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茨城インプラント研究会 第 9回 定時総会 

日時：平成 28年 5月 25日（水）午後 8時 
会場：水戸市 

式次第 

司会：北見副会長 

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  	 	 	 （北見副会長、各委員会委員長） 

4)  総会出席者・委任状の確認と報告    	 （北見副会長） 

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 27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     	 （北見副会長） 
	 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 28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     	 （北見副会長） 

8)  その他 

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

平成 27年度	 事業報告 
 

および 

 

平成 28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 27年度 事業報告 
 
茨城インプラント研究会韓国セミナー2015 
日時：平成 27年 5月 16・17日（土・日） 
場所：Well Dental Clinic 研修室（韓国ソウル市江南区） 
演題：「ソン先生による最新テクニックの臨床応用と新しいトレンドについて」 

｢デンティウムセミナー・アドバンスコース｣ 
テグカトリック大学口腔顔面外科教授	 ソン・ドンソク先生 

参加者：15名 
 
第 8回定時総会  
日時：平成 27年 5月 27日（土・日） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
参加：14名 
 
ナイトセミナー  
日時：平成 26年 6月 10日（水）	 	  
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
演題：「2015年最新版！歯科医院経営に役立つノウハウ満載『クリニックを発展

させる労務管理』」 
徳田社会保険労務士事務所代表	 徳田徹也	 先生 

参加：13名 
 
第 1回例会  
日時：平成 27年 7月 29日（水） 
場所：KOデンタル水戸支店研修室 
演題：「骨吸収のある下顎への インプラント 2 症例＋相談 2 症例」 

歯科医師	 中川昌基 先生（山王病院） 
｢インビザラインを用いた矯正及びインプラント治療｣ 
歯科医師	 片岡優 先生（笠間市開業） 

参加：18名 
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第 1回メーカー説明会  
日時：平成 27年 8月 5日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
演題：有限会社ウェブレングス	 コールドレーザーについて 

｢炎症性病変に対する Lumix2の効果 -おもに顎関節症に対する治療経験｣ 
歯科医師	 阿部英一先生（常陸大宮市開業） 
株式会社クリエンテス	 歯科におけるオゾンの利用について 
｢オゾンで変わる歯科医療 -歯科臨床で分かってきたオゾンの有効価-｣ 
歯科医師	 北見修一先生（日立市開業） 

参加：17名 
 
第 2回例会  
日時：平成 27年 9月 16日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
演題：「前歯補綴のチップからの考察」 

歯科技工士	 長山祥一	 先生 
｢日常臨床で遭遇した疾患の病態像と偶発症	 －パノラマレントゲンの

原理と読影を含めて－｣ 
歯科医師	 千葉順一	 先生（石岡市開業） 

先生参加：20名 
 
第 2回メーカー説明会  
日時：平成 27年 10月 28日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
演題：「待合室・ユニットにおけるデジタルサイネージについて」 

株式会社メディアート 
｢自費治療に関する保険について｣ 
株式会社ガイドデント  
｢ヒーリングアバットメントのスキャニング・システムについて｣ 
3iインプラント 

参加：17名 
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松本勝利先生講演会  
日時：平成 27年 11月 3日（火・祝） 
場所：茨城県歯科医師会館 
演題：「歯科臨床で大切なコミュニケーションと基礎的臨床技術」 

松本 勝利	 先生（医療法人 慈愛恵真会 あらかい歯科医院 理事長） 
参加：108名 
 
第 3回例会  
日時：平成 27年 12月 9日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
演題：｢インプラントを応用するための補綴設計基準と生体力学的考察につい

て｣  
ISI会長・歯科医師	 寺門正徳	 先生（那珂市開業） 

参加：20名 
 
第 4回例会  
日時：平成 28年 2月 17日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
演題：「ナノジルコニアを使用した臨床ケースと今後の CAD/CAM」  

歯科技工士	 中島清史	 先生  
｢咀嚼機能障害による低栄養が全身に及ぼす影響 -チュウイングシンドロ
ームの一例-｣  
歯科医師	 木村利明	 先生（水戸市開業） 

参加：11名 
 
第 5回例会  
日時：平成 28年 3月 9日（水） 
場所：岩瀬歯科商会水戸支店研修室 
演題：「電解機能水とレーザーを応用した１-Stage・FMDの実際」 

歯科医師	 中井巳智代	 先生（猿島郡開業） 
｢症例相談：高齢者に対する全部床義歯での補綴について」 
歯科医師	 小林克紀	 先生（那珂市開業） 

参加：11名 
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平成 27年度 会計報告 
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）   
入会金収入 55,000 
    
合計 1,920,000 
  	  
支出の部   

科目 金額 
	 	   
合計 0 
    
収支 1,920,000 
  	  
	  
一般会計収支     	  
収入の部   

科目 金額 
前年度繰越金 1,543,437 
年会費収入 955,000 
受取利息 707 
雑収入 10,000 
ｾﾐﾅｰ関連収入 730,200 
     
合計 3,239,344 
  	  
支出の部   

科目 金額 
消耗品費 24,264 
通信費 109,846 
郵送費 11,807 
旅費交通費 61,050 
支払手数料 13,996 
事務局委託費 350,000 
会議費 65,569 
広告宣伝費 73,440 
器具備品 0 
ｾﾐﾅｰ関連費 726,305 
雑費 26,533 
    
合計 1,462,810 
  収支 1,776,534 
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第2号 議案 
 
 
 
 

平成 28年度	 事業計画案 
 

および 

 

平成 28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 28年度 事業計画案 
 

4月 6日 メーカー説明会 

5月 25日 ISI総会	 & メーカー説明会 

6月 1日 例会（症例相談・検討会）中島清史 先生、高槌力弥 先生 

7月 6日 例会（症例相談・検討会）安藤智也 先生、佐藤篤 先生 

9月 7日 例会（症例相談・検討会）須田聡 先生、畑中秀隆 先生 

9月 25日 柏井先生講演会（Dr & DH 勉強会） 

10月 19日 例会（症例相談・検討会）岡田裕行 先生、秋田岳志 先生 

11月 16日 例会（症例相談・検討会）小林良誌 先生、北見修一 先生 

12月 7日 例会（症例相談・検討会）今井文彰 先生、長尾大輔 先生 

2月 15日 例会（症例相談・検討会）高野柳一 先生、若松義昌 先生 

3月 15日 例会（症例相談・検討会）菊池健志 先生、岡田倫子 先生 

※日時は変更の場合有り	
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平成 28年度 予算案 
期間：平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

    
準備金収支       
収入の部   

科目 金額 
前年度繰越金 1,920,000 
 （内 理事負担金 45 万円）   
    
合計 1,920,000 
    
支出の部   

科目 金額 
    
合計 0 
    
収支 1,920,000 

    
一般会計収支       
収入の部   

科目 金額 
前年度繰越金 1,776,534 
年会費 1,045,000 

（正会員 100 名、準会員 13 名）   
    
合計 2,821,534 
    
支出の部   

科目 金額 
消耗品費 30,000 
通信費 120,000 
郵送費 20,000 
旅費交通費 100,000 
支払手数料 20,000 
事務局委託費 350,000 
会議費 70,000 
広告宣伝費 80,000 
器具備品 40,000 
ｾﾐﾅｰ関連費 750,000 
雑費 30,000 
予備費 100,000 
   
合計 1,710,000 
  
収支 1,111,534 



 11 

メ	 モ 
 


