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茨城インプラント研究会 第 8回 定時総会 

日時：平成 26年 5月 27日（水）午後 8時 
会場：水戸市 

式次第 

司会：小林専務理事 

1)  開会の辞       	 （長尾副会長） 

2)  会長挨拶       	 	 （寺門会長） 

3)  各委員会報告・伝達事項  	 	 （小林専務理事、各委員会委員長） 

4)  総会出席者・委任状の確認と報告    （小林専務理事） 

5)  議長選出・副議長	 選出 

6)  議事録署名人	 選出      （議長） 

7)  議事 

第1号議案	 平成 26年度事業報告および、一般会計決算について承認を求
める件     （小林専務理事） 
	 会計報告	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （事務局） 
	 監査報告    （村居監事、雨宮監事） 

第2号議案	 平成 26年度事業計画および、一般会計予算案について承認を
求める件     （小林専務理事） 

8)  その他 

9)  閉会の辞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （畑中理事） 
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第1号 議案 
 
 
 
 

平成 26年度	 事業報告 
 

および 

 

平成 26年度	 一般会計決算 
 

について承認を求める件 
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平成 26年度 事業報告 
 
第 7回定時総会  
日時：平成 26年 5月 22日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
 
メーカーハンズオンセミナー  
日時：平成 26年 6月 11日（水） 
場所：KOデンタル水戸支店研修室 
「3Mダイレクトクラウン レクチャー」 
	 3M社員（技工士） 
「支台歯形成のポイントとセメンティングについて」 
	 寺門正徳先生 
参加：22名 
 
第 1回症例相談会  
日時：平成 26年 7月 16日（水）	 	  
場所：KOデンタル水戸支店研修室 
参加：13名 
 
メーカー説明会  
日時：平成 26年 8月 26日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
ウルトラデントアカデミー 
参加：20名 
 
第 1回症例検討会  
日時：平成 26年 10月 22日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
「ノーベル・スピーディー インプラントを使用した即時荷重のコツ」 
	 岩元健剛先生（岩元歯科クリニック守谷） 
参加：15名 
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ペリオ&インプラント講演会  
日時：平成 26年 11月 9日（日） 
場所：茨城県歯科医師会館 
「歯周組織の長期安定性を求めて」  
	 講師：松井徳雄先生（銀座ペリオインプラントセンター院長） 
参加：119名 
 
鳥取研修会  
日時：平成 26年 11月 22日（土）〜24日（月） 
場所：森脇歯科（鳥取県開業） 
森脇歯科見学、及び、症例検討会 
参加：寺門先生、長尾先生、畑中先生 
 
合同勉強会	  
日時：平成 26年 12月 10日（水） 
場所：KOデンタル水戸支店研修室 
「インプラント治療でのデジタルソリューションの活用～診査・診断から補綴

治療まで～」      
 参加企業：ブレーンベース、デンツプライサンキン、メディア 
参加：12名 
 
第 2回症例検討会  
日時：平成 27年 2月 25日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
大窪先生	 長尾先生	 畑中先生 
参加：10名 
 
第 2回症例相談会  
日時：平成 27年 3月 11日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
若松先生	 菊池先生 
参加：8名  
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平成 26年度 会計報告 
期間：平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日 

  準備金収支     	  
収入の部   

科目 金額 
前年度繰越金 1,925,000 
	 （内	 理事負担金 45万円）   
入会金収入 40,000 
    
合計 1,965,000 
  	  
支出の部   

科目 金額 
理事負担金返金	 100,000 
（中庭前会長ご負担分）	   
	 	   
合計 100,000 
    
収支 1,865,000 
  	  
一般会計収支     	  
収入の部   

科目 金額 
前年度繰越金 1,614,916 
年会費収入 845,000 
受取利息 669 
雑収入 0 
ﾌﾞｰｽ料収入 343,000 
ｾﾐﾅｰ関連収入 266,000 
    
合計 3,069,585 
  	  
支出の部   

科目 金額 
消耗品費 25,583 
通信費 78,649 
郵送費 14,566 
旅費交通費 30,860 
支払手数料 16,092 
事務局委託費 350,000 
会議費 121,101 
広告宣伝費 70,200 
器具備品 38,360 
ｾﾐﾅｰ関連費 687,407 
雑費 93,330 
    
合計 1,526,148 
  収支 1,543,437 



6



 7 

 
 
 

第2号 議案 
 
 
 
 

平成 27年度	 事業計画案 
 

および 

 

平成 27年度	 一般会計予算案 
 

について承認を求める件 
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平成 27年度 事業計画案 
 
 

5月 16日（水） 
 ～18日（月） 

韓国研修会 

5月 27日（水） 第 8回定時総会 

6月 10日（水） ナイトセミナー 
社会保険労務士	 徳田徹也先生  

7月 29日（水） 例会 
中川昌基先生、片岡優先生 

8月 5、19、26日 
のいずれか 

メーカー説明会 
講師未定 

9月 16日（水） 例会 
千葉順一先生、DT長山祥一先生 

10月 28日（水） ナイトセミナー 
現在企画中  

11月 3日（火・祝） 講演会 
松本勝利先生 

12月 9日（水） 例会＆忘年会 
寺門正徳先生による一年の総括  

2月 17日（水） 例会 
DT中島清史先生、木村利明先生 

3月 9日（水） 例会 
小林克紀先生、中井巳智代先生 

日時は変更の場合有り	 
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平成 27年度 予算案 
期間：平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

  準備金収支       
収入の部   

科目 金額 
前年度繰越金 1,865,000 
 （内 理事負担金 45 万円）   
    
合計 1,865,000 
    
支出の部   

科目 金額 
    
合計 0 
    
収支 1,865,000 
      
一般会計収支       
収入の部   

科目 金額 
前年度繰越金 1,533,719 
年会費 1,065,000 

（正会員 100 名、準会員 13 名）   
    
合計 2,598,719 
    
支出の部   

科目 金額 
消耗品費 30,000 
通信費 80,000 
郵送費 20,000 
旅費交通費 200,000 
支払手数料 20,000 
事務局委託費 350,000 
会議費 120,000 
広告宣伝費 80,000 
器具備品 40,000 
ｾﾐﾅｰ関連費 700,000 
雑費 100,000 
予備費 100,000 
    
合計 1,840,000 
    
収支 758,719 

旅費交通費について：昨年度までは、原則、理事に対して理事会参加に対する交通費は

支給しておりませんでしたが、今年度から実費程度の支給を予定しております。 
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メ	 モ 
 




