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　この度、富山市歯科医師会創立100周年を記念して、富山市歯科医師会創立100年記念誌を発刊
する運びとなりました。100年という節目を無事迎えることが出来ましたのも、日頃からお世話に
なっている皆様方のお力添えの賜と心から感謝申し上げます。
　富山市歯科医師会は、大正10（1921）年8月4日に富山市議会議事堂において発会式をひらいた
ことから始まりました。爾来、100年の歳月が経過したわけでありますが、戦前戦後の社会の変遷
は決して平坦なものでなく、特に、先の戦争の空襲で多くの会員や家族が被災されましたが、そ
れらの時期を不断の努力と冷静な判断で乗り越えて、輝かしい歴史を築き上げてこられました。
歴代会長はじめ諸先生方に、ここに改めて深甚なる敬意と感謝の意を表するものであります。
　歴史を引き継ぐ者として、これまでの一世紀に及ぶ輝かしい歴史を改めて見直すとともに、そ
の歴史を途絶えることなく継承していく責任の重さを痛感するとともに、大きな節目である創立
100周年を契機に、創立時の理念に立ち返り、真摯に日々を積み重ねて新しい歴史を築いていくと
の決意を強くする次第であります。
　市歯科医師会の役割は公益性のある一般社団法人として市民の歯科医療と歯科保健等に寄与す
ることでありますが、多くの会員が学術研鑽に励み、各々の診療環境を整えながら、地道に歯科
診療と口腔衞生指導を行って参りました。今後も、会員一人ひとりが歯科医師という天職に誇り
をもち自己研鑽に努め、市民の健康増進、口腔衛生思想の普及啓発に全精力を傾注してまいります。
　会史は既に昭和59（1984）年と平成18（2016）年に発刊されておりますが、創立100周年を機に、
これまで本会に残されている資料をすべて見直し、より詳細で正確な記録を後世に残すため、記
念誌の編纂を行いました。記念誌は、本会の歴史であるとともに、本市歯科保健の歴史でもあり
ます。従って我々は、この歴史の上に立って、今後一層の団結を強化して市民の健康寿命の延伸
のために努力し続ける所存であります。
　記念誌編纂に際して、貴重な資料や写真のご提供、ご助言やご支援を賜わりました多くの方々や、
記念誌編纂委員会の先生方に深く感謝申し上げますとともに、次代を担う会員諸氏により本会が
更に繁栄していくことを祈念して記念誌発刊のご挨拶といたします。

−般社団法人富山市歯科医師会

会　長　中　道　　　勇

発刊のことば
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　このたび、富山市歯科医師会が創立100周年を迎えられますことを心からお祝い申し上げます。
　貴会は大正10年8月に設立されて以来100年の永きにわたり、地域の歯科医療保健の担い手とし
て市民の健康づくりの推進や社会福祉の増進に大きな役割を果たしてこられました。ここに歴代
会長はじめ役員の方々並びに会員の皆様方のたゆまぬご努力とご功績に対し、深く敬意を表しま
すとともに、心から感謝を申し上げます。
　さて、我が国では超高齢社会が進展し、「人生100年時代」とも言われている昨今、誰もが住み
慣れた地域で、健康で質の高い暮らしを続けるためには、健全な生活習慣の確立に努めるなど、
健康増進に向けた取り組みが必要不可欠となっております。中でも口内の健康は、食事や会話を
楽しむなど心豊かな生活の根幹に深く関わることから、生涯を通じた歯・口腔の健康維持が重要
になるものと考えております。
　このため、本市では、「すべての市民が健やかで心豊かに生活できる活力のあるまち」の実現に
向けて「富山市健康プラン21」策定し、「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」を基本目標に各
種施策を推進しており、この中で歯・口腔の健康づくりを重要な分野の一つとして位置付け、乳
幼児から中・高年者までの生涯にわたる歯の疾病予防の普及・啓発などに積極的に取り組んでい
るところです。
　とりわけ、本市が実施する1歳6か月児や3歳児の乳幼児歯科健診や妊婦歯科健診、歯周疾患・口
腔がん検診などの歯科保健事業をはじめ、介護保険事業において令和2年度より新たに開始しまし
た、口腔機能が低下している高齢者等を対象とした歯科医院での口腔清掃の支援や摂食嚥下指導
など、高齢者の自立した生活の維持を図る取り組みにおいては、貴会の多大なるお力添えが不可
欠となっており、改めて深く感謝を申し上げる次第です。
　今後、「かかりつけ歯科医」として地域の保健医療の一翼を担う貴会の果たされる役割はますま
す大きくなるものと期待を寄せておりますので、どうか会員の皆様方には、これまでの豊富な知
識と経験をもとに、市民の口腔衛生の向上と健康の保持増進のため、一層のご支援・ご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
　終わりに、富山市歯科医師会がこの記念すべき100周年を契機とし、さらに大きく飛躍され、こ
れからの人生100年時代においても市民の生活に寄り添い、長く豊かな人生を共に作り上げていく
パートナーとして、会員各位が一層ご活躍されますことをお祈り申し上げまして、お祝いの言葉
といたします。

富山市長　森　　　雅　志

祝　　辞
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　このたび、一般社団法人富山市歯科医師会創立100周年記念誌を刊行されるにあたり、お祝いの
言葉を申し上げます。
　大正10年に創立された富山市歯科医師会は、爾来100年の星霜を刻み、地域における歯科保健医
療の要として、清新の気迫に富み、熱心な会務運営の中多くの逸材を輩出し、大きな発展を遂げ
られました。これはひとえに、歴代会長をはじめ先輩諸先生方や会員の先生方の限りない情熱と、
多くの困難を乗り越え不断の努力を積み重ねてこられた賜物であります。
　現在、貴会の会員数は	220名を超え、富山県内最大の市歯科医師会として、日頃から富山県歯科
医師会へ多大なご協力を賜り、衷心より感謝を申し上げます。
　この間、貴会は、地域住民の健康保持増進のため、歯科健診や在宅訪問診療事業、学校歯科保
健の普及向上はもちろん、市民参加型の行事を実践されるなど、歯科保健医療活動の充実に努め
てこられ、富山市における歯科保健医療の根幹を支える大きな原動力となっております。特に、
昭和38年に始まったルンビニ園への訪問歯科健診を現在に至るまで継続され、困難な環境下にあ
る園児の歯科保健を支え続けておられることには、大いなる敬意を表するものであります。
　日本は現在、急速に増加する高齢者の問題に対応することが、喫緊の課題となっています。一
方、少子化もますます進行し、人口減少と相まってこれらが医療・福祉を含め経済や社会構造に
様々な影響を及ぼすことは避けることができないと思われます。富山県歯科医師会は、時代のニー
ズに応じた歯科保健政策を県民の皆さまに提供できるよう機敏に対応してまいりますので、今後
ともご理解とご協力をよろしくお願いします。
　新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、令和2年4月7日に発せられた特別措置法に基づく緊急
事態宣言は、5月25日には解除されたものの、今後再び感染が拡大する恐れもあり、毎日不安を感
じられている先生方も少なくないとは思います。ただ、我々は歯科医師として、国民の保健医療
を支え、安心安全な歯科医療を担っていく責務がありますので、引続き感染拡大防止対策には格
別のご配慮をよろしくお願いします。
　結びに、創立100周年という節目をステップに、伝統ある富山市歯科医師会が今後ますます飛躍
発展されますとともに、地域住民の期待に応えて、その真価を遺憾なく発揮され、次の100年に向
けて新たな歩みを進められることをご祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

一般社団法人富山県歯科医師会

会　長　山　﨑　安　仁

祝　　辞
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富山市歯科医師会創立100周年記念式典
2021年3月21日・ANAクラウンプラザホテル富山

創立100周年記念式典　式次第

1．開式の辞
2．物故会員弔慰黙祷
3．式　　辞　　　　　富山市歯科医師会	会長　　中道　　勇
4．来賓祝辞　　　　　富山市長	　　　　　　　　森　　雅志

　　　　　　　　　富山県歯科医師会	会長　　山﨑　安仁
　　　　　　　　　富山市医師会	会長　　　　吉山　　泉

5．来賓紹介
6．創立100周年記念功労会員表彰
7．受彰者代表挨拶　　富山市歯科医師会	会員　　松原　明男
8．閉式の辞　　　　　富山市歯科医師会	副会長　島　　信博

　一般社団法人富山市歯科

医師会創立100周年記念式

典は、令和 3 年（2021年）

3 月21日（日）午前11時より、

ANAクラウンプラザホテル

富山 3 階鳳の間において、

森富山市長をはじめとする

ご来賓の方々、功労会員27

名および役員ら60名が出席

し厳かに執り行われた。

来賓の出迎え
山崎佐保里　魚津公美（総務財務委員）

司会進行　高橋正志（富山市歯科医師会 専務理事）式辞　中道　勇（富山市歯科医師会 会長）
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富山市歯科医師会創立100周年記念式典

森　雅志 様（富山市長） 山﨑安仁 様（富山県歯科医師会 会長） 吉山　泉 様（富山市医師会 会長）

来 賓 祝 辞

山下銀七先生（在籍70年以上） 代理　山下哲哉先生青木康三先生（在籍70年以上） 代理　青木富実子先生

創立100周年記念功労会員表彰

―在籍70年以上―
青木　康三　宮森　正次　山下　銀七

―在籍60年以上―
松浦　　實　今村　勝彦　篠川　之靖

―在籍50年以上―
松原　明男　石川　哲夫　山岸　敏治
今村　きみ　永森　靖夫　家城　佳夫
大井　克彦　寺田　周明　小倉　孝夫
佐渡　邦夫　　　　　　　　　　　　

―在籍40年以上―
大城　宣之　和記　徳郎　吉田　季彦
山本　征彦　大浦　重光　林　　　勉
柚木　邦夫　小林　憲夫　森井　徹雄
山崎　宣夫　水野　隆俊　河野　吉秀
米沢　　徹　竹内　哲郎　中嶋　　渉
山村　辰雄　江川　正通　酒井　信治
加藤　高男　宮本　宣良　東　　　忍
佐野　正之　杉井　芳文　石坂　正明
狩野　　覚　永井清一郎　松能　雄一

―在籍35年以上―
大野　　均　坂本喜久雄　金川　直博
稲田　次郎　長沢　　久　島崎　　聡
山﨑　安仁　小崎　利章　源　　義明
横田　憲明　城川　和夫　石黒　　真
村山偉知朗　高島　周二　米澤　明成
山田　　耕　中道　　勇　飯田　良彦
島　　秀一　島　　信博　澤本　正登
中島　清之　森井　忠晴　水越　　弘
上田美保子　山下　哲哉　泉　　照雄
折山　　弘　星野　照宗　　　　　　

表彰者名簿

（在籍年順・敬称略）
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富山市歯科医師会創立100周年記念式典

今村勝彦先生（在籍60年以上）

閉会の辞　島　信博（富山市歯科医師会 副会長）

松浦　實先生（在籍60年以上）

受彰者代表者挨拶　松原明夫先生

富山市歯科医師会創立100周年記念功労会員表彰者
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富山市歯科医師会創立100周年記念祝賀会

　創立100周年記念祝賀会は、

創立100周年記念式典に続いて、

午後12時10分よりANAクラウン

プラザホテル富山3階	鳳の間で

行われた。

　中道会長の挨拶、来賓祝辞に

続き、小倉元歯科医師会会長の

ご発声で乾杯を行なった。飯田

理事の「富山市歯科医師会100

年の沿革」のプレゼンテーション

も交えながら、和やかな雰囲気

の中で会員相互の絆を固めた。

司会進行　小林岳志（富山市歯科医師会 総務財務担当理事）挨拶　中道　勇（富山市歯科医師会 会長）

創立100周年記念祝賀会　式次第

1．開　　会
2．挨　　拶

　富山市歯科医師会	会長　　中道　　勇
3．来賓祝辞

　富山市薬剤師会	会長　　　林　三千彦
　福井市歯科医師会	会長　　岡田正二郎
　富山県議会議員	　　　　　種部　恭子

4．乾　　杯
　富山市歯科医師会	元会長　小倉　孝夫

5．一本締め
　富山県歯科技工士会	会長　上口　康成

6．閉　　会
　富山市歯科医師会	副会長　島　　信博

式場入口の風景
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富山市歯科医師会創立100周年記念祝賀会

林　三千彦 様（富山市薬剤師会 会長） 岡田正二郎 様（福井市歯科医師会 会長） 種部恭子 様（富山県議会議員）

小倉孝夫先生（元富山市歯科医師会 会長）

来 賓 祝 辞

乾　　杯

役員及び実行委員
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富山市歯科医師会創立100周年記念祝賀会

飯田良彦（富山市歯科医師会 広報担当理事）

「富山市歯科医師会百年の沿革」のプレゼンテーション

上口康成 様（富山県歯科技工士会 会長） 閉会の辞　島　信博（富山市歯科医師会 副会長）

解 説 者

一本締め
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戦前歴代会長（大正11年〜昭和22年）

第 1 代会長
藤　井　義　人
大正11年 4 月〜大正14年 3 月

第 4 代会長
早　見　治　顯
昭和 7 年 4 月〜昭和 9 年 3 月

第 8 代・第10代会長
浦　上　則　政
昭和15年 2 月〜昭和17年 1 月
昭和18年 1 月〜昭和20年11月

第 2 代・第 6 代会長
小　林　金　次
大正14年 4 月〜大正15年 9 月
昭和11年 1 月〜昭和13年 1 月

第 5 代会長
中　島　清　作
昭和 9 年 4 月〜昭和10年12月

第 9 代会長
松　能　喜久次
昭和17年 2 月〜昭和17年12月

第 3 代会長
宮　本　俊　治
昭和 5 年 5 月〜昭和 7 年 3 月

第 7 代会長
佐　渡　喜一郎
昭和13年 2 月〜昭和15年 1 月

第11代会長
永　森　　　収
昭和20年12月〜昭和22年 9 月
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戦後歴代会長（昭和22年〜令和3年）

初代会長
岡　田　信　次
昭和22年10月〜昭和26年 3 月

第 4 代会長
家　城　圭　一
昭和32年 4 月〜昭和34年 3 月

第 7 代会長
中　島　清　則
昭和42年 4 月〜昭和46年 3 月

第 2 代会長
三　羽　邦　定
昭和26年 4 月〜昭和28年 3 月

第 5 代会長
竹　林　正　俊
昭和34年 4 月〜昭和38年 3 月

第 8 代会長
山　﨑　安　隆
昭和46年 4 月〜昭和50年 3 月

第 3 代会長
永　森　　　収
昭和28年 4 月〜昭和32年 3 月

第 6 代会長
深　山　正　之
昭和38年 4 月〜昭和42年 3 月

第 9 代会長
黒　木　正　直
昭和50年 4 月〜昭和56年 3 月
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第10代会長
寺　島　祐　輔
昭和56年 4 月〜昭和60年 3 月

第13代会長
家　城　佳　夫
平成 6 年 4 月〜平成12年 3 月

第16代会長
小　林　憲　夫
平成19年 6 月〜平成25年 6 月

第11代会長
松　浦　　　實
昭和60年 4 月〜昭和63年 3 月

第14代会長
小　倉　孝　夫
平成12年 4 月〜平成15年 3 月

第17代会長
宮　本　宣　良
平成25年 7 月〜平成29年 6 月

第12代会長
栗　山　豊　実
昭和63年 4 月〜平成 6 年 3 月

第15代会長
高　石　　　叡
平成15年 4 月〜平成19年 6 月

第18代会長
中　道　　　勇

平成29年 7 月〜
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明治時代の富山市における歯科医業状況
１．外人の歯痛全治（明治28年1月）
　尋常中学校の雇教師フォースタ氏（米
国人）は先年横浜に於いて歯痛の際諸医
師に就いて治療を乞たれども全治せざり
し歯が今度富山市西町の歯醫松井源水氏
の治療にて全治したるよし。

（「富山日報」1月22日）
　なお、明治16年の調査によれば、富山
県内の口中科医は8名だった。

２．明治30年代前半に開業した人物
　試験及第者で富山県内で開業した人は、
明治32年4月の吉田幸夫氏、同じく32年の
永野一彦氏、33年8月の島川安次郎氏、34
年5月の菅田良雄氏である。
　吉田幸夫氏は、熊本県の士族で、婦負
郡長吉田安喜氏令息。熊本より移住。歯
科医籍登録第385号。6 〜 7年後に県外へ。
　永野一彦氏は、吉田氏と同じ熊本県の
士族の出身で高岡市三番町に開業した（歯
科医籍登録第458号）。
　島川安次郎氏は、上新川郡大庄村の出
身で、東京歯科醫学院を卒業して高山紀
齋氏の治療所に主任医として従事し経験
を積み、富山市覺中町6番地に開業（歯科
医籍登録第474号）。

明治28年1月22日

富山日報
16代 松井源水

明治32年2月25日

北陸政論

明治32年4月6日

北陸政論

島川安次郎氏は前から4列目左端 明治33年8月4日

北陸政論

明治43年1月1日

「富山日報」



19

　菅田良雄氏は、東京歯科醫学校並びに
高山歯科醫学院を卒業し、益田廣岱の病
院に醫員を奉職し専ら実務に従事した後、
富山市殿町に開業（歯科医籍登録第544号）。
　明治44年頃、坂井	茂氏（医師）口腔科（歯
科・口腔外科）開業。

３．明治35年5月17日　富山縣歯科醫同盟
会の結成（「富山日報）広告）

明治34年5月24日

「富山日報」より

明治43年1月1日

「富山日報」

明治45年1月1日

「北陸タイムス」

明治35年5月17日

「富山日報」

明治43年11月19日（土）

「北陸タイムス」

明治43年11月20日（日）

「北陸タイムス」
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富山市歯科医師会100年の沿革

大正10年（1921年）
　富山市歯科医師会は、大正10年8月4日に
富山市会議事堂に於て午後1時から総会
並びに市歯科医師会発足式を開き、会則を
定めるとともに、会長	藤井義人、副会長
小林金次、理事	室橋余所雄、村井信義、
早見治顕の役員を決定する。〔出席者	13名〕

大正15年（1926年）
　大正15年9月17日に制度改正による新歯
科医師会令の施行により富山市歯科医師会
を解散し、9月20日に富山県に解散届けを
提出する。	 〔会員数	24名〕

昭和5年（1930年）
　昭和の年代に入って、昭和5年5月15日に
富山商工会議所に於いて富山市、上新川郡、
婦負郡を区域とする富山市歯科医師会の設
立総会を開催する。	 〔会員数	38名〕

富山県歯科医師会館前にて（昭和17〜18年頃）

昭和17年（1942年）
　昭和17年12月31日富山市歯科医師会を解散し、
富山県歯科医師会富山支部と改組し新発足するこ
ととなる。

昭和20年（1945年）
昭和20年8月1日富山市空襲により次の会員死亡
　松浦三郎、植田	実、北森愛子、藤井三郎
会員近親者死亡
　永森	収夫人

会　長

藤　井　義　人　氏

副会長

小　林　金　次　氏

任期：大正11年4月〜大正14年3月
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昭和22年（1947年）
　昭和22年11月16日臨時総会を開催し、本会を社団法人
富山地区歯科医師会とすることに決定。	〔会員数	63名〕

昭和25年（1950年）
　昭和25年2月26日事務所を袋町4番地より常盤町
17番地に移転する。

昭和32年（1957年）
　昭和32年10月1日舟橋南町に事務所を移転。
　昭和32年12月22日忘年会兼移転披露ダンス
パーティーを舟橋南町30の会館で開催。
	 〔会員数	75名〕

戦後初代会長　岡　田　信　次　氏

昭和22年10月〜昭和26年3月

昭和40年（1965年）
　昭和39年10月22日会館新築のため富山市五福5区
に移転。
　昭和40年5月15日事務所を元の舟橋南町30に移転。
	 〔会員数	85名〕

平成6年（1994年）
　平成6年1月31日富山市堀川小泉町1-9-1の新歯
科医師会館完成。2月20日富山電気ビルデイング
にて新会館竣工式、並びに祝賀会。
	 〔会員数	165名〕

令和3年（2021年）
　令和3年3月21日創立100周年記念式典を挙行。
	 〔会員数	227名〕

昭和47年（1972年）
　昭和47年9月富山地区歯科医師会から富山市歯科
医師会へ名称変更。
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一般社団法人富山市歯科医師会　創立100周年記念誌

―百年の時を紡ぐ―

通　　史

大正時代〜歯科医師会設立前後の動き〜　
通史（大正10年〜令和3年）　　　　　　　
婦負郡の歴史と旧婦負郡歯科医師会の変遷
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大正時代 〜歯科医師会設立前後の動き〜

大正元年頃 殿町の庭で菅田良雄先生を中心として

大正6年頃の菅田良雄先生を中心として

大正元年度 東京私立小学校及び幼稚園の齲歯
111,3277/150,913＝73.77％（齲蝕有病者率）

大正5年 歯科医師宝典より

大正5年の小林歯科医院内部
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明治期の富山市街洪水浸水率

− 大正10年8月4日の富山市歯科医師会発会式 −

大正14年 全国歯科医師名鑑より

（前田英雄原図、『富山市史・下巻』より）

（庶務記録より）

大正10年1月1日 富山新報広告
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大正10年度（1921年）
10. 5.28 会長・藤井氏宅に於て、役員会を開く　会則を履行せぬ会員の処置如何を計る
10. 6.17 大正10年度臨時総会開催　桜木町洲崎に於て　午後7時から

　【要　件】会則を履行せぬ会員に対する方法を考究す
10. 6.20 会長・藤井氏宅に於て、役員会を開く　会員の賛同を得て会員の制裁を中止す
10. 8. 4  小林金次以下13名､ 午後1時より富山市会議事堂に於て、設立総会並に市歯科医師会

発会式を開く
　【当日出席者】13名

 村井信義、小林金次、早見治顯、宮島忠治、谷口仙太郎、浅岡典常、根本茂豊、
中村喜三郎、佐渡喜一郎、中島清作、宮本俊治、室橋余所雄、山下長蔵
早見氏開会の辞を述べ、設立委員を代表して当日に至る迄の経過を報告し、次に早
見氏座長選定を選挙推薦何れなるや出席者に諮る
発言者谷口仙太郎　今日迄の行掛り上、小林金次氏を推薦至します　満場異議なし
小林金次座長席に移り　座長小林金次　議事録署名委員の選定至しますが、選挙に
至しますか、座長指名と致しますか　また、其数何名に致しますか　発言者村井信
義  議事録署名委員は座長の指名に任し其数2名と致したいと思います　座長小林
金次　只今村井氏の申出がありましたが諸君如何ですか
村井説に全員賛同す　座長　全員の賛成ですから村井説を可決します
小林金次　議事録署名委員を宮本俊治、宮島忠治に指名致します
会則議事　座長小林金次　別紙会則（但し会則は予め発起人に於て作成したる原稿
を提出したるもの）第1条より第62条に亘り会員に諮り、異議なく可決す　座長こ
れを以て本会を閉じます　午後4時
市歯科医師会発会式
　1. 開会の辞　1. 式辞　1. 祝辞　1. 役員選挙　1. 閉会の辞
当日午後6時より、桜木町奥田屋に於て、祝賀宴を開く
役員氏名
会長・藤井義人、副会長・小林金次、理事・室橋余所雄、理事・村井信義、
理事・早見治顯、以上5名

11. 3.25 大正10年度定期総会開催

世の中の動き �
大正10年　ワシントン会議　原敬首相暗殺

大正11年度（1922年）
11. 4.11 富山県当局より認下証下る
11. 4.15 役員会　会長・藤井氏宅に於て

大正10年8月後会則の訂正を経て翌年4月11日富山県当局より認可を下る依て11年度
定期総会を4月24日桜木町奥田屋に於て開催す

11. 4.24 大正11年度定期総会開催　桜木町奥田屋に於て
　【決議事項】
　1. 規定表実行に関する方法  役員に委員
　2. 県歯科医師会費を市歯科医師会より支払の件（可決） 
　3. 無免許歯科医業者に対する処置
　　各会員極力探知することとす 以上

世の中の動き �
大正11年　日本共産党非合法下に結成　ソビエト社会主義共和国連邦成立
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大正12年度（1923年）
12. 6.29  会員室橋余所雄氏魚津町・金屋町に移転なされたるに付　桜木町奥田屋に於て、送別

会を開催す　出席者18名
12.12. 4 臨時総会　午後5時より桜木町奥田屋に於て、忘年会を兼ねたる臨時総会を開催す
 　【要　件】
 　1. 関東大震災に関し寄附の件
 　　県歯科医師会に於て、諮ることとす
 　2. 明年度予算案の件
 　　役員に一任すること
 　3. 小学児童、口腔診査に関し市当局へ建議の件
 　　会長をして当局に交渉を一任すること
 　　以上、出席者14名
 　4. 役員補欠選挙の件
 　　会長会員に選挙或は指名を諮る 多数の指名説により会長指名す
 　　役員室橋余所雄移動に付き補欠として中島清作を推薦す
13. 3.31 理事・村井信義より会長宛書面を以って3月は年度替りなれば、辞任申し出

世の中の動き �
	 大正12年　関東大震災（Ｍ7.9）　虎ノ門事件

大正13年度（1924年）
13. 4. 1 桜木町奧田屋に於て、役員会を開催す
 　【出席者】藤井、小林、早見、中島
 　【要　件】第3回定期総会の場所　13年度予算
 　　　　　　時日　4月26日午後1時より　予算は会計理事欠席の為中止
13. 4.26 第3回定期総会　桜木町奥田屋に於て　午後1時より開催
 　【出席者】村井､ 羽柴､ 和記､ 藤井､ 中島､ 早見､ 加藤､ 浅岡､ 小林､ 今村
 　【委任状】志村､ 宮本､ 浦上

　1. 庶務報告　2. 会計報告　3. 予算編成及び決議
　　　　総収入 240円　会員 20名
　　　　　内　会議費20円　通信及印刷費30円
　　　　　　　集金費30円　衛生宣伝費80円
　　　　　　　予備費80円　以上修正可決

 　【会員提出議案】提案者　加藤仁九郎より
　1. 会則一部改正の件　可決
　　電柱広告は役員会の共賛を得てなすことを得
　2. 会費徴収に関する件　可決
　　一項　 県歯科医師会会費を市歯科医師会より便宜上集金なしたるも、本年度より

市歯科医師会会費のみ収入し、県と関係なきこととす
　　二項　市歯科医師会会費を年額12円とし、毎月集金す
　3. 集金費を見積り集金人を特約して毎月集金なさしむ
　　以上を5月末、会員に回章を以って報告す

13. 8.12 西砺波郡福岡町　小島平馬（明治25年7月22日生）
 富山市中野町八反田金太郎方に開業の届出
13.10.16 県市合同役員会開催　仏教会館に於て　午後3時より
 　【出席者】藤井、小林、村井、早見、中島
 　【委任状】山下、宮島
 　【決議事項】

　1. 大演習には救護班を特設せず、各々自宅にて救護すること
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　2. 会費未納者には一応請求して応ぜざる場合に、弁護士に依頼して絶体徴収すること
13.11.18 会員羽梨氏令息他界に就き、金五円弔慰金送る
13.12.21 臨時総会兼忘年会　桜木町奥田屋に於て　出席者13名
 　【議　事】1. 会費徴収の件　3回分納1月より　　2. 講演会開催の件　可決
14. 2.28 富山市蛯町に於て関口雄三氏開業せらる　登録番号11,111号　届出らる
14. 3.11 東京歯学校講師渡辺悌氏北陸開業視察の為来富　当日富山ホテルに於て
 「キャスト･クラスプ」並に義歯床換法等他　講演せられたり　出席者13名
 講師　東京歯学校講師　渡辺　悌
14. 3.30 役員会　藤井会長宅に於て　出席者　早見､ 藤井､ 小林､ 中島
 　【事　項】1. 14年度予算案　2. 役員改選の件　3. 定期総会期日
 　大正13年度中会員移動　入会者　小島、関口君　退会者　笠原、加藤、池田君
14. 3.31 昨年8月中島氏母堂、死去に付き弔慰金5円送る

世の中の動き �
	 大正13年　中国で第一次国共合作
	 　　 　　皇太子結婚
	 　　 　　明治神宮外苑競技場（現･国立競技場）が竣工

大正14年度（1925年）
14. 4. 1 第４回定期総会　総曲輪記念倶楽部に於て　午後1時より

　【出席者】藤井､ 小林､ 中島､ 宮島､ 山上､ 和記､ 関口､ 今村
　【委任状】羽柴､ 宮本､ 赤祖父
　【議　事】1. 庶務報告　2. 会計報告　3. 予算編成並に決議
　　　　　　　繰越金82円75銭
　　　　　　　収入金240円　会員20名
　　　　　　　支出会議費50円　集金費30円　学会開催費150円　通信費10円
　　　　　　　繰越準備金82円75銭　可決す
　　　　　　4. 会則22条中、役員任期2ケ年とあるを1ケ年に可決す
　　　　　　5.  役員改選の結果投票会長・小林金次､ 副会長（会計兼庶務）・中島清作、

理事･和記見津吉、山下長蔵、宮島忠治（理事3名に推薦状を送る）
　　　　　定時総会終了後、奥田屋に於て懇親会を開催す
　大正14年4月現在会員数（21名）

総曲輸・藤井義人、太田口町・小林金次、西四十物町・坂井茂、石倉町・村井信義、
三番町・宮島忠治、総曲輪・浅岡典常、中町・早見治顯、覚中町・山下長蔵、
五番町・羽柴作蔵、総曲輸・宮本俊治、一番町・今村彦治、袋町・中島清作、
殿町・大島秋知、殿町・和記見津吉、長柄町・赤祖父元吉郎、神通町・杉江一郎、
泉町・志村金太郎、千石町・浦上則政、太田口町・山上昇一、蛯町・関口雄三、
中野町・八反田方　小島平馬

14. 4. 6 県当局に総会の決議事項を届出す
14. 4.17  県知事・岡正雄、富山市長・牧野平五郎両氏より、69聯隊解隊に伴う旅団司令部将校

諸士送別会を来る25日、県会議事堂に於て、施行する旨の案内と出席依頼あり　会費
金3円也

14. 4.21 定期総会の模様並に決議事項を会員全般に回章を以って報告す
14. 4.22 富山市役所兵事係に、藤井・小林両氏が4月25日の送別会に出席の旨届出す
14. 5. 8 臨時役員会　小林宅にて開く　出席者　小林　中島　和記
 宣伝活写案内状の件に就き
14. 5.10 ライオン宣伝部活動試写案内状を出す
 各中小女師学校並に幼稚園、校長・職員、各歯科医、県市学務課とす
14. 5.12  市内総曲輪校に於て午後7時より当会主催市役所社会課後援の衛生宣伝試写す　試写

後祝宴会を開く　6月25日までの間各学校に於て宣伝試写の予定
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14. 5.22  石塚三郎代議士（新潟市歯科医師）北陸憲政大会出席のため、当市に来訪せらる　会
員藤井義人氏、代議士野村嘉六氏の紹介にて面会せられたる

14. 6.23 中島氏宅にて、役員会を開催
　【出席者】小林、和記、山下、宮島、会員・村井氏
　【事　項】ライオン宣伝部各学校割並に要する経費決議す　金50円也　全経費
　　　　　　内　広告費15円　客膳10円　小使御礼10円　各学校職員御礼15円

14. 7. 1 桜木町奥田屋に於て、午後7時よりライオン清水・井上両氏の慰労会を開催す
 会費5円　出席者　小林　村井　早見　和記　宮島　今村　中島　山下
14. 8. 6 役員会　午後7時　小林　中島　臨時総会開催に付き決議す

　1. 小林会長辞職申出の件　2. 小学児童口腔検査方法の件
14. 8. 9  臨時総会　記念倶楽部に於て午後4時より　出席会員12名　白幡課長臨席さる
 小林会長辞職申出､ 中島役員同辞職申出、何れも課長説得説通り留任することになる
 小学児童口腔検査方法は時局の都合上決議せられず
14.12. 4 田谷寿夫入会する（市内常盤町・平井茂方）
14.12.21 桜木町奥田屋に於て　午後5時より忘年会開催　出席会員11名

藤井　坂井　村井　宮島　宮本　小林　和記　山下　関口　中島　志村
会員親睦の目的を以って市歯科医師会積立金をなすこと、金額月5円とす

15. 3.16 役員会　桜木町洲崎屋に於て　午後7時から10時迄
　【出席者】小林金次、山下長蔵、宮島忠治、和記見津吉､ 中島清作
　【協議事項】1. 定期総会　場所日時予算　4月11日午後3時より奥田屋
　　　　　　　2. 予算　収入部　　会費　252円　会員21名　雑収入　繰越金
　　　　　　　　　　　支出部　　会議費60円、集会費30円、学会補助費30円、
　　　　　　　　　　　　　　　　通信費10円、雑費40円、予備費　繰越金入り

15. 3.17 新歯科医師会令発布に付き役員会を取消す

世の中の動き �
 大正14年　普通選挙法成立　治安維持法公布　東京・山手線環状運転開始

大正15年度（1926年）
15. 4.11 定期総会開催　桜木町奥田屋に於て　午後３時より
 　【出席会員】12名
 　【予　算】収入252円　会費　会員21名　雑収入　繰越金
 　【支　出】会議費60円　集会費30円　学会補助費30円　通信費10円　雑費40円
 　　　　　　予備費繰越金入れ
 解散となるも、会費引き続き集金することとす
 県歯会設立後支部或は市歯会の名称の元に創立することとす
 7時より桜木町奥田屋に於て懇親会開催す
 　【出席者】 藤井　坂井　山下　宮島　杉江　今村　関口　中島　村井　和記　山上

上田　田谷　宮本　浅岡　早見　志村
15. 4.30 会員羽柴作蔵君、病気に付本会より中島清作を代表せしめ、見舞せり
15. 5. 2 富山市歯科医師会長小林金次宅に税務署より問合せあり
 臨時総会　記念倶楽部に於て　午後7時より開催　出席者18名

　1. 市各会員所得高
　2. 総収入による会員の順位
　3. 患者多少によらざる理由（所得の）
　4. 技工師・助手給料支払高
　5. 現況収入の著しき差異を生じたる者、其の理由詳記
　 以上、協議の結果、極力歯科医業の現況を説明して公平なる決定をなさるる様、運

動する事として、小林金次、中島清作に委任することにする



30 通史

15. 5. 6  会員三羽邦定氏尊父死去に付き、副会長中島清作代表して慰問並に香典2円50銭県と
協同して送る

15. 5.13 会員羽柴作蔵君午後6時逝去せらる
 会則により金15円支出　花輪1基と金15円の弔慰金を支出
15. 9. 2 役員会　中島宅
 　【出席者】小林金次、中島清作、宮島忠治
 　【委任状】山下長蔵
 来る17日臨時総会の打合せ並に同費用を会計簿記入の件可決せり
15. 9.14 臨時総会の案内を回章を以って報告す
15. 9.17 臨時総会　総曲輸徳風会館に於て　午後1時より
 　【議事項】
 　1. 本会解散の件　全会員承認
 　1. 庶務報告　全会員承認
 　1. 収支決算報告　全会員承認
 　1. 本会財産権利処分の件　可決
 　　帳簿2冊と書箱2ケは正副会長に於いて10年間保存すること全員可決
 　1. 清算人選定の件前正副会長に於いてなす事に全員可決確定
 　全会員　24名
 　出席者　18名
 　 藤井、村井、早見、宮本、小林、宮島、山下、今村、和記、赤祖父、杉江、志村、山上、

関口、上田、田谷、三羽、中島
 　小林議長閉会を宣す　時に5時
 　緊急議題として　村井　今村　赤祖父　宮島提出　
 　　 役員表賞の件　小林議長　藤井義人氏に席を譲り表決せるに結局表賞することと

して委員3名宮本　赤祖父　今村3氏に其方法を一任することに可決確定　時に6
時半

 　石倉町　村井楼に於て閉会式並に懇親会を開催せり

世の中の動き �
	 大正15年　日本航空、初の海外定期航空便、大阪・大連間を開業
	 　　 　　東京・名古屋・大阪の３局を統合し、日本放送協会（NHK）を設立
	 　　 　　大正天皇崩御（47歳）（皇太子裕仁親王踐祚し昭和と改元）
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昭和初期の富山市歯科医師会

左より杉江玄照、坪田忠一、松能喜久次先生

白山塾道場にて“みそぎ”中の歯科医師たち（昭和8年）
富山県30名、石川県36名、福井県36名

東歯同窓会（昭和16年頃）

日歯同窓会（高岡梅松園、昭和12年5月15日）

富山県学校歯科医会設立（昭和7年）
（後列左から）浦野與四郎　今村彦治　松田外二　坪田忠一　吉田理吉
（中列左から）神島俊一郎　島田余三男　上田薫
（前列左から）小林金次　鷹島慶二　森田孝純　森重治　牧野昶

日本赤十字社富山支部における歯科医学大会

昭和17〜18年頃 富山県歯科医師会館前にて

松能喜久次先生の診療所
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歯科医政お国巡り（34）富山県の巻
昭和19年 日本歯科評論（40）より

庶務記録より 昭和20年8月の記述

昭和18年1月5日 北日本新聞より

昭和13年6月4日 富山日報より

昭和3年 昭和8年 昭和10年 昭和16年
むし歯予防デー ポスター

昭和3年6月5日 富山新報より

軍事色が漂っている手書きポスター
昭和15 〜 16年
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昭和5年度（1930年）
5. 5.10 富山市、上新川郡、婦負郡を区域とする富山市歯科医師会設立に関する委員
 藤井義人、早見治顯、杉江玄照、宮島忠治、中島清作、村井信義、坪田忠一、
 城生越 義、小林金次、宮本俊治、山下長蔵
5. 5.15 設立総会開催 富山商工会議所に於て　午前10時より
 　【附議事項】1. 富山市歯科医師会会則　2. 設立費用の負担方法
 　　　　　　　3. 第1回総会に於ける仮役員選挙の件
 　同日設立代表者藤井義人より設立の件申請せるに、知事より認可あり
 第1回総会開催
 　【協議事項】
 　設立委員長・藤井義人　議長・藤井義人　署名委員・宮島忠治、城生越 義
 　1. 役員選挙の件
 　　　会長・宮本俊治、副会長、坪田忠一、理事・中島清作、今村彦治、浦上則政
 　2. 昭和5年度収入支出予算案　3. 会費徴収方法等の件
 　4. 富山市歯科医師会業務規定案
 　会員数36名（5月15日現在）　仮会長・藤井義人
 　【出席者】 山上昇一、城生越 義、藤井義人、小林金次、平井喜美、分田シゲ、
 　 　　　　坪田忠一、浅岡典常、早見治顯、宮島忠治、岡村重太郎、織田ミドリ、
 　 　　　　高田喜作、浦上則政、今村彦治、坂井　茂、三羽邦定、村井信義、
 　 　　　　和記見津吉、宮本俊治、以上20名
 　【委任状】 中島清作、島田余三男、杉江玄照、松浦三郎、山下長蔵、松能喜久次、
 　 　　　　長口　緑、佐渡喜一郎、石黒彰彦、以上9名
5. 5.22 業務規定の許可あり
5. 5.24 医制調査委員会　宮本会長宅に於て、午後8時より
 　【出席者】坪田、松浦、今村、浦上、宮本
 　【協議題】1. 料金規定厳守方策如何　2. 料金規定額中改正すべき所なきや否や
5. 6. 4 ムシ歯予防デー
5. 6. 5 医制調査委員会開催　宮本会長宅に於て　午後8時より
 　【出席者】宮本、藤井、坪田、浦上、今村、杉江、早見、中島、小林
 　【協議題】料金規定額中改正すべきところありと認むるも如何　結局　現状維持
5. 6.20 会員に規定励行声明書発送
5. 7.31 役員会開催　宮本会長宅に於て　午後7時から　（8.16、9.7、9.30、10.2）
5.10. 7 臨時総会開催　富山商工会議所に於て　午後１時40分より
 　【協議題】1. 本会会則、理事3人を4人とす　結局　分田シゲ、島田余三男、任命
 　　　　　　2. 役員増員規定案承認を求むる　可決
 　　　　　　3. 役員出張旅費支給、可決　　可決
 　　　　　　4. 本会会員制裁に関する件、可決
 　　　　　　会員数38名中、22名出席　委任状10名　総会後、東洋軒で懇親会
5.11.24 役員会開催　宮本会長宅に於て　午後7時より
 　◦調査事項に付き　◦中塚音次郎、入会届
6. 2.21 役員会開催　宮本会長宅に於て　午後7時より
 　◦調査事項につき協議す
 　【出席者】中島、浦上、分田、島田、坪田、宮本
6. 3.20 植田　実入会（富山市藤井町開業）
6. 3.24  役員会開催　稲荷鉱泉に於て　午後6時より　調査委員（3名）の慰労を兼ねて　4月1日

の総会提出議案に付き
 　【出席者】　 藤井義人、早見治顯、杉江玄照、今村彦治、分田シゲ、島田余三男、
 　　　　　　宮本俊治、坪田忠一

世の中の動き �
	 昭和５年　金の輸出解禁　		 	 浅間山大爆発
	 　　　　　第1回サッカーワールドカップ　	 紙芝居に「黄金バット」登場
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昭和6年度（1931年）
6. 4. 1 第2回定期総会開催　富山商工会議所に於て　午後1時より
 　【議　案】
 　1. 昭和5年本会設立費決算承認の件　　承認す
 　2. 昭和5年度会務並び財産報告　　　　可決
 　3. 昭和6年度収入支出予算案　　　　　可決
 　4. ムシ歯予防デーの実行方法の件　　 可決
 　【出席者】
 　　 小林、藤井、村井、山下、松能、岡村、片桐、島田、佐渡、大島、和記、宮島、
 　　宮本、分田、早見、今村、杉江、浦上、織田、赤祖父、浅岡、坪田、松浦
6. 4. 5 県知事宛に総会決議事項報告
6. 5.10 役員会開催　宮本会長宅に於て　午後７時から
 　◦ムシ歯予防デーについて
6. 6. 4 ムシ歯予防デー
 自動車18円、菓子12円、折詰7.5円、ビラ１万枚、学校用ビラ1万5千枚
 6月下旬仏教会堂に於て、竹内氏の講演会を開く
6. 7.11 役員会開催　宮本会長宅に於て　午後7時より
 　◦医制調査問題について
6. 8.10 役員会開催　宮本会長宅に於て　午後7時より
 　◦医制調査問題について
6.10.13 役員会開催　宮本会長宅に於て　午後7時より
 　◦医制調査問題について
6.12.25 役員会開催　宮本会長宅に於て　午後7時より
 　◦医制調査問題について
7. 3.25 役員会開催　宮本会長宅に於て　午後7時より
 　◦総会に附議すべき議案につき

世の中の動き �
	 昭和６年　羽田に国際飛行場開設
	 　　　　　満州事変勃発
	 　　　　　金輸出再禁止
	 　　　　　電気かみそり、チューインガム、高級ロシアチョコレートなどの新商品

昭和5年10月1日現在の人口と歯科医師数
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昭和7年度（1932年）
7. 4.14 第3回定期総会開催　仏教会堂に於て　午後7時より
 　【出席会員】
 　24名　外に委任状提出15名　来賓　平山衛生課長殿
 　【議　事】
 　1. 昭和5年度収入支出決算案　　　可決承認
 　2. 昭和7年度収入支出予算案　　　可決承認
 　3. 昭和6年度会務並に財産報告　　可決承認
 　4. 役員改選の件
 　　 無記名投票となすに決し、会長・早見治顯、副会長・坪田忠一、
 　　理事・浦上則政、杉江玄照、分田シゲ、赤祖父三郎、島田余三男に決定する
 　　宮本会長在任中及辞任の挨拶をなせり
7. 4.15 金沢市に開会中の産業と観光の博覧会参観旅行実施（親睦・慰安を兼ね）
7. 5.29 役員会開催　仏教会堂に於て
 役員事務分担委任の指名したる後、審議す
 　【協議事項】
 　1. 医制調査方針に就いて　時節柄多大の関心を以て之に当り厳守と督励すること
 　2. 材料建値発表に就いて　主として杉江氏、之に当り適時適当調査発表すること
 　3. ムシ歯予防デー施設に就いて　予算に準じ昨年同様とし、ビラ文案を審議する
7. 6. 2 全会員に対し規定料金厳守を督励し、ムシ歯予防デー施設に協力を乞う旨の通を発す
7. 6. 4 ムシ歯予防デー
7. 6.10 全会員に第1回歯科主要材料建値発表
7. 6.30 全会員に第2回歯科主要材料建値発表
7. 7.24 役員会第2回開催　北越館に於て　午後7時より
 　【出席者】
 　早見会長、杉江、浦上、赤祖父、島田各理事
 　【審議事項】
 　1. 県歯科医師会総会に対する本会の態度
 　2.  在京富山県歯科学生達の富山市に於て、開催する歯科衛生に関する講演、劇、映

画の会に本会より補助金交付に関する件
 　3. 所得税額減損控除陳情の件
 　4. 料金表一部臨時値上げの件
 　5. 違反者検挙方針
7.12.15 役員会開催　村井樓に於て　午後7時より
 　【審議事項】
 　1. 規定厳守状況調査
 　2. 非医取締法並に技工士名簿作成の件
 　3. 現下時局に鑑み、卑金属代用金の回収等につき協議
8. 3. 1 役員会開催　早見会長宅に於て　午後7時から
 　【審議事項】
 　来るべき総会に提案諸件、特に予算案につき精査　其の他意見の交換をなしたり

世の中の動き �
	 昭和７年　桜田門事件
	 　　　　　満州国建国宣言
	 　　　　　五・一五事件
	 	　　　　　「のらくろ上等兵」出版	
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昭和8年度（1933年）
8. 4. 1 第4回定期総会　奥田屋に於て　午後2時より
 　【議　案】
 　1. 昭和6年度収支決算に付、承認を求むるの件　承認
 　2. 昭和7年度会務報告　可決
 　3. 北陸医学会に関する件　役員会へ委任
 　4. 昭和8年度収支予算案　可決
 　5. 副会長（坪田忠一氏）辞任申出に付、その承認の可否
 　　　　可とすれば補欠選挙　　　不可とす
 　　理事（杉江玄照氏）辞任申出に付、その承認の可否
 　　　　可とすれば補欠選挙　　　承認す補欠者は役員会へ委任
 　6. 県歯科医師会医制調査委員会委員選挙の件
 　　　　連記投票を以て小泉直久、小林金次、山﨑安三の三氏当選す
 　7. その他　 富山市立学校歯科医並に富山県立師範学校、女子師範学校歯科医に関し、

その人選上等につき質疑応答ありたり
8. 4.23  日本赤十字社富山支部樓上に於て、松風陶歯会社より歯科用材料品を出陳展覧に供したり
8. 5. 2 役員会開催　日本赤十字社富山支部樓上に於て　午後7時より
 　【議　題】1.  会員浦上則政より会則第11条に依り申告せられたるにつき、その処置

方法に付県歯科医師会へ一切を移管することとす
 　　　　　　2. 理事補欠に付　総会委任事項　松能喜久次を選任す
8. 5.25 役員会開催　日本赤十字社富山支部樓上に於て　午後7時より
 　【議　題】 ◦ムシ歯予防デー施設計画に付
 　本会は施設をなさずして、前年通り富山市内会員に協同施設をなさしむることとする
8. 6. 4 ムシ歯予防デー
8. 7.13 役員会開催　日本赤十字社富山支部樓上に於て　午後7時より
 　【議　題】
 　1. 医制調査につき
 　2.  浦上則政より申告の会則第11条に関する事項は5月8日浦上則政と小泉直久との間

に和解成立したる旨、県歯科医師会より通知ありたるに依り之に対する本会の処
置方法　和解成立したる旨、全会員に通報することとす

8. 7.25 役員会開催（県歯科医師会役員会と協同にて開会す）　日本赤十字社富山支部 
 樓上に於て　午後７時より
 　【議　題】1. 北陸医学会役員、準備委員選定に付（総会委任事項）
 　　　　　　　 早見会長を副準備委員長とすること　他の役員及び委員は県歯科医師

会長と早見会長と協議決定せらるべしと委任す
8.10.15 北陸医学会開催　富山薬学専門学校に於て　開催に対し本会も参画す
9. 3. 1 役員会開催　奥田屋に於て　午後6時より
 【協議題】
 　1. 昭和9年度事業に付　　　前年度同様とすること
 　2. 昭和9年度会費に付　　　前年度同様とすること
 　3. 昭和7年度収支決算に付
 　4. 昭和9年度収支予算案
 　　前年度繰越金を維持するに努め可成節約を計るを旨とし、会長は案を作成せらるべし
 　5. 会則改正案
 　　県歯科医師会との連絡協調上、改正会則を本拠として立案することとす
 　6. 会員業務規定改正案　会則改正案と同様の処理とす

世の中の動き �
	 昭和８年　日本、国際連盟脱退を通告
	 　　　　　大卒初任給（50円）の時代
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昭和9年度（1934年）
9. 4.18 役員会開催　会長　早見宅に於て　午後7時より
 　【議　題】
 　1. 第5回定期総会へ提出の議案書審議並に決議
 　2. 総会開会の遅延したる事に付、承認
9. 4.24 陳情書提出
 　◦ 歯科医師の所得税課税標準額並に業体別決定標準率の減額減率方に付、県歯科医

師会と連署陳情書を富山税務署長へ提出す
 　　（村井県歯科医師会会長と同道し、署長と懇談せり）
9. 4.29 第5回定期総会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後3時より
 　【議　案】
 　1. 昭和7年度収支決算に付承認を求むるの件 承認
 　2. 昭和8年会務状況並に財産報告の件 可決
 　3. 会則改正案 可決
 　4. 会員業務規定改正案 可決
 　5. 昭和9年度収支予算案 可決
 　6. 役員選挙の件（任期満了）
 　　会長・中島清作氏、副会長・佐渡喜一郎氏
9. 5.12 会長と副会長協議して理事を決定
 　理事・杉江玄照氏、分田シゲ氏、岡崎　仁氏、山﨑安三氏、永森　収氏
 　（但し、会計庶務は中島司ること）
9. 5.30 ムシ歯予防デーの通知と共理事の決定を通報す
9. 6. 4 主催　市歯科医師会　　後援　富山警察署　富山市役所教育課
 児童数　13,000名、幼稚園児を加入
 第7回ムシ歯予防デー
 　1. 宣伝ビラ14,000枚
 　　県内各学校に分配する
 　2. 宣伝ビラ10,000枚（市内撒布）
 　　自動車5台、トラック1台
 　　警察署より6名応援
 　3. 飛行機宣伝（中止）
 　4. 各会員無料相談（当日限り）
 　5. 学校歯科医に当日の講演の申込の折は、勉めて講演なさることの様進言
 　6. 市営自動車に宣伝用幕を貼付すること
 　7. 立札宣伝の追加依頼
9. 9.21 日本赤十字社富山支店樓上に於て、金の分析法の実演申込
 全員に利益あるものと認め、開催する
9.12. 1  富山市役所教育課より八人町小学校の歯科嘱託医補充方申し込みしたるを他に嘱託を

持たず、而も開業順に古きを以て推薦する

世の中の動き �
	 昭和９年　室戸台風
	 　　　　　ワシントン条約の破棄通告
	 　　　　　帝人事件
	 　　　　　米大リーグ・オールスターチーム（ベーブ・ルースら）来日
	 　　　　　初のプロ野球球団「大東京野球倶楽部」（巨人軍の前身）結成
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昭和10年度（1935年）
10. 4. 8 役員会開催　中島会長宅に於て　午後7時より
 　【出席者】 役員全員　 【議　題】◦総会の提出議案及び学校歯科医問題について
10. 4.21 第６回定期総会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後1時より
 　【出席者】 15名、委任出席8名
 　【議案】
 　1. 昭和８年度決算承認の件　承認　　2. 昭和9年度庶務財産報告　修正可決
 　3. 昭和10年度予算案　修正可決　　　4. 会費徴収規定案　修正可決
 　　会費徴収案内容　　原案　　　市外会員よりは会費徴収せず
 　　　　　　　　　　　修正案　　市外会員より半額の2円50銭徴収すること
 　5. 学校歯科医協議事項の解決
 　　① 今日迄の学校歯科嘱託医は自発的に辞職する迄、年期及交代の約束は本総会に

於て之をせざる事に解決する
 　　② 約束に基き、自発的に辞職する方は勉めて適当なる推薦法を以て次の会員を推

薦すること
 　　③嘱託希望者を聞き、欠員の生じたる場合は勉めて公平適正に之を推薦すること
 　　④推薦の方法は総て他の嘱託を持たず校下より選出し、開業の順位を以てす
 　　⑤推薦の方法及び年期等は総て時の会長に一任することに可決す
10. 6. 4 ムシ歯予防デー　　◦雨天につき、市内自動車宣伝中止（宣伝ビラ保存）
 　　　　　　　　　◦全会員歯科相談を実施　◦各学校ヘセロファン配布
 　　　　　　　　　◦会員講演依頼
10. 8. 9 サンプラ講演会を開催す　日本赤十字社富山支部に於て　午後6時より
10.10.15 聯隊橋千歳に於て、会員懇親会開催す　【出席者】 24名
10.12.15 会員学術研究懇談会開催　日本赤十字社富山支部に於て、午後7時より
10.12.25 役員会開催　総曲輪「きらく」に於て　午後6時より　【議　題】 総会議案について
11. 1. 5 第7回定期総会開催　北越館に於て　午後6時より
 　【出席者】 24名、委任3名
 　【議　案】　
 　1. 昭和9年度決算承認の件 可決承認
 　2. 昭和9年度会務報告 異議なく承認
 　3. 昭和11年度予算案 異議なく可決承認
 　4. 財産報告 承認
 　5. 役員改選の件 承認
 　　小林金次氏の動議により詮衡委員設置
 　　委員5名に正副会長を加うるに可決
 　【委　員】今村、永森、赤祖父、山下、宮島、正会長・中島、副会長・佐渡
 　【詮衡会の結果】 正会長・小林金次氏、副会長・浦上則政氏　可決確定す
 　 　　　　　　　理事は正副会長合議で決定　理事・赤祖父三郎氏（会計）
 　 　　　　　　　金森保芳氏、永森　収氏、今村彦治氏、三羽邦定氏
 　6. その他　昭和10年中会員異動状況
 　【新入会員】  奥平ユキヱ 富山市八人町41  5月11日開業
    竹林　正俊 富山市石倉町1   11月8日開業
 　【退　会】 高須賀美一 元富山市八人町41  2月頃県外退出
    谷口ミドリ 元上新川郡堀川町西中野町 4月9日廃業 
11. 3.11 協議会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後8時より
  富山県歯科医師会と富山市歯科医師会と共同の上会館設立に付意見交換

世の中の動き �
	 昭和10年　貴族院で美濃部達吉博士の「天皇機関説」を攻撃　　大阪野球倶楽部結成
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昭和11年度（1936年）
11. 4.21 懇親会開催　呉泉閣（呉羽山麓）に於て　午後7時より 【出席会員】　17名
11. 5.29 役員会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後8時より　　全役員出席
 　◦齲歯予防デー設置計画に付
11. 6. 4 齲歯予防デー
 　1. 市内小学校へセロファン配布　2,500枚 2. 11新聞へ写真版広告
 　3. 電鉄乗合自動車に「デー幕」  4. 自動車隊（6台）宣伝
11. 6. 4 学術研究会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後7時より
 大日本歯科技術研究所特派員に依り「ウヰプラB」の使用法実演を見学す
11.10. 8 役員会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後7時より
 　【出席者】小林会長、浦上副会長、永森、金森、三羽、赤祖父各理事
 　【議　題】
 　1. 富山県歯科医師会館設立費へ寄附金の件　　　2. 寄附金額借入の件
 　3. 臨時総会開会の件　　　4. 本会会費徴収規定中改正の件
11.10.13 臨時総会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後8時より
 　【出席会員】（総数43人）　【出席者】10名　　委任状提出18名
 　【議　題】
 　1. 富山県歯科医師会館設立費寄附金の件　金500円可決
 　2. 借入金の件
 　　借入額を500円とし借入先、利率、期間等は会長一任として可決
 　3. 会費徴収規定中改正の件
 　　市内会員 5円を7円に　　　　　  改正可決
 　　郡部会員 2円50銭を３円50銭に　 改正可決
11.11. 1 学術研究会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後1時より
 　◦本田製作所・本田小四郎氏の歯科用レントゲン
 　◦中島製作所・小尾基明氏の長短波治療機に付講演並に実験ありたり
11.12.10 許可指令受付
 　富山県歯科医師会館設立費へ寄附金500円の借入金の件は、本日富山県知事から許可
12. 1. 8 役員会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後8時より
 　【出席者】小林会長、浦上副会長、永森、金森、今村、三羽各理事
 　【議　題】
 　1. 昭和10年度収支決算
 　2. 会務状況報告
 　3. 昭和12年度収支予算案
 　4. 昭和12年度齲歯予防デー計画に付
 　5. 定期総会開会期日を富山県歯科師会館落成式挙行当日としては如何
 　6. 歯科用材料購買につき
12. 1.24 第8回定期総会開催　日本赤十字社富山支部に於て　午後2時30分より
 　【議　題】
 　1. 昭和10年度収支決算 承認
 　2. 昭和11年度会務報告 議決
 　3. 昭和12年度収支予算案 承認
 　　 総会終了後午後4時より県歯科医師会、富山市歯科医師会会館落成式に参列し、

総会懇親会に替り祝賀会を開催す

世の中の動き �
	 昭和11年　二・二六事件　　西安事件
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昭和12年度（1937年）
12. 4.13 観桜会開催　呉泉閣（呉羽山麓）に於て　午後6時より　　【出席者】20名
12. 5. 7 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【議　題】◦齲歯予防デー施設計画に付
12. 6. 4 齲歯予防デー
 　1. 富山市内小学校、女子附属小学校、幼椎園へ宣伝ビラ合計1万5千枚配布
 　2. 市内電車、バス、電鉄電車用としてセロファン250枚
 　3. 街路横断字幕、大小幕宣伝
12. 6.22 学術研究会開催　県歯科医師会館に於て　午後7時より
 大竹アタチメント及パラヂュームS（松風陶歯より）に付講演並に実演を為さしむ
12. 7. 3 村井信義氏逝去せらる
12. 9.10 応召会員歓送会　歯科医師会館に於て　午後8時から
 会員、浦上則政、岡崎　仁、小泉直久、9月13日応召入隊せらるるにつき、祝宴会を開催す
 浦上則政氏　10月2日出征（北支派遣）  岡崎　仁　10月5日出征（北支派遣）
12.10.10 学術研究会開催　歯科医師会館に於て　午後7時より
 　【講　師】三金歯科金属合名会社　中川夏樹氏
 　1. 特製サンプラチナに関する技工操作
 　2. 三金式無縫冠調製器使用実示
 　3. サンプラチナ圧印義歯床、クラウンブリッヂ製作工程映画
 　【講　師】グリンゴールド研究所　西田茂雄氏
 　1. 低カラット金（レッドゴールド、グリンゴールド）の特長及性能
 　2. リファインメタルの特長及性能
 　3. 金鑞の製法の特長及性能に付講演及実演を求む
12.12.21 役員会開催　県歯科医師会館に於て　午後6時より
 　【出　席】小林会長、今村、三羽、永森、赤祖父各理事
 　【議　題】
 　1. 昭和11年度収入支出決算
 　2. 会務状況報告
 　3. 昭和13年度収入支出予算案
 　4. 総会開催日時場所（2月1日県歯科医師会館に於て）
 　5. 定期総会懇親会に付（時局柄簡素を旨とし会館に於て催すこと）
 　6. 応召会員慰問に付（応召会員の家族を慰問すること）
 　7. 支那事変戦傷病将士慰問
13. 2. 1 第9回定期総会開催　歯科医師会館に於て　午後3時40分より
 　【議　題】
 　1. 昭和11年度収支決算 承認  2. 昭和12年度会務報告　 可決
 　3. 昭和13年度収支予算案 修正可決 4. 役員選挙の件（改選）
 　　会長　佐渡喜一郎、副会長　赤祖父三郎、理事は会長、副会長に於て選定
 　　理事　金森保芳（会計）、今村彦治、永森　収、松浦三郎、岡田信次
13. 3.18 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後9時より
 　【出席役員】佐渡会長、今村、金森、永森、岡田各理事
 　【協議題】◦歯科助手養成所開設に関する件

世の中の動き �
	 昭和12年　第２次上海事変　　南京占領
	 　　 　　後楽園球場開場	
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昭和13年度（1938年）
13. 5.17 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【出　席】全役員
 　【協議事項】◦齲歯予防デー施設計画に付（前回通施行のこと）
13. 6. 4 齲歯予防デー
 　1. 西町交叉点に街路横断幕
 　　富山警察署、駅前日の丸ホテル、立町、品川バス館に下げ幕
 　2. 市内小学校、幼稚園へ宣伝ビラ20,700枚配布
13. 9. 8 歓送会
 会員竹林正俊氏応召、10日入営に付歓送会を午後8時より県歯科医師会館に於て開催す
 　【出　席】23名
13. 9.11 国民健康保険の対策に関する集会を午後8時より歯科医師会館に於て開催す
13.10. 1 〜 5 富山市当局よりの申込に依り防空演習に参加することとなる
13.10. 9  医療関係者職業能力申告会に依る申告書記載上に付県衛生課より平山課長、亀田衛生

係、富山署から藤野警部の臨席を求め、指示を仰ぎたり
14. 1.10 会員高橋　忍氏騎兵第9聯隊（第1中隊第7班）へ入隊せられ、本会より餞別金5円贈呈す
14. 1.19 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【出席役員】
 　佐渡会長、赤祖父副会長、金森、永森、松浦、岡田各理事
 　【議　題】
 　1. 昭和12年度収支決算
 　2. 昭和13年会務報告
 　3. 歯科助手養成所に関する件（1年延期とす）
 　4. 昭和14年度収支予算案
14. 1.23 会員坂井　茂午後6時逝去せらる
 弔慰として花輪一基と金5円贈る
14. 1.27 富山陸軍病院傷兵慰問として箱付無地銀屏風6曲一双新調して本日納付したり
 　（総額111円36銭の内本会から金30円、残額は県歯科医師会より支出す）
14. 2. 1 第10回定期総会開催　歯科医師会館に於て　午後3時から
 　【出席会員】21名　委任状提出5名
 　【来　賓】富山市衛生課長・山田秀石氏
 　【議　題】
 　1. 昭和12年度収支決算 承認
 　2. 昭和13年会務報告　 議決
 　3. 昭和14年度収支予算案　 承認
 　　終了後、北越館に於て懇親会
14. 2.19 歯科医師会館に於て、午後5時から応召会員浦上則政、小泉直久帰還せられたる
 に対し歓迎会を開催す
 　【会　費】金50銭　【出席会員】16名

世の中の動き �
	 昭和13年　国家総動員法公布
	 　　 　　近衛首相、東亜新秩序建設を声明
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昭和14年度（1939年）
14. 4.20 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後9時より
 　【出席役員】佐渡会長、赤祖父副会長、金森、今村、永森、松浦、岡田各理事
 　【議　題】
 　1. 齲歯予防デー施設（前回通りの予定とす）
 　2. 応召会員慰問方法
 　　 出征せられたる岡崎氏、竹林氏方へは金5圓、高橋氏へは金3圓の予定にて之をな

すこと
 　3. 歯科医学会開催について
 　　県歯科医師会分の委託に依り、本会は之を実行すべきや否や
14. 5. 4 齲歯予防デー
 　小学校、幼稚園ヘビラを配布す（22,400枚作成）
 　　尚、ライオン歯磨口腔衛生部寄贈のリーフレット20,000も小学校、幼稚園へ配布
14. 6.18 日本歯科商社冶金部、杉山史氏の講演及実示　歯科医師会館に於て　午後6時より
14. 7.15 防毒講習会開催
 富山薬学専門学校村上講師外1氏を招聘して空襲に対処の防毒法等の講演を求めたり
14. 8. 1 北陸歯科医学会開催　富山電気ビルデイングに於て　午後1時より
 県歯科医師会と協力し
 　【講　師】日本歯科医学専門学校教授　山崎　清、ライオン細菌研究所　藤正政人
14.12.25  岡崎　仁氏、中川　武氏凱旋皈郷せられたるに依り歓迎並慰労会を県歯科医師会館に

於て、午後8時より開催す
 両氏共に12月24日除隊せられたり
15. 1.20 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【出　席】佐渡会長、赤祖父副会長、金森、永森、松浦、岡田各理事
 　【議　題】
 　1. 昭和13年度収支決算に付　　2. 昭和14年会務報告
 　3. 昭和15年度収支予算案　　　4.役員改選の件
15. 2. 1 第11回定期総会開催　県歯科医師会館に於て　午後3時10分より
 　【附議事項】
 　1. 昭和13年度収支決算　　　　承認　　　2. 昭和14年会務報告
 　3. 昭和15年度収支予算案　　　承認　　　4. 役員改選の件
 　　 役員選挙は5名の詮衡委員に依り会長・副会長を選挙し、理事は、会長・副会長

に選任を委任す
 　　会長　浦上則政、副会長　今村彦治、理事・金森保芳（会計）、松浦三郎、
 　　山﨑安三、岡崎　仁、岡田信次
 　【来　賓】富山市衛生課長・山田秀石　【懇親会】海老亭に於て　【出席会員】22人
15. 2.20 役員会開催　県歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【出席者】　浦上会長、今村副会長、金森、松浦、山﨑、岡崎各理事
 　【議　題】
 　1. 会務執行上に付
 　2. 昭和15年度事業、其他施行計画

世の中の動き �
	 昭和14年　ノモンハン事件勃発
	 　　 　　第2次世界大戦勃発
	 　　 　　招魂社を靖国神社と改称
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昭和15年度（1940年）
15. 4. 5 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後8時から
 　【出席者】浦上会長、今村副会長、金森、松浦、山﨑、岡崎、岡田各理事
 　【協議事項】 齲歯予防デー施設に付　1. パンフレット　2. セロファン　3. 映画会　

5月2日より8日迄の1週間ライオン歯磨口腔衛生部所有「国民体力戦」4
巻上映す（文化劇場等にて）　4. 模型陳列

15. 5.11  学術研究会開催　歯科医師会館に於て　午後8時30分から
 藤井義人氏より「軍隊の歯科衛生」
15. 6. 4 齲 歯予防デー　1. パンフレット3,650枚を市内会員に配布　2. セロファン200枚を市電、

バス等に利用　3. 模型陳列　宮市大丸の装飾窓に齲蝕歯牙の模型を陳列
15. 7.26 学術研究会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【講　師】九州歯科医学士・太田信良　新義歯床材料オノギンに就いて
 　【講　師】医学博士　三好　泰 歯槽膿漏治療の根本
15. 7.20 協議会開催　歯科医師会館に於て　午後8時30分より
 　◦ 木炭の配給に付て、富山市当局より照会の昭和14年度歯科医業用木炭消費数量調

査並に配給方運動に付協議
15. 8. 5 歯科医療用木炭の配給方に付て、市長、森　勇宛陳情書を提出す
15. 9. 2 協議会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分より
 　◦ 富山市当局より歯科医療用木炭9俵（8貫表）配給あり、之が分配方法並に10月上

旬実施の防空訓練に対し防毒救護に参加に付救護班編成方法を協議す
 　◦ 木炭は抽選に依り順位を定め順次分配のこと　救護班編成は会長に委任すること

に決定
15. 9. 5  歯科医療用揮発油の入手不能となりたるに依り浦上、今村正副会長は陳情書を持参し

て、富山警察署へ出頭し配給方特別便宜方交渉せらる　その結果、本会より会長名に
て申請し且配給も本会に於て為すことに交渉成立す

15. 9.18 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【出席者】浦上会長、今村副会長、岡崎、金森、岡田、山﨑各理事
 　◦ 揮発油（9月分）18ガロン券交付せられたるに付其の分配方法並防空訓練救護班

編成付打合　揮発油は1升宛希望者に分配すること　残量は適宜処理し、救護班
は編成す

15.10. 1 〜 5 10月1日より5日迄防空訓練開始せられ、本会は各警察署（管下の救護班に参加）
 東部、南部、西部、北部、中部（歯科医師会館）に各分割担当出動す
15.10.22  講演会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より　満州国立新京市病院歯科部長医学

博士・渡辺　悌氏来富に際し、乞って満州国の歯科衛生等に付講演を受けたり
15.11. 4 協議会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より
 　 ◦体力法に依る歯科管理医（13人）集合し、富山市役所より係員2名出席の上検査

施行上の協議をなす　◦市内4カ所の検査場に付3人宛（総曲輪校場4人）出場する
こととす

15.11. 2 許可申請　◦揮発油購買券交付に関し団体取扱の許可申請を富山県知事宛なしたり
16. 2. 6 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時より
 　【出席者】浦上会長、今村副会長、金森、岡崎、山﨑、松浦各理事
 　【議　題】1. 定期総会への提案事項　　2. 会費増額の件　　3. 其他
16. 2.23 第12回定期総会開催　歯科医師会館に於て　午後3時から
 　【議　題】1. 昭和14年度収支決算　可決　2. 昭和15年会務報告　可決
 　 3. 昭和16年度収支予算案　可決　4. 防空（訓練）救護班に関する件（緊急議題）　

欠勤の場合は代勤者を立てることとす
 　【協議事項】 1. 本会歯科診療標準料金に関する件　2.本会会員公休日に関する件（従

来通り1日、15日を公休日）　
16. 3.23 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時より
 　【出席者】浦上会長、今村副会長、松浦、岡崎、岡田、山﨑各理事
 　【議　題】◦富山県主催結核予防衛生展覧会への出品物に付

世の中の動き �
	 昭和15年　日独伊三国同盟調印　　野球での英語使用禁止
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昭和16年度（1941年）
16. 4. 3  役員会開催　県歯科医師会館に於て　午後7時30分より
 　【出席者】浦上会長、今村副会長、岡崎、松浦、金森、山﨑各理事
 　【議　題】◦齲歯予防デー施設計画に付
 　ライオン歯磨口腔衛生部映画班を招聘することとし、他の計画は為さざること
16. 5. 3 役員会開催　県歯科医師会館に於て　午後7時より
 　【出席者】今村副会長、理事全員
 　【議　題】1. 大正製麻工場の歯科検診に付
 　　　　　　2. 富山市立学校の生徒児童等の割引治療に
 　　　　　　　　国民学校、幼稚園児に限り、検診後7月末日迄2割引とすること
16. 5. 9 〜 13 大日本健康報国実践会（ライオン歯磨映画部の改称）の映画会を開催
16. 5.12 役員会開催　海老亭に於て　午後9時より
 　【出席者】今村副会長、理事全員
 　【議　題】◦浦上会長辞任書提出に付、その処理方法に付
 　5月14日、浦上会長辞任翻意につき、5月18日予定の臨時総会は開かぎることとす
16. 6. 1 竹林正俊氏帰還につき歓迎慰労会を開催す
16. 8. 8 学術講演会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分より
 　【講　師】 東京歯科医学専門学校助教授医学博士・末沢和一　細菌学上より観たる

医薬品
16. 8.18 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【出席者】浦上会長、今村副会長、岡崎、岡田、山﨑、松浦各理事
 　【議　題】◦防空（訓練）救護班組織に付
16. 9.21 富山市聯合常会設立　歯科医師会館に於て　午後3時より
 　【出席会員】32名
 　【協議事項】
 　1.  佐渡第1区常会長座長となり、富山市四区域の聯合常会結成の可否を諮り審議の

結果満場一致設立に可決す　然して以下の通り決議す
 　　（1）聯合常会長は富山市歯科医師会を以て充てること
 　　（2）聯合常会は隔月開催のこと
16.10.23 歯科医師会館に於て、午後7時より防空訓練参加活動、慰労座談会を開催す（茶話会）
16.11.16 聯合常会　歯科医師会館に於て　午後3時より
 　◦ 金沢市に於て開会せられたる社会保険歯科医講習会に聴講せられたる今村、金森

両氏より歯槽膿漏、口腔外科、充填につき発表せらる
17. 1.30 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【出席者】 浦上会長、今村副会長、岡崎、岡田、松浦各理事
 　【議　題】定期総会提出議案に付
17. 2. 8 第13回定期総会開催　歯科医師会館に於て　午後2時30分より
 　【議　案】
 　1. 昭和15年度収支決算　承認　2. 昭和16年会務報告　3. 昭和17年度収支予算案　承認
 　4. 役員選挙（改選） 会長　松能喜久次、副会長　松浦三郎、
 　　　　　　　　　　理事　赤祖父三郎、岡崎　仁、阿部清一、岡田信次、金森保芳
17. 3. 2 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後5時より
 　【出席者】　松能会長、松浦副会長、全理事、藤井、佐渡、小林各常会長、今村前副会長
 　【議　題】
 　 1. 市立高女校歯科医推薦の件（永森　収推薦）　2. 盲校歯科医推薦の件（岡田信次

推薦）　3. 今後毎月1日を集会日とし、懇談協議すること

世の中の動き �
	 昭和16年	　小学校を国民学校と改称　　太平洋戦争始まる
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昭和17年度（1942年）
17. 4. 1 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後5時より
 　【出席者】 松能会長、岡田、金森、阿部、赤祖父各理事　藤井、小林、佐渡、中島、

各常会長
 　【協議題】1. ムシ歯予防日施設に付（県歯会の施設に追随することとす）
 　　　　　　2. 会員互助施設に付（審重、熟慮することを申合す）
 　　　　　　3. 応召会員援護施設に付（毎月家族の米代を支出すること）
17. 4. 8 役員会開催　歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【出席者】 松能会長、松浦副会長、赤祖父、岡田、岡崎、金森、藤井、小林、佐渡、

中島
 　【協議題】◦富山市青年学校歯科医推薦の件（松浦三郎推薦）
 　　　　　　　 なお、植田氏応召中の商業校は藤井義人代理することとす　今後、学

校歯科医の補充は　各常会長に於て予め希望者を纒め置き、近接常会
より推薦することに申合せす

17. 7.28 役員会開催　県歯科医師会館に於て　午後8時より
 　【出席者】松能会長、松浦副会長、赤祖父、岡崎、阿部各理事
 　【議　題】◦応召会員の遺家族扶助方法に付（規程立案す）
17. 8.12 役員会開催　県歯科医師会館に於て　午後8時30分より
 　【出席者】松能会長、松浦副会長、赤祖父、岡崎、岡田、阿部各理事
 　【議　題】富山市直轄救護班組織に付
17. 9.22 役員会開催　県歯科医師会館に於て　午後7時より
 　【出席者】役員全員出席
 　【協議事項】
 　1. 昭和17年度会計収支剰余金の処分方法に付　（1）支部への引継金　160円
 　2. 第4回北陸歯科医学会へ寄附　50円　　3. 10月4日聯合常会開会費　100円　
 　4. 10月17日北陸歯科医学会へ出席（懇親会）員へ1人につき5円宛補助すること　200円
 　5. 事務員労慰金　115円
17.10. 4 聯合常会開催　県歯科医師会館に於て　午後4時より
 　【報告事項】1. 昭和17年会務（庶務会計）　2. 昭和16年度歳入歳出決算書　承認
 　　　　　　　3. 9月22日役員会決議事項につき承認を求むる件　承認
17.12.10  歯科医師会館に於て午後7時より富山県歯科医師会設立議員選挙に関する懇談会を催

し、詮衡委員8名を以て藤井義人を指名推薦することに決定
17.12.11  歯科医師会館に於て、午後3時より富山県歯科医師会設立議員選挙を開会（選挙長・

松能喜久次）藤井義人を指名選挙す
17.12.31  本会解散、支部に改組　本県歯科医師会は本日認可せられたるにつき、本会自然解消

となる
  本日より富山市、上新川郡区域を以て組織の富山県歯科医師会富山市支部と改組し、

新発足することとなる
18. 1.17 富山県歯科医師会富山市支部長に浦上則政氏委嘱せらる
18. 1.20  副支部長・山﨑安三、幹事・岡田信次、家城圭一、阿部清一、菅田武雄、米田祐弘委

嘱せらる
18. 1.28 支部常会開催　歯科医師会館に於て　午後8時から
 　【議　題】◦ 2月1日執行の県歯科医師会議員及予備議員選挙に付、其の方法を諮る

に投票選挙を可とすることとなる　尚、投票の時間は午後1時より2時
迄の間にすることに決定

18. 2. 1 選挙会開催　歯科医師会館に於て　午後1時から2時迄
 　【選挙執行者】　支部長　浦上則政、立会人・杉江玄照、本告武人
 　【議　員】◎印当選者　　◎小林金次30票、永森　収15票、浦上則政1票
 　【予備議員】◎今村彦治27票、岡田信次16票、浦上則政、永森　収、佐渡喜一郎各1票

世の中の動き �
	 昭和17年　日本軍マニラを占領　　米軍機Ｂ25東京・名古屋など本土初空襲
	 　　 　　ミッドウェー海戦　
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昭和18年度（1943年）
18. 4. 4 支部長会議に出席す　◦健康保険法改正に付き、説明を聞く
18. 4. 6 支部常会開催　歯科医師会館に於て
 　支部長会議事項を通達す　保険法につき、中島部長より説明を聞く
18. 4.22 揮発券27枚を各隣保常会に配布す。年度末整理のため内12枚無効なり
18. 4.26 富山市救護所設置に付き、市役所に出頭、種々協議をなす
18. 5. 1 木炭配給　木炭150俵配給さる　次のとおり分配す
 第1常会34俵、第2常会53俵、第3常会27俵、第4常会28俵、事務所8俵、計150俵
18. 5. 4 健民運動　5月4日から8日迄、大丸に於て無料相談所設置さる
　 〜 8 本支部より午後1時より4時迄各理事交代にて出張す　山﨑、岡田、家城、菅田、浦上
18. 5. 9 役員及隣保委員会開催　浦上宅に於て
 　役員及委員の参集を求めて揮発、其の他資材の適正配給に付き協議す
18. 8.23 安野屋校に於ける国民学校生徒の体力検査の為め、次の各氏出張さる
 　今村、三羽、田谷、松浦、浦上
18. 8.31 燃料用「アルコール」需用量を県に報告す
18. 9. 5 白山塾に於ける練成会に次の11氏参加せらる
　 〜 8 家城、今村、浦上、岡田、金森、菅田、菅洞、中島、永森、芳尾、米田
18. 9.10 揮発及木炭配給　揮発券を各常会に送付す　木炭50俵配給さる　事務所用9俵
18. 9.19 歯科医師会館に於て、隣保委員会を開催し、健康保険の書類を分配す
18. 9.22  勤労報国隊結成　市役所に出頭し、富山県歯科医師会富山支部医療勤労報国隊結成を

附議す
18. 9.28 奥田校に於ける体力検査に松浦氏出張
18. 9.30 富山市支部医療勤労報告書を市長に提出す
18.10.11 金沢市に於ける北陸三県医学会の通知書を会員に配布す
18.11. 1 練炭の会計調査の為、浦上宅に於て隣保委員会を開催す
18.11.15 県歯科医師会会費後期分納入の通知書を発送す
18.11.24 浦上宅に於て隣保委員会を開き、練炭・揮発油券及薬品の配給をなす
18.12. 5 支部常会開催　料金問題、其の他につき協議をなす
18.12. 6 木炭50俵を分配す。 
18.12.15 五輪会（発会）稲荷湯に於て、五輪会の発会式を行う　【希望者】30名　内出席者23名
18.12.31 歯科医師会館に於て、豆炭の配給をなす
19. 1.23 浦上宅に於て、薬品及脱脂綿券の分配をなす
19. 2.20 歯科医師会館に於て、揮発油を会員に分配す
19. 2.24 富山県国民保険協議会に菅田、浦上2名出席す
19. 3.12 支部長会議開催
 　◦緊急応援救護班の編成の要望あり　5班を編成、各班長に次の5氏を推薦す
 　　金森、永森、中島、赤祖父、岡崎、外に副班長若干名
19. 3.12 役員会開催　浦上宅に於て
 　◦支部常会に提出する決議案、予算案、其の他につき協議をなす
19. 3.20 昭和19年度の業務用の燃料届を市長に提出す
 　木炭　　500俵 …………技工用 煉炭6寸7寸 7,500個 …………暖房用
 　豆炭　　400袋 …………消毒用 脱脂綿券配布す
19. 3.30 浦上支部長、午前10時より市役所に於ける防空連絡協議会に出席　午後1時より
 歯科医師会館に於ける支部長会議に出席

世の中の動き �
	 昭和18年　東京神宮外苑競技場で学徒出陣壮行会　　各地で防空壕が掘られた
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昭和19年度（1944年）
19. 4.16 軍人援護強化運動の通知事項を各々隣保委員に通知す
19. 5.14 支部常会開催　歯科医師会館に於て
 　【附議事項】1. 昭和17年度決算報告　承認　2. 昭和19年度予算案　可決
 　3. 昭和18年度庶務報告　4. 社会保険用紙は各々隣保委員宅にて売却す事
 　【人事異動】和記見津吉死亡、藤井三郎入会、宮本乙男入会
19. 6. 3 国民健康保険組合設立協議会出席の為、午後2時市役所に出頭す
19. 7.19 防空救護講習会出席之件を通知す
 呉東　7月21日、総曲輪国民学校に於て　【講　師】河村、坂井両講師
19. 7.28  生産増強医療挺身隊出動に関する件　担任（菅田武雄、米田祐弘、石黒宗次郎、大井

ハツ子）
 1. 帝国繊維富山工場　2. 日曹富山工場　3. 敷島紡績笹津工場　4. 国産軽銀工業富山工場
19. 7.30 1. 診療予防衣券及タヲル券を各委員に配給し、石黒宗次郎には郵送せり
 2. 防空救護病院、同救護所及除毒所等の件につき、午後2時市役所に出頭せり
19. 8. 6 衛生白衣等配給の件　歯科医師会館に於て
19. 8.18 白山塾に於ける受講者氏名を県歯科医師会に報告す（10名） 
 　【受講者】 阿部、佐渡、中島清則、平井茂光、藤井三郎、宮田、宮本乙男、松浦、浅岡、

竹林
19. 8.20 廃品回収運動　廃品回収の件を各委員に依頼す
19. 8.28 金地券使用券発行に関する件を各委員に区域会員に周知方依頼状を発送す
19. 9. 1 防空救護従事令書伝達方各委員に依頼す
19. 9. 5 ガソリン配給す　約7合　9月中ガソリン券を菅田理事に郵送す
19. 9. 7 富山市防空連絡協議会開催につき、午後1時30分より市役所に出頭す
 体温器14本（1円65銭）各隣保に配給す　第1隣保2本、第2・3・4隣保に各4本
19. 9.27 燃料用酒精206本を配給す　午後2時より木炭30俵配給す
19. 9.28 軍人援護強化運動に付き各委員に区域会員に周知方依頼状を発送す
 【期　間】10月3日〜 8日
19.10. 9  午後1時より会館に於て、業務用燃料之件につき、協議す　支部よりは昭和18年度に

於ける木炭、ガソリン、煉炭及豆炭の受領数及19年度現在迄の同燃料の受領数を比較
記入の上提出し、特配方を乞う

19.10.15  支部常会開催　◦会館に於て燃料問題、その他を報告す　◦出征軍人、家族の毎月慰
問の件を可決す　◦会員、毎月掛金は委員に一任さる

19.10.22 挺身診療の為、次の6氏出張さる
　〜 26 山田村：今村、松浦　　仁歩村：宮本、早見　　大長谷村：城生越、浦上
19.10.29 隣保委員会開催　ガソリン及薬品を配給す
19.11. 7 支部長会議開催
 1. 木炭輸送及配給に関する件　2. 集団疎開学童の保健に関する件
 3. 防空救護に関する件　4. 傷疾軍人慰問事業に対する拠出金之件（会員1人、1円以上）
 5. 米英撃砕勤労激励援護運動実施に関する件（11月27日から12月3日迄の1週間）
19.11.15  支部常会開催　11月7日支部長会議の重要事項を会員に通達す　尚、赤祖父三郎氏、

11月10日、金沢の聯隊に入隊せらる
19.11.16 業務用燃料（木炭・豆炭・練炭）の増配方を市役所に出頭懇願す
19.12. 5 市役所より木炭90俵配給さる
20. 3. 1 診察衣料券を会員に発送す
20. 3.15 業務用燃料増配方を市役所に陳情す

世の中の動き �
	 昭和19年　インパール作戦開始
	 　　 　　連合軍、ノルマンディー上陸
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昭和 20 年代の写真

戦後市歯科医師会
初代会長　岡田信次先生

戦後県歯科医師会
初代会長　金森保芳先生

石黒宗次郎先生の診療所 昭和23年6月　金森保芳先生は
日歯 佐藤運雄執行部の理事となる

浦野与四郎県歯会長を囲んで 昭和20年代の富山地区發翰綴
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昭和20年度（1945年）
20. 4.15 医院施設調査状を会員に発送す
20. 5.13 戦時医療措置要綱を発送す
20. 5.15 県歯科医師会費納入通知状を発送す
20. 6.19 衣料切符発送す
20. 8. 2 富山空襲によリ次の会員死亡
 　　松浦三郎、植田 実、北森愛子、藤井三郎
 　会員近親者死亡
 　　永森 収夫人
 　【戦災会員】
 　　 永森、松浦、菅洞、金森、小林、家城、植田、松能、佐渡、和記、山下、織田、
 　　分田、大島、平井、堀井、本告、宮島、山﨑、今村、三羽、赤祖父、浅岡、
 　　阿部、中島、早見、宮田、芳尾、菅田、石谷、小幡、杉江
20. 8.15 終戦　ポツダム宣言受諾
20.12.10 選挙により、支部長、副支部長決定
 　支部長・永森 収、副支部長・家城圭一
21. 1.10 支部役員決定
 　林　弘、竹林正俊、本告武人
21. 2.10 市常会開催　揮発油配給
21. 2.17 市常会開催
21. 3.10 市常会開催　金の話
21. 3.21 役員会開催　有田湯に於て
 　永森支部長、家城副支部長、林役員出席す

世の中の動き �
	 昭和20年　Ｂ29広島・長崎に原爆投下
	 　　 　　「終戦の大詔」玉音放送

富山市本町（旧木町）通りから西町方面をのぞむ。右は焼け残った富山大和と富山報話局荒町分局

焦土と化した富山市（谷田忠雄さん撮影）　　　　宮本宣良著「越境者の記憶」P153より
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昭和21年度（1946年）
21. 4. 7 富山市常会開催
 　1. 金の話　2. 薬品配給　3. 消費組合の話　4. 揮発油配給　1人3升
 　5. 沖田弘正入会
21. 5. 1 松本常久、早見治顯、宮田正、入会
21. 5.14 竹林宅に於て、白金配給0.5g
21. 5.26 富山市常会開催　消費組合設立の件及び燃料用アルコール配給
21. 6.13  緊急常会開催、ポツダム宣言受諾に基く、貴金属手持量、マッカーサー司令部に報告

に関する打合せ（15日迄に報告）
21. 6.20 薬品配給を事務所に於て行う
 　アルコール、アスピリン、石膏500g、オキシフル、ブロバリン
21. 6.30 役員会開催　事務所に於て
 　【出席者】永森、家城、林、竹林
 　薬品配給、金配給、消費組合出資金等に打合せを行ふ
21. 7.10 軍放出物資の配給及、金、揮発の配給
 　薬品ガーゼ、滅菌ガーゼ、脱脂綿、ワセリン、リバノール、沃丁、亜鉛華、絆創膏
21. 7.15 市支部会員の麻薬使用者免許申請、及麻薬手持量を県に報告
21. 8. 1 　【入会員】
 　　山下長蔵、佐渡喜一郎、中島清作、杉江玄照、今村彦治、小森甚作（新）
21.10. 1 　【入会員】 金川俊一
21.10. 4 常会開催　事務所に於て
 　1. 消費組合出資金、残金領収　　2. 金10g配給
 　3. 会費（県後期分）徴収
 　4. 薬品配給　カンプル精、沃丁、食塩、重曹、オキシドール（約94円）
 　5. 金使用報告厳守の話等
21.11.15 常会開催　事務所に於て
 　アルコール5合、揮発油5合、ガーゼ、繃帯、アスピリン、プロカイン等配給
21.11.29 常会開催　事務所に於て
 薬品及材料、練炭　第4回金配給
22. 1. 3 常会開催　事務所に於て
 　1. 麻薬等の報告に関する件　　2. 銀合金取扱に関する件
 　3. 統制医薬品衛生材料配給資料調査に付て　　4. 電力制限に関する件
22. 1.17 常会開催　事務所に於て
 　1. 変性酒精配給　1 診療所、5合宛 2. その他
22. 2.17 常会開催　事務所に於て
 　1. 日本歯科医師会福祉共済会の件　2. 大学昇格　6・3・3・6制の話（米沢氏）
22. 2.28 常会開催　事務所に於て
 　練炭配給、金の配給（第5回）

世の中の動き �
	 昭和21年　天皇人間宣言
	 　　 　　第二次農地改革
	 　　 　　プロ野球再開
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昭和22年度（1947年）
22. 4.13 常会開催　事務所に於て
 　【協議事項】
 　1. 日本歯科医学大会、会員募集に関する件　2. 未使用銀購入券回収の件
 　 3. 配給　4. 今村より富山県健保算定協議会の結果報告、及永森収市会議員立候補に

付き、会員に協力を要望せらる
22. 5. 2 常会開催　事務所に於て
 　1. 富山県歯科医師会慣行料金表用紙配布す　2. 保険歯科医必携配布
 　3. 永森 収市会議員出馬抽選により、惜敗せらる
22. 6.29 常会開催　事務所に於て　税務署員・堀氏より所得税申告に関する説明を聞く
22. 7.12 常会開催　事務所に於て
 　1. 統制歯科材料配給　2. 業務用木炭注文を会員より受く
 　3. 歯科機材会社設立され、会員各位100円也の株主となる
22. 7.25 常会開催　事務所に於て　午後7時から
 　 1. 富山県歯科医師会改組に当り、富山市支部を解散することとなり、庶務報告、及

会計報告を行う　2. 次期役員決定迄、現役員にて事務を続行す
22. 8.26 常会開催　事務所に於て　午後1時から
 　 配給 揮発油、アルコール、燃料アルコール、その他薬品、歯科材料、少量ずつ、割当額、

抽せんにより会員に割当せり
22. 9.中旬 金15g、各会員に配給す
22. 9.24 富山市歯科医師会設立経過
 富山保健所に於て、午後1時から緊急設立委員会を開催し、委員会を解散する事に決議
22. 9.26 富山県歯科医師会設立委員長・今村彦治から、設立委員会解散通知
22.10.19 常会開催　富山市健康保健所に於て
 　 歯科医師会は再び三部制を取ることとなり、今迄の詮衡委員会解散せられ、上新川、

婦負、富山市を合併する歯科医師会設立せらるることとなる
22.10.26 新制富山地区歯科医師会設立総会開催　歯科医師会事務所に於て　午後2時から
 　【出席会員】計50名（全会員77名中）詮衡委員長中島清作のもとで、
 　1. 会長・副会長の選挙を行う
 　　会長・岡田信次、副会長・菅田武雄に選定す
22.11. 2 役員会開催（新旧役員監事）　富山無盡会館に於て　午後2時から
22.11. 4 富山県歯科医師会長・中島清作から、解散総会招集通知
22.11.15 県歯科医師会事務所に於て、午後1時から解散清算に入る
22.11.16 第2回富山地区歯科医師会総会開催　富山保健所に於て　午後1時から
 　【出席者】45名（総会員78名）
 　【附議事項】1. 本会性格決定の件　2. 予算案　3. 事業計画に関する件
 　　　　　　　  　議長、本会の性格に関し、社団法人と為すや、又は単なる団体と

なすやに付き、満場に諮るに今村彦治の発議に依り、役員に一任す
ることに満場異議なく承認　社団法人と為すことに決定す　裁決・
社団法人と為す

22.12.23 常会開催　歯科医師会事務所に於て
 　【連絡事項】1. 県歯科医師会設立経過報告の件
 　 　　　　　2. 富山地区歯科医師会予算の件　3.繊維製品等配給の件
23. 1.21 第3回富山地区歯科医師会総会開催　富山市二番町キリスト教会に於て　午後1時から
23. 3. 2 富山県知事に会員数82名　設立代表者・岡田信次から設立許可申請
23. 3. 4 社団法人・富山地区歯科医師会設立許可（富山県指令衛第174号）
 会長・岡田信次、副会長・菅田晴山、理事・宮田正（専務）

世の中の動き �
	 昭和22年　6・3・3制スタート（国民学校は再び小学校へ）	 日本国憲法施行
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昭和23年度（1948年）
23. 4. 4 富山地区歯科医師会第4回総会開催　富山保健所に於て　【出席者】35名
 　【報告事項】1. 昭和22年度後期に於ける庶務及会計報告
 　 　　　　　2. 富山県歯科医師会総会の報告に併せて金の剰余金清算事務報告
 　 　　　　　3. 金の配給に関する報告 4. 税金に関する報告
 　 　　　　　5. 配給医薬品に関する報告 6. 健康保険単価改正報告
23. 4.13 婦負郡の会員退会届を受取る
23. 5.25 学術委員及び役員会開催　事務所に於て　午後7時から　学術委員発会式挙行
 　【協議事項】6月4日のムシ歯予防デーにつき、市内の要所にビラ帖布
 　各医院は無料診療をなして協力
23. 6. 4 ムシ歯予防デー実施　北日本新聞に広告掲載、費用は一口150円で寄附を願う
23. 6.20 富山地区歯科医師会学術集談会開催　富山保健所に於て　午後1時から
 　【演　題】1. 合成樹脂の電気乾熱実式　　　　　　和記委員
 　 　　　　2. ジャケット冠について　　　　　　　栗山委員
 　 　　　　3. 注射針の撰択並に試刀法に就いて　　杉江委員
 　【討論会】義歯について　　【出席者】27名
23. 7.23 税務署員を招聘して、お話を聴く会開催　2番町キリスト教会に於て　午後1時より
 　【出席者】会員37名
23. 8. 1 健康保険法第43条の3の改正規定に基き、富山地区として保険医の指定を受ける
23. 8.10 富山地区歯科医師会・物故会員の追悼会挙行　西別院に於て　午前9時から
23. 8.13  厚生省指導監査官、来富　富山保健所に於て、午後3時から富山市在住の歯科保険医

の講習会を兼ね集団指導監査を実施する
23. 9.12 富山地区歯科医師会臨時常会開催　事務所に於て　午後2時から　【出席者】37名
 　【協議事項】1. 国民保険に関する件　　2. 料金表に関する件
 　 　　　　　3. 三部制解散の件　　　　4. 納税に関する件
23.10. 7 富山地区歯科医師会臨時常会開催　事務所に於て　午後7時から　【出席者】33名
 　【協議事項】1. 木炭の配給報告　　2.予防衣、診療衣の抽せん
 　 　　　　　3. 23年度後期分700円の会費納入の件　　4. 税金に関する件
23.10.13 学術委員会開催　事務所に於て　14日開催の学術大会の相談及び準備の為め
23.10.14 富山地区歯科医師会学術大会開催　富山保健所　午後1時から　【出席者】42名
23.12.15 富山地区歯科医師会臨時常会開催　事務所に於て　午後1時より
 　【出席者】42名　来年度の納税確定の資料提出について懇談
24. 1.12 富山地区歯科医師会臨時総会開催　2番町キリスト教会に於て
 　【出席者】37名　来賓・亀谷県衛生課長
 　【附議事項】1. 運営細則決定の件　2. 選挙管理委員選出の件
 　 　　　　　3. 追加更生予算決定の件
24. 2. 5 役員会及び、学術委員会開催　事務所に於て　午後7時から
 　1. 会員臨床発表　栗山、宮田、市民病院、不二越病院
 　2. アメリカの社会保険保障制度　永森
 　3. 講演・軍政部公衆衛生課長・ポップキンス軍医大尉
 　4. 片側に於ける局部義歯の維持法　学術委員一同
24. 2.22 役員会及び、学術委員会開催　24日開催の学術集談会の諸協議及び準備
24. 2.24 富山地区歯科医師会学術集談会開催　富山保健所に於て　午後1時から
 　特別講演　講師　軍政部公衆衛生課長・ポップキンス軍医大尉
 　　　　　　アメリカの歯科医の業態
24. 3.20 富山地区歯科医師会総会開催　富山保健所に於て　【出席者】61名
 　【議案】1. 富山地区歯科医師会長1名、副会長1名、監事、理事、選挙執行
 　 岡田会長、菅田副会長再任

世の中の動き �
	 昭和23年　新制高校が発足　	 昭和電工事件
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昭和24年度（1949年）
24. 4. 1 富山県歯科医師会代議員会選挙会開催
24. 4.17 富山地区歯科医師会総会開催　富山保健所に於て　午後1時から
 　【議　案】1. 24年度収支予算案の承認の件　承認
 　 　　　　2. 定款の一部改正　承認　イ. 理事3名を8名に増員の件
 　 　　　　　ロ. 総会開催告知は10日前なるを7日前とする事
24. 5.19 役員会及び公衆衛生委員会開催　事務所に於て　午後7時から
 　【協議事項】
 　1. ムシ歯予防デーのポスター 1枚（15円）を無料で会員に配布する事
 　2.  予防週間中無料相談に応じて特別のカルテを記載して、会で一据して保健所に提

出の事
 　3. 学校診査（予防週間中に）完了の事講演をなす事
 　4. 予防週間中に学校歯科医師の総会を開催したい事
24. 5.28 富山地区歯科医師会常会開催　富山保健所に於て　午後1時から　【出席者】28名
 　口腔衛生週間の行事につき協議
24. 6. 1  口の健康を称える日　　6.2 母親と乳幼児の日　6.3 学童の日　6.4 むし歯予防の日
 6.5 適正歯科医療普及の日　6.6 勤労者の日　6.7 社会保険の日
24. 7. 6 富山地区歯科医師会常会開催　事務所に於て　午後1時から　【出席者】24名
 　1. 特別所得税に就いて　2. 所得税に就いて
 　3. 保険証は7月10日まで旧証は有効であるが、10日以後は無効である
 　4. 県薬務課より薬事法及び麻薬に就いて説明
24. 7.20 富山地区歯科医師会常会開催　事務所に於て　【出席者】23名
 　1. 健康保険について　　2. 薬品、麻薬取締法について
 　3. 特別所得税について　4. 24年度所得税について
24. 8.13 厚生省指導監査官一行来富　富山保健所に於て　午後3時から　市内在住の歯科
 保険医の講習会を兼ね、集団指導監査を実施【出席会員】44名
24.10.17 富山地区歯科医師会役員総会　事務所に於て　午後8時から
 　【議　案】会館移転の寄附金の件　社団法人返上の件　共済組合設立の件
24.11. 9 富山地区歯科医師会臨時総会　歯科医師会館に於て　【出席者】21名
25. 1.22 富山地区歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　【出席者】24名
 　【議　案】1.　富山県歯科医師会館建設に関する件
25. 2. 5 富山地区歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会（常盤町）事務所に於て　午後1時
 　【出席者】14名
 　【附議事項】富山地区より選出の県代議員1名欠員に付、その補欠選挙の件
 　 　　　　　本告武人当選
25. 2.18 富山市国保についての協議会開催　事務所に於て　午後7時から
 　【出席者】11名　来賓　県保険課・岡本先生
 　 　　　　岡本先生、国保組合の現状を説明され、歯科医師会の協力を求める
 　【報告事項】1. 納税組合の件　2. 保険医の講習会
 　 　　　　　3. 21日保健所にて開催の講演会（医師会主催）
 　 　　　　　4. 26日学校衛生会開催の件
25. 2.26 富山地区歯科医師会学術集談会　歯科医師会事務所に於て
25. 2.26 富山地区歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館事務所に於て　午後1時から
 　【出席者】34名
 　【附議事項】1. 富山市国保組合との契約改正の件　2. 審査委員選出の件
 　【報告事項】1. 事務所移転の手続報告
 　 　　　　　　富山市袋町4番地より、富山市常盤町17番地に移転
 　 　　　　　2. 消火器の備付について　3. 富山地区会員の監査についての報告

世の中の動き �
	 昭和24年　湯川秀樹博士にノーベル物理学賞
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昭和25年度（1950年）
25. 4. 2 富山地区歯科医師会第4回定時総会開催　県歯会館に於て　午前11時から
 　【議　案】
 　昭和23年度富山地区歯科医師会収入支出決算　承認
 　昭和25年度富山地区歯科医師会歳入歳出予算案　承認
25. 5.27 役員会及公衆衛生委員会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【協議事項】1. 巡回診療について
 　 　　　　　2. 口腔衛生週間に於ける地区行事について
25. 6. 4 口腔衛生週間始まる
25. 6.13 役員会及公衆衛生委員会開催　県歯会館に於て　午後8時から
25. 7.28 役員会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【協議事項】事業税賦課資料について（特別所得税）
25.10.15 北信地区歯科医学大会（第3回日本歯科医師会学術会議）
 富山中部高校、午前8時30分開会
 会員発表、特別講演等盛大に挙行される
25.11.19 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後2時より
 　【協議事項】固定資産の申告について
26. 1.17 役員会開催　県歯事務所に於て　午後7時から
 　生活保護法医療担当、所得調査、新年度予算について
26. 1.24 役員会開催　県歯事務所に於て　午後7時から
 　25年度所得調査について協議
26. 2.17 理事会及学術委員会開催　県歯事務所に於て　午後7時から
 　学術集談会開催について協議
26. 2.25 富山地区歯科医師会学術集談会（第5回）開催　県立図書館に於て
26. 3.18 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後1時から　【出席者】40名
 　1. 県代議員選出
 　　代議員・坪田忠一、栗山實純、永森　収、岡田信次、芳尾弘史、和記憲一、
 　　予備代議員・松本常久、平井茂光、坂本清志
 　2. 富山地区役員選出
 　　会長・三羽邦定、副会長・家城圭一、理事は会長及び副会長に一任
 　3. 昭和26年度予算案　承認
26. 3.21 富山地区歯科医師会理事8名、監事2名、推薦
 　理事・林　弘、竹林正俊、平井茂光、島　秀雄、宮本乙男、和記憲一、島　信行
 　　　　水野誓夫
 　監事・大島秋知、阿部清一
26. 3.31 県代議員・永森　収（富山市会議員当選のため）、岡田信次辞任

世の中の動き �
	 昭和25年　聖徳太子像の10,000円札発行
	 　　 　　朝鮮戦争勃発
	 　　 　　警察予備隊設置
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昭和26年度（1951年）
26. 4.25 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会事務所に於て　午後6時から
 県代議員補欠選挙　山﨑安三、金森保芳承認
26. 4.30 役員会開催　県歯事務所に於て　午後7時から
 　昭和26年度に於ける会の運営について　諸委員選定について協議
26. 5.28 理事会・公衆衛生委員会開催　県歯事務所に於て　午後8時から
 　口腔衛生週間の行事について協議
26. 6. 1 歯の健康をたたえる日
 　6月1日から7日迄、口腔衛生週間として全国的に運動を展開
 　ポスター（無料相談所）を待合室に貼り出す　「いつも清い歯丈夫なからだ」
26. 6. 2 母子衛生の日
26. 6. 3 乳歯保護の日
26. 6. 4 う歯予防の日
26. 6. 5 不正咬合予防の日
26. 6. 6 歯槽のうろう予防の日
26. 6. 7 歯の働きに感謝する日
26. 6.17 文化委員会本年度最初の行事として、紅白野球試合大会開催　五番町小学校校庭
 に於て　午後1時から
26. 8.16 海水浴　会員及び家族共々越の潟で夏の1日を過ごす
26. 8.22 第1回臨床座談会開催　県歯会事務所に於て　午後7時から　【出席者】20名
 　【プログラム】局部義歯及びインレーについて
26. 9.20 富山税務署第二次資産再評価の説明会開催　富山商工会議所に於て
26. 9.22 富山税務署第二次資産再評価の説明会開催　上滝町役場に於て　午前10時から
26. 9.26 理事会・医療審議会開催　県歯会事務所に於て　午後7時から
 　慣行料金について協議
26.10.12 理事会・医療審議会開催　県歯会事務所に於て　午後7時から
 　富山市国保組合との契約書について　慣行料金の最低を健康保険料金の2割とする
26.10.24 第2回臨床座談会開催　県歯会事務所に於て　午後7時から
 　【プログラム】急性炎症時における抜歯の賛否論について
 　 　　　　　　前歯排列に関する二、三臨床上のヒントについて
26.11. 4 秋季觀楓会開催　山田温泉に於て　会員、家族同伴
26.12.13 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会事務所に於て　午後7時から
 　政治連盟結成の件　慣行料金表の件附議
27. 1. 1 新年祝賀懇親・名刺交換会　【出席者】26名
27. 1.29 第3回臨床座談会開催　県歯会事務所に於て　午後7時から　【出席者】15名
 　【プログラム】口蓋を無痛的に麻酔する法　抜歯後の後処置について
27. 3. 1 第4回臨床座談会開催　県歯会事務所に於て　午後7時から　【出席者】22名
 　【プログラム】社会保険に関して
27. 3. 9 理事会開催　県歯会事務所に於て　午後1時から
 　【議　題】27年度事業計画予算案について　社団法人返上の件（保留）
27. 3.23 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会事務所に於て　午後1時から
 　【議　案】1. 25年度歳入歳出決算に関して承認を求むる件　　承認
 　 　　　　2. 27年度歳入歳出予算案に関して承認を求むる件　承認

世の中の動き �
	 昭和26年　第1回NHK紅白歌合戦放送
	 　　 　　500円札発行
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昭和27年度（1952年）
27. 4. 4 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から　【出席者】33名
 　【議　案】富山市国保組合との契約の件　承認
 　 富山市国保との契約は、4月1日より1点単価11円50銭とし、あらたに条件付でイン

レーを認める（条件・当分のうち1診療所につき1ケ月、1件に限る　但し、出張診
療所は除く）

 　料金規定厳守協力委員推薦
27. 4. 9 富山地区歯科医師会常会開催　県歯会館に於て、午後6時30分から　【出席者】32名
 　【協議事項】 浦野県歯会長、大道県歯代議員議長出席のもとに、県の予算問題及び

代議員の問題その他について地区の会員と懇談する
27. 5.28 第5回臨床座談会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【プログラム】咬みやすい総義歯はどうしてつくるか
 　 　　　　　　クラスプの手に就いて
27. 5.28 富山市歯科医師会常会開催　県歯会館事務所に於て　午後7時から
 　【報告事項】慣行料金厳守協力委員会協議事項報告
27. 6. 4 ムシ歯予防の日　3枚1組の口腔衛生週間ポスターを印刷し、全会員に配布
27. 6. 5 歯槽膿漏予防の日
27. 6. 6 悪い歯並予防の日
27. 6. 7 母と子の歯を愛する日
27. 6. 8 そろって歯をきれいにする日
27. 6. 9 歯の検査の日
27. 6.10 歯のはたらきに感謝する日
27. 7.30 理事会開催　事務所に於て　臨時総会開催について協議
27. 8.13 学術映画会　富山保健所に於て　富山地区歯科医師会学術委員会主催
 　1. アメリカ展望　2. 明日の医学
27. 8.24 第6回臨床座談会開催　県歯事務所に於て　午後1時から
 　【プログラム】輓近余の汎用せる歯科的諸薬剤
 　 　　　　　　講師・神戸市立中央病院歯科部長医学博士・西塚忠義
27. 8.29 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】　本会運営上会費未納会員に関する件　その他
27.10.26 レクリエーション　下の茗温泉に於て　会員並に家族の親睦をかねて　【出席者】39名
27.11.20 第7回臨床座談会開催　県歯事務所に於て　午後7時30分から
 　【プログラム】吸着のよい総義歯の印象採得に就いて　本告先生
27.12. 3 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【議　事】富山地区歯科医師会選出の代議員予備代議員の補欠選挙
 　 　　　　坪田代議員、松本予備代議員辞任
 　 　　　　推薦により、再度代議員・坪田忠一、予備代議員・松本常久推薦承認
27.12.23 忘年パーテー（クリスマスパーテーを兼ねて）事務所に於て、午後6時から
 　【出席者】75名
28. 1. 1 新年祝賀と会員懇親の名刺交換会開催　事務所に於て　午後1時から　【出席者】23名
28. 2. 9 役員会開催　事務所に於て　午後6時30分から　総会の附議事項について
28. 3. 1 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午前10時から
 　【議　案】26年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　　承認
 　 　　　　28年度歳入歳出予算案に関し承認を求むる件　承認
 　【選挙次期役員】 会長・永森　収、副会長・竹林正俊、理事・平井茂光、平井喜美、
 　 　　　　　　　分田文子、和記憲一、林　弘、坂本清志、水野誓夫、
 　 　　　　　　　監事・山岸確次当選（無競争）

世の中の動き �
	 昭和27年　琉球政府発足　　朝鮮休戦協定調印
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昭和28年度（1953年）
28. 4. 5 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後2時から
 　【議　案】理事1名補欠承認の件 島　秀雄承認
 　 　　　　理事2名増員の件  定款改正して10名で承認
 　 　　　　監事1名補欠選挙の件 芳尾弘史承認
 　 　　　　専務理事選挙  林　弘
28. 4.18 理事会開催　事務所に於て午後8時から　定款の一部変更の件
28. 4.25 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後7時から　【出席者】25名
 　【議　案】 定款一部変更の件　「富山市以外の地区に居住とし、本会に入会を希望す

る歯科医師として本会で承認した者を以て、組織する」に改む
 　 　　　　理事1名補欠承認の件　高木善鉞承認
28. 5.17 富山地区学術講演会兼社保講習会開催　町村会館に於て　午後1時から　【出席者】70名
 　【プログラム】学術講演会　一歯義歯に就いて　麻酔薬のP.Hに就いて
 　 　　　　　　　　　　　　局部床義歯の特別設計、抗生物質に就いて
 　 　　　　　　　　　　　　特別講演　日本大学名誉教授医学博士・川合　渉
 　 　　　　　　社保講習会　所感　支払基金・幹事長、服部麒一郎
  　 　　　　　　　　　　　　保険に関する質疑応答
28. 6. 3 富山地区歯科医師会公衆衛生委員会開催
 口腔衛生週間の打合せ
28. 6. 4 口腔衛生週間
　 〜 10 期間中口腔衛生相談、養老院無料診断を実施
 　 6月8日、北日本放送で水野誓夫学術委員長から「医学の窓」の時間に口腔衛生の放

送を実施　「むし歯予防の話」
 　 6月10日、県技官・石坂国一が新庄小、岩瀬小、堀川小、東部小に於て、ムシ歯予

防の講話
28. 7. 3 保険の指導　会館事務所に於て　午後7時から
 　栗山、石坂両審査員に予めカルテの整理を見てもらう事（中止）
 　（7月6日から7月8日まで、厚生省・水野技官の監査）の事前指導
28. 7.14 学術集談会開催　県歯会館に於て　午後6時から　学術委員会主催　【出席者】50名
 　【プログラム】歯科材料使用術式に関する最近の進歩
 　 　　　　　　　而至化学工業株式会社技術部長・手塚長次郎
 　 　　　　　　電気無痛治療器について　小貫歯科商店技術部
28. 8. 9 レクリエーション実施　文化厚生委員会主催　宮崎海岸、海水浴
28. 9.11 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後7時から　【参加者】45名
 　【議　案】27年度歳入歳出決算報告承認の件　承認
28.10.18 富山県歯科医師会40周年記念式典開催
28.10.22 富山市国民健康保険審査員に竹林正俊副会長決定
28.11. 1 レクリエーション実施　文化厚生委員会主催　宇奈月温泉竝に宇奈月探勝
 　【参加者】37名
29. 1. 1 新年祝賀と名刺交換会　事務所に於て　午後1時から　【出席者】31名
29. 2. 6 理事会開催　事務所に於て　午後7時から　新年度予算について協議
29. 3.14 富山税務署と懇談会　医師会と共催　確定申告について協議
29. 3.25 理事会開催　事務所に於て　午後8時から　新年度予算について協議

世の中の動き �
	 昭和28年　スターリン暴落
	 　　 　　金15年ぶりに自由販売
	 　　 　　バカヤロウ解散
	 　　 　　国産初の白黒テレビ受像機（TV3-14T型テレビ）
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昭和29年度（1954年）
29. 4. 3 富山地区歯科医師会役員会開催　事務所に於て　午後8時から
 新年度予算及び総会開催について協議
29. 4.15 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 【附議事項】1. 28年度庶務会計報告並に財産目録の承認を求める件 承認
 　 　　　　2. 29年度事業計画の承認を求むる件   承認
 　 　　　　3. 29年度歳入歳出予算の承認を求むる件   承認
 　 　　　　4. 29年度会費徴収方法の承認を求むる件   承認
29. 4.15 学術集談会・社保講習会開催　県歯事務所に於て　午後8時から
 　【プログラム】臨床鎮談　日雇労働者の保険給付　請求事務について
29. 5.19 理事会並に公衆衛生委員会開催　事務所に於て　午後7時30分から
 　【協議事項】口腔衛生週間について　ラジオ放送について
29. 6. 4 口腔衛生週間
　 〜 10 　「口腔衛生相談、無料診断」の掲示を期間中表示
 　歯牙優良児の表彰（小学校6年生）
 　口腔衛生に関する作文（小学校1年生より中学校3年生まで）の募集
29. 6.27 学術集談会開催　県歯会館に於て　午後1時から　【出席者】34名
 　【プログラム】小学児童の歯科衛生教育の効果　　和記憲一先生
 　 　　　　　　最近の補綴に関して　　　　　　　栗山實純先生
 　 　　　　　　保健所の歯科活動について　　　　石坂国一先生
 　 　　　　　　推計学に就いて　　　　　　　　　本告武人先生
29. 8. 8 海水浴　越の潟に於て　文化厚生委員会行事　【参加者】27名
29.10.24 八尾町高熊鉱泉　文化厚生委員会行事　【参加者】42名
29.11.29 学術集談会　事務所に於て　午後7時より
 　「最近の歯科材料に就いて」松風技師　鈴木成重氏
29.12.19 社保指導講習会　保健所に於て　午後1時から　【出席者】全員
30. 1. 1 名刺交換会　事務所に於て　午後1時から　【出席者】33名
30. 3. 1 役員会開催　事務所に於て　午後7時から
 　【協議事項】役員改選の総会について
 　 　　　　　事務会計の監査について
30. 3.10 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後5時から
 　【附議事項】1. 富山地区選出の県代議員及予備代議員選出
 　 　　　　　　代議員・阿部清一、岡田信次、松能喜久次、三羽邦定
 　 　　　　　　予備代議員・水野誓夫、源　三郎、家城圭一、松田正男
30. 3.26 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後6時から
 　【附議事項】1. 28年度歳入歳出決算報告承認の件　　　　承認
 　 　　　　　2. 30年度事業計画の承認を求むる件　　　　承認
 　 　　　　　3. 30年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　承認
 　 　　　　　4. 30年度会費徴収方法の承認を求むる件
 　 　　　　　　承諾書をとって銀行より徴収　　　　　　承認
 　 　　　　　5. 富山地区役員選出
 　 　　　　　　会長・永森　収、決定　副会長、理事、監事は永森会長に一任

世の中の動き �
	 昭和29年　二重橋事件
	 　　 　　自衛隊発足
	 　　 　　映画「二十四の瞳」、「七人の侍」、「ローマの休日」
	 　　 　　日本で初のプロレス国際試合　　大相撲の蔵前国技館が開館
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左より松能喜一、三羽博久、山岸確次、家城圭一、
山﨑安隆、源　三郎、高野秀次郎先生

昭和33年頃 家城圭一会長を中心に
左から二人目の女性は分田文子先生

昭和 30 年代

昭和34年 医歯大 長尾　優教授を囲んで

五箇山の赤尾での無医村診療風景

前列左より永森、菅田、和記、深山
後列右より山岸、竹林先生ら

カメラ持参の家城・山﨑・松能先生ら
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昭和30年度（1955年）
30. 4. 3 理事会開催　事務所に於て　午後5時から
 【出席者】永森　竹林　林　和記　水野　平井　平井　山﨑　坂本
 【協議事項】1. 事務員の手当に関する件
 　 　　　　1. 副会長選挙に関する件　会長に一任
 　 　　　　1. 総会開催について　副会長決定次第開催
30. 5.11 理事会と公衆衛生委員会開催　事務所に於て　午後7時30分から
 【出席者】永森　竹林　平井　平井　分田　坂本　水野　和記　山﨑　菅田　岩倉
 【協議事項】1. 口腔衛生週間の行事について
 　 　　　　　歯の優良児表彰作文募集の賞状並に賞品
 　 　　　　1. ラジオ放送　北日本放送　和記憲一氏
30. 6. 4 口腔衛生強調運動週間
　 〜 10 富山地区歯科医師会、富山市教育委員会、学校歯科医会、三者共催
 　歯の優良児の表彰（小学校6年生のみ）
 　作文募集　小学校1年生より中学校3年生迄（各学年1名）
 　作文優秀児童のラジオ放送
30. 7.16 理事会　事務所に於て　午後8時から
 【協議事項】1. 役員改選の件　留任することと決定
 　 　　　　1. 出張診療所の件について上滝町（対馬　山﨑　坂本）
30. 7.30 理事会　事務所に於て　午後8時から
 【協議事項】1. 社会保険指導懇談会
30. 8. 7 社会保険指導懇談会午後1時から事務所にて県歯科医師会と共催　【出席】52名
30. 8.10 文化厚生委員会　【協議事項】夏期レクリエーションは都合により秋に変更
30. 9.28 理事会　事務所に於て　午後8時から　【協議事項】レクリエーションの件
30.10.16 レクリエーション実施　字奈月温泉富山館に於て　【出席者】18名
 富山駅前8時30分集合　会費450円　子供半額
30.10.29 理事会　事務所に於て　【協議事項】富山市国保審査員選出の件　林弘氏推薦
30.11.11 理事会　事務所に於て　午後7時半から　【協議事項】1. 全体協議会に関する件
30.11.13 全体協議会開催　市役所2階会議室にて　午後2時から　【出席者】59名　来賓6名
30.11.24 理事会　事務所に於て　午後7時半から
 【協議事項】1. 全体協議会懇親会費用　1. 医療扶助実施上の諸問題の懇談会
 【出席者】会長　坂本　和記　水野
30.12.18 役員会　午後5時から　一番町光塩クラブにて
 【協議事項】1. 名刺交換会に就いて　1. 新年会開催に就いて
31. 1. 1 名刺交換会　事務所にて　午後1時より　【出席者】39名
31. 1.15 新年宴会　よしはら旅館に於て　午後3時より　【出席者】43名
31. 1.23 理事会　事務所に於て　午後7時から
 【協議事項】1. 新年宴会の会計報告　1. 協力者にご挨拶の手紙を出すこと
31. 2.27 理事会　事務所に於て　午後8時から
 【協議事項】1. 新年度予算について　1. 総会開催期日について　1. 総会前の役員会について
31. 3.31 役員会　事務所に於て　午後7時半から
 山岸監事の会計並に帳簿の監査　4月14日に総会を開催する

世の中の動き �
	 昭和30年　初の「1円」アルミ貨発行　
	 　　 　　第一回原水爆禁止世界大会
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昭和31年度（1956年）
31. 4.14 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 29年度歳入歳出決算報告並に財産目録の承認を求むる件　　　 承認
 　2. 31年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　　　　　　　　 承認
 　3. 31年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　　　　　　　　 承認
 　4. 31年度会費徴収方法の承認を求むる件（銀行から自動的に徴収）承認
31. 5.15 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 代議員補欠選挙
 　 　　　　　　阿部清一代議員、31.4.24辞職のため、その後任として和記憲一承認
31. 6. 4 口腔衛生強調運動週間
　 〜 10 　富山市小学校、中学校生徒の歯牙優良児の表彰
 　口腔衛生に関する児童の作文募集　本年度の作文優秀児童のラジオ放送を実施
31. 6.23 地区別社会保険講習会開催　県歯会館に於て　午後8時から　【出席者】29名
31.10.28 レクリエーション実施　弥陀ケ原の大紅葉の撮影会を兼ねて　文化厚生委員会
 　【参加者】19名
31.11.27 富山地区歯科医師会協議会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から　【出席者】20名
 　【協議事項】会館建設に関する事項
 　1. 地区として会館建設に賛成、但し金額750万円を目標として欲しい
 　2. 地元負担は2対1（地区会員2）、但し次の条件を加味する事
 　　（1）地区事務所として一室を所有する事　（2）借上料は廃止する事
 　　（3）事務所使用願いの提出なく使用出来る様に要望する事
31.12. 9 地区別社会保険講習会開催　県歯会館に於て　午後1時から
31.12.22 ダンスクリスマスパーティー開催
 総曲輪医師会館に於て　午後7時30分から　文化厚生委員会行事
32. 1. 1 新年名刺交換会開催　事務所に於て　午後1時から　【出席者】38名
32. 1.19 新年宴会　よしはら旅館に於て　午後6時から　【出席者】29名
32. 2.15 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 富山地区選出代議員並に予備代議員選出
 　　代議員・阿部清一、永森　収、松能喜久次、三羽邦定 承認
 　　予備代議員・坂本清志、林　弘、小林全二、島　秀雄 承認
 　2. 富山地区定款の一部改正
 　　理事10名を、理事5名に改正 承認
 　3.  富山地区選挙規定の一部改正「理事は会長、副会長で推薦して、総会に於て承認

を得る」と改正 異議なく賛成承認
32. 3.30 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 選挙 立候補者無く詮衡委員に依る推薦で、
 　　会　長　1名　家城圭一　決定　
 　　副会長　1名　山岸確次　決定
 　　監　事　2名　理事、監事は後日会長、副会長で相談の上報告する
 　2. 30年度歳入歳出決算報告並に財産目録の承認を求むる件　　承認
 　3. 32年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　　　　　　　承認
 　4. 32年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　　　　　　　承認
 　5. 選挙規定の承認を求むる件　　　　　　　　　　　　　　　承認

世の中の動き �
	 昭和31年　魚津大火　　日ソ国交回復
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昭和32年度（1957年）
32. 4.17 富山地区歯科医師会役員会開催　新旧役員事務引継及び懇談会
32. 5.11 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【議　案】1. 富山地区歯科医師会役員選挙
 　 　　　　　5月15日任期満了に際し登記手続の都合上総会を開催
 　 　　　　　会長1名　　家城圭一 副会長1名　　山岸確次
 　 　　　　　理事　松能喜一、三羽博久、高野秀次郎、源　三郎、山﨑安隆
 　 　　　　　監事　竹林正俊、芳尾弘史　無競争当選を確認
32. 5.25 保険臨床座談会開催　事務所に於て　午後7時30分から　学術委員会行事
 　【出席者】44名
 　【プログラム】統一傷病名について　富山県の国保の保険給付状況
32. 6. 4 口腔衛生強調運動週間
　 〜 10 　富山市小学校、中学校生徒の歯牙優良児の表彰
 　口腔衛生に関する児童の作文募集
 　北日本放送より、前会長・永森　収の家庭訪問放送
32. 6.16 レクリエーション実施　氷見市永芳閣に於て　【参加者】15名
32. 7. 5 会館建設に関する協議会開催　事務所に於て　午後8時から
 　【協　議】 5月19日の県代議員会に於て、舟橋南町酒類協会試験所土地家屋一切総額

257万円で買収可決確定の件について
32. 7.14 会館建設に関する協議会開催　富山県医師会館に於て　社保講習会のあとで
 　【出席者】36名
32. 7.26 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後8時から　【出席者】51名
 　【附議事項】1. 監事補欠選挙芳尾弘史が砺波市へ轉出のため、監事辞任
 　 　　　　　　菅田晴山を選任
32. 7.28 レクリエーション　越の潟海水浴　雨天のため中止
32. 7.29 国保事業功労者として永森　収決定　事務引継（吉岡の後任、桜庭に引継）
32. 8.20 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後8時から　【出席者】20名
 　【附議事項】
 　1. 会館土地買収負担金割当の件
 　　甲会員 3,750円　57名、乙会員 1,875円　10名、郡部会員 2,000円　5名
 　　　但、石黒宗次郎 2,000円、石黒　繁 1,875円、全員異議なく承認決定
 　2. 負担金徴収の件　富士銀行及び北陸銀行から徴収、全員異議なく承認決定
32. 8.27 講演会開催　県歯会館に於て　午後6時30分から
 　【プログラム】参議院・柳原　亨の時局講演会
32.10. 1 事務所を舟橋南町30番地に移転する
32.10.13 レクリエーション実施　小川温泉（新湯）に於て
32.10.27 富山地区歯科医師会臨時総会開催　舟橋南町県歯会館に於て　午後2時30分
 　【出席者】46名
 　【附議事項】会館移転による住所移転による定款一部変更の件
32.12.22 忘年会兼移転披露ダンスパーティ開催　県歯会館に於て　午後6時30分から
33. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から　【出席者】31名
33. 1.18 新年宴会　福寿美に於て　午後6時から
33. 3.14 学術保険に関する集会開催　県歯会館に於て　午後6時30分から
 　【プログラム】歯科診療業務の推進及び国保の現状に就いて
33. 3.26 富山地区歯科医師会総会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【附議事項】1. 31年度歳入歳出決算報告並に財産目録の承認の件 承認
 　 　　　　　2. 33年度事業計画の承認を求むる件   承認
 　 　　　　　3. 33年度歳入歳出予算の承認を求むる件  承認
 　 　　　　　4. その他

世の中の動き �
	 昭和32年　日本が国際連合に加盟　　初の人工衛星（ソ連）
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昭和33年度（1958年）
33. 4.12 全体委員会開催　事務所に於て　午後8時から
33. 5.12 第13回国民体育大会開催に伴う医事業務連絡協議会開催　県医師会会議室
33. 6. 4 歯の衛生週間
　 〜10 歯牙優良児童及び生徒表彰　78名　歯の衛生に関する作文入賞
33. 6.11 国体秋季大会の際における救護関係の打合せ会　富山市役所第2委員会室に於て
33. 7.23 富山県国民健康保険団体連合会、国保事業功労者（20周年記念）三羽邦定推薦
 富山市国民健康保険組合特別功労者　林　弘推薦
33. 8.10 レクリエーション実施　石田浜海水浴　【参加者】60名
33. 8.27 医療救護に関する合同打合会開催（国民体育大会）　県医師会館会議室に於て
33. 9.24 富山市国保契約（補綴に関し）全員協議会開催　事務所に於て　午後8時から
33. 9.27 富山地区歯科医師会全体協議会開催　事務所に於て　午後8時から
 　 富山市国保の義歯承認に関する件（現行の義歯単価にて契約するか、又は解約する

かに付、全員の決を求むため）決定として現在の国保で行くことになる
33.10. 1 富山市国保において初診料を給付（半額）することになる
33.11.27 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【附議事項】
 　1.  会館建設富山地区負担金の件　富山地区負担金は富山地区に於て、別途会計積立

金となし、次の方法で集金することに決定
 　　（1）年額600円
 　　（2）徴収方法1ヶ年を3期に分けて地区会費と同時に銀行より差し引く（1期分200円）
 　　（3）今年度第3期分（200円）より徴集する
33.12.20 ダンスパーティ開催　富山県医師会館に於て　午後6時から
34. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から　【出席者】38名
34. 1.15 新年宴会　福寿美に於て　午後6時30分から　【出席者】30名
34. 1.26 新国民健康保険法における療養取扱機関等の説明会（富山県厚生部長主催）
34. 2.18 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 富山地区選出代議員並に予備代議員の選挙
 　2. 富山地区別途積立金の件
 　　従来の月50円の積立金を、100円に値上して県に移管することに決定
34. 3.18 緊急講習会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【プログラム】1. 学校保健法に依る医療費援助について
 　 　　　　　　2. 国保給付範囲拡大について
34. 3.21 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後4時から
 　【附議事項】
 　1. 選挙　富山地区歯科医師会
 　　会長・家城圭一、副会長・山岸確次、監事・竹林正俊、菅田晴山、選任
 　2. 32年度歳入歳出決算報告・財産目録の承認を求むる件　　承認
 　3. 34年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　　　　　　承認
 　4. 34年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　　　　　　承認
 　5. 34年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　　　　　　承認

世の中の動き �
	 昭和33年　海底トンネル「関門国道トンネル」開通
	 　　 　　皇太子と正田美智子様婚約発表　　東京タワー完工
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昭和34年度（1959年）
34. 4. 1 富山市国民健康保険の補綴義歯4月1日から拡大　1本義歯から4歯までも認める
34. 4.15 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事項】
 　1. 選挙3月21日の定時総会で会長、副会長が都合により辞任のため
 　　会長・竹林正俊、副会長・林　弘、理事・高野秀次郎、深山正之、水野誓夫、
 　　藤井起三郎、中島忠一、以上詮衡委員による選任のうえ賛成承認可決
 　　竹林正俊が会長のため、監事1名欠員となる
34. 4.28 理事会開催　事務所に於て　午後7時30分から
 　【決定事項】
 　1.  従来の四部門の委員会を二部門となし、理事以外の委員長を置き、各部門の担当

は理事があたることに決定
 　　　委員長・松能喜一　　学術・水野誓夫理事
 　　　　　　　　　　　　　保険・中島忠一埋事
 　　　委員長・三羽博久　　公衆衛生・藤井起三郎理事
  　　　　　　　　　　　　　文化厚生・深山正之理事
 　2. 欠員中の監事には山岸確次を推選、次回の総会で承認を求める
34. 6. 4 口腔衛生週間
　 〜10 　会長・竹林正俊が北日本放送から6月4日「私の歩んだ道」を放送
34. 6.11 学術保険に関する座談会開催　事務所に於て　午後7時30分から
 　【プログラム】
 　労災補償に関する歯科治療に就いて　　富山労働基準局・河原　昇
 　生活保護の給付に就いて　　　　　　　富山市社会福祉課・沢開光徳
 　富山市国保に関して　　　　　　　　　富山市保険課長・村尾啓吉
34. 6.14 レクリエーション実施　小杉町太閤山温泉に於て
34. 6.24 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　全員国保加入に協力することを決める
34. 7.15 学術座談会開催　県歯会館に於て　午後6時から
 　大阪大学教授・小野寅之助を囲んで、欧州旅行記35ミリ映画上映
34. 7.26 レクリエーション実施　八重津浜海水浴
34. 8.10 富山市国保事業功労者として、家城圭一決定
34.10.19  学術会開催　大学同窓会に出席のため来富される東京医科歯科大学学長・長尾優並に

教授・桐野忠太の講演会
34.11.28 学術座談会開催　事務所に於て　午後8時から
 大島、松田両先生の論文通過をお祝いして、座談会あと祝宴となる
35. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から　【出席者】29名
35. 1.15 新年宴会　堺捨に於て　午後6時から　【出席者】27名
35. 2.20 学術座談会開催　事務所に於て　午後8時から
 　関剛三郎、山﨑安隆両先生の論文通過をお祝いして
35. 3.26 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 【附議事項】
 　1. 33年度歳入歳出決算報告並に財産目録の承認を求むる件　　承認
 　2. 35年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　　　　　　　承認
 　3. 35年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　　　　　　　承認
 　4. 35年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　　　　　　　承認
 　5. その他

世の中の動き �
	 昭和34年　皇太子・美智子妃の結婚式　　伊勢湾台風　　プロ野球初の天覧試合
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昭和35年度（1960年）
35. 4. 1 全体協議会開催　富山県歯科医師国民健康保険組合設立に関する件　県歯会館に於て
35. 4. 1  富山市国保の療養給付の内、4月1日から制限（1歯以上の義歯及び義歯修理のみを対象）

をすべて徹廃して、健康保険の場合と同様とする　ただし給付割合については、被扶
養者の場合と同様5割とし、残余の5割は本人の負担で窓口払とする

35. 6. 4 〜 10 口腔衛生強調運動週間
35. 7.31 レクリエーション実施　八重津浜海水浴
35. 8.13 生活保護法改正に関する説明会　事務所に於て　午後7時30分から
35. 8.25 富山市国民健康保険事業功労者として、竹林正俊決定
35. 9.17 全体協議会開催　国保組合設立に関して　事務所に於て　午後7時30分から
35.10.29 講演会開催　県医師会館に於て　午後3時から　渡辺前厚生大臣の時局講演
35.11. 3 銀婚式（結婚後25年以上になられた方全部）祝賀会　富山荘別館に於て
35.11.29 文化厚生委員会開催　事務所に於て　午後8時から
35.12.14 役員会（忘年会兼ねて）開催　村井楼に於て　午後7時から
35.12.17 忘年ダンスパーティー開催　医師会館に於て　市医師会と共催　午後6時から
36. 1. 1 新年名刺交換会　連日の大吹雪のため取り止め
36. 1.16 新年宴会　堺捨に於て　午後6時30分から　【出席者】28名
36. 2.18 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事項】
 　選挙　富山地区歯科医師会、会長1名、副会長1名、監事2名、理事（予選）
 　立候補者なきため、詮衡委員に依り現状の通りもう一期再任を確認
 　会長・竹林正俊、副会長・林　弘、監事・山岸確次、菅田晴山、
 　深山正之、藤井起三郎、水野誓夫、中島忠一
36. 2.19 医療保険改善富山地区総決起大会開催　事務所に於て　午後1時から　【出席者】40名
 　【議　事】1. 保険診療単価3円引上げ　2. 病院と診療所の格差絶体反対
 　 　　　　3. 医療給付費の大幅な国庫負担の増額　4. 事務簡素化と地域差の徹廃
 　 　　　　5. 中央杜会保険医療協議会を廃し、真に妥当なる医療審議機関を樹立せよ
 　 　　　　6. 制限診療の徹廃　 以上の議案を全員一致で賛成決議
36. 2.25 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】富山地区選出県代議員並に予備代議員選挙（正 5名、予備 5名）
36. 3.18 全体委員会開催　事務所に於て　午後8時から
36. 3.29 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 34年度歳入歳出決算報告並に財産目録の承認の件　　承認
 　 　　　　　2. 36年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　　　　承認
 　 　　　　　3. 36年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　　　　承認
 　 　　　　　4. 36年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　　　　承認
 　 　　　　　5. その他

世の中の動き �
	 昭和35年　安保条約反対闘争　　新安保条約発効
	 　　 　　総理府「東京の月平均生活費3万2378円」と発表
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昭和36年度（1961年）
36. 4.15 全体委員会　午後8時から　呉羽山よしき荘
 　【協議事項】竹林会長より、全役員の留任を依頼の件
36. 5.10 富山市国民健康保険組合運営協議会委員の推薦方依頼あり
 （富山市民生部長・稲田直行）
 林　弘現在の委員で任期は5月31日まで、任期は2年　林　弘　推薦
36. 5.15 役員会開催　事務所に於て　午後8時から
 　【協議事項】
 　1. 国保運営協議会委員推薦について　林　弘氏留任と決定
 　2. 保険懇談会開催について
 　3. むし歯予防デーの行事について
 　4. レクリエーションについて
36. 5.24 保険懇談会開催　事務所に於て　午後7時30分から
 石坂・関・家城各審査員の先生を囲んで質議応答
36. 6. 1 富山市国民健康保険組合運営協議会委員・林　弘再任
36. 6. 4 〜 10 歯の衛生週間
36. 6.22 全国母子衛生大会開催　富山市公会堂大ホールに於て
　 〜23 本会から会長以下5名出席
36. 6.25 レクリエーション実施　岩瀬浜の「キス釣り」　【参加者】14名
36. 8.13 レクリエーション実施　八重津浜海水浴
36. 8.17 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として、早見治顯決定
36. 9.28 赤ちゃん保健コンテスト開催　富山保健所に於て
 本会から、高野、藤井（起）、細川出席する
36.12.23 ダンスパーティー開催　富山県医師会館ホールに於て　午後6時30分から
37. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から　【出席者】26名
37. 1.11 新年宴会　よし原旅館に於て　午後6時30分から
37. 3.13 全体委員会開催　事務所に於て　午後7時30分から
 　1. 各委員会に於て37年度事業計画の件
 　2. 山岸・菅田両監事による事務会計監査
37. 3.24 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 35年度歳入歳出決算報告の承認を求むる件　　承認
 　2. 37年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　承認
 　3. 37年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　承認
 　4. 37年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　承認
 　5. その他

世の中の動き �
	 昭和36年　ジョン・Ｆ・ケネディが第35代米大統領に就任	
	 　　 　　ベルリンの壁建設



67通史

昭和37年度（1962年）
37. 5. 8 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後８時から　竹中後援会の件について
37. 6. 4 〜 10 歯の衛生週間
37. 6.16 役員会開催　和倉江月園に於て
　 〜17 　【協議事項】当面の重要なる諸問題に関する件及び親睦の部会設置に関する件
37. 8. 6 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者に山岸確次決定
37. 8.23 全体協議会開催　事務所に於て　午後8時から　国保組合議員選出について
 　竹林正俊、深山正之、和記憲一、島　信行、坂本清志、以上5名選出
37. 8.31 全体協議会開催　事務所に於て　午後8時から
 　国保組合を結成するについて料金問題の検討
37. 9.27 社保座談会開催　事務所に於て　午後8時から
37.10.21 国保組合議員・深山正之、国保組合理事に選出の為、後任議員として中島清則選任
37.11.17 関　剛三郎の欧州視察講演会開催　事務所に於て　午後7時30分から
37.12.24 ダンスパ−ティー開催　県医師会館に於て　午後6時30分から
38. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から　【出席者】21名
38. 1.12 新年宴会　堺捨旅館に於て　午後6時30分から　【出席者】23名
38. 3. 9 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事頂】
 　1. 選挙（1）富山地区選出代議員並に予備代議員
   　　　代議員・永森　収、松能喜一、坂本清志、山﨑安隆、岩倉リイ
   　　　予備代議員・藤井起三郎、篠川之靖、水野公之、杉江玄己、分田文子
   　（2）富山地区歯科医師会役員
   　　　会長1名・深山正之、選任副会長1名・中島清則、選任
   　　　理事5名・中島忠一、水野誓夫、山﨑安隆、黒木正直、大島輝哉、決定
   　　　監事2名・菅田晴山、家城圭一、選任
38. 3.20 全体委員会開催　事務所に於て　午後7時30分から　事業計画等について
38. 3.30 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 36年度歳入歳出決算報告並に財産目録の承認を求むる件　　承認
 　2. 38年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　　　　　　　承認
 　3. 38年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　　　　　　　承認
 　4. 38年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　　　　　　　承認
 　5. その他　県歯会館建設に関する具申書を早急に県へ提出することで意見一致
 　【具申内容】
 　一、会館建設の場所について
 　　　現在地が最も適当である
 　　　理由（1）富山駅に近く利用する会員にとっても交通に便利
 　　　　　（2）県庁等に近く、環境良好なること　したがって会館の利用価値が高い
 　二、会館建設の時期について
 　　　 物価の高騰、技工士養成所等の開設も急がれる現況であるから、1日も早急に

会館建設の実現に踏切る様要望
 　三、現在の敷地を最高度に活用し、利用価値の高いものとする

世の中の動き �
	 昭和37年　東京都世界初の1000万都市に
	 　　 　　日本最長の北陸トンネル開通　　キューバ危機



68 通史

昭和38年度（1963年）
38. 4. 3 理事会開催　事務所に於て　午後8時から
 　【協議事項】会館建設に関する件
38. 5. 7 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事項】富山地区選出代議員1名の補欠選挙
 　松能喜一代議員が県の理事に転出によるもので、水野誓夫後任として選任
38. 5.12 学術講演会関催　北日本新聞階上ホールに於て　午後2時30分から
 　【プログラム】歯科局所麻酔薬の実際と偶発症の処置　東京歯科大学助教授・田村八郎
38. 5.19 レクリエーション実施　大川寺公園に於て
38. 6. 4 〜 10 歯の衛生週間　愛育園及びルンビニ園の診療奉仕（6月9日実施）
38. 6.24 富山市国民健康保険運営協議会委員に林 弘選任
38. 6.30 「キス釣」大会開催　岩瀬浜に於て　【参加者】20数名
38. 7.28 学術講演会開催　富山荘別館大ホール（干歳町）に於て　午後2時30分から
 　【プログラム】「全米矯正学会に出席して」東京医科歯科大学教授・三浦不二夫
38. 9.14 全体協議会開催　事務所に於て　午後8時から
 　【協議事項】会館建設に関する件　9月1日の県建設委員会の可決事項について協議
 　【決議要領】1. 会館建設場所　現在地（現歯科医師会館）
 　 　　　　　2. 工事着工年月日　明春の予定　3.建築費　総額2,500万円の見当
 　 　　　　　4. 建築資金調達方法　現在の積立金の倍額負担する
 　 　　　　　　　　　　　　　　　但し、富山地区は相談のうえ善処す
38. 9.15  38年9月1日、会館建設委員会に於て、決議された事項に関しての富山地区歯科医師会

の回答事項（会長・深山正之から県歯会長・川口義門）
 　1.  会館建築資金調達方法に対しては富山地区歯科医師会は県下一率に同額の倍額負

担とする事
 　2.  地元負担金については、会館建設に対する設計計画の細部を明示されたる後に善

処する
 　　【要望事項】 前項事項に関して、9月22日開催せられる代議員会前に会館建設委員

会を開催せられたし
38. 9.26 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として、菅田晴山決定
38.10.30 全体協議会開催　事務所に於て　午後8時から
 　【課　題】納税貯蓄組合設立に関して、慎重審議の結果、組合を設立することに決定
38.11.30 社保座談会開催　事務所に於て　午後8時から
 　【出席者】39名　阿部清一、吉田　茂氏より説明
38.12.12 納税貯蓄組合設立総会開催　事務所に於て　午後8時から
 　 役員決定　組合長・深山正之、副組合長・中島清則、理事・中島忠一、水野誓夫、
 　山﨑安隆、黒木正直、大島輝哉、監事・菅田晴山、家城圭一
39. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から　【出席者】27名
39. 1.18 新年宴会　堺捨旅館に於て　午後6時30分から　【出席者】32名
39. 2.22 全体委員会開催　事務所に於て　午後7時30分から
 　【協議事項】事業計画等について
39. 3.28 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事頂】1. 37年度歳入歳出決算報告の承認を求むる件　　承認
 　 　　　　　2. 39年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　承認
 　 　　　　　3. 39年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　承認
 　 　　　　　4. 39年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　承認
 　 　　　　　5. その他

世の中の動き �
	 昭和38年　北陸地方に豪雪　　ケネディ大統領暗殺
	 　　 　　「こんにちは赤ちゃん」　「見上げてごらん夜の星を」　「高校三年生」などの流行歌
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昭和39年度（1964年）
39. 6. 4 歯の衛生週間
　 〜10 愛育園及びルンビニ園に於て、診療奉仕（6月7日実施）
39. 6.20 第17回健康保険全国勤労者陸上競技大会開催　県営富山陸上競技場に於て
　 〜21 当日選手又は観客等で急患発生した場合の救急患者の収容について協力
39. 7.30  富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として、平井喜美決定（8月24日、富山市

公会堂ホールに於て、表彰）
39.10.15 社保懇談会関催　事務所に於て　午後7時30分から
 　【懇談事項】社会保険診療に関する最近の改正点について　講師・関　剛三郎、吉田　茂
39.10.18 秋期レクリエーション実施　石川県手取渓谷林屋旅館に於て
39.10.22 会館建設のため事務所移転　富山市五福五区2386松崎ビル内に
39.11. 5 Ｘ線診断に関する研究会開催　富山県医師会館に於て　午後7時30分から
40. 1.10 新年宴会　河合旅館に於て　午後5時から
40. 2.28 富山地区歯科医師会臨時総会関催　県民会館702号室に於て　午後2時30分から
 　【附議事頂】
 　1. 富山県歯科医師会代議員並びに予備代議員選挙 
 　　代議員・岡田信次、青木康三、阿部清一、坂本清志、小林全二、選任
 　　予備代議員・田上　修、松田正男、分田文子、水野公之、篠川之靖、選任
 　2. 富山地区歯科医師会役員選挙
 　　会長・深山正之、選任　　　副会長・中島清則、選任
 　　理事・会長及副会長に一任　監事・新理事に一任
40. 3. 6 会館建設に関する協議会開催　サロン小西（市通坊電停前）に於て　午後8時から
40. 3.28 富山地区歯科医師会定時総会開催　県民会館705号室に於て　午後1時から
 　【附議事頂】
 　1. 38年度歳入歳出決算報告の承認を求むる件　　承認
 　2. 40年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　承認
 　3. 40年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　承認
 　4. 40年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　承認
 　5. 40年度理事、監事の承認を求むる件　　　　　承認
 　　理事・現理事全員留任、水野誓夫、中島忠一、山﨑安隆、黒木正直、大島輝哉
 　　監事・現監事全員留任、家城圭一、菅田晴山
 　6. その他（会館建設負担金の銀行融資に関して）
 　　負担金納入方法として次の2案を提示
 　　　Ａ案　 ４月末日迄に差当り各自5万円也の負担金を地区に於て、銀行より融資

を受け、一括県歯科医師会へ納入する案（銀行は北陸銀行本店及び富士
銀行富山支店で銀行に対しては10ケ月分割返済）

 　　　Ｂ案　 富山地区歯科医師会協同組合の結成に依り、資金の調達を計り、負担金
の全額を一括県歯科医師会へ納入する案（商工中金に対し長期返済）

 　　結論として、Ａ案支持多数に依り承認する
 　　なお、Ｂ案については後日の研究課題として継続審議と決定

世の中の動き �
	 昭和39年　ベトナム戦争始まる
	 　　 　　東海道新幹線スタート
	 　　 　　第18回オリンピック東京大会
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昭和 40 年代

県立中央病院 本告武人先生を囲んで岡田信次先生を囲んで

昭和48年9月29日
第23回 全国学校保健研究大会（富山）

日本歯科大学学長 中原　実氏を囲んで 昭和47年12月10日
記念講演  日歯大  園山教授

昭和48年11月14日
日歯創立70周年記念表彰伝達式
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昭和40年度（1965年）
40. 4.15 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
40. 5.11 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
40. 5.15 事務所移転　元の舟橋南町に移転
40. 5.31 会館落成式
40. 6. 4 〜 10 口腔衛生週間
40. 6.13 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
40. 6.21 懇談会開催　事務所に於て　午後8時から
 　【テーマ】最近の医療問題について
40. 6.23 富山市国民健康保険運営協議会委員・林　弘推薦
40. 7.10 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
40. 7.15  協議会及び納税貯蓄組合総会開催　県歯会館に於て　午後8時から協議会　午後9時か

ら組合総会
40. 7.20  富山市国民健康保険組合に於ける国保事業功労者に中島清則決定（8月24日、富山市

公会堂大ホールに於て、表彰）
40. 7.29 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【議　題】技工料問題について
40. 8.31 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
40. 9.10 全体協議会開催　事務所に於て　午後8時から
 　【議　題】事務所借上に関する賃貸契約について
40. 9.30 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
40.10.26 研修会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【テーマ】ポーセレンに就いて（スライド並びに材料展示）
40.10.27 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
40.11.13 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【協議事項】
 　富山県歯科医師会賃貸料設定委員会申込に関する件
 　富山県歯科医師会賃貸料設定委員会申込内容
 　　（1）富山地区歯科医師会事務所借上費1ケ月5,000円（6月からさかのぼる）
 　　（2）寄附金（地元負担金の意味）3,493,500円（内916,000円差引く）
 　　（3）（2）は43年8月迄分納
40.11.27 役員会開催　県歯会館に於て　午後8時から
40.12.30 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
41. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から
41. 1. 9 新年宴会　河合旅館に於て　午後5時から
41. 1.29 深山会長が技工士の新年宴会へ出席
41. 2.24 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
41. 3.10 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から
41. 3.26 富山県歯科医師国保組合会議員選挙
 　三羽邦定、田上　修、中島清則、坂本清志、黒木正直、島　信行、選出決定
41. 3.30 理事会開催　県歯会館に於て　午後8時から

世の中の動き �
	 昭和40年　朝永振一郎ノーベル物理学賞受賞
	 　　 　　政府不況対策として国債発行を決める
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昭和41年度（1966年）
41. 4. 3 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後2時から
 　【附議事頂】
 　1. 39年度歳入歳出決算報告の承認を求むる件　　承認
 　2. 41年度事業計画の承認を求むる件　　　　　　承認
 　3. 41年度歳入歳出予算の承認を求むる件　　　　承認
 　4. 41年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　承認
 　5. 富山地区歯科医師会創立20周年記念事業実施に関する件
 　　理事会に於て、具体案を作成のうえ全体協議会に提出することに決定
41. 4.23 学術研修会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【テーマ】最近のアメリカ歯科事情に就いて（講演及び16ミリ）
 　講師 医博・鹿内忠臣
41. 6. 4 〜 10 口腔衛生週間
41. 7.10 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として、阿部清一決定
 　（8月25日、富山市公会堂大ホールに於て、表彰式）
41. 7.25 社会福祉センター建設資金寄附　一人当り300円で会員数82人分として24,600円
41.12.17 富山地区歯科医師納税貯蓄組合臨時総会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【協議事頂】組合の運営に関する件
42. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から
42. 1. 1  富山市国民健康保険の給付率は被保険者世帯主（準世帯主）7割、非世帯主（家族）5

割となっていたが42年1月1日から、世帯主、家族とも一率に7割給付として一部負担
金（窓口徴収分）は3割に改正実施

42. 1.14 新年宴会　まる三別館に於て　午後6時から
42. 3. 7 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【附議事項】1. 選挙富山地区選出代議員並に予備代議員選挙
 　 　　　　　　代議員・阿部清一、竹林正俊、田上　修、宮本乙男、小林全二、選任
 　 　　　　　　 予備代議員・大島輝哉、中島忠一、佐渡哲雄、高橋日出男、篠川之靖、
 　 　　　　　　選任
42. 3.25 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事項】 
 　1. 富山地区歯科医師会役員改選の件
 　　会長・中島清則、選任（無競争）
 　　副会長・山﨑安隆、選任（無競争）
 　　理事・新会長、副会長に詮衡一任、宮森正次、永森尚之、大島輝哉、内田安博、
 　　松浦　實を承認決定
 　　監事・新理事会に詮衡一任、深山正之、竹林正俊を承認決定
 　2. 40年度歳入歳出決算の承認を求むる件　　　承認
 　3. 42年度事業計画案の承認を求むる件　　　　承認
 　4. 42年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　承認
 　5. 42年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　承認
 　6. その他

世の中の動き �
	 昭和41年　ザ・ビートルズ来日
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昭和42年度（1967年）
42. 4.12 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事頂】富山地区選出代議員補欠選挙について
 　 阿部清一、竹林正俊、各代議員は県歯会長、副会長に当選のため欠員となったため
42. 4.16 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事項】1. 富山地区選出代議員補欠選挙について
 　 4月12日の全体協議会の申合せに依り、立候補者、岡田信次、水野公之、

大島輝哉、三羽博久の4人のため、会長立合のもとに談合斡施の結果、
意見の一致を見る　議員・岡田信次、水野公之、承認決定

42. 4.22 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事項】1.  富山地区選出予備代議員補欠選挙について　三羽博久、寺島祐輔、

選任
42. 5.31 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事項】1. 会長選挙会場について（会員総員制の場合）
 　 2. 各支部の編成替えについて　3.代議員の選出方法と定数、その他等
42. 6. 4 口腔衛生週間
　 〜10 　歯の無料検診　ルンビニ園園児
42. 6.15 納税貯蓄組合臨時総会開催　【附議事頂】納税組合運営について
42. 6.19 富山市国民健康保険組合運営協議会委員に林　弘再任
42. 7.10 富山市国民健康保険組合における国保事業功労者に分田文子決定
42. 8. 6 レクリエーション実施　八重津浜海水浴
42. 8.23 ボウリング大会開催　ボウリングセンター（日活前）に於て　午後8時から
42. 9.24 富山地区学術講演会開催　県民会館204号室に於て　午後1時から
 　【プログラム】前歯部補綴について（継続架工）大阪歯科大学助教授・山田早苗
42.10.31 永森収東欧視察を聞くの会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　 日本国際貿易促進地方議員連盟のソ連、東欧経済事情視察団の一員として参加され

たその体験談（永森　収県議会議員、商工労働常任委員長）
42.12.26 社保説明会開催　県歯会館に於て　午後7時から
43. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から
43. 1.13 新年宴会　河合旅館に於て　午後6時から
43. 1.21 富山地区学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【プログラム】1. 歯槽膿漏の全身療法、特にインターセーリングについて
 　 講師　大阪歯科大学教授医博・福地芳則
 　 2. 歯科領域に於ける簡易臨床検査について
 　 講師　国立金沢病院検査課長医博・寺畑喜朔
43. 3.24 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後4時から
 　【附議事項】1. 41年度歳入歳出決算報告の承認を求むる件　　承認
 　 2. 43年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　 3. 43年度歳入歳出案の承認を求むる件　　　　　承認
 　 4. 43年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　承認
 　 5. 支部規程審議に関する件
 　 　4月1日から富山市支部、上新川郡支部の二つを結成することに決定
 　 6. 富山保健所建築促進期成同盟会寄附金の承認を求むる件
 　 　3万円の寄附金を納入することで承認
 　 　43年度の会員に1人300円を附加することで処理する

世の中の動き �
	 昭和42年　初の建国記念日　　東京都知事に美濃部亮吉当選　　イタイイタイ病
	 　　 　　流行歌「ブルー・シャトウ」「世界は二人のために」「夜霧よ今夜も有難う」
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昭和43年度（1968年）
43. 4. 1  富山地区歯科医師会は富山市、上新川郡の会員で組織していたが、上新川郡支部を4

月1日から結成
43. 6. 2 歯科巡回診療実施　ルンビニ園午前中　盲学校午後から診療車で無料診療
43. 6. 4 〜 10 口腔衛生週間
43. 6.20 保険疑義解釈の座談会開催　県歯会館に於て　午後8時から
43. 7.14 富山地区学術講演会開催　県歯会館に於て　午後2時から
 　【プログラム】急性炎症治療のカンどころ
 　講師　日本大学歯学部助教授医博・田村豊幸
43. 9.15 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として深山正之決定
 　（11月7日、富山市公会堂大ホールに於て、表彰式）
43. 9.26 理事会及び保険部部会開催　事務所に於て　午後7時30分から
43.10.10 レクリエーション実施　青井谷おぐら館きのこ狩り
43.10.30 保険部部会開催　事務所に於て　午後7時30分から
43.11.12 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【協議事項】技工基準料金について
43.11.19 理事会及び保険部部会開催　事務所に於て　午後7時30分から
43.12.21 忘年クリスマスパーティー開催　県歯会館に於て　午後7時から
44. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から
44. 1.11 新年宴会　河合旅館に於て　午後7時から
44. 1.22 税務署の説明会開催　県歯会館に於て　午後7時から
44. 1.22 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【協議事項】富山地区に於ける、代議員選出について
44. 3. 8 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【附議事頂】1.選挙
  　（1）富山地区選出代議員及び予備代議員
  　　　代議員・水野公之、中川　武、小林全二、田上　修、三羽博久、選任
  　　　予備代議員・寺島祐輔、青木康三、篠川之靖、佐渡哲雄、松原清一郎、選任
44. 3.23 富山地区学術講演会開催　第一生命ビル9階ホールに於て　午後1時から
 　【プログラム】1. 最近の充てん材について
 　 　　　　　　　講師　東京歯科大学教授医博・渡辺富士夫
 　 　　　　　　2. 保存領域に於ける保険診療について
 　 　　　　　　　講師　東京歯科大学助教授医博・高橋一祐
44. 3.29 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【附議事頂】
 　1. 富山地区歯科医師会役員改選
 　　会長・中島清則、選任副会長・山﨑安隆、選任（無競争）
 　　理事・大島輝哉、宮森正次、永森尚之、内田安博、松浦　實、選任
 　　監事・深山正之、竹林正俊、選任
 　2. 42年度歳入歳出決算の承認を求むる件　　　承認
 　3. 44年度事業計画案の承認を求むる件　　　　承認
 　4. 44年度歳人歳出予算案の承認を求むる件　　承認
 　5. 44年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　承認
 　6. その他

世の中の動き �
	 昭和43年　小笠原復帰　　川端康成ノーベル文学賞受賞　　三億円事件



75通史

昭和44年度（1969年）
44. 6. 1 歯科巡回診療実施
 　午前中ルンビニ園、午後聾啞学校、診療車で無料歯科診療
44. 6. 4 〜 10 口腔衛生週間
44. 6.20 富山市国民健康保険組合の国民健康保険運営協議会委員に深山正之、決定
44. 6.29 富山地区学術講演会開催　県歯会館に於て　午後2時から
 　【プログラム】乳歯の歯内療法の可能性について
 　 　　　　　　講師　日本大学歯学部助教授医博・栗原洋一
44. 7.22  富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として水野誓夫決定（7月29日、富山市公

会堂大ホールに於て、表彰式）
44. 8.27 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 上新川郡会員退会の承認を求むる件　承認
44. 9.28 レクリエーション実施　和倉温泉加賀屋に於て
45. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から
45. 1. 7 理事会開催　事務所に於て　午後7時30分から
45. 1.10 新年宴会　河合旅館に於て　午後6時から
45. 1.13 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　保険医総辞退の件　日歯に於て、今後の闘争目標が明確に表示されたる時点で協議
45. 2.19 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 補欠代議員選出方法について
 　2. 改正点数の説明
45. 3. 7 富山地区歯科医師会臨時総会開催
 　【附議事項】
 　1. 富山地区選出補欠代議員選挙（中川　武死亡による）
 　　山﨑安三、選任（無競争）
45. 3.15 富山地区学術講演会開催　県民会館501号室に於て　午後1時から
 　【プログラム】改正後に於ける、保険診療の特徴
 　講師　東京歯科大学助教授医博・高橋一祐
45. 3.29 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後4時から
 　【附議事項】
 　1. 43年度歳入歳出決算の承認を求むる件　　　承認
 　2. 45年度事業計画案の承認を求むる件　　　　承認
 　3. 45年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　承認
 　4. 45年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　承認
 　5. その他

世の中の動き �
	 昭和44年　東名高速道路全線開通　
	 　　 　　人類初の月面着陸
	 　　 　　「港町ブルース」「白いブランコ」「長崎は今日も雨だった」などの流行歌
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昭和45年度（1970年）
45. 4. 4 理事会開催　事務所に於て　午後7時30分から
45. 5.28 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 富山地区選出代議員及び予備代議員の改選に関し議決を求むる件　可決
45. 6. 4 歯の衛生週間
　 〜10 　6月7日、診療奉仕　午前中ルンビニ園、午後聾啞学校に於て、診療車による無料診療
45. 6.21 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後2時から
 　【プログラム】
 　抗炎症剤と歯槽膿漏との関係
 　　講師　日本大学歯学部助教授医博・田村豊幸
45. 7. 6 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事項】
 　5月28日の臨時総会後に於ける地区歯科医師会の運営について
45. 8.10 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として高野秀次郎決定
 　（8月25日、富山市公会堂大ホールに於て、表彰式）
45.11.29 レクリエーション実施　永芳閣（氷見市）に於て
45.12.15 青色申告並びに確定申告の説明会開催　県歯会館に於て　午後7時から
46. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から
46. 1. 9 新年宴会　河合旅館に於て　午後6時から
46. 1.23 税務説明会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
46. 2.21 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後6時から
 　【協議事項】富山地区選出代議員並びに予備代議員の選出方法について
46. 2.28 学術講演会開催　県民会館706号室に於て　午後1時から
 　【プログラム】最近の歯内療法について
 　講師　東京歯科大学教授医博・長谷川正康
46. 3. 6 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【附議事項】
 　富山地区選出代議員及び予備代議員選挙
 　代議員・寺島祐輔、佐渡哲雄、家城圭一、松能喜一、関剛三郎、源　三郎選任
 　予備代議員・高野秀次郎、松原明男、松原清一郎、篠川之靖、宮本乙男、原田修逸、
 　選任（無競争）
46. 3.28 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午前11時から
 　【附議事項】
 　1. 地区歯科医師会役員改選の件　会長・山﨑安隆、選任（無競争）
 　　 なお、副会長、理事、監事は、現会長並びに新会長に人選一任、後日文書を以っ

て会員に報告
 　2. 44年度歳入歳出決算報告の承認を求むる件　　承認
 　3. 46年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　4. 46年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　5. 46年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　承認
 　6. 定款17条の改正に関し決議を求むる件　理事の定数改正可決確定

世の中の動き �
	 昭和45年　日本万国博覧会
	 　　 　　三島事件
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昭和46年度（1971年）
46. 4. 7 定時総会の決定事項である役員人事を会員に通知する
 　 副会長・中島忠一　理事・水野公之、内田安博、寺島祐輔、篠川之靖、松浦　實、
 　松能二郎　監事・深山正之、中島清則
46. 5.19 保険医総辞退蹶起大会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　声明文を採択
 　 内容 先きに中医協公益委員に依って提出された資料即ち「審議用メモ」なるもの

は人命尊重に徹すべき保健、医療を根底から覆すものであり、生命と医術を無視し
た暴挙である　依って我々医療人は下記のスローガンを提唱し医道の揚と福祉国家
の建設に邁進せんとするものである

 　　　　　　　　　　　　　　記
 　　一、医療の自主性を堅持し、国民医療の向上を計る
 　　一、公益委員の提唱する「審議用メモ」の粉枠
 　　一、保険医登録抹消体制の確立
 　　一、会員各位の総意を結集し、国民医療の改革を期す
 　　　以上要旨を完徹すベく此処に声明する
 　　　　　　　　　　　　　　　　昭和46年5月19日
 　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　富山地区歯科医師会
46. 6. 3 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て、午後7時30分から
 　【附議事項】富山地区歯科医師会定款一部変更の件　原案どおり承認
46. 6. 4 歯の衛生週間
　 〜10 　6月6日、午前中ルンビニ園、午後盲学校に於て、診療車による巡回無料診療
46. 6.17 社保懇談会開催　最近に於ける社保診療の疑義解釈について　講師 水野誓夫先生
46. 6.28 富山市国民健康保険組合における国民健康保険運営協議会委員に深山正之再任
46. 7.30 全体協議会開催　【協議事項】保険医辞退後の諸対策について
46. 8. 8 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後2時から
 　【プログラム】医療事故と法医学について
 　講師　日本大学歯学部教授医博・向井　敏
46. 8.13 全体協議会開催　【協議事項】補欠代議員選出方法について
46. 8.17 富山地区歯科医師会臨時総会開催
 　【附議事項】富山地区選出補欠代議員選挙、島　信行選任（無競争）
46. 8.19 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として松能喜一決定
46.10.31 レクリエーション実施　八山荘（上市町）に於て　【参加者】20名
46.12.18 クリスマスパーティー開催　県歯会館に於て　午後6時から
47. 1. 1 新年名刺交換会　事務所に於て　午後1時から　【出席者】32名
47. 1. 8 新年宴会　河合旅館に於て　午後6時から　【出席者】40名
47. 2.15 所得申告の説明会開催　県歯会館に於て　午後7時から
47. 2.20 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時30分から
 　【プログラム】前歯義歯と審美性　講師　愛知学院大学歯学部助教授医博・橋本京一
47. 3. 2 〜 3 税の個人相談会開催　事務所に於て　午後7時から　水上税理士　【出席者】11名
47. 3.28 富山地区歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【附議事項】1. 45年度歳入歳出決算報告の承認を求むる件　　承認
 　 　　　　　2. 47年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　 　　　　　3. 47年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　 　　　　　4. 47年度会費徴収方法の承認を求むる件　　　　承認
 　 　　　　　5. その他

世の中の動き �
	 昭和46年　ドルショック
	 　　 　　新商品としてカラオケ機器
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昭和47年度（1972年）
47. 4.25 社保懇談会関催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【テーマ】社保点数2月改正後の疑義解釈について　水野誓夫、飯田　弘先生
47. 4.28 富山市納税貯蓄組合連合会定期総会並びに組合長会議
47. 6. 4 歯の衛生週間　新事務員に大村
　 〜10 　ルンビニ園に於て午前中、診療車に依る無料診療
47. 6.18 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から　【出席者】46名
 　【プログラム】歯科に於ける薬物療法
 　講師　日本大学歯学部助教授医博・小林雅文
47. 8. 5 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として源 三郎決定
47. 8.29 富山地区歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後8時から
 　【附議事項】
 　1. 富山地区歯科医師会47年度歳入歳出補正予算案の承認を求むる件　承認
 　2. 富山地区歯科医師会定款改正案の承認を求むる件　原案通り可決確定
 　　 改正内容本会を富山地区歯科医師会から富山市歯科医師会に名称を改正等規定の

整備を図る　施行期日は認可を得たる日から施行する
47.12.10  社団法人富山市歯科医師会設立25周年記念祝賀会開催　富山市桜橋通り住友生命ビル

10階ホールに於て　午後1時から
 　一、記念学術講演会　演題　口腔外科に於ける診断と其の処置について
 　　　講師 日本歯科大学口腔外科学教室教授医博・園山　昇
 　一、25周年記念祝賀式及び記念祝賀パーティー
48. 1. 6 富山市歯科医師会新年宴会　河合旅館に於て　午後6時から　【出席者】37名
 　（新年名刺交換会は、今後時局柄之を取り止めとする）
48. 1.31 富山県歯科医師会に対し、計画診療推進委員会委員に次の四氏を推薦
 　委員・水野公之、松浦　實、篠川之靖、栗山豊実
48. 2.23 47年度所得確定申告の説明会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
48. 3. 5 〜 6 税の個別相談会開催　事務所に於て　午後7時から　【出席者】42名
48. 3.10 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【附議事項】富山市歯科医師会選出代議員並びに予備代議員の選挙
 　代議員・家城圭一、佐渡哲雄、水野公之、金森安信、島　秀雄、寺島祐輔、選任
 　予備代議員・松原清一郎、松原明男、原田修逸、岡田洋昭、高橋日出夫、高野秀次郎、
 　選任
48. 3.31 富山市歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から　【出席者】22名
 　【附議事項】
 　1. 46年度歳入歳出決算報告並に財産目録の承認を求むる件　　承認
 　2. 48年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　　　　　　　承認
 　3. 48年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　　　　　　　承認
 　4. 48年度会費徴収方法に関し承認を求むる件　　　　　　　　承認
 　5. 高齢会員の会費免除の決議を求むる件　　　　　　　　　　承認
 　6. 富山市歯科医師会役員改選の件（会長、副会長、監事の選挙）
 　　会長・山﨑安隆、選任　副会長・中島忠一監事・深山正之、中島清則、選任
 　7. 理事の選出に関する件
 　　理事・内田安博、篠川之靖、寺島祐輔、松能二郎、水野公之、松浦　實、選任

世の中の動き �
	 昭和47年　元日本兵の横井庄一グアム島のジャングルで発見　　浅間山荘事件
	 　　 　　日中国交正常化
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昭和48年度（1973年）
48. 6. 4 歯の衛生週間
　 〜10 　 6月10日、午前中ルンビニ園（94名）、午後聾啞学校（30名）に於て、診療車による

無料診療
48. 6.30 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から　【出席者】16名
 　【附議事項】
 　1. 昭和47年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　承認
 　2. 上新川郡支部との合併に関する件
 　　　原案通り上新川郡支部と合併することを承認
 　　　上新川郡会員・黒川五一郎、山田外雄、米沢卯一
48. 7.23 富山市国民健康保険組合における国民健康保険運営協議会委員に深山正之再任
46. 8. 8 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として田上　修決定
48. 8.26 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【演　題】口腔疾患の細菌について（特に歯垢を中心にして）
 　講師　東京歯科大学教授医博・高添一郎
48.10.28 レクリエーション実施　小川温泉天望閣に於て　【参加者】25名
48.12.15 クリスマスパーティー開催　県歯会館に於て　午後6時30分から
49. 1. 5 新年宴会　河合旅館に於て　午後6時から　【出席者】46名
49. 2.10 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から　【出席者】約50名
 　【演　題】
 　◦よく噛める総義歯について
 　◦計画診療について
 　◦予防歯科と中央の近況について
 　　講師　日本歯科医師会学術委員長医博・山本為之
49. 2.15 所得確定申告の説明会　県歯会館に於て　午後7時から
49. 2.26 税の個別相談会開催　事務所に於て　午後7時から　【出席者】13名
　 〜3. 1 　水上㐂代一税理士
49. 3.30 富山市歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から　【出席者】31名
 　【附議事項】
 　1. 49年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　2. 49年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　3. 49年度会費徴収方法に関し承認を求むる件　　承認
 　4. 入会金増額の件
 　　入会金3千円から2万円に増額、原案可決
 　5. 委員会設置の件
 　　社保委員会、学術委員会、公衆衛生委員会の3委員会の設置を承認
 　　委員会の定数は3名とする
49. 3.31 社保研修会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　講師　東京歯科大学保存学教室助教授・高橋一祐

世の中の動き �
	 昭和48年　金大中氏事件　　江崎玲於奈ノーベル物理学賞受賞
	 　　 　　オイルショック
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昭和49年度（1974年）
49. 6. 4 歯の衛生週間
　 〜10 　6月9日、午前中ルンビニ園、午後愛育園、診療車による無料診療
49. 6.16 学術講演会並びに社保研修会開催　県歯会館に於て　正午から
 　【演　題】
 　（学術講演の部）講師　日本歯科医師会学術委員医博・丸森賢二
 　　1. よく噛める義歯について
 　　2. ムシ歯予防の新しい考え方について
 　（社保研修の部）説明担当は富山市歯科医師会社保委員会
 　　1. 社保のしおり説明　　説明担当は富山市歯科医師会社保委員会
49. 8. 2 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として藤井起三郎決定
49.10.29 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 48年度歳入歳出決算報告に関し承認を求むる件　承認　2. その他
49.10.29 全体協議会開催　臨時総会終了後
 　【協議事項】統一地方選挙に関する件
49.10.29 社保研修会開催　午後8時30分から　主題　社保点数改正後の諸問題について
49.11. 3 レクリエーション実施　坪野鉱泉に於て　【参加者】14名
49.12. 8 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【演　題】1. 日本の歯科医業は病んでいる、その治療法は?
 　 　　　　　これからの歯科と医業のあり方　医博・正木　正
50. 1.11 新年宴会　河合旅館に於て　午後6時から　【出席者】45名
50. 1.14 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【協議事項】社保に関する薬剤師会との協定処方について
50. 2.11 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後2時から
 　【協議事項】
 　1. 富山市歯科医師会役員改選に伴う日程等について
 　2. 富山市選出代議員、予備代議員の選出方法について
50. 2.20 所得確定申告の説明会開催　県歯会館に於て　午後7時から　黒田税理士
50. 3. 1 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から　【出席者】22名
 　【附議事項】
 　1. 富山市歯科医師会会長1名、副会長1名、監事2名の選挙
 　　会長・黒木正直、選任　副会長・新会長と専務協議　監事・山﨑安隆、中島清則
 　2. 富山市選出代議員及び予備代議員の選挙
 　　 代議員・家城圭一、三羽博久、高橋日出男、杉江玄己、竹林正俊、阿部清一、
 　　黒木正直、選任（無競争）
 　　予備代議員・三崎譲司、大浦重光、栗山豊実、逸見　玲、北山善之進、
 　　黒川五一郎、佐渡哲雄、選任（無競争）
50. 3.29 富山市歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 50年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　2. 50年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　3. 50年度会費徴収方法に関し承認を求むる件　　承認
 　4. 入会金増額の件　原案どおり5万円で承認（現行2万円）
 　5. 副会長選挙の件　立候補者なき為、本人の快諾を得て、寺島祐輔指名承認

世の中の動き �
	 昭和49年　ルバング島で小野田寛郎元陸軍少尉を救出	
	 　　 　　佐藤栄作元首相ノーベル平和賞受賞
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レクリエーションにおける集合写真

昭和 50 年代

県歯体育大会での一コマ

水野公之先生を囲んで

左から寺島、松浦、内田、山岸先生

昭和58年6月25日  学術講演会
医薬大 古田　勲教授

藤井　弘県歯会長と山岸敏治専務
大和百貨店での「歯の衛生週間」の一コマ
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昭和50年度（1975年）
50. 4.15 会員に対して黒木会長より挨拶
50. 4.20 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午前10時から　【出席者】22名
 　【附議事項】1. 富山市学校歯科医会の合併要請に関する件　合併承認
 　 　　　　　2. 富山市歯科医師会新理事を報告　了承
50. 5.10 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時から　【出席者】16名
 　【附議事項】1. 富山市歯科医師会新理事の承認を求むる件　　　承認
 　 　　　　　2. 50年度事業計画の一部変更の承認を求むる件　　承認
 　 　　　　　3. 50年度歳入歳出補正予算案の承認を求むる件　　承認
 　 　　　　　4. 富山市選出補欠代議員並びに予備代議員の選挙の件
 　 　　　　　　代議員・島　秀雄、選任　予備代議員・松原清一郎、原田修逸、選任
50. 6. 4 〜 10 歯の衛生週間　6月8日、午前中ルンビニ園、午後盲学校、診療車による無料診療
50. 6.26 富山市国民健康保険組合における国民健康保険運営協議会委員に黒木正直決定
50. 7.14 富山市国民健康保険組合の国保事業功労者として平井茂光決定
50. 7.20 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【演　題】総義歯の印象採得によせて　講師　東京歯科大学教授歯博・溝上隆男
50. 8.10 レクリエーション実施　富山市海岸通りサンビーチに於て　【参加者】39名
50. 8.30 社保懇談会関催　県歯会館に於て　午後7時30分から　【出席者】43名
50. 9.23 全体協議会開催　県歯会館に於て　地区別講習会終了後
 　【附議事項】1. 近北学会の協力について　2. 富山医科薬科大学の設置寄附金について
 　 　　　　　3. 富山県歯科医師会館建設に関する土地（敷地）問題について
50.11. 9 レクリエーション実施　山田温泉（玄猿楼）に於て　【参加者】36名
50.11.24 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後6時から
 　【附議事項】1. 49年度歳入歳出決算報告に関し承認を求むる件　承認　2. その他
50.11.24 社保講習会開催　県歯会館に於て　臨時総会終了後　【出席者】46名
50.12.18 富山税務署との税務懇談会開催　県歯会館に於て　午後8時から　【出席者】28名
51. 1. 9 「フッ素イオン導入」に関する講習会　富山市理科教育センターに於て　午後1時30分から
 　講師　松原清一郎出席（富山市教育委員会主催）
51. 1.10 新年宴会　海老亭に於て　午後6時から　【出席者】48名
51. 2. 7 合同委員会開催　県歯会館に於て　午後4時から
 　【協議題】1. 51年度事業計画案について　2. 51年度予算案について　3. その他
51. 2.20 所得確定申告の説明会開催　県歯会館に於て　午後8時から
51. 2.22 学術講演会開催　富山市商工会議所9階大ホールに於て　午後1時から
 　【演　題】ウ蝕象牙質はどこまで取るべきか
 　講師　東京医科歯科大学講師歯博・黒崎紀正
51. 3.11 税務申告個人相談受付　事務所に於て　午後1時から
51. 3.26 富山保健所運営協議会並びに献血推進協議会富山保健所に於て開催　会長出席
51. 3.30 富山市歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 51年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　2. 入会金増額の承認を求むる件　10万円の増額で承認（現行5万円）
 　3. 会費増額の承認を求むる件
 　4. 51年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　5. 51年度会費徴収方法に関し承認を求むる件　　承認
 　6. その他

世の中の動き �
	 昭和50年　ベトナム戦争終結　　沖縄海洋博覧会開幕



83通史

昭和51年度（1976年）
51. 5.15 アンケート調査実施　富山市歯科医師会の事務所はどうすればよいかについて
51. 6. 4 〜 10 歯の衛生週間　6月6日、午前9時からルンビニ園に於て、診療車による無料診療
51. 6.13 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【プログラム】前歯部の補綴　講師 大阪歯科大学助教授医博・河原邑安
51. 7. 8 富山市国民健康保険組合における国保事業功労者として小林全二決定
51. 8. 1 レクリエーション実施　サンビーチ（富山市海岸通り）に於て
51. 8.20 5月15日のアンケート調査実施の結果発表
 　⑴新県歯科医師会館に同居する　　　51人 ― 77.3%
 　⑵別居して新しく事務所を求める　　10人 ― 15.1%
 　⑶その他　　　　　　　　　　　　　 5人 ― 7.6%
 再度「休日、診療を実施した場合御協力いただけますか」のアンケート調査実施
51. 8.27 社保講習会開催　主題　点数改正に伴う諸問題について
51. 9.10 51年度歯科医学会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【プログラム】最近における歯科医療事故及び医事紛争の対策について
 　講師　医博・佐々木達夫（東歯出身、東京都開業）
51.10.10 レクリエーションとおわら節の講習会開催　坪野鉱泉（魚津市）に於て　午前9時から
51.10.20 8月20日の第二次アンケート調査実施の結果発表
 　回答数50人　諾37人 ― 74%　否13人 ― 26%
51.11.21 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【プログラム】パノラマＸ線写真の診断的価値評価について
 　講師　日本大学松戸歯学部教授歯博・山野博司
51.11.26 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 50年度歳入歳出決算報告に関し承認を求むる件　承認
51.12.15 税務懇談会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
52. 1. 8 新年宴会　海老亭に於て　午後6時から
52. 2.14 合同委員会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【協議題】1. 52年度事業計画案について　2. 52年度歳入歳出予算案について
52. 2.18 所得確定申告の説明会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
52. 2.19 全体協議会開催　県歯会館に於て、午後7時30分から
 　【協議事項】富山市選出代議員並びに予備代議員の選出方法について
52. 3. 3 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 富山市歯科医師会、会長1名、副会長1名、監事2名の選挙
 　　会長・黒木正直、副会長・寺島祐輔、監事・中島清則、山﨑安隆、選任
 　2. 富山市選出代議員並びに予備代議員の選挙
52. 3. 4 税の個別相談開催　事務所に於いて　午後5時から　森税理士による個別相談
52. 3.11 税務署の出張受付　事務所に於て　午前9時30分から
52. 3.31 富山市歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 富山市歯科医師会理事の承認を求むる件
 　  理事・松浦　實、佐渡哲雄、栗山豊実、金森安信、原田修逸、石川哲夫、
 　  松原清一郎、承認
 　2. 52年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　3. 52年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　4. 52年度会費徴収方法に関し承認を求むる件　　承認
 　5. その他

世の中の動き �
	 昭和51年　ロッキード事件
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昭和52年度（1977年）
52. 5.15 レクリエーション実施　檀風苑−江戸村−白雲楼ホテルに於て　【参加者】29名
52. 6. 4 歯の衛生週間　6月5日　午前中ルンビニ園に於て　診療車による無料診療
　 〜10 　　　　　　　6月5日　午後大和富山店に於て　歯の無料相談
52. 6.12 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【プログラム】歯周症の処置とその薬物療法について
 　講師　日本歯科大学講師・藤江義三
52. 7.10 富山市国民健康保険組合に於ける国民健康保険運営協議会委員に黒木正直決定
52. 8. 3 富山市国民健康保険事業功労者として山﨑安隆決定
52. 9.18 レクリエーション実施　岐阜県古川のヤナ（鮎）　【参加者】42名
52. 9.21 社保講習会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
52.10.25 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 52年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　承認　2. その他
52.12.11 学術講演会開催　県歯会館に於て　午前10時から
 　【プログラム】乳歯の歯冠修復について
 　講師　松本歯科大学小児歯科教室教授・今西考博
52.12.15 税務講習会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
53. 1. 7 新年宴会　河合旅館に於て　午後6時から　【出席者】54名
53. 2.14 合同委員会開催　県歯会館に於て　午後7時から
 　【協議題】1. 53年度事業計画案について　2. 53年度予算案について
53. 2.18 社保講習会開催　県歯会館に於て　午後6時から
53. 2.24 所得確定申告の説明会開催　県歯会館に於て　午後7時から
53. 3. 3 税の個別相談開催　事務所に於て　午後6時から　【出席者】3名
53. 3. 4 税の個別相談開催　事務所に於て　午後2時から　【出席者】7名
53. 3.31 富山市歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 53年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　2. 53年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　3. 53年度会費徴収方法に関し承認を求むる件　　承認
 　4.その他
 　総会終了後、全体協議会に切り換えする
 　全体協議会開催　適正配置委員会について協議をする
 　歯科医療機関の適正配置に関するアンケートの調査結果発表
 　アンケート結果 通知　105名 回答　49名（46.6%）
 　49名内訳
 　1. 道義的に近隣の歯科医院の同意書を必要とする　 　17名（34.7%）
 　2. 同意書を必要としない。（開設は自由とみなす） 　16名（32.7%）
 　3. 歯科医療機関配置特別委員会を設置希望　 　25名（51.0%）
 　4. その他　 13名（26.5%）

世の中の動き �
	 昭和52年　青酸コーラ事件
	 　　 　　日本赤軍日航機をハイジャック
	 　　 　　スナックやバーなどでカラオケ大流行
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昭和53年度（1978年）
53. 4.28 全体協議会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【協議事項】富山歯科総合センター会館の建設について
53. 5.20 〜 21 利賀村無医村診療実施　【対象者】利賀村小、中学生
53. 5.27 請求事務者講習会開催　県歯会館に於て　午後3時から
53. 5.28 レクリエーション実施　氷見市島尾海岸あおまさ（民宿）　地引網　【参加者】51名
53. 6. 4 歯の衛生週間　6月4日　午前中ルンビニ園に於て　診療車による無料診療
　 〜 10 　午後大和百貨店に於て　歯の無料相談実施　北日本放送で虫歯予防放送（ラジオ）
53. 6.16 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【附議事項】1. 53年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　承認
 　 　　　　　2. 名誉会員推薦の件　本告武人名誉会員に推薦決定
53. 6.25 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【演　題】無歯顎咬合高径決定における考え方の背景　講師　医博・河邊清治
53. 7. 7 う歯予防「フッ素イオン導入」の実施に係る講習会開催　午後2時から
53. 8. 1 有料研修会開催　県歯会館に於て　午後7時から　【出席者】45名
 　【演　題】エナメルエッチング法による予防塡塞及び保存修復
 　講師　ライオンファミリー歯科センター院長歯博・栗山純雄
53. 9.22 富山市国民健康保険組合における国保事業功労者として杉江玄己決定
53.10. 1 レクリエーション実施　立山国際ホテルに於て　【参加者】38名
53.10.22 学術講演会開催　県歯会館に於て　午後1時から
 　【演　題】壮、中年の性的諸問題　講師　日本大学名誉教授・押鐘　篤
53.10.23 富山保健所運営協議会に委員として会長出席　保健所に於て　午後１時30分から
53.10.31 社保講習会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
53.12.15 税務講習会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
54. 1. 6 新年宴会　河合旅館に於て　午後6時から　【出席者】60名
54. 1.24 社保講習会開催　県歯会館に於て　終了後、全体協議会開催
54. 2.20 所得確定申告の説明会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
54. 2.27 合同委員会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【協議題】1. 54年度事業計画案について　2. 54年度予算案について
54. 3. 2 〜 3 税の個別相談開催　終了後、全体協議会開催　代議員の選出方法について協議
54. 3. 7 富山市歯科医師会臨時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 富山市歯科医師会会長1名、副会長1名、監事2名の選挙
 　　会長・黒木正直　副会長・寺島祐輔　監事・中島清則、山﨑安隆
 　2. 富山市選出代議員及び予備代議員の選挙
54. 3. 8 税務当局による税務申告の出張受付　事務所に於て　午前9時30分から
54. 3.30 富山市歯科医師会定時総会開催　県歯会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 富山市歯科医師会新理事の承認を求むる件　　承認
 　2. 54年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　3. 54年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　4. 54年度会費徴収方法に関し承認を求むる件　　承認
 　5.  その他　富山県歯科総合センター竣工お祝いについて　300万円を贈呈すること

に決定、会員1人当り5,000円とし、残余分は本会から補足する

世の中の動き �
	 昭和53年　新東京国際空港（成田）開港　　日中平和友好条約調印
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昭和54年度（1979年）
54. 4. 4 富山市学校保健講習会が開催され、本会から講師として松原清一郎出席
54. 4. 7 富山歯科総合センター竣工式（4階ホール）、祝賀会（富山電気ビルデイング）
54. 4.20 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【出席者】20名
 　【附議事項】
 　1. 富山市歯科医師会理事交替に関し承認を求むる件
 　　社保担当理事・家城佳夫（新）、佐渡哲雄（旧）　承認
 　　学術担当理事・柚木邦夫（新）、栗山豊実（旧）　承認
 　2. 富山市選出予備代議員の補欠選挙に関する件　柚木邦夫（新）、栗山豊実（旧）
54. 5.20 北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会を初めて富山市に於て、開催する
54. 5.25 「フッ素イオン導入」に係る講習会（富山市役所）に講師として松原清一郎出席
54. 6. 3 歯の衛生週間
　 〜10 午前中ルンビニ園に於て　診療車による無料診療　午後富山大和店に於て　無料検診
54. 6.16 利賀村無医村診療実施　【対象者】利賀村小、中学生
54. 6.17 学術講演会開催　歯科医師会館に於て　午後1時から　【出席者】23名
 　【演　題】臨床を通じて補綴を考える
 　講師　愛知学院大学歯学部教授・川口豊造
54. 6.24 レクリエーション実施　滑川市東福寺公園（小泉鉱泉に於て、昼食）　【参加者】53名
54. 6.29 富山市国民健康保険運営協議会委員に黒木正直再任
54. 7.19  富山市歯科医師会名誉会員である本告武人氏逝去される　永年の歯科医師として地域

医療に尽した功績により、正五位ならびに勲五等端宝賞授与される
54. 7.31 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 53年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　承認　2. その他
54. 9.25 富山市母子家庭医療費助成事業（3割給付）説明会開催　歯科医師会館に於て
54.10.11 富山市制施行90周年記念式典に会長・黒木正直出席
54.10.19 富山市国民健康保険組合に於ける健康保険事業功労者として三羽博久決定
54.11.17 レクリエーション実施　一泊で京都御所見学と紅葉の京都　【参加者】29名
54.11.25 学術講演会開催　歯科医師会館に於て　午後1時30分から　【出席者】40名
 　【演　題】歯周組織を傷害しない局部床義歯の設計と実際
 　講師　大阪歯科大学助教授・山下　敦
54.11.28 富山保健所運営協議会に委員として黒木正直会長出席　富山保健所に於て
55. 1. 5 新年宴会　海老亭に於て　午後6時から　【出席者】58名
55. 1.24 富山市歯科医師会臨時総会開催　【附議事項】54年度補正予算について　承認
55. 2.27 税務懇談会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から　黒田税理士
55. 3. 7 合同委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
 　【協議題】1. 55年度事業計画案について　2. 55年度歳入歳出予算案について
55. 3.25 社保委員と薬剤師会との打合せ　協定処方箋について
55. 3.28 富山市歯科医師会定時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 55年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　2. 会費増額の承認を求むる件　　　　　　　　　承認
 　　内　容　甲会員38,000円→60,000円　乙会員19,000円→30,000円
 　　負担金　4,000円→10,000円
 　3. 55年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　4. 55年度会費徴収方法に関し承認を求むる件　　承認
 　5. その他

世の中の動き �
	 昭和54年度　国公立大学初の共通一次試験　　インベーダーゲーム大流行
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昭和55年度（1980年）
55. 5. 2 薬剤師会との協定品目及び処方箋発行に関する懇談会開催　薬剤師会も12名出席
55. 5.14 「フッ素イオン導入」に係る講習会（富山市教育委員会）に講師として松原清一郎
  出席。富山市役所第1会議室に於て　午後2時から
55. 5.17 請求事務者講習会開催　歯科医師会館に於て　午後3時から
55. 5.24 利賀村無医村診療実施　【対象者】利賀村小、中学生　柚木・砂子・竹内・松原
55. 5.27 薬剤師会との協定品目及び処方箋発行に関する懇談会開催　歯科医師会館に於て
55. 6. 1 歯の衛生週間　午前中ルンビニ園（85名）に於て　診療車による無料診療（乳歯抜歯
　 〜 7 14、永久歯抜歯1、アマルガム充塡23）　午後大和富山店に於て　無料検診
55. 6.15 学術講演会開催　歯科医師会館に於て　午後1時から
 　【演　題】薬剤処方に於ける医療事故とその対策
 　講師　日本大学松戸歯学部教授・田村豊幸
55. 7.20 レクリエーション実施　サンビーチ（富山市海岸通り）に於て　【参加者】43名
55. 8.10 物故会員追悼式挙行　歯科医師会館に於て　午前11時から　（33回忌 54名対象）
55. 8.29 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 54年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　承認　2. その他
55.10. 9 富山市国民健康保険組合における健康保険事業功労者として中島忠一決定
55.10.10 歩こう会開催（体育の日）　呉羽ハイツ　参加賞・万歩メータ
55.11.15 富山市健康優良児童、生徒の審査会　実地審査員として松原清一郎出席
55.11.23 レクリエーション実施　奈良県「飛鳥路とドリームランド」一泊旅行　【参加者】28名
55.12. 6 学術講演会開催　歯科医師会館に於て　午後2時から　【出席者】43名
 　 【演　題】「最近の歯内療法をめぐって」特に歯牙保存の限界と歯内療法に於ける偶

発症とその対策を中心に　講師　東京歯科大学教授・浅井康宏
55.12.17 税務講習会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から　森税理士　【出席者】15名
56. 1.10 新年宴会　海老亭に於て　午後6時から　【出席者】51名
56. 2.19 全体協議会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【協議事項】1. 富山市歯科医師会役員改選に伴う日程等について
 　 　　　　　2. 富山市選出代議員、予備代議員の選出方法について
56. 3. 9 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 富山市歯科医師会、会長1名、副会長1名、監事2名の選出の件
 　　会長・寺島祐輔、選任　副会長・松浦　實、選任
 　　監事・山﨑安隆、黒木正直、選任
 　2. 富山市選出代議員、及び予備代議員の選挙の件
56. 3. 3 〜 4 税の個別相談開催　事務所に於て、午後5時から　【出席者】10名
56. 3. 6 税務当局よりの出張受付　事務所に於て　午前9時30分から
56. 3.17 合同委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から　【出席者】29名
 　【協議題】1. 56年度事業計画案について　2. 56年度歳入歳出予算案について
56. 3.31 富山市歯科医師会定時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 56年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　承認
 　 　　　　　2. 56年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　承認
 　 　　　　　3. 56年度会費徴収方法に関し承認を求むる件　　承認
 　 　　　　　4. その他

世の中の動き �
	 昭和55年　イラン・イラク戦争勃発



88 通史

昭和56年度（1981年）
56. 4. 1 理事会開催　歯科医師会館に於て　午後4時から
 　【協議題】◦初顔合せ　◦委員会の構成
56. 4.18 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後6時から
 　【附議事項】1. 富山市歯科医師会新理事の承認を求むる件
 　 　　　　　2. その他　富山市歯科医師会代議員の選出方法について
56. 5. 6 理事会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
56. 5.17 レクリエーション実施　魚津水族館
56. 5.27 理事会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
56. 6. 4 歯の衛生週間
　 〜10 ルンビニ園に於て　診療車による無料診療　午後大和百貨店に於て　無料検診
56. 6. 6 〜 7 利賀村無医村診療実施　【対象者】利賀村小、中学生
56. 6.17 理事会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
56. 6.28 学術講演会開催　歯科医師会館に於て　午後1時から
 　【プログラム】読影を中心とした歯科放射線の利用と防護
 　講師　日本歯科大学教授・古本啓一
56. 7. 2 富山市国民健康保険運営協議会委員に寺島祐輔就任
56. 7. 8 理事会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
56. 7.18 社保懇談会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
 　【協議題】点数改正後、1ヶ月間の保険に関する疑義
56. 8.28 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 55年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　承認　2. その他
56. 9.30 富山市国民健康保険事業功労者として青木康三決定
56.10.22 富山地区納税貯蓄組合連合会から「納税貯蓄組合法施行30周年記念大会」に於て、
 富山地区歯科医師会納税貯蓄組合に対し、感謝状贈呈される
56.10.30 富山市役所から、国民健康保険の医療費について11月から通知制を実施する旨、
 案内がある
56.11. 7 レクリエーション実施　りんご狩り　善光寺と湯田中温泉
56.12.12 文化講演会開催　歯科医師会館に於て　午後2時から
 　【プログラム】「ヒトとは何か」−ヒトからサルへ−講師　富山大学教授・和崎洋一
57. 1. 9 新年宴会　河合本館に於て　午後6時から
57. 3. 5 税の個別相談会開催　事務所に於て　午後5時から
57. 3. 8 税務当局より申告出張受付　事務所に於て　午前9時30分から
57. 3.10 合同委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
 　【協議題】◦57年度事業計画案について
57. 3.31 富山市歯科医師会定時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 57年度事業計画案の承認を求むる件　　　　承認
 　2. 57年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　承認
 　3. その他

世の中の動き �
	 昭和56年　ローマ法皇初来日　
	 　　 　　神戸ポートピア開会
	 　　 　　福井謙一ノーベル化学賞受賞
	 　　 　　大関貴ノ花、横綱輪島引退　
	 　　 　　ピンクレディー解散
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昭和57年度（1982年）
57. 5.15 第4回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　ホテル「まつや」に於て
57. 6. 4 〜 10 歯の衛生週間6日　ルンビニ園にて　無料診療　大和百貨店にて　無料検診
57. 6.10 富山市国保運営協議会に委員として寺島会長出席　富山市役所別館第3委員会室
57. 6.13 ソフトボール大会開催　安野屋小学校に於て　午前9時30分から
57. 7.11 学術講演会開催　歯科医師会館に於て　午前10時から
 　【プログラム】歯科領域におけるハリ麻酔、ハリ治療
 　講師　城西歯科大学教授・片山伊九右衛門
57. 8.27 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 56年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　承認
 　 　　　　　2. その他　◦歯の治療指示書の見直しについて
57. 9.10 北陸財政金融懇談会に寺島会長出席　第一生命ビル9階ホールに於て
57.10.15 富山市国民健康保険事業功労者として永森尚之決定
57.10.16 レクリエーション実施（一泊旅行）　山代温泉「ホテル百万石」
57.11. 7 歯科診療補助者講習会開催　富山口腔保健センターに於て　午前9時から
 　演題　「プラークコントロールの意義とその実際」について
 　講師　愛知学院大学歯科衛生専門学校講師・高山陽子
57.11.27 文化講演会開催　歯科医師会館に於て　午後2時から
 　演題　郷土文化の特性　講師　富山県生涯教育室長　吉﨑四郎
58. 1. 8 新年宴会開催　河合旅館に於て　午後6時から
58. 1.14 修正申告（56年度）に関する富山税務署側の説明会開催　歯科医師会館に於て
58. 1.17 富山市国保運営協議会に委員として寺島会長出席　職員会館3階に於て
58. 1.21 全体協議会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【協議題】歯科医政同志会に関する件
58. 1.26 所得修正申告の税務署当局の出張受付　歯科医師会館に於て
58. 2. 5 富山市における老人保健に関する取り扱いについての説明会開催
58. 3. 2 合同委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
 　【協議題】58年度事業計画案について
58. 3. 4 税の個別相談開催　事務所に於て　午後5時から
58. 3. 8 税務署当局よりの出張受付　歯科医師会館に於て　午前9時30分から
58. 3. 9 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】1. 富山市歯科医師会、会長1名、副会長1名、監事2名の選挙の件
 　 　　　　　　会長・寺島祐輔、副会長・松浦　實、監事・山﨑安隆、黒木正直
58. 3.15 全体協議会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【協議事項】富山市選出代議員及び予備代議員の選出方法について
58. 3.22 保健所老人保健連絡会議に寺島会長出席　富山保健所3階講堂に於て
58. 3.23 富山市歯科医師会定時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【附議事項】
 　1. 富山市選出代議員及び予備代議員の選挙の件
 　2. 富山市歯科医師会、新理事の承認を求むる件
 　3. 58年度事業計画案の承認を求むる件　　　　　　承認
 　4. 58年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　　　承認
 　5. その他

世の中の動き �
	 昭和57年　ホテル・ニュージャパン火災
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昭和58年度（1983年）
58. 5.11 緊急理事会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
58. 5.14 第5回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢総合健康センターに於て
58. 6. 2 富山市国民健康保険運営協議会に委員として寺島会長出席　県民会館508号室
58. 6. 4 〜 10 歯の衛生週間　5日　ルンビニ園にて　無料診療　大和百貨店にて　無料検診
58. 6.25 学術講演会開催。歯科医師会館に於て、午後3時から。
 　演題　「歯科、緊急対処法」1. 偶発事故の予防と処置　2. 小外科手術の要点
 　講師　富山医科薬科大学教授・古田　勲
58. 7. 5 58年度富山市保健対策推進協議会に委員として寺島会長出席
58. 7.10 富山市国民健康保険運営協議会委員に松浦　實就任
58. 7.17 歯科補助者講習会開催　富山口腔保健センターに於て　午前9時から
 　主題　歯石除去法の実際　午前講義　午後実習
 　講師　愛知学院大学歯科衛生専門学校講師・高山陽子
58. 8. 9 保険及び医療管理委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
 　【協議事項】1. 臨時総会開催　8月26日午後7時から
 　 　　　　　2. 保険講習会開催　8月20日午後3時から　3. 決算報告
58. 8.20 「カルテ記載についての研修会」開催　歯科医師会館に於て　午後3時から
58. 8.26 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
 　【附議事項】1. 57年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　承認　2. その他
58. 9.10 「パラデンタルスタッフセミナー」 開催　富山歯科総合センターに於て
       講師　カリア開発研究所所長　荒川寿子
58.10. 2 ソフトボール大会開催　県立東高等学校に於て　午前9時30分から
58.10. 5 富山市国民健康保険事業功労者として宮森正次決定
58.11.23 レクリエーション実施　宇奈月温泉延楽に於て
58.11.26 文化講演会開催　歯科医師会館に於て　午後3時から
 　演題　私の体験から「責任とチームワーク」について
 　講師　登山探険コンサルタント・佐伯富夫
59. 1. 7 新年宴会　海老亭本館に於て　午後6時から
59. 3. 2 確定申告個別相談開催　事務所に於て　午後5時から
59. 3. 7 確定申告税務署当局出張受付　事務所に於て　午前9時30分から
59. 3. 9 合同委員会開催　ホテルよし原に於て　午後7時から
 　【協議題】1. 59年度事業計画案について　2. その他
59. 3.31 富山市歯科医師会定時総会開催　歯科医師会館に於て　午後4時から
 　【附議事項】
 　1. 昭和58年度会務報告
 　2. 在宅当番医助成金に関する件
 　3. 定款改正委員会設置に関する件
 　4. 富山市歯会史の編集に関する件
 　5. 昭和59年度事業計画案の承認を求むる件　　　　承認
 　6. 昭和59年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　承認
 　7. その他

世の中の動き �
	 昭和58年　東京ディズニーランド開園
	 　　 　　大韓航空機撃墜事件
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昭和59年度（1984年）
59. 4.14 保険研修会開催　歯科医師会に於て　午後2時から
 　講師・佐渡哲雄（県保険担当理事）、家城佳夫（市保険担当理事）
 　医療管理講演会開催　保険研修会終了後
 　演題　「歯科外来での救急蘇生」
 　講師　富山医科薬科大学麻酔学教室助教授・久世照五
59. 6. 3 歯の衛生週間
　 〜10 6月3日　午前中ルンビニ園無料巡回診療
 6月3日　午後大和百貨店に於て　歯の無料相談
59. 6.30 学術講演会開催　歯科医師会館に於て　午後3時から
 　演題　「口腔ガンの早期発見とその診療法」
 　講師　富山医科薬科大学教授・古田　勲
59. 7. 7 第6回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市ユアーズホテルに於て
  本会から、寺島会長、松浦副会長、山岸専務、松原、林、山崎、各理事出席
59. 7.11 医療管理委員会及び文化厚生委員会開催　歯科医師会館に於て
59. 7.12 第1回定款改正委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
 　【協議題】1. 委員長互選　中島清則委員長に決定　2. 定款の審議
59. 7.20 第2回定款改正委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
59. 7.26 第3回定款改正委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
59. 7.27 会計監査実施
59. 8. 5 夏期レクリエーションとしてキス釣大会開催　東岩瀬海岸に於て　午前5時から
59. 8.10 第4回定款改正委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
59. 8.21 合同委員会（学術、医療管理、公衆衛生）　歯科医師会館に於て
59. 8.28 富山市歯科医師会臨時総会開催　歯科医師会館に於て　午後7時から
 　【附議事項】
 　1. 昭和59年度会務報告
 　2. 富山市歯科医師会定款改正の議決を求むる件 議決決定
 　3. 昭和58年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件 承認
 　4. 適正申告推進モデル地区推せんに関する件
 　5. その他
59. 9. 1 寺島会長富山保健所運営協議会委員に再任
59. 9.19 第5回定款改正委員会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
59. 9.26 富山県知事に対し、定款一部改正案認可申請をする
59.10. 1 富山県知事から富山市定款一部改正認可される
59.10. 3 富山保健所創立40周年記念式典に寺島会長出席
59.10. 9 富山市国民健康保険事業功労者として内田安博決定
59.10.19 税務講習会開催　歯科医師会館に於て　午後7時30分から
59.11.24 文化講演会開催　歯科医師会館に於て　午後3時から
 　演題　「外国旅行あれこれ（富山と比較して）」
 　講師　富山医科薬科大学学長・佐々　学
60. 1. 5 新年宴会
60. 3.20 第2回臨時総会　1. 役員選挙の件　2. 富山市選出代議員及び予備代議員選挙の件
60. 3.30 定時総会
 　【附議事項】
 　1. 昭和59年度会務報告
 　2. 昭和60年度事業計画案の承認を求める件　　　　承認
 　3. 昭和60年度歳入歳出予算案の承認を求める件　　承認
 　4. 新理事の承認を求める件　　　　　　　　　　　承認

世の中の動き �
	 昭和59年　グリコ森永事件
	 　　 　　1万円、5千円、千円新札発行
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講演会講師を囲んで昭和60年 なつかしい顔がならぶ

昭和 60 年〜平成 5 年

平成2年9月24日
富山市歯科医師会創立70周年記念式典

旧会館での理事会の様子

平成5年6月23日
座談会「新会館建設にむけて」

平成5年9月4日 建設予定地における地鎮祭
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昭和60年度（1985年）� 会員117名
60. 4. 1 会長　松浦　實　　　　副会長　内田安博　　　　専務理事　山岸敏治
 総務担当理事　　　　　大野繁彦　　医療管理担当理事　　　松原明男
 税務担当理事　　　　　林　　勉　　保険担当理事　　　　　家城佳夫
 文化厚生担当理事　　　山崎宣夫　　公衆衛生担当理事　　　原田修逸
 学校歯科衛生担当理事　高石　叡　　学術担当理事　　　　　坂本喜久雄
60. 4.17 昭和60年度第一回臨時総会　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】1. 富山市選出代議員1名の補欠選挙に関する件　家城佳夫に決定
 　 　　　　　2. その他　◦嘱託税理士の変更について　中田 　勲税理士を委嘱
 合同委員会　1. 昭和60年度各部事業の推進について 
60. 5.17 保険委員会開催　午後7時半より　歯科医師会館役員室
60. 5.25 第7回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　宇奈月温泉　延対寺荘
 　場所　宇奈月温泉　延対寺荘【出席者】富山9名、石川10名、福井4名
60. 6. 2 歯の衛生週間
 　1. ルンビニ園検診　2. 歯の健康相談　大和富山店8階特設コーナー
60. 6.12 薬剤師会との合同理事会　歯科医師会館3階ホール
 　【協議題】1. 処方箋について
60. 7.10 臨時理事会開催　中田顧問税理士を囲んで
60. 7.27 「鮎を食べる会」開催　午後6時　場所　婦中町「わらじ」
60. 8.20 富山市歯科医師会適正申告推進モデル地区の説明会開催　午後7時半より
60. 8.28 第2回臨時総会開催　午後7時半　歯科医師会館3階ホール
 　【協議事項】1. 昭和60年度会務報告
 　 　　　　　2. 昭和59年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件　承認
 全体協議会開催　協議事項　1. 適正申告モデル地区について　2. その他
60. 9.28 学術講演会開催　午後2時〜 6時　富山電気ビルデイング4階
 演題：「合理的な歯内療法」　　講師　神奈川歯科大学保存学教室教授　長田　保
60.10. 8 富山市歯科医師会適正申告推進モデル地区宣言発会式　午後7時より
60.11. 9 「パラデンタルスタッフセミナー」開催　歯科総合センター　午後1時半〜
 　演題　「院内活性化へのスタッフレベルアップについて」
 　講師　荒川寿子（カリア開発研究所所長）
60.11.20 第1回税務研修会（勉強会）開催　午後7時半　歯科医師会館3階ホール
60.12.10 昭和60年度確定申告説明会　午後7時半　歯科医師会館3階ホール
60.12.21 ファミリークリスマスパーティー（名鉄富山ホテル）午後6時〜 8時
61. 1.11 新年会開催　午後6時より　桜木町「海老亭」本館
61. 2.12 第2回税務研修会開催　午後7時半　歯科医師会館3階ホール
61. 2.21 保険講習会並びに特別講演会開催　午後7時半より　歯科医師会3階ホール
 　講師　富山市薬剤師会会長　大塚茂雄　「歯科における漢方薬について」
 　　　　富山市保険担当理事　家城佳夫　「保険診療のあれこれ」
61. 3. 3 〜 4 税の個別相談並びに出張受付　午後1時〜 4時半
61. 3. 6 合同委員会開催 午後7時半より　歯科医師会3階ホール
 　【協議題】　昭和61年度事業計画について　終了後懇親会「よし原」
61. 3.31 昭和60年度定時総会開催　午後7時より　歯科医師会3階ホール
 　【附議事項】1. 昭和60年度会務報告
 　 　　　　　2. 昭和61年度事業計画案の承認を求むる件　　　　承認
 　 　　　　　3. 昭和61年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　承認

世の中の動き �
	 昭和60年　つくば科学万博開幕
	 　　 　　日本電信電話会社（NTT）、日本たばこ産業会社（JT）発足
	 　　 　　日航ジャンボ機墜落事故（群馬県御巣鷹山）
	 　　 　　新風営法施行
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昭和61年度（1986年）� 会員120名
61. 4.26 「筍を食べる会」　午後5時　現地集合
 　場所　小杉町塚越「蔵婦人」（軽食喫茶）
61. 5.24 第8回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会　金沢市　片山津温泉　矢田屋　梅光閣
61. 6. 1 歯の衛生週間行事
 　1. ルンビニ園検診　午前9時より
 　2. 歯の健康相談　午後1時半〜 4時
 　　　大和富山店7階食堂街（西側）　対象者：一般住民
61. 7. 9 モデル地区会員団体指導研修会開催　午後7時半より　歯科医師会3階ホール
 　講師　富山税務署所得第1統括官　黒田義和
 　　　　富山税務署所得第2統括官　横本幹夫
61. 7.23 会計監査　午後7時　歯科医師会館役員室
 監査の対象：昭和60年度　富山市歯科医師会の
 　1. 一般会計　2. 富山歯科医政同志会会計
 　3. 納税貯蓄組合積立金　4. 郵政省短期払込保障保険積立金
61. 8.27 昭和61年度第1回臨時総会開催　午後7時半より　歯科医師会3階ホール
 　【附議事項】1. 昭和61年度会務報告
 　 　　　　　2. 昭和60年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件（7月23日監査済み）
 　 　　　　　3. その他　　以上全議案承認
 医療機関から排出される産業廃棄物の処理について通知（富山市）
61. 9. 8 歯科医師会館の修繕について県歯科医師会へ助成要請
61.10.25 昭和61年度学術講演会開催　午後2時30分より
 　場所　歯科医師会3階ホール（舟橋南町）
 　演題　「高年齢化社会において安全な歯科治療を行うには」
 　講師　日本歯科大学歯科麻酔学教室　助教授　住友雅人
61.12.16 昭和61年度所得税確定申告説明会
61.12.20 ファミリークリスマスパーティー（名鉄トヤマホテル） 午後6時より
62. 1.10 新年会　午後6時より　富山第一ホテル3階
62. 2. 8 医療管理講習会　午前10時より　富山県歯科医師会館1階（五福）
 　演題　「歯科医院の税務対策と院内管理」　対象：院長並びに院長夫人
 　講師　デンタルビジネス　マネージメントセンター　稲岡　勲
62. 2.13 第2回税務研修会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　講師　富山税務署歯科部門担当官
62. 2.25 健康づくり関連団体の概要についての回答（富山市市民健康センターへ）
62. 3. 3 〜 4 税の個別相談会（中田税理士）　午後1時〜 4時半　歯科医師会館
62. 3. 7 合同委員会開催　午後6時より　新富町「松や」
62. 3.31 昭和61年度定時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】1. 昭和61年度会務報告
 　 　　　　　2. 昭和62年度事業計画案の承認を求むる件　　　　承認
 　 　　　　　3. 昭和62年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　承認
 その他の総会
 　1. 富山歯科医政同志会総会
 　2. 富山市歯科医師会納税貯蓄組合総会
 　3. 富山市歯科医師会郵政省短期払込保障保険の報告

世の中の動き �
	 昭和61年　チェルノブイリ原発事故
	 　　 　　イギリスのチャールズ皇太子とダイアナ妃が来日
	 　　 　　伊豆大島の三原山が209年ぶりに噴火
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昭和62年度（1987年）� 会員129名
62. 6. 7 歯の衛生週間行事
 　1. ルンビニ園歯科検診　午前9時より
 　2. 歯の健康相談　午後1時半〜 4時　大和富山店8階にて 対象者：一般住民
62. 7.11 第9回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会　芦原温泉「グランディア芳泉」
62. 8. 7 「生ビールを飲んで語り合う会」　午後7時より　第一ホテルビアガーデン
62. 8.28 昭和62年度第一回臨時総会　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】1. 昭和62年度会務報告
 　 2. 昭和61年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件（7月22日監査済み）
 　 3. その他　入会金増額の件　　以上全議案承認
62. 8 歯科医院水質保全立入検査（歯科診療所より排出される水銀含有物質の回収について）
　〜 9月  （富山市下水道部下水道管理課）
62. 9. 9 歯科材料商との新規開業に関する懇談会　午後7時半より
62.10.16 新入会員（16名）の「税務」説明会　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 講師　顧問税理士　中田　勲（適正申告モデル地区会員数 76名）
62.10.24 昭和62年度学術講演会
 　演題　「歯科診療室における画質管理とデンタルゼロラジオグラフィ」
 　講師　東京歯科大学歯科放射線学教室　教授　黒柳錦也
 健康を語る集い参加　午後2時より　6時
 　場所　富山電気ビルデイング　分科会参加：高石　叡、原田修逸、山﨑安仁、飯田良彦
62.10.29 全体協議会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　1. 入会金増額の件　2. 新規開業なさる先生方の対応について
62.11.26 税務研修会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　演題　「税法の改正について」　　講師　顧問税理士　中田　勲
62.12.19 ファミリークリスマスパーティー（名鉄トヤマホテル）午後6時
63. 1. 9 新年会　午後6時より　桜木町「海老亭」本館
63. 1.22 昭和62年度第2回臨時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】入会金増額の件　入会金は4月1日より50万円に議決承認
63. 2.14 歯科診療補助者講習会　午前10時より午後4時　対象：歯科衛生士、助手、受付
 　講演1.「美しい仕事美人になるために」  遠藤泰子
 　講演2.「患者さんとの良きコミュニケーション」　 奥川佳代
63. 3. 4 税の個別相談会　　顧問税理士　中田　勲　午後1時〜 4時半
63. 3.10 全体協議会　富山市選出代議員及び予備代議員の選出方法について
 　役員選挙告示　　選挙期日：昭和63年3月20日　投票時間：午前10時〜午後4時
63. 3.17 富山市歯科医師会役員選挙結果について
 　会長　栗山豊実、副会長　家城佳夫、監事　寺島祐輔、松浦　實
 昭和63年度第3回臨時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】1. 富山市選出代議員、及び予備代議員選出の件
63. 3.24 合同委員会開催　午後7時半より　桜木町「奥田屋」にて
63. 3.30 昭和62年度定時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】1. 昭和62年度会務報告
 　 2. 昭和63年度事業計画案の承認を求むる件　　　　承認
 　 3. 昭和63年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　承認
 　 4. 富山市歯科医師会新理事の承認を求むる件　　　承認

世の中の動き �
	 昭和62年　国鉄分割・民営化、JRスタート
	 　　 　　利根川進教授ノーベル生理学賞受賞
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昭和63年度（1988年）� 会員132名
63. 4. 1 栗山執行部　会長　栗山豊実　　　副会長　家城佳夫　　　専務理事　小倉孝夫
63. 4.21 ◦昭和63年度第1回臨時総会開催　午後7時より歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】1. 富山市選出予備代議員の補欠選挙に関する件　山田　耕に決定
 ◦合同委員会開催　昭和63年度各部事業の推進について
63. 4.30 新旧役員合同懇親会開催　会場：片山津温泉　「矢田屋松涛閣」
63. 5.25 むし歯予防についてポスター作品展の応募について（1年生〜 3年生）
 審査員　富山女子短期大学教授　松倉唯司（春陽会会員）
63. 6. 3 '88　わんぱく・ちびっこ・よい歯の集い（富山市公会堂大ホール）　午前10時より
63. 6. 5 歯の衛生週間行事
 　1. ルンビニ園歯科検診　午前9時より
 　2. 歯の健康相談及び歯のポスター展大和富山店8階にて　対象者：一般住民
63. 6.14 富山市保健所との打合会
63. 6.23 富山市市民健康センターとの打合会
63. 6.25 第10回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　宇奈月温泉　延楽
63. 6.26 三市歯科医の親善ゴルフの会実施　富山市三熊　呉羽カントリークラブ
63. 7.23 昭和63年度学術講演会　午後2時より
 　演題　「咬めない子供」　　−咬む子は丈夫になる−
 　講師　東京医科歯科大学歯学部　小児歯科学教室講師　小野芳明
63. 7.27 会計監査　午後6時半　歯科医師会館役員室にて
63. 8.22 富山市長及び幹部を囲む懇親会開催　午後5時半より　桜木町　金茶寮
63. 8.26 昭和63年度第2回臨時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】1. 昭和63年度中間会務報告
 　 2. 昭和62年度歳入歳出決算に関し承認を求むる件（7月27日監査ずみ）
63. 9. 4 政経文化パーティー開催　12時30分開会　富山産業展示館（テクノホール）
63.10. 1 昭和63年度保険講習会　午後7時半より歯科医師会館3階ホール
 　講師　県保険担当理事　佐渡哲雄　　　県保険担当理事　石崎　護
 　　　　市保険担当理事　大城宣之
 昭和63年度医療管理講習会開催　保険講習会終了後
 　演題　「診療中に偶発する救急処置」
 　講師　富山県立中央病院　救命救急センター部長、呼吸器循環器外科部長　藤村光夫
63.10. 8 〜 9 健康づくりフェスティバルにおいて歯科相談
63.12. 6 臨時理事会開催：寝たきり老人の歯科医療について（市厚生部老人福祉課の申入れの件）
63.12.24 年忘れ家族懇親会開催　午後6時より　名鉄トヤマホテル
64. 1. 7 新年会予定が天皇陛下崩御され中止とする
元. 2.23 昭和63年度富山保健所運営協議会並びに献血推進協議会開催　午後1時半より
 　場所　富山保健所3階講堂
元. 3. 2 昭和63年度富山保健所老人保健連絡会議開催 午後1時30分より
 　【協議議題】1. 成人病の動向について　2. 老人保健事業の実施状況について
 　 3. 老人保健事業計画について
元. 3. 7 税の個別相談会　　顧問税理士　中田　勲　午後1時〜 4時半
元. 3.23 合同委員会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　1. 昭和63年度の事業を振り返って　2. 平成元年度の歩みについて
元. 3.30 昭和63年度定時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】1. 昭和63年度会務報告
 　 2. 平成元年度事業計画案の承認を求むる件　　　　承認
 　 3. 平成元年度歳入歳出予算案の承認を求むる件　　承認

世の中の動き �
	 昭和63年　瀬戸大橋が開通
	 　　 　　リクルート疑惑　　なだしお事故



97通史

平成元年度（1989年）� 会員133名
元. 4.23 富山市薬剤師会創立15周年記念式
元. 4.25 富山歯科医政同志会の会費徴収についてのお願い　本年度は、3,000円徴収
元. 5.10 税務研修会開催　午後7時半より歯科医師会館3階ホール
 　講師　顧問税理士　中田　勲
元. 5.10 成人歯科保健調査検討委員会開催
元. 5.25 むし歯予防週間におけるポスター作品展の開催と作品の募集について
元. 6. 4 歯の衛生週間中の行事について 
 　ルンビニ園訪問歯科健診
 　歯の健康相談　午後1時30分〜 4時　　大和富山店8階
 　むし歯予防ポスター展　平成元年6月1日〜 6日　　大和富山店7階展示場
元. 6.17 第11回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催
 　場所　片山津温泉　ホテルながやま　会議室
元. 6.18 北陸地区三市歯科医師会親善ゴルフ大会開催　加賀カントリークラブ
元. 7. 6 支払基金との懇談会
元. 7.11 訪問診療に関する連絡会
元. 7.22 学校における歯の健康診断の進め方についての説明会開催　午後7時半頃
元. 7.27 国保連合会との懇談会
 　富山県火災共済（協）の代理所業務の実施開始
元. 8.11 「納涼ビアパーティー」　午後7時より　名鉄トヤマホテル　ビア･ガーデン
元. 8.19 特別理事会開催　午後2時より　富山市桜木町　奥田屋旅館
 　東京都世田谷区歯科医師会高齢者歯科診療対策常任委員会
 　委員長　松本一臣を囲んで研修
元. 8.26 平成元年度特別講演会の開催 午後2時より
 　会場　富山歯科総合センター 4階大ホール
 　演題　「“在宅寝たきり老人訪問診療”について」
 　講師　大阪大学医学部公衆衛生学教室　講師　新庄文明
元. 8.29 臨時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
元. 9.19 在宅寝たきり老人訪問診療に関する講演会及び事業説明会　午後7時半より
 　場所　富山市舟橋南町　歯科医師会館3階ホール
 　演題　「老人の心理について」
 　講師　富山県高志リハビリテーション病院　心理社会科長　谷野幸子
 　午後8時半〜　訪問歯科診療事業実施の説明会
元. 9.20 富山市歯科医師会会報　創刊
元. 9.28 在宅寝たきり老人訪問歯科連絡協議会
元.10.13 富山市長を囲む会
 　本会理事との懇談会　午後5時半　富山市桜木町　金茶寮
元.11.17 理事会家族懇親会開催　午後7時より9時　大沢野町　紅葉閣
元.12. 8 訪問歯科診療事業実施報告打ち合わせ会
元.12.23 ‘89ファミリークリスマスパーティー　午後5時30分受付　名鉄トヤマホテル4階
2. 1. 6 新年会開催　午後6時より　富山市桜木町「海老亭」本館
2. 3. 6 税の個別相談会　午後1時より　指導者：本会顧問税理士　中田　勲
2. 3.10 平成元年度医療管理講習会開催　午後2時より

 　演題　歯科診療補助者講習会　「高齢者歯科診療に際しての心構え」
 　講師　富山県立中央病院　総看護婦長　稲田まつ江 
2. 3.30 平成元年度定時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール 

世の中の動き �
	 平成元年　昭和天皇崩御（87歳）、皇太子明仁親王即位し、1.8から平成と改元
	 　　 　　一般消費税スタート（税率3％）
	 　　 　　中国天安門事件
	 　　 　　ベルリンの壁崩壊
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平成2年度（1990年）� 会員136名
2. 4.24 学校歯科保健に関するアンケート
2. 6. 3  歯の衛生週間中の行事　　ルンビニ園訪問歯科健診
 　むし歯予防ポスター展
 　　期間　平成2年6月7日〜 10日　展示場所　大和富山店7階ステップギャラリー
2. 6.19・28 富山市歯科医師会発足70周年記念式典準備委員会開催（7/9·18·30, 8/10, 9/3·6·13·18·27）
2. 7.10 富山市長との懇談会　午後6時　場所　富山市桜木町　海老亭
2. 7.14 〜 15 第12回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会
2. 8. 6 富山県社会保険診療報酬支払基金との懇談会開催　午後6時より　場所　かわい本館
2. 8.30 臨時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
2. 9. 3 「第6回富山市健康づくり強調月間」実行委員会　第2回目開催　午後1時半
 　【協議題】1. 第6回富山市健康づくり強調月間について
 　 　　　　2. 32万人の健康づくりフェスティバルについて
2. 9.24 富山市歯科医師会創立70周年記念式典並びに講演会　場所　富山電気ビルデイング
 　記念特別講演　演題「地球環境の危機」講師　NHK解説委員　伊藤和明
 　記念式典　午後4時より　4階中ホール　功労表彰 43名
 　祝賀パーティー　午後5時より　5階大ホール　全会員への70周年記念品贈呈
2. 9.29 学術・学校歯科合同講演会開催　午後2時〜 5時
 　場所　富山歯科総合センター 4階【出席者】350名
 　I） 演題　「噛むことと食べること」　−現代人は噛まなくなっている−
 　 講師　女子栄養大学　柳沢幸江
 　II）演題　「歯科保健指導に関する新しい視点」
 　 講師　横浜市開業医　丸森賢二
2.10. 1 32万人の健康づくりフェスティバル歯科医師相談事業委託契約
2.11.16 富山市歯科医師会適正申告モデル地区推進会講習会開催　午後7時半　歯科医師会館
 講師　所得税第3統括官　渡辺新蔵　　　所得税上席調査官　島　義信
2.12.22 ファミリークリスマスパーティー　午後5時30分受付　名鉄トヤマホテル4階
3. 1. 5 新年会（海老亭）　午後6時半より【出席者】106名
3. 1.25 富山市学校保健会懇親会　午後6時半より　高志会館7階
3. 2. 7 講演会開催　午後7時半より　歯科総合センター
 　演題　「歯科医療に期待する経済学者として、消費者として」
 　講師　富山大学経済学部教授　武井　勲
3. 2.13 適正申告モデル地区推進会税務講習会開催　午後7時半より　歯科総合センター 1階
3. 2.26 富山市歯科医師会会長選挙告示　立候補締め切り3/1　選挙期日3/10
3. 3. 7 確定申告の個別相談会　午後1時より　歯科医師会館役員室【出席者】6名
 全体協議会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】富山市選出代議員、及び予備議員の選出方法について
3. 3.14 平成2年度第2回臨時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
3. 3.29 平成2年度定時総会開催　午後7時半より　歯科医師会館3階ホール
 　【附議事項】
 　1. 平成2年度公務報告
 　2. 平成3年度事業計画案の承認を求める件
 　3. 平成3年度歳入歳出予算案の承認を求める件
 　4. 監事2名に関する件
 　5. 新理事の承認を求める件　会議案承認

世の中の動き �
	 平成2年　大学入試センター試験スタート
	 　　 　　大阪で「花の万博」開幕
	 　　 　　バブル崩壊
	 　　 　　統一ドイツ誕生
	 　　 　　平成天皇即位の礼
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平成3年度（1991年）� 会員158名
3. 4. 1 第2次栗山執行部
 　会長　栗山豊実　　　　副会長　家城佳夫　　　　専務理事　金川直博
 　総務担当理事　　　　　大野繁彦　　文化厚生担当理事　　　大城宣之
 　医療管理担当理事　　　米沢　徹　　税務担当理事　　　　　小林憲夫
 　公衆衛生担当理事　　　砂子満明　　学術担当理事　　　　　山村辰雄
 　学校歯科衛生担当理事　中嶋　渉　　広報担当理事　　　　　石坂正明
 　保険担当理事　　　　　山田　耕
3. 4. 8 臨時理事会開催
3. 4.18 合同委員会開催
3. 5.25 新旧理事・役員合同懇親会
3. 6. 2 ルンビニ園訪問歯科健診
3. 6.25 富山市税務講演会“身近で基礎的な税務について”　講師　中田　勲顧問税理士
3. 6.29 第13回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（氷見グランドホテル・マイアミ）
3. 7. 5 富山市長と本会理事との懇談会（金茶寮）
3. 7.12 在宅寝たきり老人訪問歯科診療検討会開催　富山歯科総合センター
3. 7.14 「飛騨高山グルメツアー」　高山馬場町・精進会席料亭　「角正」
3. 8.28 平成3年度第一回臨時総会開催
 　1. 今年度上半期における会務中間報告
 　2. 平成2年度歳入歳出決算報告
 　3. 監査報告
3. 9. 1 平成3年度富山市歯科医師会学術講演会開催　富山歯科総合センター
 　演題　顎関節症の診断と治療の実際
 　講師　大阪歯科大学教授　歯科補綴第二講座教授　川添堯彬
3.10.11 平成3年度第2回税務講習会開催
 　講師　富山市歯科医師会顧問税理士　中田　勲
3.10.13 32万人の健康づくりフェスティバル「歯科相談」富山市体育館にて歯科医師6名参加
3.12.23 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル
4. 1. 4 平成4年度新年祝賀会開催　午後6時より　海老亭
4. 2.14 税務講習会（適正申告モデル地区推進会総会及び税務講習会）
 　講師　富山税務署所得税第3統括官、所得税上席調査官、中田顧問税理士
4. 3. 5 確定申告の個別相談会
4. 3.13 合同委員会開催
4. 3.27 平成3年度富山市歯科医師会定時総会開催
 　1. 平成3年度会務報告
 　2. 平成4年度事業計画案の承認を求むる件
 　3. 平成4年度歳入歳出予算案の承認を求むる件
 　【報告事項】1. 富山歯科医政同志会総会
 　 　　　　　2. 富山市歯科医師会納税貯蓄組合総会
 　 　　　　　3. 富山市歯科医師会郵政省短期払込保障保険の収支報告
 　 　　　　　 その他、寝たきり老人訪問診療の収支、富山県火災保険協同組合につ

いて報告

世の中の動き �
	 平成3年　湾岸戦争勃発　　ソ連崩壊
	 　　 　　東京・芝浦にジュリアナ東京オープン
	 　　 　　「東京ラブストーリー」・「101回目のプロポーズ」などのドラマ



100 通史

平成4年度（1992年）� 会員161名
4. 4.12 平成4年度医療管理講習会（歯科衛生士研修会）県歯科総合センター 4階にて
 　演題　「歯周治療における衛生士の役割」
 　　　　　−存在感ある衛生士でいるために−
 　講師　宇都宮市藤橋歯科医院勤務・安生朝子歯科衛生士
4. 4.15 「小倉孝夫先生のとやま文学賞受賞祝賀会」開催　富山電気ビルデイング5階
4. 5.31 ルンビニ園訪問歯科健診
4. 6.16 平成4年度第一回税務講習会開催　7時半より　歯科総合センター 1階会議室
 　【テーマ】　「最近の税務調査について（正しい記帳のために）」
 　講師　富山市歯科医師会顧問税理士　中田　勲
4. 6.22 高岡市歯科医師会との懇談会
4. 6.29 第14回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（福井市）
4. 7. 5 平成4年度富山市歯科医師会学術講演会開催
 　演題　「歯科領域における院内感染の諸問題」−その対策と消毒の実際−
 　講師　大分医科大学　歯科口腔外科学教授　清水正嗣
4. 7. 7 富山市との懇談会
4. 7.22 特別懇談会開催
4. 8. 1 平成4年度第一回文化厚生事業　「花火を見る会」開催
 　神通川河畔「神通荘」
4. 8. 6 社会保険支払基金との懇談会
4. 8.25 臨時理事会開催
4. 8.28 平成4年度第一回臨時総会開催　歯科医師会館
 　1. 平成4年度上半期の会務報告
 　2. 会計監査報告　平成3年度歳入歳出決算に関する報告　承認
 　3. 会館移転問題の検討 
4. 9. 2 臨時理事会開催
4. 9.10 国保連合会との懇談会
4. 9.18 臨時理事会開催
4.10.22 平成4年度第二回税務講習会開催
 　【テーマ】「資産税（相続税・贈与税）関係について」
 　講師　富山税務署個人課税第七部門　左近静雄総括国税調査官
4.12.23 ファミリークリスマスパーティー開催　名鉄トヤマホテル
5. 1. 9 平成5年新年祝賀会・海老亭
5. 1.18 臨時総会開催
5. 2.16 税務講習会
5. 3. 9 臨時総会
5. 3.29 定時総会
 建設委員会　1/27　2/3　2/8　2/19　2/26　3/3

世の中の動き �
	 平成4年　牛肉・オレンジ輸入自由化
	 　　 　　PKO協力法成立
	 　　 　　日本人初の宇宙飛行士・毛利衛宇宙へ
	 　　 　　東京・佐川急便事件
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平成5年度（1993年）� 会員165名
5. 4. 1 第2期栗山執行部3年目
5. 6. 6 社団福祉法人ルンビニ園訪問歯科健診
5. 6.12 第15回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（金沢市）
5. 6.23 座談会「新会館建設にむけて」　於・富山市歯科医師会会議室
 　出席者　栗山豊実（富山市歯科医師会会長）、中島忠一（建設実行委員会委員長）
 　　　　　杉江玄嗣、星野照宗、泉　照雄、吉田　徹、石坂正明（司会、広報委員長）
5. 7.15 臨時総会
5. 7.29 平成5年度第一回税務講習会開催　午後7時半より　歯科総合センター
 　演題　「相続税・贈与税対策として今できること」
 　講師　富山市歯科医師会顧問税理士　中田　勲
5. 8. 7 学術講演会開催　午後3時より　歯科総合センター 1階特別会議室
 　演題　「バイオマテリアルと外科手術併用による
 　　　　　　顎・口腔機能の回復と患者のＱＯＬについて」
 　講師　富山医科薬科大学　口腔外科学教室教授　古田　勲
5. 8.22 「キリンビール北陸工場見学」
5. 9. 4 富山市歯科医師会館建設　“地鎮祭”
5. 9. 9 平成5年度臨時総会開催　富山歯科総合センター
 　会館問題についての報告
 　　8月5日　土地の登記　8月30日　競争入札の結果三由建設に決定
 　　9月4日　地鎮祭終了　来年1月完成の予定
 　【附議事項】1. 平成5年度上半期の会務報告
 　 　　　　　2. 平成4年度会計監査報告
 　 　　　　　3. 歳入歳出決算に関して承認を求むる件　承認
5.10.22 全体協議会
5.10.29 臨時総会開催
5.11.29 第5回臨時総会開催　午後7時より　富山歯科総合センター
 ☆会館建設経過の説明並びに協力の要請　栗山会長
 建築に関する現況報告並びに今後の予定についての説明　中島建設委員長
 　【議事項】1. 建設事業計画案に関し承認を求むる件
 　 　　　　2. 建設事業予算案に関し承認を求むる件
 　 　　　　3. 借入金並びに返済内容に関し承認を求むる件
 　 　　　　4. 負担金の徴収に関し議決を求むる件
 　 　　　　5. 短期借入金に関し議決を求むる件 以上、可決確定
6. 1. 8 新年祝賀会開催　午後6時より　海老亭
6. 2.20 富山市歯科医師会　会館竣工式並びに祝賀会開催　富山電気ビルデイング
 ※建設実行委員会開催　4/19　4/21　4/26　5/6　5/10　6/11　6/30　7/7　7/21　
 　　　　　　　　　　　8/5　8/30　9/21　10/13　10/27　12/21
 ※理事・建設実行委員会合同会議　11/12　11/24　1/17
 

建設委員会　　委員長　中島　忠一　　副委員長　今村　勝彦
　　　　　　　委　員　三崎　譲司　　大浦　重光　　福島　武人　　森井　徹雄
　　　　　　　　　　　水野　隆俊　　中道　　勇　　狩野　　覚　　村山偉知朗

世の中の動き �
	 平成5年	 皇太子さま、雅子様結婚の儀
	 　　 　　Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ）誕生
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平成6年11月12日 物故会員追悼式 平成10年7月4日 
北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会

平成 6 年〜平成 14 年

現富山市歯科医師会館（全景） 富山市歯科医師会館 竣工式
中島忠一建設実行委員長と栗山会長

     平成13年10月28日  創立80周年記念式典
歴代会長・功労会員表彰

歴代会長を囲んでの記念写真
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平成6年度（1994年）� 会員167名
6. 4. 1 家城執行部
 　会長　家城佳夫　　　　副会長　小倉孝夫　　　　専務理事　水野隆俊
 　総務担当理事　　　　　小林憲夫　　医療管理担当理事　　　砂子満明
 　文化厚生担当理事　　　竹内哲郎　　保険担当理事　　　　　宮本宣良
 　学術担当理事　　　　　山村辰雄　　学校歯科担当理事　　　中島　渉
 　税務担当理事　　　　　狩野　覚　　広報担当理事　　　　　石坂正明
 　公衆衛生担当理事　　　杉江玄嗣
6. 4.20 合同委員会
6. 4.26 臨時総会
6. 6. 5 ルンビニ園訪問歯科健診
6. 6.10・17 富山市市民健康センターとの懇談会開催
6. 6.17 平成6年度第1回税務講習会開催
 　講師　富山市歯科医師会　顧問税理士　中田　勲
6. 6.24 富山市との懇談会
6. 6.28 保険講習会開催 富山県歯科保健医療総合センター第二研修室
6. 7.10 「ゆのくにの森散策ツアー」　−和田屋、ゆのくにの森−
6. 7.15 理事会開催
 　「富山市歯科医師会の収益事業に関する答申書」提出される
 　（協同組合の設立を妥当とする）
6. 7.23 第16回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　宇奈月温泉「延楽」
 　【協議題】1. 救急薬品の配布について
 　 　　　　2. 口腔衛生事業の現状並びに市当局との関係について
6. 8.14 平成6年度学術講演会開催
 　演題　「リスクの診断と健康管理、小児期から成人まで
 　　　　　　　＜ホームドクターとしての歯科医師の役割＞」
 　講師　熊谷　崇（山形県酒田市開業）
6. 9.26 臨時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
 　【附議事項】1. 平成6年度上半期会務報告
 　 　　　　　2. 平成5年度歳入歳出決算に関して承認を求むる件
 　 　　　　　3. 富山市歯科医師会館建設特別会計決算に関し承認を求むる件
 　【全体協議会】1. 富山市歯科医師会会館建設維持管理費等に関する特別会計規則（案）
 　 　　　　　　2. 富山市歯科医師会収益事業に関する答申書について
6.10. 6 保険講習会
6.11.12 物故会員追悼式（前回の昭和55年挙行後、15年間に32名御逝去）
6.11.16 臨時総会
6.12. 2 トヤマデンタル協同組合創立総会開催　富山市歯科医師会館会議室
6.12.23 ファミリークリスマスパーティー開催　名鉄トヤマホテル
7. 1. 7 新年祝賀会開催　午後6時より　海老亭
7. 2. 3 平成7年適正申告モデル地区推進会総会及び税務講習会開催　歯科医師会館
 　富山税務署　川西久男　和田敏郎　富山市歯科医師会顧問税理士　中田　勲
7. 3. 3 確定申告の個別相談会
7. 3.31 平成6年度富山市歯科医師会定時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ
 　【議　事】1. 平成6年度会務報告
 　 　　　　2. 平成7年度事業計画案の承認を求むる件
 　 　　　　3. 平成7年度歳入歳出予算案の承認を求むる件

世の中の動き �
	 平成6年	 ゼネコン汚職　　松本サリン事件
	 　　 　　大江健三郎ノーベル文学賞受賞　　新商品として「プレイステーション」発売
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平成7年度（1995年）� 会員169名
7. 6.11 ルンビニ園訪問歯科健診
7. 6.16 平成7年第1回税務講習会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館
7. 7. 5 富山市市民健康センターとの懇談会
7. 7.11 富山市市民健康センターとの懇談会
7. 7.16 「越前海岸　グルメ・水仙の里と滝谷寺散策ツアー」開催
7. 7.29 第17回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会　湯涌温泉「かなや」
 　【協議題】1. フッ素に対する対応について
 　 　　　　2. 協議会と今後の運営方法について
 　予備議題：歯科医師会（支部）の活動状況について
7. 8. 2 富山市との懇談会
7. 9. 3 学術講演会開催
 　演題　「開業医にわかりやすい歯周外科の考え方と実際」
 　講師　畠山善行（大阪市開業）
7. 9. 8 平成7年度臨時総会開催
 　1. 平成7年度上半期における会務中間報告
 　2. 前年度歳入歳出決算報告
 　3. 会計監査報告
 　4. 平成6年度歳入歳出決算に関する報告　　承認
 ☆「トヤマデンタル協同組合」事業開始の案内
7.10.11 第2回税務講習会開催
 　「税制改正後の相続税と贈与税」
 　講師　富山税務署資産税部門統括官　北村武志
 　　　　富山市歯科医師会顧問税理士　中田　勲
7.10.19 平成7年度保険講習会開催　富山県歯科保健医療総合センター 3Ｆ
 　講師　宮本保険担当理事
7.11.22 公衆衛生講習会及び富山市市民健康センターとの連絡協議会
 　演題　「地域歯科保健の進め方」
 　講師　愛知学院大学歯学部口腔衛生学教室　教授　中垣晴雄
7.11.30 融雪井戸地鎮祭
7.12.23 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル
8. 1. 6 新年を寿ぐ会開催　午後6時より　海老亭（新年祝賀会から名称変更）
8. 2. 6 平成8年度適正申告モデル地区推進会及び税務講習会開催
 　講師　富山税務署第二統括官　　　　松林久夫
 　　　　富山税務署第二上席官　　　　和田敏郎
 　　　　富山市歯科医師会顧問税理士　中田　勲
 　演題　「平成7年分所得税の改正、調査における誤りの多い事例」
8. 3. 7 確定申告の個別相談会
8. 3.29 平成7年度定時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会2Ｆ会議室
 　【議　事】1. 平成7年度会務報告
 　 　　　　2. 平成8年度事業計画案の承認を求むる件
 　 　　　　3. 平成8年度歳入歳出予算案の承認を求むる件
 　 　　　　4. その他　定款変更の為、委員会をつくることが決定
 　 　　トヤマデンタル協同組合収支予算書の説明

世の中の動き �
	 平成7年　阪神淡路大震災（M7.2）
	 　　 　　地下鉄サリン事件
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平成8年度（1996年）� 会員171名
8. 4.21 新40歳歯科健診のすすめ方研修会開催　富山県歯科保健医療総合センター 3Ｆ研修室
 　富山市福祉保健部主幹　土肥　榮、保健係長　一島　志伸
8. 5.24 富山市保健所との協議会
8. 6. 9 ルンビニ園訪問歯科健診
8. 6.23 平成8年度富山市歯科医師会学術講演会開催
 　演題　「歯科医院におけるコンピュータの活用」
 　講師　眞田浩一（三重県津市開業）
8. 6.27 富山市との懇談会
8. 6.29 第18回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（福井市：芦原温泉「グランディア芳泉」）
8. 8.11 「神通峡・鮎との山の幸グルメツアー」開催
8. 8.30 平成8年度社団法人富山市歯科医師会臨時総会開催
 　午後7時半　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
 　【議　事】1. 平成8年度上半期会務報告
 　 　　　　2. 監査報告
 　 　　　　3. 平成7年度歳入歳出決算に関して承認を求むる件
 　【報告事項】
 　 　　　　1. 富山市歯科医師会館建設維持管理費会計
 　 　　　　2. 富山歯科医政同志会会計　　3. 富山市歯科医師会納税貯蓄組合会計
 　 　　　　4. 富山県火災共済代理所会計　5. 富山市歯科医師会郵政省簡易保険会計
 　 　　　　6. 富山市在宅寝たきり老人訪問歯科診療会計
 　 　　　　7. トヤマデンタル協同組合会計 
8.10.22 救急薬品講習会と薬品配布　午後7時半より　富山県歯科保健医療総合センター 3Ｆ
 　演題　「最新の救急処置法」
 　講師　富山県立中央病院　副院長　藤村光夫
8.10.31 保険講習会開催　富山県歯科保健医療総合センター
8.11.26 定款改正特別委員会開催
8.11.29 富山市福祉保健部との連絡協議会
8.12.22 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル　瑞雲の間
9. 1. 4 新春を寿ぐ会　午後6時より　海老亭
9. 2.13 適正申告モデル地区推進及び税務講習会
9. 2.18 定款改正特別委員会
9. 2.28 臨時総会開催 富山市歯科医師会館2Ｆ
 　【議　事】1. 富山市歯科医師会選挙に関する事項
 　 　　　　2. 富山市歯科医師会定款改定に関する事項
 全体協議会開催
 　【議　事】1. 富山市選出代議員、予備代議員選挙に関する事項
9. 3. 6 確定申告の個別相談会
9. 3.28 平成8年度定時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館
 　【議　事】1. 平成8年度会務報告
 　 　　　　2. 平成9年度事業計画案の承認を求むる件
 　 　　　　3. 平成9年度歳入歳出予算案の承認を求むる件
 　 　　　　4. 富山市歯科医師会新理事の承認を求むる件
 　 　　平成9年度トヤマデンタル協同組合収支予算書提示、詳細説明

世の中の動き �
	 平成8年	 北海道・駒ケ岳噴火
	 　　 　　病原性大腸菌「O-157」による集団食中毒
	 　　 　　ペルー日本大使公邸人質事件
	 　　 　　羽生善治が王将を獲得し、史上初の七冠に
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平成9年度（1997年）� 会員175名
9. 4. 1 第2次家城執行部

 　会長　家城佳夫　　　　副会長　小倉孝夫　　　　　専務理事　水野隆俊
 　総務財務担当理事　　　小林憲夫　　成人歯科衛生担当理事　　砂子満明
 　文化厚生担当理事　　　竹内哲郎　　学校歯科衛生担当理事　　宮本宣良
 　学術担当理事　　　　　山村辰雄　　医療管理担当理事　　　　中嶋　渉
 　税務担当理事　　　　　狩野　覚　　広報担当理事　　　　　　石坂正明
 　保険担当理事　　　　　杉江玄嗣　　乳幼児歯科衛生担当理事　水越　弘
9. 4.23 合同委員会及び懇親会
9. 5.27 富山市役所及び富山保健所との実務者協議会
9. 6. 8 ルンビニ園訪問歯科健診
9. 6.19 保険講習会
9. 6.28 第19回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会　宇奈月温泉「延対寺荘」

 　【協議題】Ⅰ. 本議題　①歯の衛生週間における各市歯科医師会の事業内容
 　 　　　　　 　　　　②在宅要介護者歯科保健推進事業（健診）について
 　 　　　　　 　　　　③中核市移行後の保健所事業に対する協力のあり方について
 　 　　　　Ⅱ. 予備協議題：行政、基金、連合会との懇談会及び協議会について
9. 7. 8 薬剤師会との協議会
9. 7.27 夏のレクリエーション　「セレネ美術館と湯ったり宇奈月くつろぎツアー」
9. 8. 7 富山市との協議会
9. 8.20 平成9年度臨時総会開催　午後7時半より　富山県歯科保健医療総合センター

 　【議　事】1. 平成9年度上半期会務報告
 　 　　　　2. 監査報告
 　 　　　　3. 平成8年度歳入歳出決算に関して承認を求むる件
 　【報告事項】1. 富山市歯科医師会館建設維持管理費会計
 　 　　　　　2. 富山歯科医政同志会会計 
 　 　　　　　3.トヤマデンタル協同組合会計
9. 8.28 保険講習会開催　「健康保険法の改正点について」

 臨時総会
9.12.21 ファミリークリスマスパーティー開催　名鉄トヤマホテル　瑞雲の間

10. 1.10 “新春を寿ぐ会”開催　午後6時より　海老亭
10. 2. 5 富山市母子健康保健推進連絡協議会開催　富山市保健所
 　【報告、協議事項】1. 富山市母子保健施策の体系　2. 平成9年度新規・拡充の事業
 　 　　　　　　　　3. 富山市の保健衛生事業概要 
10. 2.13 税務講習会及び適正申告モデル地区推進会総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館
 　演題　「適正な確定申告」
10. 2.15 平成9年度学術講演会開催
 　演題　「富山市に於ける総合病院歯科と歯科開業医との情報交流」 
 　講師　富山市医科薬科大学歯科口腔外科教授　古田　勲
 　　　　富山県立中央病院　横林康男　　富山市民病院　　　　　小泉明久
 　　　　富山赤十字病院　　杉本裕史　　富山県済生会富山病院　河合宏一
10. 3. 5 確定申告個別相談会
10. 3.27 平成9年度定時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館

世の中の動き �
	 平成9年　消費税5％に引き上げ
	 　　 　　地球温暖化防止京都会議
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平成10年度（1998年）� 会員180名
10. 5.26 保険講習会
 　税制改正に伴う算定の基本と診療録及び診療請求の適正化の確認
10. 6. 7 ルンビニ園訪問歯科健診
10. 7. 4 第20回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会　ホリディ・イン金沢
 　【協議題】1. 新規開設者に対する入会時期及び広告等の指導について
 　 　　　　2. 養護教諭及び保健婦に対する歯科口腔保健知識向上への指導について
 　予備協議題　　高齢会員に対する会費等の取り扱いについて
 　情報交換事項　1. 妊婦歯科健診事業について
 　　　　　　　　2. 要介護者に対する歯科保健事業における行政との関わりについて
10. 7.12 夏のレクリエーション　「ファミリーボウリング大会」開催
 富山地鉄ゴールデンボウルにて　62名参加
10. 7.28 富山市役所及び富山市保健所との協議会　午後7時半より　富山市歯科医師会館
 　市役所より13名出席
 平成9年度事業実績、妊婦歯科健診の新規事業等についての協議
10. 8.21 平成10年度社団法人富山市歯科医師会臨時総会開催
 午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
 　【報告事項】1. 監査報告
 　 　　　　　2. 平成10年度上半期会務報告
 　【議　事】1. 平成10年度富山市歯科医師会歳入歳出決算
 　 　　　　　①本会歳入歳出決算に関し議決を求むる件
 　 　　　　　②会館建設維持管理費決算に関し議決を求むる件
 　 　　　　　③富山歯科医政同志会決算に関し議決を求むる件
 　 　　　　2. 平成10年度トヤマデンタル協同組合決算に関し議決を求むる件
10.12.23 ファミリークリスマスパーティー開催　名鉄トヤマホテル　瑞雲の間
11. 1. 9 新春を寿ぐ会開催　海老亭
11. 2.10 適正申告モデル地区推進会及び税務講習会　午後7時半より　富山市歯科医師会館
 　演題　「税制改正」と「適正申告」
 　講師　富山税務署個人課税第三部門　統括国税調査官　荒井勇一
 　　　　富山税務署個人課税第五部門　統括国税調査官　山崎貞申
 　　　　富山市歯科医師会　顧問税理士　中田　勲
11. 2.28 平成10年度学術講演会開催　富山県歯科保健医療総合センター
 　演題　「歯科開業医のための顎関節症」（1）
 　講師　中沢勝宏（東京都開業）
11. 3. 5 確定申告の個別相談会
11. 3.30 平成10年度定時総会開催
 　【議　事】1. 平成9年度会務報告
 　 　　　　2. 平成10年度事業計画案の承認を求むる件
 　 　　　　3. 平成10年度歳入歳出予算案の議決を求むる件
 　 　　　　4. その他　トヤマデンタル協同組合収支予算　可決

世の中の動き �
	 平成10年　明石海峡大橋開通
	 　　 　　和歌山カレー毒物混入事件
	 　　 　　日本長銀が経営破綻、国家管理へ
	 　　 　　第18回冬季オリンピック長野大会
	 　　 　　横浜ベイスターズ38年ぶりの日本一
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平成11年度（1999年）� 会員183名
11. 4.18 平成11年度学術講演会開催
 　演題　「歯科開業医のための顎関節症」（2）
 　講師　中沢勝宏（東京都開業）
11. 4.29 夏のレクリエーション開催
 　「光彩の館「ほたるいかミュージアム」とほたるいかづくし」
11. 6. 6 ルンビニ園訪問歯科健診
11. 7. 3 第21回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会　ユアーズホテルフクイ
 　【協議事項】1. 税務に関する歯科医師会の取り組みについて
 　 　　　　　2. 介護保険について　3. 広報活動について
 　【情報交換事項】1. 産業廃棄物に対する歯科医師会の対応について
 　 　　　　　　　2. 休日歯科診療の手当てについて
 　 　　　　　　　3. 妊婦歯科健診について
 　 　　　　　　　4. 各市の企業健診の実施状況について
 　 　　　　　　　5. 救急薬品の共同購入の是非について
11. 7.13 富山市役所及び富山市保健所との協議会　午後7時半より　富山市歯科医師会館
 　【協　議】1. 平成10年度事業実績について
 　 　　　　2.（仮称）北保健センター整備事業について
 　 　　　　3. 平成11年度歯科医師派遣依頼について
 　 　　　　4. 介護認定審査会について
11. 8.27 平成11年度臨時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
 　【報告事項】1. 監査報告
 　 　　　　　2. 平成11年度上半期会務報告
 　【附議事項】1. 平成10年度富山市歯科医師会歳入歳出決算について
 　 　　　　　　①本年度歳入歳出に関し議決を求むる件
 　 　　　　　　②富山市歯科医師会館建設維持管理決算に関し議決を求むる件
 　 　　　　　　③富山市歯科医政同志会決算に関し議決を求むる件
 　 　　　　　2. 平成10年度トヤマデンタル協同組合決算に関し議決を求むる件
 　その他　 本年度より訪問診療の際に、以前購入した移動用レントゲンの使用が許可

されたので必要があれば使用してほしいとの説明
11.11.16 富山市との協議会開催
11.12.23 ファミリークリスマスパーティー開催　名鉄トヤマホテル
12. 1. 8 新春を寿ぐ会　富山全日空ホテル
12. 2. 8 適正申告モデル地区推進会及び税務講習会
 　講師　富山市歯科医師会顧問税理士　中田　勲
 　演題　「適正申告」と「税務調査対策」について
12. 2.25 臨時総会及び全体協議会
 　【議　事】1. 富山市歯科医師会会長及び副会長選挙に関する事項
 　 　　　　　会長に小倉孝夫　副会長に金川直博が立候補
 　 　　　　2. 富山市歯科医師会監事選挙に関する事項
 　 　　　　　監事には栗山豊実、家城佳夫が立候補
12. 3.30 平成11年度定時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館
 　【附議事項】1. 平成11年度会務報告
 　 　　　　　2. 平成12年度事業計画案の承認を求むる件
 　 　　　　　3. 平成12年度歳入歳出予算案の承認を求むる件
 　 　　　　　4. 富山市歯科医師会新理事の承認を求むる件

世の中の動き �
	 平成11年　初の脳死判定による心臓・肝臓移植
	 　　 　　NTT分割（3地域通信会社が発足）
	 　　 　　東海村の核燃料工場で国内初の臨界事故
	 　　 　　思い出横丁で火事（JR新宿駅西口飲食店街）
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平成12年度（2000年）� 会員184名
12. 4. 1 小倉執行部
 　会長　小倉孝夫　　　　副会長　金川直博　　　　　　専務理事　中嶋　渉
 　総務財務担当理事　　　坂本喜久雄　　成人歯科衛生担当理事　　狩野　覚
 　学校歯科衛生担当理事　永森　司　　　乳幼児歯科衛生担当理事　水越　弘
 　保険担当理事　　　　　山田雅敏　　　税務担当理事　　　　　　森井忠晴
 　学術担当理事　　　　　上田　均　　　文化厚生担当理事　　　　稲田次郎
 　医療管理担当理事　　　中島清之　　　広報担当理事　　　　　　内田昌宏
12. 4.15 合同委員会懇親会
12. 5.12 富山市との打ち合わせ
12. 6. 4 ルンビニ園訪問歯科健診
12. 6. 9 富山市歯科医師会と富山市役所との協議会
 富山市より歯科保健事業実績および実施計画の説明
 　意見交換　歯科医師会側より　要望事項の提案
 　1. 40歳健診に加えて50歳の節目健診新設
 　2 .妊婦健診に加えての産後健診の新設 
 　3. 学校歯科医の報酬アップ
 　4. 北保健センターに専任歯科衛生士の配置
 　5. フッ素洗口の推進方法について
 　6. 訪問歯科保健事業に関る担当者の異業種間の意思疎通及び勉強会の開催
12. 6.11 夏のレクリエーション　「加賀の雅を訪ねて」
 　東茶屋街（懐華楼）〜老舗料亭「懐石つる幸」〜泉鏡花記念館
12. 7. 1 第22回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会　富山全日空ホテル
 　【協議題】1. 歯科医師会と教育委員会との関わりについて
 　 　　　　2. 最近の税務調査の実態と対応策
12. 7.14 平成12年度医療管理講習会開催
 　演題　「歯科医のための救急処置」〜ショック時の対処法〜
 　講師　富山県中央病院脳神経外科救命救急センター部長　本道洋昭
12. 8.25 平成12年度臨時総会開催
12. 9.11 代議員会予備会議
12.12.23 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル　108名参加
13. 1. 6 新春を寿ぐ会　富山第一ホテル
13. 2. 8 平成12年適正申告モデル地区推進総会及び税務講習会開催
 午後7時半より　富山市歯科医師会館
 　消費税の基本、課税事業者における計算、確定申告に当たっての留意事項
 　講師　富山税務署　記帳指導推進官　橋本忠幸
 　富山市歯科医師会顧問税理士　中田　勲
13. 3. 5 税の個別相談会
13. 3.18 平成12年度富山市歯科医師会学術講演会開催　富山県歯科保健医療総合センター
 　演題　「よりよい人間関係を探る−交流分析の理論と実際−」
 　講師　福岡県立大学大学院教授　杉田峰康
13. 3.30 平成12年度定期総会開催
 　【議　事】1. 平成12年度会務報告
 　 　　　　2. 平成13年度事業計画案の承認を求むる件
 　 　　　　3. 平成13年度歳入歳出予算案の承認を求むる件
 　 　　　　4. その他　80周年記念行事について　式典と祝賀会を予定
 　 　　　　　その財源は財政調整積立金であることの報告

世の中の動き �
	 平成12年　介護保険制度スタート
	 　　 　　南北朝鮮首脳がピョンヤンで初の会談
	 　　 　　白川英樹ノーベル化学賞受賞
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平成13年度（2001年）� 会員186名
13. 4.11 平成13年度富山市歯科医師会保険講習会開催　富山県歯科保健医療総合センター
 　「かかりつけ歯科診療」　県歯保険担当理事　山﨑安仁
13. 4.15 平成13年度富山市歯科医師会学術講演会開催　富山県歯科保健医療総合センター
 　演題　「よりよい人間関係を探る−交流分析の理論と実際−」
 　講師　福岡県立大学大学院教授　杉田峰康
 　　　　☆こじれる人間関係の原因と対処法
13. 6. 3 ルンビニ園訪問歯科健診
13. 6. 4 富山市との協議会
13. 6.17 夏のレクリエーション　「飛騨の匠を訪ねて」
13. 6.30 第23回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（金沢）ホリディ・イン金沢
13. 8. 3 会計監査
13. 8.30 臨時総会
13. 8.31 歯科医療業務のリスクマネージメント講習会
 　講師　（株）損保ジャパン・リスクマネージメント　石井正範
 　「医療訴訟の発展の背景要因として」
13.10.28 富山市歯科医師会創立80周年記念式典・祝賀パーティー
 富山電気ビルホール　151名出席
13.11.17 北陸地区三市連絡協議会役員会（福井市）
13.11.24 三師会11名　全日空ホテル　雲海
13.12. 7 富山市歯科医師会　税務・医療管理講習会開催
 　演題　「デフレ下の賢い資産活用」
 　講師　ライフプラン研究所代表　谷井伝治
13.12.23 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル　140名出席
14. 1. 5 新春を寿ぐ会　全日空ホテル　107名出席
14. 2. 6 平成13年度適正申告モデル地区推進会総会及び税務講習会開催
 　演題　「税制改正及び確定申告書様式の変更」と「最近の税務調査」について
 　講師　富山税務署個人課税第1部門記帳推進官　山中　明
 　　　　富山市歯科医師会顧問税理士　　　　　 中田　勲
14. 3. 6 確定申告の個別相談会
14. 3.15 平成13年度富山市歯科医師会主催文化講演会開催
 　演題　「幸せと生きがい」
 　講師　富山県文化行政推進顧問　吉﨑四郎
14. 3.29 平成13年度定時総会開催
 　【議　事】1. 平成13年度会務報告
 　 　　　　2. 平成14年度事業計画案の承認を求むる件
 　 　　　　3. 平成14年度歳入歳出予算案の承認を求むる件
 　 　　　　4. その他　記録のデジタル化、事務員増員についての質問、回答・説明

世の中の動き �
	 平成13年　国内初の狂牛病認定
	 　　 　　NY世界貿易センタービルに旅客機が激突
	 　　 　　野依良治教授ノーベル化学賞受賞
	 　　 　　“聖域なき改革”、“骨太の方針”、“改革の痛み”などの流行語
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平成14年度（2002年）� 会員190名
14. 4.27 北陸地区三市連絡協議会役員会
14. 5.15 富山市歯科医師会保険講習会開催　午後7時半より　富山県歯科保健医療総合センター
 　演題　「保険診療をめぐる最近の動向について」
 　講師　県歯科医師会保険担当理事　山田真樹
14. 5.24 医療管理講習会開催　午後7時半より　富山県歯科保健医療総合センター 3階
 　演題　「歯科医院における救命・救急処置」
 　講師　富山県立中央病院脳神経外科部長　救命救急センター長　本道洋昭
14. 6. 2 ルンビニ園訪問歯科健診
14. 6. 4 富山市役所および富山市保健所との懇談会開催　午後7時より富山市歯科医師会館
 　富山市より　平成13年度実績および平成14年度計画についての説明
 　意見交換として
 　歯科医師会より　「むし歯予防をより推進させるために、フッ素塗布無料券の配布」
14. 7. 6 第24回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催
 午後4時より　福井パレスホテルにて
 　【協議題】　健康日本21における市、行政との取り組みについて
14. 8.10 三師会開催
14. 8.24 平成14年度富山市歯科医師会成人歯科衛生、学術合同講演会開催
 午後2時半より午後5時　富山電気ビルデイング5Ｆ
 　演題　「守ろうお年寄りの健康　−口腔ケアの必要性」
 　講師　東京歯科大学微生物学教室教授　奥田克爾
14. 8.30 平成14年臨時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
14.10. 5 富山市健康・スポーツフェスティバル開催に協力
14.10. 6 レクリエーションツアー　「立山の錦を訪ねて」
 　 紅葉真っ盛りの弥陀ヶ原、天狗平の散策と、立山高原ホテルにて旬の味覚を味わい

深まり行く秋を満喫
14.10.10 富山市民病院との会合
 吉﨑四郎氏文化講演会「幸せと生きがい」小冊子発刊
14.10.26 北陸地区三市歯科医師会会長・専務会
14.11.13 平成14年度富山市歯科医師会主催文化講演会開催
 午後7時半より　富山県歯科保健医療総合センター 3Ｆ
 　【演題】　「成政と利家・まつ」　　講師　元洗足学園大学教授　奥田淳爾
14.11.17 北陸地区三市連絡協議会役員会（福井市）
14.11.24 三師会11名　全日空ホテル　雲海
14.12.22 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル
15. 1. 4 新春を寿ぐ会開催　富山第一ホテル
15. 1.22 平成14年度適正申告モデル地区推進会総会および税務講習会開催
 講師　富山市歯科医師会顧問税理士　中田　勲
15. 2.27 平成14年度富山市歯科医師会臨時総会開催
 　【議　事】1. 富山市歯科医師会会長及び副会長選挙に関する事項
 　 　　　　2. 富山市歯科医師会監事選挙に関する事項
15. 2.28 富山市民病院開放型病床連絡会議開催
15. 3. 6 確定申告の個別相談会
15. 3.25 富山市歯科医師会保険講習会開催　午後7時より　富山県歯科保健医療総合センター
 　講師　富山社会保険事務局　笹井義宣指導医療官
15. 3.28 平成14年度社団法人富山市歯科医師会定時総会開催

世の中の動き �
	 平成14年　牛肉偽装事件
	 　　 　　日朝首脳会議
	 　　 　　小柴昌俊　ノーベル物理学賞、田中耕一　ノーベル化学賞受賞
	 　　 　　拉致被害者5人が24年ぶりに帰国
	 　　 　　日経平均株価がバブル後最安値に（終値8,303円39銭）
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平成 17 年 6 月 29 日  森市長を囲んで 平成 17 年 8 月 21 日 合同講演会の風景

平成 15 年〜令和 3 年

平成24年1月7日
富山市歯科医師会創立90周年 平成25年 富山タイタンズ優勝

大関朝乃山 令和3年3月21日
富山市歯科医師会創立100周年記念式典中道市歯会長 山﨑県歯会長
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平成15年度（2003年）� 会員191名
15. 4. 1 高石執行部
 　会長　高石　叡　　　　副会長　小林憲夫　　　　　専務理事　中道　勇
 　総務財務担当理事　　　山田雅敏　　医療管理担当理事　　　　永森　司
 　税務担当理事　　　　　杉木　進　　学術担当理事　　　　　　上田　均
 　保険担当理事　　　　　上滝俊彦　　文化厚生担当理事　　　　吉田泰彦
 　広報担当理事　　　　　佐渡忠司　　成人歯科衛生担当理事　　水越　弘
 　学校歯科衛生担当理事　原田修成　　乳幼児歯科衛生担当理事　大木淳一
15. 4.26 新理事・委員合同懇親会
15. 4.30 新旧理事役員合同懇親会
15. 6. 1 ルンビニ園訪問歯科健診
15. 6. 4 富山市及び富山市保健所との協議会　午後7時より富山市歯科医師会館
 富山市より　歯科保健事業平成14年実績および平成15年度計画について説明
 意見交換　歯科医師会側より
 　・ 「富山市健康プラン21」推進会議および「ライフスタイルいきいき大作戦」事業

における歯科医師の関わりについての要望
 　・ 「市町村合併にともなう保健事業の将来性について」
 　・「保健センターでの健診における基準化」
 　・ 「富山市歯科医師会ホームページ立ち上げに際して、インターネットを活用した

情報交換の必要性」
15. 6.29 レクリエーション　「秘境　大牧温泉」
15. 7.22 県学校歯科医会50周年記念事業実行委員会へ参加
15. 7.23 「富山市健康プラン21」歯科部会
15. 8. 3 北陸地区三市歯科医師会「会長・専務・総務理事会」　ホテル日航金沢
15. 8. 7 会計監査
15. 8.24 平成15年度学術講演会開催　富山県歯科保健医療総合センター
 　演題　「Digital documentation & digital presentation」
 　講師　眞田浩一（三重県津市開業）
15. 8.29 平成15年臨時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
15. 9.19 高岡市歯科医師会との連絡協議会 午後7時半より　大野屋旅館
15. 9.27 第25回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（富山電気ビルレストラン）
 　【協議題】　各市に於ける歯科検診（健診）の種類とその効果について
 　 情報交換事項①会務遂行における、ＩＴ導入の現状②学術講演会における、県歯、

市歯主催の差異について③不便、痛みの少ない法人運営上の経費削減を考える④中
核市になっての変更点⑤歯科医師会組織の構成、役掌について⑥「健康日本21」の
地方計画における歯の健康プランについて

15.10. 1 税務署へ挨拶　高石会長・小林副会長・中道専務
15.11. 8 富山市歯科医師会ホームページ開設 http://www.toyamacitydental.jp/
15.11. 5 長勢甚遠後援会決起大会
15.12.23 ファミリークリスマスパーティー開催　名鉄トヤマホテル
16. 1.10 新春を寿ぐ会開催　富山第一ホテル
16. 2.19 富山市国民健康保険運営協議会
16. 2.22 平成15年度北陸地区三市歯科医師会会長・専務・総務理事会　日航金沢「弁慶」
16. 2.25 森富山市長と富山市歯科医師会役員・理事との懇談会開催
16. 3.23 富山市保健所運営協議会
16. 3.26 平成15年度定時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室

世の中の動き �
	 平成15年　米スペースシャトルが空中分解	 米英軍がイラク攻撃開始
	 　　 　　「バカの壁」（養老孟司）
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平成16年度（2004年）� 会員192名
16. 5.28 保険講習会開催
16. 6. 6 ルンビニ園訪問歯科健診
16. 6.23 富山市及び富山市保健所と富山市歯科医師会による富山市歯科保健事業説明会
16. 6.28 平成16年度富山市歯科医師会保険講習会開催　午後7時半より
 　演題　「レセプト記載・今回の改正での注意点」
 　講師　富山県歯科医師会常務理事社会保険部会担当　吉田季彦
16. 7.24 北陸地区三市歯科医師会担当役員会
16. 8. 1 文化講演会と夏のレクリエーション　富山県歯科医師会館
 　文化講演会　演題：「富山大空襲を知ってください」　講師　和田雄二郎
 夏のレクリエーション　「納涼花火鑑賞会」
16. 8.22 成人歯科・医療管理・学術委員会　合同講演会開催
 　演題　「高齢者の健康とQOLを支える口腔ケア
 　  −生涯にわたる口腔ケアの基本的概念とシステムについて−」
 　講師　米山武義（静岡市開業）　後援：富山市、富山県歯科衛生士会
16. 8.27 平成16年度臨時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
16.10.16 第26回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（金沢市　金城楼）
 　【協議事項】・ 各種検診（健診）の費用、労力対効果の検証と受診率向上、受診意識

高揚のための活動について
 　　　　　　・フッ素の応用に対する現状分析と今後の展望について
16.10.29 臨時総会
 　「入会金及び会費等に関する規則の改正」審議
16.11.14 成人・学術・医療管理合同講演会開催
 　演題　第2回「介護予防を見据えた口腔ケアの実際」
 　講師　米山武義（静岡県開業）　後援：富山市、富山県歯科衛生士会
16.11.19 税務講習会開催
 　演題　「改正消費税」
 　講師　富山税務署個人課税第1部門記帳指導官　和田敏郎
16.12.16 富山市学校保健課・こども福祉課との協議
16.12.19 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル
16.12.28 富山市・婦負郡歯科医師会打ち合わせ会
17. 1. 8 新春を寿ぐ会開催　午後6時より　富山全日空ホテル
17. 1.27 富山市学校保健研究協議会　富山市体育文化センター　メインテーマ：「心のケア」
17. 2. 2 第2回富山市・婦負郡歯科医師会打ち合わせ会
17. 2. 3 富山市健康プラン21推進委員会出席
 三師会懇談会出席
17. 2.17 富山市国民健康保険運営協議会に出席
17. 2.24 富山県歯科医師会支部長会議
17. 2.26 北陸三市歯科医師会会長、副会長、専務、総務会　午後5時より　金沢市
17. 3.23 富山市社会福祉身体障害者審査部会に出席
17. 3.25 平成16年度定時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
17. 3.29 富山市歯科医師会と婦負郡歯科医師会との合併調印式

世の中の動き �
	 平成16年　鳥インフルエンザ感染が発覚（山口県）
	 　　 　　イラクへ陸上自衛隊派遣
	 　　 　　道路公団民営化法が成立
	 　　 　　新潟中越地震（M6.8）
	 　　 　　新紙幣発行（千円、五千円、一万円札が20年ぶりに一新）
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平成17年度（2005年）� 会員209名
17. 5.13 高岡市歯科医師会との連絡協議会
17. 5.17 定款改定・総務合同委員会開催
17. 5.20 第1回会史編纂特別委員会開催
17. 5.26 富山市学校保健会に出席
 富山市国民健康保険運営協議会に出席
17. 6. 4 富山市歯科医師会歴代会長座談会　かわい本館
 出席者：松浦・栗山・家城・小倉各先生、現会長・副会長・専務・会史編纂委員3名
 　−懐かしい思い出話、在任中の行事などの対談を収録−
17. 6. 5 ルンビニ園訪問歯科健診
17. 6. 7 第1回定款改定特別委員会開催、ＨＰ作製委員会開催
17. 6. 8 《e-Tax》（国税電子申告・納税システム）の紹介と普及のための講演
 　演題　「《e-Tax》についての概要と現状について」
 　演者　富山税務署副所長　坂井孝之、金沢国税局事務管理課長　林　幹雄
17. 6.11 長勢甚遠歯科後援会開催　富山電気ビルレストラン
17. 6.22 四役会開催、第2回会史編纂特別委員会開催
17. 6.29 富山市長との協議会
17. 6.30 富山市学校給食運営委員会に出席
17. 7.12 第2回定款改定特別委員会開催
17. 7.27 役員会開催、第4回会史編纂特別委員会開催、広報委員会開催
17. 8. 1 夏のレクリエーション　「納涼花火大会鑑賞会」　富山県歯科医師会館
17. 8. 4 平成16年度会計監査
17. 8. 9 第3回定款改定特別委員会開催
17. 8.21 成人歯科・医療管理・学術合同講演会開催　午前9：30 〜午後1：00
 　演題　「高齢者の健康とQOLを支える口腔ケア」
 　　第1部「口から食べる生活の支援と口腔ケア」 講師　米山武義（静岡県開業）
 　　第2部「人が人らしく、口が口らしくあるために」 講師　杉山総子（介護福祉士）
17. 8.26 平成17年度臨時総会開催　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
17. 9. 3 北陸地区三市歯科医師会役員会（金沢）
17. 9.28 刑務所訪問（役員会）
17. 9.29 富山市学校保健会に出席
17.10.29 第27回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会　（福井市　福井県国際交流会館）
 　【協議題】　介護保険に対する今後の取り組み方
17.11. 2 富山市歯科保健事業説明会
17.12.15 平成17年度第2回社団法人富山市歯科医師会臨時総会開催
 　午後7時半より　富山市歯科医師会館2Ｆ会議室
 　【付議事項】社団法人富山市歯科医師会定款改定案に関する件
 　　　　　　　（代議員制の設置とそれに伴う定款の見直し）
17.12.23 ファミリークリスマスパーティー開催　名鉄トヤマホテル　123名参加
18. 1. 7 新春を寿ぐ会開催　午後6時より　富山電気ビルレストラン5階ホール
18. 1.19 富山市学校給食運営委員会に出席
18. 1.26 富山市学校保健会に出席
18. 2. 9 富山市歯科医師会選挙委員会開催
18. 2.15 富山市歯科医師会選挙委員会開催
18. 3. 7 全体協議会
18. 3.22 定時総会

世の中の動き �
	 平成17年　紀宮さまご結婚
	 　　 　　郵政民営化法案可決
	 　　 　　耐震偽装問題
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平成18年度（2006年）� 会員210名
18. 4. 1 第2次高石 叡執行部発足
18. 4. 8 定款改正特別委員会慰労会
18. 5.25 富山市学校保健会に出席
18. 5.28 保険講習会開催 富山県歯科保健医療総合センター　【参加者】不明
 　演題：「今回の診療報酬改定について」
 　講師：富山県歯科医師会保険担当理事　城川和夫
 　演題：「今次改定における解釈と注意点」
 　講師：富山市歯科医師会保険担当理事　杉木　進
18. 5.28 第1回臨時総会
18. 6. 4  ルンビニ園訪問歯科健診　【対象児】84名
18. 6.21 富山市長との協議会　
18. 6.24 北陸地区三市歯科医師会担当役員会（金沢）　
18. 6.28 富山市歯科保健事業説明会
18. 6.29 富山市学校給食委員会に出席
18. 7. 9 夏のレクリェーション　秘湯を訪ねて「奥飛騨の旅」　【参加者】23名
 　場　所：奥飛騨百姓屋敷の宿・藤屋
18. 7.27 会計監査
18. 8.10 第1回定時代議員会　　
18. 8.22 合同講演開催の実施（学術・成人歯科・医療管理委員会と合同） 
 富山県歯科医師会館4階　【参加者】184名
 　演題：「摂食・嚥下機能と口腔機能向上」
 　講師：日本歯科大学附属病院
 　　　　口腔介護・リハビリテーションセンター講師　田村文誉
18. 8.30 定時総会　
18. 9.28 富山市学校保健会に出席
18.10.28 第28回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（富山市）
18.12.21 富山市介護予防地域推進分科会に出席
18.12.23 ファミリークリスマスパーティー開催　名鉄トヤマホテル
 　【参加者】大人65名　子供66名
19. 1. 6 新春を寿ぐ会　富山第一ホテル　午後6時 
19. 1.19 富山市学校保健研究協議会に出席
19. 1.25 富山市学校保健研究協議会に出席　
19. 2. 9 富山市健康プラン21推進委員会に出席
19. 2.24 介護予防施策評価分科会に出席
19. 2.26 富山市介護予防地域推進分科会に出席
19. 3. 1 第2回定時代議員会
19. 3. 3 第2回北陸地区歯科医師会担当役員会
19. 3.30 第2回定時総会

世の中の動き �
	 平成18年　ライブドアショック
	 　　 　　トリノオリンピック

※年表下の世の中の動きは「脳を活性化する自分史年表」（出窓社）より
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平成19年度（2007年）� 会員206名
19. 5.31 富山市学校保健会役員会
19. 6. 3 ルンビニ園訪問歯科健診　学校歯科衛生委員4名と歯科衛生士5名で訪問
19. 6. 5 高石　叡会長逝去　6.8 午後7時通夜　6.9 午前11時葬儀　セレモニーホール富山
19. 6.14 選挙管理委員会
19. 6.18 富山市歯科医師会会長選挙公示
19. 6.19 富山市歯科医師会副会長選挙公示
19. 6.22 医療管理講習会　富山県歯科保健医療総合センター 3F　【出席者】80名
 　演題：歯科医必須の救命救急処置法について
 　講師：富山大学医学部名誉教授　古田　勲
19. 6.23 北陸地区三市歯科医師会担当役員会
19. 6.27 選挙管理委員会　小林憲夫会長　水野隆俊副会長就任
19. 7. 4 平成19年度富山市歯科保健事業説明会
19. 7.12 富山市学校給食委員会　原田理事出席
19. 7.15 夏のレクリエーション　「初企画・一泊二日極みの旅」
　 〜16 　場所：信州小布施・渋温泉（多喜本）・戸隠中社
 　【参加者】24名　中越沖地震で2時間遅れて帰富
19. 7.23 富山市介護予防施策評価分科会への参加
19. 8.29 会計監査
19. 9. 7 第1回定時代議員会
19. 9.27 富山市学校保健会
19. 9.28 第1回定時総会
19.10.18 大沢野地区介護支援センターとの協議会　中道専務と水越理事が出席
19.10.27 第29回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（金沢市　金沢エクセル東急ホテル）
 　協議題：医療安全管理の義務化について
 　情報交換：会員に対する福利厚生事業の内容について
 　　　　　　地域支援事業（介護予防事業）について
19.11.16 富山市長との協議会
19.11.25 学術講演会 富山県歯科保健医療総合センター 3F
 　演題：MＩを考慮した歯内療法と審美修復
 　講師：大阪大学歯学部臨床教授　大阪府開業　福西一浩
19.11.26 富山市健康プラン21推進委員会
19.11.29 ケアマネージャーとの打ち合わせ会
19.12.23 ファミリークリスマスパーティー　名鉄富山ホテル
 　【参加者】大人70名　子供67名
20. 1. 5 新春を寿ぐ会　ANAクラウンプラザホテル
 　【参加者】来賓12名　会員80名
20. 1.17 富山市三師会連絡協議会　会長･副会長･専務が出席　最近の医療情勢について
20. 1.24 富山市学校保健研究協議会講演会　【参加者】約200名
 　演題：歯科における食育−噛むこと−
 　講師：原田修成乳幼児学校歯科保健担当理事
20. 1.26 介護予防サービス事業者研修会　サンシップ富山　水越理事出席
20. 1.30 富山市居宅支援事業者連絡協議会
20. 2. 7 禁煙運動推進会議への参加
20. 3. 7 第2回定時代議員会
20. 3.28 第2回定時総会
20. 3.29 北陸地区三市歯科医師会担当役員会（金沢）

世の中の動き �
	 平成19年　新潟県中越沖地震　　安倍首相辞任表明　　郵政事業民営化
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平成20年度（2008年）� 会員211名
20. 4.14 医療安全管理研修会　【参加者】約60名
 　会場：富山県歯科保健医療総合センター 3階
 　演題：「感染予防・AED使用方法・救急救命処置・医療事故」
 　講師：富山県歯科医師会理事　山田雅敏
 　　　　富山県立中央病院歯科口腔外科部長　横林康男
20. 4.25 保健所説明会（歯周疾患節目検診自己負担が1300円となる）
20. 5.28 第1回保険講習会　富山県歯科保健医療総合センター 3階
 　演題：「平成20年度診療報酬改定に関する留意点」
 　講師：富山県歯科医師会社会保険担当理事　城川和夫
20. 6. 8 ルンビニ園訪問歯科健診
20. 6.22 第2回保険講習会　富山県歯科保健医療総合センター
 　演題：「歯科医療は、今何をすべきか考える」
 　講師：明海大学歯学部社会健康科学講座医療情報科学分野教授　山内雅司
20. 6.28 北陸地区三市歯科医師会担当役員会
20. 6.30 富山市歯科保健事業説明会
20. 7.17 会計監査の実施
20. 7.20 夏のレクリエーション　 「ヒーリング京都」　【参加者】26名
 　京都貴船で川床料理、東寺金堂・講堂・五重塔内部の拝観・京都国立近代
 　美術館「ルノワール+ルノワール展」見学
20. 7.28 平成20年度地域包括支援センター運営協議会に会長が出席
20. 8. 8 第1回定時代議員会
20. 8.29 第1回定時総会
20. 8.31 学術講演会　富山県歯科保健医療総合センター 3階
 　演題：「最先端技術による無痛即時審美修復」
 　講師：東京医科歯科大学う蝕制御学分野教授　田上順次
20.10. 2 富山市学校保健会に出席
20.10.18 第30回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（福井市地域交流プラザ）
20.11.11 医療管理講習会　【参加者】132名
 　会場：富山県歯科医師会館4階
 　演題：「医療安全と救急救命」
 　講師：富山大学医学薬学研究部口腔外科学講座教授　野口　誠
20.11.13 新公益法人制度に関する説明会
20.11.18 富山市長との懇談会
20.11.20 富山市健康プラン21推進会に会長が出席
20.12.23 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル
 　【参加者】大人71名　子供65名
21. 1.10 新春を寿ぐ会　
 　会場：富山第一ホテル
 　【参加者】来賓11名　会員85名　計96名
20. 2. 5 富山市救急医療センター整備基本構想検討委員会に出席
21. 2. 9 禁煙運動推進会議に出席
21. 2.27 全体協議会
21. 3.13 第2回定時代議員会
21. 3.27 第2回定時総会
21. 3.14 北陸地区三市歯科医師会担当役員会

世の中の動き �
	 平成20年　後期高齢者医療制度開始　　北京オリッピック　　リーマン・ブラザーズ経営破綻
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平成21年度（2009年）� 会員213名
21. 4. 1 第2次小林憲夫執行部発足
21. 4. 8 臨時代議員会
21. 4.16 富山県歯科医師会支部長会議
21. 4.25 理事・委員会委員合同懇親会　富山電気ビルレストラン　【参加者】42名
21. 4.28 新旧理事役員合同懇親会 かわい本館　【参加者】18名
21. 5.26 富山市学校保健会に出席
21. 5.29 訪問診療打ち合わせ会に出席
21. 6. 7 ルンビニ園訪問歯科健診及び保健指導
21. 6.22 婦負地区訪問診療推進事業説明会
21. 6.26 全体協議会
21. 6.27 北陸地区三市歯科医師会担当役員会（金沢市）
21. 7.15 富山市学校給食委員会に出席
21. 7.19 夏のレクリエーション　「日本の伝統と涼をもとめて」 長良川鵜飼の旅
 　途中土岐プレミアムアウトレットにて下車　【参加者】41名
21. 7.22 富山市福祉保健部との協議会
21. 7.31 第1回定時代議員
21. 8. 3 特定保健指導に関する研修会に出席
21. 8.12 富山市介護指導専門委員会に出席  
21. 8.20 富山市国民健康保険運営協議会（8/20　2/25　3/11）
21. 8.21 第1回定時総会
21. 9.28 富山市保健所運営協議会に出席
21. 9.29 富山市学校保健会　巡回相談
21.10. 3 北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会打ち合わせ会
21.10. 4 学術講演会　富山県歯科保健医療総合センター　【参加者】48名
 　演題：「口腔がん検診の試み　身につけてほしい口腔がんを疑う目」
 　講師：東京歯科大学口腔外科学教室教授　柴原孝彦
21.10.17 第31回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（富山市　リバーリトリート雅楽倶） 
21.10.29 口腔機能向上について健康教育（水橋）に出席 
21.11. 1 保険講習会　富山県歯科医師会館　【参加者】47名
 　演題：「次期診療報酬改定に向けての展望」
 　講師：日本歯科医師会理事　堀　憲郎
21.11.10 医療管理講習会　【参加者】歯科医師 38名　スタッフ65名　計103名
 　演題：「歯科救急医療と院内感染」
 　講師：富山大学大学院医学薬学研究科歯科口腔外科学講座教授　野口　誠
21.11.13 「富山市健康プラン21」推進委員会に小林憲夫会長が出席
21.11.14 第33回虫歯予防大会 in 富山開催
21.11.25 富山市長との懇談会
21.12.21 富山市介護支援専門委員会との打ち合わせ会に出席
21.12.23 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル
 　　【参加者】大人66名　子供59名
22. 1. 9 新春を寿ぐ会　富山電気ビルデイング　来賓11名　会員83名　計94名
22. 1.28 富山市学校保健会研究協議会　介護予防施策分科会
 　会場：富山市婦中町ふれあい館
22. 2.26 第2回定時代議員会 
22. 3.19 第2回定時総会

世の中の動き �
	 平成21年　裁判員制度スタート　　第45回衆院選民主大勝政権交代
	 　　 　　オバマ大統領ノーベル平和賞
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平成22年度（2010年）� 会員214名
22. 6. 2 保険講習会　富山県歯科保健医療総合センター 3階　【出席者】75名
 　演題：「平成22年度保険点数改正の要点について」
 　講師：富山県歯科医師会常務理事　野田　修
22. 6. 6 ルンビニ園訪問歯科健診と保健指導　入園児童数：81名
22. 6.19 北陸地区三市歯科医師会担当役員
22. 6.25 全体協議会
22. 7. 6 富山市歯科保健事業説明会　富山市側13名　富山市歯科医師会側11名
22. 8. 1 夏のレクリエーション　「納涼花火鑑賞会」
 　会場：富山県歯科医師会館4階　【参加者】大人72名　子供39名　計111名
22. 8. 6 第1回定時代議員会
22. 8. 8 総務財務委員会講演会　医科・歯科合同講演会　会場：明治安田生命ホール
 　演題：糖尿病と歯周病に関するセミナー　【参加者】148名
 　講師：愛知学院大学歯学部長　歯周病学講座教授　野口俊英
 　　　　愛知学院大学歯学部内科学講座教授　松原達昭
 　　　　富山市民病院副院長　富山市医師会理事　石田陽一
 　　　　富山大学大学院医学薬学研究部歯科口腔外科学講座教授　野口　誠
22. 8.27 第1回定時総会　委任状含め160名出席
22. 9.23 学術講演会　【参加者】51名　会場：富山県歯科保健医療総合センター 3階
 　演題：「身につけて欲しい口腔がんを疑う目〜発見から紹介までの対応〜」
 　講師：東京歯科大学口腔外科学講座主任教授　柴原孝彦
22. 9.30 成人歯科保健講習会　会場：富山大学付属病院カンファレンスルーム2
 　講師：富山大学歯科口腔外科学　井上さやか・中道尚美先生
22.10.23 第32回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（福井市　粟津温泉「露天のゆ金閣」）
22.11.28 医療管理講習会　【参加者】56名　会場：富山県歯科保健医療総合センター 3階
 　演題：「歯科医院における心療歯科的患者応接法
 　　　　　〜プチクレーマーからモンスターペーシェントまで〜」
 　講師：日本歯科大学付属病院診療科教授　岡田智雄
22.12. 8 富山市長との協議会　会場：かわい本館
22.12.23 ファミリークリスマスパーティー　会場：名鉄富山ホテル4階
 　【参加者】大人70名　小人57名　合計127名
23. 1. 8 新春を寿ぐ会　ANAクラウンプラザホテル富山　【参加者】来賓10名　会員90名
23. 2. 6 富山市学校歯科医師対象研修会　会場：富山県歯科保健医療総合センター 3階
 　講師：富山県歯科医師会学校保健部担当理事　城川和夫　【参加者】56名
 　演題：「日学歯様式の報告書に伴う事後措置と検診基準の確認」
23. 2.23 会長・副会長選挙投票日
23. 2.25 第2回定時代議員会
23. 3. 4 全体協議会
23. 3.12 北陸地区三市歯科医師会役員会
23. 3.15 臨時代議員会　
23. 3.25 第2回定時総会　委任状含む151名出席
23. 3.28 富山市医師会・富山市歯科医師会合同MRI講演会　【参加者】97名
 　会場：富山市医師会健康管理センター 4階
 　講師：日本大学歯学部歯科補綴学教室教授　石上友彦
 　講師：札幌医科大学名誉教授　端　和夫
 　講師：東芝メディカルシステムズ株式会社　横山喜克

世の中の動き �
	 平成22年　アップル多機能端末「iPad」発売　　小惑星探査機「はやぶさ」地球に帰還
	 　　 　　東北新幹線八戸〜新青森間開通
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平成23年度（2011年）� 会員216名
23. 4.18 第1回臨時代議員会
 東日本大震災被災地へ歯ブラシ22,800本寄付
23. 5. 6 第1回新制度法人移行特別委員会（5/20　6/13　6/24　7/8　7/20）
23. 6. 1 平成23年度全体協議会
 新法人の選択については､ 一般社団法人とする　ＴＫＣ会計システムの導入
23. 6. 5 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
23. 7. 6 富山市歯科保健事業説明会
23. 7.17 夏のレクリエーション
 　「お買い物天国アウトレットとレトロモダンな近江八幡を訪ねて」
 　【参加者】大人34名　小人4名　合計38名
23. 7.27 第7回新制度法人移行特別委員会
23. 7.29 第1回定時代議員会
23. 8.19 第1回定時総会
23. 8.26 第2回臨時代議員会
23. 9.16 第1回臨時総会
23.10.25 富山市長との協議会
23.10.29 第33回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（福井市　福井県歯科医師会館）
 　情報交換　公益法人化問題の各市の対応等10題について
23.11.15 学術講演会　富山県歯科保健医療総合センター 3F　【参加者】59名
 　演題：「身につけて欲しい口腔ガンを疑う目」
 　講師：富山大学医学部医学薬学研究部歯科口腔外科学講座　野口　誠教授
23.12.23 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル
 　【参加者】大人66名　小人51名　合計117名
24. 1. 7 社団法人富山市歯科医師会　創立90周年記念式典･祝賀会　富山第一ホテル
 　功労会員26名への表彰　受賞者代表　水野誓夫先生謝辞
 　【参加者】会員118名　来賓13名　合計131名
24. 1.26 第25回富山市学校保健研究協議会に小林会長と原田理事が出席
 　富山市婦中ふれあい館ふれあいホール
24. 3. 2 第2回定時代議員会
24. 3. 3 北陸地区三市歯科医師会担当役員会
24. 3.18 医療管理講習会富山県歯科医師会館　【参加者】歯科医38名　他72名　合計110名
 　テーマ：「スタッフとともに学ぶ医療安全セミナー」
 　　　　　　〜スタッフ育成・医院のシステムづくり〜
 　演題：「歯科医院での仕事の視える化」
 　　　　　理念・5Ｓ・マニュアル化からやってみよう
 　講師：株式会社デンタルタイアップ代表　小原啓子先生
24. 3.25 成人歯科保健講習会　富山県歯科保健医療総合センター 3F　【参加者】110名
 　演題：「摂食・嚥下障害入門」
 　講師：富山大学医学部歯科口腔外科教授　野口　誠
 　　　　　　　　　　　　助教　　　　　井上さやか
 　　　　　　　　　　　　言語聴覚士　　　中道尚美
 　　　　　　　　　　　　歯科衛生士　　山口百々恵
24. 3.30 第2回定時総会

世の中の動き �
	 平成23年　東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）
	 　　 　　福島第一原発事故
	 　　 　　北朝鮮キム･ジョンイル（金正日）総書記急死
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平成24年度（2012年）� 会員218名
24. 5.29 富山市学校保健会役員会へ小林会長と担当理事が出席
24. 6. 1 富山地域医療対策協議会富山県中部厚生センター会議へ小林会長が出席
24. 6. 3 ルンビニ園訪問50周年記念事業の実施
24. 6.27 保険講習会　富山県歯科保健医療総合センター 3F　【参加者】72名
 　演題：「平成22年度保険点数改正の要点について」
 　講師：富山県歯科医師会常務理事　野田　修
24. 6.29 第1回定時代議員会　臨時理事会
 　一般社団法人富山市歯科医師会諸規則改正案を議決決定
24. 6.30 北陸地区三市歯科医師会担当役員会
24. 7. 5 富山市歯科保健事業説明会
24. 7.15 夏のレクリニーション
 　「どえりゃ楽しい旅だがね〜ナゴヤドームでのプロ野球観戦とリニア鉄道館見学ツアー〜」
 　【参加者】大人32名　小人12名　合計44名
24. 8.31 全体協議会（トヤマデンタル協同組合通常総会後）　臨時理事会
24.10. 1 富山市保健所運営協議会へ小林会長が出席
24.10.21 富山市歯科医師会釣り同好会　秋の大バーベキュー例会　八重津海岸
24.10.23 学術講演会　富山県歯科保健医療総合センター 3F
 　演題：「身につけてほしいアレルギーを診る目」
 　　　　−金属アレルギーの話題を中心に−
 　講師：富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科学教授　清水忠道
 　【参加者】歯科医師59名　その他スタッフ5名　合計64名
24.10.25 富山市長との協議会
24.10.27 〜 28 第34回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（富山市　富山第一ホテル）
 　講演：「大規模災害時の歯科医師会行動計画〜東日本大震災の経験から」
 　講師：日本歯科医師会常務理事　柳川忠廣
24.11.17 富山市まちぐるみ健康づくり交流会へ小林会長が出席
24.11.21 全体協議会
24.12.23 ファミリークリスマスパーティー　名鉄トヤマホテル
 　【参加者】大人65名　小人56名　合計121名
25. 1. 5 新春を寿ぐ会　富山電気ビルレストラン
 　【参加者】会員80名　来賓11名　合計91名
25. 1.10 とやま在宅協議会第6回症例検討会に出席：富山市医師会健康管理センター
 在宅歯科診療の概略を水越理事が説明
 在宅歯科診療によりＡＤＬが改善した症例を小林岳志先生が発表
25. 1.24 富山市学校保健研究協議会に出席　婦中ふれあい館
 　テーマ「排便から見る子供の健康」
25. 1.26 富山県歯科技工士会富山支部新年会へ小林会長が出席
25. 3.22 全体協議会
25. 3.26 医療管理講習会　富山県歯科保健医療総合センター 3F
 　演題：「ここが知りたい!医療安全Q&A」〜スタッフとともに学ぶ医療安全セミナー〜
 　講師：富山大学医学部医学科歯科口腔外科学講座教授　野口　誠
 　【参加者】歯科医師64名　その他スタッフ42名　合計106名
25. 3.29 第2回定時代議員会

世の中の動き �
	 平成24年　「東京スカイツリー」オープン
	 　　 　　山中伸弥氏ノーベル医学・生理学賞
	 　　 　　安倍晋三内閣再び発足
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平成25年度（2013年）� 会員221名
25. 4. 1 第1次宮本宣良執行部発足
25. 4. 4 選挙管理委員会（6/6）
25. 5.15 会計監査
25. 6. 2 ルンビニ園訪問歯科健診と保健指導
 　3年生以下　歯科衛生士による健康紙芝居
 　4年生以上　生活習慣と口腔疾患が全身におよぼす影響のスライド
 　未就学児　健診→染め出し→ブラッシング指導→フッ化物塗布
25. 6.28 第1回定時代議員会　臨時理事会
25. 7. 1 臨時理事会
25. 7. 2 富山市学校保健会役員会へ宮本会長と担当理事が出席（9/24）
25. 7. 4 富山市歯科保健事業説明会
25. 7.12 第1回臨時代議員会
25. 7.14 夏のレクリエーション
 　「夏の風物詩大迫力。大相撲名古屋場所」
 　【参加者】大人36名　小人4名　合計40名
25. 7.22 共通ＩＤ・パスワードでの会員専用ページへのアクセス可能となる
25. 7.26 全体協議会臨時理事会
 　 全体協議会では築19年の会館の補修･改修の必要性､ 事務局員の制服着用について

の指摘あり
25. 7.27 合同委員会　富山電気ビルデイング　出席者45名
 　家城佳夫先生に花束､ 記念品贈呈
25. 7.30 新執行部が森市長へ表敬訪問
25.10.19 第35回北陸地区三市歯科医師会役員連絡脇議会（金沢市　金沢都ホテル）
 　演題：「診療室から飛び出して−地域連携・多職種連携へ−」
 　演者：金沢市開業　綿谷修一先生
 　情報交換①訪問歯科診療の現状について
 　　　　　②口腔保健法制定に伴い各市における条例施行に向けた進捗状況について
 　　　　　③医療法に基づく立入検査の実施状況について
25.10.28 要保護児童対策地域協議会へ宮本会長が出席
25.12. 9 富山市長との協議会
25.12.22 ファミリークリスマスパーティー　ホテルグランテラス富山
 　【参加者】大人57名　小人46名　合計103名
26. 1. 4 新春を寿ぐ会　ANAクラウンプラザホテル
 　【参加者】会員84名　来賓9名　合計93名
26. 1.30 第27回学校保健研究協議会に出席　富山市婦中ふれあい館
26. 2. 8 学術講演会　富山県歯科保健医療総合センター 3F
 　演題：「ビスフォスフォネート製剤による顎骨壊死」
 　講師：三重大学医学部口腔顎顔面外科教授　新井直也
 　【参加者】歯科医師61名
26. 3.19 医療管理講習会　富山県歯科保健医療総合センター 3F
 　演題：「インターネットとのスマートな付き合い方」
 　講師：有限会社アワデント代表　粟津貴昭氏
 　【参加者】歯科医師41名　その他スタッフ9名　合計50名
26. 3.28 第2回臨時代議員会　臨時理事会

世の中の動き �
	 平成25年　国の借金が1000兆円を超える
	 　　 　　IOC総会で2020年五輪の開催都市が東京に決定
	 　　 　　猪瀬直樹東京都知事辞意表明
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平成26年度（2014年）� 会員222名
26. 6. 1 ルンビニ園訪問歯科健診と保健指導
26. 6.20 第1回定時代議員会
26. 6.25 全体協議会
26. 7. 1 富山市歯科保健事業説明会
26. 7. 5 北陸地区三市歯科医師会担当役員会（金沢市）
26. 7.20 夏のレクリエーション　【参加者】37名
 　「大人の旅　加賀料理と、お・も・て・な・し」
26. 7.29 富山市医師会との合同学術講演会　富山市医師会健康管理センター　【参加者】81名
 　演題：「ビスフォスフォネート系薬剤関連顎骨壊死（BRONJ）」
 　講師：富山大学医学部歯科口腔外科教授　野口　誠
26. 8. 8 保険講習会　富山県歯科保健医療総合センター
 　講師：富山県歯科医師会社会保険部部会長　片口宗久
26. 9.21 医療管理講習会　富山県歯科保健医療総合センター　【参加者】54名
 　演題：「淳さんのおおぞら人生、俺琉」
 　講師：日本飛行連盟名誉会長　高橋　淳
26. 9.22 介護支援専門員との合同研修会開催　水橋西部地区センター　【出席者】35名
 　演題：「歯科医師と介護支援専門員との連携について」
 　講師：富山市歯科医師会監事　山田雅敏
26. 9.27 学術講演会　富山県歯科保健医療総合センター　【参加者】42名
 　演題：「歯周治療 最新の進め方−抗菌治療についての考察−」
 　講師：松本歯科大学院病院総合診療室科長　藤井健男
26.10.25 第36回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（福井市　ホテルリバージュアケボノ）
26.11.17 富山市長との協議会
26.12.23 ファミリークリスマスパーティー　富山電気ビルデイング　【参加者】大人62名　小人50名
27. 1.10 新春を寿ぐ会開催　富山第一ホテル　【参加者】91名
27. 1.29 第28回学校保健研究協議会に出席　富山市婦中ふれあい館
 　演題：ネット依存と子どもの心身の健康
27. 2.18 全体協議会
27. 3.17 会長予備選挙当選証書附与　宮本宣良先生が無投票当選
27. 3.26 介護支援専門員との合同研修会開催　新庄北地区センター　【参加者】35名 
 　演題：「訪問歯科診療・居宅療養管理指導について」
 　講師：富山市歯科医師会監事　山田雅敏
27. 3.27 第1回臨時代議員会

世の中の動き �
	 平成26年　消費税5%→8%に	消費増税は17年ぶり
	 　　 　　御嶽山噴火
	 　　 　　はやぶさ2打ち上げ成功
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平成27年度（2015年）� 会員220名
27. 4.30 平成26年度会計監査
27. 6. 7 ルンビニ園訪問歯科健診と保健指導　入園児数59名
27. 6.26 第1回定時代議員会　出席者13/15名出席
27. 7.10 第1回臨時代議員会
27. 7.11 北陸地区三市歯科医師会担当役員会
27. 7.12 富山市合併10周年記念式典に宮本宣良会長が出席
27. 7.19 夏のレクリエーション　「北陸新幹線でGO!!! 〜軽井沢篇〜」
  　【参加者】大人（中学生以上）54名　小人7名　合計61名
27. 7.26 全体協議会　「医療連携ネットワークシステム」の概略・システムについての説明
27. 7.31 富山市歯科保健事業説明会
27. 8.19 医療管理講習会　【参加者】歯科医師37名　スタッフ17名　合計54名
 　会場：富山県歯科保健医療総合センター 3階
 　講師：富山大学大学院医学薬学研究部歯科口腔外科学講座教授　野口　誠
 　演題：「救急医薬品の基本知識」
27.10.17 第37回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（富山市）　【出席者】38名
 　会場：富山電気ビルデイング
 　演題：「現在の日本歯科医師会について」
 　講師：日本歯科医師会総務担当常務理事　小枝義典
27.12. 2 医療圏構想会議に宮本宣良会長が出席
27.12. 4 富山市長との協議会
27.12.15 地域医療対策会議に宮本宣良会長が出席
27.12.23 ファミリークリスマスパーティー　【参加者】大人58名　小人42名　合計100名
 　会場：富山電気ビルデイング
28. 1. 9 新春を寿ぐ会　【参加者】会員84名　来賓10名　合計94名
 　会場：富山電気ビルデイング
28. 1.28 富山市学校保健研究協議会
 　会場：富山市婦中ふれあい館
 　テーマ：「子どもの運動器と健康」
 　特別講演1：「学校でよく見られるスポーツ障害について」
 　講師：根塚整形外科・スポーツクリニック院長　根塚　武先生
 　特別講演2：「運動器検診の進め方」
 　講師：道振整形外科医院院長　道振義治先生
28. 2.14 学術講演会　【参加者】歯科医師50名
 　会場：富山県歯科保健医療総合センター 3階
 　講師：東京歯科大学口腔外科学教室教授　柴原孝彦
 　演題：「身につけてほしい口腔がんを診る目」
28. 2.17 健康プラン21委員会に宮本宣良会長が出席
28. 3.13 市民公開講座　【参加者】140名
 　会場：明治安田生命ホール
 　演題：「ガッテン流ウェル噛むセミナー　おいしく食べて若返り」
 　講師：元NHK専任ディレクター　北折　一氏
28. 3.25 第2回臨時代議員会
28. 3.28 医歯薬三師在宅懇話会
28. 3.30 富山医療推進協議会・医療構想会議に宮本宣良会長が出席

世の中の動き �
	 平成27年　北陸新幹線長野〜金沢間開業
	 　　 　　大阪都構想の賛否を問う住民投票反対多数
	 　　 　　安全保障関連法が成立



126 通史

平成28年度（2016年）� 会員223名
28. 6. 5 ルンビニ園訪問歯科健診と保健指導　入園児数58名
 　本年から相田化学（株）が参加
28. 6.24 定時代議員会　代議員14名出席
 　医療連携ネットワーク「たてやまネット」の説明
 　第一種会員1人あたりの年会費1万円減（9万円）で全会一致で承認
28. 7.14 富山市歯科保健事業説明会　【出席者】富山市18名　歯科医師会14名
28. 7.18 レクリエーション　「海を満喫！地引き網体験ツアー！」　千里浜・能登金剛・
 　島尾キャンプ場　大人30名　小人2名　合計32名
28. 8.21 学術講演会　
 　会場：富山県歯科保健医療総合センター 3階　【参加者】26名 
 　演題：「顎口腔機能と健康長寿　歯科インプラント治療の有用性」
 　講師：東京医科歯科大学臨床教授・医療法人社団ＵＣ会理事長　菅井敏郎
28. 9.10 医療管理講習会　
 　会場：富山県歯科保健医療総合センター 3階　【参加者】106名
 　演題：「怒りの時代〜歯科トラブルに巻き込まれないために〜」
 　講師：東京都開業・東京都歯科医師会理事　小枝義典
28.10.15 第38回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（金沢市）　【出席者】37名
 　会場：ホテル金沢
 　演題：「健康長寿のカギは『口腔機能』にあり!
 　　　　　〜歯科医院で取り組む「通所型　口腔機能向上モデル事業」を構築する〜」
 　講師：能登総合病院歯科口腔外科部長　長谷剛志
28.10.19 医療連携ネットワーク「たてやまネット」説明会
28.12.23 ファミリークリスマスパーティー　【参加者】大人54名　小人40名　合計94名
 　会場：富山電気ビルデイング
29. 1. 7 新春を寿ぐ会　ホテルグランテラス富山　【参加者】来賓11名　会員72名
29. 1.26 第30回学校保健研究協議会
 　会場：富山市婦中ふれあい館
 　テーマ：「子どもの歯と口の健康と食育」
 　実践発表
 　演題:「自分の歯と口の健康のために行動する子供たちを目指して
 　　　　　〜学びを共有し、6年間を積み上げる歯科保健活動の取組から〜」
 　講師：富山市立朝日小学校養護教員　野尻蓉湖先生
 　特別講演
 　演題：「口腔機能の育成について」
 　講師：富山県歯科医師会副会長　城川和夫
29. 1.26 第1回臨時代議員会　代議員の定数に関する定款第4章第14条第2項の改正
29. 3.12 市民公開講座　
 　会場：サンシップとやま　【参加者】144名
 　演題：「口の中はふしぎがいっぱい〜歯の話を聞きながらガンの予防になる講演会〜」
 　講師：国立モンゴル医科大学歯学部客員教授　岡崎好秀
 その他　 在宅歯科医療支援ステーション設置事業において、富山県より補助金等交付

規則第13条の規定により300万円の補助金が支給。貸出用の訪問診療機器と
して、デイジー 1台、ビバサポートセット1台を購入。

世の中の動き �
	 平成28年　北海道新幹線開通
	 　　 　　オバマ大統領広島訪問
	 　　 　　米大統領選トランプ氏当選（共和党）
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平成29年度（2017年）� 会員223名
29. 4. 2 富山市歯科医師会会長予備選挙
29. 5. 2 平成28年度会計監査の実施
29. 6. 4 ルンビニ園訪問歯科健診と保健指導　入園児数57名
29. 6.18 富山市歯科医師会代議員2名の欠員に対しての補欠選挙
29. 6.23 第1回定時代議員会
29. 6.23 第1期中道執行部発足　直ちに第1回臨時理事会開催
29. 6.29 富山市保健所へ三役が表敬訪問
29. 7. 8 北陸地区三市歯科医師会担当役員会（金沢市）四役が出席
29. 7.12 第1回臨時代議員会
29. 7.13 富山市長・富山市福祉保健部・こども家庭部へ四役が表敬訪問
29. 7.16 夏のレクリエーション　「涼を求めて！京都の旅」　【参加者】30名
29. 7.19  富山市議会議長・村上和久氏へ挨拶「歯と口腔の健康づくり推進条例」の制定につい

て議員提案を要請
29. 7.26 富山市歯科保健事業説明会　富山市より20名参加
29. 7.28 第1回全体協議会
29. 8. 5 合同委員会開催　ANAクラウンプラザホテル富山　【参加者】47名
29. 8.17 富山市保健所との意見交換　「口腔がん」検診を取り入れるよう要望
29. 8.18 高岡市歯科医師会との意見交換会（富山市）いきいき亭
29. 8.22 富山市議会議員へ「歯科口腔保健の現状と課題」の講演
 　講師：富山市歯科医師会専務理事　山崎一人
29. 8.31 富山市役所との懇談会
29. 9.29 学術講演会　富山県歯科保健総合医療センター 3階　【参加者】116名
 　演題：「食べる力の回復−医療連携の必要性と重要性−」
 　講師：南砺市民病院内科副部長臨床教育・研究センター長　荒幡昌久
 　　　　南砺市民病院歯科口腔外科医長　冨山祐佳
29.10.21 第39回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（福井市　ホテルフジタ福井）
 　【参加者】39名
 　演題：「オーラルフレイルと摂食・嚥下対応」
 　講師：聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科部長・摂食嚥下センター長　津田豪太
29.11. 2 富山市長との意見交換会
29.11. 8 富山市歯科医師会ホームページの全面リニューアル化
29.11.11 第38回全国歯科保健大会開催に参加　富山県民会館
29.11.22 医療管理講習会　富山県歯科保健医療総合センター 3階　【参加者】約70名
 　演題：「安心安全な歯科診療のために〜チーム医療で取り組む予防〜」
 　講師：射水市開業　立浪康晴先生
29.12.23 ファミリークリスマスパーティー　会場：富山電気ビルデイング
 　【参加者】大人58名　小人41名　合計99名
30. 1. 6 新春を寿ぐ会　会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル富山
 　【参加者】来賓10名　会員83名　合計93名
30. 3.18 市民公開講座
 　会場：安田生命ホール　【参加者】56名
 　演題：「『理想』のつかみ方、生かし方」
 　講師：長山靖生先生　（日立市開業）
30. 3.23 第2回臨時代議員会

世の中の動き �
	 平成29年　アメリカパリ協定から脱退方針発表　　第48回衆院選自民圧勝与党で3分の2確保
	 　　 　　拉致被害者家族トランプ大統領と面会
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平成30年度（2018年）� 会員222名
30. 4.27 会計監査
30. 5.16 ねんりんピック富山2018富山市実行委員会へ中道会長が出席
30. 5.31 富山市学校保健会役員会へ中道会長と堀理事が出席
30. 6. 3 ルンビニ園訪問歯科健診と保健指導
 　乳幼児　歯科衛生士による健康教育紙芝居
 　小中高生　健診→染め出し→歯磨き指導→フッ化物塗布
30. 6.22 第1回定時代議員会　臨時理事会
30. 7. 7 北陸地区三市歯科医師会担当役員会
30. 7.12 富山市歯科保健事業説明会
30. 7.15 夏のレクリエーション
 　「5年ぶりの大相撲観戦＋熱田神宮　地元の雄　朝乃山を見に行こう！」
 　【参加者】48名
30. 7.27 臨時理事会
30. 8. 2 富山市医師会医療連携納涼会へ3役が出席
30. 8.29 医療管理講習会（高岡市歯科医師会との共催）
 富山県歯科保健医療総合センター 3F
 　演題：知って得する賢い節税対策〜ふるさと納税を中心に〜
 　講師：税理士法人中村税務みらい経営　中村総一郎先生
 　【参加者】富山県歯科医師会会員・配偶者71名
30. 9.26 保険講習会　富山県歯科保健医療総合センター 3F
 　講師：富山県歯科医師会常務理事（社会保険）山田隆寛
 　【参加者】歯科医師78名
30. 9.30 たてやまネット（診療工房）による連携の研修会
30.10. 5 富山市歯科医師会･高岡市歯科医師会連絡協議会
30.10.27 第40回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（富山市　富山第一ホテル）
 　基調講演「歯科医療の変遷と課題−適正歯科医療費と歯科医師需給問題を考える−」
 　富山市歯科医師会会長　中道　勇
 　情報交換　各市より1題ずつ提出
30.11. 4 学術講演会　富山県歯科保健医療総合センター 3F
 　演題：「ザ・ペリオ」〜フラップ手術の臨床応用〜
 　講師：明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野教授　申　基喆
 　【参加者】歯科医師･歯科医療従事者60名
30.11. 8 富山市長との協議会
30.12.23 ファミリークリスマスパーティー　富山電気ビルデイング
 　【参加者】大人57名　小人41名　合計98名
31. 1. 5 新春を寿ぐ会　富山第一ホテル
 　【参加者】会員69名　来賓12名　合計81名
31. 1.24 富山市学校保健研究協議会に会長と堀理事が出席　富山市婦中ふれあい館
31. 3. 8 全体協議会
31. 3.17 市民公開講座富山国際会議場
 　演題：全身の健康につながる口腔の健康
 　講師：日本歯科総合研究機構主任研究員　恒石美登里
 　【参加者】130名
31. 3.22 第1回臨時代議員会

世の中の動き �
	 平成30年　史上初の米朝首脳会談
	 　　 　　ネットいじめ過去最多
	 　　 　　日産ゴーン会長逮捕金融商品取引法違反容疑
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令和元年度（2019年）� 会員222名
元. 5.10 口腔内蛍光観察装置「ORALOOK」の使用説明会
 　講師：株式会社HITSPLAN　山川　優氏
元. 5.30 富山市学校保健会役員会へ中道会長と堀理事が出席
元. 6. 2 ルンビニ園訪問歯科健診と保健指導
 　3年生以下　歯科衛生士による健康教育紙芝居
 　4年生以上　虫歯や歯石の見分け方のスライド
 　小中高生　健診→染め出し→歯磨き指導→フッ化物塗布
元. 6.21  第1回定時代議員会　臨時理事会
元. 7. 5 第1回臨時代議員会
元. 7. 7 医療管理講習会 富山県歯科保健医療総合センター 3F 
 　演題：「歯科における医療安全管理対策」　
 　　　　　−事例から学ぶ歯科医療事故の対応−
 　講師：横林敏夫先生（日本口腔外科学会指導医）
 　【参加者】60名
元. 7.18 富山市歯科保健事業説明会
元. 7.19 臨時理事会
元. 7.21 夏のレクリエーション　「−夏の避暑地・上高地散策と飛騨高山グルメの旅−」
 　【参加者】37名
元. 7.27 北陸地区三市歯科医師会担当役員会
元. 7.31 富山市医師会医療連携納涼会へ3役が出席
元. 8. 9 富山市歯科医師会･高岡市歯科医師会連絡協議会
元. 9. 8 学術講演会　富山県歯科保健医療総合センター 3F
 　演題：「CAD/CAM冠臨床の勘どころ」
 　　　　　〜メタルボンド？オ−ルセラミック？どう使い分けますか〜
 　講師：東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座教授　佐藤　亨
 　【参加者】歯科医師･歯科医療従事者80名
元. 9.28 在宅医療シンポジウムへ会長と飯田理事出席　富山県医師会館4F
元.10.19 第41回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（金沢市　懐石料亭旅館「金城楼」）
 　協議題①歯科衛生士並びに歯科技工士の人材確保について
 　　　　②会員診療所のための歯科医師派遣システムの構築について
 　　　　③医療法に基づく歯科診療所立入検査について
元.11.19 富山県歯科技工士会との協議会
元.12. 5 富山市長との協議会
元.12.13 富山市医師会エリア全体会議
元.12. 2 ファミリークリスマスパーティー　富山電気ビルデイング
 　【参加者】大人62名　小人29名　合計91名
2. 1.11 新春を寿ぐ会　富山電気ビルデイング

 　【参加者】会員65名　来賓12名　合計77名
2. 1.23 富山市学校保健研究協議会に出席 富山市婦中ふれあい館
2. 2.19 富山県歯科技工士会との協議会
2. 2.21 富山市医師会在宅医療に関するICT研修会
2. 3.15 市民公開講座（富山国際会議場での山本龍生先生の講演）

 　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため延期
2. 3.27 第2回臨時代議員会　臨時理事会

世の中の動き �
	 令和元年　5月	元号「令和」へ改元
	 　　 　　Ｇ20サミット
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令和2年度（2020年）� 会員227名
2. 4. 8 理事会を十分な換気のもと、3密を避けて開催　夏までの本会事業中止を決定
2. 4. 9 児童生徒等の定期健康診断が6月以降に実施延期との通知
2. 4.10 東京歯科大学奥田克爾名誉教授のSARS-CoV-2感染予防の解説書を会員へ発送
 　（4月16日 政府の緊急事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大）
 100年史編纂特別委員会本委員会（中止）
2. 4.21 児童生徒等の定期健康診断の9月以降への実施延期について通知
 乳幼児健康診査の5月31日までの延期について通知
2. 4.24 歯周疾患検診･口腔がん検診の当面の中止について通知
2. 4.27 会員へ新型コロナウイルス感染症に対する富山市歯科医師会の考え方を発送
2. 4.30 4役で企画した5月連休中のドライブスルー形式での心肺機能測定の中止
 　（5月4日 政府の緊急事態宣言5月31日まで延長）
2. 5. 7 ドライブスルー形式での心肺機能測定の中止に対する会員へのお詫び文章発送
2. 5.13  5月定例理事会において、以下の3点を提案し議決確定する
 　1. 8月末引き落としの第2期会費22,500円の免除を決定
 　2. 歯科医師会館内の土足厳禁を決め、スリッパ殺菌ボックスの購入決定
 　3. 富山市の新型コロナウイルス感染症対策基金へ10万円寄付することを決定
 　（5月14日 富山県を含む39県の緊急事態宣言が解除）
2. 5.21 6月15日より歯周疾患検診･口腔がん検診を開始することを通知
2. 6. 2 本会ホームページのトップ画面で歯科関係者の感染ゼロをアピール
2. 6. 5 100年史編纂特別委員会本委員会
2. 6.10 6月理事会 今後の対応について
  （6月19日都道府県をまたぐ移動が解除される）
2. 6.26 8月より富山市立学校における健康診断を開始する旨、学校保健課より通知あり
 代議員会において100周年記念式典･祝賀会の縮小と記念誌予算の削減決定
2. 7.16 富山市歯科保健事業説明会
2. 7.22 ルンビニ園へ約70枚のアベノマスクを提供
2. 7.31 会員全体協議会
2. 8. 7 100年史編纂特別委員会本委員会
2.10. 2 創立100周年記念事業準備委員会
2.10. 9 100年史編纂特別委員会本委員会
2.10.14 理事会において11月末引き落としの第3期会費22,500円も免除を決定
2.10.17 第42回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会（福井市）（中止）
2.12. 3 第2回創立100周年記念事業準備委員会
2.12.11 100年史編纂特別委員会本委員会
2.12.20 ファミリークリスマスパーティー（富山電気ビルデイング）（中止）
3. 1. 9 新春を寿ぐ会（富山第一ホテル）（中止）
3. 1. 7 選挙管理委員会（03豪雪により一週間延期）
3. 1.15 選挙管理委員会開催
3. 1.29  100年史編纂特別委員会本委員会
3. 2.26 100年史編纂特別委員会本委員会
3. 3. 5 第3回創立100周年記念事業準備委員会
3. 3.12 会員全体協議会
3. 3.21 創立100周年記念式典･祝賀会（ANAクラウンプラザホテル富山）
3. 3.26 第1回臨時代議員会

世の中の動き �
	 令和2年　新型コロナウイルス流行		東京五輪1年延期
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婦負郡の歴史と旧婦負郡歯科医師会の変遷

■婦負郡の歴史
　婦負郡一帯では、弥生時代の遺跡や古墳時代中期の四隅突出型丘墓（杉谷古墳など）が発掘され、
すでにその時代に人が定住していた。地名の由来は諸説あり定かではない。高市黒人や、大伴家持
が越中の国主であった時に詠んだ和歌が、万葉集に収められているが、その中に「鵜坂河」、「伊

い

波
わ

世
せ

」、「賣
め

比
ひ

河」など、かつての婦負郡を伺わせる地名が記載されている。この「賣
め

比
ひ

」が時代を経
て婦

ね

負
い

となったと言われている。この地区が明治11年12月17日の郡区町村編制法により、石川県の
行政区画に「婦負郡」として制定された。当時の婦負郡は、富山湾に接する四方町から八尾町、さ
らに岐阜県境の大長谷村や細入村までの2町31村の広範囲に及んでいた。その後明治16年5月9日に石
川県から分割され富山県の管轄となる。さらに明治22年4月1日の市制により、当郡内の一部が富山
市となったが、その後も市町村合併がくり返され、昭和40年4月1日にそれまでの2町31村から、2町2
村（八尾町・婦中町・山田村・細入村）に統廃合され、現在の富山市南部の地域が婦負郡となった。

以下（　　）内は開業場所と開業年月日または編入、転出等の移動を示す。

■旧婦負郡歯科医師会と会員の動向　　　　　　　　　　　　　　　　
大正7年〜昭和3年　［大正7年に婦負郡で2名の開業医が誕生］

　大正7年　浅岡典常先生（細入村・大正7.3）と城
じょう

生
の

越
こ し

　義
ただし

先生（八尾町・大正7.9）が婦負郡で開業。
浅岡典常先生は開業時には細入村に在住。しかし、（旧）富山市歯科医師会が創立された大正10.8.4
の発会式に出席者13人の1人として出席している。また大正14年発刊の富山県歯科医師会会員名簿（富
山市、高岡市、の他8区分されている。）での登録では富山市総曲輪となっている。従ってこの期間、
婦負郡での開業医は 城生越　義先生のみの記載となっている。

昭和4年　［婦負郡の会員登録は2名］

　昭和4年の県歯会員名簿では県内が10区分され、婦負郡には城生越　義先生と松本秀子先生（八尾
町・昭和4年開業、後に昭和31年に富山市に移転）の2人が記載されている。

昭和5年〜昭和16年　［（新）富山市歯科医師会に合併］

　昭和5年5月15日　（旧）富山市歯科医師会は解散し、富山市、上新川郡、婦負郡が合併して（新）
富山市歯科医師会が設立。
　この時の婦負郡会員は、城生越　義先生と松本秀子先生の2人であり、城生越　義先生は設立委員
であった。その後、戦前の昭和16年12月までに大井　潤先生（八尾町・昭和7.6）、関　清子先生（速
星村・昭和14.2）、大井ハツ子先生（八尾町・昭和16.9）の3名が開業。

昭和17年〜昭和21年　［富山県歯科医師会富山市支部が発足］

　昭和17年6月1日　速星村・鵜坂村が合併して婦中町が発足。
　富山市と上新川郡の合併により、昭和17年12月31日に富山県歯科医師会富山市支部が発足。しかし、
この時婦負郡の歯科医師らは富山県歯科医師会富山市支部に参加しなかった。この時期、木村美明
先生（八尾町・昭和19.5）が開業。

昭和22年　［富山市、婦負郡、上新川郡が合併し新制富山地区歯科医師会となる］

　10月26日　富山市（会員56名）と婦負郡（会員14名）上新川郡（会員7名）が合併し「新制富山地
区歯科医師会」が設立され、同日設立総会が開催。
　その際、新制富山地区歯科医師会は富山市を1 〜 4班に区分し、婦負郡は5班、上新川郡は6班として、
それぞれ班長を選出。婦負郡の班長は髙田正英先生となった。この時の会員は城生越　義先生、大井 
潤先生、関　清子先生、大野静夫先生（婦負郡・ 詳細不明）、大井ハツ子先生、髙田正英先生（婦中町・
日産化学株式会社勤務）、木村長造先生（婦負郡・詳細不明）、木村美明先生、吉田　茂先生（八尾町・
昭和22.2）、中島忠一先生（呉羽町・昭和23.2⇒富山市・昭和24.に移転）、平野　力先生（婦負郡・ 詳
細不明）、桝山　武先生、佐々木　止先生、岡崎　仁先生、浅岡典常先生の15名であった。
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昭和23年〜昭和39年　［新制富山地区歯科医師会から婦負郡の歯科医師が退会］

　昭和23年4月13日　新制富山地区歯科医師会から婦負郡の会員が退会届を提出。
　その前後に、小杉元治先生（八尾町・昭和23.3）、佐々木　止先生（杉原村・昭和23.6）、岡崎　仁先生（倉
垣村・西宮昭和電工富山病院勤務・昭和23.8富山市から婦負郡に編入）、桝山　武先生（婦中町・昭
和23.2・昭和34.1富山市に移転）、奥野和男先生（呉羽町・昭和23.12）、今井美津子先生（八尾町・昭
和24.4）、羽井良三先生（婦中町・昭和26.5）、上滝元彦先生（呉羽町・昭和30.7）、篠川之晴（呉羽町・
昭和31.10.21）、内田安博先生（和合町・昭和33.1新湊市より移転開業）が開業。

昭和40年〜昭和46年　［和合町と呉羽町が富山市と合併］

　昭和40年4月1日　和合町と呉羽町が富山市に編入。
 それに伴い、奥野和男先生（呉羽町）、上滝元彦先生（呉羽町）、内田安博先生（和合町）の3名が婦
負郡から転出し富山市に編入。その後大井克彦先生（八尾町・昭和44.8.19）が開業。

昭和47年〜平成15年　［婦負郡歯科医師会と名称変更］

　昭和47年12月10日　郡市歯科医師会の名称変更が行われ、婦負郡歯科医師会となる。 
　この間の開業は以下の14名。吉田季彦先生（八尾町・昭和48.8.1）、山本征彦先生（婦中町・昭和
48.10.10、平成28.12閉院）、上田美保子先生（婦中町・昭和60.4.3、昭和60.11.10甲会員に変更）、折山　
弘先生（婦中町・ 昭和60.9.12）、沖田　進先生（婦中町・昭和61.2.13、令和2.6.30退会）、島　信博先生（婦
中町に移転開業・昭和61.4.7、 昭和59.5富山市で入会）、高沢尚人先生（婦中町・昭和61.10.9、平成
27.10.17退会）、早川　徹先生（婦中町・平成1.11.9）、相澤　博先生（婦中町・平成6.5.12、令和2.6.6閉院）、
山上邦夫先生（婦中町・平成6.7.14）、飴谷孝之先生（婦中町・平成10.4.9）、片岡源司先生（婦中町・
平成12.10.12）。

平成16年〜平成17年　［市町村合併により婦負郡歯科医師会は解散し富山市歯科医師会へ編入］

　平成16年　過去に明治と昭和に繰り返されてきた市町村合併が、平成でも再び市町村合併特例法
として行われた。
　それに伴い平成16年9月から当時の富山市歯科医師会会長の高石　叡先生と婦負郡歯科医師会会長
の島　信博先生との間で合併交渉が始まった。数回の交渉を重さね、平成17年3月29日に富山市歯
科医師会会館にて合併の調印式が行われた。そして平成17年4月1日「平成の大合併」により婦負郡
は富山市に合併され、婦負郡は消滅した。同時に婦負郡歯科医師会は解散し富山市歯科医師会と合
併した。この間に石川　亨先生（婦中町・平成16.9.9）が開業。解散直前での会員数は17名であった。
合併後も婦負郡の会員4名は富山市歯科医師会（高石　叡執行部）の運営に参画。会長の島　信博先
生はオブザーバとして理事会に参加し、翌年監事に就任した。その後も婦負郡の歯科医師は婦負地
区歯科医師会（任意団体）として現在も活動している。

婦負郡歯科医師会と富山歯科医師会の合併調印式

富山市歯科医師会出席者　　
会　　長：高石　叡先生
副 会 長：小林憲夫先生
専務理事：中道　勇先生

婦負郡歯科医師会出席者　
　会　　長：島　信博先生
　会　　員：吉田季彦先生
　会　　員：山本征彦先生
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一般社団法人富山市歯科医師会　創立100周年記念誌

―百年の時を紡ぐ―

テーマ史

北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会
レクリエーション　　　　　　　　　　
ファミリークリスマスパーティー　　　
新春を寿ぐ会　　　　　　　　　　　　
ルンビニ園への巡回歯科診療と健診　　
市民公開講座　　　　　　　　　　　　



134 テーマ史

北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会
昭和54.5.20	 富山市において、第1回北陸三市歯科医師会役員連絡協議会を開催

	 北陸三市歯科医師会合同懇談会
	 　11時富山駅に集合　金沢5名　福井5名
	 　富山市歯科医師会会館にて懇談会・昼食
	 　13時30分　センター見学　1時間
	 　東急イン　9F　シャングリラにて懇親会
55.5	 第2回北陸三市歯科医師会役員連絡協議会を開催
56.5	 第3回北陸三市歯科医師会役員連絡協議会を開催
	 　福井市：ユアーズホテルフクイ
	 協議題　　①		市医師会及び市薬剤師会とのコンタクトについて（富山市）
	 　　　　　②	むし歯予防週間の三市歯科医師会のとりくみ方について
	 　　　　　③	会員の福祉面について
	 　　　　　④	支部入会金について	（福井市）
	 　　　　　⑤	市及び歯科医師会よりの助成金について
	 　　　　　⑥	三市支部協議会の正式名称について
	 　　　　　⑦支部事務職員数、事務所について
	 情報交換　①		会員の福祉、親睦対策について（金沢市）（共済特にレクリエーションの

内容等について）
	 　　　　　②		学術講演会開催内容について（講演題、講師の選定など県歯科医師会と

の関連等について）
	 　　　　　③	1歳半及び3	歳児健診の現況
	 　　　　　④	3年間の新入会員数並びに増加に対する市歯科医師会の考え方
57.5.15	 第4回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：ホテル	まつや
	 協議題　　①	一歳六か月児検診の記載様式について（福井市）
	 　　　　　②	技工料金について（福井市）
	 　　　　　③	学校歯科の諸問題について（福井市・富山市）
	 　　　　　④	処方箋の発行について（金沢市）
	 　　　　　⑤	従業員の初任給及び勤務時間について（富山市）
	 　　　　　⑥	産業歯科対策（富山市）	
	 情報交換　①	市歯科医師会（支部会）の法人化について（福井市）
	 　　　　　②	市歯科医師会の入会金について（福井市）
	 　　　　　③	金沢健康総合センターの運営について　（金沢市）
	 　　　　　④	歯科用廃棄物の処理について（アマルガム屑と石膏屑）	（富山市）
58.5.14	 第5回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：金沢総合健康センター
	 協議題、情報交換事項
	 　①	地方公共団体並びに県歯科医師会からの交付金、助成金等について（富山市）
	 　②	顧問（嘱託）税理士について（富山市）
	 　③	休日在宅当番医制について（富山市）
	 　④	選出代議員の決め方（富山市）
	 　⑤	フッ素洗口法について（福井市）
	 　⑥	救急処置の組織的パックアップについて（福井市）
	 　⑦	1歳6か月児、3歳児、学校検診の記載様式等、統計処理の交換について（福井市）
	 　⑧	金沢総合健康センターにおける歯科診療について（金沢市）
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	 　⑨	学校保健（学童、生徒の刷掃指導等）について（金沢市）
	 　⑩	その他
	 　　　イ.	休日の夜間診療について（金沢市）
	 　　　ロ.	歯の衛生週間の行事について（金沢市）
	 　　　ハ.	会員向けの広報活動をどのようにしているか（金沢市）
	 　　　ニ.	税務署とのコミュニケーションをいかにしているか（金沢市）
59.7.11	 第6回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：ユアーズホテルフクイ
	 協議題・情報交換事項
	 　①	新入会申込者の取り扱いについて（金沢市）
	 　②	公立保育所歯科医について（富山市）
	 　③	保険医協会との対応について（富山市）
	 　④	市歯科医師会会費について（富山市）
	 　　Ａ.	市会員で2 ヶ所開業している場合
	 　　Ｂ.	市の会員でないが県歯の会員で市内に開業（分院）	した場合
	 　⑤	非会員の開業について（未加入）	（富山市）
	 　⑥	市歯科医師会館（独自の建物）	について（富山市）
	 　⑦	各市の年間事業について（福井市）
	 　⑧	各市の入会金、会費等について（福井市）
	 　⑨	従業員（技工士、衛生士、助手）	の給与について（福井市）
	 　⑩	三市協議会のありかたについて（福井市）
60.5.25	 第7回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：宇奈月温泉　延対寺荘
	 協議題　
	 　①	福井市内における開業状況について	（福井）
	 　②	新入会員の件について	（金沢）
	 　③	地区委員の活動状況について	（金沢）
	 　④	従業員の福祉について	（富山）
	 　⑤各種保険の加入状況等について
61.5.24	 第8回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：片山津温泉　矢田屋	梅光閣
	 協議題・情報交換事項
	 　①	処方箋発行について（富山市）
	 　②	「歯科医師過乗」時代への対応について（富山市）
	 　③	学校歯科医会への入会について（富山市）
	 　④	小中学校における歯科健診の問題点について（福井市）
	 　⑤	市民の歯科相談内容について（金沢市）
62.7.11	 第9回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：あわら温泉　グランディア芳泉
	 協議題　　①	成人歯科健康教育の実施状況について（富山市）
	 　　　　　②	地域医療における歯科健康教育について（金沢市）
	 　　　　　③	学校歯科健診における不正咬合についての問題点（福井市）
	 情報変換　①	歯科医師過剰時代への対応について（富山市）
	 　　　　　②	休日医療の実態について（福井市）
	 　　　　　③その他
63.6.25	 第10回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：宇奈月温泉　延楽
	 協議題　　①	新年度の事業計画と予算について	（福井市）
	 　　　　　②	支部入会時の手続きについて	（福井市･予備議題）
	 　　　　　③	歯の衛生週間の行事について	（富山市）
	 情報交換　①	会員意識調査の内容について（金沢市）

北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会
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	 　　　　　②	学校歯科医の委嘱について（福井市）
	 　　　　　③	税務対策について（富山市）
	 　　　　　④	Ｂ型肝炎予防の検診について（富山市）

平成元.6.17	 第11回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：片山津温泉　ホテルながやま
2.7.14	 第12回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催
3.6.29	 第13回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：氷見グランドホテル・マイアミ
4.7.11	 第14回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市
5.6.12	 第15回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市
6.7.23	 第16回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：宇奈月温泉　延楽
	 協議題　　①	救急薬品の配布について
	 　　　　　②		口腔衛生事業の現状並びに市当

局との関係について
	 情報交換　①		在宅寝たきり老人訪問歯科診療

について
	 　　　　　②	従業員の昇給について
	 　　　　　③			特療（金属床）の表示価格につ

いて
	 　　　　　④	医療廃棄物処理について
7.7.29	 第17回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：湯涌温泉　かなや
	 協議題　　①	フッ素に対する対応について
	 　　　　　②			協議会と今後の運営方法につい

て
	 予備議題　		歯科医師会（支部）の活動状況に

ついて
	 情報交換　①	入会金と各種会費について
	 　　　　　②	学会の講師及び演題について
	 　　　　　③	受診率に関する動向について
	 　　　　　④	校医について
8.6.29	 第18回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：芦原温泉　グランディア芳泉
	 協議題　　①	行政の歯科保健事業に対する協力について（金沢市）
	 　　　　　②	会員の同支部内での異動に対する対処の仕方（福井市）
	 　　　　　③	役員報酬に対する各市の考え方（福井市）
	 情報交換　①	新40歳歯科検診事業について（富山市）
	 　　　　　②	県歯科医師会代議員選出方法について（富山市）
	 　　　　　③			災害時の医療救護に関する協定について（金沢市）
	 　　　　　④			夜間の休日急患の実施状況について（福井市）
9.6.28	 第19回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：宇奈月温泉　延対寺荘
	 協議題　Ⅰ．本議題　
	 　　　　　①		歯の衛生週間における各市歯科

医師会の事業内容
	 　　　　　②		在宅要介護者歯科保健推進事業

（健診）	について
	 　　　　　③		中核市移行後の保健所事業に対

する協力のあり方について
	 　　　　Ⅱ．	予備協議題：行政、基金、連合会

との懇談会及び協議会について
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	 情報交換　①	各市歯科医師会における事業報告書について
	 　　　　　②	歯科医師会におけるインターネットの利用状況
	 　　　　　③	GO,	COに対する事後の通知について
	 　　　　　④	入会金、制約金等について
10.7.4	 第20回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：ホリディ・イン金沢
	 協議題　　　①		新規開設者に対する入会時期

及び広告等の指導について
	 　　　　　　②		養護教諭及び保健婦に対する

歯科口腔保健知識向上への指
導について

	 予備協議題　	高齢会員に対する会費等の取り
扱いについて

	 情報交換　　①	妊婦歯科健診事業について
	 　　　　　　②		要介護者に対する歯科保健事業における行政との関わりについて
11.7.3	 第21回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：ユアーズホテルフクイ
	 協議題　　①		税務に関する歯科医師会の取り組みについて
	 　　　　　②	介護保険について
	 　　　　　③	広報活動について
	 情報交換　①	産業廃棄物に対する歯科医師会の対応について
	 　　　　　②	休日歯科診療の手当てについて
	 　　　　　③	妊婦歯科健診について
	 　　　　　④	各市の企業健診の実施状況について
	 　　　　　⑤	救急薬品の共同購入の是非について
12.7.1	 第22回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：富山全日空ホテル
	 協議題　　①		歯科医師会と教育委員会との関

わりについて
	 　　　　　②	最近の税務調査の実態と対応策
13.6.30	 	第23回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会

開催
	 　金沢市：ホリディ・イン金沢
	 協議題　　①	市民に対する広報活動
	 情報交換　①		県外資本による新規開業に対す

る歯科医師会の対応について
	 （福井市）

	 　　　　　②		各市での在宅訪問診療の実態について（福井市）
	 　　　　　③	歯科医師会のブロック分け、並びにその活動状況について（福井市）
	 　　　　　④	慶弔内規の種類と金額について（富山市）
	 　　　　　⑤	「かかりつけ歯科医初診料」の算定状況（富山市）
	 　　　　　⑥	学校歯科医の配置調整について（富山市）
	 　　　　　⑦	三師会の連携について
	 本年度より事前に三市会長と専務理事の協議会発足（北陸地区三市歯科医師会役員会）
14.7.6	 第24回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：福井パレスホテル
	 協議題　　①		健康日本21における市、行政との取り組みについて
	 情報交換　①		新規分院開設の是非について	（富山市）
	 　　　　　②		記録のデジタル化について	（富山市）
	 　　　　　③		広告などにおける規制緩和について	（金沢市）

北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会
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	 　　　　　④		医療事故に対する会の対応
について	（金沢市）

	 　　　　　⑤		高齢会員に対する会の対応
について	（福井市）

	 　　　　　⑥		休日診療、夜間診療の実態
について	（福井市）

15.9.27	 第25回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：富山電気ビルレストラン
	 協議題　　①	各市に於ける歯科検診（健診）の種類とその効果について
	 情報交換　①	会務遂行における、IT導入の現状
	 　　　　　②	学術講演会における、県歯、市歯主催の差異について
	 　　　　　③	不便、痛みの少ない法人運営上の経費削減を考える
	 　　　　　④	中核市になっての変更点
	 　　　　　⑤	歯科医師会組織の構成、役掌について
	 　　　　　⑥		「健康日本21」の地方計画における歯の健康プランについて
16.10.16	 第26回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：金城楼
	 協議題　　①		各種検診（健診）の

費用、労力対効果の
検証と受診率向上、
受診意識高揚のため
の活動について

	 　　　　　②		フッ素の応用に対す
る現状分析と今後の
展望について

	 情報交換　①		歯科医師会ホームページに関して
	 　　　　　②		学校歯科医に関して・老人施設に関して
	 　　　　　③	健康21	に対する取り組み方
	 　　　　　④	まちぐるみ禁煙支援事業
17.10.29	 第27	回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：福井県国際交流会館
	 協議題　　①	介護保険に対する今後の取り組み方
	 情報交換　①	救急処置に対する取り組み・市民からの歯科治療苦情の窓口と処理方法
	 　　　　　②	歯科医師会と会員のコミュニケーションの取り方・要望の汲み上げ方法
	 　　　　　③	行政とのコミュニケーション及び要望等の取り扱い
	 　　　　　④	会員に対しての親睦会の内容・諸規定の交換について
18.10.2	 第28回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：とやま自遊館
	 協議題　「対外広報の現状と受診率向上対策」（金沢市）
	 　　　　　①	市民の歯科知識を向上させ、口腔の健康の大切さを認識させる：啓発活動
	 　　　　　②	検診などのイベントの情報を周知する：普及活動
	 　　　　　　	「いい歯の日・お口の健康チェック」（11月8日）（金沢市）
	 　　　　　　	「歯の健康フェスタ」に（6月4日）（福井市）
	 　　　　　　	「歯科医師会ホームページの開設と運営」「口腔ケアに関する講演会」（富山市）
	 情報交換　①	保険改正への対応について
	 　　　　　②	三師会（医・歯・薬）の活動状況
	 　　　　　③	学校歯科検診手当てについて
	 　　　　　④	各市歯科医師会規則集の交換
19.10.27	 第29回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：金沢エクセル東急ホテル
	 協議題　「医療安全管理の義務化について」（金沢市）
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	 　　　　　①		既存のガイドラインの見直し
「医療安全管理」「院内感染対
策」「医薬品安全管理」「医療
機器安全管理」

	 　　　　　②		マニュアルの整備・見直し、「医
事紛争（苦情）への取り組み」
のマニュアル

	 　　　　　③	研究資料・医学情報等の提供
	 情報交換　①		公益法人化への対応について（福井市）
	 　　　　　②		会員に対する福利厚生事業の内容について	（富山市）	
	 　　　　　③	学校歯科医の活動内容（福井市）
	 　　　　　④	市民の口腔意識などに関する実態調査（福井市）	
	 　　　　　⑤	各種検診とその検診実施方法（福井市）	
	 　　　　　⑥	地域支援事業（介護予防事業）について（富山市）	
20.10.18	 第30回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：福井市地域交流プラザ
	 協議題　	「後期高齢者医療制度と在宅歯科医療について」（富山市）
	 情報交換　①	AED設置状況について
	 　　　　　②	地元開催の各種学会への対応について
	 　　　　　③	食育活動事例と今後の予定について
	 　　　　　④	8020関連の表彰について
	 　　　　　⑤		学校歯科医の活動状況にまつわる歯科医師会の関わりについて
	 　　　　　⑥	学校医療券の制度（仕組み）について
	 　　　　　⑦	学校コンクールについて
	 　　　　　⑧	歯みがきロボットコンテストについて
	 　　　　　⑨	マスコミによる歯科医院ランキング記事の掲載への対応について
21.10.17	 第31回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：リバーリトリート雅樂倶
	 協議題　「訪問歯科診療の拡大・充実のためへの取り組み」（富山市）
	 　　　　「歯科医師会と行政との関係について」
	 情報交換　①	検診事業や歯科医師会主催イベントを、市民へどのようにして周知しているか
	 　　　　　②	医療安全管理について
	 　　　　　③	歯科医師会から会員への、連絡・通信手段をどのようにしているか
	 　　　　　④	歯科衛生士間題について
	 　　　　　⑤	新規開業者への対応について
	 　　　　　⑥	医師会との地域連携について
22.10.23	 第32回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：粟津温泉　露天のゆ金閣
	 「口腔がん検診の現状と展望−地域歯科医師会とおこなってきた18年間の実績から−」
	 　講師　東京歯科大学口腔外科学講座教授　柴原孝彦先生
	 情報交換　①	平成21	年度金沢市糖尿病地域連携最終報告（金沢市）
	 　　　　　②	歯と食育に関する研究コンクールの優秀作品の報告（福井市）
23.10.29　第33回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：福井県歯科医師会館
	 情報交換　①		公益法人化間題の各市の対応、特に今後のスケジュールについて
	 　　　　　②		大規模災害への対応に関して各市の準備状況、特に行政との協力関係の

構築の仕方について
	 　　　　　③		より多数の会員に参加してもらえる講演会のあり方、特に会員のニーズ

の把握とそれに応えた講演会の内容について
	 　　　　　④		口腔がん検診実施のための道筋について、特に会員の口腔がんに関する

北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会
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知識向上の方法と、行政への検診の必要性のアピール並びに実際の検診
実施方法の確立について

	 　　　　　⑤		会員の医療事故防止への取り組みについて、特に定期的な諸検査への対
応について

	 　　　　　⑥		学校歯科活動の会内外への啓発・啓蒙に関して、特に生徒・児童への口
腔衛生への啓蒙活動の在り方とその成果・今後の展望について、また学
校歯科医の協力姿勢について

	 　　　　　⑦		市民への様々な歯科公衆衛生活動について、特に虫歯予防週間における
口腔衛生啓蒙活動の仕方について

	 　　　　　⑧		会員のための保険診療対策について、特に会員の保険診療への理解向上
と個別指導対策につ	いて

	 　　　　　⑨		歯科医師会内外へのより良き広報活動とは、特に最近のデジタルコンテ
ンツの有効な活用法について

	 　　　　　⑩		会員への厚生活動について報告、特に会員の理解を得た有効な厚生事業
について

24.10.27	 第34回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：富山第一ホテル
	 「大規模災害時の歯科医師会行動計画〜東日本大震災の経験から〜」
	 　講師　日本歯科医師会常務理事　柳川忠廣先生　
25.10.19	 第35回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：金沢都ホテル
	 	「診療室から飛び出して〜地域連携・多職種

連携へ〜」
	 　講師　金沢市開業　綿谷修一先生
	 情報交換　①	訪問歯科診療の現状について
	 　　　　　②		口腔保健法制定に伴い各市にお

ける条例施行に向けた進捗状況
について

	 　　　　　③		医療法に基づく立入検査の実施状況について
26.10.02	 第36回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：ホテルリバージュアケボノ
	 「歯科からつくるセーフティネット〜社会のスキマに落ち込む人々に対して」
	 　講師　東京医科歯科大学・顎顔面外科学助教　中久木康一先生
	 情報交換　①	福井市歯科医師会における災害時歯科医療の取り組みについて
	 　　　　　②	金沢市歯科医師会の食育の取り組みについて
	 　　　　　③	歯科医療における医科歯科連携について
27.10.17	 第37回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：富山電気ビルデイング	
	 「現在の日本歯科医師会について」
	 　講師　日本歯科医師会総務担当常務理事　小枝義典先生
	 情報交換　①	訪問歯科診療について（富山市）　
	 　　　　　②	休日・夜間・お盆休みにおける歯科医師会の対応（金沢市）
	 　　　　　③	地域包括・他職種連携の状況について（福井市）
28.10.15	 第38回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：ホテル金沢
	 『健康長寿のカギは「口腔機能」にあり！

〜歯科医院で取り組む「通所型口腔機能向上モデル事業」を構築する〜』
	 　講師　能登総合病院・歯科口腔外科部長　長谷剛志先生
	 情報交換　①		大規模災害時に備えた電話連絡網の構築など、会員の消息、被害の程度

といった情報収集のための準備について　（富山市）
	 　　　　　②		健康増進法第十九条の二に基づく検診等、各自治体で実施している検診
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事業について（金沢市）　
	 　　　　　③		フッ化物洗口に対する歯科医師会の取り組みや、実施における問題点に

ついて（福井市）
29.10.21	 第39回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　福井市：ホテルフジタ福井
	 「オーラルフレイルと摂食・嚥下対応」
	 　講師　	聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科部長・

摂食嚥下センター長　津田豪太先生
	 情報交換　①		市の「総合事業通所型サービス

C短期集中型口腔機能向上」事
業の進捗状況について（金沢市）

	 　　　　　②		「歯科口腔保健の推進に関する
条例」への各市での取り組み状
況（富山市）

	 　　　　　③「各県で法人格のある歯科医師会はいくつあるのか？」（富山市）
	 　　　　　④	福井市休日急患歯科診療所について（福井市）
30.10.27　第40回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　富山市：富山第一ホテル
	 	「歯科医療の変遷と課題−適正歯科医療費と歯

科医師需給問題を考える−」
	 　講師　富山市歯科医師会会長　中道	勇先生
	 情報交換　①		歯周疾患検診・妊婦健診の受診

率と自己負担金（富山市）
	 　　　　　②		行政や多職種との連携につい

て、また行政との折衝の際に工
夫している事は（金沢市）

	 　　　　　③		福井市の学校歯科医の現状と役
割について（福井市）

令和元.10.19	 第41回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会開催　金沢市：懐石料亭旅館　金城楼
	 協議題　　①		「歯科衛生士並びに歯科技工士

の人材確保について」
	 　　　　　②		「会員診療所のための歯科医師

派遣システムの構築について」
	 　　　　　③		「医療法に基づく歯科診療所立

入検査について」
	 情報交換　①		市民への広報・情報発信につい

て（金沢市）
	 　　　　　②		介護予防事業における口腔機能

向上指導について（福井市）　
	 　　　　　③	1歳6か月児健診、3歳児健診における健診医の決め方について（富山市）
2.10.17	 第42回北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会　福井市：あわら温泉　グランディア芳泉
	 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

北陸地区三市歯科医師会役員連絡協議会
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レクリエーション
昭和7.4.15	 産業と観光の博覧会参観旅行（金沢市）

	 会員相互の親睦慰安を兼ね､	金沢市に開会中の産業と観光の博覧会の参観旅行を実施
26.6.17	 紅白野球試合大会（五番町小学校校庭）
	 　五番町小学校校庭にて文化委員会主催のもとに野球大会開催
	 　委員長	家城圭一　委員	芳尾弘史・林弘・和記憲一・小林全二
26.8.16	 越ノ潟清遊	　文化委員会主催　電車賃席料各自負担
26.11.4	 秋季観楓会（山田温泉行）　文化委員会主催　参加費：会員300円　家族220円
27.10.26	 下の茗温泉　参加者：大人26名　小人13名　貸切バスにて清遊を行う　1人400円
28.8.9	 宮崎海岸　参加者：大人20名　小人25名　貸切バス　1人350円
28.11.1	 宇奈月温泉　参加者：大人21名　小人16名　地鉄駅前集合　1人350円
29.8.8	 越ノ潟海水浴　参加者：大人12名　小人15名　電車賃席料各自負担
29.10.24	 八尾町高熊鉱泉　参加者：大人27名　小人15名　参加費：大人350円　小人150円
30.10.16	 宇奈月温泉富山館　参加者：18名　会費500円　子供半額
	 　	永森・松浦2・細川2・家城・深山・黒木・平井茂・平井喜・水野誓・和記・武部・山岸・

分田・菅田・日爪・笹木
31.10.28	 弥陀ケ原　参加者：大人9名　小人10名　参加費：大人500円　小人250円
	 　平井喜美文化厚生委員長2　家城2・竹林3・林2・奥野5・坂本3・山岸・笹木
32.6.16	 氷見永芳閣　富山駅発午前8時29分　参加者：15名　参加費：大人400円　小人200円
	 　家城・山岸・三羽・水野公・藤井起・山下・島信2・永森3・山﨑2・武部・笹木
32.7.28	 越ノ潟海水浴（雨天中止）
32.10.13	 小川温泉新湯　富山駅発午前9時43分　会費500円　旅費は各自負担
33.8.10	 石田浜　海水浴　参加者約60名で盛会　電車賃弁当各自負担
34.6.14	 太閤山温泉　参加多数で盛会　参加費：会員500円　家族300円
34.7.26	 八重津浜海水浴　参加多数で盛会　弁当交通費各自負担
35.7.31	 八重津浜海水浴　午前10時より　参加多数で盛会　弁当交通費各自負担
36.6.25	 岩瀬浜キス釣り　午前4時集合　参加者：15名　会費500円
36.8.13	 八重津浜海水浴　午前9時より
	 　参加多数で盛会　弁当交通費各自負担
38.5.19	 小運動会　大川寺公園ボート付近
	 　	午前11時より午後1時　午後1時解散後希望

者は雄山神社までハイキング　晴天に恵ま
れて盛会　往路のみ貸切バス

38.6.30	 岩瀬浜キス釣り　午前4時15分
	 　参加者：20数名　会よりビール１ダース寄附
39.10.18	 手取渓谷（石川県林屋旅館）
42.8.6	 八重津浜海水浴
42.8.23	 ボーリング大会（日活前）
43.10.10	 青井谷おぐら館
44.9.28	 和倉温泉加賀屋
45.11.29	 氷見永芳閣
46.10.31	 上市町八山荘　参加者：20名
48.10.28	 小川温泉天望閣　参加者：25名
49.11.3	 魚津坪野鉱泉　参加者：14名
50.8.10	 サンビーチ　参加者：39名
50.10.20	 山田温泉玄猿楼　参加者：36名
51.8.1	 サンビーチ
51.10.10	 魚津坪野鉱泉

昭和38年　キス釣大会（東岩瀬海岸）

佐渡哲雄、山岸敏治、黒木正直先生

左から山岸確次、家城圭一、中島忠一、松浦　實先生

昭和39年10月18日　手取渓谷
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52.5.15	 壇風苑　江戸村　白雲楼
	 　参加者：大人30名　小人2名
52.9.6	 岐阜県古川　鮎のヤナ　参加者：42名
53.5.28	 島尾海岸あおまさ
	 　参加者：大人36名　小人15名
53.10.1	 立山国際ホテル
	 　参加者：大人46名　小人18名
54.6.24	 東福寺公園　小泉鉱泉
	 　参加者：大人36名　小人17名
54.11.17	 京都御所見学
〜18	 　参加者：29名　会費：47,380円

	 　	参加者：黒木会長､ 寺島副会長､ 松浦理事､ 栗山理事､ 金森理事､ 石川理事、大野
理事､ 中島清則監事､ 山﨑安隆監事､ 家城圭一先生､ 河野吉秀先生、島　秀雄先生､
中島忠一先生､ 水野誓夫 ･ 隆俊先生､ 柚木邦夫先生､ 大村事務

55.7.20	 サンビーチ　参加者：43名
55.10.10	 歩こう会　呉羽ハイツ　参加者：30名
55.11.23	 奈良飛鳥路とドリームランド　参加者：28名会費38,000円

〜24	 　宇治平等院・東大寺・薬師寺・法隆寺・ドリームランド・唐招提寺

56.5.17	 魚津水族館
56.11.7	 長野　リンゴ狩り　善光寺　湯田中温泉

〜8	
57.6.13	 ソフトボール大会（安野屋小学校校庭）
57.10.16	 山代温泉　ホテル百万石

〜17	
58.7.3	 ソフトボール大会（安野屋小学校校庭）
	 　雨天中止
58.10.2	 ソフトボール大会（県立東高校校庭）
	 　参加者：68名
58.11.23	 宇奈月温泉　延楽
59.8.5	 キス釣り大会　東岩瀬海岸

昭和50年　サンビーチ（富山市海岸通り）

昭和54年　京都御所昭和52年　宇津江四十八滝

昭和55年11月23日　宇治平等院

昭和57年10月16・17日

山代温泉　ホテル百万石

ソフトボール大会での水野公之、松浦　實先生

レクリエーション



144 テーマ史

60.7.27	 鮎を食べる会　婦中町わらじ
61.4.26	 タケノコを食べる会　小杉町　蔵婦人
62.8.7	 生ビールを飲んで語り合う会　第一ホテル

平成元.8.11	 納涼ビアパーティー　名鉄トヤマホテル
3.7.14	 飛騨高山グルメツアー　料亭角正
4.8.1	 花火を見る会　神通荘
5.8.22	 キリンビール北陸工場

昭和60年　鮎を食べる会

左より深山、宮森、松浦先生

昭和60年　鮎を食べる会

家城佳夫、栗山豊実、金森安信先生

平成元年　納涼ビアパーティー

平成3年　飛騨高山グルメツアー

平成5年　キリンビール北陸工場
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6.7.10	 ゆのくにの森散策　和田屋
7.7.16	 水仙の里と滝谷寺散策　越前海岸
8.8.11	 鮎と山の幸グルメツアー　神通峡
9.7.27	 セレネ美術館と湯ったり宇奈月くつろぎツアー
10.7.12	 ファミリーボーリング大会　地鉄ゴールデンボール　【参加者】62名
11.4.29	 ほたるいかミュージアムとホタルイカづくし

12.6.11	 加賀の雅を訪ねて　懐石つる幸
13.6.17	 飛騨の匠を訪ねて
14.10.6	 立山の錦を訪ねて

平成6年　ゆのくにの森

平成10年7月12日　ファミリーボウリング大会

平成7年　越前水仙の里公園

平成8年　神通峡・紅葉閣

平成12年6月11日　加賀の雅を訪ねて

平成13年　飛騨の匠を訪ねて

平成14年　立山の錦を訪ねて

レクリエーション
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15.6.29	 秘境　大牧温泉
16.8.1	 納涼花火鑑賞会　富山県歯科医師会館
17.8.1	 納涼花火鑑賞会　富山県歯科医師会館
18.7.9	 秘湯を訪ねて　奥飛騨の旅
19.7.15	 極みの旅　小布施　渋温泉

〜16	
20.7.20	 ヒーリング京都　貴船納涼川床

21.7.19	 日本の伝統と涼を求めて　長良川鵜飼
22.8.1	 納涼花火鑑賞会　富山県歯科医師会館
23.7.17	 お買い物天国アウトレットとレトロモダン近江八幡を訪ねて
24.7.15	 ナゴヤドームプロ野球観戦とリニア鉄道館見学ツアー

平成15年6月29日

秘境大牧温泉（23名参加）

平成19年　戸隠中社

平成16年　納涼花火鑑賞会

平成18年　奥飛騨の旅

平成21年　長良川鵜飼

平成20年　ヒーリング京都 平成24年　ナゴヤドームでプロ野球観戦

平成21年　土岐プレミアム
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25.7.14	 全身全霊の戦いが今始まる　大相撲名古屋場所
26.7.20	 大人の旅　加賀料理とお・も・て・な・し
27.7.19	 北陸新幹線でGO　軽井沢篇
28.7.18	 海を満喫　地引網体験ツアー（能登・島尾海岸）

29.7.16	 涼を求めて　京都の旅　貴船川床料理
30.7.15	 熱田神宮と大相撲観戦　地元の雄　朝乃山を見に行こう

令和元.7.21	 夏の避暑地・上高地散策と飛騨高山グルメの旅！

令和元年　夏の避暑地・上高地散策

平成29年　涼を求めて！京都の旅

平成25年　大相撲　名古屋場所

平成27年　北陸新幹線でＧＯ

平成26年　加賀料理とお・も・て・な・し

レクリエーション



148 テーマ史

ファミリークリスマスパーティー

忘年パーティーからダンスパーティー、年忘れ家族懇親会、
そしてファミリークリスマスパーティーへ

昭和27.12.23	 常盤町の事務所	 	忘年パーティーとして開催　会長以下78名出席（男子39
名女性39名）午後7時三羽会長の挨拶にて開会　竹林委員
長司会のもとに進行　クリスマスプレゼント贈呈、福引、
余興等あり、午後11時閉会する　当日は楽団ミズホの演
奏ありＮＨＫが録音　富山新聞の写真班等も来場　盛会
裏に終了　男子500円　女子300円

31.12.22	 総曲輪医師会館ホール	 	午後７時半より　富山市歯科医師会と富山市医師会合同
のクリスマスパーティを開催

32.12.22	 富山県歯科医師会館	 	忘年会・移転披露ダンスパーティー　午後6時半より12時
まで　約100名の来会者　バンド3名　バレー 2曲　ダンス
教師夫妻の模範ダンス　男子500円　女子200円　富山県
歯科医師会後援

33.12.27	 富山県医師会館	 	ダンスパーティーを開催　富山市医師会と富山地区歯科
医師会共催　多数の出席あり盛会であった　会費：男500
円　女200円

34.12.19	 富国生命ホール	 	クリスマスパーティー　午後6時より　富山市医師会と共
催　参加者多数にて盛会であった　男子500円　女子200円

35.12.17	 富山県医師会館	 	ダンスパーティー　午後6時より　富山市医師会と共催　
盛会であった　男子500円　女子200円

36.12.23	 富山県医師会館ホール	 	ダンスパーティー　午後6時半より　多数の参加があり盛
会であった　ケーキ、バンド演奏あり　男子500円　女子
300円

37.12.22	 富山県医師会館	 	クリスマスダンスパーティー　午後6時半より　富山市医
師会と共催し盛会であった　男子500円　女子300円

43.12.21	 富山県歯科医師会館	 忘年クリスマスパーティー　午後7時より

46.12.18	 富山県歯科医師会館	 	3階ホールにて　クリスマスパーティー　午後6時より　
会費500円　設営	福富スタジオ　楽団①北日本放送　　
②富山歯科技工学院　司会	松能理事	1.開会宣言	1.会長挨
拶	1.バンド紹介	1.コメットバーン	1.ジングルベル・蛍の
光	1.閉会の辞	富山地区歯科医師会主催　富山県歯科医師
会後援

48.12.15	 富山県歯科医師会館	 	3階ホールにて　クリスマスパーティー　午後6時半より
会費1,000円　準備：中井観光一任　予算額25万円　富山
県歯科医師会後援

60.12.21	 名鉄トヤマホテル	 	ファミリークリスマスパーティー　午後6時〜 8時　バン
ド演奏：友井昌美クインテット　司会：市井啓子　キャ
ンドルサービス　開会の挨拶　お子様へのプレゼント　
バンド演奏アトラクション（ゲームなど）　閉会の挨拶　
退場
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昭和61.12.20	 名鉄トヤマホテル	 	ファミリークリスマスパーティー　午後6時〜 8時　全員
参加のゲーム抽選会　サンタクロースのプレゼント等　
大人（高校生以上）5,000円　小人（中学生以下）2,000円

62.12.19	 名鉄トヤマホテル	 	ファミリークリスマスパーティー　午後6時〜 8時　全員
参加のゲ−ム　抽選会　サンタクロースのプレゼント等
大人（高校生以上）5,000円　小人（中学生以下）2,000円

63.12.24	 名鉄トヤマホテル	 	「年忘れ家族懇親会」として開催（時節柄名称変更）　　
午後6時より　クリスマス･イブにちなんだ絵とお話を交
えたサロン･コンサート　ゲーム等　大人（高校生以上）
7,000円小人（中学生以下）3,000円

	 	 以下ファミリークリスマスパーティーの名称略

平成1.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	子供55名　大人約90名、ブルーキャッスルメン演奏、生オ
ケ大会、会員による手品、全員参加型◯×クイズ、ジャン
ケンゲーム、「もろびとこぞりて」と「聖夜」を合唱

2.12.22	 名鉄トヤマホテル	 	ブルーキャッスルメン演奏、森しげひさ子さんのパントマ
イムと風船ショー、マジックショー、◯×クイズ、ジャン
ケンゲーム、平成2年の重大ニュースをスライド映写

3.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	110余名　シャンパンによる乾杯、ビュッフェスタイル模
擬店、ローストビーフ、100インチテレビによる重大ニュー
ス放映、抽選会、◯×クイズ、初めてのベビーシッター
の設置

平成1年　「もろびとこぞりて」「聖夜」を全員で合唱 平成3年　子供たちによる○×クイズ 平成3年　ブルーキャッスルメンの方々

昭和62年　松原明男先生と金川直博先生のご家族昭和61年　飯田良彦先生ご夫妻

ファミリークリスマスパーティー
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平成4.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	100余名　柳谷小勇さん司会、ビュッフェスタイル・模擬
店、旗上げゲーム、◯×クイズ、抽選会、クリスマスケー
キのおみやげ

6.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	100名余　キャンドルサービス、ビュッフェスタイル・模
擬店、宝くじのプレゼント、風船ショー、クリスマスソ
ング斉唱

7.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	100名余　サンタクロースによるキャンドルサービスとプ
レゼントの提供、ビュッフェスタイル・模擬店、餅つき
大会、マジックショー◯×クイズ、「きよしこの夜」斉唱、
プレゼントの交換

8.12.22	 名鉄トヤマホテル	 	100名余　入場時プレゼント提供、演奏「エンジェルアイ
ズと愉快な仲間たち」、ビュッフェスタイル・模擬店、「し
んきろう」のコメディアンショー、「きよしこの夜」合唱

9.12.21	 名鉄トヤマホテル	 	120名余　サンタクロースからのプレゼント、縁日ゲーム
始まる

平成4年　サンタとアヒルとクマさんからのプレゼント 平成6年 おとぼけピエロとちびピエロによる風船ショー

平成7年　初企画の「餅つき大会」 平成9年　縁日コーナーでの輪投げに興じる先生方
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平成10.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	130名余　ビュッフェスタイル、ワインコーナー、氷見う
どん提供、大道芸人「デイブ・レイブ」、射的・輪投げ・
スーパーボールすくい、風船で遊ぼう、フィナーレのキャ
ンドルサービス

11.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	140名　ビュッフェスタイル・模擬店（ラーメン・お好み
焼き・ヒレカツ・あんばやし）、寿司コーナー、コ・マイ
ケルのものまね、ダンス、マジックショー、縁日風ゲー
ムタイム、キャンドルサービス

12.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	145名　ポラロイド撮影で写真提供、ビュッフェスタイル・
模擬店、3匹のこぶたショー、縁日風ゲームタイム、「き
よしこの夜」合唱

13.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	140名　ローストチキン（狂牛病のため）ビュッフェスタ
イル・模擬店、「ピエロあねさき＆さやか」のマジック・
アートバルーン、縁日風ゲームタイム（風船・魚すくい、
プリクラ）

14.12.22	 名鉄トヤマホテル	 	37家族・125名、チョコレートプレゼント、ローストビー
フ復活、風船コーナー・プリクラコーナー、傘立てゲーム、
万歩計手足ふりふりゲーム、ストッキング脱がしゲーム、
全員参加のじゃんけんゲーム

平成10年　フィナーレでのキャンドルサービス

平成12年　3匹のこぶたショー 平成14年　万歩計手足ふりふりゲーム

平成11年　コ・マイケルのものまね、ダンス、マジックショー

ファミリークリスマスパーティー
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平成19年　入り口でのお楽しみ抽選会平成17年　縁日風ゲームタイムでの射的

平成15.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	人数不明　縁日風ゲームタイム（射的・輪投げ・ヨーヨー
釣り・プリクラ）吉田泰彦理事考案の入札ゲーム（後の
大抽選会）新設

16.12.19	 名鉄トヤマホテル	 	子供57名・大人56名　バイキング料理、縁日風ゲームタ
イム（射的・輪投げ・ヨーヨー）大抽選会

17.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	123名　入り口でのプレゼント、プリクラコーナー、縁日
風ゲーム、入札制大抽選会、プレゼント

18.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	134名　ビュッフェ形式の和洋中折中料理、入札大抽選大
会、復活賞、ラッキー賞

19.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	138名　入り口でのお楽しみ抽選会、ビュッフェスタイル
の和洋中折中料理、縁日コーナー、入札大抽選会（178品
目）、サプライズプレゼント（飛騨牛）

平成15年　名鉄トヤマホテルにて

平成16年　お目当てのローストビーフ平成16年　数々のバイキング料理
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平成20.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	135名　入り口でのプレゼント。フランス・中華料理、寿司、
縁日コーナー設置、ワインコーナー設置、大入札抽選会、
サプライズプレゼント提供

21.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	125名　入場時のお楽しみ抽選会、フランス・中華料理、
寿司、ハーブティーコーナー、縁日コーナー、会長賞（飛
騨牛）

22.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	128名　入場時のお土産抽選会、テールスープ、食べるラー
油かけ中華風冷や奴、城端むぎやポークのロースト、縁
日コーナー、大入札抽選会、会長賞（飛騨牛）、副会長賞（商
品券）

23.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	117名　ビュッフェスタイル（洋食・和食・中華・お子様
料理）ローストビーフ・ワインコーナー・名古屋めし（味
噌かつ・天むす・手羽先の唐揚げ）の提供、縁日コーナー（射
的・ヨーヨー釣り・輪投げ・風船コーナー）、デザート（ケー
キ・アイスクリーム・フルーツ）、大入札抽選会、会長賞（飛
騨牛）

24.12.23	 名鉄トヤマホテル	 	122名　入場時のお土産くじ引き、サービスコーナー（ロー
ストビーフ、チーズオムレツ）、ラーメンコーナー（富山
ブラック）、とりの唐揚げなどのバイキング料理、富山産
食材の料理（氷見牛、黒部名水ポーク、里芋のクリームスー
プ）、縁日コーナー（年齢別射的コーナー）、プレゼント
大抽選会（3つの福袋など135品目）、会長賞（飛騨牛）

25.12.22	 ホテルグランテラス富山	 	105名　ホテル名が変更、東京オリンピック開催決定を受
けて世界各国料理（トルコのケバブ・スペインのキノコ
とエビのアヒージョ、ピンチョス）の提供、縁日コーナー

（射的・輪投げ・ヨーヨー釣り）、大入札抽選会、横綱白
鵬の手形の色紙と大相撲グッズ争奪のじゃんけん大会、
会長賞（飛騨牛）

平成25年　名称変更となった「ホテルグランクラス富山」で開催

平成23年　大好評だった名古屋めしコーナー平成20年　入札大抽選会：令和元年まで継続中

ファミリークリスマスパーティー
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平成26.12.23	 富山電気ビルデイング	 	人数不明　会場が変更　オムレツ、ナポリタン、ロース
トビーフ、天ぷら等のフレンチサービス形式、あんばや
し、セルフソフトクリーム、綿菓子など、チョコフォン
デュ、縁日コーナー（射的、輪投げ、スーパーボールす
くい）大入札抽選会、会長との勝ち抜きジャンケンサプ
ライズプレゼント（「日馬富士、貴乃花の色紙」・「相撲カ
レンダー」）会長賞（飛騨牛）

27.12.23	 富山電気ビルデイング	 	100名　北陸新幹線開業記念・停車駅の料理（東京：ちゃ
んこ鍋、高崎：パスタ、長野：ラーメン、富山：白えび
のかき揚げや寿司など）、手作りケーキコーナー新設、縁
日コーナー（射的、輪投げ、ヨーヨー釣り）、会長賞（豪
華肉セット）

28.12.23	 富山電気ビルデイング	 	子供46名・大人50名　夏期リオオリンピックにちなんで
のブラジル料理シュラスコ、コブサラダ、ローストビーフ、
にぎり寿司、手作りケーキコーナー、縁日コーナー（射的、
輪投げ、ヨーヨー釣り）、大入札抽選会、会長賞（特選飛
騨牛）

29.12.23	 富山電気ビルデイング	 	100名　会場入り口に「よ坊さん顔出しパネル」新設　フ
レンチサービスのオムレツ・ローストビーフ・お寿司・
ハンバーガー・焼き鳥・白エビのから揚げ・生ハム、ビュッ
フェ形式、手作りケーキコーナーに手作りクレープコー
ナー新設、縁日コーナー（射的、輪投げ、ヨーヨー釣り）、
大入札抽選会、会長賞（特選飛騨牛）

平成29年　会場入り口に「予防さんパネル」設置平成29年　富山電気ビル5階大ホール

平成27年　入札どおりの商品が当選してご満悦平成26年　会長との勝ち抜きジャンケン・サプライズプレゼント
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平成30.12.23	 富山電気ビルデイング	 	子供41名・大人57名　ピアノとバイオリンの生演奏、ワー
ルドカップにちなんだロシア伝統家庭料理（ディルサー
モンマリネロシア風、オリビエサラダ、ビーフストロガ
ノフ風シチュー、チキンカツを挟んだキエフ風ハンバー
ガー、シャシリク）、オムレツ、生ハム、鶏の唐揚げ、寿
司など、デザート（マカロンタルト、パンナコッタ、ケー
キ、プリン、チョコレートマウンテン）、縁日コーナー（射
的、輪投げ、ヨーヨー釣り）、大入札抽選会、会長賞（特
選飛騨牛）

令和1.12.22	 富山電気ビルデイング	 	子供29名・大人62名　ピアノ連弾によるクリスマスソン
グ、ラグビーワールドカップ優勝国にちなんだ南アフリ
カ料理（ローストビーフアフリカ風ソース、イミフィノ
パティ（鴨と野菜のパイ包み焼き）、ぺリぺリチキン、ポ
イキ（煮込み料理）、ボボティ（ミートローフ）など）、
生ハム、オムレツ、鶏の唐揚げ、寿司、ミニハンバーガー、
タピオカドリンク、手作りケーキ・クレープコーナー、
縁日コーナー（射的ゲーム、ヨーヨー釣り、輪投げ）、大
入札抽選会、会長賞（特選飛騨牛）

2.12.20	 	 新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止

平成30年　大入札大抽選会での商品の品定め 平成30年　会長賞（特選飛騨牛）の贈呈

平成30年　ピアノとバイオリンの共演生演奏

令和元年　ピアノの連弾生演奏

令和元年　フレッシュクリームケーキ作り 令和元年　サンタと雪だるまがお見送り！

ファミリークリスマスパーティー
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新春を寿ぐ会

「新年祝賀名刺交換会」・「新年宴会」から「新年祝賀会」ヘ、そして「新春を寿ぐ会」へ

新年祝賀名刺交換会
昭和27.1.1	 新年祝賀懇親・名刺交換会
	 1.	開会の辞　1.	会長挨拶　1.	祝辞（藤井・永森・金森・岡田・田谷・杉江）　1.	開宴
	 1.	万歳三唱　1.	閉会（会費百円也）
	 出席者26名　	三羽会長・家城副会長・林・竹林・平井・島	秀雄・和記・島	信行・水野・岡田・

永森・分田・細川・早見・田谷・杉江・金森・岩倉・高木・源・大島・高林・
前田・谷口・笹木

28.1.1	 新年祝賀名刺交換会　　出席者：23名　午後1時より　事務所に於て
29.1.1	 新年祝賀名刺交換会　　出席者：31名　午後1時より　事務所に於て
30.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：33名　午後1時より　事務所に於て

名刺交換会・新年宴会
昭和31.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：39名　午後1時より　事務所に於て
31.1.15	 新年宴会　よし原旅館　出席者：43名　午後3時より
	 先着順に記名	敬称略
	 	永森・奥野・枡山・山本（県技官）・金山（県庁）・宮本乙男・坪田（厚生部長）・中川（県庁）・

平井喜美・家城・坂本・林・福島（支払基金）・西田（県庁）・阿部・三羽邦定・島	信行・
森田（県庁）・水野誓夫・深山・高野・岡田・内田・分田・栗山・宮森・和記・山﨑安隆・
山岸・朝田（県庁）・松能喜久次・金森・芳尾・上滝・中島清則・中島忠一・中島吉春・山田・
小林金次・黒木・山﨑安三・竹林

32.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：38名　午後1時より　事務所に於て
32.1.19	 新年宴会　よし原旅館　出席者：29名　午後6時より
33.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：31名　午後1時より　事務所に於て
33.1.18	 新年宴会　福寿美
34.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：38名　午後1時より　事務所に於て
34.1.15	 新年宴会　福寿美　　　出席者：30名　招待者8名　午後6時半より
35.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：29名　午後1時より　事務所に於て
35.1.15	 新年宴会　堺捨旅館　　出席者：27名　招待者3名　午後6時より
36.1.1	 名刺交換会　連日の大吹雪のため取り止め
36.1.16	 新年宴会　堺捨旅館　　出席者：28名　招待者10名　午後6時半より
37.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：26名　午後1時より　歯科医師会館に於て

新年の顔合わせ会にて

岡田信次、深山正之、中島清則、中島忠一の各先生

昭和33年頃 家城圭一会長を中心に

左から二人目女性は分田文子先生
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昭和37.1.11	 新年宴会　よし原旅館　多数出席盛会なり　午後6時半より
38.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：21名　午後1時より　事務所に於て　会費150円
38.1.12	 新年宴会　堺捨旅館　　出席者：23名　午後6時半より
39.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：27名　午後1時より　歯科医師会館に於て
39.1.18	 新年宴会　堺捨旅館　　出席者：32名　午後6時半より
40.1.1	 名刺交換会
40.1.10	 新年宴会　河合旅館
41.1.1	 名刺交換会
41.1.9		 新年宴会　河合旅館
42.1.1	 名刺交換会
42.1.14	 新年宴会　まる三別館
43.1.1	 名刺交換会
43.1.13	 新年宴会　河合旅館
44.1.1	 名刺交換会
44.1.11	 新年宴会　河合旅館
45.1.1	 名刺交換会
45.1.10	 新年宴会　河合旅館
46.1.1	 名刺交換会
46.1.9	 新年宴会　河合旅館
47.1.1	 名刺交換会　　　　　　出席者：会長他32名
47.1.8		 新年宴会　河合旅館　　出席者：40名

新年宴会
昭和48.1.6	 新年宴会　河合旅館　　出席者：40名　午後6時より　会費5,000円	

		 招待者：県厚生部長		岡本技官
	 	家城圭一・三羽博久・原田修逸・宮森正次・島	信行・永森尚之・坪田忠一・坪田忠近・

家城佳夫・中島清則・山岸確次・今村勝彦・田上	修・佐渡哲雄・菅田晴山・深山正之・
高橋日出夫・栗山豊実・松能喜一・島	秀雄・水野誓夫・竹林正俊・北山善之進・源	三郎・
山﨑安隆・中島忠一・内田安博・寺島祐輔・松浦	實・松能二郎・水野公之・林　弘・　
黒木正直・阿部清一・大村（事務）・技工士会会長・技工士会副会長・笹木材料店

49.1.5	 河合旅館　　出席者：46名
50.1.11	 河合旅館　　出席者：45名
51.1.10	 海老亭本館　出席者：48名
52.1.8	 海老亭本館
53.1.7	 河合旅館　　出席者：54名
54.1.6	 河合旅館　　出席者：60名
55.1.5	 海老亭本館　出席者：58名
56.1.10	 海老亭本館　出席者：51名
57.1.9	 河合旅館
58.1.8	 河合旅館
59.1.7	 海老亭本館　出席者：78名
	 　　　　　　寺島会長・松浦副会長・山岸専務
60.1.5	 海老亭本館
61.1.11	 海老亭本館	出席者：76名　松浦会長	内田副会長	山岸専務
	 招待者：県厚生部長	窪木外造・県厚生部次長	団野	彰・県厚生部次長	小野啓安
	 　　　　県保険課長	小倉	正・県保険指導医療官	水野誓夫・県医務課長	門廣繁幸
	 　　　　県福利保健課長	中村	勲・富山保健所長	中川英幸・市教育次長	金山久恒
	 　　　　市学校保健課長	田近秀男・富山労働基準監督署長	堀	栄次・中田	勲顧問税理士
	 　　　　市薬剤師会長	大塚茂雄・県歯科医師会長	藤井	弘
62.1.10	 富山第一ホテル

昭和61年1月11日　新年宴会

昭和59年1月7日　新年宴会

寺島会長、松浦副会長、山岸専務

新春を寿ぐ会
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昭和63.1.9	 海老亭本館
64.1.7	 昭和天皇崩御のため中止

新年祝賀会
平成2.1.6	 海老亭本館　出席者：来賓19名を含む110余名
3.1.5	 海老亭本館　出席者：来賓17名を含む105余名
4.1.4	 海老亭本館　出席者：来賓18名を含む105余名
5.1.9	 海老亭本館　出席者：来賓17名を含む100余名
6.1.8	 海老亭本館　出席者：来賓19名を含む109名
7.1.7	 海老亭本館　出席者：来賓15名を含む115名

昭和63年1月9日　新年宴会昭和62年1月10日　新年宴会

富山第一ホテル

平成2年1月6日  新年会（海老亭）

中央 正橋元市長

平成3年　新年会

平成6年　新年会平成5年　新年会
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新春を寿ぐ会
平成8.1.6	 海老亭本館　　　　出席者：来賓12名を含む110名
9.1.4	 海老亭本館　　　　出席者：来賓12名を含む96名
10.1.10	 海老亭本館　　　　出席者：来賓15名を含む115名
11.1.9	 海老亭本館　　　　出席者：来賓12名を含む89名
12.1.8	 富山全日空ホテル　出席者：来賓12名を含む82名

13.1.6	 富山第一ホテル　　出席者：来賓13名を含む108名
14.1.5	 富山全日空ホテル　出席者：来賓14名を含む107名
15.1.4	 富山第一ホテル　　出席者：来賓12名を含む108名

平成8年　新春を寿ぐ会

平成12年　新春を寿ぐ会

平成7年　新年祝賀会

平成10年　新春を寿ぐ会

平成14年　新春を寿ぐ会平成13年　新春を寿ぐ会

新春を寿ぐ会
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平成16.1.10	 富山第一ホテル	 出席者：来賓8名を含む100名弱
17.1.8	 富山全日空ホテル	 出席者：来賓12名を含む100余名
18.1.7	 富山電気ビルデイング	 出席者：来賓12名を含む100余名
19.1.6	 富山第一ホテル	 出席者：来賓12名を含む100余名

20.1.5	 ANAクラウンプラザホテル富山	 出席者：来賓12名を含む100余名
21.1.11	 富山第一ホテル	 出席者：来賓11名を含む100余名
22.1.9	 富山電気ビルデイング	 出席者：来賓12名を含む90余名
23.1.8	 ANAクラウンプラザホテル富山	 出席者：来賓10名を含む90余名
24.1.7	 富山第一ホテル	 出席者：来賓13名を含む129名
	 （創立90周年記念式典の祝賀会と同時開催）
25.1.9	 富山電気ビルデイング	 出席者：来賓10名を含む90余名

平成19年　新春を寿ぐ会

平成16年　新春を寿ぐ会

平成18年　新春を寿ぐ会

平成23年　新春を寿ぐ会平成20年　新春を寿ぐ会

平成17年

新春を寿ぐ会
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平成26.1.4	 ANAクラウンプラザホテル富山	 出席者：来賓9名を含む93名
27.1.10	 富山第一ホテル	 出席者：来賓9名を含む90余名
28.1.9	 富山電気ビルデイング	 出席者：来賓9名を含む100名弱
29.1.4	 ANAクラウンプラザホテル富山	 出席者：来賓11名を含む83名

30.1.6	 ANAクラウンプラザホテル富山	 出席者：来賓9名を含む94名
31.1.5	 富山第一ホテル	 出席者：来賓9名を含む84名

令和2.1.11	 富山電気ビルデイング	 出席者：来賓9名を含む77名
3.1.9	 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

平成29年　新春を寿ぐ会

平成26年　新春を寿ぐ会

平成26年　新春を寿ぐ会

平成31年　ピアノ演奏する岡野先生平成30年　新春を寿ぐ会

令和2年　新春を寿ぐ会

新春を寿ぐ会
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ルンビニ園への巡回歯科診療と健診

　富山市歯科医師会は昭和38年6月より、診療
奉仕として、ルンビニ園にて生活を行っている
子供たちのもとへ赴き、歯の衛生週間に合わせ、
心豊かで健全な成長の一助になり得るよう当時
の富山市歯科医師会会長、深山正之先生の号令
の下、バスを改造した訪問歯科診療車（しんじ
ゅ号）で検診や診療（アマルガム充填や抜歯）
を開始しました。現在まで毎年6月に、乳幼児・
学校歯科保健委員会が中心となり、また富山県
歯科衛生士会の協力を得て歯科健診、ブラッシ
ング指導、フッ化物塗布などの予防処置などを
行っています。

　ルンビニ園は先の大戦により、戦争孤児や引
揚孤児等の急激な増加に伴い、曹洞宗尼僧団の
子供たちの救済，養護のための事業として昭和
22年1月に谷口乗麟師により創設されました。
　現在では児童福祉法に基づき、様々な理由で
家庭で家族と生活することが困難と判断された
場合など、また養育が困難な子供たちの生活の
拠点として、子供たちの幸せと豊かな成長を見
守り、社会的に自立する支援を行い『子どもで
ある前に独りの人間として尊ばれる』とした理
念により運営されています。

昭和38.6.9	 ルンビニ園の診療奉仕
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昭和39.6.7	 ルンビニ園の診療奉仕

40.6.6	 ルンビニ園の診療奉仕
41.6.5	 ルンビニ園の診療奉仕
42.6.4	 歯の無料検診　ルンビニ園
43.6.2	 歯科巡回診療実施　ルンビニ園
44.6.1	 歯科巡回診療実施　ルンビニ園
45.6.7	 ルンビニ園の診療奉仕

46.6.6	 ルンビニ園の診療奉仕
47.6.4	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
48.6.10	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
49.6.9	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療

昭44 県歯会報

しんじゅ号の前にて記念撮影山﨑安隆会長を中心として

ルンビニ園への巡回歯科診療と健診
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昭和50.6.8	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
51.6.6	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
52.6.5	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
53.6.4	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
54.6.3	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
55.6.8	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療

56.6.7	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
57.6.6	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
58.6.5	 ルンビニ園に於いて、診療車による無料診療
59.6.3	 ルンビニ園無料巡回診療

昭和57年6月  ルンビニ園検診

左より黒木、柚木、寺島先生

昭和53年頃  黒木会長を中心として

寺島執行部時代  しんじゅ号の前にて

左より内田、松浦、寺島、黒木先生

昭和50年6月8日  ルンビニ園検診
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昭和60.6.2	 ルンビニ園検診
61.6.1	 ルンビニ園検診
62.6.7	 ルンビニ園検診
63.6.5	 ルンビニ園検診

平成元.6.4	 ルンビニ園訪問歯科健診
	2.6.3	 ルンビニ園訪問歯科健診
	3.6.2	 ルンビニ園訪問歯科健診
	4.5.31	 ルンビニ園訪問歯科健診
	5.6.6	 ルンビニ園訪問歯科健診

インタビューに応じる高石　叡先生検診をする水野隆俊先生昭和58年6月5日  家城佳夫、林　勉先生

平成5年6月7日付　北日本新聞より

ルンビニ園への巡回歯科診療と健診
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平成6.6.5	 ルンビニ園訪問歯科健診
7.6.11	 ルンビニ園訪問歯科健診
8.6.9	 ルンビニ園訪問歯科健診
9.6.8	 ルンビニ園訪問歯科健診
10.6.7	 ルンビニ園訪問歯科健診
11.6.6	 ルンビニ園訪問歯科健診
12.6.4	 ルンビニ園訪問歯科健診
13.6.3	 ルンビニ園訪問歯科健診
14.6.2	 ルンビニ園訪問歯科健診
15.6.1	 ルンビニ園訪問歯科健診
16.6.6	 ルンビニ園訪問歯科健診
17.6.5	 ルンビニ園訪問歯科健診
18.6.4	 ルンビニ園訪問歯科健診
19.6.3	 ルンビニ園訪問歯科健診

平成14年　ルンビニ園にて  家城先生、園長、小倉先生

平成10年6月7日  ルンビニ園保健指導

平成9年10月　ルンビニ園創立50周年

記念式典において表彰を受ける

平成10年6月7日  ルンビニ園歯科健診

平成10年6月7日　ルンビニ園歯科健診

平成19年　ルンビニ園保健指導
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平成21年　ルンビニ園歯科健診

訪問50周年　平成24年　ルンビニ園保健指導

平成20.6.3	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
21.6.7	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
22.6.6	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
23.6.5	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
24.6.3	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導　訪問歯科健診が50回目を迎える
25.6.2	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
26.6.1	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
27.6.7	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
28.6.5	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
29.6.4	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
30.6.3	 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導

令和元.6.2		 ルンビニ園訪問歯科健診および保健指導
	2.6.7	 新型コロナウイルス感染症拡大予防のため訪問中止

令和2年　コロナ禍で健診は中止　志の提供平成30年　図書室での保健指導

ルンビニ園への巡回歯科診療と健診
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市民公開講座

平成27年度（平成28.	3.13）
	 会　場：明治安田生命ホール
	 演　題：「ウェル噛むセミナー〜おいしく食べて若返り！！」
	 講　師：北折　一	先生（元ＮＨＫチーフプロデューサー）
	 参加者：120名
　　28年度（平成29.	3.12）
	 会　場：富山県総合福祉会館「サンシップとやま」
	 演　題：「口の中はふしぎがいっぱい〜歯の話を聞きながらガンの予防になる講演会」
	 講　師：岡崎好秀	先生（国立モンゴル医科大学歯学部客員教授）
	 参加者：114名
　　29年度（平成30.	3.18）
	 会　場：明治安田生命ホール
	 演　題：「『理想』のつかみ方、生かし方〜歴史意識から日々の生活まで」
	 講　師：長山靖生	先生（評論家・歯学博士／茨城県日立市開業）
	 参加者：50名
　　30年度（平成31.	3.17）
	 会　場：富山国際会議場
	 演　題：「全身の健康につながる口腔の健康」
	 講　師：恒石美登里	先生（日本歯科総合研究機構　主任研究員）
	 参加者：130名
令和元年度（令和	2.	3.15）
	 新型コロナウイルス感染拡大予防のため延期。

平成30年度平成30年度

平成28年度

平成 29年度平成 29年度

平成 27年度

案内用パンフレット
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平成28年3月13日　明治安田生命ホール

平成29年3月12日　富山県総合福祉会館「サンシップとやま」

平成30年3月18日　明治安田生命ホール

平成31年3月17日　富山国際会議場

平成28年3月13日　北折　一 先生

平成29年3月12日　岡崎好秀 先生

平成30年3月18日　長山靖生 先生の書籍販売とサイン会

平成31年3月17日　恒石美登里 先生

市民公開講座
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171富山市の 100 年歯科医院

一般社団法人富山市歯科医師会　創立100周年記念誌

―百年の時を紡ぐ―

富山市の100年歯科医院

（1）菅田歯科医院
（2）小林歯科医院
（3）佐渡歯科医院（クリニック）
（4）高橋歯科医院
（5）山下歯科医院
（6）中島歯科医院
（7）宮本歯科医院
（8）杉江歯科医院
（9）医療法人社団　輔車会　今村歯科医院
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　菅田歯科医院の創始者、菅田良雄氏（明治9年8月20日生）は、東京歯科
醫学校並びに高山歯科醫学院を卒業し、益田廣岱氏の病院に醫員を奉職
し専ら実務に従事した後、明治34年5月富山市泉町に開業（歯科医籍第544
号）。父は菅田重雄氏（漢方医）で、祖父は菅田玄庵氏（蘭方医）。菅田良雄
氏は最初は医師を目指して上京したようであるが、高山歯科醫学院の血
脇守之助氏と知り合い、歯科へ方向転換したといわれる。
　富山市で一番早く開業したのは明治32年4月西四十物町山野清平氏跡の
吉田幸夫氏（歯科医籍第385号−熊本県の士族の出身）で、次が明治33年8
月覚中町6番地の島川安次郎氏（歯科医籍第474号−上新川郡大庄村出身）、
菅田氏は富山市で3番目の開業（富山歯科醫院という名称）であっ
た。
　吉田幸夫氏の開業した明治32年頃は歯科医なるものは一般の開
業医とは肩を並ぶることができず、まったく度外視せられ、あた
かも香具師のような観をもってせられ、島川安次郎氏や菅田良雄
氏が開業した時も同様であった。そこで、明治35年5月17日の「富
山日報」に富山市の3名と明治32年高岡市片原町で開業した永野一
彦氏（歯科医籍第458号−熊本県の士族の出身）の4名で富山縣歯科
醫同盟会結成の広告を載せた。その記事は「従来我国に野師（入歯
細工）なるものあり、醫にあらずして種々の名義を仮装し、無責任
にして患者を施術す、其危険実に恐る可きものあり仍

よっ

て茲
ここ

に歯科
醫同盟会を起し、本縣歯科醫の姓名を広告し患者諸君の弁別に供
す。」というものであった。

　吉田幸夫氏は開業して	4年くらい
後に県外へ移ったため、明治37年の
大日本歯科醫會地方部富山支部設立
は、会員3名（永野一彦、島川安次郎、
菅田良雄）でなされた。明治43年11月
20日の北陸タイムスによれば、「菅
田は若いに似合わず、大いに奮励してドシドシ斯

し

業
ぎょう

の改良発達に志し、
舶来の機械は借し気なく買い込み、普通一般の医者に劣らない設備を
なすと共に、総曲輪から現今すなわち殿町の共立病院の跡を買い受け
て、総て手広く、そして5、6名の助手をも雇い入れて盛んにやり出し
た結果、今日では菅田なるもの声明は盛んなものである。開業当時、
一日に患者十人ばかりであったのが、今日は朝から晩まで客の絶え間
なく、取扱い方も病院式に一々番号札を渡して順々に治療している有

菅田良雄先生

明治34年5月24日
「富山日報」より

―	菅田歯科医院 ―

菅田歯科医院の家系図

玄庵（蘭方医）　

重雄（漢方医）　

良雄

武雄（後に晴山と改名）

博子 吉郎（医師）

吉昭

富山市の100年歯科医院（1）
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様。」とその活躍ぶりが伺える。
　富山歯科醫院院長菅田良雄氏の当時の診察時間は、午前7時から午後5
時まで、	5、15、25日は午前東水橋町、午後滑川町、	10、20、30日は午後1
時から5時まで上市町の各々の分院で診療を行った。大変忙しい毎日を送
っていたが大正7年8月2日脳出血のため急逝した（享年41歳）。
　菅田良雄氏の次男だった菅田武雄先生（後に菅田晴山と改名）は明治41
年2月19日生。11歳の時に父を亡くし苦学の末、昭和5年東歯専（歯科医籍
登録第16808号）を卒業した。昭和5年6月富山市向川原に開業した後、戦
後昭和22年10月富山市常盤町に移転した。趣味は盆栽とカメラで多くの
写真を残している。　

　富山県歯科医師会では昭和26年に選挙管理委員長に就任。その後和記憲
一先生らと富山県学校歯科医会で活躍。昭和40年から53年までは富山県学
校歯科医会の会長職。昭和56年から62年まで日本学校歯科医会参与も務め
られた。その間に行われた昭和48年9月29日、富山県での第23回全国学校保
健研究大会では、中心的な存在であった。昭和48年に日本歯科医師会創立
70周年記念表彰、昭和55年に勲五等双光旭日章を受彰された。
　晩年の10年間は、好きなカメラ持参で四国88カ所のお遍路巡りをし、数
多くの写真を残された。昭和61年4月29日逝去。176㎝と身長も高く、いつ

もスーツスタイルで決めておられた。
　菅田博子先生は菅田晴山先生の長女で昭和13年10月27日生。昭和38年東
歯大卒（歯科医籍登録第51772号）。母校放射線教室に入局後、昭和40年富山
に戻り、父晴山先生と一緒に診療を行う。趣味は読書と音楽であった。平
成25年10月31日、富山県歯科医師会創立百周年記念式典の直前に亡くなら
れた。生前、良雄先生が亡くなられて父上の晴山先生が開業されるまで大
変だったという話を富山県歯科医師会100年史作成の際に聞くことができ
た。大正元年の菅田良雄先生を中心に撮影した写真を、富山市歯科医師会
史Ⅱや富山県歯科医師会100年史に掲載したことに対しては、常に感謝され
ていた。
　4代目の菅田吉

よし

昭
てる

先生は、博子先生の弟、菅田吉
郎先生（産婦人科医）の長男で昭和45年7月30日生。
菅田博子先生は伯母にあたる。平成9年日本歯科大
新潟歯学部卒業後、神奈川県と北海道で勤務医を
経験して、平成	16年富山に戻り、博子先生と一緒
に診療を行う。趣味は旅行とスポーツ。学生時代
はスキー部に所属していたが、身長182㎝の長身を
生かしたドライバーの飛距離はすごい。現在、富
山市歯科医師会の成人歯科保健委員会と創立100周
年記念誌編纂委員として活躍している。弟さんも
歯科医として他県で開業している。

菅田歯科医院

長身の菅田晴山先生

菅田吉昭先生

菅田博子先生
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　小林歯科医院の創始者小林金次氏（明治

23年9月18日生）は、日本歯科医学専門学

校（5回生）を卒業され、大正5年富山市太

田口通りに開業。大正10年8月4日の富山

市歯科医師会発会式総会の座長を務めた

ことが新聞記事に残っている。父喜三郎

氏は入歯師だった｡

　大正14年3月〜 15年9月富山市歯科医師

会会長（第2代目）、さらに昭和11年1月〜

13年1月にも富山市歯科医師会会長（第6代

目）に就任された。また、昭和4年富山県

学校歯科医会初代会長も歴任されている。

　昭和2年4月〜 8年3月富山県歯科医師会会長（戦前第8代目）に就任

し、戦後の昭和26 〜 37年富山県歯科医師会顧問（昭和37年4月13日逝

去）にも就任された。

		昭和26年に富山県歯科医師会会長表彰、昭和28年10月18日に富山県

歯科医師会創立40周年記念表彰、昭和28年10月31日に日本歯科医師

会創立50周年記念表彰を受賞され、昭和30年の第46回代議員会で藤

井義人氏とともに名誉会員に推挙された。

		2代目小林全二先生は大正8年8月29日生。昭和16年12月戦争による

繰上げで東京高等歯科医学校を卒業後、昭和19年に小林家に養子と

して家業を継がれた（戦後初代の県歯会長だった金森保芳氏の実弟）。

戦後疎開していた山田村で昭和20年9月に温泉元湯の2室を借り開業、

9か月後に義父金次氏と共に現在の場所に移った。趣味は麻雀で富山県歯科医師会の大会で優勝する

ほどの腕前。富山県内での自由診療（インプラント等）の先駆け的な

存在であった。

		富山市歯科医師会では昭和32、33年に学術委員、昭和40 〜 45年に

は富山県歯科医師会代議員を努められた。富山県歯科医師会では昭

和40、41年に厚生委員、42、43年に厚生委員長、44、45年に総務委

員長を歴任され、昭和50年に富山県歯科医師会会長表彰を受賞され

た。

　3代目小林憲夫先生は小林全二先生の長男で昭和21年10月26日生。

昭和46年大阪歯科大学を卒業後、46、47年は大阪市の小室歯科阿倍

野診療所､	48、49年は金沢市の飯野歯科に勤務。昭和49年10月に富

大正6年創業当時の診療室

初代院長：�小林金次先生とお孫さん

の憲夫先生

2代目：小林全二先生

―	小林歯科医院	―

富山市の100年歯科医院（2）
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山県歯科医師会に入会。趣味は旅行とスポ

ーツと絵画鑑賞。

		 　富山市歯科医師会では昭和50 〜 59年に

学校歯科衛生委員、昭和63 〜平成5年には

税務理事、平成6 〜 11年にも総務理事を務

められ、平成15年4月からは副会長に就任。

さらに平成19年7月には、急逝した高石会

長の後任の会長として平成26年6月まで会

長職に就任。その後４年間は監事。平成元

年９月には税務と広報理事の兼任で富山市

歯科医師会会報1号を発行されている。

		富山県歯科医師会では昭和52 〜 59年に学術委員、昭和60 〜平成5年に歯科技工士科部員、平成6 〜

8年には税務部会長、平成9 〜 13年にも保険部員をされた。富山県歯科医師会代議員を平成9 〜 11年、

15 〜 24年に務められ、富山県歯科医師会創立70･80･100周年表彰を受賞された。平成22年度富山県

知事表彰（厚生功労）、平成23年度厚生労働大臣表彰（歯科保健事業功労）も受賞された。

		4代目の小林岳志先生は、小林憲夫先生の長男で昭和51年4月13日

生。平成13年大阪歯科大学を卒業。一般開業医に勤務後、平成20年

に富山県歯科医師会と富山市医師会に入会。現在憲夫先生と共に院

内診療を行いながら訪問診療にも注力されている。趣味は旅行と読

書。平成21 〜 29年には富山市歯科医師会の広報委員、平成29年から

総務財務委員、平成30年からは創立100周年記念誌編纂委員として活

躍。その後、令和元年7月総務財務担当理事に就任された｡

3代目：小林憲夫先生

4代目：小林岳志先生

小林家家系図

小林喜三郎（入歯師）

小林金次（初代院長）

小林全二（2代目）

小林憲夫（3代目）

小林岳志（4代目）

小林歯科医院
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　佐渡歯科医院の創始者佐渡喜一郎氏（明治27年4月28日生）は、舟橋村出身で

東京医科専門学校を卒業後、歯科醫術開業試験の難関を突破され、大正5年10

月歯科医師（歯科医籍登録第3,302号）となられた。700 〜 800名の受験者に対し

合格者50 〜 60名という試験である。なぜ医科ではなく歯科に進まれたかは不

明である。富山市で醫術開業試験に合格し歯科医師になられた人としては杉

江玄照氏、分田シゲ氏、三羽邦定氏らがいた。醫術開業試験規則（明治16年10

月23日太政官布達第34号）によれば、試験は学説（解剖･生理･病理･治術･薬品･

器械）、実技（技工）と口頭試問（外科）があった。医科専門学校を卒業していな

い人が受験するためには2年以上の修学が必要であり、通常は、歯科医院の見習い書生として朝6時

に起きて歯科医院の手伝いをし、終了してから夜学（東京歯科医学校か共立歯科医学校）で学び、受

験するのが普通であった。履歴書には自分の師または開業医2名以上の保証を受けなければならなか

った。歯科試験手数料に5圓かかった。当時、受験のための定まった本はなく、答案本がよく売れた

という。

　大正6年殿町（旧税務署向かい）に開業され、大正10

年の富山市歯科医師会の発会式の出席メンバ−の一

人であった。昭和13年2月〜 15年1月まで富山市歯科

医師会会長（7代目）を努められたが、その時の副会長

は赤祖父三郎氏、理事は今村彦治、金森保芳、永森	収、

松浦三郎、岡田信次氏であった。歯科助手養成所設

立等に尽力された。富山空襲後、五番町で診療を再

開され、昭和22年県歯代議員に選出された。昭和28

年県歯創立40周年記念功労者表彰を受けられ、昭和

46年まで仕事を続けられたが、昭和51年11月9日に亡くなられた（享年82歳）。

　2代目佐渡哲雄先生は昭和8年11月15日生。昭和33年日本歯科大学（歯科医籍

登録第46,787号）を卒業し、昭和34年10月から喜一郎先生とともに仕事をされ

た。趣味はボ−リングと写真撮影で、幾度も県歯と市歯の会報の表紙を飾っ

た。西日本歯科医師親善ボ−リング大会に何度も出場され、団体優勝した時

には多いに貢献された。当時のボ−リング仲間としては、山岸敏治、家城佳夫、

今村きみ、三崎譲治先生らがいた。

　市歯科医師会では昭和50 〜 55年黒木執行部の理事（社保）を努められ、保険

診療のエキスパ−ト的存在として活躍された。また、清水町小学校の校医と

して児童の検診･治療にあたられた。

　富山県歯では昭和44･45･50･51年に予備代議員、昭和46 〜 49年に代議員を歴任された。また、昭

―	佐渡歯科医院（クリニック）	―

戦後まもなく五番町で開業された佐渡歯科医院

創始者の佐渡喜一郎先生

若き日の佐渡哲雄先生

富山市の100年歯科医院（3）
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和46 〜 53年に社保委員（52･53年は

委員長）を経て、昭和54 〜平成2年

まで保険担当理事に就任され、長

年、基金と国保の審査員を努めら

れた。

　その功績に対し、平成2年に富山

県知事表彰（厚生功労）、平成５年

に厚生大臣表彰（歯科保健事業功労）、平成15年には日本学校

歯科医会会長表彰を受彰され、平成31年3月20日に亡くなら

れた（享年86歳）。生前は「75歳で引退する」と常々言ってお

られたが、それを実行された。

　3代目の佐渡忠司先生は、佐渡哲雄先生の次男で昭和38年2月3日生。昭和62

年東京医科歯科大学を卒業後、富山医科薬科大学歯科口腔外科講座（古田	勲教

授）の大学院で研究に勤しまれた。大学院を終了後、平成10年黒部市民病院歯

科口腔外科医長となられた後、平成12年10月富山市掛尾町52−2で佐渡歯科ク

リニックを開業された。趣味は読書と映画鑑賞。平成15 〜 23年まで富山市歯

科医師会の広報担当理事された後、広報委員、学術委員、平成25年から4年間

県歯代議員も努められた。

　富山県歯では平成15 〜 21年まで歯科総合学院部会委員、平成21 〜 23年まで

医療管理部会部会長、平成27年に社会保険部会委員となられ、現在保険の審査員をされている。

佐渡家家系図

佐渡喜一郎

佐渡哲雄

佐渡忠司

佐渡歯科クリニック

佐渡忠司先生

昭和39年元旦、家族全員での記念写真。
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　高橋歯科医院の創始者高橋愛二先生（明治23年12月14日生）は、富山県中新

川郡中加積村で生まれ、大正4年10月東京歯科医専（8回生）を卒業され、同年

11月歯科医師（歯科医籍登録第2,797号）となられた。東京歯科医専の同級生に

は滑川開業の片桐正義先生がいた｡

　大正8年に滑川の常盤町に開業され、約30年間診療に

あたられた。男前で、大変女性に人気があったそうで

すが、東京文京区出身の奥方と学生時代に知り合われ

て結婚され、奥様を従えて帰郷され住居を構えられた。

「あの時代に都落ちし、滑川に嫁いだ祖母はどんな気持ちだったか。」と、孫

の正志先生は思いをはせておられる。昭和25年７月県歯を退会され､ 昭和30

年1月8日に亡くなられた（享年64歳）。

　2代目高橋日出夫先生は大正14年4月7日生。昭和18年に東京歯科医専に入学

されて1年半位たってからは戦局が悪化して勉学どころではなかったと振り返

られた。昭和22年3月東京歯科医専（歯科医籍登録第37,287号）を卒業し、戦後

第1回歯科医師国家試験に合格され昭和22年父上の医業を継承されたが、腕･

場所･設備･スタッフ･資金がない、つらいスタートであった。昭和36年に滑川

の吾妻町に移転された後、理想とする診療を行うべく昭和40年富山市桜橋通

りの第一生命ビルに落ち着かれた。趣味は美術と銘石。海外旅行にもよく出

かけられた｡

　日出夫先生は、昭和36年、自分の仕事の空しさを感じ、意を決して東京銀座4丁目教文館ビルに真

鍋満太先生の門を叩き開眼させられた。更に新知識を求め、昭和38年、当時米国帰りの新進開業医

納富哲夫先生（日本におけるナソロジストの元祖-平成30年1月14日逝去）の京橋の小さなオフィスを

訪ねた。納富先生の講義や実習指導を2年位続けた後、南カルフォルニア大学で仕上げをして、レ

ストラティブデンティストリーの全貌を捕まえら

れた。その後も、納富先生の霞ヶ関歯科ポストグ

ラジュエートセンターのコース（毎月2日連続の20

回）で補綴学の本質と基礎（模型実習と臨床デモ）

を学ばれた。日出夫先生の奥様は､「夫は、週末に

なると家中のお金をかき集めて、わたしと幼子3人

を残し、夜行列車に飛び乗った」と懐かしんでお

られる。1回の講習費も大変高額であったようで、

県内からは高橋先生の他7人の先生が通った。日出

夫先生は、「腕をよくすることが患者の信頼を克ち

―	高橋歯科医院	― 

愛二先生の住居兼診療所

吾妻町で開業時の高橋歯科医院

高橋愛二先生

高橋日出夫先生

富山市の100年歯科医院（4）
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取る第一条件」と常々言われていた。

　富山県歯では､ 昭和32 〜 33年社保委員、昭和34 〜 37、42 〜 47、

50･51年学術委員、52 〜 59年学術委員長を努められた。また、昭和32

〜 37、48･49年に予備代議員、昭和50 〜 53、55･56年に代議員を歴任

された。その功績に対し、平成25年に富山県歯科医師会創立100周年

記念表彰（永年会員）を受彰され、平成26年12月26日に亡くなられた（享

年89歳）。クリスチャン｡

	　3代目の高橋正志先生は、高橋日出夫先生の長男で昭和32年6月12日生。昭

和58年、東京歯科大学を卒業後（歯科医籍登録第90,903号）、東京都銀座の飯田

歯科医院の日本橋分院や虎ノ門分院に勤務の後、昭和61年6月に父の医業に従

事され、日出夫先生と一緒に治療にあたられた。趣味は音楽鑑賞と食べ歩き。

正志先生も東京白金出身の奥様と飯田歯科分院時代に知り合われた後結婚さ

れたことに対し、正志先生は日出夫先生に、「やっぱりなー。現地調達の父の

血が流れている」とよく言われ困ったそうです。正志先生もクリスチャン。

　富山市歯では平成6 〜 8年公衆衛生委員、平成9 〜

11年学校歯科衛生委員、平成12年〜 20年広報委員を経て、平成23年〜 28

年まで広報担当理事をされ、平成29 〜 31年総務財務担当理事、平成30年2

月より急逝された山崎一人先生の後、専務理事に就任された｡

　富山県歯では平成6 〜 8年医療管理部員、平成9年〜 17年特殊歯科診療･

総合センター部員を3期歴任。

技工室での日出夫先生

高橋家家系図

高橋愛二

高橋日出夫

高橋正志

高橋正志先生

高橋歯科医院



180 富山市の 100 年歯科医院

　山下歯科医院の創始者山下長蔵氏（明治26年9月20日生）は、八尾町仁
にん

歩
ぶ

のご

出身。明治39年8月に同じ仁歩出身で東京で歯科を開業されてた谷川九利氏

（明治39年に青年歯科医倶楽部メンバー、歯科医籍登録743号）を慕い上京。歯

科医院の見習い書生として朝6時に起きて歯科医院の手伝いをし、夜学（大正

4年東京歯科医学校基礎学実習科に入学）で学ばれた。しばらく、田村一吉氏

に師事し清衷会に所属された。当時、相

撲界で大活躍していた富山市出身の第22

代横綱太刀山の観戦もあるという。大正

8年6月の歯科醫術開業試験の難関を突破

され、同年7月11日歯科医師（歯科医籍登録4,991号）となられた。

大正9年5月富山市覚中町67で開業され、大正10年の富山市歯科

医師会の発会式の出席者の一人であった。大正12年、市内一の

モダンな歯科診療所を新築された。

　富山市歯科医師会では、大正14年3月〜大正15年9月富山市歯

科医師会小林金次会長の下で理事を努めた。さらに、戦後、昭

和26・27年に料金規定厳守協力委員を務めた。

　富山県歯科医師会では、昭和17年4月〜12月富山県歯科医師会長（戦

前第12代目）に就任され、戦後、昭和28年4月〜 8月まで監事を務めら

れた。師事した田村一吉氏（東京市神田区錦町3の9）は、日本歯科医師

会健康保険部理事で社團法人大日本齒科醫學會員、昭和13年、齒科學

報【43（10），P744〜770】に「健康保険創始以来満十ヶ年間に放ける齒

科診療の統計的観察（完）」を記述している。山下長蔵氏も社團法人大

日本齒科醫學會員であった（県内13名）。

　昭和19年に出版された日本歯科評論（40）での人物評では、「一寸利

かぬ気の面構えだが、おはら節の大家だといふから案外柔らかいかも

知れない」と書かれている。趣味は麻雀と囲碁であったが、勝ち負け

にこだわらず楽しむタイプ。石倉町で開業していた村井信義氏（戦前

の県齒第5・9代会長）は、奥様の実兄にあたる。

　それまでの功績に対し、昭和25年県学校衛生会長表彰、34年に富山県教育功労表彰、38年に富山

県歯科医師会創立50周年記念表彰、昭和40年文部大臣表彰、昭和48年に日本歯科医師会創立50周年

記念表彰、昭和60年勲五等瑞宝章を受けられた。昭和60年9月9日ご逝去（享年91歳）。

　2代目山下銀七先生は大正11年7月1日生。福島県河沼郡柳津町出身。旧姓は鈴木。昭和19年10月太

平洋戦争による繰り上げで日本歯科医学専門学校（歯科医籍登録第33,819号）を卒業。ただちに入隊

し、輸送船にてフィリピンのレイテ島へ向かっていた時、台湾沖で夜通しの米軍潜水艦の魚雷攻撃

―	山下歯科医院	― 

田村一吉氏：前列中央
山下長蔵氏：前列左側

大正12年新築
当時としては超モダンな

山下歯科医院

初代院長
山下長蔵先生

富山市の100年歯科医院（5）
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を受けた。これにより12隻のうち11隻が轟沈。銀七氏が載っていた船のみ奇

跡的に助かり、九死に一生を得た。終戦は台湾で迎えた。台湾で富山と福島（会

津）の軍隊が同じ場所に駐留したことが、のちの富山との縁を結ぶこととなる。

復員後、母校の口腔外科学教室に残られ研究に従事されたが、その縁で昭和

26年4月長蔵先生の医業を継承されることとなった。昭和40年日本大学法医学

教室で研究され、昭和45年3月学位を受領された。趣味は釣魚（投網で鮎取り）。

　富山市歯科医師会では昭和28・29、34〜37年まで県歯予備代議員、昭和36・

37年に公衆衛生・文化厚生委員を努められた。

　富山県歯科医師会では昭和48・49年に公衆衛生委員会

副委員長、50・51年に学術委員、52・53年に財務委員を歴任された。

　平成5年に日本学校歯科医会会長表彰を受けられ、平成24年3月に引退された。

今もご健在で98歳であられる。

　3代目山下哲哉先生は山下銀七先生の次男で昭和30年10

月4日生。昭和56年日本歯科大学（歯科医籍登録第84,828

号）を卒業後、埼玉県の歯科医院に勤務され、昭和57年父

の医業に従事された。趣味は音楽鑑賞（ポピュラー、クラシック）。

　富山市歯科医師会では、平成6〜12年まで学術委員、平成12年〜18年まで保

険部員をされた。

　哲哉先生によれば、「祖父は室橋先生から現在の場所を譲り受けた。」との

ことである。室橋余所雄氏は、覚中町6の島川歯科医院跡に室橋歯科医院を開

業されているので、現在の山下歯科医院は、明治33年8月に富山県歯科医師会

初代会長だった島川安次郎氏が開業された場所ということになる。富山の歯科発祥地、聖地ともい

える所である。なお、覚
かく

中
ちゅう

町の覚中は加賀前田家2代当主前田利長付きの本草学者・医師内山覚仲が

住んでいた地として命名されたといわれる。現在、覚中町という町名は消え、太田口通りとなって

いる。

　山下家は、第18代富山市歯科医師会会長の中道家と同じ富山市八尾町三ツ松、真通寺の門徒である。

山下家家系図

山下長蔵

山下銀七

山下哲哉

山下歯科医院

2代目院長
山下銀七先生

3代目院長
山下哲哉先生
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　中島歯科医院の創始者中島清作氏（明治26年3月14日生）は、東砺波郡井波町

のお生まれ。生家は染物屋であったが家業を継ぐ事なく上京し歯科醫術開業

試験の難関を突破され、大正10年6月歯科医師（歯科医籍登録第6,561号）となら

れた。700 〜 800名の受験者に対し合格者50 〜 60名という試験である。

		大正10年袋町に開業され、大正10年の富山市歯科医師会の発会式の出席メ

ンバー 13人のひとりであった。昭和2年〜 8年に富山県歯科医師会会長小林金

次氏の下で副会長を歴任された後、昭和9年4月〜 10年12月まで富山市歯科医

師会長（その時の副会長は佐渡喜一郎氏）、昭和10年4月〜 14年3月までと、戦

後国民医療法の下で改組された昭和21年4月〜 22年10月までの2度、富山県歯科医師会会長を努めら

れた。官選特別職役員制度を廃止し、会員から選出された代議員会または総会で役員を選出するこ

とになった新生歯科医師会は、会の円満なる結成とその発達に極力援助を与えることが求められた。

戦後2 〜 3年は県歯会の事務所が中島会長宅の裏側に設けられた｡

　それらの功績に対し、昭和11年11月健康保険実施

10周年記念式において事業功労者として感謝状を受

けられた。また、戦後の昭和28年10月に日本歯科医

師会創立50周年記念表彰を受彰された。県歯では社

会保険の権威者と言われ、囲碁は一級クラスであっ

た。昭和29年2月県歯を退会され、昭和31年12月22日

に亡くなられた（享年63歳）。清作先生の長女は中島

清則先生と、次女は中島忠一先生と結婚された｡

　2代目中島清則先生は大正7年7月27日生。寒江村大塚出身。旧姓

北森。昭和16年日本大学専門部歯科（歯科医籍登録第30,167号）を

卒業し、昭和18年1月開業された。趣味は囲碁｡ 戦後暫く、追分茶

屋で開業されていた｡ 妻の康子先生も歯科医師で、昭和16年東洋

女子歯科医学専門学校を卒業された。

　富山市歯科医師会では昭和28 〜 31年学術委員、昭和32 〜 33年

保険委員、昭和38 〜 41年深山政之会長の下副会長を経て、昭和42

〜 46年まで会長を努められた（その時の副会長は山﨑安隆氏）。そ

の後、昭和54 〜 59年まで富山県学校歯科医会会長をされると共に

富山中部高校の校医として学生の検診･治療にあたられた。

　富山県歯科医師会では昭和34 〜 37年に代議員を歴任される間に昭和36･37年に国保委員を経て、

昭和56 〜 62年まで藤井	弘執行部の監事を努められた。

　その功績に対し、昭和57年に富山県教育功労表彰、昭和58年に富山県功労表彰、昭和60年に文部

―	中島歯科医院	― 

戦後の中島歯科医院

創始者の中島清作先生

診療中の中島清則先生

富山市の100年歯科医院（6）
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大臣表彰と日本学校歯科医会会長表彰を受彰され、平成19年12月7日に亡

くなられた（享年89歳）。

　3代目の中島清之先生は、中島清則先生の長

男で昭和29年7月31日生。昭和54年日本大学歯

学部を卒業後（歯科医籍登録第77,894号）、母校

口腔外科学教室に入局され、昭和59年11月医業

を継承された。約15年は清則先生と一緒に治療にあたられた。趣味はサ

ッカー。昭和62年日本大学にて学位を取得された（歯学博士）｡

　富山市歯科医師会では昭和60 〜 62年学校歯科衛生委員、昭和60 〜平成

2年保険委員、平成3年〜 11年医療管理委員を経て、平成12年〜 14年まで

医療管理担当理事をされた｡

　富山県歯科医師会では昭和63 〜平成2年学術部員、平成3 〜 11年歯科衛生士科部員（昭和60年〜平

成13年まで富山歯科総合学院衛生士科講師）、平成12年〜 14年医療管理部員を経て、平成15年6月か

ら2年間社会保険部員（支払基金審査員）を歴任。	平成27年から日本大学歯学部同窓会支部長｡

中島家家系図

中島清作

中島清則

中島清之

中島歯科医院

中島清之先生
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　宮本歯科医院の創始者宮本俊治氏（明治31年1月4日生）の生家は小矢部市藤

森で、いわば医学一族であって、複数の医師や歯科医師に取りまかれていた。

実弟には北里大学の教授も。大正9年9月、東京歯科医学専門学校（第13回生）

を卒業、同年11月16日歯科医師（歯科医籍登録6,049号）となられた。県内の東

京歯科医学専門学校の同級生には、浦上則政氏・赤祖父元吉郎氏・渡邊初太

郎氏がいた。東京歯科医学専門学校を卒業後富山に帰り、総曲輪にあった藤

井歯科医院で修業後、市内丸の内で開業。間もなく起きたのが関東大震災だ

った。鉄道が回復直後に仕事を放りだし、行方不明の親族を探しに東京にむ

かったという。創生期の歯科医師会の会長職につくなど、歯科医師の数がま

だまだ少なかった富山市で活躍した。岳父が要職をつとめていた旧制富山中学の校医もつとめた。

大正10年の富山市歯科医師会の発会式の出席メンバ−の一人であった。

　富山市歯科医師会では、昭和5年5月〜昭和7年3月まで第5代富山市歯科医師会会長に就任された。

その時の副会長は坪田忠一氏、理事は中島清作、今村彦治、浦上則政、分田シゲ、島田余三男氏で

あった。昭和5年5月15日、富山市、上新川郡、婦負郡を区域とする会員数38名の富山市歯科医師会

が再生された時の最初の会長が宮本俊治氏であった。

　富山県歯科医師会では、昭和14年4月〜 17年3月まで富山県歯科医師会長（戦前第11代目）に就任さ

れた。

　それまでの功績に対し、昭和38年に富山県歯科医師会創立50周年記念表彰、昭和48年に日本歯科

医師会創立70周年記念表彰を受けられた。昭和60年4月22日ご逝去（享年87歳）。

　2代目宮本乙男先生（大正10年8月10日生）は幼少期に小児麻痺に罹患し、生

涯を片足が自由にならないハンディを背負って生きた。昭和18年、東京歯科

医学専門学校を卒業、同年2月12日歯科医師（歯科医籍登録32,657号）となられ

た。戦時中の緊迫した学業を終えたのちに、母校及び慈恵医大で研究後、父

の診療室にもどったが、富山大空襲にみまわれた。幸い家族に怪我はなかっ

たものの、医院はもとより富山市自体が灰燼に帰した。そこで婦中町に仮診

療所を立ち上げ糊口を凌いだ。富山の街が回復するとともに、丸の内に歯科

医院を再び立ち上げ（都市計画の開係で場所は少し移動したが）、日本の戦後

復興とともに歩むことができた。趣味は将棋。

　富山市歯科医師会では昭和23 〜 27年まで理事を務められた。昭和60年2月7日ご逝去（享年64歳）。

　3代目宮本宣良先生（昭和23年12月19日生）は昭和48年東京歯科大学を卒業。卒業後、新宿区の歯科

医院に勤務。4年後、乙男先生の実弟が品川区戸越銀座に産婦人科を開業していた縁で、近くに歯科

医院を開業し、二子をもうけた。やがて二人とも歯科医師になった。

―	宮本歯科医院	―

初代院長
宮本俊治先生

2代目院長
宮本乙男先生

富山市の100年歯科医院（7）



185富山市の 100 年歯科医院

　富山に帰郷後は金沢大学の公衆衛生学教室、富

山医科薬科大学の保健医学教室で研鑽をつみ、富

山市の歯科医師会長職をもつとめた。現在は八尾

総合病院に勤務している。

　富山市歯科医師会では、昭和60年4月〜 62年3月

まで税務委員、昭和63年4月〜平成3年3月まで学

術委員、平成6年4月〜 9年3月まで保険担当理事、

平成9年4月〜 12年3月まで学校歯科衛生担当理事、

平成15年4月〜 18年3月まで総務財務委員、平成21

年4月〜 25年6月まで監事、平成25年6月〜 29年6月まで会長を務めた。

　富山県歯科医師会では、昭和56年4月〜 58年3月まで公衆衛生部員、平成3年4月〜 9年3月まで保険

部員、平成3年4月〜 6年3月まで歯科衛生士科部員、平成9年4月〜 15年3月まで医療管理部員、平成

25年6月〜 29年6月まで代議員に就任された。

　それまでの功績に対し、令和2年に富山県県知事表彰を受賞された。

　4代目宮本	暦（めぐる）先生（昭和52年1月24日生）は平成13年東京歯科大学を

卒業。ただちに同大大学院へ進学し、平成17年に学位を取得された。その後5

年間、富山市内の歯科医院勤務を経て、平成29年宮本歯科医院を継承した。

　富山県歯科医師会では、平成27年から現在まで富山県歯科保健医療総合セ

ンターのセンター運営部会部員を務めている。また、富山市歯科医師会では、

平成27年から現在まで広報委員会委員。趣味は読書。

宮本歯科医院の家系図

宮本俊治（初代院長）

宮本乙男（2代目）

宮本宣良（3代目）

宮本　暦（4代目）

宮本歯科医院

3代目院長
宮本宣良先生

4代目院長
宮本　暦先生
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　杉江歯科医院の創始者杉江玄照（一明）先生（明治28年9月7日生）は、東京歯

科医学校を卒業後、歯科醫術開業試験の難関を突破され、大正12年2月21日歯

科医師（歯科医籍登録第8,779号）となられた。700 〜 800名の受験者に対し合格

者50 〜 60名という試験である。富山市で醫術開業試験に合格し歯科医師にな

った人としては佐渡喜一郎氏、中島清作氏、松能喜久次氏、三羽邦定氏らが

いた。醫術開業試験規則（明治16年10月23日太政官布達第34号）によれば、試

験は学説（解剖･生理･病理･治術･薬品･器械）と実技（技工と外科−口頭試問）

があった。医科専門学校を卒業していない人が受験するためには2年以上の修

学が必要であり、通常は、歯科医院の見習い書生として朝6時に起きて歯科医院の手伝いをして、終

わったのち夜学（東京歯科医学校か共立歯科医学校）で学んだ。

　大正12年に玄照先生は神通町、後ほど覚中町62番地に開業された。富山市歯科医師会では昭和7年

度と昭和9 〜 10年度に理事を努められた。富山県歯科医師会では、昭和28年9月〜 34年3月までと昭

和38年4月〜 42年3月まで監事に就任された。それらの功績に対し、昭和34年富山県歯科医師会会長

表彰、富山県歯科医師会創立50周年記念功労者表彰、創立60周年記念功労者表彰を受けられ、昭和

40年まで仕事を続けられたが、昭和59年4月7日に亡くなられた（享年89歳）｡

　2代目杉江玄己先生は大正12年11月17日生。東京歯科医学専門学校に入学し

てすぐに倍率25倍という陸軍の委託学生になり、軍事訓練は夏休みなどに行

われた。昭和19年10月、同校を3年半の繰り上げ卒業（歯科医籍登録第34,065

号）し、大阪の中部28部隊に入隊後、12月陸軍歯科医少尉に任官され、戸山の

陸軍軍医学校に入学された。翌年6月卒業後、臨時名古屋第二陸軍病院に配属

後すぐに終戦を迎えられた。11月30日に富山に帰ってからは五福の国立病院

に勤務後、大学の口腔外科に戻られた。そして、昭和23年に富山の日清紡績

の歯科診療所に勤務され、昭和32年に杉江歯科医院が診療室と住宅を新築し

たのを機に日清紡績を退職して玄照先生と一緒に診療にあたられた｡

　富山市歯科医師会では昭和32 〜 37年度に学術委員、昭和50･51年度に代議員を努められた｡

　富山県歯科医師会では昭和38 〜 41年度に歯科技工士養成所設立準備委員、昭和44 〜 53年度に歯

科技工学院理事、昭和54 〜 55年度に富山歯科総合学院技工士科理事、昭和50･51年度に代議員を歴

任された。また、昭和44年〜 50年まで支払基金審査委員も努められた。

　その功績に対し、昭和48年に富山県歯科医師会創立60周年記念表彰、昭和50年には富山歯科技工

士学院創立10周年記念表彰と富山県歯科医師会会長表彰を受彰され、平成17年まで仕事を続けられ

たが、平成17年2月8日急逝された（享年83歳）。

　3代目の杉江玄嗣先生は、昭和28年3月1日生。昭和53年松本歯科大学歯学部を卒業後、堤歯科、東

―	杉江歯科医院	―

創始者の杉江玄照先生

2代目�杉江玄己先生

富山市の100年歯科医院（8）
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京臨床矯正研究所に勤務され、昭和55年松本歯科大学理工学教室に入局され、

歯科材料の研究に従事された。平成元年3月同教室を退職され、杉江歯科医院

に勤務し、玄己の死去に伴い同院を継承し現在に至っている。趣味は、大学

時代に始めた弓道と、平成15年よりアマチュア野球公認3級審判員として活動

中である。

　富山市歯科医師会では平成3 〜 5年度まで文化厚生委員、平成6 〜 8年度ま

で公衆衛生担当理事、平成9 〜 11年度まで保険担当理事を努められた｡

　富山県歯科医師会では平成3 〜 5年度まで福祉共済

委員、平成6 〜 11年度まで保険委員で保険の審査員もされていた。

　平成14年に合格率の低い労働衛生コンサルタント資格を取得された。富山

市の会員では平成元年の中道	勇先生に続き2人目で、それ以降は平成28年の

金田	剛先生のみである。落語家の柳家さん生（本名杉江正嗣）師匠は玄嗣先

生の実弟にあたり、落語界で活躍されている｡

家　系　図

杉江玄照（一明）

杉江玄己

杉江玄嗣

3代目�杉江玄嗣先生

※労働衛生コンサルタントとは

	 	労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働衛生のスペシャリストとして、労働者の安
全衛生水準の向上のため、事業場の診断・指導を行う国家資格。
		厚生労働大臣が指定したコンサルタント試験機関である（公財）安全衛生技術試験協会が実施する労
働衛生コンサルタント試験に合格し､	厚生労働大臣が指定した登録機関である同協会が登録すること
で、労働衛生コンサルタントとして活動することができる。

杉江歯科医院
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　今村勝彦先生のお父様、今村彦治先生（明治34年生）は大正12年に日本歯科医学専門学校（第12回生）

を卒業になり、同年富山県歯科医師会に入会後、4月富山市一番町で開業されました。大正13年4月、

富山市歯科医師会第3回定期総会に出席したとの記録があります。

　昭和5年〜 6年、11年〜 14年に富山市歯科医師会理事（庶務）に就任され、昭和16年2月〜 17年2月富

山市歯科医師会副会長となられました。

　戦後は、昭和24年4月1日〜昭和26年3月31日富山県歯科医師会会長に就任され、戦後の混乱期に歯

科医師会の会務にあたられました。県歯科医師会は、昭和29年2月22日退会されましたが、その後79

歳まで富山市中島の今村歯科医院分院で診療されていました｡ 昭和51年には、勲五等双光旭日章を

受賞されておられます｡

　「松井源水は父（今村栄三先生）を訪ねてきて子供（注：今村彦治先生）の時に見ている。私の父の師

匠は松井藤之進であり、父のころは鑑札で営業が許されていた。明治20年から30年代まで、歯医者

といったら松井源水といったように、歯医者の代名詞のようなものであった。」という内容が水間直

二著「明治の富山を探る」に載っております｡ 彦治先生は松井源水をご存知の数少ない証人でした｡

　

　さて現在も現役最高齢で診療にご活躍の今村勝彦先生（昭和5年生）

は、昭和27年日本歯科医学専門学校（第41回生）を卒業後、同年8月開業、

富山県歯科医師会には昭和28年2月28日入会され、お父様の診療所、総

曲輪2-1-16（現在地）を引き継がれました。当初、富山へ帰る気がなかっ

たとのことですが、無理やり戻されたようです。昭和32年に三二会を

設立された後、昭和34･35年富山市歯科医師会学術委員、昭和36･37年

保険委員を歴任｡ 当時の富山市にはまだ歯科医院は少なく、患者は丸

一日待っての受診という時代でしたが、手が器用で3/4冠を富山県で初

めて作られたとのことです。

　昭和41年〜 49年に富山歯科総合学院技工士学院（継続架工学）講師、

昭和54年〜 55年県歯理事（学院技工士科）、昭和56年〜 57年県歯理事（税

務）、昭和62年8月12日〜平成11年県歯副会長、平成12年〜 17年県歯監

事と長きにわたりその重職を努められました。

　その功績が認められ、平成元（1989）年富山県知事厚生功労表彰、平

成2（1990）年厚生大臣表彰、平成13（2001）年にはお父様の彦治先生と同

等の勲五等双光旭日章を受賞されました｡

　奥様の今村（旧姓服部）きみ先生（昭和6年生）は、富山県立高等女学校

を卒業後日本歯科医学専門学校に進まれ、昭和27年卒業。その後東京

目白の学習院内にある歯科診療所勤務等を経て、昭和30年に勝彦先生

と結婚され、現在も診療に携わっておられます｡ 趣味はボーリング｡

今村彦治先生

今村勝彦先生

―	医療法人社団　輔
ほ

車
しゃ

会　今村歯科医院	―

富山市の100年歯科医院（9）



189富山市の 100 年歯科医院

　現今村歯科医院院長の今村知代先生は、昭和59（1984）年日本歯科大学を卒業

後、母校の歯学研究科博士課程（歯科麻酔学専攻）を終了され歯学博士を取得さ

れました。平成3（1991）年母校の麻酔学教室助手、平成9（1997）年富山医科薬科

大学医学部付属病院医員、平成11（1999）年同付属病院助手（助教）、平成16（2004）

年歯科医師臨床研修指導医、平成17（2005）年ICLSインストラクタ−、AHA−

ACLSプロバイダ−、平成18（2006）年JPTECプロバイダ−、平成21（2009）年富

山大学付属病院診療准教授等を経て、平成23（2011）年1月今村歯科医院院長にな

られておられます。従って現在も親子3人で診療されていることになります。

今もお元気な今村勝彦先生

提示頂いた資料

100年歯科医院の説明

ご夫婦で資料の選定

今村家家系図

栄三

彦治

勝彦 きみ

知代

今村歯科医院
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191委員会の現況

一般社団法人富山市歯科医師会　創立100周年記念誌

―百年の時を紡ぐ―

富山市歯科医師会の現況と変遷

委員会の現況　　　　　　　　　　　　　　
昭和20年代の３委員会の活動　　　　　　　
富山市歯科医師会館の変遷　　　　　　　　
入会金・会費・会員数の変遷／事務員の変遷



192 富山市歯科医師会の現況と変遷

総務財務委員会（1985年度〜）
主な会務

１）定款及び諸規則に関する事項
２）予算及び決算に関する事項
３）基金、財産及び備品の管理に関する事項
４）市民公開講座に関する事項
５）その他、庶務並びに経理に関し、必要な事項

■総務財務委員会の変遷
　総務財務委員会関係業務は昭和5年（1930年）
の会計／中島清則先生と庶務／今村彦治先生を
嚆矢とする。総務委員会は昭和60年、松浦会長
の時に発足し初代理事に大野繁彦先生が就任さ
れ、当初は、担当理事を含め3人で運営されて
いた。平成9年に総務財務委員会と名称変更し、
平成15年より人数が増加された。

■総務財務委員会の現況
　総務財務委員会は健全な会務運営を行うため
の定款や諸規則を定め、必要に応じ改編を行い、
またそれに準じての会務処理を遂行し、幅広く
会員の先生方への情報提供をおこなっていくこ
とが主な業務となっております。
　また財務に関しては会を運営するにあたり必
要な予算を決定し、適切な会計処理が行われて
いるかを見極め決算を行う業務も担っておりま
す。
さらに庶務関係、会計、備品等の管理なども担
当しています。
　職務としてコンプライアンスの徹底、定款・
諸規則の遵守、執行部・委員会活動の見える
化、会報とホームページの充実などをより一層
図り、今後さらなる会務 の有意義な実行、推
進に向けて活動しております。そして今後益々、
一般社団法人としての定款が適切に遵守されて

いるか、明確な会計、財務処理が行われている
か、またそれが会員の先生方に適切に開示され
ているか、そして効率のよい可視化されている
会務を遂行できているかどうかを示していく必
要があると思っております。
　その他には、毎年定期的に開催している市民
公開講座の主催、運営があります。広く富山市
民の皆様方に口腔の健康、全身の健康、心の健
康の関心を高めてもらい、健康で健やかな市民
生活を享受していただけるよう様々な分野でご
活躍されている講師の方を招聘し講演会を開催
しております。例年多くの富山市民はもとより、
県内一円から聴講にこられる方々で盛況を呈し
ています。
　会員に向けては、新春を寿ぐ会を開催し、富
山選出の国会議員の先生、富山市長、県会議員、
各界を代表する方々の臨席を賜り、また多くの
会員の先生方出席のもと盛大に開催させていた
だいており、華やいだ初春の行事として好評を
得ております。
　これらのように多岐にわたる業務があります
が、100年という節目の年に、多くの先人方が
遺されてきた伝統と格式を礎に、また更なる時
代に向けて今後よりいっそう充実した会務遂行
を担っていく所存です。

（担当理事　小林岳志）
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医療管理委員会（1981年度〜）
主な会務

１）休日等歯科診療に関する事項
２）医療経営の合理化に関する事項
３）税務及び税制に関する事項
４）�歯科医療従事者の確保及び労働条件並びに教育研
修に関する事項

５）青色申告の普及と青色申告育成に関する事項
６）�医療機関に勤務する歯科医師の職域擁護に関する
事項

７）その他、医療管理及び税務に関し必要な事項

■医療管理委員会の変遷
　医療管理委員会は周年誌を確認したところ、

先ず税務委員会が昭和54年に発足、その後昭和

56年に医療管理委員会が立ち上げられたようで

す。

　平成18年に両委員会が統合され医療管理委員

会となりました。

■医療管理委員会の現況
　現在、大木淳一、吉田義弘、井波和孝、島　

一聡、　新木敏之、日出嶋康博の6名ので委員会

活動をしております。

　委員会の主な会務としまして、1. 医療管理に

関する事項、2. 医療安全に関する事項及び講習

会開催、3. 休日診療に関する事項、4. 事業所健

診に関する事項、5. 調査等に関する事項、6. 税

務に関する事項があります。

　医療管理講習会では、医療安全、医療管理、

医療訴訟、税務等の内容で開催しております。

講演内容は富山県歯科医師会医療管理部と重複

しないよう、または補完できる内容にと配慮し

ております。

　税務の講習会では初めて高岡市歯科医師会と

の合同で開催しました。

　2020年に発生した新型コロナ感染症対策に対

しての感染予防品購入によるコスト増と来院患

者減少、また医療監視の開始に伴うコストの増

加、消費税増税、少子化に伴う雇用など困難な

局面も予想されます。

　医療管理委員会としまして富山市歯科医師会

員の先生方が健全な歯科医院経営が出来ますよ

う、適正な納税、危機管理、雇用、また医療従

事者への講習会の開催、情報発信等検討してい

ます。

　今後とも会員の皆様のご指導をよろしくお願

い申し上げます。

（担当理事　大木淳一）
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保険委員会（1957年度〜）
主な会務

１）�保険医療に関する調査・研究及び資料の収集に関
する事項

２）保険に関する講習会並びに窓口相談に関する事項
３）保険歯科医の指導に関する事項
４）医療事故及び苦情に関する事項

５）保険歯科医の権利擁護に関する事項
６）その他、保険に関して必要な事項

■保険委員会の変遷
　保険委員会は昭和32年、第4代家城圭一会長
の時代に発足いたしました。
　この翌年、現在の国民健康保険法が制定さ
れ、また昭和36年には国民皆保険（こくみんか
いほけん）制度が実現した時期でもあります。
これに伴い保険請求が歯科医師にとって必須に
なり、この委員会は現在まで続いています。（昭
和48年〜昭和59年の間は社会保険委員会の名
称）

■保険委員会の現況
　令和2年度現在、筆者である私が委員長を務
め、松浦　幹副委員長以下、栗山智有、山岸聡
史委員の4名で構成されています。多くの歴代
委員と同じく、現在の委員は現職審査員3名と
元審査員1名です。具体的な活動内容は、会報
で「保険委員会から懇切・丁寧に」というタイ
トルで情報発信し、2年ごとの保険改定時に講
習会を開催、また小グループや個人からの保険
請求の相談を受けることもあります。

　現在は保険請求のレセプトは原則電子化され
ていますが、審査決定は紙のレセプト時代と変
わりなく、全ての請求を審査員が1件ずつ確認
しています。このやり方において委員会は、審
査基準や規則に基づいて情報提供しアドバイス
することを業務としてきました。
しかし今後、審査決定の大半をコンピューター
のAIにて行い、臨床上の判断を仰ぐ物だけを
審査員が行うことがすでに決定しています。今
後は請求に対する審査の在り方が大きく変わっ
ていくため、この委員会の業務も近年の内に変
わっていくかもしれません。
　私たちの後輩歯科医師たちが、全ての請求を
人が確認していた事に驚く時代もそう遠くはな
い気がします。
　保険制度や保険請求は今後大きく変わって行
くことは決定しています。この100周年記念誌
を読んだ、遥か後輩達が面白く読んでくれるこ
とを期待しています。

（担当理事　長治豊一）

山
岸

　
聡
史

長
治

　
豊
一

栗
山

　
智
有



195委員会の現況

学術委員会（1948年度〜）
主な会務

１）歯科医学会並びに講習会等の企画運営に関する事項
２）歯科医学教育と研修に関する事項
３）その他、学術に関し必要な事項

■学術委員会の変遷
　大正10年8月4日に富山市歯科医師会設立総会
並びに発会式が行われ、当初から学術団体とし
ての面が強かったと思いますが、昭和23年5月
25日、岡田会長の時に学術委員会発会式が行わ
れ、正式に学術委員会が誕生しました。その後、
多くの先生方が学術委員会に携わり富山市歯科
医師会の学術団体としての地位向上に貢献され
ました。

■学術委員会の現況
　学術委員会の職務内容は、①学術講演会開催
②富山市医師会看護専門学校講師 ③生涯研修
ライブラリー（ビデオ･DVD）の管理 ④図書
及び研修器材の整備です｡ その中でも一番大き
な仕事は学術講演会開催です。これは講演会前
の準備が大変です。講師の選定をし、講演会の
テーマを考えて講師の先生に依頼します。その
後、講師の先生とメールにて連絡をとり、日程
や演題・講演内容について煮詰めていきます。
その後に日歯生涯研修に登録します。先生方の
日常臨床にお役に立てるよう鋭意努力しており

ます。講演会には多くの先生方に参加して頂き
大変感謝しています。講演会当日は受付業務や
配布資料の整理・案内幕・プロジェクターやパ
ソコン等の設置をします。これで講演開始です
が講演会中に最も心配なのは、プロジェクター
やパソコン等の機器的トラブルです。いつも講
演中にトラブルが無いことを祈っています。
　二つ目の仕事は、富山市医師会看護専門学校
の講義です。看護学科と准看護学科の学生に歯
科医療について講義します。学生たちに歯科と
医科との重要な関わりについて話します。当然
のことながら一般歯科についても話します。口
腔疾患と全身疾患との関係や高齢化社会におけ
る口腔ケアの重要性について特に説明します。
医科歯科連携や地域包括支援センターとの連携
の重要性を理解してもらえれば幸です。
　最近ではWeb会議がスタンダードとなって
います。富山市歯科医師会でもWeb会議システ
ムを構築しました。今の時代はICTの知識が必
要不可欠です。学術講演会も自宅で受講できる
Web講演会へ移行していくと思います｡

（担当理事　岡本英之）
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乳幼児学校歯科保健委員会（2007年度〜）
主な会務

１）�保育所・幼稚園・小学校・中学校・高校等の学校
保健に関する事項

２）1歳6か月及び3歳児歯科健診に関する事項
３）ルンビニ園等への訪問歯科保健指導に関する事項
４）よい歯づくり講座に関する事項

５）フッ化物塗布に関する事項
６）その他、乳幼児及び学校歯科保健に関する事項

■乳幼児学校歯科保健委員会の変遷
　乳幼児歯科保健委員会は、平成9年公衆委員
会が成人歯科保健と乳幼児歯科保健に分割され
た時に発足し、初代委員長には水越弘先生が就
任されました。その後、平成19年に学校歯科衛
生委員会と乳幼児歯科保健委員会は統合され乳
幼児学校歯科保健委員会となりました。なお、
学校歯科衛生委員会は、昭和50年に発足し保育
所・幼稚園・小学校・中学校・高校等の学校保
健に関する事項を掌理してました。

■乳幼児学校歯科保健委員会の現況
　現在、富山市立の全中学校一年生を対象とし
て、富山県衛生士会の協力のもと歯磨き指導運
動を行っています。これは給食後の歯磨きを通
して生活習慣が形成される時期である中学生の
歯みがき習慣の継続と歯みがき技術の向上を図
るためです。
　1歳6か月及び3歳児歯科健診は富山市内の保
健福祉センターにて、う蝕・歯肉炎等の早期発
見、予防を目的に、また保護者に対して適切な
アドバイスをしたり相談を受けております。

　ルンビニ園への訪問歯科保健指導は、昭和38
年から虫歯予防週間に合わせ乳幼児学校保健委
員会が中心となった奉仕活動です。昭和48年か
らは富山県衛生士会にも参加いただき、平成24
年（2012年）には、奉仕活動50周年を迎えまし
た。昔は抜歯や簡単な充填も行われていました
が、う蝕減少と共に予防を中心とした染め出し
によるプラーク付着部位を確認、歯磨き指導・
フッ素塗布。また幼児への紙芝居や児童への歯
科保健解説等を行い、相田化学工業さんの協力
によりバルーンアートで楽しんでもらっていま
す。
　フッ化物塗布に関しては富山市内の27の小学
校1つの中学校にてフッ化物洗口を実施してい
ます。いずれも週1回法で薬剤はミラノールを
使用し、洗口開始前と比べるとDMF指数が年々
改善しています。
　また、幼稚園・小学校・中学校の学校医につ
きましては健診・学校保健委員会など先生方の
協力により、児童・生徒の口腔衛生向上に役立っ
ています。

（担当理事　堀　比佐司）
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成人歯科保健委員会（1997年度〜）
主な会務

１）訪問歯科診療に関する事項　　　　　　　
２）介護保険に関する事項　　　　　　　　　
３）歯周疾患・口腔がん検診に関する事項　　
４）妊婦歯科検診に関する事項
５）訪問歯科診療推進・長期総合計画の推進

６）とやま在宅協議会への参加
７）口腔機能向上プログラムに関する事項

■成人歯科保健委員会の変遷
　成人歯科保健委員会の前身の公衆衛生委員会
は、昭和24年岡田会長の時に設定され、初代委
員長には沖田弘正先生が就任されました。当時
は、巡回診療や口腔衛生週間に於ける地区行事
を行っていました。平成6年、県歯科医師会の
公衆衛生委員会が、ライフステージごとに小児・
学校歯科、成人・産業歯科、高齢者歯科と別れ
たのに合わせ、富山市歯科医師会も、平成9年
に公衆衛生委員会を成人歯科保健と乳幼児歯科
に分割されました。

■成人歯科保健委員会の現況
　成人歯科保健委員会は、主な活動として、訪
問歯科診療、歯周疾患・口腔がん検診、妊婦歯
科検診、介護保険に関する事項など、数多くの
事業に携わっています。
　訪問歯科診療に関する事項としては、会員の
先生方から協力歯科医院を募り、訪問診療の依
頼、ポータブルユニットの貸し出し等の管理を
行っています。

　歯周疾患・口腔がん検診においては、啓蒙ポ

スターを会員と、保健所、役所等向けに2種類

作成し配布しています。

　富山在宅協議会は年に6回、奇数月、第3木曜

日に開催され、委員が出席しています。富山市

医師会主導の下、医療や介護、そして福祉に携

わる人々が研修と親睦を重ね、連携を深める場

として発足しました。毎回テーマを決め、講演

の後、その議題に沿って意見交換を行っていま

す。訪問歯科診療の推進に寄与する有意義な場

であります。

　口腔機能向上プログラムは、令和２年度から

口腔機能が低下している高齢者に対し、歯科医

師や歯科衛生士による口腔ケアサービスを提供

することにより、口腔機能の改善や摂食・嚥下

機能の向上を図り、高齢者の自立した生活を維

持することを目的として開始されました。　

（担当理事　朝倉慎一郎・片岡弘一）
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文化厚生委員会（1949年度〜）
主な会務

１）会員並びに従業員の健康管理に関する事項
２）会員の文化親睦に関する事項
３）その他、文化厚生に関する必要な事項

■文化厚生委員会の変遷
　文化委員会は、昭和24年岡田会長の時に創設
され、初代の委員長には家城圭一先生が就任さ
れました。会員の文化体育面を盛んにしようと、
野球、運動会、ハイキング、登山等を順次行う
心算がされました。当初は、年2回のレクリエー
ションが行われ、年末には医師会と共同でダン
スパーティーをやることもありました。昭和32
年には文化厚生委員会という名称になり、今日
まで引き継がれています。

■総務財務委員会の現況
　平成29年7月より私上田が委員長を務め、橋
本正博副委員長、林　恒人、澤本正悟、鈴木久
美、藤田洋一郎委員のベテランの5名の戦士に
支えられて、年2回の行事を務めています。夏
のレクリエーションとして、7月に日帰り旅行
を行っています。年末の行事が終わるとともに
次の年の夏レクの候補地をみんなで考え、4月
には方向性を決め、計画、立案、予算等を絞り
込み、また年齢層がひろがれば、2 〜 3通りの

目的地誘導など頭を悩ますことばかりですがそ
れが委員としての醍醐味です。当日には、快適
バス旅行のため、一丸となり飲み物、おつまみ、
お菓子、タオル、スリッパなど至れり尽せりの
準備の頑張りには、いつも頭が下がる思いです。
参加者全員が帰路につくのを見届け安堵の心と
共に忙しかった一日が終わります。
　10月からはファミリークリスマスパーティー
の準備です。縁日のおもちゃ、クリスマス大抽
選会のプレゼントなど、その年のテーマの料理、
手作りケーキ、会長賞の飛騨牛肉の選定、会員
の相互の親睦、会員家族への感謝の気持ちの代
弁者として、この年2回の行事が長く続き、次
期執行部にも継承されるようバトンをわたすの
が、私の役目と思っております。
　2020年は新しい生活様式の始まりで、また少
子高齢化が早いスピードで進んでおり、行事の
在り方も残すべきところは残し、再考して会員
のために心から尽くしていただける次期執行部
にゆだねたいと思います。

（担当理事　上田美保子）

橋
本

　
正
博

上
田
美
保
子

林
　
　
恒
人

藤
田
洋
一
郎

澤
本

　
正
悟

鈴
木

　
久
美



199委員会の現況

広報委員会（1989年度〜）
主な会務

１）年４回発行会報誌の企画、校正、編集
２）各種行事での記録撮影
３）新点数速報の発行

■広報委員会の変遷
　広報委員会の主たる業務は、会報誌の発刊に
あります。第12代の栗山豊実会長が1989年、「会
員の相互親睦」、「会員に見える執行部」を具現
化するため、会報誌発行を提案。広報委員会を
立ち上げました。記念すべき第1回委員会は平
成元年5月26日でした。初代担当理事は小林憲
夫先生で税務担当理事との兼任でした。創刊号
の発行は、その約4か月後の9月20日でした。そ
の年はちょうど富山市制100周年の大きな節目
にあたる年。その年に第1号が産声を上げ、ま
た富山市歯科医師会発足100周年目に、この記
事が掲載されることに大きな縁を感じます。

■広報委員会の現況
　令和2年度現在、私が委員長を務め、永森太
一副委員長以下、宮本　暦、髙田　晋、今村知
代、片山克己委員の6名で運営され中道会長の
公約でもある会報の充実に務めています。原稿
は発刊前の約2ヵ月前からお願いし、頂いた原
稿を1巻の発行つき3回の委員会で、校正に終始
します。その後更に鮮明舎と詰めの校正を行な
い、毎年1月、4月、7月、10月の月末には皆さ

んの手元に届くよう印刷、製本に回します。そ
の1冊1冊は富山市歯科医師会のかけがえのない
財産です。
　その他の業務にも、歯科医師会の各種行事で
の撮影やその整理保存。これは担当理事の隠れ
た業務ではありますが、歯科医師会の流れを
翻ってみる時に非常に大切なものです。さらに
会長が必要とする資料の検索や作成も広報委員
会の業務と考えています。また歯科診療報酬改
定年の「市歯速報」発行がありますが、これは
中道会長からの新しい提案です。
　栗山会長からの目標である「会員の相互親
睦」、「執行部の見える化」は現在の委員会にも
脈々と流れています。更なる目標は「会員の顔
が見える化」、「会員の声が聞こえる化」の具体
化でしょうが、これはWeb会議が盛んになりつ
つある令和の時代になっても、これからの課題
のひとつでしょう。次期執行部、次期委員会に
それをお願いしつつ、また富山市歯科医師会と
ともに会報誌が発刊し続けられることを祈りつ
つ、筆を置きたいと思います。

（担当理事　飯田良彦）
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IT委員会（2018年度〜）
主な会務

１）ホームページの管理、運営
２）歯科業務のIT化に関する事項

■ IT委員会の変遷
　2017年に就任した中道会長はホームページの
充実を公約に掲げ、1年目からホームページの
大幅な刷新に着手しました。会報誌の充実も公
約に掲げていたこともあり、2018年度に、この
改訂されたホームページの管理、運営を広報委
員会から独立させ、新たにIT委員会を発足さ
せました。併せて学術委員会から、たてやまネッ
トを分離してIT委員会の担当としました。

■ IT委員会の現況
　平成から令和をまたぎ中道会長も2期目続投
となり、この令和2年度に3年目となりました
IT委員会ですが、発足当初より変わらぬメン
バーで現在、委員長に福田　敬、更に、竹本慶
一郎副委員長、杉本裕史委員の3名で協力して
運営しています。
　ホームページについては、会員向けに各議事
録や講習会などのお知らせ、行事の写真など、
また、市民の方向けに、富山市の歯科保健事業
の紹介、かかりつけ歯科医として地域別に歯科
医院の紹介、健康に関するあれこれ、として歯

科に関するトピックス等を適宜更新しながら公
開しています。
　歯科業務のIT化について、たてやまネット
というのは、富山市医師会が中心になって開発
運営している、病診連携や診診連携のための
ネットワークで、通常のメール等よりも安全性
が高く、また一部検査結果など規格化してやり
とりができます。今後、普及率を高め、歯科で
の使い勝手も改善できれば良いと思います。
　令和2年は年初頃より徐々に新型コロナウィ
ルス感染症が話題となり、春頃からは感染、発
症される方も増え、感染予防としていわゆる三
密（密集、密接、密閉）を避け新型コロナウィ
ルスを想定した新しい生活様式の実践が謳われ
るようになっています。富山市歯科医師会でも
様々な対策を行い、IT委員会の関わる分野と
しては、多人数での集会の中止、インターネッ
トを用いたWeb会議の検討など、またホーム
ページを通じた各お知らせの掲載などがありま
した。

（担当理事　福田　敬）
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昭和20年代の3委員会の活動
（1）学術委員会−學術に関する綴より
・昭和23年6月20日　学術集談会　出席者27名　午後1時　富山市保健所

1．合成樹脂の電気感熱実式 和記憲一先生
1．未定 本告武人先生
1．ジャケット冠について 栗山實純先生
1．注射針の選択並に試刀法について 杉江玄照先生
1．討論会義歯に就いて

･昭和23年11月14日　社團法人富山縣歯科医師會改組1周年記念学會呉東地区學術大會
　　　　　　　　　　出席者42名　午後1時より　富山市保健所

1．歯根端病嚢による三叉神経痛の 1 例 坂本清志先生
1．歯牙に加へられたる物理学的刺激は何故歯痛として感ずるか 本告武人先生
1．月経性歯齦炎の 1 症例 和記憲一先生
1．先天性奇型歯の 1 臨床例 北山静次先生
1．抜髄直後に起る脳貧血の諸例 三羽邦定先生
1．臨床瑣談 阿部清一先生
1．レジンジャケットクラウンの簡易調製法に就て 栗山實純先生
1．レヂン歯について講演とデモ日本デンタル株式会社技師 荒木紀男先生

･昭和24年2月24日　第3回歯科集談会　午後1時　富山市保健所
会員の研究発表（杉江玄照 ･ 宮田 正 ･ 坂本清志 ･ 阿部清一 ･ 栗山實純先生）
特別講演　アメリカの歯科医の業態 軍政部公衆衛生課長　ポップキンス軍医大尉
宿題討論　片側に於ける局部義歯の維持に就いて

･昭和25年2月26日　第4回歯科集談会　午後1時　富山県歯科医師会館事務所
1．口腔外科症例に就いて 阿部清一先生
1．形整不全性貧血の 1 症例 坂本清志先生
1．鉤に就いて 松島正康先生

　1．上下顎骨髄炎による骨疽（腸チブス継発）の1例 金森保芳先生
1．臨床瑣談 栗山實純先生

･昭和26年2月25日　第5回歯科学術集談会
1．映画 ｢社会保険歯科診療について｣
2．社会保険について 栗山實純先生
3．下顎骨折の症例 坂本清志先生
4．下顎骨折の症例 山下銀七先生
5．題未定 金森保芳先生
6．口蓋破裂について 中保朔男　山﨑安三先生
7．題未定 本告武人先生

･昭和26年8月22日　第1回臨床座談会
1．局部義歯（両翼レスト付線鉤の理論特にクラスプ及レストの位置並びに形態に就いて）座談

島　秀雄先生
2．インレー（窩洞形成時の注意事項）座談 家城圭一先生
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･昭和26年10月24日　第2回臨床座談会　出席者20名　午後7時　歯科医師会事務所にて
1．急性炎症時に於ける抜歯の賛否論に就いて（抄読） 山下銀七先生
2．前歯排列に関する 2･3 臨床上のヒントに就いて（抄読） 坂本清志先生

･昭和27年1月29日　第3回臨床座談会　出席者15名　午後7時　歯科医師会事務所にて
1．口蓋を無痛的に麻酔する法 林　　弘先生
2．抜歯後の後処置について 金森保芳先生

･昭和27年3月1日　第4回臨床座談会　出席者22名　午後7時　歯科医師会事務所にて
1．社会保険に関して 田谷寿夫先生

 栗山實純先生
･昭和27年5月28日　第5回臨床座談会　出席者35名　午後7時　歯科医師会事務所にて

1．咬みやすい総義歯はどうしてつくるか 杉江玄照先生
2．クラスプの手に就いて 和記憲一先生

･昭和26年8月13日　第6回臨床座談会（富山県歯科医師会共催）　午後3 〜 5時　富山保健所
1．映画供覧　①アメリカ展望　② Teeth are to keep　③明日の医学
　　　　　　④ Dental Amalgam effect of moisture contamination　⑤ Denture Resin

･昭和26年8月22日　第7回臨床座談会　出席者28名　午後7時　歯科医師会事務所にて
1．輓近余の汎用せる歯科的諸薬剤

神戸市中央市民病院歯科医長医学博士　西塚忠義先生
･昭和27年11月20日　第8回臨床座談会　出席者32名　午後7時　歯科医師会事務所にて

1．吸着のよい総義歯の印象採得に就いて 本告武人先生
2．題未定 三羽邦定先生

･昭和28年5月17日　富山地区学術講演会兼保険講習会　午後1時　町村会館
　1．1歯義歯に就いて 和記憲一先生

1．麻酔薬の PH に就いて 山﨑安三　大久保泰男　内田安博先生
1．局部床義歯の特別設計 中島清則先生
1．抗生物質に就いて 阿部清一先生
1．特別講演 日本大学名誉教授　医学博士　川合　　渉氏

･昭和28年7月14日　第16回学術集談会　午後6時
1．歯科材料の使用術式に関する最近の進歩

而至化学工業株式会社　技術部長　手塚長次郎氏
1．電気無痛治療器について 小野貫歯科商店　技術部

･昭和29年4月15日　第17回学術集談会　午後7時
1．臨床瑣談 栗山實純先生
1．保険について 保険課並に支払基金

･昭和29年6月27日　第18回学術集談会　出席者36名　午後1時　歯科医師会事務所
1．小学児童の歯科衛生教育の効果 和記憲一先生
1．最近の補綴に関して 栗山實純先生
1．保健所の歯科活動について 富山保健所　石坂国一先生
1．推計学に就いて 富山県立中央病院　本告武人先生
1．吾が保健所管下の学童歯科治療の実際 福井県金津保健所歯科　大崎信夫先生

･昭和29年11月29日　第19回学術集談会　出席者27名　午後7時　歯科医師会事務所
1．最近の歯科材料について 松風技師　鈴木成重氏
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（2）公衆衛生委員会ー公衆衛生の綴より
･昭和24年5月28日　常会

口腔衛生週間に於ける地区行事
1．日歯より来た虫歯予防デーのポスターを待合室に掲示
1．無料相談のポスターを玄関に貼り、相談に応じて特別診療カルテを記載する
1．統計をとるため特別診療カルテを保健所に提出する
1．学校医は奮って講演をされたき事
巡回診療に関する件
6月22日（水）山田村診療班出張　沖田弘正　宮田　正　松能喜一　宮森正次
6月24日（金）白萩村診療班出張　高木善鉞　松本常久　中島清則　島　秀雄
6月25日（土）仁歩村診療班出張　家城圭一　林　　弘　小林全二　島　信行
7月 1 日（金）上平村診療班出張　今村彦治　菅田晴山　三崎秀郎　柴田（医師）

･昭和25年5月27日　役員会･公衆衛生委員会
口腔衛生週間に於ける地区行事
1．保健所と共同で映画館に垂れ幕を掲げること
1．各医院にポスターを貼ること
1．新聞衛生欄に口腔衛生記事を載せること
巡回診療に関する件　回覧をまわし希望者をとる　1班4名で2班以上編成

･昭和26年5月28日　理事会と共催　口腔衛生の普及のため全国的運動の展開
各会員に本主旨徹底方を案内し協力を依頼する　ポスター・刊行物の無料配布
講演会･座談会の開催や口腔衛生無料相談の実施（富山県衛生部長からの協力依頼）
口腔衛生週間の行事について　標語「いつも清い歯丈夫なからだ」
　本週間各日の目標
　　6月1日（金）歯の健康をたたえる日　　6月2日（土）母子衛生の日
　　6月3日（日）乳歯保護の日　　　　　　6月4日（月）う歯予防の日
　　6月5日（火）不正咬合予防の日　　　　6月6日（水）歯槽のうろう予防の日
　　6月7日（木）歯の働きに感謝する日

･昭和27年5月28日　常会
3枚1組の口腔衛生週間ポスターを印刷し、全会員に配布
口腔衛生週間に ｢口腔衛生無料相談所｣ のポスターを出す

･昭和28年5月23日　公衆衛生委員会
期間中口腔衛生相談、無料相談を実施宣伝カー・養老院無料診療
各学校で講話及びハブラシ訓練或いはスライドによる幻燈の実施
富山市教育委員会と共催で口腔衛生に関する作文募集と口腔衛生優良児の表彰
6月 8 日　北日本放送で水野誓夫学術委員長が ｢医学の窓｣ の時間にむし歯予防の話を放送
6月10日　県技官･石坂国一氏が新庄小､ 岩瀬小､ 堀川小､ 東部小で講話を実施

･昭和29年5月19日　理事会･公衆衛生委員会
｢口腔衛生相談､ 無料診断｣ の掲示を期間中表示
口腔衛生週間6月3日､ 北日本放送 ｢婦人ノート｣ の時間に口腔衛生の講話を実施
作文募集（小学校1年生より中学校3年生まで）1等 2名　2等 4名　3等 8名　佳作 30名
歯牙優良児の表彰（小学校6年生）76名
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（3）文化委員会ー文化委員の綴より
･ 昭和24年4月　岡田信次会長のもと文化委員会が創設され､ 初代委員長に家城圭一先生が就任した
当初､ 野球、運動会、ハイキング登山等を順次行う心算であった

･昭和24年5月22日　野球会
五番町小学校校庭にて文化委員会主催のもとに野球会開催
文化委員長　家城圭一　委員　芳尾弘史　林　弘　和記憲一　小林全二

･昭和24年6月14日　野球部結成
歯科医師会の対外的折衝を円滑ならしめる為及び会員相互の親睦及び体育向上に役立たせるため
文化委員会に野球部を結成した（野球部援助のため会員から寄附を募る）
野球部メンバーは家城圭一､ 小林全二､ 松田正男､ 田谷寿夫､ 青木康三先生らユニホームを作り
山王さんの境内で練習､ 岐阜県や石川県と対外試合を行った

･昭和26年6月27日　紅白野球試合大会開催（午後1時から五番町小学校校庭にて）
･昭和26年8月16日　越ノ潟清遊（第1回文化委員会行事として､ 委員長は竹林正俊先生）
午前10時西町大和前集合　電車賃､ 席料各自負担
･昭和26年11月4日秋季観楓会（山田温泉）

午前9時富山駅前バス発車　会費　会員 300円　家族 210円（酒肴料､ 席料､ 入浴料､ 茶代）
各自昼食携行　バス代は各自負担（往復180円）

･昭和27年10月26日　秋季観楓会（下の茗温泉）参加者：大人 26名　小人 13名
予定を変更して貸切バスにて清遊を行う　会費 400円（子供無料）午前9時出発　下の茗温泉にて
酒宴､ 懇親（委員､ 会員の余興等）に1日を盛会裏に終え､ 午後5時帰着

･昭和27年12月23日　忘年パーティー開催　午後7時　常盤町歯科医師会事務所
参加者 75名　会費 男子500円　女子 100円　三羽会長の挨拶にて開会　竹林委員長司会のもとに
進行クリスマスプレゼント贈呈､ 福引､ 余興等あり午後11時閉会
当日は楽団ミズホの演奏ありＮＨＫの録音、富山新聞の写真班等も来場盛会裏に終了する

･昭和28年8月9日　宮崎海岸　参加者：大人 20名　小人 25名（文化厚生委員長は平井喜美先生）
海水浴兼遺跡探訪､ 亜熱帯植物・姫貝の鑑賞　貸切バス　午前9時中劇横（岡田歯科医院前）
会費 350円　昼食各自持参　宮崎鉱泉で鱈汁を食す　帰着午後7時

･昭和28年11月1日　宇奈月探勝並びに温泉　参加者：大人 21名（男11､女10）､小人 16名（中学5､小11）
午前8時地鉄駅前に集合　午前8時38分出発　会費　大人 350円（入浴料､ 室料､ 料理代）小学生以
下 無料　切符は委員会で購入

･昭和29年8月8日　越ノ潟で海水浴　参加者：大人 12名　小人 15名
午前10時までに西町大和前集合　西町発電車10時26分　電車賃､ 席料各自負担

･昭和29年10月24日　八尾町高熊鉱泉　参加者：大人 27名　小人 15名
午前9時西町大和前集合　会費　大人 350円　子供 150円（席料､ 入浴料､ バス代､ 料理3品付き）
各自昼食携行
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富山市歯科医師会館の変遷
●戦　前

　大正年間と昭和初期には、独立した歯科医師会館はなく、当時の会長宅で役員会が行われてい
たが、昭和8年頃に、富山市総曲輪日本赤十字社富山支部の一角が事務所となった。そして、昭和
12年1月24日に落成した富山県医師会･富山県歯科医師会館（富山市総曲輪429）の一角に富山市歯
科医師会が入った。その後、富山市歯科医師会館は昭和54年まで富山県歯科医師会館と同居の形
をとることとなった。
　しかし、昭和20年8月1日未明の富山大空襲によりその会館は火災により消滅した。

●戦　後
　綾田の風呂屋の2階、旧堀川農協内（一部富山中学）を経て袋町4番地の中島清作宅裏に会館が
設けられ、少なき医療衛生材料品の配給事務等を行う富山県歯科医師購買利用組合もできて漸時
仕事も増した。そこで、1−2年後、横通りの常盤町17番地に50坪の宅地を入手し会を移した。会
館内では、購買利用組合の業務も行っていたが、仕切りのない大きな一室で事務もとれば応接もし、
会合協議もしたので何かと不便を強いられた。そのうち、会員の増加や会務の増大等に伴い建物
の狭隘と老朽化が問題となり、県歯浦野会長時代に会館建設の議が起こり、建設のための特別委
員会と建設積立金の制度ができるなど具体策に乗り出した。

●船橋南町時代
　昭和32年5月の県歯第54回代議員会において109坪の敷地と付属建物257万円で買収が可決され
た。さらに同年10月、船橋南町30の酒造組合試験所の木造2階建てを30数万円で改築し使用するこ
ととなった。常盤町の会館売却手取り金200万円では不足のため、会員の負担金50万円は富山地区
1名3,750円（71人）、他郡市1名1,500円（157人）とされた。将来的には、この建物を取壊しあるい
は払い下げを行い、本会にふさわしい鉄筋の2、3階建の永久的防火建設工事を行うための新館建
設資金として昭和30年4月から毎年100万円を積み立てし、4年半か5年以内に500万円の資金を確保
し5年以内に本工事をなすこととなった。諸問題で遅れたが、昭和38年から会館建設について、役
員会で設計の構想を重ね、会館建設委員会で審議し、昭和39年3月の臨時代議員会で工事着工期日
の決議を得た。昭和40年5月30日、総工費3,135万円、鉄筋コンクリート造3階建て、延面積712㎡の
富山県歯科医師会館は完成した。
　その後、県歯の会員数が300名を超え、この会館はかなり手狭となってきた。そこで、昭和54年
4月7日、総工費5億6千万円をかけ鉄筋コンクリート4階建、延べ面積3,200㎡の富山歯科総合センター
が五福字五味原2741-2に建設された。しかし、富山市歯科医師会はそのまま船橋南町30の旧富山県
歯科医師会館を借りて事務を継続することとなった。

●新会館建設
　平成4年の県歯代議員会で口腔センター増築に伴い県歯が所有している船橋南町の会館を売却す
ることが決議された。そこで、平成5年1月、富山市歯科医師会の仮事務所が大城歯科医院内に設
けられ、会館問題が話し合われた。県歯口腔センターの一部を借用してもらいたいという要望も
あったが、栗山会長の体面と将来を鑑み、安定した恒久的な会館を建てるという方針が市歯臨時
総会で可決され、建設委員会で土地の選定に取り掛った。結局、優良な土地で資産価値が高く、
向かいが公園で角地の適正な価格で購入できる、市役所より紹介された堀川小泉町1-9-1に決まり、
会館建設を始めた。330.41㎡の土地の購入代金約5,600万円はそれまでの資金（財政調整積立金の
累積）等で支払われたが、会館建設費4,100万円と備品等900万円は会員の負担1人約30万円（10年
払い、利率5.5％）となり、平成6年2月20日に会館の竣工式が行われ、今日に至っている。
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入会金・会費・会員数の変遷
和暦 年度 入会金 年　会　費 会員数 会員数 出張所

甲 乙
大正 13 12円

14 12円 19
昭和  5 〜 市内会員 5円　郡部会員 2円50銭 36 〜

  11 〜 市内会員 7円　郡部会員 3円50銭 43 〜
22 下半期 500円 63＋15（婦負郡）
23  1,400円 60
24 甲　 1,600円 乙　 800円
25 甲　 1,400円 乙　 700円 69
26 甲　 1,000円 乙　 500円

27. 28 甲　 1,500円 乙　 750円
29 〜 31 500円 甲　 1,600円 乙　 800円 71

32 甲　 1,700円 乙　 900円
33. 34 甲　 1,900円 乙　 1,000円 66 9

35 甲　 2,000円 乙　 1,000円
36 〜 38 甲　 2,300円 乙　 1,150円

39 甲　 2,900円 乙　 1,450円 73 11 7
40. 41 3,000円 甲　 3,600円 乙　 1,800円 74 11→9 6

42 甲　 4,800円 乙　 2,400円
43. 44 甲　 6,000円 乙　 3,000円 75→81 11→10 9→7

45 甲　 7,000円 乙　 3,500円 78 11 5
46 甲　 10,000円 乙　 5,000円 78 11 4
47 甲　 12,000円 乙　 6,000円 83 12 3
48 甲　 18,000円 乙　 9,000円 79 6 1
49 20,000円 高齢会員の会費免除 85 5 1
50 50,000円 甲　 24,000円 乙　12,000円 87 4 1

51 〜 54 100,000円 甲　 38,000円 乙　19,000円 86→91 5→6 2→3
55 〜 62 甲　 60,000円 乙　30,000円 89→113 6→9 3→9

63 500,000円 甲　100,000円 乙　50,000円 115 11 9
平成 1. 2 116→112 14→15 9

 3 〜 23 1,000,000円 124→216 15 9
24 〜 27 1種：10万　2種：5万　3種：10万　4種：1万 218→220
28 〜 1種： 9万　2種：5万　3種：10万　4種：1万 223→227

令和 〜 2
令和2年：コロナ禍のため、第1種会員は2,3期分の会費納入免除。第2、3、4種会員は2,3期分を1/4ずつ減額。

事務員の変遷
期　　　　間 事 務 員

1 昭和24年 4月〜昭和32年 7月 吉岡　事務員
2 昭和32年 8月〜昭和39年 4月 桜庭　事務員
3 昭和39年 4月〜昭和47年 5月 亀沢　事務員
4 昭和48年 6月〜平成 3年 3月 大村　事務員
5 平成 2年 4月〜平成23年 7月 金山　事務員
6 平成12年 7月〜平成15年 8月 若林　事務員
7 平成23年 6月〜 現　　在 現 事 務 員
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富山市歯科医師会開業・入会者名簿
年　号 開 業 ・ 入 会 者 氏 名 歴 代 会 長

明治時代 島川安次郎　明治33年8月開業
菅田　良雄　明治34年5月開業
坂井　　茂（医師）　明治44年12月開業（歯科口腔外科）

富

山

市

歯

科

医

師

会

設

立

前

大正元年 藤井　義人　12月12日開業

大正2年 殿城金次郎　7月3日開業

大正3年 村井　信義　開業
室橋余所雄　開業

大正4年 志村金太郎　開業

大正5年 小林　金次　9月開業

大正6年 佐渡喜一郎　9月10日開業

大正7年 宮島　忠治　開業　　城生越　義　（婦負郡）開業
谷口仙太郎　開業
浅岡　典常　開業

大正8年 早見　治顯　10月1日開業

大正9年 大島　秋知　12月23日開業
山下　長蔵　5月5日開業
羽柴　作蔵　（上新川郡）開業
吉江　政保　（上新川郡）開業

大正10年 中島　清作　6月開業
富山市歯科医師会　8月4日設立総会、並に発会式
山上　昇一　入会
宮本　俊治　12月開業

藤井義人会長

大正11年 富山市歯科医師会　4月11日富山県から設立認可
松能喜久次　2月8日開業
杉江　玄照　2月8日開業　　赤祖父元吉郎　開業
和記見津吉　7月開業

大正12年 今村　彦治　4月開業
坪田　忠一　12月開業

大正13年 浦上　則政　1月10日開業
島田余三男　入会
会員数20名

大正14年 関口　雄三　2月28日開業
会員数21名

小林金次会長

大正15年 富山市歯科医師会9月17日会員承認解散
田谷　寿夫　11月1日開業
三羽　邦定　5月1日開業
会員数24名

昭和2年 解散は新歯科医師会令の制度改正による
松浦　三郎　12月開業　　赤祖父三郎　入会

−

昭和3年 石黒宗次郎　（上新川郡）11月開業 −
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年　号 開 業 ・ 入 会 者 氏 名 歴 代 会 長

昭和4年 山﨑　安三　5月開業　　平井　喜美　1月開業 −

昭和5年 富山市歯科医師会　5月15日設立総会
（富山市、上新川郡、婦負郡を区域）
岡崎　　仁　5月開業 　　分田　シゲ　入会　　高田　喜作　入会
小泉　直久　12月開業　　岡村重太郎　入会　　石黒　彰彦　入会
中塚音次郎　12月入会　　織田ミドリ　入会　　長口　　緑　入会
会員数38名

宮本俊治会長

昭和6年 植田　　実　3月開業　　菅田　晴山　5月開業

昭和7年 阿部　清一　2月15日開業　　大井　　潤　6月開業（婦負郡）
永森　　収　10月開業

早見治顯会長

昭和8年 金森　保芳　8月開業　　米田　祐弘　入会
岡田　信次　9月開業

昭和9年 菅洞　栄蔵　入会 中島清作会長

昭和10年 奥平ユキヱ　5月11日開業
竹林　正俊　11月8日開業　　家城　圭一　入会

昭和11年 分田　文子　12月開業
富山県歯科医師会館設立費へ寄付金として500円の借入金の件12月
10日、富山県知事より許可

小林金次会長

昭和12年 林　　　弘　5月1日開業

昭和13年 小島　平焉　8月12日開業 佐渡喜一郎会長

昭和14年 関　　清子　2月開業（婦負郡）

昭和15年 従来どおり1日、15日を公休日とする
堀井　富子　1月2日開業　　家城　圭一　6月開業
本告　武人　入会

浦上則政会長

昭和16年 富山市聯合常会　9月21日設立
芳尾　弘史　4月開業　　大井ハツ子　9月開業（婦負郡）

昭和17年 本会解散
県歯科医師会は12月31日に認可に付、本会自然解消、本日より富山
市、上新川、婦負郡を区域として県歯科会富山市支部として発足
中島　清則　開業　　平井　茂光　開業

松能喜久次会長

浦上則政支部長

昭和18年 宮本　乙男　入会 浦上則政支部長

昭和19年 和記　憲一　3月開業
藤井　三郎　入会　　杉江　玄己　入会　　小幡　　信　入会

昭和20年 米沢　卯一　7月開業　　栗山　實純　10月開業 永森　収支部長

昭和21年 宮田　　正　5月開業　　　　　　　石坂　国一　入会
山﨑　安隆　6月開業（上新川）　　沖田　弘正　入会
松本　常久　7月開業　　　　　　　小森　甚作　入会
金川　俊一　入会　　　　　　　　　高木　善鉞　12月開業

戦前入会日
不明

片桐　正義　　高須賀美一　　谷口ミドリ　　高橋　　忍
中川　　武　　中島　康子　　対馬　久雄　　宝田　　力

−
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年　号 開 業 ・ 入 会 者 氏 名 歴 代 会 長

昭和22年 富山市支部　7月25日解散
歯科医師会　10月19日から再び三部制をとる
新制富山地区歯科医師会　10月26日設立総会
岡田　信次　1月開業　　馬場　　翠　入会　　近藤　　緑　入会
島　　信行　6月開業　　北森　　実　11月開業（上新川）
中島　忠一　9月開業　　北野　伴雄　入会　　坂本　清志　入会
渋谷　孝雄　入会　　田上　　修　入会　　松田　正男　入会
松能　喜一　入会　　青木　康三（東砺波郡）入会
石黒　　繁　入会　　清水　研吾　入会　　吉澤　　進　入会
小林　全二　入会　10月から翌年4月まで婦負郡の先生入会

岡田信次会長

昭和23年 社団法人富山地区歯科医師会　3月4日富山県指令衛第174号をもって
設立許可　会員数63名
島　　秀雄　10月開業　　細川喜代子　10月開業
奥野　和男　12月開業　　松浦　玉子　12月開業
高橋日出夫（中新川）入会　　水野　征七　入会

昭和24年 会員数67名（甲会員54名、乙会員13名）
三羽　博久　入会　　宮森　正次　入会　　上滝　元彦　入会
岡田　　博（不二越病院）入会　　水野　誓夫　10月開業
松田　正男　1月開業

昭和25年 事務所を袋町から常盤町に移転
源　　三郎　入会　　山下　銀七入会
山岸　確次　入会

昭和26年 岩倉　リイ　8月開業　　高野秀次郎　2月開業
魚津　竹男　入会

三羽邦定会長

昭和27年 水野　公之　8月開業　　　藤井起三郎　入会
内田　安博　入会　　　　大島　輝哉　入会
今村　勝彦　9月入会
永森　尚之　入会　　　　今村　きみ　9月入会

昭和28年 松浦　　實　8月開業
深山　正之　入会　　永森　尚之　入会

永森　収会長

昭和29年 山田　外雄　入会（上新川）

昭和30年 黒木　正直　6月開業

昭和31年 寺島　祐輔　入会　　　　松本　秀子　10月開業
桝山　　武　10月開業　　藤井起三郎　開業

昭和32年 事務所を舟橋南町に移転する
中保　朔男　2月開業

家城圭一会長

昭和33年 寺崎　久良　入会（中新川）

昭和34年 篠川　之靖　入会　　原田　修逸　入会
逸見　　玲　入会

竹林正俊会長

昭和35年 三崎　譲司　入会　　金森　安信　入会

昭和36年

昭和37年 佐渡　哲雄　入会　　横田　一二　入会
栗山　豊実　入会　　松原　明男　入会
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年　号 入 会 者 氏 名 歴 代 会 長

昭和38年 大江　金雄　入会　　松能　二郎　入会 深山正之会長

昭和39年 会館建設のため一時事務所を移転（富山市五福）

昭和40年 事務所を元の舟橋南町に移転
石川　哲夫　入会　　松原清一郎　入会

昭和41年 黒川五一郎　入会

昭和42年 山岸　敏治　入会 中島清則会長

昭和43年 大野　繁彦　入会　　永森　靖夫　入会

昭和44年 家城　佳夫　入会

昭和45年 小林　　信　入会　　寺田　周明　入会　　坪田　忠近　入会
三鍋　厚樹　入会

昭和46年 岡田　洋昭　入会　　小泉　明久　入会　　小倉　孝夫　入会
菅田　博子　入会　　佐渡　邦夫　入会　　北山善之進　入会

山﨑安隆会長

昭和47年 富山地区歯科医師会から8月29日、富山市歯科医師会に変更
富山市歯科医師会設立25周年記念祝賀会
（12月10日住友生命ビル10階ホールに於て）
大城　宣之　　福島　武人

昭和48年 和記　徳郎　　高石　　叡

昭和49年 大浦　重光　　柚木　邦夫　　小林　憲夫　　林　　　勉
谷井　三利

昭和50年 森井　徹雄 黒木正直会長

昭和51年 砂子　満明　　山崎　宣夫　　河野　吉秀　　水野　隆俊

昭和52年 米沢　　徹　　竹内　哲郎　　中嶋　　渉　　山村　辰雄

昭和53年 岡崎　満雄　　江川　正通　　酒井　信治　　加藤　高男
平井　高明

昭和54年 東　　　忍　　宮本　宣良

昭和55年 石坂　正明　　狩野　　覚　　坂本　和隆　　杉井　芳文
永井清一郎　　松能　雄一

昭和56年 稲田　次郎　　大野　　均　　金川　直博　　坂本喜久雄
島崎　　聡　　長沢　　久

寺島祐輔会長

昭和57年 小崎　利章　　山﨑　安仁　　源　　義明　　横田　憲明
直江　尚利

昭和58年 石黒　　真　　城川　和夫　　高島　周二　　中道　　勇
村山偉知朗　　安ヵ川　聡　　山田　　耕　　米澤　明成

昭和59年 飯田　良彦　　澤本　正登　　島　　秀一　　中島　清之
森井　忠晴　　島　　信博　　水越　　弘　　熊谷　立子



212 資料

年　号 入 会 者 氏 名 会 長 名

昭和60年度 泉　　照雄　　片山　浄慧　　星野　照宗　　水越　　弘
山下　哲哉　　上田美保子

松浦　實会長

昭和61年度 岡野　秀成　　岡本　祥子　　中村　祐信　　水野　知之
山室　孝義　　城野　裕子　　大村由美子　　丹羽　敏勝

昭和62年度 荒井　亮雄　　上田　　均　　上滝　　浩　　本村　　浩

昭和63年度 池渕　史郎　　児玉　幸久　　城野　利盛　　高橋　正志
橋本　正博　　吉田　　徹　　吉田　泰彦　　松野　成子

栗山豊実会長

平成元年度 杉江　玄嗣　　砂田　　賢　　釣谷　宗義　　濱田由美子
堀　比佐司　　古戸　　充　　内田　昌治　　大木　淳一
片山　克己　　永森　　司　　原田　修成　　山田　雅敏

平成2年度 小池　　潤　　小池　充弘　　長治　豊一　　杉木　　進

平成3年度 杉本　裕史　　土肥　勝博

平成4年度 内田　昌宏　　岡本　英之　　小林　祐之　　藤川　　晃
松浦　　幹　　佐野　正之

平成5年度 片岡　弘一　　児島三津男

平成6年度 相澤　　博　　稲波　謙良　　大野　和彦　　澤端　喜明
椎名　謙司　　中川　典孝　　三崎千恵子　　満岡　潤悟
山崎　一人　　吉田　隆司

家城佳夫会長

平成7年度 野中　俊克　　松能　　務　　湯口　正治　　吉田　真治

平成8年度 朝倉慎一郎　　小竹　　彌　　林　　恒人　　横田　　聡

平成9年度 奥野　雅典　　上滝　俊彦　　黒川　拓治　　前寺　一紀
三鍋　昌人　　鈴木　久美

平成10年度 魚津　公美　　北野千佳子　　齋藤　　彰　　佐渡　忠司
直江智恵子　　長曽　善彦　　中沼　邦欣　　水野　二郎

平成11年度 江尻　弘茂　　安村　公成　　山岸　聡史　　吉田　義弘

平成12年度 小澤真理子　　谷井　賀一　　日出嶋康博 小倉孝夫会長

平成13年度 上田　和孝　　廣野　善丈　　山森　喜子

平成14年度 澤本　正悟　　中田　　眞　　宮本　将利　　島　　博史

平成15年度 大内　岳彦　　寺島　龍一　　小島　一紀 高石　叡会長

平成16年度 黒木　正孝　　菅田　吉昭　　井波　和孝　　澤田　敏晴

平成17年度 相澤　　博（再）　　飴谷　孝之　　上田美保子（再）
大井　克彦　　沖田　　進　　折山　　弘　　片岡　源司
小杉　元治　　島　　信博（再）　　高沢　尚人　　塚田　正資
羽岡　克規　　早川　　徹　　山上　邦夫　　山本　征彦
吉田　季彦　　石川　　亨　　家城　信良　　千鳥　美和

平成18年度 岡崎　考亮　　山岸美智子　　鈴木　　寧
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年　号 入 会 者 氏 名 会 長 名

平成19年度 谷口　伸剛　　福田　　敬 小林憲夫会長

平成20年度 饗場　広和　　岡崎　泰尋　　小林　岳志　　栗山　智有
竹本慶一郎　　髙田　　晋

平成21年度 野上　喜史　　青木富実子　　岡田　信昭

平成22年度 藤田洋一郎　　萩中　仁徳

平成23年度 吉田　尚史　　山田　秀樹　　永森　太一　　小林　健剛
中島　光夫

平成24年度 本多　寛行　　中谷　弘光　　高波　信彦　　米沢　郁子
山崎佐保里

平成25年度 松原　秀行　　寺嶌　伸佳　　坂東　三史　　津野　宏彰
鍛冶　昌孝　　水野　貴之

宮本宣夫会長

平成26年度 大浦　健宏　　宮澤千佳子　　宮本　　暦　　大家　研二

平成27年度 吉田　尭史　　山脇　敏裕　　島　　一聡　　城野　廣太
坂本　安繁

平成28年度 鈴木美輝子　　井上さやか　　新木　敏之　　今村　知代
石坂　圭識

平成29年度 島　　秀輔　　髙道　康宏 中道　勇会長

平成30年度 山崎　　真　　金田　　剛

令和元年度 山本　亜希　　釣谷　和子　　村山　雅人

令和 2 年度 阿部　義葊　　泉　　雄一　　木村雄太郎　　江川　広人
島　　恵子　　上田　尭之　　佐野　哲文
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富山市歯科医師会役員名簿
大正10年度

会 長 藤井　義人
副 会 長 小林　金次
理 事 室橋余所雄　　村井　信義　　早見　治顯

富山市歯科医師会設立総会並に発会式　大正10年8月4日　富山市会議事堂

大正11年度
会 長 藤井　義人
副 会 長 小林　金次
理 事 室橋余所雄　　村井　信義　　早見　治顯

大正12年度
会 長 藤井　義人
副 会 長 小林　金次
理 事 中島　清作　　村井　信義　　早見　治顯

大正13年度
会 長 藤井　義人
副 会 長 小林　金次
理 事 中島　清作　　村井　信義　　早見　治顯

大正14年度
会 長 小林　金次
副 会 長 中島　清作
理 事 和記見津吉　　山下　長蔵　　宮島　忠治

役員の任期を2年を1年に改正　大正15年3月17日　新歯科医師会令発布

大正15年度
会 長 小林　金次
副 会 長 中島　清作
理 事 和記見津吉　　山下　長蔵　　宮島　忠治

大正15年9月17日の臨時総会で本会解散の件、全員承認
大正15年9月20日　書類一般県庁に発送す

昭和5年度
会 長 宮本　俊治
副 会 長 坪田　忠一
理 事 中島　清作（会計）　今村　彦治（庶務）　浦上　則政

昭和5年10月7日の臨時総会で理事3人を5人とし、次の2人を理事に任命
　分田　シゲ　　島田余三男
昭和5年5月10日　設立委員会
　藤井　義人　　早見　治顯　　宮島　忠治　　中島　清作　　村井　信義　　坪田　忠一
　城生越　義　　小林　金次　　宮本　俊治　　山下　長蔵
昭和5年5月15日　設立総会
　会員数38名
　富山市、上新川郡、婦負郡を区域とする。

昭和6年度
会 長 宮本　俊治
副 会 長 坪田　忠一
理 事 中島　清作　　今村　彦冶　　浦上　則政　　分田　シゲ　　島田余三男

昭和7年度
会 長 早見　治顯
副 会 長 坪田　忠一
理 事 浦上　則政　　杉江　玄照　　分田　シゲ　　赤祖父三郎　　島田余三男
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昭和8年度
会 長 早見　治顯
副 会 長 坪田　忠一
理 事 浦上　則政　　松能喜久次　　分田　シゲ　　赤祖父三郎　　島田余三男

富山県歯科医師会医制調査会委員　小泉　直久　　小林　金次　　山﨑　安三

昭和9年度
会 長 中島　清作
副 会 長 佐渡喜一郎
理 事 杉江　玄照　　分田　シゲ　　岡崎　　仁　　山﨑　安三　　永森　　収

昭和10年度
会 長 中島　清作
副 会 長 佐渡喜一郎
理 事 杉江　玄照　　分田　シゲ　　岡崎　　仁　　山﨑　安三　　永森　　収

昭和11年度
会 長 小林　金次
副 会 長 浦上　則政
理 事 赤祖父三郎　　金森　保芳　　永森　　収　　今村　彦冶　　三羽　邦定

昭和12年度
会 長 小林　金次
副 会 長 浦上　則政
理 事 赤祖父三郎　　金森　保芳　　永森　　収　　今村　彦冶　　三羽　邦定

昭和13年度
会 長 佐渡喜一郎
副 会 長 赤祖父三郎
理 事 今村　彦冶　　金森　保芳（会計）　永森　　収　　松浦　三郎　　岡田　信次

昭和14年度
会 長 佐渡喜一郎
副 会 長 赤祖父三郎
理 事 今村　彦冶　　金森　保芳　　永森　　収　　松浦　三郎　　岡田　信次

昭和15年度
会 長 浦上　則政
副 会 長 今村　彦治
理 事 金森　保芳（会計）　松浦　三郎　　山﨑　安三　　岡崎　　仁　　岡田　信次

昭和16年度
会 長 浦上　則政
副 会 長 今村　彦冶
理 事 金森　保芳　　松浦　三郎　　山﨑　安三　　岡崎　　仁　　岡田　信次

昭和16年9月21日　富山市聯合常会設立、富山市を4区域に分割
　聯合常会長　浦上　則政
　区長　藤井　義人　　小林　金次　　佐渡喜一郎　　中島　清作（以上4人）

昭和17年度
会 長 松能喜久次
副 会 長 松浦　三郎
理 事 赤祖父三郎　　岡崎　　仁　　阿部　清一　　岡田　信次　　金森　保芳

昭和17年12月31日　富山市歯科医師会解散
　富山市、上新川郡区域を以て組織の富山県歯科医師会富山市支部と改組し新発足することとなる。
昭和18年1月17日 　支 部 長　浦上　則政　　副支部長　山﨑　安三
　　　　　　　　　幹　　事　岡田　信次　　家城　圭一　　阿部　清一　　菅田　武雄
　　　　　　　　　　　　　　米田　祐弘
富山県歯科医師会　議　　員　小林　金次　　予備議員　今村　彦治
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昭和18年度
支 部 長 浦上　則政
副 支 部 長 山﨑　安三
幹 　 事 岡田　信次　　家城　圭一　　阿部　清一　　菅田　武雄　　米田　祐弘

昭和18年9月22日　富山県歯科医師会富山市支部、医療勤労報国隊結成を富山市に附議す
昭和19年3月12日　緊急応援救護班5班を結成

班長　金森　保芳　　永森　　収　　中島　清則　　赤祖父三郎　　岡崎　仁

昭和19年度
支 部 長 浦上　則政
副 支 部 長 山﨑　安三
幹 　 事 岡田　信次　　家城　圭一　　阿部　清一　　菅田　武雄　　米田　祐弘

昭和20年度
支 部 長 永森　　収
副 支 部 長 家城　圭一
幹 　 事 林　　　弘　　竹林　正俊　　本告　武人

昭和21年度
支 部 長 永森　　収
副 支 部 長 家城　圭一
幹 　 事 林　　　弘　　竹林　正俊　　本告　武人

昭和22年度
会 長 岡田　信次
副 会 長 菅田　武雄
理 事 宮田　　正（会計）　沖田　弘正　　芳尾　弘史
監 事 三羽　邦定　　阿部　清一

区 長 松能　喜一（第1区）　平井　茂光（第2区）　宮本　乙男（第3区）　松本　常久（第4区）
高田　正英（婦負郡）　高木　善鉞（上新川郡）

代 議 員 小林　金次　　佐渡喜一郎　　分田　シゲ　　岡田　信次　　竹林　正俊　　本告　武人
木村　美明　　高木　善鉞
昭和22年10月26日　新制富山地区歯科医師会設立総会開催
昭和22年11月7日 　総会を開催し本会を社団法人とすることに決定
昭和23年3月4日　　社団法人富山地区歯科医師会設立許可

昭和23年度
会 長 岡田　信次
副 会 長 菅田　武雄

理 事 宮田　　正　　沖田　弘正　　芳尾　弘史　　高木　善鉞　　平井　茂光　　松本　常久
松能　喜一　　宮本　乙男

監 事 三羽　邦定　　阿部　清一

委 員 会
学術委員会（5月25日学術委員会発会式）

中島　清則　　和記　憲一　　宮本　乙男　　田上　　修　　松能　喜一　　島　　秀雄
高木　善鉞

昭和24・25年度
会 長 岡田　信次
副 会 長 菅田　晴山

理 事 宮田　　正　　沖田　弘正　　竹林　正俊　　平井　茂光　　松本　常久　　松能　喜一
宮本　乙男　　高木　善鉞

監 事 阿部　清一　　三羽　邦定

委 員 会

学術委員会
　委員長 中島　清則　　委員  和記　憲一　　宮本　乙男　　田上　　修　　松能　喜一　　　

島　　秀雄　　高木　善鉞
文化委員会
　委員長 家城　圭一　　委員 芳尾　弘史　　林　　　弘　　和記　憲一　　小林　全二
公衆衛生委員会
　委員長 沖田　弘正　　委員  松本　常久　　中島　清則　　松能　喜一　　平井　喜美　　　 

分田　文子
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昭和26・27年度
会 長 三羽　邦定
副 会 長 家城　圭一

理 事 林　　　弘　　竹林　正俊　　平井　茂光　　島　　秀雄　　宮本　乙男　　和記　憲一
島　　信行　　水野　誓夫

監 事 大島　秋知　　阿部　清一
代 議 員 坪田　忠一　　栗山　實純　　芳尾　弘史　　和記　憲一　　山﨑　安三　　金森　保芳
予 備 代 議 員 松本　常久　　平井　茂光　　坂本　清志

委 員 会

料金規定厳守協力委員
三羽　邦定　　大島　秋知　　中島　清作　　山下　長蔵　　浦上　則政　　今村　彦治
永森　　収　　芳尾　弘史　　平井　茂光　　高木　善鉞　　山岸　確次　　島　　信行
佐渡喜一郎

学術委員会
　委員長 島　　秀雄　　委員 水野　誓夫　　金森　保芳　　阿部　清一　　田上　　修
　　　　 　　　　　　　　　 坂本　清志　　山下　銀七
文化委員会
　委員長 竹林　正俊　　委員 島　　信行　　芳尾　弘史　　和記　憲一　　松田　正男
　　　　 　　　　　　　　　 坂本　清志　　分田　文子
公衆衛生委員会
　委員長 林　　　弘　　委員 宮本　乙男　　菅田　晴山　　高木　善鉞　　田谷　寿夫
　　　　 　　　　　　　　　 細川喜代子　　中島　忠一
医療審議委員会
　委員長 平井　茂光　　委員 和記　憲一　　今村　彦次　　大島　秋知　　岡田　信次
　　　　 　　　　　　　　　 浦上　則政　　永森　　収
永森　　収　富山市会議員に当選

昭和28・29年度
会 長 永森　　収
副 会 長 竹林　正俊

理 事 平井　茂光　　平井　喜美　　分田　文子　　和記　憲一　　林　　　弘　　坂本　清志
水野　誓夫　　島　　秀雄　　高木　善鉞

監 事 山岸　確次　　芳尾　弘史

委 員 会

学術委員
水野　誓夫　　坂本　清志　　田上　　修　　中島　清則　　山下　銀七　　渋谷　孝雄
島　　秀雄

文化委員
平井　喜美　　家城　圭一　　竹林　正俊　　細川喜代子　　松田　正男　　源　　三郎

公衆衛生
林　　　弘　　岩倉　リイ　　菅田　晴山　　平井　茂光　　分田　文子　　松能　喜一
和記　憲一

代 議 員 岡田　信次　　竹林　正俊　　和記　憲一　　三羽　邦定　　坪田　忠一　　金森　保芳
永森　　収

予 備 代 議 員 平井　茂光　　山下　銀七　　小林　全二
竹林　正俊　富山市国民健康保険診査委員

昭和30・31年度
会 長 永森　　収
副 会 長 竹林　正俊

理 事 平井　茂光　　平井　喜美　　分田　文子　　和記　憲一　　林　　　弘　　坂本　清志
水野　誓夫　　島　　秀雄　　高木　善鉞

監 事 山岸　確次　　芳尾　弘史
委 員 会 前年度と同じ

代 議 員 松能喜久次　　三羽　邦定　　阿部　清一（昭和31年4月24日辞任）
阿部清一の後任　和記　憲一　　岡田　信次

予 備 代 議 員 家城　圭一　　源　　三郎　　水野　誓夫　　松田　正男
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昭和32・33年度
会 長 家城　圭一
副 会 長 山岸　確次
専 務 理 事 高野秀次郎
理 事 松能　喜一（保険）　山﨑　安隆（学術）　三羽　邦定（文化厚生）　源　　三郎（公衆衛生）
監 事 竹林　正俊　　芳尾　弘史（砺波市転住のため昭和32年7月26日の総会で）菅田　晴山（後任）

委 員 会

保険委員
　松能　喜一　　今村　勝彦　　黒木　正直　　中島　清則　　宮本　乙男
学術委員
　山﨑　安隆　　島　　秀雄　　小林　全二　　杉江　玄己　　松浦　　實
文化厚生委員
　三羽　博久　　島　　信行　　永森　尚之　　平井　喜美　　水野　公之　　山下　銀七
公衆衛生季貝
　源　　三郎　　平井　茂光　　坂本　清志　　藤井起三郎　　分田　文子　　深山　正之

代 議 員 松能喜久次　　三羽　邦定　　永森　　収　　阿部　清一
予 備 代 議 員 小林　全二　　島　　秀雄　　林　　　弘　　坂本　清志

家城　圭一　富山市国民健康保険診査委員

昭和34・35年度
会 長 竹林　正俊
副 会 長 林　　　弘
専 務 理 事 高野秀次郎
理 事 水野　誓夫（学術）　中島　忠一（保険）　藤井起三郎（公衆衛生）　深山　正之（文化厚生）
監 事 菅田　晴山　　山岸　確次

委 員 会

学術・保険委員
　松能　喜一　　水野　誓夫　　中島　忠一　　山﨑　安隆　　島　　秀雄　　杉江　玄己
　坂本　清志　　松浦　　實　　松田　正男　　今村　勝彦　　黒木　正直　　平井　喜美
　分田　文子
公衆衛生・文化厚生委員
　三羽　博久　　藤井起三郎　　深山　正之　　源　　三郎　　島　　信行　　山下　銀七
　宮本　乙男　　宮森　正次　　水野　公之　　永森　尚之　　寺島　祐輔　　細川喜代子
　堀井　富子

代 議 員 栗山　實純　　永森　　収　　阿部　清一　　中島　清則
予 備 代 議 員 深山　正之　　山下　銀七　　坂本　清志　　高野秀次郎

昭和36・37年度
会 長 竹林　正俊
副 会 長 林　　　弘
専 務 理 事 深山　正之
理 事 水野　誓夫（学術）　中島　忠一（保険）　藤井起三郎（公衆衛生）　高野秀次郎（文化厚生）
監 事 菅田　晴山　　山岸　確次

委 員 会

学術・保険委員
　松能　喜一　　水野　誓夫　　中島　忠一　　山﨑　安隆　　島　　秀雄　　杉江　玄己
　坂本　清志　　松浦　　實　　松田　正男　　今村　勝彦　　黒木　正直　　平井　喜美
　分田　文子
公衆衛生・文化厚生委員
　源　　三郎　　藤井起三郎　　高野秀次郎　　三羽　博久　　島　　信行　　山下　銀七
　宮本　乙男　　宮森　正次　　水野　公之　　永森　尚之　　寺島　祐輔　　細川喜代子
　堀井　富子

代 議 員 三羽　邦定　　永森　　収　　阿部　清一　　中島　清則　　水野　誓夫

予 備 代 議 員
島　　信行　　高野秀次郎　　坂本　清志　　山下　銀七　　松能　喜一
国保組合議員
　竹林　正俊　　深山　正之　　和記　憲一　　島　　信行　　坂本　清志
　深山　正之　理事に就任のため後任議員、中島　清則
林　　　弘　富山市国民健康保険組合運営協議会委員
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昭和38・39年度
会 長 深山　正之
副 会 長 中島　清則
専 務 理 事 中島　忠一
理 事 山﨑　安隆（学術）　水野　誓夫（保険）　黒木　正直（公衆衛生）　大島　輝哉（文化厚生）
監 事 菅田　晴山　　家城　圭一

委 員 会
学術・保険委員
　松田　正男（長）　藤井起三郎　　内田　安博　　寺島　祐輔　　金森　安信
公衆衛生・文化厚生委員
　松浦　　實（長）　細川喜代子　　宮森　正次　　島　　秀雄　　水野　公之

代 議 員 永森　　収　　松能　喜一　　坂本　清志　　山﨑　安隆　　岩倉　リイ
松能　喜一　県の理事に転出により水野　誓夫、後任として選任（昭和38年5月7日）

予 備 代 議 員 藤井起三郎　　篠川　之靖　　水野　公之　　杉江　玄己　　分田　文子
昭和38年12月12日　富山地区納税貯蓄組合設立総会　役員は本会の役員があたる
林　　　弘　富山市国民健康保険組合運営協議会委員

昭和40・41年度
会 長 深山　正之
副 会 長 中島　清則
専 務 理 事 中島　忠一
理 事 山﨑　安隆（学術）水野　誓夫（保険）黒木　正直（公衆衛生）大島　輝哉（文化厚生）
監 事 菅田　晴山　　家城　圭一
委 員 会 前年度と同じ
代 議 員 岡田　信次　　青木　康三　　阿部　清一　　坂本　清志　　小林　全二
予 備 代 議 員 田上　　修　　松田　正男　　分田　文子　　水野　公之　　篠川　之靖

林　　　弘　富山市国民健康保険運営協議会委員

昭和42・43年度
会 長 中島　清則
副 会 長 山﨑　安隆
専 務 理 事 永森　尚之
理 事 内田　安博（学術）　大島　輝哉（保険）　宮森　正次（公衆衛生）　松浦　實　（文化厚生）
監 事 竹林　正俊　　深山　正之
委 員 会 <不　詳>

代 議 員 阿部　清一　　竹林　正俊　　田上　　修　　宮本　乙男　　小林　全二
阿部清一県歯会長、竹林正俊県歯副会長に就任のため欠員となり、後任として岡田信次、水野公之選任

予 備 代 議 員 大島　輝哉　　中島　忠一　　佐渡　哲雄　　高橋日出男　　篠川　之靖
大島　輝哉　中島忠一の後任として三羽博久と寺島祐輔を選任
富山市国保組合議員
　三羽　邦定　　羽井　良三　　田上　　修　　篠川　之靖

昭和44・45年度
会 長 中島　清則
副 会 長 山﨑　安隆
専 務 理 事 永森　尚之
理 事 内田　安博（学術）　大島　輝哉（保険）　宮森　正次（公衆衛生）　松浦　實　（文化厚生）
監 事 深山　正之　　竹林　正俊
委 員 会 <不　詳>

代 議 員 水野　公之　　中川　　武　　小林　全二　　田上　　修　　三羽　博久
中川　　武　死亡のため後任として山﨑安隆選任

予 備 代 議 員 寺島　祐輔　　青木　康三　　佐渡　哲雄　　松原清一郎
深山　正之　富山市国民健康保険組合運営協議会委貝
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昭和46・47年度
会 長 山﨑　安隆
副 会 長 中島　忠一
専 務 理 事 内田　安博

理 事 松浦　　實（学術）　水野　公之（社保）　寺島　祐輔（公衆衛生）　松能　二郎（文化厚生）
篠川　之靖（税務）

監 事 深山　正之　　中島　清則
委 員 会 <不　詳>

代 議 員 寺島　祐輔　　佐渡　哲雄　　家城　圭一　　松能　喜一　　源　　三郎　　関　剛三郎
関　剛三郎　死亡のため後任として島　信行選任

予 備 代 議 員 高野秀次郎　　松原　明男　　松原清一郎　　篠川　之靖　　宮本　乙男　　原田　修逸
深山　正之　富山市国民健康保険組合運営協議会委員

昭和48・49年度
会 長 山﨑　安隆
副 会 長 中島　忠一
専 務 理 事 内田　安博

理 事 松浦　　實（学術）　水野　公之（社保）　寺島　祐輔（公衆衛生）　松能　二郎（文化厚生）
篠川　之靖（税務）

監 事 深山　正之　　中島　清則

委 員 会

公衆衛生・文化委員
　岡田　洋昭　　栗山　豊実　　原田　修逸　　家城　佳夫
学術委員
　小倉　孝夫　　金森　安信　　山岸　敏治
社保委員
　北山善之進　　家城　佳夫　　永森　靖夫

代 議 員 家城　圭一　　佐渡　哲雄　　水野　公之　　金森　安信　　島　　秀雄　　寺島　祐輔
予 備 代 議 員 松原清一郎　　松原　明男　　原田　修逸　　岡田　洋昭　　高橋日出男　　高野秀次郎

昭和50・51年度
会 長 黒木　正直
副 会 長 寺島　祐輔
専 務 理 事 松浦　　實

理 事 栗山　豊実（学術）　佐渡　哲雄（社保）　石川　哲夫（公衆衛生）　原田　修逸（文化厚生）
金森　安信（税務）

監 事 山﨑　安隆　　中島　清則

委 員 会

公衆衛生委員
　松原　明男　　高石　　叡
文化厚生委員
　三鍋　厚樹　　坂下　賢孝
学術委員
　小倉　孝夫　　山岸　敏治　　岡田　洋昭
社保委員
　永森　靖夫　　北山善之進　　家城　佳夫
学校歯科衛生
　小林　憲夫　　大城　宣之　　和記　徳郎

代 議 員 家城　圭一　　三羽　博久　　高橋日出男　　杉江　玄己　　竹林　正俊　　阿部　清一
黒木　正直　　杉江玄己の後任に島　秀雄選任

予 備 代 議 員
三崎　譲司　　大浦　重光　　栗山　豊実　　逸見　　玲　　北山善之進　　黒川五一郎
佐渡　哲雄
北山善之進、佐渡哲雄の後任に原田修逸、松原清一郎選任
黒木　正直　富山市国民健康保険組合協議会委員
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昭和52・53年度
会 長 黒木　正直
副 会 長 寺島　祐輔
専 務 理 事 松浦　　實

理 事 栗山　豊実（学術）　佐渡　哲雄（社保）　石川　哲夫（公衆衛生）　原田　修逸（文化厚生）
金森　安信（税務）　松原清一郎（学校歯科衛生）

監 事 中島　清則　　山﨑　安隆
委 員 会 前年度と同じ

代 議 員 阿部　清一　　家城　圭一　　竹林　正俊　　三羽　博久　　黒木　正直　　高橋日出男
篠川　之靖

予 備 代 議 員 黒川五一郎　　三崎　譲司　　原田　修逸　　大浦　重光　　松原清一郎　　金森　安信
黒木　正直　富山市国民健康保険組合運営協議会委員

昭和54・55年度
会 長 黒木　正直
副 会 長 寺島　祐輔
専 務 理 事 松浦　　實

理 事
栗山　豊実（学術）　佐渡　哲雄（社保）　石川　哲夫（公衆衛生）　大野　繁彦（文化厚生）
金森　安信（税務）　松原清一郎（学校歯科衛生）
その後、栗山豊実、佐渡哲雄の後任に柚木邦夫、家城佳夫が就任

監 事 中島　清則　　山﨑　安隆

委 員 会

税務委員
　金森　安信　　篠川　之靖　　三崎　譲司
公衆衛生委員
　石川　哲夫　　松原　明男　　高石　　叡　　森井　徹雄
文化厚生委員
　大野　繁彦　　坂下　賢孝　　河野　吉秀
社保委員
　家城　佳夫　　林　　　勉　　山崎　宣夫　　竹内　哲郎
学術委員
　柚木　邦夫　　岡崎　満雄　　水野　隆俊　　山村　辰雄　　江川　正通
学校歯科衛生委員
　松原清一郎　　大城　宣之　　小林　憲夫　　和記　徳郎　　砂子　満明

代 議 員 黒木　正直　　阿部　清一　　家城　圭一　　三羽　博久　　小林　全二　　逸見　　玲
竹林　正俊

予 備 代 議 員 松浦　　實　　高石　　叡　　三崎　譲司　　大浦　重光　　寺田　周明　　岡崎　満雄
栗山　豊実　　栗山豊実の後任に柚木邦夫就任
黒木　正直　富山市国民健康保険組合運営協議会委員
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昭和56・57年度
会 長 寺島　祐輔
副 会 長 松浦　　實
専 務 理 事 山岸　敏治

理 事 大野　繁彦（文厚）　家城　佳夫（社保）　　柚木　邦夫（学術）　　　松原　明男（公衆衛）
林　　　勉（税務）　永森　靖夫（医療管）　大城　宣之（学校歯衛）

監 事 山﨑　安隆　　黒木　正直

委 員 会

文化厚生委員
　坂下　賢孝　　平井　高明　　米山　俊夫
社保委員
　小倉　孝夫　　山崎　宣夫　　竹内　哲郎　　杉井　芳文
学術委員
　岡崎　満雄　　水野　隆俊　　山村　辰雄　　江川正通　　福島　武人
公衆衛生委員
　高石　　叡　　森井　徹雄　　加藤　高男　　宮本　宣良
税務委員
　三崎　譲司　　河野　吉秀
医療管理委員
　米沢　　徹　　中島　　渉　　坂本　和隆　　石坂　正明
学校歯科衛生委員
　小林　憲夫　　砂子　満明　　和記　徳郎　　狩野　　覚

代 議 員 家城　圭一　　三羽　博久　　山﨑　安隆　　高橋日出男　　小林　全二　　松浦　　實
寺島　祐輔　　高石　叡

予 備 代 議 員 三崎　譲司　　大浦　重光　　柚木　邦夫　　山崎　宣夫　　岡田　洋昭　　中島　　渉
山岸　敏治　　竹内　哲郎
寺島　祐輔　富山市国民健康保険運営協議会委員

昭和58・59年度
会 長 寺島　祐輔
副 会 長 松浦　　實
専 務 理 事 山岸　敏治

理 事 松原　明男（公衆衛）　　林　　　勉（税務）　　家城　佳夫（社保）　柚木　邦夫（学術）
大城　宣之（学校歯科）　大浦　重光（医療管）　山崎　宣夫（文厚）

監 事 山﨑　安隆　　黒木　正直

委 員 会

文化厚生委員
　坂下　賢孝　　平井　高明　　金川　直博　　坂本喜久雄　　大野　　均
社保委員
　小倉　孝夫　　竹内　哲郎　　杉井　芳文　　稲田　次郎　　長沢　　久
学術委員
　福島　武人　　岡崎　満雄　　水野　隆俊　　山村　辰雄　　江川　正通
公衆衛生委員
　森井　徹雄　　高石　　叡　　加藤　高男　　島崎　　聡　　小崎　利章
医療管理
　米沢　　徹　　中島　　渉　　坂本　和隆　　石坂　正明　　山﨑　安仁
学校歯科衛生委員
　小林　憲夫　　砂子　満明　　和記　徳郎　　狩野　　覚
税務委員
　三崎　譲司　　河野　吉秀

代 議 員 田上　　修　　三崎　譲司　　山﨑　安隆　　杉江　玄己　　金森　安信　　寺島　祐輔
松浦　　實　　高石　　叡

予 備 代 議 員 松原清一郎　　福島　武人　　金川　直博　　米沢　　徹　　坂本喜久雄　　森井　徹雄
中島　　渉　　竹内　哲郎
寺島　祐輔　富山市国民健康保険運営協議会委員
松浦　　實　　　　　　　〃
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昭和60年度〜62年度
会 長 松浦　　實
副 会 長 内田　安博
専 務 理 事 山岸　敏治

理 事
大野　繁彦（総務財務）
家城　佳夫（保険）
高石　　叡（学校）

松原　明男（医療管理）
山崎　宣夫（文化厚生）
坂本喜久雄（学術）

林　　　勉（税務）
原田　修逸（公衆衛生）

監 事 黒木　正直　　寺島　祐輔

委 員 会

総務財務委員
　金川　直博　　狩野　　覚
医療管理委員会
　森井　徹雄　　米沢　　徹　　加藤　高男　　杉井　芳文
税務委員会
　坂下　賢孝　　河野　吉秀　　宮本　宣良
保険委員会
　岡崎　満雄　　竹内　哲郎　　石坂　正明　　稲田　次郎
文化厚生委員会
　小林　憲夫　　砂子　満明　　中嶋　　渉　　中道　　勇　　森井　忠晴
公衆衛生委員会
　水野　隆俊　　東　　　忍　　山村　辰雄　　山﨑　安仁　　江川　正通　　飯田　良彦
学校歯科衛生委員会
　長沢　　久　　中島　清之　　小崎　利章
学術委員会
　和記　徳郎　　島　　秀一　　坂本　和隆　　島崎　　聡　　城川　和夫

昭和63年度〜平成２年度
会 長 栗山　豊実
副 会 長 家城　佳夫
専 務 理 事 小倉　孝夫

理 事
大野　繁彦（総務財務）
大城　宣之（保険）
山﨑　安仁（学校歯科）

米沢　　徹（医療管理）
金川　直博（文化厚生）
森井　徹雄（学術）

小林　憲夫（税務・広報）
砂子　満明（公衆衛生）

監 事 寺島　祐輔　　松浦　　實

委 員 会

総務財務委員
　岡崎　満雄　　水野　隆俊
医療管理委員会
　加藤　高男　　東　　　忍　　松能　雄一　　杉井　芳文　　泉　　照雄
税務委員会
　源　　義明　　狩野　　覚　　石坂　正明
保険委員会
　竹内　哲郎　　島　　秀一　　中島　清之
文化厚生委員会
　村山偉知朗　　山田　　耕　　安ヵ川　聡　　水野　知之
公衆衛生委員会
　坂本　和隆　　飯田　良彦　　城川　和夫　　森井　忠晴　　稲田　次郎　　星野　照宗
　小崎　利章
学校歯科衛生委員会
　中嶋　　渉　　大野　　均　　江川　正通
学術委員会
　宮本　宣良　　和記　徳郎　　岡野　秀成　　山村　辰雄　　中道　　勇
広報委員会
　源　　義明　　狩野　　覚　　石坂　正明
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平成３年度〜平成５年度
会 長 栗山　豊実
副 会 長 家城　佳夫
専 務 理 事 金川　直博

理 事
大野　繁彦（総務財務）
山田　　耕（保険）
中嶋　　渉（学校）

米沢　　徹（医療管理）
大城　宣之（文化厚生）
山村　辰雄（学術）

小林　憲夫（税務）
砂子　満明（公衆衛生）
石坂　正明（広報）

監 事 寺島　祐輔　　松浦　　實

委 員 会

総務財務委員
　岡崎　満雄　　水野　隆俊
医療管理委員会
　松能　雄一　　古戸　　充　　丹羽　敏勝　　村山偉知朗　　中島　清之
税務委員会
　竹内　哲郎　　狩野　　覚　　上田　　均
保険委員会
　水越　　弘　　山田　雅敏　　水野　知之
文化厚生委員会
　加藤　高男　　島　　秀一　　杉江　玄嗣　　安ヵ川　聡　　砂田　　賢
公衆衛生委員会
　坂本　和隆　　森井　忠晴　　稲田　次郎　　星野　照宗　　小崎　利章　　山室　孝義
　高島　周二
学校歯科衛生委員会
　江川　正通　　城川　和夫　　澤本　正登
学術委員会
　岡野　秀成　　中道　　勇　　石黒　　真　　飯田　良彦　　吉田　泰彦
広報委員会
　泉　　照雄　　吉田　　徹　　堀　比佐司

平成６年度〜平成８年度
会 長 家城　佳夫
副 会 長 小倉　孝夫
専 務 理 事 水野　隆俊

理 事
小林　憲夫（総務財務）
宮本　宣良（保険）
中嶋　　渉（学校）

砂子　満明（医療管理）
竹内　哲郎（文化厚生）
山村　辰雄（学術）

狩野　　覚（税務）
杉江　玄嗣（公衆衛生）
石坂　正明（広報）

監 事 松浦　　實　　栗山　豊実

委 員 会

総務財務委員
　大浦　重光　　加藤　高男　　永森　　司
医療管理委員会
　丹羽　敏勝　　長沢　　久　　中島　清之　　中村　祐信　　藤川　　晃
税務委員会
　泉　　照雄　　本村　　浩　　堀　比佐司
保険委員会
　島　　秀一　　飯田　良彦　　古戸　　充　　土肥　勝博
文化厚生委員会
　稲田　次郎　　安ヵ川　聡　　水野　知之　　小池　　潤　　杉木　　進　　砂田　　賢
　満岡　潤悟
公衆衛生委員会
　大村由美子　　星野　照宗　　水越　　弘　　高橋　正志　　高島　周二　　松浦　　幹
　大木　淳一　　原田　修成　　長治　豊一
学校歯科衛生委員会
　江川　正通　　城川　和夫　　澤本　正登
学術委員会
　石黒　　真　　片山　克己　　山下　哲哉　　吉田　泰彦　　上田　　均　　片岡　弘一
広報委員会
　島崎　　聡　　小崎　利章　　橋本　正博　　小林　祐之
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平成９年度〜平成11年度
会 長 家城　佳夫
副 会 長 小倉　孝夫
専 務 理 事 水野　隆俊

理 事
小林　憲夫（総務財務）
杉江　玄嗣（保険）
山村　辰雄（学術）
水越　　弘（乳幼児）

中嶋　　渉（医療管理）
竹内　哲郎（文化厚生）
石坂　正明（広報）

狩野　　覚（税務）
宮本　宣良（学校）
砂子　満明（成人）

監 事 松浦　　實　　栗山　豊実

委 員 会

総務財務委員
　大浦　重光　　永森　　司
医療管理委員会
　中島　清之　　澤本　正登　　藤川　　晃　　満岡　潤悟
税務委員会
　石黒　　真　　泉　　照雄　　本村　　浩　　堀　比佐司
保険委員会
　高島　周二　　釣谷　宗義　　砂田　　賢
文化厚生委員会
　稲田　次郎　　安ヵ川　聡　　吉田　泰彦　　水野　知之　　小池　　潤　　稲波　謙良
　大野　和彦
学校歯科衛生委員会
　城川　和夫　　星野　照宗　　吉田　　徹　　高橋　正志
学術委員会
　内田　昌宏　　森井　忠晴　　片山　克己　　山下　哲哉　　上田　　均　　片岡　弘一
　朝倉慎一郎
広報委員会
　島崎　　聡　　小崎　利章　　橋本　正博　　杉木　　進　　小林　祐之
成人歯科委員会
　湯口　正治　　土肥　勝博　　横田　　聡　　長治　豊一
乳幼児歯科委員会
　大木　淳一　　原田　修成　　岡本　英之

平成12年度〜平成14年度
会 長 小倉　孝夫
副 会 長 金川　直博
専 務 理 事 中嶋　　渉

理 事
坂本喜久雄（総務財務）
山田　雅敏（保険）
上田　　均（学術）
水越　　弘（乳幼児）

中島　清之（医療管理）
稲田　次郎（文化厚生）
内田　昌宏（広報）

森井　忠晴（税務）
永森　　司（学校）
狩野　　覚（成人）

監 事 栗山　豊実　　家城　佳夫

委 員 会

総務財務委員
　高石　　叡　　砂田　　賢
医療管理委員会
　藤川　　晃　　満岡　潤悟　　横田　　聡
税務委員会
　荒井　亮雄　　横田　憲明　　本村　　浩　　堀　比佐司
保険委員会
　上滝　俊彦　　山下　哲哉　　釣谷　宗義　　魚津　公美
文化厚生委員会
　吉田　泰彦　　内田　昌治　　小池　　潤　　松浦　　幹　　稲波　謙良　　鈴木　久美
　松宮　弘茂
学校歯科衛生委員会
　中川　典孝　　吉田　真治　　長治　豊一　　吉田　義弘
学術委員会
　石黒　　真　　片山　克己　　片岡　弘一　　斎藤　　彰　　山崎　一人　　朝倉慎一郎
　岡本　英之
広報委員会
　小崎　利章　　高橋　正志　　橋本　正博　　水野　知之
成人歯科委員会
　澤本　正登　　安ヵ川　聡　　湯口　正治　　中沼　邦欣
乳幼児歯科委員会
　椎名　謙司　　大木　淳一　　原田　修成
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平成15年度〜平成17年度
会 長 高石　　叡
副 会 長 小林　憲夫
専 務 理 事 中道　　勇

理 事
山田　雅敏（総務財務）
上滝　俊彦（保険）
上田　　均（学術）
大木　淳一（乳幼児）

永森　　司（医療管理）
吉田　泰彦（文化厚生）
佐渡　忠司（広報）

杉木　　進（税務）
原田　修成（学校）
水越　　弘（成人）

監 事 家城　佳夫　　小倉　孝夫

委 員 会

総務財務委員
　砂子　満明　　水野　隆俊　　宮本　宣良　　小澤真理子　　大野　和彦
医療管理委員会
　中川　典孝　　横田　　聡　　吉田　真治　　吉田　義弘
税務委員会
　堀　比佐司　　水野　二郎　　山岸　聡史
保険委員会
　山下　哲哉　　本村　　浩　　釣谷　宗義　　土肥　勝博
文化厚生委員会
　吉田　　徹　　小池　　潤　　鈴木　久美　　山森　喜子　　島　　博史
学校歯科衛生委員会
　中沼　邦欣　　長治　豊一　　安村　公成
学術委員会
　石黒　　真　　片岡　弘一　　斎藤　　彰　　山崎　一人　　岡本　英之
広報委員会
　杉本　裕史　　高橋　正志　　水野　知之　　湯口　正治　　廣野　善丈　　上田　和孝
成人歯科委員会
　吉田　隆司　　高島　周二　　朝倉慎一郎　　前寺　一紀
乳幼児歯科委員会
　椎名　謙司　　日出嶋康博　　稲波　謙良

平成18年度〜平成19年６月
会 長 高石　　叡
副 会 長 小林　憲夫
専 務 理 事 中道　　勇

理 事
山田　雅敏（総務財務）
上田　　均（学術）
水越　　弘（成人）

永森　　司（医療管理・税務）
吉田　泰彦（文化厚生）
大木　淳一（成人）

杉木　　進（保険）
佐渡　忠司（広報）
原田　修成（乳幼児・学校）

監 事 家城　佳夫　　島　　信博

委 員 会

総務財務委員会
　砂子　満明　　水野　隆俊　　宮本　宣良　　小澤真理子　　大野　和彦
医療管理・税務委員会
　吉田　真治　　横田　　聡　　中川　典孝　　吉田　義弘
保険委員会
　堀　比佐司　　土肥　勝博　　松浦　　幹
学術委員会
　石黒　　真　　片岡　弘一　　齋藤　　彰　　山崎　一人　　岡本　英之　　上田美保子
文化厚生委員会
　小池　　潤　　早川　　徹　　鈴木　久美　　島　　博史　　家城　信良　　石川　　亨
広報委員会
　湯口　正治　　高橋　正志　　杉本　裕史　　廣野　善丈　　上田　和孝　　高沢　尚人
成人歯科保健委員会
　高島　周二　　吉田　隆司　　稲波　謙良　　朝倉慎一郎　　前寺　一紀
乳幼児・学校歯科保健委員会
　長治　豊一　　中沼　邦欣　　安村　公成
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平成19年7月〜平成21年３月
会 長 小林　憲夫
副 会 長 水野　隆俊
専 務 理 事 中道　　勇

理 事
山田　雅敏（総務財務）
上田　　均（学術）
水越　　弘（成人）

永森　　司（医療管理・税務）
吉田　泰彦（文化厚生）
大木　淳一（成人）

杉木　　進（保険）
佐渡　忠司（広報）
原田　修成（乳幼児・学校）

監 事 家城　佳夫　　島　　信博

委 員 会

総務財務委員会
　砂子　満明　　水野　隆俊　　宮本　宣良　　小澤真理子　　大野　和彦
医療管理・税務委員会
　吉田　真治　　横田　　聡　　中川　典孝　　吉田　義弘
保険委員会
　堀　比佐司　　土肥　勝博　　松浦　　幹
学術委員会
　石黒　　真　　片岡　弘一　　齋藤　　彰　　山崎　一人　　岡本　英之　　上田美保子
文化厚生委員会
　小池　　潤　　早川　　徹　　鈴木　久美　　島　　博史　　家城　信良　　石川　　亨
広報委員会
　湯口　正治　　高橋　正志　　杉本　裕史　　廣野　善丈　　上田　和孝　　高沢　尚人
成人歯科保健委員会
　高島　周二　　吉田　隆司　　稲波　謙良　　朝倉慎一郎　　前寺　一紀
乳幼児・学校歯科保健委員会
　長治　豊一　　中沼　邦欣　　安村　公成

平成21年度〜平成23年度
会 長 小林　憲夫
副 会 長 水野　隆俊
専 務 理 事 山田　雅敏

理 事
吉田　泰彦（総務財務）
島　　信博（学術）
水越　　弘（成人）

永森　　司（医療管理）
石川　　亨（文化厚生）
稲波　謙良（成人）

安村　公成（保険）
佐渡　忠司（広報）
原田　修成（乳幼児・学校）

監 事 家城　佳夫　　宮本　宣良

委 員 会

総務財務委員会
　砂子　満明　　中嶋　　渉　　森井　忠晴　　高橋　正志　　魚津　公美
医療管理委員会
　中川　典孝　　廣野　善丈　　吉田　義弘　　井波　和孝
保険委員会
　堀　比佐司　　松浦　　幹　　山岸　聡史
学術委員会
　中島　清之　　釣谷　宗義　　岡本　英之　　上田　和孝　　饗場　広和
文化厚生委員会
　小池　　潤　　橋本　正博　　早川　　徹　　林　　恒人　　鈴木　久美　　家城　信良
広報委員会
　高沢　尚人　　杉本　裕史　　湯口　正治　　福田　　敬　　小林　岳志
成人歯科保健委員会
　吉田　隆司　　高島　周二　　片岡　弘一　　山崎　一人　　朝倉慎一郎　　前寺　一紀
乳幼児・学校歯科保健委員会
　島　　博史　　中沼　邦欣　　長治　豊一
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平成23年４月〜平成25年６月
会 長 小林　憲夫
副 会 長 水野　隆俊
専 務 理 事 山田　雅敏

理 事
吉田　泰彦（総務財務）
釣谷　宗義（学術）
水越　　弘（成人）

永森　　司（医療管理）
石川　　亨（文化厚生）
稲波　謙良（成人）

安村　公成（保険）
高橋　正志（広報）
原田　修成（乳幼児・学校）

監 事 家城　佳夫　　宮本　宣良

委 員 会

総務財務委員会
　砂子　満明　　森井　忠晴　　中島　清之　　山田　　耕　　島　　博史
医療管理委員会
　吉田　義弘　　中川　典孝　　廣野　善丈　　井波　和孝
保険委員会
　堀　比佐司　　松浦　　幹　　水野　二郎
学術委員会
　岡本　英之　　上田　和孝　　饗場　広和　　澤田　敏晴　　萩中　仁徳
文化厚生委員会
　早川　　徹　　橋本　正博　　林　　恒人　　鈴木　久美　　家城　信良　　藤田洋一郎
広報委員会
　湯口　正治　　佐渡　忠司　　高沢　尚人　　杉本　裕史　　福田　　敬　　小林　岳志
成人歯科保健委員会
　高島　周二　　吉田　隆司　　片岡　弘一　　山崎　一人　　朝倉慎一郎　　前寺　一紀
乳幼児・学校歯科保健委員会
　長治　豊一　　中沼　邦欣　　山森　喜子

平成25年７月〜平成27年６月
会 長 宮本　宣良
副 会 長 永森　　司
専 務 理 事 吉田　泰彦

理 事
原田　修成（総務財務）
釣谷　宗義（学術）
安村　公成（成人）

中川　典孝（医療管理）
石川　　亨（文化厚生）
稲波　謙良（成人）

長治　豊一（保険）
高橋　正志（広報）
中沼　邦欣（乳幼児・学校）

監 事 小林　憲夫　　山田　雅敏

委 員 会

総務財務委員会
　砂子　満明　　森井　忠晴　　中島　清之　　山田　　耕　　山森　喜子
医療管理委員会
　吉田　義弘　　廣野　善丈　　井波　和孝　　吉田　尚史
保険委員会
　堀　比佐司　　松浦　　幹　　谷井　賀一
学術委員会
　岡本　英之　　佐渡　忠司　　上田　和孝　　饗場　広和　　萩中　仁徳
文化厚生委員会
　橋本　正博　　林　　恒人　　澤本　正悟　　家城　信良　　藤田洋一郎
広報委員会
　小林　岳志　　土肥　勝博　　山田　秀樹　　福田　　敬　　永森　太一　　山崎佐保里
成人歯科保健委員会
　朝倉慎一郎　　前寺　一紀　　山岸　聡史　　鈴木　　寧　　髙田　　晋　　岡崎　泰尋
乳幼児・学校歯科保健委員会
　島　　博史　　横田　　聡　　岡崎　考亮
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平成27年７月〜平成29年６月
会 長 宮本　宣良
副 会 長 永森　　司
専 務 理 事 吉田　泰彦

理 事
原田　修成（総務財務）
釣谷　宗義（学術）
安村　公成（成人）

中川　典孝（医療管理）
石川　　亨（文化厚生）
稲波　謙良（成人）

長治　豊一（保険）
高橋　正志（広報）
中沼　邦欣（乳幼児・学校）

監 事 小林　憲夫　　水野　隆俊

委 員 会

総務財務委員会
　森井　忠晴　　山田　　耕　　中島　清之　　泉　　照雄　　齋藤　　彰
医療管理委員会
　吉田　義弘　　廣野　善丈　　井波　和孝　　吉田　尚史　　島　　一聡
保険委員会
　堀　比佐司　　松浦　　幹　　谷井　賀一
学術委員会
　岡本　英之　　佐渡　忠司　　饗場　広和　　萩中　仁徳　　水野　貴之
文化厚生委員会
　橋本　正博　　林　　恒人　　澤本　正悟　　家城　信良　　藤田洋一郎
広報委員会
　小林　岳志　　土肥　勝博　　福田　　敬　　永森　太一　　山崎佐保里　　宮本　　暦
成人歯科保健委員会
　朝倉慎一郎　　前寺　一紀　　山岸　聡史　　鈴木　　寧　　岡崎　泰尋　　菅田　吉昭
　寺嶌　伸佳
乳幼児・学校歯科保健委員会
　島　　博史　　横田　　聡　　岡崎　考亮

平成29年７月〜令和元年６月
会 長 中道　　勇
副 会 長 島　　信博
専 務 理 事 山崎　一人 高橋　正志（平成30年2月より兼務）

理 事
高橋　正志（総務財務）
岡本　英之（学術）
片岡　弘一（成人）

大木　淳一（医療管理）
堀　比佐司（乳幼児学校）
上田美保子（文化厚生）

長治　豊一（保険）
朝倉慎一郎（成人）
飯田　良彦（広報）

監 事 家城　佳夫　　宮本　宣良

委 員 会

総務財務委員会
　湯口　正治　　大野　和彦　　小林　岳志　　吉田　尚史　　山崎佐保里
医療管理委員会
　吉田　義弘　　山岸　聡史　　井波　和孝　　新木　敏之　　島　　一聡
保険委員会
　松浦　　幹　　谷井　賀一　　栗山　智有
学術委員会
　饗場　広和　　佐渡　忠司　　萩中　仁徳　　大家　研二　　水野　貴之
乳幼児学校歯科保健委員会
　島　　博史　　山田　秀樹　　本多　寛行
成人歯科保健委員会
　前寺　一紀　　菅田　吉昭　　鈴木　　寧　　寺嶌　伸佳　　岡崎　泰尋　　岡田　信昭
　鈴木美輝子
文化厚生委員会
　橋本　正博　　林　　恒人　　澤本　正悟　　藤田洋一郎　　鈴木　久美
広報委員会
　土肥　勝博　　福田　　敬　　髙田　　晋　　宮本　　暦　　永森　太一　　今村　知代
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令和元年７月〜令和３年６月
会 長 中道　　勇
副 会 長 島　　信博
専 務 理 事 高橋　正志

理 事
小林　岳志（総務財務）
岡本　英之（学術）
片岡　弘一（成人）
福田　　敬（IT）

大木　淳一（医療管理）
堀　比佐司（乳幼児学校）
上田美保子（文化厚生）

長治　豊一（保険）
朝倉慎一郎（成人）
飯田　良彦（広報）

監 事 吉田　泰彦　　杉木　　進

委 員 会

総務財務委員会
　吉田　尚史　　大野　和彦　　山崎佐保里　　魚津　公美
医療管理委員会
　吉田　義弘　　井波　和孝　　新木　敏之　　島　　一聡　　日出嶋康博
保険委員会
　松浦　　幹　　栗山　智有　　山岸　聡史
学術委員会
　饗場　広和　　佐渡　忠司　　萩中　仁徳　　大家　研二　　水野　貴之
乳幼児学校歯科保健委員会
　島　　博史　　山田　秀樹　　本多　寛行
成人歯科保健委員会
　前寺　一紀　　菅田　吉昭　　鈴木　　寧　　寺嶌　伸佳　　岡田　信昭　　鈴木美輝子
　岡崎　泰尋
文化厚生委員会
　橋本　正博　　林　　恒人　　澤本　正悟　　藤田洋一郎　　鈴木　久美
広報委員会
　永森　太一　　宮本　　暦　　髙田　　晋　　今村　知代　　片山　克己
IT委員会
　竹本慶一郎　　杉本　裕史
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　⑴ 富山県における歯科保健　

1　歯科保健の幕開け
　公衆衛生分野における歯科衛生活動は、昭和22年保健所法の改正で保健所業務に「歯科衛生に

関する事項」が加えられ、翌23年、富山保健所に歯科医師が配置されたことにより、富山県の保

健所における歯科保健開けとなった。

　当時は、所内において母子クリニックに訪れた人を対象に、歯科相談やアマルガムによる初期

う蝕充塡処置が行われ、所外では歯科医師と保健婦が、風呂敷に紙芝居、幻灯機、検診道具を包み、

徒歩で市内の小学校を巡回し、児童のう蝕予防を目的として検診や衛生教育が行われた。

　また、第一大臼歯（6歳臼歯）の綿球法によるフッ化物塗布が行われていたということである。

　その頃の実績は、健康相談3,178件、集団検診2,353件、患者治療8,612件となっている。（昭和24

年度実績）

　昭和37年度はへき地歯科巡回診療事業をうけて、県は歯科診療車「しんじゅ号」を導入して県

下各保健所管内を巡回させ、泊まりがけの診療で、診療施設のない地域の住民に大変喜ばれた。

2　歯科保健の躍進期
　昭和46年に北陸3県のトップをきって、富山保健所において、幼児のイオン導入法によるフッ化

物塗布が実施され、併せて乳歯う蝕の治療に大忙しの時期でもあった。

　翌年からは本格的に乳歯のフッ化物塗布が大沢野町、大山町へも拡大し集団の場で行い、この

予防効果について富山県公衆衛生学会で発表され、脚光を浴びた。

　昭和48年には、高岡保健所でも口腔衛生事業が開始された。この頃から新規に妊婦歯科検診事

業を展開するとともに、「母と子の歯科衛生ノート」第1号が富山保健所で発行され、各市町村の

妊婦・母親教室で活用することにより妊婦期からの歯科衛生の重要性が訴えられた。

　昭和52年、口腔衛生事業の主管課が医務課から公衆衛生課に移管され、昭和54年には、「乳幼児

妊産婦口腔衛生実施要項」が作成され、これに基づき県下全保健所で、口腔衛生事業が展開され

ることとなった。同時に黒部、福野保健所でも、乳歯のフッ化物塗布が開始され、計4保健所でフ

ッ化物塗布が行われるようになった。

富山市の歯科保健概要
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3　歯科保健の充実期
　福野保健所の利賀村での取り組みや、小杉保健所での2歳児歯科検診の導入、上市保健所のむし

歯予防教室の開催などを始めとし、各保健所では、地域の歯科医師や歯科衛生士と連携を取りな

がら、3歳児の歯科検診時の歯科保健指導や保育所の歯みがき指導など、地域に応じた事業がそれ

ぞれ展開されている。

　これらの努力により、乳児う蝕は減少傾向にあり3歳児の歯科検診においては、昭和41年に

98.5%だったう蝕り患率が、昭和62年度には62.5%に減少している。

　昭和63年には、富山保健所で関係機関と協力し「わんぱくちびっこよい歯のつどい」が開催され、

管内保育所等の園児約2,000人にむし歯予防の普及・啓蒙が行われた。

　また同年県内で初めて成人歯科保健調査が実施され、成人の歯科保健対策の第一歩となった。

「保健所法50周年記念誌」（富山県）より

富山市と関わる歯科保健事業

・昭和28年6月6日 富山市学校歯科医会設立

・昭和37年 3歳児の健診事業の開始

・昭和54年 1歳6か月児の健診事業の開始

・平成元年 寝たきり老人訪問診療の開始

・平成8年4月1日 富山市保健所の設置

 （富山市が中核市に移行）

 富山市との連絡協議会開催の開始

・平成8年5月 新40歳の歯科健診の開始

・平成10年5月 妊婦歯科健診の開始

・平成12年4月 介護保険制度の開始

 富山市歯科医師会より5名の介護認定審査委員

 虚弱老人の訪問歯科保健事業の開始

・平成17年4月 新50・60・70歳の歯科健診の開始

・平成30年4月 歯周疾患検診に口腔がん検診が加わる

・令和2年10月 口腔機能向上プログラムの開始
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　⑵ 最近の富山市歯科保健事業　

◎母子保健
１）● 1歳6か月児健康診査事業
　　　ア　事業目的
　　　　　 幼児期における心身障害などの早期発見、乳歯のう歯予防および幼児の生活習慣の形成を              

はかる。
　　　イ　根拠法令
　　　　　母子保健法第12条
　　　ウ　事業実績

　　● 歯科診察状況 

区　分

年　度

受 診

者 数
（人）

生 歯

総 数
（本）

1 人
あたり
生歯数
（本）

う歯の型別人数（人） う
歯
罹
患
率

う
歯
総
数

う

歯

数
）

（
1
人
あ
た
り

者

の

数

処
置
し
た

歯 の 異 常 の
異
常
者

軟

組

織

歯の汚
れなし

歯の汚
れあり う 歯 が あ る 開

　
　
咬

反
対
咬
合

そ
の
他O1 O2 A B C

昭和63年度 3,065 45,197 14.7 2,471 448 127 12 7 4.8 406 0.13 6 ― 60 9 19
平成元年度 2,933 42,986 14.7 2,515 295 117 4 2 4.2 313 0.11 ― ― 60 5 9
平成２年度 2,982 43,587 14.6 2,551 289 110 19 13 4.8 382 0.13 ― ― 143 89 25
平成３年度 2,920 42,486 14.6 2,436 339 126 14 5 5.0 421 0.14 27 27 139 80 9
平成４年度 2,907 42,503 14.6 2,197 571 127 12 6 5.0 420 0.14 15 32 123 106 37
平成５年度 2,940 42,512 14.5 2,204 575 151 7 3 5.5 453 0.15 15 20 103 60 22
平成６年度 2,868 41,355 14.4 2,110 615 122 15 6 5.0 423 0.15 20 30 119 62 21
平成７年度 2,845 41,067 14.4 2,167 558 89 19 12 4.2 377 0.13 20 12 108 48 14
平成８年度 2,973 42,882 14.4 2,180 659 92 9 33 4.5
平成９年度 2,938 42,452 14.4 1,429 1,415 81 6 7 3.2
平成10年度 2,966 43,401 14.6 1,095 1,762 88 11 10 3.7
平成11年度 3,021 43,898 14.5 1,064 1,852 89 11 5 3.5
平成12年度 2,836 41,388 14.6 1,242 1,523 60 6 5 2.5
平成13年度 2,950 43,058 14.6 1,339 1,527 68 8 8 2.8
平成14年度 2,977 43,558 14.6 1,287 1,592 83 12 3 3.3
平成15年度 2,935 42,577 14.5 1,019 1,853 53 9 1 2.1
平成16年度 2,816 40,958 14.5 1,125 1,642 40 9 0 1.7
平成17年度 3,689 53,122 14.4 1499 2,092 87 9 2 2.66
平成18年度 3,564 51,593 14.5 1,738 1,725 85 12 4 2.83
平成19年度 3,543 51,137 14.4 1,957 1,485 86 14 1 2.85
平成20年度 3,461 49,783 14.4 2,167 1,206 77 7 4 2.54
平成21年度 3,516 50,723 14.4 2,259 1,177 67 10 3 2.28
平成22年度 3,469 49,784 14.4 2,359 1,048 57 4 1 1.79
平成23年度 3,463 49,814 14.4 2,448 948 54 11 2 1.93
平成24年度 3,290 47,152 14.3 2,396 830 61 3 0 1.95
平成25年度 3,320 47,779 14.4 2,589 665 56 9 1 1.99
平成26年度 3,238 46,398 14.3 2,697 496 39 4 2 1.39
平成27年度 3,143 44,885 14.3 2,641 459 40 2 1 1.37
平成28年度 3,219 46,320 14.4 2,679 506 33 1 0 1.06
平成29年度 3,194 45,342 14.2 2,729 444 17 4 0 0.66
平成30年度 3,084 44,148 14.3 2,673 389 20 2 0 0.71
令和元年度 2,985 42,520 14.2 2,556 406 21 0 2 0.77
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２）● 3歳児歯科健診
　　　ア　事業目的
　　　　　 幼児期において、身体発育及び精神発達の面からも重要な時期である三歳児に対し、内科

及び歯科、眼科、耳鼻咽喉科を含めた総合的な健康診査を実施して、その結果に基づき、
必要な指導及び措置を行い、児の健全育成を図る。

　　　イ　根拠法令
　　　　　母子保健法第12条
　　　ウ　事業実績

区　分

年　度

受診者数

（人）

（A）

む　　し　　歯　　の　　あ　　る　　者　　の　　数 むし歯り患率

（％）

（B/A）
総　数（B） A　　型 B　　型

C　　型

C1 C2

平成４年度 2,912 1,702 908 657 137 58.4

平成５年度 2,871 1,815 920 711 184 63.2

平成６年度 2,745 1,465 794 548 123 53.4

平成７年度 2,809 1,392 896 413 83 49.6

平成８年度 2,701 1,288 777 445 66 47.7

平成９年度 2,646 1,324 752 477 95 50.0

平成10年度 2,700 1,182 713 406 63 43.8

平成11年度 2,703 1,191 727 401 63 44.1

平成12年度 2,724 1,100 688 345 67 40.4

平成13年度 2,759 1,107 707 354 46 40.1

平成14年度 2,641 1,073 702 319 52 40.6

平成15年度 2,714 928 594 281 53 34.2

平成16年度 2,761 980 647 282 51 35.5

平成17年度 3,706 1,216 804 342 11 59 32.8

平成18年度 3,578 1,144 734 343 5 62 32.0

平成19年度 3,613 1,251 822 370 8 51 34.6

平成20年度 3,469 973 634 297 3 39 28.0

平成21年度 3,401 892 598 250 3 41 26.2

平成22年度 3,436 903 604 252 3 44 26.3

平成23年度 3,488 878 586 243 6 43 25.2

平成24年度 3,355 787 537 209 7 34 23.5

平成25年度 3,377 703 492 187 7 17 20.8

平成26年度 3,273 661 466 176 2 17 20.2

平成27年度 3,211 628 441 169 4 14 19.6

平成28年度 3,167 511 369 123 2 17 16.1

平成29年度 3,078 476 356 108 12 15.5

平成30年度 3,145 489 362 114 13 15.5

令和元年度 3,148 392 300 84 8 12.5
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◎老人保健
１）● 新40・50・60・70歳の総合健康診査事業
　　　ア　事業目的
　　　　　 新40・50・60・70歳の人を対象に総合健康診査を実施することにより、生活習慣病の早期

発見
　　　　　・早期治療・さらに健康習慣づくりの定着化を図る。
　　　イ　根拠法令
　　　　　老人保健法
　　　ウ　事業実績

（ア）新40歳の総合健康診査事業
区　分

年　度
対象者数 受診者数 受診率 男性 女性

総合判定 要精検の内訳
異常なし 要指導 要精検 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

平成８年度 1,443 100 6.9 9 91 28 7 65 36 28 38 17 0
平成９年度 1,338 115 8.6 10 105 23 30 62 51 50 46 6 4
平成10年度 1,492 160 10.7 18 142 45 43 72 36 44 40 3 6
平成11年度 1,384 198 14.3 20 178 34 51 113 51 64 66 11 6
平成12年度 1,238 207 16.7 26 181 22 23 162 74 78 83 14 4
平成13年度 1,423 215 15.1 18 197 28 15 172 72 84 104 2 3
平成14年度 1,635 188 11.5 28 160 28 11 149 75 66 97 11 5
平成15年度 1,736 224 12.9 23 201 36 10 178 88 76 83 7 4
平成16年度 1,819 199 10.9 24 175 30 2 167 84 70 89 5 2
平成17年度 2,315 182 7.9 25 157 22 13 147 49 79 90 9 5
平成18年度 2,165 235 10.9 31 204 46 23 166 72 91 114 4 5
平成19年度 2,377 225 9.5 16 209 14 28 183 67 77 97 13 26
平成20年度 2,520 77 3.1 9 68 6 7 64 30 28 34 4 21
平成21年度 2,500 95 3.8 7 88 4 10 81 34 34 41 4 26
平成22年度 2,571 71 2.8 9 62 2 8 61 21 36 37 2 12
平成23年度 2,762 84 3.0 8 76 7 3 74 29 34 40 4 22
平成24年度 2,858 69 2.4 4 65 2 2 65 27 29 21 2 24
平成25年度 2,787 62 2.2 5 57 7 4 51 25 21 28 3 18
平成26年度 2,620 53 2.0 8 45 4 2 47 18 20 23 4 15
平成27年度 2,409 66 2.7 5 61 6 3 57 27 21 26 1 15
平成28年度 2,238 48 2.1 6 42 5 5 38 23 16 22 1 17
平成29年度 2,034 55 2.7 6 49 3 11 41 33 27 22 4 11
平成30年度 1,995 64 3.2 6 58 5 12 47 ― 29 28 1 13
令和元年度 1,761 72 4.1 4 68 7 11 54 ― 34 28 2 23

Ａ：歯石除去　　Ｂ：歯周治療　　Ｃ：齲蝕治療　　Ｄ：補綴処置　　Ｅ：その他
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（イ）新50歳の総合健康診査事業
区　分

年　度
対象者数 受診者数 受診率 男性 女性

総合判定 要精検の内訳
異常なし 要指導 要精検 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

平成17年度 2,170 197 9.1 30 167 14 12 171 47 104 103 18 15
平成18年度 1,844 164 8.9 19 145 14 16 134 42 82 73 7 2
平成19年度 1,705 144 8.4 25 119 9 9 126 39 66 75 18 17
平成20年度 1,887 50 2.6 6 44 3 2 45 16 24 20 6 13
平成21年度 1,801 70 3.9 12 58 5 1 64 25 31 24 8 20
平成22年度 1,828 68 3.7 8 60 2 4 62 25 32 39 7 18
平成23年度 1,826 60 3.3 5 55 4 3 53 17 26 26 6 20
平成24年度 1,896 74 3.9 5 69 8 5 61 21 34 30 6 25
平成25年度 1,874 91 4.9 4 87 5 6 80 34 41 47 3 28
平成26年度 2,057 73 3.5 8 65 6 1 66 24 36 23 4 20
平成27年度 1,862 66 3.5 7 59 3 5 58 25 25 25 8 18
平成28年度 1,770 70 4.0 10 60 6 2 62 34 39 26 4 25
平成29年度 2,032 79 3.9 6 73 8 8 63 52 45 31 9 20
平成30年度 2,041 103 5.0 7 96 7 25 71 ― 53 28 5 22
令和元年度 1,959 97 5.0 11 86 8 13 76 ― 55 37 4 17

Ａ：歯石除去　　Ｂ：歯周治療　　Ｃ：齲蝕治療　　Ｄ：補綴処置　　Ｅ：その他

（ウ）新60歳の総合健康診査事業
区　分

年　度
対象者数 受診者数 受診率 男性 女性

総合判定 要精検の内訳
異常なし 要指導 要精検 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

平成17年度 2,210 211 9.5 39 172 14 3 194 39 141 104 33 10
平成18年度 3,246 247 7.6 38 209 19 14 214 48 151 106 28 4
平成19年度 3,790 301 7.9 40 261 25 16 260 52 194 137 47 28
平成20年度 3,884 311 8.0 37 274 14 11 286 63 192 137 48 111
平成21年度 3,827 288 7.5 44 244 18 18 252 68 158 125 44 87
平成22年度 3,202 238 7.4 29 209 8 14 216 63 135 105 34 50
平成23年度 2,789 206 7.4 36 170 9 4 193 47 120 105 32 69
平成24年度 2,756 193 7.0 34 159 13 7 173 41 120 87 39 58
平成25年度 2,536 59 2.3 7 52 8 3 48 18 28 27 6 15
平成26年度 2,317 70 3.0 9 61 2 6 62 26 30 25 10 20
平成27年度 2,219 59 2.7 8 51 7 1 51 16 31 23 16 6
平成28年度 2,013 50 2.5 5 45 1 3 46 26 31 21 4 20
平成29年度 1,847 69 3.7 18 51 6 11 52 41 37 23 12 17
平成30年度 1,957 102 5.2 17 85 9 20 73 ― 53 36 11 18
令和元年度 1,744 95 5.4 12 83 8 26 61 ― 47 28 5 10

Ａ：歯石除去　　Ｂ：歯周治療　　Ｃ：齲蝕治療　　Ｄ：補綴処置　　Ｅ：その他
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（エ）新70歳の総合健康診査事業
区　分

年　度
対象者数 受診者数 受診率 男性 女性

総合判定 要精検の内訳
異常なし 要指導 要精検 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

平成17年度 4847 420 8.7 158 262 22 29 369 60 301 198 80 19
平成18年度 4220 390 9.2 137 253 32 27 331 62 250 187 56 21
平成19年度 4659 370 7.9 111 259 27 23 320 55 239 169 90 34
平成20年度 3716 317 8.5 109 208 23 16 278 42 212 131 62 104
平成21年度 4242 310 7.3 111 199 14 19 277 51 195 140 59 95
平成22年度 4749 386 8.1 136 250 18 21 347 88 249 171 79 75
平成23年度 5459 420 7.7 155 265 22 14 384 63 276 180 96 151
平成24年度 4986 343 6.9 106 237 17 17 309 67 212 147 54 111
平成25年度 5216 114 2.2 38 76 2 5 107 24 69 53 15 45
平成26年度 4856 143 2.9 42 101 14 6 123 27 82 57 15 45
平成27年度 3471 115 3.3 35 80 5 6 104 18 75 49 17 31
平成28年度 5247 133 2.5 32 101 7 11 115 63 78 49 17 36
平成29年度 6594 185 2.8 54 131 15 20 150 105 122 65 31 29
平成30年度 6211 238 3.8 70 168 22 23 193 ― 162 91 50 28
令和元年度 5747 230 4.0 71 159 22 32 176 ― 147 75 26 19

Ａ：歯石除去　　Ｂ：歯周治療　　Ｃ：齲蝕治療　　Ｄ：補綴処置　　Ｅ：その他

※平成30年度から、歯周疾患検診にあわせて口腔がん検診を実施。

口腔がん検診判定区分
（単位：人）

区　分年　度 異常なし（％） 要経過観察（％） 要精密検査（％）

平成30年度 505（99.6） 2（0.4） 0（0.0）

令和元年度 493（99.8） 1（0.2） 0（0.0）
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２）● 訪問口腔・歯科診療事業
　　　ア　事業目的
　　　　　 在宅寝たきり者で歯科治療に通院出来ない人に対して、歯科医による訪問診療を、又歯科

衛生士の訪問口腔指導を実施し、寝たきり者の口腔衛生の保持向上と健康増進を図る。
　　　イ　根拠法令
　　　　　在宅寝たきり者歯科診療事業実施要綱
　　　　　老人保健法
　　　ウ　事業実績
　　　　　（平成元年10月から平成10年度まで実施）

（ア）　訪問歯科診療実施状況
　①　診療状況

区　　分 初 診 人 数 （人） 延 人 数（人） 1人 あ た り 診 療
回　　　　数（回）

受 付 後 治 療
不　可　人　数（人）

平成元年度 52 137 2.6 3

平成２年度 35 169 4.8 2

平成３年度 39 164 4.2 2

平成４年度 47 120 2.6 3

平成５年度 53 163 3.1 4

平成６年度 73 241 3.3 4

平成７年度 67 209 3.1 2

平成８年度 95 326 3.4 4

平成９年度 102 312 3.1 4

平成10年度 115 390 3.4 10

　②　年代別状況

区　　分 65 〜 69歳（人） 70 〜 79歳（人） 80 〜 89歳（人） 90歳以上（人） 計

平成元年度 8 28 14 2 52

平成２年度 6 10 16 3 35

平成３年度 6 12 17 4 39

平成４年度 7 19 17 4 47

平成５年度 9 23 20 1 53

平成６年度 6 26 33 8 73

平成７年度 9 27 27 4 67
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　③　治療前の歯の状況

区　　分 総 義 歯 義歯と歯
生　　　　　歯　　　　　の　　　　　み

合　　計
0　　本 1 〜 5本 6 〜 9本 10本以上 計

平成元年度 24人 15人 1人 1人 2人 9人 13人 52人

平成２年度 11　 15　 0　 3　 1　 5　 9　 35　

平成３年度 16　 15　 0　 0　 2　 6　 8　 39　

平成４年度 19　 22　 1　 1　 1　 3　 6　 47　

平成５年度 24　 18　 0　 1　 3　 7　 11　 53　

平成６年度 37　 24　 0　 1　 3　 8　 12　 73　

平成７年度 41　 17　 0　 1　 1　 7　 9　 67　

　④　歯科診療希望理由

区　　分 虫 　 歯 歯　肉　炎
義歯が合わ
な　　　い

よく噛め
ない

義 歯 作 成 そ　の　他 計

平成２年度 2人 5人 18人 7人 2人 1人 35人

平成３年度 6　 1　 21　 5　 0　 6　 39　

平成４年度 0　 1　 28　 7　 5　 6　 47　

平成５年度 4　 5　 24　 11　 2　 7　 53　

平成６年度 6　 2　 50　 6　 4　 5　 73　

平成７年度 4　 4　 37　 8　 9　 5　 67　

　⑤　治療の内訳

区　　分 義歯調整 義歯修理
義　　歯
リベース

義歯新調 外科処理 歯周処置 保存充填 そ の 他 計

平成２年度 8人 5人 8人 5人 5人 3人 1人 0　 35人

平成３年度 8　 4　 7　 5　 4　 2　 7　 2人 39　

平成４年度 7　 3　 15　  13　  3　 0　 3　 3　 47　

平成５年度 7　 4　 11　  22　  2　 3　 4　 0　 53　

平成６年度 11　 4　 8　 40　 2　 3　 5　 0　 73　

平成７年度 8　 6　 9　 32　 2　 7　 3　 0　 67　

（イ）　訪問口腔指導

　A　訪問実施状況

平成8年度 平成9年度 平成10年度

実　人　数 70人 89人 132人

延　人　数 80人 105人 149人

Ｂ　指導の内容（平成10年度）
・残存歯のブラッシング指導 97
・義歯の清掃 54
・食後の含嗽 33
・口腔内清拭 32
・口腔機能訓練 31
・その他 8
　計 255
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３）● 訪問歯科保健事業
　　　ア　事業目的
　　　　　 閉じこもりがち、活動性が低い傾向のある虚弱高齢者等に対して訪問し、きめ細かく対応

することで、口腔疾患や呼吸器感染を予防し、健康寿命の延伸を図る。
　　　イ　法令根拠
　　　　　老人保健法
　　　ウ　事業実績

（ア）訪問歯科保健事業実施状況

区　分

年　度

歯科健診実人数
（延人数）

歯科医師 保健師
栄養士・

介護食ボランティア
歯科衛生士 理学療法士

平成12年度 61（64） 64 129 23 33 9

平成13年度 42（42） 42 76 5 19 0

平成14年度 23（24） 24 94 2 26 2

平成15年度 17（17） 17 67 2 17 1

（イ）歯科健診　総合判定の内訳� （平成14年度）

区　分 総　数 異常なし 要指導 要治療

延　数 24  3 2 19

率 100.0 12.5 8 .3 79 .2

（ウ）歯科衛生士　指導内容（26人に実施）� （平成14年度）

区　分 総　　　数 歯 垢 清 掃 義歯の取扱い 食 後 の 含 嗽 そ　の　他

延件数 69 24 14 16 15

（ウ）歯科衛生士　指導内容（17人に実施）� （平成15年度）

区　分 総　　　数 歯 垢 清 掃 義歯の取扱い 食 後 の 含 嗽 そ　の　他

延件数 47 16 11 10 10

（エ）栄養士・介護食ボランティア　指導内容（2人に実施）� （平成14年度）

区　分 総　　　数 減　塩　食 バランス食 高脂血症食 そ　の　他

延件数 6 2 2 1 1

（エ）栄養士・介護食ボランティア　指導内容（2人に実施）� （平成15年度）

区　分 総　　　数 減　塩　食 バランス食

延件数 2 1 1

（イ）　歯科健診　総合判定の内訳� （平成15年度）

区　分 総　数 異常なし 要指導 要治療

延　数 17  1 7 9

率 100.0 5 .9 41 .2 52 .9
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◎予防対策
 口腔衛生予防対策事業

　　　ア　事業目的
　　　　　 妊婦の歯科健康診査、乳幼児むし歯予防のためのむし歯予防教室、フッ化物塗布を実施して

母と子の歯の健康増進を図る。
　　　イ　根拠法令
　　　　　地域保健法
　　　ウ　事業実績

（ア）フッ化物塗布
　　乳幼児の保護者に対して歯の健康教育、幼児に対してフッ化物塗布を行い、乳歯をむし歯から守る。

区　分

年　度

よ い 歯 づ く り 講 座 フ　　ッ　　化　　物　　塗　　布

実 施 回 数 受 講 者 数 実 施 回 数 受診者延数

平成５年度 12回 164人 41回 1,041人

平成６年度 12 186 42 1,066

平成７年度 12 110 41 895

平成８年度 12 449 36 1,334

平成９年度 12 509 36 1,700

平成10年度 12 498 37 2,175

平成11年度 12 516 37 2,285

平成12年度 12 442 37 2,190

平成13年度 12 447 37 2,195

平成14年度 12 500 37 2,141

平成15年度 12 520 38 2,293

平成16年度 12 511 38 2,226

平成17年度 43 917 55 2,625

平成18年度 41 810 54 2,549

平成19年度 43 822 55 2,610

平成20年度 40 637 52 2,309

平成21年度 40 692 52 2,168

平成22年度 40 762 52 2,279

平成23年度 40 680 51 2,223

平成24年度 40 655 52 2,083

平成25年度 43 584 52 1,944

平成26年度 47 597 52 1,859

平成27年度 48 579 52 1,784

平成28年度 44 515 49 1,775

平成29年度 45 507 49 1,613

平成30年度 45 517 49 1,601

令和元年度 43 464 43 1,508

平成7年度迄は、大沢野町フッ化物塗布含む。
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（イ）むし歯予防フォローアップ
　　1歳6か月児健診受診児の中からむし歯になりやすい児を対象としてむし歯予防教室を行う。

区　分

年　度
対　象　児 実 施 回 数 受診者実人数 受診者延数 フッ化物塗布

平成10年度 930 7 189 193 111

平成11年度 800 8 160 163 71

平成12年度 800 8 194 195 114

平成13年度 800 8 204 204 115

平成14年度 800 8 230 230 148

平成15年度 800 8 259 259 123

（ウ）　健康教育
区　分

年　度

乳　　　　幼　　　　児 成　　　　　　　　　人

実 施 回 数 受 講 者 数 実 施 回 数 受 講 者 数

平成８年度 14回 396人 3回 122人

平成９年度 24 557 28 729

平成10年度 28 604 38 876

平成11年度 19 384 37 834

平成12年度 19 362 36 756

平成13年度 7 166 39 802

平成14年度 11 318 34 660

平成15年度 20 442 32 713

平成16年度 32 780 39 927

区分
年度

実 施 回 数 受 講 者 数

平成17年度 141回 4,546人

平成18年度 137 7,000

平成19年度 84 2,512

平成20年度 71 2,208

平成21年度 68 2,769

平成22年度 62 2,128

平成23年度 62 2,154

平成24年度 75 3,042

平成25年度 68 2,674

平成26年度 91 4,259

平成27年度 60 2,566

平成28年度 86 3,967

平成29年度 78 3,083

平成30年度 79 2,463

令和元年度 114 3,842
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（エ）　歯科相談
区　分

年　度
実 施 回 数 受 講 者 数 対　　　　　　　　　象

平成10年度 16回 1,311人 ・ 健康・スポーツフェスティバル
・ マタニティママベビーフェスティバル
・ 地域健康展
・ その他

平成11年度 13 1,021
平成12年度 10 645
平成13年度 10 663
平成14年度 29 644
平成15年度 62 422
平成16年度 68 840
平成17年度 27 945
平成18年度 19 783
平成19年度 24 1,271
平成20年度 15 833
平成21年度 18 678
平成22年度 35 513
平成23年度 16 543
平成24年度 37 814
平成25年度 36 765
平成26年度 84 757
平成27年度 359 831
平成28年度 106 1,199
平成29年度 139 1,416
平成30年度 114 2,380
令和元年度 113 1,577

（オ）　歯科健診
区　分

年　度
実 施 回 数 受 講 者 数 対　　　　　　　　　象

平成10年度 10回 82人 ・ 精神薄弱者通所更生センター等
・ 母と子のよい歯のコンクール等参加者
・ 健康・スポーツフェスティバル

平成11年度 15 136
平成12年度 15 122
平成13年度 17 159
平成14年度 11 182
平成15年度 8 60
平成16年度 9 77
平成17年度 8 98
平成18年度 10 93
平成19年度 11 117
平成20年度 8 125
平成21年度 10 89
平成22年度 15 150
平成23年度 11 112
平成24年度 12 108
平成25年度 2 4
平成26年度 3 34
平成27年度 1 2
平成28年度 0 0
平成29年度 0 0
平成30年度 0 0
令和元年度 0 0
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（カ）　妊婦歯科健診
区　分

年　度
対象者数 受診者数 受診率

総合判定 要精検の内訳
異常なし 要指導 要精検 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

平成10年度 3,324 708 21.3 62 89 557 265 190 360 21 78
平成11年度 3,373 836 24.8 66 71 699 366 254 434 27 90
平成12年度 3,348 876 26.2 51 63 762 428 309 509 25 79
平成13年度 3,289 865 26.3 78 90 697 364 269 448 26 74
平成14年度 3,117 927 29.7 66 86 775 456 273 497 25 100
平成15年度 3,202 895 28.0 58 66 771 388 324 481 24 83
平成16年度 3,076 736 23.9 53 59 624 351 224 355 12 84
平成17年度 3,928 1,100 28.0 101 85 914 466 353 524 16 152
平成18年度 3,869 1,033 26.7 80 78 875 448 374 466 16 149
平成19年度 3,770 1,048 27.8 70 95 883 319 431 513 29 90
平成20年度 3,757 1,072 28.5 83 83 906 286 475 557 23 174
平成21年度 3,871 1,194 30.8 89 104 1,001 355 500 653 20 188
平成22年度 3,542 1,021 28.8 76 71 874 370 405 546 20 150
平成23年度 3,661 1,023 27.9 88 67 868 318 415 538 18 193
平成24年度 3,581 1,051 29.3 84 78 889 312 424 522 17 218
平成25年度 3,492 901 25.8 75 62 764 285 359 464 15 188
平成26年度 3,522 968 27.5 70 63 835 316 389 465 19 205
平成27年度 3,535 976 27.6 81 78 817 325 372 465 25 185
平成28年度 3,427 898 26.2 83 132 683 569 446 366 13 171
平成29年度 3,306 922 27.9 65 174 683 651 475 422 22 135
平成30年度 3,242 983 30.3 77 203 703 ― 465 409 18 167
令和元年度 3,122 972 31.1 87 194 691 ― 447 386 18 166

Ａ：歯石除去　　Ｂ：歯周治療　　Ｃ：齲蝕治療　　Ｄ：補綴処置　　Ｅ：その他

◎令和元年度主な歯科保健事業について

（1）口腔衛生予防対策事業
　　① フッ化物塗布　　受診者延　　　1,508人　　　③ 健康教育　　　　　　実施回数　　　 114回
　　③ 歯科相談　　　　実施回数　　　 113回　　　④ 妊婦歯科健康診査　　対象者数　　　3,122人

（2）歯周疾患検診・口腔がん検診
　　① 事業内容
　　　  新40歳・新50歳・新60歳・新70歳の節目を対象に歯周疾患検診・口腔がん検診を富山市内歯科

医療機関 へ委託して実施。（平成30年度から、歯周疾患検診にあわせて口腔がん検診を実施。）
　　② 対象者数
　　　 新40歳：1,761人　　 新50歳：1,959人　　 新60歳：1,744人　　 新70歳：5,747人

（3）母子保健
　　① 1歳6か月児歯科健診　　受診者数　　　2,985人
　　② 3歳児歯科健診 　　　　受診者数　　　3,148人
　　③ フッ化物塗布 　　　　受診者数　　　1,508人
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●令和元年度　う歯予防対策「フッ化物洗口」実施校の状況
DMF：永久歯のう歯数

番号 学校
番号 学校名 開始年度 実施状況 使用薬 使用薬の

濃度 在籍数 実施者数 未実施
者数

開始前の
一人当たりの
DMF歯数

R1年度
一人当たりの
DMF歯数

保護者
負担額
（年）

1 1 芝 園 小 学 校 H17 週1回法 ミラノール 0.1 598 563 35 0.44 0.10 80円
2 3 中 央 小 学 校 星井町H16

清水町H18 週1回法 ミラノール 0.2 383 361 22 星井町0.8
清水町0.6 0.20 50円

3 5 桜 谷 小 学 校 H21 週1回法 ミラノール 0.2 217 212 5 0.93 0.10 100円
4 14 針 原 小 学 校 H6 週1回法 ミラノール 0.2 147 140 7 2.40 0.18 無
5 29 月 岡 小 学 校 H11 週1回法 ミラノール 0.2 309 306 3 1.40 0.21 140円
6 32 八 幡 小 学 校 H16 週1回法 ミラノール 0.2 96 95 1 1.09 0.43 無
7 34 倉 垣 小 学 校 H15 週1回法 ミラノール 0.2 194 190 4 1.50 0.18 無
8 36 長 岡 小 学 校 H9 週1回法 ミラノール 0.2 163 157 6 2.40 0.46 無
9 37 寒 江 小 学 校 H26 週1回法 ミラノール 0.2 88 85 3 0.49 0.34 無
10 39 古 沢 小 学 校 H6 週1回法 ミラノール 0.2 39 37 2 1.50 0.66 無
11 40 池 多 小 学 校 H3 週1回法 ミラノール 0.2 41 40 1 2.50 0.25 無
12 41 水橋中部小学校 H6 週1回法 ミラノール 0.2 160 158 2 1.70 0.18 無
13 42 水橋西部小学校 H17 週1回法 ミラノール 0.2 157 150 7 1.70 0.22 90円
14 43 水橋東部小学校 S62 週1回法 ミラノール 0.2 47 46 1 2.50 0.09 無
15 48 船 峅 小 学 校 H6 週1回法 ミラノール 0.18 54 53 1 4.10 0.40 無
16 50 大 庄 小 学 校 H27 週1回法 ミラノール 0.1 267 256 11 0.11 0.26 100円
17 52 小 見 小 学 校 H21 週1回法 ミラノール 0.2 15 13 2 0.47 0.27 無
18 54 杉 原 小 学 校 H13 週1回法 ミラノール 0.2 372 368 4 1.00 0.22 100円
19 55 保 内 小 学 校 H26 週1回法 ミラノール 0.2 172 166 6 1.10 0.27 120円
20 56 樫 尾 小 学 校 H6 週1回法 ミラノール 0.2 32 31 1 1.90 0.30 無
21 57 速 星 小 学 校 S61 週1回法 ミラノール 0.2 814 789 25 1.80 0.05 100円
22 59 朝 日 小 学 校 H30 週1回法 ミラノール 0.2 54 48 6 0.02 0.02 80円
23 60 宮 野 小 学 校 H14 週1回法 ミラノール 0.2 279 264 15 1.30 0.40 150円
24 61 古 里 小 学 校 H12 週1回法 ミラノール 0.2 200 199 1 0.62 0.13 無
25 62 音 川 小 学 校 S63 週1回法 ミラノール 0.2 71 71 0 1.60 0.20 50円
26 63 神 保 小 学 校 H5 週1回法 ミラノール 0.2 250 239 11 2.10 0.16 50円
27 65 神通碧小学校 H16 週1回法 ミラノール 0.2 55 52 3 0.20 0.81 無
28 中26 楡 原 中 学 校 H16 週1回法 ミラノール 0.2 33 32 1 2.40 0.36 無

5,307 5,121 186

※令和元年度：小学校27校、中学校1校において実施。
　　（実施者数 5,307人　※H30年度 5,340人）

う歯被患率年次推移� （％）

年　度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

小学校
富 山 市 57.2 55.4 52.9 50.1 47.2 44.9 42.1 42.2 39.9
全 国 57.2 55.8 54.1 52.5 50.8 48.9 47.1 45.3 44.8

中学校
富 山 市 47.1 46.5 44.4 40.2 38.8 35.7 33.1 34.3 31.3
全 国 48.3 45.7 44.6 42.4 40.5 37.5 37.3 35.4 34.0

富山市の一人平均DMF歯数の年次推移� （本）

年　度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
小学校 0.40 0.36 0.34 0.33 0.28 0.25 0.22 0.23 0.20
中学校 1.39 1.38 1.27 1.15 1.09 0.97 0.87 0.94 0.85
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◎口腔機能向上プログラム（令和2年度より）
　（短期集中予防サービス・通所）

趣　旨
　口腔機能が低下している事業対象者・要支援者に対する「口腔ケアサービス」を短期間集中的（3か月）
に提供することで、自ら口腔ケアに取り組む意欲を高め、「かかりつけ歯科医」による定期的な診断・
治療に繋げる。
★口腔の健康が、会話や顔の外見・笑顔、食事などを通じて、社会的活動にも重要な役割を果たす。

【口腔機能向上プログラムの役割】
　（1） 「口腔ケア」の重要性の気付きの機会（動機づけ）
　　　  口腔機能低下が、肺炎・気道感染・低栄養・活動低下等の原因となり、寝たきりに繋がる可能

性を知る。
　（2）個々の「歯・歯ぐき・むせの有無」の評価
　（3）評価に基づく具体的対策の実行
　⇒「歯科検診の場」、歯みがき・口腔運動の「練習の場」

【プログラム終了後のイメージ】
　（1） 口腔ケアの継続的実行
　（2）必要な治療の継続
　⇒「かかりつけ歯科医」へと譲りわたす。

【口腔機能向上プログラム実施内容】
　1．形　　態　：　（通所）短期集中予防サービス・〈委託方式〉
　2．対 象 者　：　要支援者、事業対象者
　3．委 託 先　：　富山市歯科医師会
　4．場　　所　：　歯科医院（包括の担当地区内）
　5．期　　間　：　3か月・4 〜 5回
　6．委 託 料　：　基本報酬 2,870円/回・人×4 〜 5回＋効果測定・評価 1,400円/回・人×2回
　7．本人負担　：　1割負担（基本報酬分：287円/回）＋道具代（歯ブラシ等）
※ケアマネジメントＢを想定

口腔機能 改善メニュー
歯の問題（むし歯、残歯、義歯等） 歯科治療　※当プログラム対象外
歯ぐきの問題（歯周病等） 口腔ケア（歯みがき等）
加齢に伴う「むせ」 口腔運動（摂食・嚥下訓練）

【サービスの流れ】
　1．対象者の決定：包括
　　　・基本チェックリスト、申込書、事業対象者申請　⇒　市へ
　2．プログラム開始準備：包括・歯科医院・本人
　　　・ケアプラン作成　⇒　サービス担当者会議
　3．プログラム実施（歯科医院）
　　　【プログラム内容（想定）】

行　　　程 時間 実施者 内　　　容

1 事前アセスメント 20 分 歯科医師 ・歯・歯ぐき、むせ等の評価
・口腔機能向上計画書の作成

2 口腔運動（2 〜 3 回） 15 分 歯科医師
歯科衛生士

・口腔運動（摂食・嚥下訓練）
・自宅での口腔ケア指導

3 事後アセスメント 20 分 歯科医師 ・計画の達成度を評価
・継続に向けた助言

　4．実施報告（歯科医師会　⇒　市・包括）
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介護認定審査会委員名簿
平成12年度（2000）・平成13年度（2001）

金　川　直　博　　　狩　野　　　覚　　　中　島　清　之　　　水　越　　　弘　　　永　森　　　司

平成14年度（2002）・平成15年度（2003）

金　川　直　博　　　狩　野　　　覚　　　中　島　清　之　　　水　越　　　弘　　　永　森　　　司

平成16年度（2004）

金　川　直　博　　　狩　野　　　覚　　　中　島　清　之　　　水　越　　　弘　　　永　森　　　司
原　田　修　成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成17年度（2005）・平成18年度（2006）

小　林　憲　夫　　　永　森　　　司　　　上　田　　　均　　　原　田　修　成　　　稲　波　謙　良

平成19年度（2007）・平成20年度（2008）

中　道　　　勇　　　高　島　周　二　　　上　田　　　均　　　稲　波　謙　良　　　前　寺　一　紀

平成21年度（2009）・平成22年度（2010）

中　道　　　勇　　　吉　田　泰　彦　　　高　島　周　二　　　稲　波　謙　良　　　前　寺　一　紀

平成21年度（2009）・平成22年度（2010）

吉　田　泰　彦　　　吉　田　隆　司　　　稲　波　謙　良　　　朝　倉　慎一郎　　　前　寺　一　紀

平成21年度（2009）・平成22年度（2010）

吉　田　泰　彦　　　吉　田　隆　司　　　高　橋　正　志　　　上　田　美保子　　　朝　倉　慎一郎
前　寺　一　紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成27年度（2015）・平成28年度（2016）

吉　田　泰　彦　　　吉　田　隆　司　　　高　橋　正　志　　　上　田　美保子　　　朝　倉　慎一郎
前　寺　一　紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成29年度（2017）・平成30年度（2018）

吉　田　泰　彦　　　高　橋　正　志　　　上　田　美保子　　　朝　倉　慎一郎　　　前　寺　一　紀
岡　崎　泰　尋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度（2019）・令和2年度（2020）

吉　田　泰　彦　　　高　橋　正　志　　　上　田　美保子　　　前　寺　一　紀　　　岡　崎　泰　尋
鈴　木　　　寧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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一般社団法人富山市歯科医師会在籍会員名簿
（令和３年３月31日現在）

正会員　第一種 あいうえお順　　175名

【あ】饗　場　広　和 青　木　富実子 朝　倉　慎一郎 東　　　　　忍 阿　部　義　廣

飴　谷　孝　之 飯　田　良　彦 家　城　信　良 石　川　　　亨 石　黒　　　真

石　坂　正　明 石　坂　圭　識 泉　　　照　雄 泉　　　雄　一 稲　田　次　郎

稲　波　謙　良 井　波　和　孝 今　村　勝　彦 上　田　和　孝 上　田　　　均

上　田　美保子 魚　津　公　美 内　田　昌　治 内　田　昌　宏 江　川　正　通

江　尻　弘　茂 大　井　克　彦 大　家　研　二 大　浦　健　宏 大　木　淳　一

大　城　宣　之 大　野　和　彦 大　野　　　均 大　村　由美子 岡　崎　考　亮

岡　崎　泰　尋 岡　田　信　昭 岡　野　秀　成 岡　本　英　之 小　澤　真理子

小　竹　　　彌 折　山　　　弘 【か】鍛　冶　昌　孝 片　岡　源　司 片　岡　弘　一

片　山　克　己 加　藤　高　男 金　川　直　博 金　田　　　剛 狩　野　　　覚

上　瀧　俊　彦 上　滝　　　浩 河　野　吉　秀 木　村　雄太郎 栗　山　智　有

黒　川　拓　治 小　池　　　潤 小　池　充　弘 小　崎　利　章 小　島　　一紀

児　島　三津男 兒　玉　幸　久 小　林　健　剛 小　林　岳　志 小　林　祐　之

【さ】齋　藤　　　彰 酒　井　信　治 坂　本　喜久雄 佐　渡　忠　司 佐　野　正　之

澤　田　敏　晴 澤　端　喜　明 澤　本　正　悟 澤　本　正　登 椎　名　謙　司

島　　　一　聡 島　　　秀　一 島　　　信　博 島　　　博　史 城　川　和　夫

城　野　利　盛 新　木　敏　之 菅　田　吉　昭 杉　井　芳　文 杉　江　玄　嗣

杉　木　　　進 杉　本　裕　史 鈴　木　久　美 鈴　木　美輝子 砂　田　　　賢

【た】高　島　周　二 髙　田　　　晋 髙　道　康　宏 高　橋　正　志 竹　本　慶一郎

谷　井　賀　一 谷　口　伸　剛 塚　田　正　資 釣　谷　宗　義 寺　嶌　伸　佳

土　肥　勝　博 【な】直　江　智恵子 永　井　清一郎 中　川　典　孝 長　沢　　　久

長　治　豊　一 中　島　清　之 中　島　光　夫 長　曽　善　彦 中　田　　　眞

中　沼　邦　欣 中　道　　　勇 永　森　太　一 永　森　　　司 丹　羽　敏　勝

野　上　喜　史 【は】羽　岡　克　規 萩　中　仁　徳 橋　本　正　博 濱　田　由美子

早　川　　　徹 林　　　　　勉 林　　　恒　人 原　田　修　成 坂　東　三　史



249在籍会員名簿

正会員　第二種 あいうえお順　　41名

第三種会員 3名

【あ】相　澤　　　博 青　木　康　三 家　城　佳　夫 石　川　哲　夫 今　村　き　み

今　村　知　代 上　田　尭　之 江　川　広　人 大　浦　重　光 岡　本　祥　子

【か】小　林　憲　夫 【さ】坂　本　安　繁 佐　渡　邦　夫 佐　野　哲　文 篠　川　之　靖

島　　　秀　輔 島　崎　　　聡 城　野　廣　太 城　野　裕　子 鈴　木　　　寧

【た】竹　内　哲　郎 寺　田　周　明 【な】中　嶋　　　渉 永　森　靖　夫 【ま】松　浦　　　實

松　原　秀　行 三　崎　千恵子 水　野　貴　之 宮　本　宣　良 宮　森　正　次

村　山　雅　人 【や】山　岸　敏　治 山　崎　宣　夫 山　下　銀　七 山　田　美　和

山　村　辰　雄 山　本　征　彦 柚　木　邦　夫 吉　田　尭　史 吉　田　季　彦

【わ】和　記　徳　郎

寺　島　龍　一 藤　井　久　丈 中　谷　弘　光

第四種会員 　8名

大　内　岳　彦 小　杉　宗　弘 島　　　恵　子 竹　林　潤一郎 釣　谷　和　子

山　崎　佐保里 米　沢　郁　子 和　記　延　子

日出嶋　康　博 廣　野　善　丈 福　田　　　敬 藤　川　　　晃 藤　田　洋一郎

星　野　照　宗 堀　　　比佐司 本　多　寛　行 【ま】前　寺　一　紀 松　浦　　　幹

松　能　　　努 松　能　雄　一 松　原　明　男 水　越　　　弘 水　野　隆　俊

水　野　二　郎 三　鍋　昌　人 源　　　義　明 宮　澤　千佳子 宮　本　将　利

宮　本　　　暦 村　山　偉知朗 本　村　　　浩 森　井　忠　晴 森　井　徹　雄

【や】安　村　公　成 山　上　邦　夫 山　岸　聡　史 山　岸　美智子 山　崎　　　真

山　﨑　安　仁 山　下　哲　哉 山　田　　　耕 山　田　秀　樹 山　田　雅　敏

山　室　孝　義 山　本　亜　希 山　森　喜　子 山　脇　敏　裕 湯　口　正　治

横　田　憲　明 横　田　　　聡 吉　田　真　治 吉　田　隆　司 吉　田　　　徹

吉　田　尚　史 吉　田　泰　彦 吉　田　義　弘 米　澤　明　成 米　沢　　　徹
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参考文献・資料一覧

1 ．とやま元祖しらべ　桂書房編　桂書房　2005
2 ．富山県歯科医師会70年のあゆみ　富山県歯科医師会　1983
3 ．富山県学校歯科沿革史　和記憲一著　1969
4 ．富山県学校歯科医会50年史　富山県学校歯科医会　2003
5 ．一世紀録　富山県歯科医師会　2014
6 ．富山県歯科医師会報　1951 〜
7 ．富山市歯科医師会史　富山市歯科医師会編　1984
8 ．富山市歯科医師会史Ⅱ　富山市歯科医師会編　2006
9 ．富山市歯科医師会報　1989 〜
10．歯科医籍　第壹巻（明治36年末）　大日本歯科医会編
11．日本杏林要覧（明治42年版）　日本杏林社編 日本杏林社
12．歯科医師宝典　大正5年　血脇守之助編　歯科学報社
13．全国歯科医師名鑑（大正14年版）　日本口腔衛生社出版
14．日本醫籍録:附医學博士録･法規／大正15年 医事時論杜
15．日本歯科醫籍録（昭和5年版）　日本歯科医師会編纂　歯宛社
16．日本歯科医師名簿：附・歯科商工業一覧 日本歯科新聞社　1935

富山市歯科医師会資料

（1）庶務記録　1921 〜
（2）金銭出納簿　1949 〜

地元新聞

（1）北陸タイムス
（2）北陸日日新聞
（3）富山日報
（4）北日本新聞
（5）富山新聞

写真・資料提供者

飯田　良彦　　家城　佳夫　　石黒　　真　　今村　勝彦　　岡田　洋昭　　大村由美子　　金森　安信
小林　憲夫　　佐渡　忠司　　島　　信博　　杉江　玄嗣　　菅田　博子　　菅田　吉昭　　中島　清之
中道　　勇　　永森　　司　　松原清一郎　　松原　明男　　松浦　　實　　松能　雄一　　水野　隆俊
宮本　宜良　　山下　哲哉　　山崎　一人　　山﨑　安仁　　米沢　　徹

今回の富山市歯科医師会創立100周年記念誌の作成にあたり、写真や資料を提供いただきました皆様に感謝いたします。

昭和時代の出納簿庶務記録表紙
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―百年の時を紡ぐ―

編集後記



252 編集後記

編 集 後 記

　富山市歯科医師会の歴史は、決して平坦なものでなく､ 特に､ 先の戦争の空襲で多くの会員や

家族が被災されましたが､ それらの時期を不断の努力と冷静な判断で乗り越えて、輝かしい歴史

を築き上げてこられました｡  

　「歴史は韻をふむ」と言われます。詩か韻をふむように、全く同じではないですが、似たような

現象が起きます。過去のリーダーに学べることが多いことを痛感しました。

　今回の記念誌は、過去の資料を再度見直した100年の歴史の集大成であり、御足労いただいた

記念誌編纂委員会の先生方に深く感謝申し上げるとともに､ 本会の益々の発展を祈念します｡

会長　　中道　　勇

　令和3年に創立100周年を迎えるに当たり、平成30年5月より100年史編纂委員会が立ち上がりま

した。前回発行した会史より詳細なものを作ろうと、全員が意気込んで取り組んできました。そ

して新たな発見もあり、モチベーションもさらに上がったようです。表紙にはカビが生え、中身

は赤茶けた昔懐かしいガリ版刷り、紙は劣化し開くたびに頁の角が欠け、歴史の重みを感じなが

ら丁寧に資料を読みました。今回過去の資料から直接会運営を知ることができ、貴重な体験がで

きたと思っています。

 副会長　　島　　信博

　2018年5月の第1回委員会から3年、18回の委員会を開催致しました。

　会史Ⅰ、Ⅱ、一世紀録を参考にし、富山大空襲をくぐり抜け存在すること自身奇跡とも言える、

大正15年来の先人達の貴重な「庶務記録」「発翰簿」「会員名簿」も見直し、新項目も追加しました。

その先人達に畏敬の念を感じながら校正を繰り返し、上梓致しました。

　画像提供頂いた先生方、作成に携わってくた7名の委員、我々のわがままに最後までお付き合

い頂いた製本関係の方々に対し、お礼を述べるとともに、感謝申し上げます。この記念誌が次の

記念誌に繋がることを期待しながら。

 創立100周年記念誌編纂特別委員会 委員長　　飯田　良彦

　記念誌の編集は、富山市会誌Ⅱ以来20年ぶりの参加になります。20年前は、故　山崎一人先生

と資料を、Wordに記録するためにかなりの時間を費やしたと記憶しております。現在は以前に

比べれば、PDFやWord等のデジタルデータも増え、編集しやすくなりました。

　今回、百年史の編集に携わることで、大変貴重な経験ができたことに、感謝しております。ま

た今後も続く富山市歯科医師会の更なる発展を祈念致します。

 創立100周年記念誌編纂特別委員会 副委員長　　片岡　弘一
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　本会創立100周年という節目に、委員会の末席ながら記念誌編纂に携わることができ、感謝す

るとともに大変光栄に思います。大正10年の創立以来、今日まで一世紀にわたる先人達の努力と

苦労の上に、今の私達が成り立っていることを思い知りました。ここに改めて諸先輩のこれまで

の功績を讃えたいと思います。そしてこの記念誌が、次の新しい100年に向けた道しるべの一つ

となれば幸いです。

 委員　　高橋　正志

　創立100年記念誌はいかがだったでしょうか。この創立100年記念誌編纂委員に選抜して頂いた

お陰で富山市歯科医師会の黎明期から今日に至るまでの歴史に触れる貴重な機会を頂きました。

2020年初頭から突然起きた新型コロナウイルスの感染拡大、１年延期となり開催できるかわから

ない東京オリンピック。先行きの見えない混沌とした現在も100年後には単なる歴史の1ページと

なっている事でしょう。これからは人生100年時代と言われますが、次の100年の富山市歯科医師

会の更なる発展を願っています。

 委員　　菅田　吉昭

　　富山市歯科医師会創立100周年の節目の年を迎え、ここに100周年記念誌が発刊されたことを

編纂に携わった者として大変嬉しく、また光栄に思っております。

　このクロニクルは単なる年代記としてだけではなく、多くの写真やエピソードを加えることに

より、当会の歴史を知ることだけにはとどまらず、まさに富山の歯科医療の歴史を紡いでいく大

変貴重な資料になりえると自負しております。

　改めまして今回の発刊に際しご尽力いただいた多くの先生方、ご関係者、印刷装幀を担当いた

だいた鮮明舎様に衷心より感謝申し上げます。

 委員　　小林　岳志

　100周年記念誌編纂委員会に参加させて頂き、先人の知恵があってこその“今”があると痛感

しました。現代のデジタル化時代とは違って、昔の資料や写真の探索は、宝探しのようであった

ようにも思います。

　この1年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、手指消毒・マスク着用・換気・パーテーショ

ンの設置等々、3密を避けての編纂作業となりました。これもまた、100年の歴史の1ページですね。

　100年後、後人に感動をもたらす道を共に歩み、富山市歯科医師会が益々発展いたします事を

願います。

 委員　　山崎佐保里



創立100周年記念誌編纂特別委員会開催日

第 1 回 2018年 5月11日 第 6 回 2019年 6月 7日 第11回 2020年 8月 7日 第16回 2021年 3月19日

第 2 回 2018年 7月26日 第 7 回 2019年 8月 2日 第12回 2020年10月 9日 第17回 2021年 4月 9日

第 3 回 2018年11月30日 第 8 回 2019年11月 1日 第13回 2020年12月11日 第18回 2021年 4月23日

第 4 回 2019年 2月22日 第 9 回 2020年 1月24日 第14回 2021年 1月29日

第 5 回 2019年 4月26日 第10回 2020年 6月 5日 第15回 2021年 2月26日

創立100周年記念誌編纂特別委員会

後列　山崎佐保里 委員　　高橋　正志 委員　　　菅田　吉昭 委員　　　　小林　岳志 委員　

前列　中道　　勇 会長　　飯田　良彦 委員長　　片岡　弘一 副委員長　　島　　信博 副会長
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