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三役

市民の皆様へ

流山市歯科医師会
ご案内
会長 武田貢

副会長 中久木典子

専務 三木哲

流山市歯科医師会の会員は流山市と協力し以下の
歯科保健事業を行っています。
1 ハローベービー（両親学級、対象妊婦）
2 一歳半健診（対象一歳半児）
3 むし歯予防教室（対象二歳児）
4 三歳児健診（対象三歳児）
5 歯周病健診（対象 20 歳と 30 歳の節目、40 歳
以上の市民）、妊婦健診
6 口腔がん検診
7 学校歯科健診（対象：保育所・幼稚園・小学
校・中学校・高校・特別支援学級）
8 RD テスト（う蝕活動試験・対象小学校 2・5
学年）
9 ペリオスクリーン（唾液中の潜血を検出・
対象中学校 1 年生）
10 健歯コンクール（健歯児童生徒の審査・表彰）
11 親と子のよい歯のコンクール
12 高齢者のよい歯のコンクール
13 在宅訪問歯科診療（対象寝たきり等で通院困
難な市民）
14 市民公開講演会
15 休日歯科診療所
16 市民祭りでの歯科健康相談
17 介護認定審査会への協力
18 歯科保健増進に関する各種会議への出席（福
祉施策審議会等）
19 流山市総合防災訓練への協力
流山市内で開院している歯科医院数は８０以上に
及びますが、流山市歯科医師会は、内７割を超える
医院で構成されています。歯科医師会への加入は弁
護士会のように強制されていませんので、加入せず
開業されている先生方が少なからずおります。
当会としましては、市民の皆様のために、上記の
事業を市内の全ての歯科医院で実施出来るように、
未入会の先生方に加入を呼びかけています。

流山市の花

一般社団法人

『躑躅（つつじ）』

流山市歯科医師会

市民と共にあゆむ歯科医師

流山市歯科医師会の概要

小中学校 健歯コンクール
当歯科医師会の前身である、東葛飾郡北部歯科医
師会は、昭和 22 年 11 月 9 日、会員数僅か 30 名で発
足しました。東葛地域は昭和 30 年代後半より東京の
ベッドタウンとして宅地造成が進み、人口も急速に
増えてきました。特に柏市は急速に都市化し、会員
も急増し、昭和 56 年 4 月 1 日、柏市と沼南町を区域
とする柏歯科医師会が分離独立しました。

市民公開講座

高齢者の良い歯のコンクール

一方、流山市、我孫子市、野田市でも人口増加に
応じて歯科医師の数も急激に増加し、地域医療供給
体制を整えられる規模となりました。そこで行政区
域がまたがる組織を各地区毎に分離独立することを
昭和 62 年の定時総会で可決し、流山地区は、平成元
年 4 月 1 日、流山市歯科医師会として発足すること
となりました。更に公益法人改革に伴い 、流山市歯
科医師会は、平成 25 年 4 月 1 日より、社団法人か
ら、一般社団法人流山市歯科医会に移行しました。
流山市歯科医師会を含め、千葉県には 21 の郡市歯科
医師会があります。その会員は同時に千葉県歯科医
師会と日本歯科医師会に所属し、独立した組織を構
成しています。平成３０年 10 月 20 日現在、当流山
歯科医師会の会員数は、正会員７ 1 名、内終身会員
５名、家族会員１名からなります。

流山市歯科医師会加入医院（診療所数 66）
北部地区 1（運河駅近隣）
柴田歯科医院
ツタモリ歯科医院
横山歯科医院
東深井ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
ｵｰｸ歯科ｸﾘﾆｯｸ
ﾏｰﾌﾞﾙﾌｧﾐﾘｰ歯科ｸﾘﾆｯｸ
北部地区 2（江戸川台駅近隣）
あさぎが丘歯科医院
いいづか歯科
さくら歯科
白須賀歯科ｸﾘﾆｯｸ
高橋歯科医院
野本歯科医院
そよかぜ歯科医院
寺沼歯科診療
J 歯科ｸﾘﾆｯｸ
富士見台歯科
中部地区１（初石駅近隣）
松岡歯科医院
ファミリー歯科医院
酒井歯科医院
吉田歯科医院
平原歯科医院
かえで歯科ｸﾘﾆｯｸ
初石ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
中部地区 2（おおたかの森駅近隣）
みわのやま歯科医院
東風歯科医院
ひがしﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
北原歯科医院おおたかの森診療室
からさわ歯科
流山おおたかの森矯正歯科 おおたかの森ﾚﾌﾞﾝ歯科
おおたかの森歯科ｸﾘﾆｯｸ
鈴の木こども歯科
おおたかの森ファミリー歯科医院

おおたかの森みわ歯科矯正歯科

口腔がん検診

流山市総合防災訓練

流山市民まつり

流山市休日診療所

流山市は JR 常磐線に接続する流山電鉄線と東武野
田線の沿線を中心に発展した地域です。その後 JR 武
蔵野線の南流山駅が出来て、更に平成 17 年夏には、
つくばエクスプレスが開業し、市内の３駅の駅前開
発が大規模に行われており、一層の発展が期待され
ます。この東葛地区に於いては、隣の松戸市に日本
大学松戸歯学部とその付属病院を控え、連携医療機
関として協力体制を整えています。
次に流山市歯科医師会の現況を紹介致します。
会の運営は会長・副会長と８名の理事他２名の監事
からなる役員会を中心に行われています。会長を中
心に他の役員は、それぞれの担当委員会を指導し、
ほぼ全会員が何れかの委員会に所属するか、または
千葉県歯科医師会の委員会に所属して活動しており
ます。これら全ての活動は、年 1 回の総会で検討さ
れ承認を受けています。対外活動としては、別面記
載の流山市委託の歯科保健事業等を参照下さい。
流山市歯科医師会についてご興味がおありでした
ら、当事務所もしくは最寄りの歯科医院にお問い合
わせ下さい。
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おおたかの森歯科矯正歯科
あいと歯科

東部地区（豊四季･南柏･流山ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ駅近隣･宮園）

三須歯科医院
宮園歯科医院
とおる歯科あやの矯正歯科

かきざわ歯科ｸﾘﾆｯｸ

ほんじょう歯科医院
ゆき歯科ｸﾘﾆｯｸ
東葛歯科
たつみ訪問歯科ｸﾘﾆｯｸ

南部地区 1（流山電鉄沿線）
岡本歯科医院
小川歯科医院
亀田歯科医院
菊池歯科医院
石田歯科医院
中村歯科ｸﾘﾆｯｸ
ﾊｰﾓﾆｰﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
鰭ヶ崎歯科
すももﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ
西平井歯科ｸﾘﾆｯｸ
南部地区 2（南流山駅近隣）
斉藤歯科医院
おおつか歯科ｸﾘﾆｯｸ
たちばな歯科医院
テックナカムラ歯科
寺田歯科医院
ひやま歯科医院
みなみながれやま矯正歯科
高田歯科医院
南流山駅前歯科医院
くるみ歯科医院
みんなの歯科ｸﾘﾆｯｸ
にじいろ歯科ｸﾘﾆｯｸ
（注）上記のみが歯科医師会会員の診療所です。

