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１．時局問題
① 選挙管理委員会の開催
令和元年実施の役員改選の手続きを遂行するために、会長予備選挙及び役員等選挙実
施要領、会長予備選挙規則、役員等選挙規則、選挙管理委員会規則に基づいて、スケジ
ュール等について協議・確認し、次期会長予備選挙立候補者の届出受付及び資格審査並
びに理事の届出受付及び資格審査を行った。
〔開催状況と協議内容〕
協議内容：
○第９回：４月２６日（金）
協議内容：
（１）理事候補者の資格審査
（２）役員等選挙（令和元年度定時代議員会）
①タイムスケジュール
②選挙マニュアル・進行表
③投票・開票会場レイアウト
④投票立会人及び開票立会人の事務
⑤投票用紙
⑥無効投票の判断基準
⑦候補者集計票・選挙録
（３）役員等選挙に係る公示結果の通知
（４）役員等選挙の当選証書交付
＜結論＞
理事候補者の届出については、代議員による届出はなく、会長予備選挙当選者
からの候補者１９名が届出された。書類審査を行った結果、問題はなかった。
○第１０回：５月３１日（金）〔予定〕
協議内容：
（１）監事、日歯代議員及び日歯予備代議員候補者の資格審査
（２）役員等選挙（平成２９年度定時代議員会）
①タイムスケジュール
②選挙マニュアル・進行表
（３）役員等選挙で配布する資料
①投票・開票会場レイアウト
②無効投票の判断基準
③留意事項
④投票立会人及び開票立会人の事務
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②令和元年度地域医療介護総合確保基金事業及び県（国）との委託･補助事業
令和元年度地域医療介護総合確保基金の新規提案事業については、次の９事業につい
て提案し、平成３１年４月１１日（木）に熊本県担当者と厚生労働省に対するヒアリング
に向けて事前打合せを行い、４月１８日（木）に厚生労働省に出向き、新規事業の説明を
行なった。
〔新規提案事業〕
１ 在宅歯科医療機能強化事業
２ がん患者医科歯科連携事業
３ 回復期医科歯科連携事業
４
５
６
７

歯科衛生士修学資金貸与事業
骨粗鬆症のリスク判定による、患者の医療安全を推進する医科歯科連携のモデル事業
歯科衛生士養成所の施設設備整備事業
老人保健施設における多職種連携事業

８ 災害歯科医療研修強化事業
９ 歯科技工士修学資金貸与事業
この結果、提案した新規事業に対して、令和元年度に本会が実施する地域医療介護総合
確保基金事業は、この上記９事業を展開することとなる。

令和元年度 地域医療介護総合確保基金事業
事業名

区分
金額
種類

事業概要

行政所管名

国・県

備
考

在宅歯科医療の推進に向け、全県的な在宅
歯科医療サービスの提供体制の整備を目的
在宅歯科医
療連携室機

補助

国・県

に在宅歯科医療連携室を設置し、関係機関

認知症対策・

4,087,000 や地域歯科医師会との連携のうえ、在宅歯

地域ケア推進

能強化事業

科医療希望者と訪問歯科診療が可能な歯科

課

継
続

診療所間の調整や在宅歯科医療等に関する
相談対応及び普及啓発を行う。
医科歯科病
診連携推進
事業（回復

県内の回復期病院に対して連携している病
委託

国・県

1,351,767

期）

事業（が
ん）

し、より多くの入院患者に歯科保健医療を

医療政策課

継
続

提供する。

医科歯科病
診連携発展

院がまだ少ないため、連携病院数を増や

年間のがん登録患者数や手術件数を考慮す
委託

国・県

1,254,234

ると県内のがん患者に対応するには十分な

健康づくり

継

状態ではないため、県内全域における医科

推進課

続

歯科連携体制の整備を図る。

2

最新医療機器、吸引シミュレーター、ポー
タブルユニット等を新たに整備導入し充分

歯科衛生士
養成所の施

補助

設設備整備

1/2

に活用することにより、歯科衛生士の資質
国・県

3,800,000 向上を目指し、在宅歯科医療の充実を図

医療政策課

る。更に歯科界でも男女共同参画社会の推

事業

新
規

進に向け、男性歯科衛生士の養成に取り組
むための設備を整える。

認知症対応
力向上研修

委託

事業

国・県
市

在宅訪問診療が増加していることなどを受

認知症対策・

400,000 け、歯科医師に対する認知症の基礎知識・

地域ケア推進

対応方法等に関する研修を実施

課

継
続

高齢者が住み慣れた身近な地域で安全安心
に自立した生活を営むためには、在宅医療
の提供体制に求められる医療機能である
「退院支援」
、
「日常の療養支援」
、
「急変時
の対応」
、
「看取り」の各ステージにおい
て、訪問歯科診療に必要な口腔ケアや摂食
嚥下障害等に対応でき、かつ、地域でリー
ダーとなり得る人材育成や多職種との連携

在宅歯科診
療従事者研

補助

国・県

1,634,000

修事業

を行うことにより、訪問診療を実施する医
療機関数の増加や確保にも繋がると考え
る。また、地域住民や関係団体等に対し、

認知症対策・
地域ケア推進
課

継
続

訪問歯科診療の利用方法等についての普及
啓発を行い、訪問歯科診療の利用者増加を
図る。
（１）アドバンスコース（リーダー人材育
成）研修
（２）多職種連携に係る研修
（３）地域住民への普及啓発
県と災害医療救護に関する協定を締結した
県歯科医師会が、歯科技工士会と歯科衛生

災害歯科保
健医療研修

補助

国・県

363,000 士会とともに災害時における実働可能な体

強化事業

医療政策課

制を整備し、各団体への研修を行い、災害

新
規

医療を担う人材を養成する。
センターの歯科医師及び歯科衛生士を増員
し、一般の歯科医院では治療が困難な障が

障がい児
（者）歯科

国・県

医療提供体

市

制強化事業

17,400,000

い児者の歯科治療を行うセンターの体制を
強化する。また、センター主導による開業
歯科医師や歯科衛生士への障がい者治療、
予防等の技術・知識の向上を図る。
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医療政策課

新
規

30,029,001

合計金額

熊本県(国）との委託並びに補助事業等一覧
区分
事業名

金額
種類

事業概要

行政所管名

国・県
歯と口の健康に関する正しい知識の普及
を図り、歯科疾患の早期発見・早期治

歯と口の健康
週間事業

療、予防処置の励行を徹底することによ
負担金

県

612,000 り、歯の寿命を延ばし、県民の健康保持
増進に寄与することを目的としている。

健康づくり
推進課

（主催：歯と口の健康週間実行委員会
［県、県歯会、他 3 団体］）
各障害保健福祉圏域に障がい児(者)の歯
障がい児(者)
口腔ケア事業

科医療・保健の向上を推進する指導者
委託

国・県

433,000 （以下「地域リーダー」という。）を育
成することにより、県下の障がい児(者)

障がい者支援
課

の歯科医療・保健の向上を図る。
熊本県歯科保健医療計画の医科・歯科連
携体制の充実強化を図るため、歯科医療
従事者育成と連携ツール（歯周病セルフ
チェック票、糖尿病診療情報提供書）を
活用した地域連携体制の充実強化を図
ヘル歯ー元気
8020 支援事業

委託

国・県

502,743

る。
(１)糖尿病と歯周病に係る医療(歯科・

健康づくり
推進課

医科・薬科)連携推進研修会の開催
(２)糖尿病と歯周病に係る医療(歯科・
医科・薬科)連携体制の充実強化
(３)糖尿病と歯周病に係る医療(医科・
歯科・薬科)連携推進検討会の実施
要介護者及び介護予防対象者の QOL(生
活の質)の向上を図るために、要介護者
介護者歯科実
技研修事業

及び介護予防対象者の口腔機能の維持・
委託

国・県

589,710 向上に寄与する人材を養成し、市町村に
おける介護予防の取組みの効果的かつ効
率的な支援につながる体制づくりを図る
ことを目的とする。
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健康づくり
推進課

本県の喫緊の課題である児童・生徒のむ
むし歯予防対
策事業

し歯を改善するため、小中学校でのフッ
委託

県

1,029,996 化物洗口の実施を安全かつ効果的な方法
で継続・定着するための関係機関連携体

健康づくり
推進課

制の充実強化を図ることを目的とする。
合計金額

3,167,449

熊本市との補助事業等一覧（再掲）
区分
事業名

金額
種類

熊本県歯科医
師会口腔保健
センター運営

事業概要

行政所管名

市
一般歯科診療所では治療が困難な施設及

補助

市

1,000,000

事業

び在宅の障がい者(児)の診療や相談を行

市健康づくり

うための運営に対する補助（基金事業の

推進課

17,400,000 円の一部）

③女性歯科医師支援ワーキンググループの活動
本ワーキンググループは、女性歯科医師の結婚、出産、育児等のライフイベントに伴う
離職や復職困難などの問題点について、協議を重ね、令和元年７月１５日の定時代議員会
で答申書を提出した。
会議開催状況
４月１１日（木）
５月２３日（木）
女性歯科医師が歯科界の更なる活性化に向けて、キャリアパスの形成及び向上を目指し、
多様な働き方を支援することを目的に平成３０年６月に「女性歯科医師支援ワーキンググ
ループ」を設置した。
具体的な取り組みを実行するために、出産・育児で就業が制限された女性会員の経済的
負担を一時的に軽減するため、会費の負担軽減の具体的な手法について今後協議する。

④熊本歯科衛生士専門学院校舎増築検討臨時委員会の設置
本学院の増築に係る検討については、平成３０年３月第２回臨時代議員会において、男
子学生の受け入れ、教務室のスペースの確保等について協議し検討することとした。平成
３０年５月に第１回目の検討委員会を開催し、計６回委員会にて検討を重ね、５月９日に
答申書を作成した。

⑤ 第７３回九州歯科医学大会
令和２年度第７３回九州歯科医学大会は熊本県で１０月１７日（土）１８日（日）に開
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催に向け準備を進めている。さらに九州歯科医学大会実行委員会を立ち上げ，大会テーマ
等を決定した。
医学大会の概要は次のとおり。
テーマ
日

程

「国民医療とこれからの日本
～人生 100 年時代の歯科界が果たすべき役割～」
令和 2 年 10 月 17 日（土）
開会 13：30 閉会 16：40

場 所
熊本城ホール メインホール
基調講演１（市民公開講座） 日本歯科大学 菊谷
基調講演２（市民公開講座） 山田 宏参議院議員
特別講演 （市民公開講座） 政治ジャーナリスト

武教授
櫻井よしこ氏

「演題未定」
・第７３回九州歯科医学大会実行委員会の開催
第７３回九州歯科医学大会に向けて、準備を進めるため実行委員会を設置し、講師の
選定、会場の確認、準備、委託会社等との打合せを行い、詳細について検討を行った。
○実行委員会開催状況
・第１回実行委員会：１１月１８日（月）
○その他
・ＫＫＴイノベートとの打合せ：３月２３日（月）

⑥

タウンミーティングの開催

タウンミーティングについては，新執行部の会務方針の説明と、会務現況報告、会員と
の意見交換を目的に、要請のあった郡市歯科医師会に赴いて下記のとおり実施した。
（開催順）
郡市名
阿蘇郡市

人吉市

球磨郡

山鹿市

菊池郡市

天草郡市

実施日・決定日
令和１年１０月３０日（水）
１９時半～
令和１年１２月 ６日（金）
１９時半～
令和１年１２月２１日（土）
１６時～
令和２年 １月１１日（土）
１７時～
令和２年 １月１４日（火）
２０時～
令和２年 １月１７日（金）
１９時～

場所

出席者

阿蘇郡市医師会館

伊藤会長，牛島専務，椿理事

サンホテル人吉

伊藤会長，牛島専務

あさぎり町ポッポー館

伊藤会長，椿副会長，牛島専務

眺山庭

伊藤会長

菊池郡市歯科医師会館

伊藤会長，牛島専務

天草プラザホテル

伊藤会長，牛島専務, 椿理事
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八代

荒尾市

上益城郡

玉名郡市

令和２年 １月３１日（金）
令和２年 ２月 ７日（金）
１９時半～
令和２年 ２月１３日（木）
１９時半～
令和２年 ２月２１日（金）
１９時半～

八代歯科医師会口腔
保健センター

伊藤会長，牛島専務

荒尾市中央公民館

伊藤会長，牛島専務，松本常務

御船カルチャーセンター

伊藤会長，牛島専務

玉名文化センター

伊藤会長，牛島専務，宇治常務

⑦ 台風１５号・１９号被災県への支援
台風による被災県に対し，以下の支援を行った。
義援金
〇九地連から千葉県へ
各県１０万円、九地連から２０万円
合計１００万円の義援金を送付
〇台風１５号、１９号の被災県歯科医師会へ 日本歯科医師会から義援金の募集
熊本県歯科医師会会員から １２０名
１，０１１，０００円
〇福島県歯科医師会へ
義援金 1,500,000 円
支援物資
１０月１４日 長野市歯科医師会
大人用歯ブラシ ３，０００本
子ども用歯ブラシ １，４８０本
大人用歯磨剤
２，７６０個
子ども用歯磨剤
３，４００個
デンタルリンス
６６３個
義歯ブラシ
１，００８本
義歯ケース
５６０個
口腔ケアジェル
１，８００個
１０月１６日 福島県歯科医師会
大人用歯ブラシ ２，８００本
義歯ブラシ
１，００８本
大人用歯磨剤
４８０個
子ども用歯磨剤
３００個
義歯ケース
５６０個
デンタルリンス
８４０個
義歯洗浄剤
４８０個
口腔ケア用ウエットシート ５５０個

⑧ 新型コロナ感染症対策
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、日本でも感染者が急増し緊急事態
宣言が発令される事態となった。県歯科医師会でも、本県に感染者が出ると同時に、熊本
県歯科医師会新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、会員の歯科診療の維持のため、
感染予防や助成金などの支援策など、あらゆる情報を会員に対し発信し続けている。また、
会員の歯科診療に必要なマスク、消毒液などが不足するなか、マスク、消毒液などを確保
し提供に努めている。
さらに診療控えが起きる中、歯科診療の必要性などを県民に訴える広報活動を行った。
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２．部外審議会
(１)諸会議
災害医療教育活動に関する意見交換会
県後期高齢者医療広域連合新任挨拶
地域医療介護総合確保基金事前打合せ
鶴田病院歯科口腔外科開設祝賀会
地域医療介護総合確保基金に係る厚労省ヒアリング
九州各県次期会長候補者事前打合せ会
寿量グループ感謝の夕べ
熊本民事調停協会定期総会・懇親会
災害医療セミナー
学院同窓会設立３０周年記念式典・祝賀会
県防災会議・県石油コンビナート等防災本部、県水防協議会及び
福井県歯会創立100周年記念式典・祝賀会
県ごみゼロ推進県民会議総会及び海岸清掃
県総合保健センター理事会・常務理事会
大阪府歯科医師会、大阪府歯科医師連盟との懇談会
県移植医療推進財団評議員会
健康・生きがいづくり支援事業推進委員会
県調停協会連合会総会
県保険医協会定時社員総会懇親会
県医療・保健・福祉団体協議会理事会
社会歯科学会総会・学術大会
肥後医育振興会定時評議員会
美少年火の国会講演会
熊本大学病院災害医療教育研究センターキックオフセミナー
支払基金審査委員会歓送迎会
九州地方社会保険医療協議会熊本部会
6月26日 7月25日
9月26日 10月29日
熊本サントリー会
支払基金幹事会打合せ
九州厚生局指導総括管理官来熊挨拶
県地域医療構想調整会議
支払基金幹事会
7月10日 10月9日
熊本ユネスコ協会理事会・総会
県日中協会総会
県医療審議会
県体育協会財務特別委員会
九州各県事務局長連絡会
山科透先生「お別れの会」
九州各県会長会
九地連協議会
九地連総会
県救急医療連絡協議会
熊本空港航空機事故対応総合訓練担当者会
「よかボス倶楽部」交流会
齋藤郁子姉旭日単光章受章祝賀会
中規模県歯科医師会連合会
樋口壽一郎先生旭日小綬章受章祝賀会
熊本空港緊急計画連絡協議会
歯科医師国民年金基金代議員会
日本口腔インプラント学会学術大会拡大役員懇話会
熊本市民病院完成記念式典及び内覧会
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4月4日
4月10日
4月11日
4月13日
4月18日
4月20日
4月20日
4月25日
4月25日
5月11日
5月15日
5月19日
5月30日
6月4日
6月4日
6月5日
6月6日
6月7日
6月8日
6月12日
6月16日
6月17日
6月22日
6月22日
6月25日
8月27日
11月27日

7月2日
7月2日
7月8日
7月8日
1月15日
7月11日
7月12日
7月17日
7月19日
7月26日
7月28日
8月3日
8月3日
8月3日
8月13日
8月23日
8月28日
9月1日
9月11日
9月14日
9月17日
9月18日
9月20日
9月21日

支払基金Web会議
九州各県臨時専務理事会
全国調停委員大会
将官歓迎会
公益社団法人熊本県栄養士会「７０周年記念祝賀会」
長谷宏一先生叙勲受章祝賀会
熊本空港航空機事故対応総合訓練
部落差別をはじめあらゆる差別をなくす熊本県人権教育研究大会
愛知県歯会防災対策講演会
九州歯科医学大会
九地連役員会
九州歯科医学大会受付事務説明会
九州歯科医学大会厚生行事
県地域医療等情報ネットワーク連絡協議会
強化専門委員会・スポーツ医科学専門委員会合同会
日本スポーツデンティスト養成講習会
11月2日
「中国・四国」「九州」地区役員連絡協議会
県健康福祉部との意見交換会
社会歯科学会秋期研修会
11月16日
歯科身元確認研修会
支払基金簗瀬理事との懇談会
九州調停委員大会
伊東歯科口腔病院創立８０周年記念講演会・祝賀会
救急医療講演会
県歯科口腔外科研修会世話人会
九州各県事務職員研修会
11月30日
県三師会親善剣道大会
熊本睡眠呼吸障害研究会幹事会
九州各県専務理事会
加盟団体長・理事長会並びに２０１９年国際・全国スポーツ大会優勝祝賀会
熊本民事調停協会新年会
国保診療報酬審査委員会新年会
熊本県における医療費の見通しに関する計画検討委員会
支払基金審査委員懇談会
新型インフルエンザ対策協議会
第５回熊本県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会
支払基金審査委員長等ブロック別会議
簡易裁判所民事実務研究会

九州地区連合歯科医師会研究費事業「災害口腔医学研修会」
県保健医療推進協議会
県国民健康保険運営協議会
オンライン資格確認システム説明会
第15回九州矯正歯科学会大会(熊本)懇親会
嚥下機能評価研修会
支払基金幹事会

9月25日
9月28日
10月8日
10月9日
10月12日
10月13日
10月18日
10月19日
10月24日
10月26日
10月26日
10月26日
10月27日
10月29日
10月29日
11月3日
11月9日
11月15日
11月17日
11月17日
11月21日
11月22日
11月23日
11月26日
11月27日
12月1日
12月1日
12月6日
1月11日
1月11日
1月17日
1月20日
1月23日
1月27日
1月29日
1月29日
1月30日
1月31日

2月2日
2月3日
2月5日
2月7日
2月8日
2月9日
4月8日 5月13日
2月12日 3月11日
県歯剣道部新年会及び第６４回九地連大会団体戦優勝祝賀会
2月15日
九州各県会長会
2月15日
九地連協議会
2月15日
九州各県事務局長連絡会
2月16日
熊本医療センター地域医療研修センター運営委員会
2月17日
県老人クラブ連合会健康・生きがいづくり支援事業推進委員会
2月19日
国立病院機構熊本医療ｾﾝﾀｰ創立150周年記念式典及び祝賀会
2月22日
課題解決型高度医療人材養成プログラム外部評価委員会
2月25日
九州地方社会保険医療協議会熊本部会
2月26日
中規模県歯科医師会連合会
2月27日
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熊本さわやか長寿財団理事会
県医療審議会
県総合保健センター第4回常務理事会･第2回理事会
九州地方社会保険医療協議会熊本部会

3月16日
3月23日
3月24日
3月26日

(２)日歯関係
都道府県会長会議

5月24日

2月28日
6月14日
9月26日
1月23日
3月26日
9月11日
9月12日
11月13日
11月29日
12月11日
12月14日 12月15日
3月26日 5月28日
3月13日

日歯定時代議員会
日歯理事会

6月13日
6月27日 7月25日 8月29日
10月24日 11月28日 12月19日
2月27日 3月12日
6月27日

日歯役員勉強会
日歯役員就任披露パーティー
都道府県専務理事連絡協議会
都道府県事務長事務連絡会
日歯TOOTH FAIRY（12/11～12/15）
日歯災害歯科保健医療体制研修会
日歯臨時代議員会

(３）郡市歯会関係
天草郡市歯会通常総会・懇親会
荒尾市歯会通常総会懇親会
上益城郡歯科医師会通常総会懇親会
玉名郡市歯科医師会定時総会
阿蘇郡市歯科医師会通常総会懇親会
菊池郡市歯会定時総会懇親会
八代歯会定時総会懇親会
熊本市歯会ビアパーティー
城北地区役員連絡協議会
城南五郡市連絡協議会
八代歯会新年会
山鹿市歯会新年会
菊池郡市歯会新年会
熊本市歯会新年懇親パーティー
玉名郡市歯会新年会
阿蘇郡市歯会新年会
熊本市歯会通常総会

4月20日
6月8日
6月8日
6月22日
6月22日
6月29日
6月29日
7月6日
11月2日
11月16日
1月4日
1月11日
1月11日
1月18日
1月24日
1月24日
3月26日

以上、会議・打ち合わせ等
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延べ回数159回出席

３．各所管報告
①総務関係
（１）会員数現況
☆令和元年度会員数
★本県会員数（令和２年３月末現在）
会員種別

人

数

第１種

６５９

第２種

２４

終 身

１９５

第３種

６９

第４種

２１

計

９６８

★日歯会員数（令和２年３月末現在）
会員種別

人

数

第１種

７２９

第２種

４３

終 身

１０６

第３種

４

計

８８２

（３１年４月～０２年３月の本県入・退会者）
入 会 者
３１年 ４月

第１種 澤幡佳孝（熊本市）

元年 ５月

第２種 逢坂洋輔（熊本市）

４月

第１種 狹間謙一郎（熊本市）

５月

第１種 多田真一郎（阿蘇）

４月

第１種 橋口真耶（熊本市）

６月

第１種 福嶋亮二（荒尾）

４月

第１種 竹中誠一郎（熊本市）

６月

第２種 有永 誠（天草）

４月

第１種 上田康弘（熊本市）

７月

第２種 藤崎航太（水俣・芦北）

４月

第２種 分山英信（熊本市）

７月

第３種 廣島屋貴俊

４月

第２種 松原良太（玉名）

７月

第３種 上鶴卓也

４月

第１種 近藤健之（菊池）

８月

第１種 匠原 健（熊本市）

４月

第１種 中出敬明（八代）

８月

第３種 田村知丈

４月

第１種 佐々木立命（人吉）

９月

第１種 土肥信介（下益城）

４月

第３種 田中拓也

１０月

第１種 岡本昌裕（熊本市）

４月

第３種 大橋博文

１０月

第１種 中津由博（八代）

４月

第３種 北原佑樹

１０月

第３種 甲斐文一郎

４月

第３種 池永一行

１０月

第３種 山崎千晶

４月

第３種 入江真梨子

４月

第３種 福間大喜

５月

第１種 高尾真暢（熊本市）

熊本ﾊﾟｰﾙ総合歯科・矯正

１０月

第４種 歯科・こども歯科ｸﾘﾆｯｸ
SAKURAMACHIKUMAMOTO
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入 会 者
１１月

第１種 宇治綾子（熊本市）

２年 １月

第３種 東 克匡

１１月

第１種 田中 仁（熊本市）

１月

第３種 大迫拓也

１２月

第１種 前野光洋（熊本市）

１月

第１種 上田浩一朗（八代）

２年 １月

第１種 井上真意（熊本市）

２月

第３種 中山雄大（熊本市）

物 故 者
３１年 ４月

終 身

城井陽子（玉名）

元年 ７月

終 身

８月

退 会 者
元年

７月

終 身

浜坂 浩（熊本市）

松本一之（熊本市）

７月

第３種

大野 毅

終 身

宮本加洲彦（八代）

８月

第３種

山本祐香理

９月

終 身

鈴木勝志（熊本市）

８月

第３種

匠原 健

１０月

第１種

山本 真（熊本市）

８月

第１種

北須賀通子（菊池）

１１月

終 身

境 義紹（熊本市）

９月

第１種

林田 豊（菊池）

１２月

第１種

吉村 力（熊本市）

１０月

第３種

牛島瑛久

１月

第１種

太田智子（熊本市）

１月

第１種

松本光示（熊本市）

２月

第３種

廣島屋貴俊

２月

第３種

大鹿明完

３月

第１種

内田裕治 （熊本市）

３月

第３種

入江真梨子

３月

第３種

中山雄大

３月

第３種

大迫拓也

３月

第３種

甲斐文一郎

３月

第４種

熊本ｾﾝﾄﾗﾙ病院（菊池）

２年

（２）理事会・常務理事会の開催

第 1 種会員へ

（２）理事会・常務理事会の開催
毎月、理事会を第４火曜日、常務理事会を第１火曜日・第３火曜日に定例として、
県歯会館において開催している。
会議開催時は、役員全員がノートパソコンを持参し、資料を電子データ化すること
によって、ほぼペーパーレスにて会議を進行している。
さらに、必要に応じ副会長会議を開催している。
（３）代議員会の開催
○令和元年度定時代議員会 ６月１５日（土）於：県歯会館
〔第１号議案〕平成３０年度会計決算（案）の承認
〔第２号議案〕災害対策基金設置
〔第３号議案〕収入割会費賦課率変更
〔第４号議案〕理事の選任
〔第５号議案〕監事の選任
〔第６号議案〕日歯代議員及び日歯予備代議員の選任
以上、６議案を提出し、すべて承認・可決・選任された。
○令和元年度臨時代議員会 ７月１３日（土）於：県歯会館
〔第１号議案〕裁定審議委員会委員の委嘱
〔第２号議案〕選挙管理委員会委員、同予備委員の委嘱
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〔第３号議案〕定款施行規則変更
以上、３議案を提出し、すべて承認・可決された。
○令和元年度臨時代議員会 ３月２８日（土）於：県歯会館
〔第１号議案〕熊本歯科衛生士専門学院償却資産積立金取り崩し
〔第２号議案〕元年度会計補正予算（案）
〔第３号議案〕２年度事業計画（案）
〔第４号議案〕２年度会計及び負担金の賦課額、賦課率並びに徴収方法（案）
〔第５号議案〕２年度会計予算（案）
以上、５議案を提出し、すべて承認・可決された。
（４）各郡市会長・専務理事連絡会議の開催
○９月２１日（土）に開催し、主にタウンミーティングの実施、助成歯科医師への支
援、未入会者対策等について協議した。
○１月２５日（土）に開催し、主に今後の歯科界の動向について情報共有し意見交換
を行った。
（５）裁定審議委員会の開催
８月２１日（水）に開催し、委員長及び副委員長の選任を行った。
（６）新入会員研修会の開催
２月８日（土）に県歯会館において開催し、主に、令和元年度に入会した会員を対象
として、①本会の機構及び関連事業②保険診療③施設基準届出等についての研修を行
った。
【受講者：１２４名（新入会員２４名、新入会員以外１００名）
】
（７）くま歯キャラバン隊の開催
会員への研修と情報提供、県歯事業の地域間格差の解消、会員との意見交換による
会員の声が本会に届く環境づくりを目的として開催している。
〇荒尾市 ６月５日（水）於：荒尾市医師会館【受講者：５７名】
〇天草郡市 ３月２７日（金）於：肥後銀行天草支店【受講者：５５名】
○人吉市・球磨郡 ３月２７日（金）於：あゆの里【受講者：４０名】
〇上益城郡 ３月２７日（金）於：県歯会館【受講者：２０名】
（８）県議会議員との懇談会の開催
９月１０日（火）熊本市において開催し、県議会議員１６名と歯科医療に関する
意見交換を行った。
（９）県健康福祉部との懇談会の開催
１１月１５日（金）熊本市において開催し、県健康福祉部部長以下１７名と委託・
補助事業に関する意見交換を行った。
（１０）会計関係
本会事業・会計監査については、年２回の総合監査及び毎月の月次監査を実施し
ている。また、新会計基準後の各事業の会計管理・処理については嘱託会計士に相
談・指示を仰ぎ対処している。
○本会事業・会計監査実施日：６月７日（金）、２月１８日（水）
○月次監査実施日：４月２２日（月）
、５月３０日（木）、９月１２日（木）
、１０
月１０日（木）
、１１月１４日（木）
、１２月１０日（火）
、１
月１６日（木）
、２月１４日（金）
、３月１２日（木）
○会計打合せ：１月１４日（火）
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②学術委員会関係
（１）研修会・講演会等の開催
○安全な歯科医療を提供するためのバイタルサインセミナー開催
９月１日（日）於：県歯会館【受講者１２３名】
〇有料学術講演会開催 １１月１７日（日）於：県歯会館【受講者１７名】
（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席
○熊本睡眠時無呼吸障害研究会 １２月６日（金）於：熊本大学病院
○九州各県学術担当者会 １０月５日（土）於：長崎県歯会館
○日歯学術委員会 ７月２４日（水）
、９月２５日（水）
、１１月２７日（水）
於：日歯会館
○日歯生涯研修セミナー/ＷＥＢ会議（Webex）に係る説明会 ７月２４日（水）
於：日歯会館
○日歯ＳＣＲＰ報告会 ７月２５日（木）於：日歯会館
○日歯ＳＣＲＰ日本代表選抜大会審査結果発表 ８月２３日（金）
於：日歯会館
○日歯国際渉外委員会 ８月７日（水）於：日歯会館
○第１０７回ＦＤＩ世界歯科大会日歯代表団打合会 ８月７日（水）
於：日歯会館
○第１０７回ＦＤＩ世界歯科大会 ９月２日（月）～７日（土）
於：サンフランシスコ
○日歯会誌編集委員会 ９月１７日（火）
、１１月１３日（水）於：日歯会館
○日歯スポーツ歯科委員会 ９月１８日（水）於：日歯会館
○日歯図書管理運営委員会 １０月２３日（水）於：日歯会館
○日歯東京オリンピック・パラリンピック歯科委員会 １０月３１日（木）
於：日歯会館
○第２４回日本歯科医学会学術大会学術部会 １１月１日（金）於：日歯会館
○日歯生涯研修セミナー（関東地区） １２月１日（日）於：神奈川県歯会館
○日歯生涯研修セミナー（九州地区） １月２６日（日）於：佐賀県歯会館
○第２２回熊本県歯科医学大会 ２月２日（日）於：県歯会館
【受講者１３７名】
○日歯生涯研修セミナー（愛媛県会場）ライブ配信講演
２月１１日（火）於：県歯会館【受講者４０名】
○スポーツ歯科委員会事前打合会 ２月５日（水）於：日歯会館
○スポーツ歯科委員会 ２月５日（水）於：日歯会館
○日歯生涯研修セミナー（ライブ配信形式）２月１１日（火）於：日歯会館
○日歯学術委員会 ３月１３日（金）於：日歯会館
○国際歯科医療安全機構学術研修会打ち合わせ
２月２５日（火）
、３月２５日（水）於：伊東歯科口腔病院
（３）安心・安全歯科医療推進制度への対応
平成２０年度から実施しているこの制度は、本会会員および会員診療所が、自ら
一定基準を設け、安心・安全な歯科医療を提供するように努めることを目標として
おり、２年毎に行う事業で２年間の実績を審査し、達成証を交付している。また、
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制度啓発用ポケットティッシュをイベント等で配布し、対外的 PR を図っている。

③社会保険委員会関係
（１）諸会議及び研修会・講演会等の開催
○九州厚生局・県庁との打合せ ４月８日（月）於：県歯会館
○熊本市歯会社会保険委員会との打合せ ４月１１日（木）於：県歯会館
○個別指導対策社会保険説明会 ４月２７日（土）於：県歯会館
【受講者：２９名】
○レセプトチェックセンター ６月５日（水）於：荒尾市
○各郡市社会保険担当者会議 ８月３１日（土）於：県歯会館
○シニア倶楽部社会保険研修会 ９月１４日（土）於：県歯会館
【受講者：２０名】
○国保連合会との勉強会 １１月２２日（金）於：県歯会館
○点数改定説明会【中止】 ３月２５日（水）於：県立劇場
（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席
○九州大学歯学部同窓会熊本県支部社保説明会 ４月６日（土）於：県歯会館
○日歯社会保険委員会 ４月１７日（水）於：日歯会館
○社会保険指導者研修会 ９月９日（月）於：東京・日本教育会館
○九州各県社会保険担当者会 １０月５日（土）於：ホテル・レクストン鹿児島
○近県歯科医師会社会保険担当者会議 １月１８日（土）於：長崎県歯会館
○都道府県社会保険担当理事連絡協議会 WEB 会議 ３月１０日（火）於：県歯会館
（３）レセプトチェックセンター対応
４月 ５日（金）
【相談者１名】 ６月 ５日（水）
【相談者１名】
５月 ７日（火）
【相談者２名】
（４）社保個別相談会開催
４月２７日（土）
【相談者１名】 １１月１１日（月）【相談者１名】
５月２１日（火）
【相談者１名】 １１月３０日（土）【相談者３名】
５月２５日（土）
【相談者１名】 １２月１２日（木）【相談者１名】
７月２７日（土）
【相談者１名】 １２月１３日（金）【相談者２名】
８月 ６日（火）
【相談者１名】 １２月１８日（水）【相談者１名】
８月３１日（土）
【相談者１名】 １２月２１日（土）【相談者３名】
９月２８日（土）
【相談者１名】
１月１１日（土）【相談者１名】
１０月１２日（土）【相談者１名】
１月１４日（火）
【相談者１名】
１０月１９日（土）【相談者２名】
１月１５日（水）【相談者１名】
１１月 ７日（木）【相談者１名】
（５）九州厚生局、県国保・高齢者医療課指導立会い
５月１６日（木）個別・ ４医院 １０月 ３日（木）集団・４３医院
５月２３日（木）個別・ １医院 １０月１７日（木）個別・ ６医院
６月１３日（木）個別・ ６医院 １１月１４日（木）個別・ ５医院
７月１１日（木）個別・ ６医院 １２月１９日（木）個別・ ６医院
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８月 ８日（木）個別・ ６医院
９月１９日（木）個別・ ６医院

１月１６日（木）個別・ ５医院

④地域保健委員会関係
（１）各郡市地域保健担当者会開催 ９月７日（土）於：県歯会館
（２）後期高齢者歯科口腔健康診査事業への対応
◎啓発講演会への講師派遣
○６月４日（火）於：芦北町社会教育センター【受講者：４４名】
○６月２８日（金）於：荒尾在宅介護支援センター【受講者：３５名】
○７月２５日（木）於：錦町社会福祉協議会【受講者：４３名】
○７月２５日（木）於：人吉市老人福祉センター【受講者：４４名】
○９月４日（水）於：阿蘇市農村環境改善センター【受講者：８７名】
○９月５日（木）於：ウェルパルくまもと【受講者：１４７名】
○９月１１日（水）於：玉東町中央公民館【受講者：３２名】
○９月１６日（月）於：福岡自治会館【受講者：３２名】
○１１月１２日（火）於：阿蘇市保健福祉センター【受講者：３８名】
○１１月１９日（火）於：宇土市保健センター【受講者：５０名】
○２月７日（金）於：長洲町中央公民館【受講者：４１名】
○２月１２日（水）於：菊陽町老人福祉センター【受講者：６７名】
◎研修会の開催 ７月２７日（土）於：県歯会館【受講者：１００名】
◎意見交換会の開催 １０月４日（金）於：県歯会館
（３）協会けんぽスモールチェンジ生活歯援プログラムの実施
◎県下各企業での生活歯援プログラムの実施
○７月１９日（金）於：熊本計算センター【受診者：２３名】
○７月２２日（月）於：熊本計算センター【受診者：１９名】
○７月２２日（月）於：みらいとしま保育園【受診者：８名】
○７月２３日（火）於：熊本計算センター【受診者：１７名】
○７月２９日（月）於：株式会社みらい【受診者：１４名】
○８月９日（金）於：菊池電子株式会社【受診者：１０名】
○９月２日（月）於：江藤建設有限会社【受診者：７名】
○９月２４日（火）於：株式会社オカザキ【受診者：１４名】
○９月２５日（水）於：株式会社オカザキ【受診者：１２名】
○９月２６日（木）於：社会福祉法人泗水福祉会【受診者：２２名】
○１０月１５日（火）於：大豊工業【受診者：５名】
○１１月１１日（月）於：熊本旭運輸株式会社【受診者：２４名】
○１１月１２日（火）於：熊本旭運輸株式会社 【受診者：３１名】
○１１月１３日（水）於：熊本旭運輸株式会社 【受診者：１５名】
○１２月１６日（月）於：あいら観光【受診者：１６名】
○１２月１７日（火）於：八代ナザレ園【受診者：２６名】
○１月２８日（火）於：㈱友和会【受診者：１９名】
○２月６日（木）於：片岡レディスクリニック【受診者：１１名】
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◎県衛生士会との生活歯援プログラム打合せ １１月１日（金）於：県歯会館
◎協会けんぽと生活歯援プログラム打合せ １１月２７日（水）於：県歯会館
◎生活歯援プログラム意見交換会 １月２２日（水）於：県歯会館
（４）諸会議及び研修会・講演会等への出席
〇県老人クラブ連合会「健康づくり講演会」６月１４日（金）於：市民会館
〇県糖尿病対策推進会議 ６月１７日（月）於：県医師会館
○東京エレクトロンと歯科健診事業の打合せ ８月２８日（水）於：県歯会館
〇第１回健康づくり推進協議会 ９月４日（水）於：熊本大学医学部附属病院
〇県健康づくり県民会議幹事会 ９月１３日（金）於：県庁
〇第４１回九州口腔衛生学会 ９月２３日（月）於：北九州国際会議場
〇全国健康保険協会熊本支部職員研修会
９月２５日（水）於：全国健康保険協会熊本支部
〇第１回県後期高齢者医療運営協議会 １０月４日（金）県市町村自治会館本館
〇九州各県地域保健担当者会
１０月５日（土）於：沖縄県口腔保健医療センター
〇県健康づくり県民会議 １０月１５日（火）於：県民交流館パレア
〇高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に向けた
医療関係団体等との連絡会 １１月６日（水）於：県市町村自治会館本館
〇第２回県後期高齢者医療運営協議会
１月１４日（火）於：県市町村自治会館本館
〇都道府県地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会
１月２９日（水）於：日歯会館
○全国健康保険協会熊本支部第２回健康づくり推進協議会
【中止】３月３日（火）於：熊本大学
○県歯科保健推進会議 【中止】３月６日（金）於：ホテル熊本テルサ
○くまもと２１ヘルスプラン推進委員会及び県地域・職域連携推進協議会
【中止】３月１１日（水）於：ホテル熊本テルサ
（５）笑顔へルＣキャンペーンの実施
１１月８日の「いい歯の日」にあわせ、１８０万人熊本県民お口の健康運動とし
て、歯の健康の重要性に関する意識の高揚と歯の健康維持に必要な正しい知識の普
及を図ることを目的に、熊本日日新聞並びに県歯科衛生士会との共催、花王の協力、
熊本県の後援を得て、今年度も下記のとおり実施した。
○山鹿市 ９月２９日（日）山鹿市健康福祉センター／来場者数５３名
○人吉市 １０月１３日（日）堤病院九日町診療所駐車場／来場者数３８名
○上益城郡 １０月２７日（日）嘉島町・イオンモール熊本／来場者数３５２名
○天草郡市 １０月２７日（日）天草市民センター／来場者数１２０名
○水俣・芦北郡市 １１月３日（日）水俣市総合もやい直しセンター
／来場者数１００名
○宇土郡市 １１月５日（火）～９日（土）各会員診療所
○球磨郡 １１月８日（金）１５日（金）各会員診療所
○荒尾市 １１月８日（金）各会員診療所
○玉名郡市１１月８日（金）各会員診療所
○八代１１月９日（土）八代歯会口腔保健センター／来場者数６８名
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○菊池郡市１１月１０日（日）菊池郡市歯会館／来場者数１７０名
◎中央イベントの実施
日時：１１月１７日（日）午前１１時～午後４時
会場：熊本市・びぷれす広場
内容：ヘルＣ写真コンクール表彰式…６名／お口の何でも相談…１０８名／口臭
チェック・歯磨き指導…１７７名／アンケート…１０６９名／歯科衛生士の
お仕事紹介コーナー…５０名／「熊本市８０２０健康づくりの会」活動紹
介・災害に備えるお口のケア体験…２７０名／血圧及び骨密度測定…２００
名、アトラクション（歯に関するクイズ、腹話術）、ヘルＣ写真コンクール
作品展示等
◎ヘルＣ写真コンクールの実施 応募総数１４８点、入賞８点
審査会 １０月１８日（金）於：県歯会館
◎熊日新聞紙上における歯科健康意識の啓発並びにポスター・チラシ等による告知の
展開
◎事業打合会 ９月１９日（木）
、１０月２９日（火）
、１１月１２日（火）於：県
歯会館
◎事業反省会 １２月７日（土）於：県歯会館
（６）健保連との歯科健診事業の実施
健康保健組合熊本連合会 加入組合（肥後銀行、熊本銀行、平田機工、熊本自動
車販売店）
1
2
3
4

健保組合
平田機工
熊本自販
熊本銀行
肥後銀行
合計

7月
0
1
0
3
4

8月
2
3
8
9
22

9 月 10 月 11 月 12 月
1
0
0
0
2
2
5
8
14
5
6
7
3
5
5
5
20
12
16
20

1月
0
6
5
5
16

2 月 合計
0
3
6
33
26
71
13
48
45
155

（７）低ホスファターゼ症講演会 ８月１０日（土）
【受講者：６３名】於：県歯会館
（８）産業歯科（事業所健診）の実施 ※詳細は⑯に掲載
（９）歯と口の健康週間事業の実施 ※詳細は⑰に掲載
（10）県委託事業「ヘル歯―元気８０２０支援事業」
、
「熊本型早産予防対策事業」の実
施 ※詳細は⑲、⑳に掲載

⑤広報委員会関係
（１）熊歯会報、ニュースレターの発行（毎月５日頃）
（２）メールニュースの発信（毎月２０日頃）
（３）県歯ホームページの管理・運営
（４）取材・収録等への対応
○定時代議員会 ６月１５日（土）於：県歯会館
○第１回臨時代議員会 ７月１３日（土）於：県歯会館
○第２回臨時代議員会 ３月２８日（土）於：県歯会館
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○ＮＨＫ番組「テレメッセくまもと」
【打合せ】 １０月１７日（木）於：県歯会館
【収録日】 １１月１９日（火）於：ＮＨＫ熊本放送局
○笑顔ヘルＣキャンペーン
【写真コンクール審査】 １０月１８日（金）於：県歯会館
【中央イベント】 １１月１７日（日）於：熊本市上通びぷれす広場
（５）諸会議及び研修会・講演会等への出席
○九州各県広報担当者会 １０月５日（土）於：福岡県歯会館

⑥学校歯科委員会関係
（１）諸会議及び研修会・講演会等の開催
○日学歯議事運営特別委員会３月１７日（火）於：日歯会館
○日学歯加盟団体長会
２月１９日（水）於：日歯会館
○日学歯臨時総会
３月２５日（水）於：日歯会館
○県学校保健会第２回総務委員会
２月１２日（水）於：県歯会館
○県学校保健会第２回評議員会
３月１３日（木）書面会議
○県ＰＴＡ共済審査委員会 ２月２０日（木）於：県総合福祉センター
○各郡市学校歯科担当者会議 ２月１９日（水）於：県歯会館【参加者３０名
（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席
○日学歯広報委員会
４月３日（水）於：日歯会館 ６月５日(水) 於：日歯会館、
６月８日(土) 於：京都・菊乃井
○日学歯理事会
４月１７日（水）
、５月２２日（水）於：日歯会館
６月１２日（水）
、６月２６日（水）於：日歯会館
○日学歯定時総会 ６月２６日（水）
・ 臨時総会 １０月２日（水）於：日歯会館
○県高等学校保健会評議員会４月１２日（金）於：水前寺共済会館
○県公立学校新規採用養護教諭研修 ４月２５日（木）於：県教育センター
○県高等学校保健会理事会 ５月１７日（金）於：県立熊本第一高等学校
○スポーツ医科学専門委員会
６月６日（木）於：水前寺共済会館グレーシア
○県ＰＴＡ共済審査委員会（毎月１回）於：県総合福祉センター
○県学校保健会理事会
５月２９日（水）於：県歯会館
○県学校保健会評議員会
６月１４日（金）於：県医師会館
〇県体育協会基本健康調査票判定会
７月９日（火）於：アークホテル熊本
〇県学校保健功労表彰及び学校安全表彰に係る審査会 ７月１２日（金）於：県庁
○生徒保健委員連絡協議会
７月１２日（金）於：くまもと森都心プラザ
１０月１６日（水）於：市民会館
〇県体育協会メディカルチェック
８月３日（土）於：ヘルスケアセンター
〇県体育協会メディカルチェック判定会
８月８日（木）於：アークホテル熊本
○県体育協会東京オリンピック選手育成事業「指定選手メディカルチェック」
１２月２０日（金）
、１月１０日（金）於：ヘルスケアセンター
○県体育協会東京オリンピック選手育成事業「指定選手メディカルチェック」
判定会
１月２３日（木）於：アークホテル熊本
○県ＰＴＡ共済審査委員会（毎月１回）於：県総合福祉センター
〇県学校保健研究協議大会
８月１８日（日）於：八代市民会館
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８月２４日（土）於：大分県歯会館
８月７日（水）
・８日（木）
於：いいちこ総合文化センター
〇全国学校歯科保健研究大会
１０月１７日（木）
・１８日（金）
於：山口市民会館・ホテルかめ福
〇県健康づくり推進学校表彰審査会
１１月２６日（火）於：県歯会館
〇県高等学校保健研究協議大会
１月１０日（金）於：くまもと森都心プラザ
〇県高等学校保健会第３回理事会
１月２８日（火）於：熊本第一高校
○日学歯議事運営特別委員会
１月２９日（水）於：日歯会館
〇九州地区学校歯科医会役員連絡協議会
〇九州地区健康教育研究大会

（２）日本学校歯科医会への入会促進
（３）歯と口の健康週間事業への協力

⑦医療対策委員会関係
（１）医療事故、苦情相談等への対応
A）事例数の状況
○４月：１１件 ○５月：１２件○６月：１１件 ○７月：１８件 ○８月：１
１件 ○９月：１０件○１０月：２１件 ○１１月：１７件 ○１２月：１１
件 ○１月：１１件 ○２月：１３件 ○３月：１３件
B）歯科医師会館における紛争・苦情の処理状況
○４月：１回 ○５月：２回
○６月：１回 ○７月：０回 ○８月：１回 ○
９月：２回 ○１０月：１回 ○１１月：２回 ○１２月：１回 ○１月：４回
○２月：３回 ○３月：２回
〇福岡弁護士・損保ジャパンとの協議会 ８月３０日（金）於：県歯会館
〇県警との協議会 ９月２７日（金）於：熊本市
〇各郡市医療相談担当者会 １１月２日（土）於：県歯会館
〇熊本大学歯科口腔外科との協議会 １１月２９日（金）於：熊本市
（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席
〇県医療事故調査等支援団体連絡協議会 １０月８日（火）於：ホテル日航熊本
○九州各県歯科医療安全対策担当者会 １０月１９日（土）於：福岡県
〇県医療安全推進協議会 １月２４日（金）於：県庁

⑧センター･介護委員会関係
（１）諸会議及び研修会・講演会等の開催
○認知症対応力向上研修会事業打合せ ７月１１日（木）於：県歯会館
○在宅歯科医療連携各郡市担当者会事前打合せ ７月２３日（火）於：県歯会館
○介護者歯科実技研修事業打合せ ７月２５日（木）於：県歯会館
○後期高齢者歯科健診事業研修会 ７月２７日（土）於：県歯会館
○在宅歯科医療連携各郡市担当者会
８月１７日（土）、３月２１日（土）於：県歯会館
○ヒアリング前打合せ ８月３１日（土）於：県歯会館
○在宅歯科医療連携モデル地域と打合せ ９月１１日（水）～２回 於：県歯会館
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○モデル地域（菊池郡市歯科医師会）主催講演会
２月８日（土）於：熊本再春医療センター
（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席
○日本老年歯科医学会 ６月７日（金）～於：仙台国際センター
○有明摂食・嚥下研究会 ６月１３日（木）於：玉名郡市医師会館
○県在宅医療連携体制検討協議会 ７月２日（火）於：県医師会館
○県在宅医療連合会代表者会議 ７月２日（火）於：県医師会館
○県地域リハビリテーション支援センター運営委員会
７月１０日（水）於：県医師会館
○嚥下機能評価研修会～嚥下内視鏡検査実習～
７月２１日（日）於：国立国際医療研究センター病院
○九州在宅医療推進フォーラム打合せ ７月２５日（火）於：熊本市医師会館
○九州老年歯科フォーラム in 長崎懇親会 ８月３日（土）於：長崎市
○九州老年歯科フォーラム in 長崎 ８月４日（日）於：長崎県歯会館
○県在宅医療連合会実務者会議 ８月２０日（火）於：県医師会館
○県社会福祉審議会 ９月２５日（水）於：県庁
○九州各県地域保健担当者会 １０月５日（土）於：沖縄県口腔保健医療センター
○県社会福祉審議会保健福祉推進部会 １０月８日（火）於：KKR ホテル熊本
○在宅医療多職種チーム力向上研修会
１０月１０日（木）於：菊陽町光の森町民センター
○県地域リハビリテーション支援センター研修会
１１月１１日（月）於：県医師会館
○県各圏域地域リハビリテーション広域支援センター連絡協議会
１１月１１日（月）於：県医師会館
○県社会福祉審議会 １１月１８日（月）於：県庁
○自立支援プロジェクト人材育成研修会１日目（基礎研修会）
１２月８日（日）於：県医師会館
○自立支援プロジェクト人材育成研修会２日目（基礎研修会）
１月１９日（日）於：県医師会館
○県地域リハビリテーション支援体制推進シンポジウム
１月２４日（金）於：県医師会館
○都道府県地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会
１月２９日（水）於：日歯会館
○医療と介護の連携による自立支援研修会 ２月１２日（水）於：県医師会館
○県在宅医療連合会代表者会議 【中止】３月１３日（金）於：県医師会館
○熊本県地域リハビリテーション推進会議
【中止】３月１６日（月）於：県医師会館
○県各圏域地域リハビリテーション広域支援センター連絡協議会
【中止】 ３月１６日（月）於：県医師会館
（３）口腔保健センター（障がい者歯科診療）の運営
（４）県委託事業「介護者歯科実技研修事業」「障がい児（者）口腔ケア育成事業」、
「在宅歯科従事者研修事業」、「認知症対応力向上研修事業」の実施

⑨厚生・医療管理委員会関係
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（１）諸会議及び研修会・講演会等の開催
○シニア倶楽部 ９月１４日（土）於：ホテル日航熊本【出席者：４６名】
○九州各県医療管理担当者会 １０月５日（土）於：県歯会館
○熊本国税局管内税務指導者協議会 １１月２２日（金）於：県歯会館
○医療管理講演会 ２月２２日（土）
【中止】
（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席
○熊本県エイズ対策会議 ８月２７日（火）於：県歯会館
９月 ４日（水）於：県庁
○九州地域の医療機関における電波利用推進協議会 ９月１８日（水）
於：九州総合通信局
○日本歯科医療管理学会九州支部総会・学術大会
１１月２３日（土）於：沖縄県口腔保健医療センター
○学生合同就職説明会への対応
○九州地域の医療機関における電波利用推進協議会 於 九州総合通信推進局
（３）健康診断の実施
〈令和元年度 健康診断受診者数及び受診率〉

郡市名

実

施

月

日

各郡市
会員数

会員
受診者数

受診率
（％）

408

266

65%

会員外受診者数
従業員
配偶者
(〃の家族) ・家族
1161
187

計

総
受診
者数

1348

1614

熊本

9 月 3 日(月)～7 日(金)

宇土

8 月 31 日(土)

18

14

77%

46

9

55

69

玉名

9 月 19 日(木)

48

39

81%

105

21

126

165

荒尾

7 月 27 日(土)

29

12

41%

90

10

100

112

山鹿

8 月 8 日(木)
10 月 4 日(木)10 日(木)
11 日(金)

24

14

58%

75

7

82

96

75

60

80%

232

38

270

330

8 月 24 日(土)

27

19

70%

46

10

56

75

上益城

9 月 3 日(月)～7 日(金)

30

20

66%

98

13

111

131

下益城

10 月 26 日(土)

25

15

60%

53

8

61

76

10 月 6 日(土)、
13 日(土)

73

52

71%

174

36

210

262

水俣・
芦北

8 月 31 日(土)

19

16

84%

45

14

59

75

人吉

9 月 7 日(土)

30

22

73%

68

12

80

102

球磨

10 月 26 日(金)

13

9

69%

44

6

50

59

天草

7 月 20 日（土）8 月 17 日
（土）9 月７日(土)

59

40

67%

129

19

148

188

22

2

10%

9

0

9

11

878

600

68%

2375

390

2682

3365

菊池
阿蘇

八代

第4種
合

計

（４）急病時の代診派遣制度に関する対応
（５）グループ保険の加入促進
（６）「医療管理だより」の発行
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⑩医療連携委員会関係
（１）諸会議・事業等の企画・検討・対応
○理事会・常務理事会
（２）諸会議及び研修会・講演会等の開催
○医科歯科病診連携推進事業（回復期）打合せ ８月２日（金）於：県歯会館
○医科歯科病診連携推進事業（がん診療）
・ヘル歯ー元気 8020 支援事業打合せ
８月７日（水）於：県歯会館
○回復期病診連携個別説明会
９月２７日（金）、１１月２５日（月）於：県歯会館【参加者：各１名】
○回復期医科歯科病診連携事業運営協議会 １１月１４日（木）於：県歯会館
○がん医科歯科連携事業運営協議会打合せ １２月１０日（火）於：県歯会館
○がん医科歯科連携事業運営協議会
１２月１２日（木）、３月６日（金）於：県歯会館
○ヘル歯―元気 8020 支援事業打合せ
１２月２１日（土）於：県歯会館
○糖尿病・歯周病医療連携研修会
１月１８日（土）於：国保水俣市立総合医療センター
○８０２０支援事業・医療機関連携事業評価会議
２月１７日（月）於：県歯会館
○がん医科歯科連携登録医のための全国共通ナショナルテキスト講習会
１月２６日（日）、３月１４日（土）於：県歯会館
○回復期医科歯科連携研修会
３月１日（日）於：県歯会館
○がん医科歯科連携事業研修会 ３月８日（日）於：県歯会館
○谷田病院との回復期病診連携説明会 ２月６日（木）於：谷田病院
○明治製菓ファルマとの打合せ ２月６日（木）於：県歯会館
○回復期研修会打合せ ２月１３日（木）於：県歯会館
○回復期病診連携説明会打合せ ２月２２日（土）於：県歯会館
○回復期医科歯科連携研修会 【中止】３月１日（日）於：県歯会館
○回復期医科歯科病診連携事業運営協議会
【中止】３月５日（木）於：県歯会館
○医科歯科病診連携発展事業（がん診療・回復期）運営協議会）
３月６日（金）於：県歯会館
○がん診療拠点病院における研修会 ３月７日（土）於：天草中央総合病院
○天草中央病院との回復期病診連携説明会
３月７日（土）於：天草中央総合病院
○がん医科歯科連携研修会 【中止】３月８日（日）於：県歯会館
○谷田病院との回復期医科歯科連携説明会及び覚書き締結
３月９日（月）於：谷田病院
○がん診療連携拠点病院における研修会打合せ ３月１０日（火）於：県歯会館
○がん診療連携拠点病院における研修会
３月１１日（水）於：阿蘇医療センター
○がん診療連携拠点病院における研修会
３月１２日（木）於：国保水俣市立総合医療センター
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○国保水俣市立総合医療センターとの回復期医科歯科連携説明会
３月１２日（木）於：国保水俣市立総合医療センター
○がん医科歯科連携登録医のための全国共通ナショナルテキスト講習会
【中止】３月１４日（土）於：学院
○歯科医療提供体制推進等事業におけるヒアリング
【中止】３月１９日（木）於：県歯会館
（３）諸会議及び研修会・講演会等への出席
○熊本脳卒中地域連携ネットワーク研究会
４月２４日（水）於：市民会館シアーズ夢ホール
○県がん診療連携協議会幹事会相談支援・情報連携部会
６月４日（火）～３回 於：熊大病院
○熊本院内感染対策研究会世話人会
６月８日（土）於：済生会熊本病院
○熊大病院緩和ケアセンターと広報打合せ
７月９日（火）、９月１８日（水）於：県歯会館
○県医療・保健・福祉連携学会企画委員会
８月５日（月）～３回 於：県医師会館
○保団連九州ブロック地域医療交流会・シンポジウム・懇親会
１１月１６日（土）於：ホテルメルパルク熊本
○保団連九州ブロック地域医療交流会・地域医療経験交流会
１１月１７日（日）於：ホテルメルパルク熊本
○「私のカルテ」改訂会議 １１月１９日（火）於：熊大病院
○県がん診療連携協議会セミナー
１２月８日（日）於：くまもと県民交流館パレア
○県医療・保健・福祉団体協議会臨時理事会
１２月１３日（金）於：県医師会館
○県脳卒中医療推進検討会議 １２月１８日（水）於：県庁
○院内感染対策及び協議会世話人会熊本感染管理ネットワーク運営委員会
１２月１９日（木）於：熊大病院
○県医療・保健・福祉連携学会合同分科会打合せ
１月２０日（月）於：県医師会館
○水俣・芦北地域フォーラム「糖尿病と歯周病に関する研修会」
１月２８日（火）於：もやい館
○熊本県がん対策推進会議 ２月２６日（水）於：熊大病院
○県医療・保健・福祉連携学会 ３月７日（火）於：県医師会館
○熊本県糖尿病対策推進会議実務者研修会 ２月９日（日）於：県医師会館
○県がん診療連携協議会幹事会相談支援・情報連携部会
【書面会議】３月３日（火）於：熊本大学病院
○県医療・保健・福祉連携学会 【中止】３月７日（土） 於：県医師会館
○県がん診療連携協議会 【書面会議】３月１６日（月）於：熊本大学病院
（４）熊本県がん患者医科歯科医療連携事業
がん診療連携拠点病院並びにがん治療病院と合意書取り交わしを行い、医科歯科
医療連携を県下全域において展開し、がん患者が安心して歯科治療を受けることが
できる社会基盤を構築することを目的として、講習会の開催、説明会、研修会等の
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事業を展開している。
○合意書を取り交わしている病院（２年３月末現在）
・国立病院機構熊本医療センター ・済生会熊本病院 ・熊本赤十字病院
・熊本大学医学部附属病院 ・熊本中央病院 ・熊本再春荘病院
・熊本地域医療センター ・熊本総合病院 ・熊本労災病院
・くまもと森都総合病院 ・荒尾市民病院 ・大腸肛門病センター高野病院
・人吉医療センター ・水俣市立総合医療センター ・天草中央総合病院
・天草地域医療センター ・山鹿市民医療センター ・熊本南病院
・鶴田病院・阿蘇医療センター ・公立玉名中央病院・玉名地域保健医療センター
・熊本市民病院
※下線はがん拠点病院以外
○登録した歯科医院（令和２年３月末現在）
・連携講習１：５２６件
・連携講習２：４９１件
・連携講習３：３２４件
○令和元年度がん拠点病院等より紹介患者記録
連携１

連携２

手術前
化学療法
口腔ケア

連携３

頭頸部放射線
治療

ビスフォス
ホネート

計

その他
緩和医療ケア

4月

８０

３８

３

１

１

１９

１４２

5月

６５

３０

２

３

３

１１

１１４

6月

７８

４８

３

３

２

９

１４３

7月

１０７

５５

６

２

１

１１

１８２

8月

８１

４９

０

３

１

１６

１５０

9月

８４

６３

２

３

１

６

１５９

10 月

９０

５３

１

１

２

８

１５５

11 月

７６

４５

３

５

１

９

１３９

12 月

７７

５７

５

２

１

３

１４５

1月

７５

４０

２

３

１

１３

１３４

2月

６２

３８

１

１

０

２１

１２３

3月

８２

３８

１

０

２

１１

１３４

９５７

５５４

２９

２７

１６

計

１３７ １，７２０

（５）回復期医科歯科病診連携事業
熊本機能病院・熊本託麻台リハビリテーション病院・江南病院・青磁野リハビリ
テーション病院・熊本リハビリテーション病院・平成とうや病院・有明成仁病院、
阿蘇医療センター、谷田病院と本会及び郡市歯科医師会において合意書を取り交わ
し、訪問診療や口腔ケアを主とした事業を展開している。
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⑪共済互助関係
○入院給付：
月
人数
６月
９名
７月 １４名
８月 １２名
９月 １３名
１０月 １１名

日数
月
人数
２１４日 １１月 １４名
１８３日 １２月 １２名
２８２日
１月
９名
２６４日
２月 １７名
２４２日
３月 １１名
計
122 名

日数
１６４日
２１５日
８１日
２１０日
１３６日
１９９１日

○死亡給付：７名
○生前給付：２０年加入・２１名、３０年加入・１８名
○育英貸付：返還中・２名、貸付者・２名
○養老貸付：貸付者・２名

⑫歯科衛生士専門学院関係
各会員等の協力・支援のもと、より高度な知識と技術を身につけた歯科衛生士養
成のために充実した教育に取り組んでいる。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月４日より臨時休校とした。
（１）諸会議開催
○学校評価委員会：４月２日（火）
○教務委員会：４月８日（月）、６月２１日（金）、９月３日（火）、
１２月４日（水）、２月２５日（火）
○第５６回入学式 ４月１０日（水）於：県歯会館【入学者・５１人】
○臨地実習（区役所実習）打合会：４月１９日（金）
○臨床実習指導担当者打合会：４月２６日（金）
○学院校舎増築検討臨時委員会：５月９日（木）
○運営審議会：５月２１日（火）、１月２１日（火）
○研修旅行：５月２７日（月）～３０日（木）於：台湾
〇スクールカウンセラー教職員研修会：６月２８日（金）
○役職員会：７月３日(水)、８月２８日(水)、１２月１３日(金)、１月１４日(火)
○臨床実習指導担当歯科衛生士研修会 ：９月２０日（金）
○自衛隊隊内生活体験：１０月２日（水）～４日（金）、
１０月９日（水）～１１日（金）
於・自衛隊北熊本駐屯地
○入学試験委員会：１０月８日（火）、１０月２３日（水）、２月１２日（水）、
３月１７日（火）
○学年対抗運動会（学生会主催）：１０月２７日（日）於・坪井川緑地運動公園
○ハロウィン（学生会主催）１０月３０日（水）
〇関係者評価委員会並びに教育課程編成委員会：１１月８日（金）
○熊歯衛祭（学生会主催）：１１月１７日（日）
○自衛隊隊内生活体験反省会：１１月１９日（火）
○中島学園との懇談会：１１月２５日（月）
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○解剖学見学実習：１２月５日（木）於・福岡歯科大学
○クリスマス会（学生会主催）１２月２４日（火）
○臨床実習場反省会：１２月２５日（水）
○臨床実習検討部会：１月１７日（金）
○戴帽式：２月１日（土）
○鶴田病院との打合せ：２月１９日（水）
○講師会議【中止】：２月２６日（水）
○卒業式：３月７日（土）
（２）諸会議・講習会等への出席
○全国歯科衛生士教育協議会総会：５月１６日（木）於：東京・日本歯科大学
○福岡歯科衛生専門学校創立五十周年記念式典・記念講演・記念祝賀会：
５月１９日（日）於：福岡県歯会館、ソラリア西鉄ホテル
○高等教育の修学支援新制度に関する説明会：６月４日（火）於・熊本テルサ
○熊本市歯会「歯の祭典」：６月９日（日）於・ウェルパルくまもと
○熊専各種体育大会主任者会議：８月２日（金）於・熊本テルサ
○全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会Ⅳ：８月２１日（水）～２２日（木）
於：神奈川県
○歯科衛生士合同就職説明会：８月２５日（日）【参加：８７歯科医院】
○熊専各種推進委員会：９月５日（木）、１０月３０日（水）
、１２月２０日（水）
於・ＫＫＲホテル
○全国歯科衛生士教育協議会九州地区会：９月７日（土）於・大分県
○熊専各連体育大会：９月１３日（金）～１６日（月）於・熊本市総合体育館他
〇笑顔ヘルＣキャンペーン打合会：９月１９日（木）
、１０月２９日（火）
、
１１月１２日（火）
○九州ブロック専門学校体育大会：１１月１３日（水）～１４日（木）
於・鹿児島県
○笑顔ヘルＣキャンペーン中央イベント：１１月１７日（日）
於・熊本市上通びぷれす広場
○全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会Ⅴ：１１月２３日（土）～２４日（日）
於：大阪府
〇笑顔ヘルＣキャンペーン反省会：１２月７日（土）
○日本歯科衛生教育学会学術大会：１２月７日（土）～８日（日）於・福岡県
〇自衛隊西部方面特科連隊年末行事：１２月１９日（木）
於・自衛隊北熊本駐屯地
○熊本私教連新年祝賀会：１月５日（日）於・水前寺共済会館
○日本学生支援機構奨学業務連絡協議会：２月４日（火）於・福岡市
○熊本市歯会「歯の祭典」事前打合せ：２月１０日（月）
〇陸上自衛隊西部方面特科連隊総隊二周年記念祝賀行事：２月２２日（土）
於・ニュースカイホテル
○歯科衛生士国家試験：３月１日（日）於・福岡市
○県医療政策課による歯科衛生士養成所施設設備整備事業確認検査：
３月２６日（木）
（３）入学試験、体験入学、高校訪問等の実施
○高校訪問：６月１１日（火）～７月９日（火）
【訪問校：６２校】
○体験入学：７月２０日(土)【参加者・４４人】
、
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８月４日（日）
【参加者・３４人】、
８月１８日(日)【参加者・２２人】
○推薦入学試験：１０月１９日（土）
【受験者：４１人、合格者：４１人】
○私立高校への学院紹介：１１月２０日（水）
○一般・社会人一次入学試験：２月８日（土）
【受験者：６人、合格者：６人】

⑬口腔保健センター関係
障がい者（児）の口腔機能を回復させ健康の維持促進をはかり、ノーマライゼー
ションの一環を担うことを目的として、歯科診療業務に取り組んでいる。診療従事
者については、会員等から診療に協力していただける診療協力医の募集・登録を行
い、研修会を実施した上で、診療業務を遂行している。なお、平成３１年度・令和
元年度より、地域医療介護総合確保基金の新規事業（障がい児者歯科医療提供体制
強化事業）として認められ、常勤歯科医師・常勤歯科衛生士の採用を行い、診療体
制の充実を図っている。
（１）業務概要
診療日・診療時間：毎週月～土曜日の午前１０時から午後５時迄（予約は午後４
時迄）。
受診者数：月平均約 330 名
診療体制：月・水・金は歯科医師１名、歯科衛生士２名。
火・木・土は歯科医師２名、歯科衛生士４名。
（２）カルテ・会計チェックの実施（毎月）
（３）諸会議関係等
〇県医療政策課によるセンター視察：６月１１日（火）
〇センター打ち合わせ：６月２４日（月）
〇障がい者歯科なにわ塾：７月１４日（土）～１５日（日）於・大阪府
〇口腔保健センター管理運営委員会：８月６日（火）
、１２月３日（火）
〇県庁との口腔保健センター事業に関する打合せ：９月４日（水）
〇日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会：９月６日（金）～７日（土）
於・新潟県
〇センター出務ＤＨ向け研修会打合せ：９月２６日（木）
〇歯科健診：９月３０日（月）【受診者：５３名】於・はなぞの学苑
【中止】３月１０日（火）於・はなぞの学苑
【中止】３月１７日（火）於・障がい者サポートホームわらび
〇県庁記者レクチャー打合せ：１１月１日（金）
〇広島県歯科医師会口腔保健センターの視察：１１月１日（金）於・広島県
〇県庁記者レクチャー：１１月８日（金）於・県庁
〇歯科衛生士スキルアップセミナー：１１月１６日（土）
〇日本障害者歯科学会学術大会：１１月２２日（金）～２４日（日）
於・岐阜県
〇会計打合せ：１月１５日（水）
〇障がい者施設健診打合せ：２月２２日（土）
〇歯科健診打合せ【中止】：３月３日（火）
於・障がい者サポートホームわらび
〇センター運営打合せ：３月５日（木）、３月１４日（土）、３月２６日（木）
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⑭在宅歯科医療連携室機能強化事業
在宅歯科医療提供体制の構築が進む中、在宅歯科医療のニーズも高まることが予測
され、在宅歯科医療提供体制の整備は喫緊の課題となっている。しかしながらその体
制については地域差がみられ、また潜在的なニーズはあるものの、多くは訪問歯科診
療について知られていない状況にある。そこで在宅歯科診療連携室の機能強化を図り、
相談対応・訪問歯科診療調整に加え、訪問歯科診療対応医療機関調査、関係機関・団
体との連携強化、県民に対する普及啓発を進めるとともに、地域の実情に応じた訪問
歯科診療の相談・調整体制の整備に取組み、県下全域における在宅歯科医療提供体制
の構築を図る。
（１）諸会議及び研修会・講演会等の開催
○モデル地域打合せ ２月３日（月）於：八代歯科医師会口腔保健センター
○ケアマネ協会研修会（１回目） ２月７日（金）於：八代ハーモニーホール
○モデル地域（菊池郡市歯科医師会）主催講演会
２月８日（土）於：熊本再春医療センター
○モデル地域（八代歯科医師会）主催講演会
【中止】２月２８日（金）於：八代ハーモニーホール
○ケアマネ協会研修会（２回目）
【中止】３月４日（水）於：八代ハーモニーホール
○在宅歯科医療連携モデル地域と打合せ
【中止】３月１０日（火）於：県歯会館
○県と補助金事業の打合せ ３月１４日（土）
、１９日（木）於：県歯会館
○在宅歯科医療連携各郡市担当者会 【中止】３月２１日（土）於：県歯会館

⑮労働保険事務組合関係
本会の定款第５条第１項第１２号の規定により、本会が労働保険料の徴収等に関
する法律（昭和４４年１２月９日法律第８４号。
）第４章の規定に基づき、本会会員
の委託を受けて労働保険事務を処理する方法及びその処理に関して生ずる本事務組
合及び本事務組合に労働保険事務を委託した本会会員及び委託組合員であって労働
者災害補償保険法（昭和３０年９月１日労働省令第２２号。
）第３３条の規定による
特別加入の承認を受けている組合員の責任を定めることを目的として設置している。
（１）業務概要
○適 用 地 域 熊本県全地域職業安定所管轄
≪県内会員歯科診療所対応可能 平成２１年４月～≫
○加入組合数【２年１月末現在】
委託事業所数：２８５件、被保険者数：１，１１９名

⑯収益事業関係
主として各生命保険会社並びに損害保険会社と団体払込契約を締結し行っている
保険料の集金業務、レセプト、カルテ、経理・検査指導諸書類他の販売、くまもと
共済（火災・自動車他）代理所業務、小規模企業共済一部代行業務、鶴屋百貨店ク
レジットの集金代行業務と内容は多岐にわたっている。本事業が本会の経済的支援
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を主目的としながら、一方で会員各位の福祉の一助となることをめざし、さらに充
実をはかっていきたい。

⑰産業歯科（事業所健診）事業関係
各企業・事業所において、歯の健康診査及び保健指導を実施することで、労働者
の健康保持、推進を図り、併せて「口腔保健」の普及に寄与することを目的として
いる。
（１）事業所健診実施
○青山製作所熊本工場 ８月２３日（金）・３０日（金）【受診者：２２名】
○建設連合国民健康保険組合 ９月１日～１１月３０日
〇青山製作所熊本工場 ２月５日（水）【受診者：１１名】
○青山製作所熊本工場 ２月１２日（水）【受診者：１１名】

⑱歯と口の健康週間事業関係
歯と口の健康に関する正しい知識の普及を図り、歯科疾患の早期発見・早期治療、
予防処置の励行を徹底することにより、歯の寿命を延ばし、県民の健康保持増進に寄
与することを目的として、県、県教育委員会ほか３団体と歯と口の健康週間実行委員
会を組織し主催している。
（１）歯と口の健康週間諸事業の実施
◎高齢者のよい歯のコンクール
○地区大会：会員各診療所にて対象者を無料診査し、各郡市歯科医師会へ提出。
各郡市歯科医師会において代表者を選出。
○県 大 会：各郡市からの代表者を書類診査の上、入賞者を選出。６月４日開
催予定の「歯の祭典」において表彰を執り行う。
◎歯と口の健康に関する図画・ポスター、習字・標語作品募集
県教育委員会を通じて、県下全小学校に対し募集。県歯会館において審査を
実施し、熊本県賞・熊本県教育委員会賞・熊本県歯科医師会賞・特選・入選の
計２０８作品を選出する。
◎各地域での無料歯科相談・歯科健診等のイベント〔予定〕
〇熊 本：６月４日（火）～１０日（月）於：各会員診療所
６月９日（日）於：ウェルパルくまもと、各会員診療所
○宇 土：６月８日（土）於：宇土シティモール
○玉 名：６月８日（土）於：長洲町役場保健センターすこやか館
○荒 尾：６月２日（日）於：荒尾総合文化センター
○山 鹿：６月８日（土）於：山鹿健康福祉センター
○阿 蘇：６月８日（土）※介護施設等へのボランティア活動の実施
○上益城：６月４日（火）～１０日（月）
〈※嘉島町６月１日～３０日（金）〉
於：各会員診療所
○下益城：６月８日（土）於：イオンモール宇城
〇八 代：６月８日（土）
於：八代口腔保健センター、やつしろハーモニーホール他
○水俣・芦北：６月３日（月）～８日（土）於：各会員診療所
○人 吉：６月８日（土）於：イオン錦サンロードシティ店
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○球 磨：６月３日（月）～８日（土）於：各会員診療所
○天 草：６月１５日（土）於：天草市民センター体育館
◎歯の祭典（高齢者のよい歯のコンクール、図画・ポスター・習字・標語等入
賞者表彰）の開催〔予定〕 ６月９日（日）於：県歯会館
◎８０２０普及啓発クイズの実施
各イベント会場でクイズ応募券（ハガキ形式とし、会場で回収、又は本人が切手を
貼って郵送）を配布し、応募者より抽選で約１００名に賞品を贈呈する。

⑲くまもと歯の健康文化賞関係
本県において、歯科保健衛生向上及び推進にすぐれた業績
①地域社会の歯科保健衛生の向上及び推進に２年以上寄与し、著しい功績があっ
たと認められる個人又は団体
②学術研究等を通じて２年以上歯科医療の向上に寄与し、大きな業績があったと
認められる個人又は団体
③その他前号のいずれかに準ずると認められる顕著な業績があった個人又は団体
を挙げた個人または団体を対象に表彰することを目的とし、県、医療・保健団体、
マスコミ関係者並びに本会で組織する委員会において、受賞者を決定している。
今回で第２１回を数える同賞は、３月２日(月)に開催予定だったが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大に伴い、書面審議を実施した。
「くまもと歯の健康文化賞委員会」において審査が行われ、下記のとおり団体の
部・１団体、特別賞・１団体を選出した。
表彰式は６月２０日（土）午後２時から県歯会館で表彰式を開催予定。
○受賞者
【団体の部】
長洲町（推薦者：玉名郡市歯科医師会）
【特別賞】
水俣市立緑東中学校（推薦者：水俣市教育委員会）

⑳ヘル歯－元気８０２０支援事業関係
（１）事業目的
第４次熊本県歯科保健医療計画の医科歯科連携体制の充実強化を図るため、
歯科医療従事者育成と連携ツール（歯周病セルフチェック票、糖尿病診療情報
提供書）を活用した地域連携体制の充実強化を図る。
（２）事業内容
①糖尿病と歯周病に係る医療（歯科・医科・薬科）連携推進研修会開催
◎日程 １月１８日（土）於：国保水俣市立総合医療センター ３４名
◎内容・講師：
○「糖尿病の基礎知識と最近の話題」
熊本大学大学院生命科学研究部附属臨床医学教育センター准教授
古川
昇 先生
○「糖尿病・歯周病医療連携の実際」
熊本県歯科医師会会員
田上 大輔 先生
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②糖尿病・歯周病に係る医療（歯科・医科・薬科）連携推進検討会の実施
○糖尿病・歯周病医療連携検討会 １月１８日（土） １６名
於：国保水俣総合医療センター
○8020 支援事業・医療機関連携事業評価会議 ２月１７日（月）
於：県歯会館

㉑むし歯予防対策事業関係
（１）事業目的
本県の子どもの口腔環境を改善するために、小中学校でのフッ化物洗口の実施を
安全かつ効果的な方法で継続・定着するための関係機関連携体制の充実強化、及
び口腔機能の維持向上のための人材育成を図る。
（２）事業内容
①歯及び口腔の健康づくり推進に係る研修会の開催
「歯および口腔の健康づくり」研修会 １月２５日（土）於：県医師会館
【受講者１００名】
②小・中学校におけるフッ化物洗口実施の継続・定着及び口腔機能向上に向けて
の会議の開催
各郡市学校歯科担当者会議 ２月１９日（水）於：県歯会館【参加者３０名】

㉒障がい児（者）口腔ケア事業関係
（１）事業目的
障がい児（者）施設職員及び保護者の虫歯予防や口腔清掃等の知識取得の促進
や、各地域に障がいの特性を理解する歯科医師・歯科衛生士の育成を行うことに
より、県下の障がい児（者）の歯科保健医療の向上を図る。
（２）事業内容
①障がい特性理解のための研修会（１回）
２月１６日（日）於：県歯会館【受講者：５５名】
講師：村内歯科医院 村内 光一 理事長
②口腔ケアの実地実習（２回）
○１１月１６日（土）於：三気の里（菊池市）
【受診者：４０名】
○１２月２１日（土）於：清香園（宇城市）【受診者：３０名】

㉓介護者歯科実技研修事業関係
（１）事業目的
介護予防対象者及び要介護者のＱＯＬ（生活の質）の向上を図るために、要介
護者及び介護予防対象者の口腔機能の維持・向上に寄与する人材を養成し、地域
における介護予防の取組みの効果的かつ効率的な支援につながる体制づくりを
図ることを目的とする。
（２）対象者
日常的に要介護者及び介護予防に係る者（歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士、
介護職等）で、受講後、地域において介護に係る者に対して指導助言のできる立
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場となれる者
（３）事業内容
元年度は研修会を２月２８日と３月６日の２回開催予定だったが、新型コロナ
ウイルス感染予防のため３月６日開催分を中止した。令和２年度も継続して開
催予定である。

㉔認知症対応力向上研修事業関係
県からの委託を受け、県内の歯科医師等に対し、認知症の人や家族を支えるた
めに必要な基礎知識や関係機関との連携の必要性等の知識を習得する研修を実
施し、歯科医師による認知症の早期発見や認知症の人の生活環境の維持、向上を
推進することを目的とした研修会を令和元年度も２回開催した。
〇第１回研修会 １２月 ７日（土）於：県歯会館【受講者３７名】
〇第２回研修会 １２月１４日（土）於：人吉市【受講者３９名】

㉕在宅歯科従事者研修事業
（１）事業目的
高齢者が住み慣れた身近な地域で安全安心に自立した生活ができるよう、訪問
歯科診療に必要な口腔ケアや摂食嚥下障害等に対応できる人材育成・確保及び訪
問歯科診療を行っている医療機関を確保することを目的とする。
（２）対象者
訪問歯科診療に関わる医療従事者
（３）事業内容
①研修会の開催
○“多職種で取り組む食支援”アドバンスコース 於：県歯会館
対象者：歯科医師２０名、歯科衛生士１０名
日

時

講

師

①

令和元年７月２８日（日）
午前１０時～午後１時

日本歯科大学教授、口腔リハビリテーション多摩クリニック
院長 菊谷 武先生（歯科医師）

②

令和元年９月１４日（土）
午後３時～午後５時３０分

東京都健康長寿医療センター
自立促進と精神保健研究チーム
本川

佳子先生（管理栄養士）

③

令和元年１１月９日（土）
午後３時～午後５時３０分

あおぞら診療所（松戸）

朱見先生（歯科衛生士）

④

令和元年１１月３０日（土）
午後３時～午後５時３０分

聖隷クリストファー大学大学院
リハビリテーション科学研究科長
教授 柴本

勇先生（言語聴覚士）

令和２年年３月１４日（土）
【中止】

長崎大学病院特殊歯科総合治療部
講師 三串

伸哉先生（歯科医師）

⑤

山口

○多職種連携に係る研修会
①令和元年６月１日（土）午後２時～６時（県歯会館）
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ＮＰＯ法人口から食べる幸せを守る
会 理事長 小山珠美先生（看護師）
【参加者：１１３名】
②令和元年８月２３日（金）午後７時～午後８時半（天草地域医療センター）
「優しさを伝えるケア技術ユマニチュード®」
ユマニチュード認定インストラクター
群馬大学大学院保健学研究科 老年看護学
准教授 伊東美緒先生 （看護師、保健師）
【参加者：１６９名】
③令和元年８月２４日（土）午後４時～午後６時（県歯会館）
「優しさを伝えるケア技術ユマニチュード®」
ユマニチュード認定インストラクター
群馬大学大学院保健学研究科 老年看護学
准教授 伊東美緒先生 （看護師、保健師）
【参加者：１０５名】

㉖災害歯科保健医療研修強化事業
（１）事業目的
・災害時に関係機関や関係団体との共通言語の下で 適確かつ迅速に対応できる人
材を養成し、各地域に配置する。
・関係機関や関係団体を交えて、今後歯科支援活動に必要な活動体制や受援体制と
ともに、他地区への応援体制を整備する。
・地域における他団体や市町村、圏域保健所との災害時の歯科支援に関する意見交
換会を実施し、顔の見える関係をつくる。
（２）事業内容
①災害時歯科保健医療供給体制検討会の開催
１１月２７日（水）、１２月１６日（月）、１月２７日（水）、３月１４日（土）
於：県歯会館
※事前打合せ ２月１４日（金）於：県歯会館
②災害歯科保健医療強化研修会 [新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期]
【山鹿会場】２月２２日（土）午後４時～６時３０分 於：山鹿健康福祉センター
【人吉会場】２月２９日（土）午後４時～６時３０分 於：中小企業大学校人吉校
③地域における他医療団体、行政との意見交換会[新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため延期]
２月２２日（土）午後２時３０分～３時５０分 於：山鹿健康福祉センター
２月２９日（土）午後２時３０分～３時５０分 於：中小企業大学校人吉校
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