会保険協力委員会 開催回数   １２回 

 

事業報告 

＜本会関係＞                  

１．診療報酬請求明細書整備（社会保険指導整備会）および委員会 

事業目的  １）整備及び事務処理（医療保険および介護保険） 

     ２）保険診療における調査と研究 

対  象  主に会員 

開催場所  渋谷区歯科医師会館 

委  員  ７名 

 

２．保険講習会・保険懇談会の開催 

事業目的  社会保険に関する指導、整備の向上および社会保険関係法規の周知徹底 

対  象  主に会員および社会保険協力委員 

開催場所  渋谷区歯科医師会館または外部開催 

開催項目  １）保険懇談会    

開催日時： 平成２７年 ９月１６日（水）午後７時 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１  

講  師  本会会員 

演  題  「保険請求上の注意点」 

２）社会保険協力委員指導者講習会   

開催日時  平成２７年１１月 ６日（金）午後７時 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室１ 

講  師  東京都歯科医師会 社会保険担当理事  外部講師 

演  題  「保険請求上の留意点について」 

３）保険全体講習会   
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開催日時  平成２８年 ３月３０日（水）午後７時 

開催場所  渋谷区立商工会館 大研修室 

講  師  東京都歯科医師会 国民保険担当理事  外部講師 

演  題  「保険請求上の留意点について」  

 

３．保険電話相談コーナー    

事業目的  社会保険関係法規および保険請求上の留意点について、電話相談ならびに面談 

対  象  主に会員 

開催場所  原宿石川歯科医院（担当理事診療所） 

出席役員  １名 

開催回数  １２回 

  相談件数  １４件 

 

＜都歯関係＞                  

１．地区保険担当理事連絡協議会    

第１回 

開催日時 平成２７年 ７月 ２日（木） 午後６時３０分 

開催場所 歯科医師会館 ３階 第１会議室 

出 席 者  本会理事  １名  東京都歯科医師会役員  東京都地区歯科医師会医療保険

担当理事 他 

第２回 

開催日時 平成２７年 ３月１６日（木）午後６時３０分 

開催場所 歯科医師会館 １階 大会議室 

出 席 者  本会理事  １名  東京都歯科医師会役員  東京都保険関係委員 

東京都地区歯科医師会医療保険担当理事 他 

 

２．保険指導立会い 

開催場所  東京社会保険事務局・関東信越厚生局東京事務所 

内  容  新規指定保険医療機関個別指導   ４件        
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管理・運営事項 

 

理 事 会 

第１回理事会 

開催日時   平成２７年 ４月１４日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第２回理事会 

開催日時   平成２７年 ５月１２日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第３回理事会 

開催日時   平成２７年 ６月 ９日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第４回理事会 

開催日時   平成２７年 ７月１４日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第５回理事会 

開催日時   平成２７年 ８月１１日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第６回理事会 

開催日時   平成２７年 ９月 ８日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第７回理事会 

開催日時   平成２７年１０月１３日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第８回理事会 

開催日時   平成２７年１１月１０日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第９回理事会 

開催日時   平成２７年１２月 ８日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第１０回理事会 

開催日時   平成２８年 １月１２日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 
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第１１回理事会 

開催日時   平成２８年 ２月 ９日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

第１２回理事会 

開催日時   平成２８年 ３月 ８日（火）午後７時３０分 

開催場所   渋谷区文化総合センター大和田 ２階 学習室７ 

 

 

監 査 会 

第１回 

開催日時  平成２７年 ５月２９日（金） 午後７時３０分 

開催場所  渋谷区歯科医師会館  

出席役員  理事６名  監事２名 

出席嘱託  会計嘱託 

監査事項  １．平成２６年度業務監査 

２．平成２６年度会計監査 

 

 

総  会 

第８８回通常総会 

開催日時  平成２７年 ６月２６日（金）午後７時 

開催場所  渋谷区文化総合センター大和田 学習室１ 

出席会員  １９４名（出席 ３６名、表決委任 ２１名、書面表決 １３７名） 

議  事  第１号議案 平成２６年度 決算承認の件   ⇒原案通り可決確定 

     

 


