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１．会 員 

1） 会員の現況（令和３年３月）  

１種会員      １０１名 

            ２種会員       ３名 

            終身会員      ４４名 

            地区会員       ８名 

            特別会員       ０名            会員総数     １５６名 

2） 会員年齢      平均年齢 ６３.２１歳 

         ９０歳代       ５名 

         ８０歳代      １９名 

         ７０歳代      ２８名 

６０歳代      ３３名 

５０歳代      ４７名 

４０歳代      ２１名 

３０歳代       ３名 

3） 新入会員 

令和２年 10 月  1 日  上野 憲秀  先生 １種 

令和２年 10 月  5 日  大島 俊彦  先生 １種 

令和２年 10 月 23 日   山口 麻衣  先生 １種 

4） 物故会員 

令和 ２年 ６月１１日  大川 和雄  先生 

令和 ２年 ７月１５日  中島  正  先生 

令和  ２年１１月 １日   原 祥高  先生 

5） 今年度終身会員 

        岩本 安子 先生   

6) 来年度終身会員 

中西俊次先生 竹内敏郎先生 

 7)  今年度退会会員 
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２．会 議 

１）総 会 

① 一般社団法人 東京都新宿区四谷牛込歯科医師会 平成元年度 定時総会 議事録 

１．日時：平成２年 3 月 28 日（土）午後 4 時 

１．場所：東京都新宿区四谷牛込歯科医師会館 

１．開会：中村会長、海谷専務、西崎、西條監事、前多議長 

1． 点呼：本総会は、出席者５名と委任状 104 名合計 109 名にて全会員数 157 名の 1/2 を超え 

成立を確認。 

1．黙祷：今年度ご逝去された新谷延幸先生・武西哲雄先生・渡部哲哉先生・加藤愛子先生・ 

加藤元亨先生・池田作先生に黙祷を捧げた。 

1．会長挨拶：中村会長  

新型コロナウイルス感染症感染拡大予防にて３密を避けるため、会員の方々には委任状を提出

にて開催するべくご協力をいただき感謝申し上げます。本日は異例の形で数名で開催しますが

よろしくお願いいたします。来年度の予算を決める大切な総会です。慎重審議のほどよろしく

お願いします。 

1．議事録署名人の選定：前多議長。 

議事録署名人の選定につき如何取り計らうか場内に諮ったところ、会場より議長一任の声あ

り。海谷幸利、前多啓博両君が指名された。 

1．会務報告：海谷理事  

別添令和元年度会務報告書により報告された。ここで場内に質問を諮るも発言する者無く、

承認された。 

1．東京都歯科医師会第 200回臨時代議員会、第 201回臨時代議員会報告：中村代議員 

別添資料をもとに第 200回臨時代議員会は終了後記念祝賀会が開催された。第 201回臨時代

議員会では衛生士学校の廃校に伴う土地建物の取り扱いについて老朽化に伴う解体、遊休財

産保有制限に適合するよう収益物件として活用するよう引き続き検討。令和２年度から２年

の会費引き下げに伴う定款一部改正。設備投資について、現在の会員管理の事務処理システ

ムが 20 年以上経過し取り扱える担当者が制限されることや時間と手間に多くの時間が割かれ

ることから新システムの導入を検討しておりそれに約６千万円かかることへの承認を得た。

西崎会員からも東京都歯科医師会理事として補足説明された。 

ここで場内に質問を諮れど発言する者無く、承認された。 



6 

1．会務運営合理化委員会報告：鈴木委員長よりの伝言として中村会長より報告がなされた。他に質問を

諮れど発言する者無く、承認された 

1．予算決算委員会報告：委員長  

報告書が読み上げられた。資料は別添。ここで場内に質問を諮れど発言する者無く、承認さ

れた。 

1．議事  

第 1号議案 令和２年度事業計画：海谷専務 別紙令和２年度事業計画に基づき説明がなされた。

ここで質問を諮れど特に無く挙手多数にて可決確定した。 

第 2号議案 令和２年度一般会計歳入歳出予算：海谷専務 別紙令和２年度一般会計歳入歳出予算

に基づき説明がなされた。 

ここで場内に質問を諮れど特に無く挙手多数にて可決された。 

1．閉会 

閉 会  午 後 ４ 時 30 分   

議事録署名人   

                                                     前多 啓博    印 

                                               海谷 幸利   印 
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② 一般社団法人東京都新宿区四谷牛込歯科医師会 令和２年度定時総会 書面議決 

1. 日時：令和２年 6月 2６日（金）午後 7時 30分 

1. 場所：東京都新宿区四谷牛込歯科医師会館      

1.  開会：入交副会長 

世の中がこんな状況なので、特殊な形での定時総会になりましたがスムーズな進行をよろしくお願いも

うしあげます。では、開会いたします。 

1. 点呼：海谷専務 

この度の総会は、新型コロナウイルス感染予防対策としてクラスターの発生を防ぐため定款３１条に基

づき書面による議決権の行使により決議を執り行います。名簿によりますと１５６名の会員、決議書を

提出された先生は１０３名になります。定数１５６名の１/2以上によって本日の総会は成立しておりま

す。 

1. 会長挨拶：中村会長 

皆様、診療後お疲れのところご苦労様です。新型コロナウイルス肺炎の感染予防といたしまして、緊急

事態宣言は解除されましたが、収束が見られない状況で、新宿は 50 人を超えたりしている状況であり

まして、診療されている皆様のご苦労をお見舞い申し上げます。本日は例年通りの決算の協議もござい

ますが、このコロナの対策といたしまして本歯科医師会といたしましても皆様に何らかのお見舞いをし

たい問うことを計画いたしまして数ヶ月いろいろと考えた末、全員に見舞金という形で現金を支給させ

ていただくことにいたしました。今日はその協議とそれに伴う定款の規定に関しましても御協議いただ

きたいのでどうぞよろしくお願いいたします。 

１. 議事録署名人の選定：前多議長  

議事録署名人は、入交 重雄先生と中西 宏之先生にお願いいたします。 

 

1. 東京都歯科医師会第 202回定時代議員会報告：中村代議員  

  書面決議にて開催され、収支決算、特定資産の取崩し、選挙人など原案通り承認された。 

  コロナ対策に対する保険診療の補助についての報告があった。 

１.  予算決算委員会報告： 

中川委員長より資料が提出されている。 

1.  議事 

第１号議案：一般社団法人東京都新宿区四谷牛込歯科医師会 

平成３１年度一般会計歳入歳出決算（案） 

      書面決議書にて賛成９９票、反対０票、無効４票 可決決定とする 
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      第２号議案 祝金・見舞金規定（案） 

      書面決議書にて賛成９９票、反対０票、無効４票 可決決定とする 

第３号議案 新型コロナウイルスに係る災害見舞金給付（案） 

  書面決議書にて賛成９９票、反対０票、無効４票 可決決定とする 

以上をもちまして議事を終了といたします。 

 

１．閉会：中西副会長 

会員の書面にて可決させていただきありがとうございます。中村執行部が 1 年経ちました。令和 2 年な

ってから大変な状況ですが、会員のために執行部は進めて参りましょう。これにて閉会いたします。 

 

                                  閉会 午後４時１０分 

                              議長     前多 啓博 印 

                              監事     西條 聖  印 

監事     西崎 威史 印 

議事録署名人  川又 幸隆 印 

議事録署名人  中西 宏之 印 
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1） 理 事 会 

    定例理事会 毎月第 3火曜日 

 

令和２年 4月理事会報告 

                                                            日時：令和 2年 4月 21 日（火） 19:45 

コロナ感染予防のため各理事と電子媒体（メール）での理事会 

Ａ 報告事項  

1. 庶務報告 

2. 会計報告                                 

3. 公衆衛生関係報告 

1）第２回新宿区歯科医療ネットワーク連絡会（新宿区医科歯科合同会議）（中止） 

2）第 1回公衆衛生委員会 

3) 第 9回新宿区介護サービス事業者協議会運営委員会（中止） 

4. 渉外関係報告   

1) 第 201回臨時代議員会 

5. 保険関係報告                                     

1）保険整備会報告 

2）令和元年度地区保険担当理事連絡協議会 

3) 保険講習会（延期）    

6. 医療管理関係報告 

 1) 第２回学術、医療管理合同講演会（中止）                                   

7. 広報関係報告                                    

8. 学術関係報告   

 1) 第２回学術、医療管理合同講演会（中止）                                     

9. 厚生文化関係報告                              

10. その他  

  

Ｂ  確認事項・承認事項  

1) 介護認定審査会中村会長から池田水脈先生に交代 
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Ｃ   協議事項  

1)街頭歯科検診の中止について 

2)６月総会の日程 

3)今年度事業の開催時期について 

 

 

令和２年 5月理事会報告 

                                                            日時：令和２年 5月 19日（火） 19:30 

新型コロナ感染症のため各理事と ZOOM にて理事会とする 

 

開会：専務理事 

挨拶：会長 

座長：中西副会長 

Ａ 報告事項  

1. 庶務報告                               

2. 会計報告                                 

3. 公衆衛生関係報告 

1）令和２年度第１回新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業」実務担当者会議（Web会議） 

2）新宿区介護サービス事業者協議会 総会 中止 

3）無料街頭歯科健診の中止に伴う手配 

4) 新宿区保健センター4月、5月、6月健診事業中止 

4. 渉外関係報告  

5. 保険関係報告                                     

1）保険整備会報告  

6. 医療管理関係報告    

1）行事参加者傷害保険および事務所火災保険の更新のついて  

2)医事処理について                               

7. 広報関係報告                                      

8. 学術関係報告                                      
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9. 厚生文化関係報告 

10. その他 

Ｂ  確認事項・承認事項  

1. 令和２年度歯科健康診査開始見合わせについて 

2. 学校歯科健診、幼稚園、こども園、保育園の歯科健診について 

3. 「よい歯の園児表彰」「8020推進事業」「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」は延期 

4. 保健センター健診事業 再スタート時の健診医の手配について 

5. 往診用ポータブルユニットは当面修理で使用 

 

 

Ｃ   協議事項  

1. 「祝金・見舞金規定」の制定について 

2. 見舞金の支給について 

3. 平成 31 年一般会計歳入歳出決算書案 

4. 歯科医師会から区長へ新型コロナ感染症にともなう要望書の提出 

5. 95%アルコール配布について 

                 

 

                                                           

令和２年 6月 定例理事会報告 

                                                            日時：令和 2年 6月 16日（火） 19:45 

                      新型コロナ感染症のため各理事と ZOOMにて理事会とする 

 

開会：専務理事 

挨拶：会長 

座長指名：入交副会長 

Ａ 報告事項  

1. 庶務報告                               
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2. 会計報告                                 

3. 公衆衛生関係報告      

4. 渉外関係報告  

1）東京都歯科医師会参事会 

     2）新宿区長要望書提出 

5. 保険関係報告 

  1) 保険整備会報告                                  

6. 医療管理関係報告                                    

  1）医事処理関連報告 

2）ANPIC試験配信 

7. 広報関係報告                                      

8. 学術関係報告                                      

9. 厚生文化関係報告                              

10. その他  

Ｂ  確認事項・承認事項  

 

Ｃ   協議事項  

1)総会出席者 

2)会員名簿について 

                                                         

 

令和２年 7月理事会報告 

日時：令和 2年 7月 21 日（火）19:45 

場所：四谷牛込歯科医師会館 

 web 参加（田村理事、久保理事、佐藤理事、須佐美理事、久保田理事） 

  開会:専務理事 

  挨拶:会長 

  座長:中西副会長  

Ａ 報告事項  

    四谷牛込歯科医師会定時総会報告 
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  1. 庶務報告     

  2. 会計報告                                      

  3. 公衆衛生関係報告                         

     1）第２回公衆衛生委員会 

     2）第 2回新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業実務担当者会議 

    4. 渉外関係報告  

   1)第 202回定時代議員会 

    5. 保険関係報告                                    

       1）保険整備会報告 

       2）令和元年度第二回保険講習会                         

     3）保険地区担当理事連絡協議会 

    6. 医療管理関係報告                                    

     1）高濃度アルコールの配布について 

    7. 広報関係報告                                     

    8. 学術関係報告                                     

    9. 厚生文化関係報告                                  

     1) 生活病健診について 

   10. その他  

Ｂ 確認事項・承認事項 

Ｃ   協議事項  

1. 国保年金課と新宿区内歯科医師会連絡協議会について 

2. 見舞金の支給について 

3. よい歯の園児表彰事業について 

4. 城西地区現況報告について各理事の報告 

5. 全館夏季休暇について 
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令和２年 8月理事会 

                                      日時：令和元年 8月 16日（火）19:45 

 ZOOM 開催 

開会：専務理事 

挨拶：会長 

座長：入交副会長  

Ａ 報告事項  

    1. 庶務報告                             

 2. 会計報告                                                        

    3. 公衆衛生関係報告                        

       1）令和 2年度第 1回新宿区障害者施策推進協議会 

    4. 渉外関係報告 

    5. 保険関係報告                                     

       1）保険整備会報告 

    6. 医療管理関係報告                                   

       1）オンライン資格確認の導入に向けた地区担当者連絡協議会 

    7. 広報関係報告  

   8. 学術関係報告       

  9. 厚生文化関係報告              

   10. その他 

   １）新型コロナウイルス感染の事例報告 

Ｂ 確認事項・承認事項 

Ｃ   協議事項  

1. 災害見舞金について 

  

               

                                                          

令和２年 9月理事会 

                                      日時：令和元年 9月 15 日（火）19:45 
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Zoom開催 

  開会:専務理事 

  挨拶:会長 

  座長:入交副会長  

Ａ 報告事項 

1. 庶務報告                              

2. 会計報告                                        

    3. 公衆衛生関係報告 

１）新宿区保険事業打ち合わせ会議 

       2）図画ポスターコンクール選考会 

       3）令和 2年度 第 3回 新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業実務担当者会議 

    4. 渉外関係報告 

        1) 城西地区歯科医師会役員連絡協議会 

     5. 保険関係報告                                    

1）保険整備会報告 

6. 医療管理関係報告                                   

       1) オンライン資格確認の導入ついて  

7. 広報関係報告                                    

8. 学術関係報告       

9. 厚生文化関係報告            

10. その他 

1）令和 2年度新宿区子ども家庭、若者サポートネットワーク 

 

Ｂ 確認事項・承認事項 

Ｃ   協議事項  

1. 令和３年度 街頭無料歯科健診の実施について 

2. 令和 2年度第 2回保険講習会（令和 3年 3月開催予定） 

3. 令和３年度予算案について全館夏季休暇について 
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令和 2年 10 月理事会 

                                      日時：令和元年 10 月 20 日（火）19:45 

                                            場所：四谷牛込歯科医師会館 

開会：専務理事 

挨拶：会長 

座長：入交副会長  

Ａ  報告事項  

1. 庶務報告 

2. 会計報告                                        

       1) 第 1回監事会 

       2) コロナ見舞金配布 

    3. 公衆衛生関係報告                         

     1）令和 2年度（第 53回）よい歯の園児表彰式 

       2）第 3回公衆衛生委員会 

       3）令和 2年 第 2回新宿区障害者施策推進協議会 

  4. 渉外関係報告 

    5. 保険関係報告                                    

       1）保険整備会報告 

       2) 新規指導 

    6. 医療管理関係報告                                  

      1) 第１回医療管理委員会                                

      2）税務署検診 

  7. 広報関係報告                                   

  8. 学術関係報告 

    1) 地区学術担当理事連絡協議会 

    9. 厚生文化関係報告  

  10. その他  

Ｂ 確認事項・承認事項 
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1) 令和３年 終身会員推薦 

2) 令和３年度かかりつけ歯科医機能の推進事業の研修会について今後の予定について確認  

3) 今後の街頭無料歯科健診事業および公衆衛生関連事業の報告と確認  

Ｃ   協議事項  

1. 令和３年度事業計画 

2. 令和３年度予算案 

3. コロナ災害見舞金関連の事務手続きに感謝決議 

 

 

令和２年 11 月理事会 

                                      日時：令和２年 11 月 17 日（火）19:45 

ZOOM会議 

開会：専務理事 

挨拶：会長 

座長：中西副会長  

Ａ 報告事項  

１. 庶務報告 

１）新入会員 

   2. 会計報告 

   3. 公衆衛生関係報告                       

    1）都歯学校ポスターコンクール 

 2）第 4回公衆衛生委員会 

       3) 第 4回新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業実務担当者会議 

  4. 渉外関係報告 

    5. 保険関係報告                                    

      １）保険整備会報告 

    6. 医療管理関係報告   

      1）税務講習会中止 
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    7. 広報関係報告   

    1）名簿配布                                  

  8. 学術関係報告       

  9. 厚生文化関係報告  

       1) 新年会中止  

 10. その他 

     

Ｂ 確認事項・承認事項 

1) 整備会で大久保病院 ホットラインについての資料配布  

2) 整備会はコロナ感染者数増加のため整備会は少人数で開催 

3) 新入会員の新規指導は２名 

4) 整備会で感染予防アルコールポンプ製品カタログの配布  

5) 訪問診療用機器修理完了  

Ｃ   協議事項  

１）コロナ禍における厚生文化事業中止における事業費の会員へ還元について 

 

令和 2年 12 月理事会 

                                      日時：令和 2年 12 月 15 日（火）19:45 

                                         場所：四谷牛込歯科医師会館 

開会：専務理事 

挨拶：会長 

座長：入交副会長  

Ａ 報告事項  

   1. 庶務報告 

   2. 会計報告   

      1) 予算決算委員会                                   

   3. 公衆衛生関係報告                          

     1) 健康寿命を考える会 
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     2) かかりつけ歯科医機能の推進事業  第１回新宿区ネットワーク連絡会  

     3) 東京都在宅療養推進研修・在宅療養推進シンポジウム合同開催 

     4) 在宅歯科医療連携推進委員会 

    4. 渉外関係報告 

       1) 令和 2年度第 2回参事会                         

       2) 代議員会 

    5. 保険関係報告                                    

    6. 医療管理関係報告                                   

    7. 広報関係報告                                     

    8. 学術関係報告       

   9. 厚生文化関係報告  

   10. その他 

       1) 第一回選挙管理委員会代議員会 

Ｂ 確認事項・承認事項 

1） 令和 2 年度第 2 回保険講習会の開催方法について  

 

Ｃ   協議事項  

１）ホームページの活用 

２）会長選挙日程について 

 

令和３年 1月理事会 

                                      日時：令和３年 1月 19日（火）19:30 

場所：zoom 

  開会：専務理事 

  挨拶：会長 

  座長：中西副会長  

Ａ 報告事項  

  1. 庶務報告 



20 

   2. 会計報告                                     

    3. 公衆衛生関係報告                       

       1) 令和 2年度 第一回新宿区地域保健体制整備協議会 

      2) 歯科健康診査の事務手数料授受 

       3) 第５回 公衆衛生委員会 

    4) 公衆衛生備品管理・購入 

       5) 在宅歯科医療推進事業研修会 

   4. 渉外関係報告 

       1) 新宿区新年賀詞交歓会 中止 

    5. 保険関係報告 

   1) 令和 2年度第 2回新宿区国民健康保険運営協議会 

      2) 整備会報告                                        

    6. 医療管理関係報告                                 

 1) 令和 2年度区西部保険医療圏東京都災害医療図上訓練 事前説明会 中止 

   7. 広報関係報告                                    

 1) 会員名簿配布 

  8. 学術関係報告 

1)第 1回学術委員会 

  9. 厚生文化関係報告  

   10. その他 

  １）会長選挙公示 

Ｂ 報告事項・承認事項 

1) 会計預かり交通費・役員報酬について 

2) 会務報告書 PDFと会員専用 HPへ掲載する 

3) 来期整備会日程について 

4) 学校歯科医、こども園歯科医 継続 

5) 健診表のチェックの公衆衛生委員会および整備会時の感染予防による縮小にともなう負担増 

による交通費の増額について 

Ｃ   協議事項  

１）総会の開催方法 
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２）会館の複合機リースおよび購入について 

３）会館での感染予防備品の購入について 

 

 

令和 3年２月理事会 

                                      日時：令和 3年 2月 16日（火）19:30 

                               場所：zoom 

  開会：専務理事 

  挨拶：会長 

  座長：入交副会長  

Ａ 報告事項  

  1. 庶務報告                              

    2. 会計報告                                      

    3. 公衆衛生関係報告                        

      1) JCHO 東京新宿メディカルセンタ－医療従事者研修会  （Web 研修会） 

     2) 第 5回 新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業 実務担当者会議 

     3) 令和 2年度第 3回新宿区障害者施策推進協議会 

      4) 大久保病院 第 155回 医療連携講演会 （Web 研修会） 

     5) デンタルサポーター研修会  

   4. 渉外関係報告 

1) 第二回選挙管理委員会 

2) 日本歯科医師会会長予備選挙 

     5. 保険関係報告                                     

      6. 医療管理関係報告                                  

         1) 医療従事者等への新型コロナ感染症に係わる予防接種体制構築に向けた地区担当者会議 

        2) 歯科医院で常備している救急薬・機器等に関する全国実態調査」におけるアンケート調査へのお願い 

    7. 広報関係報告 

    １）第 1回広報委員会                                    

      8. 学術関係報告       
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    9. 厚生文化関係報告  

        1) 生活習慣病健診  

     10. その他  

Ｂ 確認事項・承認事項  

  1) 公衆衛生啓蒙活動 ： ポスター・リーフレット作成中 

Ｃ   協議事項  

１） 令和 3年度一般会計歳入歳出予算書 

２） 四谷牛込歯報への学術委員会からの新型コロナウイルス感染症（Covid-19）に関する記事掲載に関して 

３） 総会での総会書面議決についての流れ 

 

 

令和２年 3月理事会 

                                                    日時：令和 2年 3月 16日（火） 

 場所：zoom 

開会：専務理事 

  挨拶：会長 

  座長：中西副会長  

                 

Ａ 報告事項  

1. 庶務報告 

2. 会計報告                                        

3. 公衆衛生関係報告   

 1）国立国際医療研究センター病院 ： ＮＣＧＭ 医療連携の会（On-Line） 

 2）第 2回新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業 ネットワーク連絡会 

 3）第 6回新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業実務担当者会議 

  4）令和２年度第一回新宿区歯科保健推進協議会 

4. 渉外関係報告  

 １）第 204 回臨時代議員会 

5. 保険関係報告  

１）整備会 
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２）令和 2年度第 3回新宿区国民健康保険運営協議会                                  

6. 医療管理関係報告   

１）区西部地域災害医療連携会議の開催について 

２）令和２年度第一回新宿区地域保健医療体制整備協議会糖尿病対策専門部会                                 

7. 広報関係報告 

 １）四報の原稿依頼                                     

8. 学術関係報告   

  １） 四谷牛込歯報へのコロナ関連の記事に関して打ち合わせ                                   

9. 厚生文化関係報告                                 

Ｂ 確認事項・承認事項  

 １）令和 2年度公衆衛生啓蒙活動「ポスター＆リーフレット」添付 

 ２） 令和 3年度公衆衛生啓蒙活動について 

 ３）令和 3年度四谷・牛込保健センター各担当医師決定   

 ４）公衆衛生備品購入済    

 ５） 令和３年度 保育園園医    

Ｃ  協議事項  

１）歯科明細書(手書き）の価格改訂について 

２）医療管理講習会が未開催のため原稿依頼の提案 

 

2） 五 役 会 

 毎月定例理事会に先立ち開催（原則整備会当日） 

3） 会 計 会 

 五役会と同時開催（他随時開催） 

4） 監 査 会 

    随時開催 

5） 各種委員会 

① 学術委員会 

・第 1回学術委員会 
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１月１８日（月）  ・講演会について 

② 公衆衛生委員会 

 ・第１回公衆衛生委員会 

  ４月１０日（金） ・フッ化物塗布・妊婦健診報告書の整備 

 ・第２回公衆衛生委員会 

７月１０日（金） ・フッ化物塗布・歯と口の健康チェック実地報告書の整備 

・第３回公衆衛生委員会地区学術担当理事連絡協議会 

１０月１３日（火）・フッ化物塗布・歯と口の健康チェック実地報告書の整備 

         ・妊婦歯科健康診査実施報告書の整備 

     ・第４回公衆衛生委員会 

 １１月１１日（水） コロナ禍での公衆衛生委員活動について 

・第５回公衆衛生委員会 

１月８日（金） ・フッ化物塗布・歯と口の健康チェック実地報告書の整備 

               ・歯科健康診査表の整備 

③ 医療管理委員会 

・第１回医療管理委員会 

１０月８日（木）      .・税務署職員歯科健診（10 月 14日）の準備 

                      ・用具の確認、数量、購入品チェック、 

             ・健診表の内容確認と作成 

④ 広報委員会 

・第１回広報委員会 

令和３年 1月２９日（金） ZOOM  ・ 歯報の発刊について     

⑤ 厚生文化委員会 

 ・厚生文化委員会 

  開催なし 

⑥ 会務運営合理化委員会 

 ・第１回会務運営合理化委員会 

  書面 
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⑦ 予算決算委員会 

・令和３年度歳入歳出予算案について 

１１月２５日（水）  

⑧  合併検討委員会 

 ・合併検討委員会 

    開催なし 

  

⑨ 選挙管理委員会 

     ・第 1回選挙管理委員会 

       １２月９日（月） 

・第２回選挙管理委員会 

        ２月１０日（水） 

 

7）東京都歯科医師会関係会議 

① 参事会 

第１回 参事会                           令和２年６月４日 

１．報告・連絡・協議事項 

（１）第 202回について定時代議員会について 

（２）総務関係の報告事項について 

（３）学術事業について 

（４）地域保健事業について 

（５）心身障害者口腔保健センターの現況について 

（６）保険関係の報告事項について 

（７）医事処理の現況について 

（８）医事相談の現況について 

（９）福祉総合保険事業について 

(10) 医療管理について 

（11）東京デンタルフェスティバル 2020in北について 
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（12）歯科衛生士専門学校の現況について 

(13) 歯科衛生士復職支援等事業について 

(14) 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策本部について 

(15) その他 

 

第２回 参事会                          令和２年１１月２６日（木） 

１．報告・連絡・事項 

（１）第 203回臨時代議委員会について 

（２）総務関係の報告事項について 

（３）学術事業について 

（４）地域保健事業について 

（５）東京都心身障害者口腔保健センターの現況について 

（６）保健関係の報告事項について 

（７）医事処理の現況について 

（８）医事相談の現況について 

（９）福祉総合保険事業について 

（10）医療管理について 

（11）東京デンタルフェスティバル 2020in北区について 

（12）歯科衛生士専門学校の現況について 

（13）歯科衛生士復職支援等事業について 

（14）歯科衛生士専門学校廃校後について 

(15) その他 

   

② 東京都歯科医師会代議員会 

 第２０２回定時代議員会                       令和２年６月２５日（木） 

１．議事 

第１号議案  令和元年度収支決算 

第２号議案  特定資産の取崩し 

第３号議案  日本歯科医師会会長予備選挙における選挙人の選出方法 
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    １．協議 

     (1) 時局問題 

     (2)  その他 

 

     第２０３回臨時代議員会                       令和２年１２月１０日（木） 

１．議事 

第１号議案  公益社団法人東京都歯科医師会定款の一部改正 

第２号議案  公益社団法人東京都歯科医師会定款施行規則の一部改正 

第３号議案  公益社団法人東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校規則の廃止 

第４号議案  公益社団法人東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校運営委員会規則の廃止 

第５号議案  公益社団法人東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校事務規則の廃止 

第６号議案  新たな収益事業の実地及びそれに必要な不動産の建築計画 

第７号議案  令和３年度事業計画 

第８号議案  令和３年度収支予算 

第９号議案  令和３年度資金調達及び設備投資見込み 

第１０号議案 新たな収益事業の実地に必要な事業用不動産の習得に関わる東京都への変更認定申請 

第１１号議案 特定資産の取崩し 

第１２号議案 訂正後の令和元年度計算書類の承認 

 

    １．協議 

     (1) 時局問題 

     (2)  その他 

 

第２０４回臨時代議員会                      令和３年３月４日（木） 

１．議事 

第１号議案  公益社団法人東京都歯科医師会事務局規則の一部改正 

第２号議案  基本財産の積立 

第３号議案  名誉会員の推薦 

 

１．協議 

(1) 時局問題 

(2) その他 



28 

8）東京都・新宿区関係及びその他の会議 

令和２年 

   ４月 ９日（木）第 9回新宿区介護サービス事業者協議会運営委員会（中止） 

５月 ８日（月）第 1回 新宿区かかりつけ歯科医機能推進事業の実務担当者会（Web会議） 

  １８日（月）新宿区介護サービス事業者協議会 令和２度総会（中止） 

２７日（水）第 1回新宿区国民健康保険運営協議会 

   ６月 ４日（木）東京都歯科医師会参事会  

     ２５日（木）第 202回 定時代議員会 

   ７月１７日（金）第 2回 新宿区かかりつけ歯科医機能推進事業の実務担当者会 

２０日（月）地区保険担当理事連絡協議会 

２８日（月）オンライン資格確認の導入に向けた地区担当者連絡協議会 

   ８月 ３日（月）第 1回 新宿区障害者施策推進協議会   

２７日（月）新宿区保険事業打ち合わせ会議 

     ２９日（土）城西地区歯科医師会役員連絡協議会 

９月 ９日（金）第１回 新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク虐待防止等部会 

     及び第１回虐待防止等部会研修会 

１１日（金）第 3回  新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業実務担当者会議 

１０月１５日（水）第 2回  新宿区障害者施策推進協議会 

                      地区学術担当理事連絡協議会 

１１月１３日（金）第 4回 新宿区かかりつけ歯科医機能推進事業実務担当者会議 

２６日（木）健康寿命を考える会 

第 2回参事会 

２７日（金）第 1回  新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業 ネットワーク連絡会 

東京都三師会合同講演会 

２８日（土）東京都在宅療養推進研修・在宅療養推進シンポジウム合同開催 

１２月 ２日（火）新宿区在宅歯科医療連携推進委員会 

１０日（木）第 203回臨時代議員会 

 １６日（水）第一回新宿区地域保健体制整備協議会 
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１９日（土）第 2回新宿区国民健康保険運営協議会               

令和３年 

１月 ５日（火）新宿区新年賀詞交歓会（中止） 

１２日（火）新宿区在宅歯科医療の推進事業 研修会 

２１日（木）JCHO 東京新宿メディカルセンタ－医療従事者研修会  （Web 研修会） 

２２日（金）第 5回 新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業 実務担当者会議 

２５日（月）令和 2年度第 1回新宿区歯科保健推進協議会 乳幼児から始める歯と口の健康づくり部会 

２７日（水）第 3回新宿区障害者施策推進協議会 

２８日（木）大久保病院 第 155回 医療連携講演会 （Web 研修会） 

２月 ９日（火）医療従事者等への新型コロナ感染症に係わる 

予防接種体制構築に向けた地区担当者会議 

２２日（月）国立国際医療研究センター病院 ： ＮＣＧＭ 医療連携の会（On-Line）            

３月 １日（月）区西部地域災害医療連携会議 オンライン会議 

３日（水）令和 2年度第 1回新宿区歯科保健推進協議会 

４日（木）第 204 回臨時代議員会 

 ６日（土）第 3回新宿区国民健康保険運営協議会 

 ８日（月）第一回新宿区地域保健医療体制整備協議会糖尿病対策専門部会 

 ９日（火）第 2回新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業 ネットワーク連絡会 

１２日（金）第 6回新宿区かかりつけ歯科医機能の推進事業実務担当者会議 

 １５日（月）令和２年度第一回新宿区歯科保険推進協議会 

２９日（月）地区保健担当理事連絡協議会 
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各種事業 

1） 学術 

① 学術講演会  

開催なし   

2)  公衆衛生 

① 新宿区歯科健康診査委託医のための研修会   開催なし 

代替えとして６月１日（月）資料配布による個別研修 

② 第３７回街頭無料歯科健診（中止） 

③ 第５３回よい歯の園児表彰式 

９月１８日（金）   表彰者数 ５２４名                  対象園へ発送 

④ 歯・口の健康に関する図画・ポスター選考会               四谷牛込歯科医師会館 

９月８日（火） 

⑤ 新宿区かかりつけ歯科医機能推進事業研修会    

令和２年 10 月 26日（月）から 11 月 26日（木） web 研修 

演題：『口腔癌-歯科医院での早期発見を-』 

講師：東京女子医大 歯科口腔外科教授 岡本俊宏先生 

⑥  デンタルサポーター研修会         

令和３年２月１日（月）から２月２６日（金）                    web 研修 

  演題：小児と新型コロナウィルス感染症 

  講師：慶應義塾大学医学部 小児科教室  

周産期・小児医療センター 感染制御チーム 八木沼瑞紀氏 
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⑦  令和２年度牛込保健センター歯科事業実施日程 

  

事業名 

１歳６ヶ月児 

歯科健康診査 

３歳児 

歯科健康診査 

２歳児 

歯科衛生相談 

依頼時間 

水曜日 

13:00〜15:30 

水曜日 

13:00〜15:00 

金曜日 

13:30〜16:00 

依頼人数 １名 １名 １名 

令和 ２年４月 ５８ ４１ 中止 

 ５月 ５４ ５２ 中止 

６月 ５２ ６３ 中止 

７月 ４５ ５７ 中止 

８月 ４１ ６５ 中止 

９月 ３８ ６９ 中止 

１０月 ５７ ５５ 中止 

１１月 ６３ ６６ 中止 

１２月 ４５ ７５ 中止 

令和３年 1 月 ４６ ４７ 中止 

２月 ６０ ５２ 中止 

３月 ７１ ５６ 中止 

 

令和元年度牛込保健センター歯科事業担当医 

  １歳６ヶ月児歯科健康診査       ：大坪 眞由美・三浦 弘美 

  ３歳児歯科健康診査          ：水口 摂美・笠貫 容子 

  ２歳児歯科衛生相談（にこにこ歯科相談）：磯谷  亮・須佐美 宏伊 
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⑧ 令和２年度四谷保健センター歯科事業実施日程 

  

事業名 

１歳６ヶ月児 

歯科健康診査 

３歳児 

歯科健康診査 

２歳児 

歯科衛生相談 

（にこにこ歯科相談） 

依頼時間 

金曜日 

9:00〜11:30 

水曜日 

9:00〜11:30 

木曜日 

9:00〜11:30 

依頼人数 ２名 ２名 ２名 

平成２年 ４月 中止 中止 中止 

 ５月 中止 中止 中止 

６月 中止 中止 中止 

７月 ６８ ８３ 中止 

８月 ７９ ８３ 中止 

９月 ２８ ６０ 中止 

１０月 ３６ ４７ 中止 

１１月 ３７ ４５ 中止 

１２月 ３７ ４５ 中止 

令和３年 1 月 ２４ ４５ 中止 

２月 ２１ ３０ 中止 

３月 ３４ ４９ 中止 

 

令和元年度四谷保健センター歯科事業担当医 

１才６ヶ月児歯科健康診査   ：片倉 孝子 

３才児歯科健康診査      ：野村 多佳子 

２才児歯科衛生相談      ：古木 敬一郎 
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⑨ 令和２年度休日歯科応急診療割当表 

 

２０２０年度    

４月 ５日（日） 田村  太一 １１月  １日（日）     須佐美 宏伊 

 １２日（日） 奥村   曜  ３日（火） 米澤  弥生 

 １９日（日）    佐藤  修一 ８日（日） 西條   聖 

 ２６日（日） 入交  重雄  １５日（日） 海谷  幸利 

 ２９日（水） 中西  宏之  ２２日（日） 佐藤  修一 

５月 ３日（日） 須佐美 宏伊  ２３日（月） 田村  太一 

 ４日（月） 中村  文子  ２９日（日） 中西  宏之 

 ５日（火） 斎藤   整 １２月 

 

６日（日） 水口  勝美 

 ６日（水） 磯谷   亮 １３日（日）    川又  幸隆 

 １０日（日）    川又  幸隆  ２０日（日） 新田  裕之 

 １７日（日） 中川  博治  ２７日（日）    畑田 愼二郎 

 ２４日（日） 水口  勝美  ２９日（火） 入交  重雄 

 ３１日（日）    西條   聖  ３０日（水） 佐藤  修一 

６月 ７日（日） 海谷  幸利 ３１日（木） 中村  文子 

  １４日（日） 佐藤  修一 １月 １日（金） 西條   聖 

 ２１日（日） 田村  太一  ２日（土） 中西  宏之 

 ２８日（日）    須佐美 宏伊 ３日（日）    海谷  幸利 

７月 ５日（日）    入交  重雄  １０日（日） 鈴木  敏幸 

 １２日（日） 鈴木  敏幸  １１日（月） 米澤  弥生 

 １９日（日） 海谷  幸利 １７日（日） 磯谷  亮 

 ２３日（木） 中村  文子  ２４日（日） 久保  佳哉 

 ２４日（金） 磯谷   亮  ３１日（日） 大坪 眞由美 

 ２６日（日） 中西  宏之 ２月 ７日（日） 斎藤   整 

８月 ２日（日） 須佐美 宏伊  １１日（木） 田村  太一 

 ９日（日） 西條   聖  １４日（日） 海谷  幸利 

  １０日（月） 米澤  弥生  ２１日（日） 中川  博治 
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８月 １６日（日）    片倉  孝子  ２３日（火）    米澤  弥生 

２３日（日） 海谷  幸利  ２８日（日） 佐藤  修一 

 ３０日（日）    田村  太一 ３月 ７日（日）   入交  重雄 

９月 ６日（日）    海谷  幸利 １４日（日） 奥村   曜 

 １３日（日） 中村  文子 ２０日（土） 畑田 愼二郎 

 ２０日（日） 奥村   曜  ２１日（日） 中西  宏之 

 

 

 

 

２１日（月） 町田 賢太郎  ２８日（日） 水口  勝美 

２２日（火） 米澤  弥生   

２７日（日） 大坪 眞由美 
 

１０月 ４日（日） 川端  秀男 

 

 

 

 

１１日（日）    田村  太一 

１８日 (日) 佐藤  修一  

 ２５日 (日) 海谷  幸利 

   

  

  

 

 

曜日 日数 

日 曜 ５１ 

祝 日 １５ 

年 末  ３ 

年 始  ３ 

合計 ７２ 
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⑩  令和元年度新宿区介護認定審査会日程 

 

審査委員 

日程 

米澤 弥生 三浦 弘美 西條 聖 渡辺 勇雄 池田 水脈 

曜日 第１火曜日

(昼) 

第３金曜日

(夜) 

第４金曜日

(夜) 

第４水曜日

(夜)  

第２金曜日

（夜） 

令和元年 ４月 ７ １７   １０ 

 ５月    １５ ２２ ２７ ８ 

６月 ２ １９   １２ 

７月 ７ １７  ２２ １０ 

８月 ４ ２１    １４ 

９月 １ １８ ２５ ２３ １１ 

１０月 ６ １６   ９  

１１月  ２０ ２７ ２５ １３ 

１２月 １ １８   １１ 

令和２年 1 月 ５ １５ ２２ ２７ ８ 

     ２月 ２ １９      １２ 

     ３月 ２ １９    ２６ ２４ １２ 
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3） 保険 

① 保険整備会日程 

   整備会 運搬日 

令和 2 年 ６月 8 日（月） ６月１０日（水） 

 ７月 ８日（水） ７月１０日（金） 

 ８月 6 日（木） ８月１０日（月） 

 ９月 8 日（火） ９月１０日（木） 

 １０月 ８日（木） １０月１０日（土） 

  １１月 6 日（金） １１月１０日（火） 

 １２月 8 日（火） １２月１０日（木） 

令和 3 年 １月 7 日（木） １月 ９日（土） 

 ２月 8 日（月） ２月１０日（水） 

 ３月 8 日（月） ３月１０日（水） 

 ４月 ７日（水） ４月 ９日（金） 

 ５月 ６日（木） ５月 ７日（金） 

 

② 令和２年度第 1回保険講習会・整備委員研修会  11 名出席 

６月３０日 (火) 19:00                              四牛込歯会館 

演題：『令和２年度保険改定について』 

講師：東京都国保審査委員 川又 幸隆 先生 

③ 令和２年度第２回保険講習会          

３月２２日（月）19:00                              四牛込歯会館 

演題：『令和３年診療報酬改定その後及び保険請求の留意点』 

講師：東京都歯科医師会国保担当理事   稲葉 孝夫 先生 
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4） 医療管理（税務） 

① 四谷税務署職員歯科健診  

１０月１４日（水）   ４７名受診 

② 医療管理講演会     

開催なし 

③ 税務講習会    

開催なし              

5） 広報 

① 広報誌『四谷牛込歯報』発行 

② ホームページの維持管理、更新 

③ 名簿作成 

 

6） 厚生文化 

① 会員レクリエーション      

開催なし 

② 生活習慣病健診 

令和２年１１月 １日～令和３年１月３１日         

      受診医療機関 ４０機関 男性２７名 女性９５名 

③ 新年会            ５９名出席  

開催なし                          

④ 結核検診 

令和３年 ２月１日～６日 ２月１５日～２月２０日 

 受診医療機関数  医療機関   １３機関 受診者数  男性  ８名 女性  １８名 

⑤ 年度末懇親会    中止 
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3. 役員・都歯関係・各種委員会委員・新宿区関係委員・学校歯科医等名簿 

1） 役員 

会長                 中村  文子 

副会長（公衆衛生・会計）       中西  宏之 

副会長（保険・広報・学術・     

厚生文化・医療管理）   入交  重雄 

専務理事               海谷  幸利   

理事（総務）             田村  太一 

理事（会計）             佐藤  修一 

理事（医療管理）           久保  佳哉 

理事（保険）             久保田 秀明 

理事（公衆衛生）           米澤  弥生 

理事（公衆衛生）           須佐美 宏伊 

理事（公衆衛生）           奥村   曜 

理事（学術・広報）          町田 賢太郎           

理事（厚生文化）           大坪 眞由美 

監事                 西條   聖 

監事                 西崎  威史 

 

2） 日本、東京都歯科医師会、各種役職 

① 東京都歯科医師会代議員 

中村  文子     鈴木  敏幸    磯谷  亮 

②    同  予備代議員 

中西  宏之     入交 重雄       西條 聖 

    ③    同  東京都立心身障害者口腔保健センター運営委員 

   中西  宏之 

④    同  医事処理委員会委員長 

   北村   一 
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⑤    同  成人保健医療常任委員会 委員 

   谷口   誠 

⑥     同  組織力強化検討常任委員会 副委員長 

   川端  秀男 

⑦    同  保険常任委員会 委員 

   内田  耕司 

⑧    同  医事相談・福祉共済理事 

   西崎  威史 

⑨   同  資産常任委員会 委員 

   鈴木  敏幸 

⑩ 東京都国民健康保険団体連合会審査委員会委員 

     川又  幸隆 

⑪  東京都歯科医保険組合 理事 

     西崎  威史 

⑪ 日本歯科医師会 厚生委員 

   西崎  威史 

 

 

３） 各種委員会（◎委員長 ○副委員長） 

① 保険整備委員会 

◎久保田   秀明      山本  直秀    萩原  元太    池田  水脈          

笠貫  容子       新田  裕之     

         川又  幸隆(顧問) 

② 公衆衛生委員会 

       ◎須佐美 宏伊     奥村   曜    米澤   弥生   水口  勝美 

水口  摂美     小島  理沙    福山  一晴    橋本  幸治                                   

畑田 慎二郎     岩佐  寛子    石井  紀子 
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③ 訪問診療委員会 

 ◎奥村   曜     須佐美 宏伊    米澤   弥生   水口  勝美     

大塚 みほ子     杉井  勝彦    岩本   安子   高橋  準 

竹内  周平     畑田 慎二郎    山田   壮美 

④ 学術委員会 

 ◎町田 賢太郎    古木 敬一郎    山本  直秀    池田  水脈 

⑤ 広報委員会 

 ◎町田 賢太郎     磯谷   亮   石川  雅朗    山崎  芳永   

⑥ 医療管理委員会 

 ◎久保  佳哉     山本  直秀    久保  佳哉    新田  裕之          

長谷川 郁夫 

⑦ 厚生文化委員会 

 ◎大坪 眞由美     萩原  元太   林  浩太郎    笠貫  容子 

⑧ 会務運営合理化委員会 

 ◎鈴木  敏幸     片倉  孝子    松本  一彦    内田  耕司 

⑨ 予算決算委員会 

 ◎中川  博治       川端  秀男    久保田  裕    斎藤   整 

    ⑩ 選挙管理委員会 

 ◎田口 正博     杉井  勝彦     竹内  敏郎    北村   一         

 長谷川 郁夫 

    ⑪  合併検討委員会 

  ◎入交 重雄    長谷川 郁夫    佐藤 修一 

 

 

４）新宿区関係 

① 新宿区歯科保健推進協議会 

中村  文子   中西  宏之  

② 新宿区歯科保健推進協議会 乳幼児から始める歯と口の健康づくり部会 

磯谷  亮    中西  宏之 
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③ 新宿区歯科保健推進協議会 かかりつけ歯科医機能の推進部会 

    中西  宏之   米澤  弥生 

④ 新宿区地域保健医療体制整備協議会 

中村  文子 

    ⑥ 同 在宅療養専門部会 

        竹内  周平    

    ⑥  同 糖尿病対策専門部会 

        田村  太一 

⑦ 新宿区国保運営協議会 

入交  重雄 

⑧ 新宿区子ども家庭・若者サポートネットワーク代表者会議 

  片倉  孝子 

⑨ 新宿区かかりつけ歯科医機能推進事業実務担当者会議 

    中西  宏之   米澤  弥生   須佐美 宏伊  奥村  曜 

⑩ 新宿区かかりつけ歯科医機能推進事業コーディネーター 

米澤  弥生   奥村  曜 

    ⑪  新宿区歯科医療ネットワーク連絡会 

中村  文子   中西  宏之   米澤  弥生   須佐美 宏伊  奥村  曜 

⑫ 新宿区災害医療運営連絡会 

    中西  宏之 

    ⑬ 新宿区災害医療検討会委員 

    入交  重雄 

⑫ 新宿区介護認定審査会委員 

西條   聖    渡辺  勇雄    米澤  弥生                

三浦  弘美   池田 水脈 

⑬ 四谷保健センター歯科事業担当医 

野村 多佳子   古木 敬一郎    片倉  孝子    
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⑭ 牛込保健センター歯科事業担当医 

水口  摂美    須佐美 宏伊    磯谷   亮     

三浦  弘美    大坪 眞由美    笠貫  容子 

        ⑱ 認知症診療連携マニュアル作成 PT 作成検討委員会 

       竹内  周平 

⑮ 新宿区介護サービス事業者協議会 

 大塚 みほ子 

⑯ 新宿区摂食嚥下機能支援検討会 

 米澤  弥生 

    

 

3） その他 

① 四谷青色申告会 

支部長       中村  文子 

理事        入交  重雄 

理事        久保  佳哉 

② 東京都歯科健康保健組合 

事業主代表     西崎  威史 

被保険者代表    林  浩太郎 

四谷牛込地区代表  磯谷   亮 

③ 身元確認担当医 

四谷警察署     山田  欣伯 

牛込警察署     川又  幸隆 

④ 東京都災害時医療救護従事者  

        磯谷   亮    中西  宏之    久保田  裕   新田 裕之  

  西條   聖    久保  佳哉    中川  博治   片倉  孝子  

  田村   太一    
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4） 学校歯科医等 

① 学校 

津久戸小学校     西條   聖 

江戸川小学校     石川  雅朗 

市谷小学校      中西  宏之 

愛日小学校      坂本 英一郎 

早稲田小学校     鈴木  敏幸 

鶴巻小学校      藤井   宏 

牛込仲之小学校    片倉  孝子 

富久小学校      福山  一晴 

余丁町小学校     大塚 みほ子 

東戸山小学校     畑田 愼二朗 

四谷小学校      長谷川 郁夫 

四谷第六小学校    小島  理沙 

花園小学校      栗原  正佳 

牛込第一中学校    秋山  浩美 

牛込第二中学校    磯谷   亮  

牛込第三中学校    伊吹   光 

四谷中学校      松本  一彦 

都立戸山高校     西崎  威史 

都立新宿山吹高校   小澤   修   入交  重雄 

   都立総合芸術高校   海谷  幸利 

都立文京盲学校    仲俣  一成 

都立新宿高校     磯山 永次郎 
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② こども園 

四谷子ども園  長谷川 郁夫 

あいじつ子ども園   川又  幸隆 

しなのまちこども園  宮下  邦彦 

戸山第一こども園   畑田 慎二朗 

大木戸子ども園    佐藤  修一 

③ 保育園、私立幼稚園 

新宿第二保育園    久保  佳哉 

弁天町保育園     磯谷   亮 

東五軒町保育園    青木 由美子 

長延保育園      中西  宏之 

戸山第二保育園    米澤  弥生 

早稲田南町保育園   鈴木  敏幸 

（つるまき保育ルーム） 

早稲田南町保育園分園 水口  勝美    

私立二葉南元保育園  奥野  弘史 

ほっぺるランド神楽坂 大坪 真由美 

ほっぺるランド牛込  川又  幸隆 

私立四谷新生幼稚園  中川  博治 

早稲田幼稚園     鈴木  敏幸 

余丁町幼稚園     大塚  みほ子 

市谷幼稚園      中西  宏之 

津久戸幼稚園     西條   聖 

牛込中之幼稚園    片倉  孝子 

四谷第六幼稚園    小島  理沙 

花園幼稚園      栗原  正佳 
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④ 東京都学校歯科医会 

       参事         磯谷   亮 

       代議員        栗原  眞人 

       予備代議員      松本  一彦 

       学術委員       石川  雅朗 

⑤ 四谷牛込学校歯科医会役員 

       会長         磯谷   亮 

       副会長        松本  一彦 

       会計         中西  宏之 

       庶務         小澤   修 

5） 事務員 

堀口  裕子  千葉  慶子  兼松  佑子   大久保 いづみ                                        

（敬称略） 

以上 

２０２１年３月３１日現在 

 


