令和３年度（一社）十日町市中魚沼郡歯科医師会事業報告
月 日

曜

時

間

場

所

行

事

名

摘

要

4月14日 水 13：00～14：05 十日町市医療福祉総合センター 医療福祉総合センター全体会議

担 当（敬称略）
二瓶広之・二瓶和子

4月14日 水 19：00～19：30 サンクロス十日町

令和２年度監査会

歯科医師会監査・在宅歯科医療連携室監査

鈴木・伊藤・阿部真彬・中林靖・村山・川村

4月14日 水 19：30～20：30 サンクロス十日町

令和２年度第６回理事会

監査理事会

鈴木・伊藤・阿部真彬・中林靖・二瓶広之・山田・中島・中町・村山・川村

4月20日 火 19：00～20：30

十日町市中魚沼郡学術講演会(Web)

「十日町病院における慢性便秘症診療の現況と課題」齊藤悠先生
「毎日バナナを見る幸せとは～慢性便秘症の最新の治療～Ｕｐ ｔｏ Ｄａｔｅ」寺井崇二

4月22日 木 13：00～14：05 十日町市医療福祉総合センター

「令和３年度新型コロナウイルスに関する歯科保健事業について」の打ち合わせ会議

鈴木宏・中林靖・二瓶広之

5月11日 火 19：30～20：30 サンクロス十日町

令和３年度第１回理事会

鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・山田・中島・川村・伊藤・村山

5月18日 火 19：00～20：30

十日町市中魚沼郡学術講演会（Web）

「科学的な視点で考える睡眠薬の適正使用」加藤豊範先生
「不眠症治療のパラダイムシフト」本田吉穂先生

十日町市地域救急業務連絡協議会 Ｗｅｂ

旧MC協議会

6月4日 金 16：00～17：00

6月5日 土 16：00～17：00 十日町市医療福祉総合センター (一社)十日町市中魚沼郡歯科医師会通常総会
6月15日 火 19：00～20：30
7月12日 月 18：00～19：00

十日町市中魚沼郡学術講演会（Web）

鈴木宏・川村文子
出席18名、委任状12名

「地域のＣＫＤ診療とＰＤ診療のメリット」 松尾七重先生
阿部真彬

十日町市医療福祉総合センター講堂 令和3年度第1回十日町市介護保険運営協議会

7月15日 木 13：30～14：30

全国歯国保支部運営委員会

Web

鈴木

7月15日 木 15：30～17：30

郡市歯科医師会長同専務理事合同連絡協議会

Web

鈴木・中町忠寿

7月17日 土 14：30～17：00 新潟県歯科医師会館

令和3年度地区社保担当者連絡協議会

7月20日 火 19：00～20：30

十日町市中魚沼郡学術講演会（Web）

西野・山田
「棚温故知新；生活習慣病とＭＲの新たな捉え方」森本玲先生
「知りたかった！心房細動のマネージメント～最新の治療ガイドラインをふまえて～」 池田隆徳先生

8月5日 木 13：30～16：30 二瓶歯科医院院長室

郡市歯科医師会地域保健担当理事連絡協議会

二瓶広之

8月5日 木 18：00～20：00 サンクロス十日町

社会保険委員会

阿部昌義・西野・関口・小野島・山田

8月7日 土 15：00～18：00 サンラックおぢや

令和3年度魚沼地区歯科医学会学術講演会

8月11日 水 18：30～20：00

十日町市役所車庫棟２階大会議室

郡市学術担当理事連絡協議会

8月25日 水 19：30～20：35 サンクロス十日町

令和3年度第2回理事会

8月25日 水 19：30～20：35 サンクロス十日町

第1回連携室運営会議

9月2日 木 14：00～15：45

中林靖

令和３年度第１回十日町市国民健康保険運営委員会

8月19日 木 16：10～17：30

第１回在宅歯科医療連携室運営協議会

9月14日 火 12：50～14：10 十日町市医療福祉総合センター

令和3年度十日町市保健事業実施についての打ち合わせ会議

9月21日 火 19：00～20：30

十日町市中魚沼郡学術講演会（Web）

9月27日 月 12：50～14：00 二瓶歯科医院

第2回連携室運営委員会

Web

中島大和
鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・山田・中島・川村・伊藤・村山

鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・山田・中島・川村・伊藤・村山

Web

二瓶広之
鈴木・中林靖・二瓶広之

「デュシェンヌ型筋ジストロフィーの病態と治療」古澤孝太先生
「膠原病に潜む肺高血圧症ー膠原病と肺高血圧症のかかわりについてー」横澤将宏先生

鈴木・中林靖・二瓶広之

9月30日 木 12：50～14：10 十日町市医療福祉総合センター 「後期高齢者歯科健診について」の打ち合わせ会議

鈴木・中林靖・二瓶広之

10月14日 木 18：00～19：30 十日町市医療福祉総合センター 令和3年度第2回十日町市介護保険運営協議会

阿部真彬

10月15日 金 19：30～20：45 サンクロス十日町

令和3年度第3回理事会

鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・山田・中島・川村・伊藤・村山

10月15日 金 19：30～20：45 サンクロス十日町

第３回連携室運営委員会

10月19日 火 19：00～20：30

十日町市中魚沼郡学術講演会（Web）

10月20日 水 14：00～14：30

エンゼル妻有（障がい者地域生活支援センター）

鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・山田・中島・川村・伊藤・村山
「週1回ＧＬＰ－１注射薬の効果的な使い方」井上正則先生」
「最近の糖尿病患者を取り巻く状況と新しいＧＬＰ－１受容体作動薬の果たす役割」原一雄先生

二瓶広之

障がい者歯科健診事業

10月21日 木 12：45～14：00 十日町市医療福祉総合センター 十日町市保健事業の打ち合わせ会議

鈴木・中林靖・二瓶広之

11月16日 火 11：00～11：40 新潟市・新潟県自治会館別館

新潟県知事表彰授与式

11月16日 火 19：00～20：30

十日町市中魚沼郡漢方学術ＷＥＢ講演会

11月18日 木 15：00～16：30

郡市歯科医師会会長同専務理事合同連絡協議会

新潟県歯科医師会館３階大会議室及びWEB会議

鈴木・中町忠寿

11月18日 木 17：00～18：00

郡市歯科医師会専務理事連絡協議会

新潟県歯科医師会館３階大会議室

中町忠寿

鈴木宏

新潟県健康づくり功労者・歯科保健関係

11月25日 木 13：30～14：15

十日町市身体障がい者福祉センター

障がい者歯科健診事業

12月2日 木 14：00～15：30

いこいの家（地域活動支援センター）

障がい者歯科健診事業

「がんサポーティブケアがん支持療法に対する漢方の活用」 関義信先生

二瓶広之

中林弘
「魚沼地域における腎疾患重症化予防に向けた取り組み」 飯野則昭先生
「CKD診療の新しい潮流～糖尿病性銀症重症化予防の取り組みも含めて～」 細島康宏先生

12月14日 火 19：00～20：40

十日町市中魚沼郡学術講演会（Web）

12月21日 火 18：30～19：00 十日町市役所

新潟県健康づくり功労者県知事表彰受賞の取材

鈴木・中林靖・中町忠寿

12月21日 火 19：00～20：00 十日町市役所

歯科保健事業打ち合わせ会

鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・川村・伊藤

12月23日 木 18：30～20：00 医療福祉総合センター講堂

第12回十日町市医療福祉総合センター運営協議会

ＷＥＢ

鈴木宏

1月13日 木 11：20～12：20 二瓶歯科医院

十日町市役所歯科担当者との打ち合わせ会議

二瓶広之

1月25日 火 19：30～20：00 サンクロス十日町

令和3年度第4回理事会

鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・山田・中島・川村・伊藤・村山

1月25日 火 20：00～21：00 サンクロス十日町

第４回連携室運営委員会

鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・山田・中島・川村・伊藤・村山

2月3日 木 19：00～20：00

十日町市中魚沼郡医師会学術講演会（Web）

「新型コロナ時代の慢性呼吸器疾患への対応～ｃｏｐｄにおけるトリプル製剤選択のポイントを考える～」
佐藤英夫先生

2月3日 木 19：30～20：30 二瓶歯科医院

第２回在宅歯科医療連携室運営協議会

ＺＯＯＭ参加

二瓶広之

2月8日 火 19：00～20：10 南魚沼市坂戸城

魚沼圏域地域医療構想調整会議

ＷＥＢ

鈴木宏

第13回十日町市医療福祉総合センター運営協議会

ＷＥＢ

鈴木宏

3月3日 木 13：30～14：30 歯科医師会館大会議室

国保支部運営委員会

Ｗｅｂ

鈴木宏

3月3日 木 14：30～16：00 歯科医師会館大会議室

郡市歯科医師会長連絡協議会

Ｗｅｂ

3月8日 火 19：30～20：00 サンクロス十日町

令和3年度第5回理事会

3月8日 火 20：00～21：00 サンクロス十日町

第5回連携室運営会議

2月24日 木 18：30～20：10 医療福祉総合センター講堂

3月15日 火 19：00～20：30
3月16日 水 13：00～14：15

十日町市中魚沼郡学術ＷＥＢ講演会
十日町市医療福祉総合センター講堂

医療福祉総合センター全体会議(３月)

3月17日 木 18：00～20：00 十日町市医療福祉総合センター 令和3年度 第3回十日町市介護保険運営協議会

鈴木宏
鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・山田・中島・川村・伊藤・村山

鈴木・中林靖・中町忠寿・阿部真彬・二瓶広之・山田・中島・川村・伊藤・村山
「脆弱性骨折後早期にイベニティで治療する骨粗鬆症の骨密度増加効果」奥村剛先生
「骨粗鬆症最適治療が切り拓く脆弱性骨折なき世界」佐藤宗彦先生

二瓶広之・二瓶和子
阿部真彬

3月23日 水 12：00～13：00 十日町市医療福祉総合センター 第6回連携室運営委員会

鈴木・中林靖・二瓶広之

3月23日 水 19：00～20：00 十日町市役所防災庁舎大会議室 令和4年度後期高齢者歯科健康診査 歯科医院説明会

鈴木・中林靖・服部純一・中林弘・中町忠寿・田村隆英・阿部昌義・西野 ・
川村・小野島寛子・伊藤・二瓶広之・蕪木・山田・関口

3月26日 土 15：00～17：00 歯科医師会館大会議室

中林靖

第162回臨時代議員会

