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１．時局問題 

① 新型コロナウイルス感染症対策 

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。 
新型コロナウイルスは、令和３年２月中旬、３月は第３波から感染者数も減少してき

たように思われたが、４月より第４波とみられる感染拡大が急速に広がっている。そ

のウイルスは感染力が高く、重症化しやすいと言われている変異株が主流となりつつ

ある。一方で医療従事者のワクチン接種が開始されたが、国や県、市町村の混乱もあ

り、接種が予定より大幅に遅れた。 

  本会でも、引き続き日歯、県と連携しながら、会員の先生にワクチン接種や支援金情

報など迅速な対応を行っている。 

 

  コロナウイルス対応経緯   

日付 

対応 

対会員 対郡市 本会等 

6 月 2 日(火)     ・県よりフェイスシールド 10000 枚を受領 

6 月 5 日(金) 

・「新型コロナウイルス緊急事

態宣言解除と今後の対応に

ついて」を会員に発送 

・「コロナ緊急アンケート」を会

員に発送（締切 6/12） 

    

6 月 19 日(金)     ・厚労省よりマスク 5000 枚を受領 

7 月１日（水）     ・ユニクロよりマスク寄贈（2 箱） 

7 月 3 日（金）     

・県健康福祉部長と会長が面談。感染

拡大防止等への支援に係る対象範囲に

ついて幅広くするよう要望 

7 月 22 日（水）     ・ユニクロよりマスク 600 枚×2 箱寄贈 
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7 月 28 日（火）     

・コロナウイルス感染症拡大防止のため

に、会館の貸出を中止し、現在予約が

入っているものもキャンセルすることを

決定（理事会） 

7 月 31 日（金）     ・厚労省よりマスク 5000 枚を受領 

8 月 5 日（水） 

・「注意喚起 新型コロナウイ

ルス感染症対策の継続を！」

を発送 

・「新型コロナウイルス感染症

対応例」を発送 

・「新型コロナウイルス感染被

害見舞金及び日歯後期分会

費の延納について」を発送 

・「新型コロナウイルス感染症

防止対策に伴う会館貸し出し

中止のお知らせ」を発送 

    

8 月 20 日（木）     ・厚労省よりマスク５０００枚を受領 

8 月 21 日（金） 

・「新型コロナウイルス感染症

に係る補助金について（お知

らせ）」を会員にＦＡＸ（慰労

金、支援金の申請開始とマニ

ュアル送付する旨のお知ら

せ） 

    

9 月 2 日（水）   

･各郡市会長専務に支援金補助

金の対象についてメール（幅広く

認められること、本会から個別に

問い合わせもすること、Ｑ＆Ａの

作成などについて） 

・県より「新型コロナウイルス感染症対

策に係る医療物資等の備蓄等について

（依頼）」あり 

9 月 8 日(火) 

・慰労金、支援金申請に係る

マニュアルを送付（紙申請希

望者には申請書等を送付） 

・「新型コロナウイルス感染に

よる休診・休業を防ぐには」を

発送 

・「みんなで安心安全マーク」

について周知 

  ・厚労省よりマスク５０００枚を受領 

10 月 23 日（金）   

各郡市会長専務に「熊本県歯科

医師会館の利用・貸出について」

をメールにて送付。貸出に当たっ

ての方針と条件を明示。 

  

10 月 24 日（土）   

天草郡市にて支援金補助金につ

いて説明（くまもとキャラバン隊に

位置付け。野田理事が参加） 

  

10 月 31 日（土）   

各郡市歯科医師会会長、同窓会

長、剣道部長へ「宴席への本会

役員の出席自粛について（お詫

び）」を送付 
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11 月 5 日（木） 

ニュースレターに慰労金・支

援金の補助申請について申

請勧奨文を掲載 

    

11 月 25 日（水）   

各郡市会長専務に、会員に対す

る支援金申請の勧奨をメールに

て依頼 

  

12 月 4 日（金）   

各郡市会長専務に「支援金（１００

万円）の対象経費について」をメ

ール送付。会員へ送付する旨を

付記 

  

12 月 7 日（月） 

・会員に「支援金（100 万円）

の対象経費について」を発送 

・会員に「申請はお済みです

か？慰労金・支援金」を送付

し、申請を勧奨 

    

12 月 11 日（金） 
「年末年始における感染予防

へのお願い」を会員にＦＡＸ 
    

1 月 5 日（火） 

・会員に「申請はお済みです

か？慰労金・支援金」を再度

送付し、申請を勧奨 

・支援金の実績報告マニュア

ルを会員に発送 

    

１月１５日（金） 

・会員に「日本歯科医師会休

診補償制度」のお知らせをＦ

ＡＸとメルマガにて送付 

    

2 月 5 日（金) 

定期発送物にて 

「慰労金・支援金の申請」「ワ

クチン接種予定者リストの作

成・提出について」「コロナ感

染症に関する患者さんへの

対応」「支援交付金の税務上

の取り扱い」同封案内 

  
県の緊急事態宣言延長に合わせ、本会

事務局テレワーク推進継続 

2 月 8 日(月) 

「国の３次補正による補助金

（２５万円）の申請について」Ｆ

ＡＸ送付 

３次補正予算２５万円支給につ

いての申請マニュアルメール送

信 

  

2 月 9 日(火) 

３次補正予算２５万円支給に

ついての申請マニュアルＨＰ

掲載 

   

2 月 12 日(金)   医療従事者等予約システム検討会議 
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2 月 15 日（月）     県緊急事態宣言解除 

2 月 16 日（火） 
慰労金、支援金の申請締め

切りを伝え、申請を勧奨 
  

2 月 19 日（金)   
新型コロナワクチン接種予約システム説

明会 

2 月 20 日（土） 

「ワクチン優先接種予定者リ

スト提出はお済でしょうか？」

ＦＡＸ送信 

  
熊本県医療政策課との新型コロナ感染

症医療体制確保に関する会議 

2 月 25 日(木) 
感染症診療の手引き更新版

ＨＰ掲載 
   

3 月 5 日(金)    
国から V-SYS（ワクチン接種システム）の

ID の送付 

3 月 9 日(火) 
ワクチン接種券付予診票送

付開始 
   

3 月 12 日(金) 
「学校や職場における歯みが

きなどについて」ＨＰ掲載 
   

3 月 31 日（水） 

「国の２５万円補助金の実績

報告の提出期限について」Ｆ

ＡＸ送信 

  

4 月 2 日（金）   ワクチン接種に係る地域調整会議（熊本

市） 

4 月 5 日(月) 

「感染防止支援金実績報告

書の提出期限」「児童生徒等

の健康診断の実施等に係る

対応」定期発送物案内 

  

4 月 7 日（水）   
各地域のワクチン接種に関する

情報提供 
 

4 月 9 日（金）  
ワクチン接種第１次予約の案内

（熊本市） 
 

4 月 16 日(金)  
ワクチン接種券の追加の周知

（熊本市外） 
 

4 月 20 日（火）  
ワクチン接種券の追加の周知

（熊本市） 
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② 令和２年度地域医療介護総合確保基金  

令和２年度地域医療介護総合確保基金については、次の８事業について、実施すべ

く３月１４日、３月１９日に県担当者と事前打合せを行った。 

〔提案事業〕 

１ 在宅歯科医療連携室機能強化事業 

２ がん患者医科歯科病診連携事業 

３ 回復期医科歯科病診連携事業 

４ 歯科衛生士養成所の施設設備整備事業 

５ 老人保健施設における多職種連携事業 

６ 災害歯科医療研修強化事業 

７ 障がい児（者）歯科医療提供体制強化事業 

８ 在宅歯科診療従事者研修事業（新） 

この結果、提案した事業に対して、令和２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８事業を展開することとなる。 

4 月 19 日(月) ワクチン追加接種案内    

4 月 21 日（水）    
県薬務衛生課へワクチン接種の進め方

に関する改善要望 

4 月 28 日（水）  ワクチン接種第２次予約の案内

（熊本市） 
 

4 月 30 日（金)   歯科医師によるワクチン接種について、

県に市町村等の情報提供依頼 

5 月 6 日(木) 
新型コロナウイルス感染対策

の継続を！（注意喚起） 
  

5 月 6 日(木) 

令和３年度新型コロナウイル

ス感染拡大防止対策支援補

助金（周知） 

  

  

5 月 12 日（水） 
 

 

歯科医師によるワクチン接種情

報提供 
 

5 月 14 日（金） 
歯科医師によるワクチン接種

会員アンケートＦＡＸ 
  

5 月 26 日（水）  
ワクチン接種アンケート結果概要

報告 
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在宅歯科医療

連携室連携機

能強化事業 

補助 国・県 5,738,000 

全県的な在宅歯科医療サービスの提供体制

の整備を目的とし、在宅歯科医療希望者と訪

問歯科診療が可能な歯科診療所間の調整や

在宅歯科医療等に関する相談対応及び普及

啓発を行う。 

認知症対策・ 

地域ケア推進

課 

継続 

在宅歯科診療

器材整備事業 

補助 

1/2 
国・県 5,954,000 

在宅歯科医療を実施する医療機関に対し

て、在宅歯科医療機器、在宅歯科医療実施

のための機器等の購入の助成を行う。 

令和 2 年実績 11 件 

認知症対策・ 

地域ケア推進

課 

継続 

医科歯科病診

連携推進事業

（回復期） 

委託 国・県 1,529,475 

回復期病院から依頼された訪問歯科診療を

登録歯科医師へ依頼し、県内の回復期医科

歯科連携を拡大する。  

医療政策課 継続 

医科歯科病診

連携発展事業

（がん診療） 

委託 国・県 2,727,000 

がん診療における、周術期、化学療法、放射

線治療、緩和ケア等の医科歯科連携を拡充

し、拠点病院との連携体制を構築する。  

健康づくり 

推進課 
継続 

ヘル歯ー元気

8020 支援事

業 

委託 国・県 502,800 

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、連携体制の充実強化

連携推進検討会の実施。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

育成と連携ツールを活用した地域連携体制

の充実強化を図る。 

健康づくり 

推進課 
継続 

歯と口の健康

週間事業 

 

負担金 

 

県 612,000 

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

とを目的としている。（主催：歯と口の健康週

間実行委員会［県、県歯会、他 3 団体］） 

健康づくり 

推進課 
継続 

認知症対応力

向上研修事業 
委託 国・県   - 

新型コロナウイルス感染症拡大により令和２

年度は中止 

認知症対策・ 

地域ケア推進

課 

継続 

介護者歯科実

技研修事業 
委託 国・県 690,209 

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、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。 

健康づくり 

推進課 
継続 

災害歯科医療

研修強化事業 
補助 国・県 799,000 

災害時の歯科医療・保健提供体制につい

て、地域の実情に合わせて、郡市歯科医師

会が歯科技工士会と歯科衛生士会とともに災

害時における実働可能な体制を整備し、研

修を行い、災害医療を担う人材を養成する。 

医療政策課 継続 

災害時歯科保

健医療提供体

制整備事業 

補助 国・県 9,932,000 

災害時における歯科保健医療提供体制の充

実に係る器機等の整備。ポータブルユニット

や、発電機、電気自動車等を購入し、口腔保

健センター及び八代保健センターに配備。 

医療政策課 終了 

障がい児（者）

歯科医療提供

体制強化事業 

補助 
国・県 

市 
17,400,000 

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

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

医療政策課 継続 
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等の技術・知識の向上を図る。 

障がい児(者)

口腔ケア事業 
委託  250,000 

各圏域に障がい児(者)の歯科医療・保健の

向上を推進する指導者を育成することにより、

県下の障がい児(者)の歯科医療・保健の向

上を図る。 

障がい者 

支援課 
継続 

むし歯予防対

策事業 
委託 県 1,031,676 

児童・生徒のむし歯を改善するため、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を図る。 

健康づくり 

推進課 
継続 

  
合計

金額 
 47,166,160    

 

 

 

令和２年度 地域医療介護総合確保基金事業 熊本市との補助事業等一覧 

事業名 種類 区分 金額 事業概要 行政所管名 備考 

県障がい児

（者）歯科医療

提供体制 

強化事業に対

する負担金 

補助  市 1,000,000 
口腔保健センターの運営に対する補助（基金

事業の 17,400,000 円の一部） 

市健康づくり 

推進課 
継続 

 

（参考）令和 2 年度熊本県被災生徒授業料免除補助金  1,159,392 円 
 

③ 第７３回九州歯科医学大会実行委員会の開催 

令和２年１０月１７日（土）午後２時から開催の第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。 

 なお、標記大会については、開催にむけて鋭意準備を進めてきたが、先般の新型

コロナウィルス感染拡大防止対策を考慮し、九州地区連合歯科医師会との協議の結

果、熊本での開催を来年に延期することとなった。 
〔会議開催状況と協議内容〕 
 ○第２回実行委員会：４月３日（金） 
（１）櫻井よし子氏演題 
（２）大会オープニング 

（３）来場者おもてなし 

（４）ドリンクコーナー 
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（５）無料相談コーナー 

（６）展示ブース 

（６）広報関係 

（６）大会予算 

 

④ 第７３回九州歯科医学大会 

 昨年、熊本県で開催を予定していた第７３回九州歯科医学大会は新型コロナウイ

ルス感染拡大を考慮して延期を余儀なくされたが、本年、再度本県にて１０月２３

日（土）２４日（日）に開催されることとなった。 

 前年度開催予定だった大会内容を踏まえつつ、新型コロナウイルス感染状況等を

見ながら、会場、ＷＥＢ開催など様々な開催方法を検討していく。また大会実行委

員会、イベント委託会社と打合せを重ねながら準備をすすめる。 

４月になり、第４波とみられる感染者の急増と、変異株の出現、ワクチン接種スケ

ジュールの遅延などを総合的に判断し、学会は完全ＷＥＢ（市民公開講座あり）と

し、厚生事業、各大学同窓会については、中止とした。 

 医学大会の概要は次のとおり。 

 
日 程  令和 3 年 10 月 23 日（土） 
開催方式 ＷＥＢ配信 
開会式 13：30～ 

テーマ 「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～」 

講演            
 基調講演１  日本歯科医師会        堀 憲郎 会長 
基調講演２  日本歯科大学         菊谷 武 教授 

 特別講演   政治ジャーナリスト      櫻井 よしこ 先生 

 

⑤ 女性歯科医師支援ワーキンググループの活動 

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。 
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。 
具体的な取り組みを実行するために、日歯で実施している出産・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の取り組みを参考とし、会費

の負担軽減や具体的な手法について今後協議する。 
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⑥ ７月県南豪雨への対応 

令和２年７月初旬、県南地域を襲った記録的な豪雨は、未曽有の災害を発生させた。

各地で土砂崩れ、川の氾濫を引き起こした。特に、芦北、人吉、球磨地域では甚大

な被害をもたらした。本会では、直ちに災害対策本部を立ち上げ、対応に当たった。 

 
 ７月 ４日 第１回災害対策本部会議 ・会員の被害状況把握 
・支援方策の検討 
・避難所支援の方向性検討 
 ７月 ６日 高齢者・障がい者施設における災害対策打ち合わせ 
 ７月 ９日 第２回災害対策本部会議 ・被災地避難所の現地調査実施 
７月１０日 災害支援準備 
 ７月１１日 避難所の歯科保健活動 
 ７月１２日 避難所の歯科保健活動 
 ７月１４日 支援活動打合せ 
７月１６日 第３回災害対策本部会議 ・被害状況・診療支援 
・補助金、融資関係 
・保険・労働保険・中小企業共済金制度 
・県歯関係・情報提供 
・相談会の開催 
 ７月２１日 第４回災害対策本部会議 ・今後の歯科支援活動 
・会員からの義援金募集 
・被災会員への一時見舞金 
 
８月２５日 なりわい再建補助金申請にかかる業務をユース行政書士法人に委託  
決定 
８月２９日 なりわい再建補助金説明会（於：人吉市） 
９月１２日 なりわい再建補助金説明会（於：八代市） 
１１月１７日 7 月豪雨災害に係る打合せ 
５月１５日 自由民主党熊本県連合会 幹事長 松田三郎県議会議員へ 

「令和２年７月の豪雨災害に関する要望書」を提出し、医療費窓口負担金   

免除の１年間延長を要望  
（熊本県歯科医師会・球磨郡歯科医師会・人吉市歯科医師会） 

   ・ユース行政書士法人に委託した、なりわい再建補助金申請業務は継続して対応中 
   ・診療再開会員診療所への消耗品等支援品配布継続中 

 

義捐金 

静岡県歯科医師会２０万円（連盟含）  愛媛県歯科医師会１００万円 
釜石歯科医師会  ５万円       広島県歯科医師会 ４５万円 
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福島県歯科医師会１００万円      ネオ製薬工業㈱  １０万円 
会員からの義捐金１９７万１千円（１３７名） 

   

⑦ 選挙管理委員会の開催 

現役員の任期が令和３年６月に開催される定時代議員会で満了となるため、新役員

選出に向けての手続きを進めるため、会長予備選挙・役員等選挙・選挙管理委員会

規則に基づき、選挙実施要領及び選挙に係るスケジュール及び公示、選挙の方法等

について協議し、会報又は文書により選挙の公示、広報を行っている。 

 

〔委員会開催状況と協議内容〕 
   ○第２回：１１月１０日（火） 
   協議事項 
（１）会長予備選挙日程及び役員選挙日程について 
（２）会長予備選挙及び役員等選挙のスケジュールについて 

（会員への選挙実施要領及び事前お知らせの配布時期） 
○第３回：１２月７日（月） 
   協議事項 
（１）会長予備選挙（立会演説会の記載）について                  
（２）会長予備選挙の公示について                  
（３）会長予備選挙の立候補届出用紙について                       
（４）会長予備選挙に係る郵送投票に使用する封筒について 
（５）会長予備選挙の投票用紙について 
○第４回：１月２９日（金） 
協議事項 
（１）会長予備選挙の選挙権者名簿について                  
（２）会員への会長予備選挙立候補者届出の結果通知について  
（３）会長予備選挙立候補者への立候補届出の結果通知について 
（４）会長予備選挙（令和２年度臨時代議員会）の開票作業について  

 

⑤ 熊本県警察歯科医会の解散と災害時対策・警察歯科総合検討会議の設置 

熊本県警察歯科医会は、平成１６年１０月１日に設置され、以来、県警察等の依頼により身元確

認など警察歯科医としての活動を行ってきたが、平成２０年に国の施策である法人制度改革によ

り熊本県歯科医師会も一般社団法人へと移行したが、「法律に規定のない任意の機関の設置」は

法律に抵触する恐れがあることとなった。そのため、日本歯科医師会をはじめ、各都道府県歯科

医師会においても警察歯科医会の組織形態の見直しが行われることとなった。本県においても、

警察歯科医会を令和２年３月３１日に廃止し、新たに大規模災害や事件事故発生時に捜査機関、

関係機関と連携して活動する「災害時対策・警察歯科総合検討会議」を４月１日より本会内に設

置し、活動範囲を広げて県民の福祉向上に寄与することとした。 
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２．部外審議会

　(１)諸会議
日本大学歯学部同窓会熊本県支部懇親会 4月18日

九州地方総合保険医療協議会熊本部会 4月27日
5月18日

第1回健康・生きがいづくり支援事業推進委員会 6月2日

6月5日

6月9日

6月9日

6月9日

支払基金幹事会 4月8日 5月13日 6月10日 7月8日 8月5日
9月9日 10月7日 11月11日

12月9日 1月13日
6月15日
6月18日
6月23日

6月25日 7月29日 8月27日
9月28日 10月28日 11月26日

12月24日
6月24日
6月25日
7月2日
7月4日
7月6日

7月14日
7月10日
7月16日
7月21日
7月22日
7月29日
8月1日
8月1日
8月1日
8月4日

8月23日
8月24日
8月25日
8月28日
9月8日
9月9日

9月12日
9月16日
9月17日
9月19日
9月25日
9月25日
10月4日
10月5日
10月7日
10月8日

10月16日
10月19日 1月20日

10月27日
10月27日
10月30日
11月2日
11月4日
11月4日
11月4日
11月9日

県防災会議・県石油コンビナート等防災本部、県水防協議会及び国民保護協議会合同

ＴＫＵとの打合せ

県がん診療連携協議会幹事会第44回相談支援・情報連携部会

【書面決議】県学校保健会第１回理事会

熊本さわやか長寿財団理事会

肥後医育振興会定時評議員会
県ＰＴＡ共済審査委員会
県総合保健センター臨時理事会
九州地方社会保険医療協議会熊本部会

【書面】第100回日学歯定時総会
【書面決議】県学校保健会第１回定時評議員会
県スポーツ協会第１回スポーツ医科学専門委員会
【延期】第１８回警察歯科医会全国大会
【Web】九州各県臨時会長会議
国保ヘルスアップ事業集団健診視察
県学校保健功労表彰及び学校保健及び学校安全表彰(文部科学省)に係る審査会
県保健医療調整本部会議
【Web】九地連監事会（説明）
県スポーツ協会第1回財務特別委員会
社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会
【Web】九地連協議会
【Web】九州各県会長会
【Web】九地連総会
国保ヘルスアップ事業説明会
【Web】社会歯科学会理事会
託麻台リハビリテーション病院との感染対策打合せ
ユース行政書士法人との面談
健康づくり推進協議会
【Web】県がん診療連携協議会幹事会第45回相談支援・情報連携部会
【Web】課題解決型高度医療人養成プログラム
【Web】九州各県専務理事連絡会議
【Web】九州地域の医療機関における電波利用推進協議会
県ＰＴＡ共済審査委員会
【書面決議】九歯連役員会
県高等学校保健会第2回理事会
復興リハビリテーションに関する意見交換会
スチューデント･クリニシャン・リサーチ・プログラム 日本代表選抜大会
【Web】九地連役員会
【Web】課題解決型高度医療人材養成プログラム講義撮影
【Web】社会保険指導者研修会
第1回県後期高齢者医療運営協議会
県医療審議会
県スポーツ協会第2回スポーツ医科学専門委員会
県国民健康保険運営協議会
【Web】九州各県事務局長連絡会
県医療・保健・福祉団体協議会第１回理事会
国保連合会広報誌に関する打合せ
県地域リハビリテーション支援センター運営委員会
第2回生徒保健委員連絡協議会
県総合保健センター第2回理事会・第2回常務理事会
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11月9日
11月18日
11月18日
11月18日
11月24日
11月25日
11月26日
12月1日
12月2日

12月7日 1月25日
12月10日
12月11日
12月13日
12月16日
12月24日

12月25日 12月26日
1月16日

【Web】県脳卒中医療推進検討会議 1月28日
TKUニュース取材打合せ 2月1日
【書面会議】県国民健康保険運営協議会 2月5日
【Web】警察歯科医会全国大会（鹿児島） 2月6日
【Web】支払基金幹事会 2月10日 3月10日
【書面協議】県における医療費の見通しに関する計画検討委員会 2月12日
国立病院機構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15日
県ＰＴＡ共済審査委員会 2月18日 3月18日
【Web】九州各県会長会 2月20日
【Web】九地連協議会 2月20日
県医療政策課との協議 2月22日
九州地方社会保険医療協議会熊本部会 2月25日 3月25日 4月28日
【Web】歯科情報の標準化に関する研修会 2月28日
【Web】九州各県事務局長会議 3月1日
県医療審議会 3月18日

熊本さわやか長寿財団理事会 3月19日

県総合保健センター理事会・常務理事会 3月22日

熊本市歯会社保委員会（PTA共済に関する会議） 3月24日

県死因究明等推進協議会 3月24日

支払基金支部長来館 3月24日

自民党県連会長・幹事長来館 3月29日

渡辺健康福祉部長来館 3月29日

　(２)日歯関係
日歯理事会 4月23日 5月28日 6月11日 6月25日 7月30日

※Web会議含む 8月20日 9月24日 10月29日 11月26日 12月17日

1月21日

【Web】都道府県歯科医師会新型コロナウイルス感染症担当者連絡協議会 4月28日

都道府県会長会議 5月29日

6月30日

7月1日

9月9日 11月25日

9月22日

10月27日

10月27日

11月12日 11月13日

12月16日

1月13日

1月30日 1月31日

【Web】日歯理事会 2月25日 3月25日 4月22日 5月27日

県地域リハビリテーション支援センター協議会役員会
【Web】都道府県専務理事連絡協議会
【Web】都道府県事務長事務連絡会
「健康づくりリーダー等」研修会講演（県老人クラブ連合会）
第２回県社会福祉審議会保健福祉推進部会
熊本県社会福祉審議会身体障害者福祉分科会審査部会
県救急・災害医療提供体制検討委員会
【Web】県がん診療連携協議会幹事会第46回相談支援・情報連携部会
国保連合会との健診事業打合せ
【Web】九州各県臨時会長会議
「健康づくりリーダー等」研修会講演（県老人クラブ連合会）
県後期高齢者医療広域連合との打ち合わせ
令和２年度県がん診療連携協議会セミナー（県民公開講座）
平田機工へ感謝状贈呈

第193回日歯定時代議員会（書面決議）

日歯学術委員会事前打合せ

日歯学術委員会

【Web】日歯国際渉外委員会

栄養士職能力向上研修
県スポーツ協会メディカルチェック
【Web】九州各県専務理事連絡会議

【Web】日歯災害歯科保健医療体制研修会

日歯生涯研修セミナー打合せ

日歯生涯研修セミナー収録

日本歯科医師連盟・第１回政治セミナー

【Web】日歯会誌編集委員会

【Web】日歯スポーツ歯科委員会
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【Web】都道府県会長会議 2月26日 5月28日

【Web】日歯臨時理事会 3月11日

【Web】日歯臨時代議員会（１日のみ） 3月12日

　(３）郡市歯会関係
熊本市歯会通常総会 3月25日

以上、会議・打ち合わせ等　延べ回数150回出席
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３．総務関係報告 

① 総務関係 

（１）代議員会の開催 
○令和２年度定時代議員会 ６月２０日（土）於：県歯会館 
〔第１号議案〕令和元年度会計決算（案）の承認 
〔第２号議案〕日歯選挙人及び補欠選挙人選出の承認 
以上、２議案を提出し、すべて承認・可決・選任された。 

○令和２年度臨時代議員会 ３月２７日（土）於：県歯会館 

〔第１号議案〕２年度会計補正予算（案） 

〔第２号議案〕３年度事業計画（案） 

〔第３号議案〕３年度会費及び負担金の賦課額、賦課率並びに徴収方法（案） 

〔第４号議案〕３年度会計予算（案） 

〔第５号議案〕入会金、会費及び負担金賦課徴収規則の一部改正（案） 

〔第６号議案〕共済互助規則の一部改正（案） 

以上、６議案を提出し、すべて承認・可決された。 

○令和２年度定時代議員会 ６月１９日（土）於：県歯会館 
〔第１号議案〕令和２年度会計決算（案）の承認 
〔第２号議案〕理事の選任 
〔第３号議案〕監事の選任 
〔第４号議案〕日歯代議員及び日歯予備代議員の選任 
以上、４議案を提出し、すべて承認・可決・選任された。 

 
（２）各郡市会長・専務理事連絡会議の開催 

  ○９月２６日（土）に開催し、７月豪雨、Ｅ-ラーニング、オンライン資格確認、歯

科衛生士の麻酔問題、歯科医師のＰＣＲ検査等について協議した。 
○１月２３日（土）に開催し、各所管からの報告、来年度学会等について協議した。 
 
（３）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。 
また、会長の招聘により、必要に応じて副会長会議を開催している。新型コロナウ

イルス感染拡大の状況、県のリスクレベルに合わせ、適宜ＷＥＢ会議としている。 
 

（４）くま歯キャラバン隊の開催 
○荒尾市 ４月７日（火）於：荒尾市中央公民館【受講者：１７名】 

〇天草郡市 １０月２４日（土）於：肥後銀行天草支店【受講者：３２名】 

〇宇土郡市 ３月１８日（木）於：宇土市民会館【受講者：１３名】 

（後期高齢者口腔健康診査に関する内容） 
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（２） 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９日（火） 
○月次監査実施日：４月９日（木）、５月１４日（木）、７月１６日（木）、８月

６日（木）、９月１０日（木）、１０月１５日（木）、１１月１

２日（木）、１２月１０日（木）、１月１４日（木） 
○予算打合せ：１月１３日（水） 

 
（３）選挙管理委員会の開催 

現役員の任期が令和３年６月に開催される定時代議員会で満了となるため、新役

員選出に向けての手続きを進めるため、会長予備選挙・役員等選挙・選挙管理委員

会規則に基づき、選挙実施要領及び選挙に係るスケジュール及び公示、選挙の方法

等について協議し、会報又は文書により選挙の公示、広報を行っている。 

〔委員会開催・活動状況〕 

    ○第５回：２月２４日（水） 

    協議事項 

（１）会長予備選挙の立会演説会 

（２）会長予備選挙当選者へ交付する当選証書 

（３）役員選挙の公示 

○３月２７日（土） 

 会長予備選挙当選者への当選証書授与（山口選挙管理委員会委員長） 

 

 （４）災害時対策・警察歯科検討総合会議 

    熊本県警察歯科医会は令和２年１２月に理事会にて解散が承認され、あらたに

熊本県歯科医師会災害時対策・警察歯科総合検討会議が設置された。会議では、

災害時の行動マニュアルの見直しや、平時における災害対策及び身元確認に関す

る内容を検討していく。 

   〇諸会議への参加 

    警察歯科医会全国大会 鹿児島県歯科医師会担当【ＷＥＢ】 ２月５日（土） 

   〇災害歯科保健医療研修強化事業（補助事業） 

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。 

・令和２年７月豪雨の検証をし、感染対策とともに多様化する災害に対応でき

る体制を整えたい。 

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 

      【Web】２月１２日（金）於：各所、３月１０日(水) 於：県歯会館 

      ②【Web】災害歯科保健医療強化研修会【参加者：５３名】 

       ２月１５日(月)午後７時３０分～８時３０分 於：県歯会館・各所 
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③【Web】地域における歯科医師会、行政との意見交換会の開催  

        ２月１５日(月)午後８時３０分～９時００分 於：県歯会館・各所 

 

（５）総合政策プロジェクト 

  総合政策プロジェクトでは、委員会の所管枠にとらわれず、会全体として、将来

的な戦略とともに、総合的な政策や企画を検討する会議となっている。現在取り組

んでいる事業は、大学、高校生を中心とした広報マガジンのＴ１パークとの協同で

おこなっている「スマイルコンテスト」、（資料）県民と会員の歯周病に関する意識

を高め、県内の歯周病患者の掘り起こしや受診勧奨を進める「歯周病プロジェクト」、

女性歯科医師の入会、活動しやすい歯科医師会づくりをめざす「女性歯科医師支援

ワーキンググループ」の活動、入会促進活動などをおこなっている。 

   

 （６）くまもと歯の健康文化賞 

『くまもと歯の健康文化賞』は、平成５年に本会が第４５回保健文化賞を受賞した

ことを記念し創設され、毎年県内において、歯科保健衛生分野で優れた業績を挙げた

個人、団体を表彰している。 

今回で第２２回を数える同賞は、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、下記のとおり個人の部・

１名を選出した。 

表彰式は６月１２日（土）午後２時より、本会で規模を縮小し実施する。 

○受賞者 

【個人の部】山根早織様（推薦者：大津町教育委員会） 

 

② 会員関係 

（１）会員数現況 
  ☆令和２年度会員数  
    ★本県会員数（令和３年３月末現在） 

会員種別 人  数 
第１種 ６４６ 
第２種 ２４ 
終 身 ２０９ 
第３種 ６２ 
第４種 ２２ 
計 ９６３ 

★日歯会員数（令和３年３月末現在） 

会員種別 人  数 
第１種 ７１８ 
第２種 ４２ 
終 身 １１９ 
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第３種 ４ 
計 ８８３ 

  
（２年４月～０３年３月の本県入・退会者） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 共済互助関係 

○入院給付： 

月 人数 日数 月 人数 日数 

４月 １３名 １０１日 ５月 １１名 １１６日 

物 故 者 退 会 者 
２年 ４月 第１種 浮池昌史（熊本市） ２年 ４月 第３種 甲斐文一郎 

４月 終 身 福富義人（玉名） ４月 第１種 若井 篤（水俣葦北） 

５月 第１種 大塚郁香（菊池） 
４月 第４種 仁誠会ｸﾘﾆｯｸながみね 

（熊本市） 
８月 終 身 下石兵衛 （宇土） ６月 第３種 片岡奈々美（熊本市） 
８月 終 身 児玉範俊 （阿蘇） ６月 〃 末廣 豊 （山鹿市） 
８月 第１種 長山 理（熊本市） ６月 〃 渡邊裕平 （下益城） 

３年２月 終 身 髙崎敬正（熊本市） ７月 〃 木﨑衣吏子（熊本市） 
３月 終 身 多田集一（八代）  ８月 第３種 田中文英 （熊本市） 

   ９月 第１種 分山英信 （熊本市） 
   １１月 第３種 永田将士 （熊本市） 

   １２月 第１種 村上辰郎 （熊本市） 
 ３年 ２月 第３種 飽田詩織 
 ３月 第１種 久保貴文（八代） 
 ３月 第３種 川嶋龍一 
 ３月 第３種 山田崇弘 
 ３月 第３種 長田明子 
 ３月 第３種 北原佑樹 
 

入 会 者 
２年４月  第１種 下村 佑（熊本市） ６月 第３種 木村麻衣 （ 〃  ） 

４月 第１種 宮津竜也（熊本市） ７月 第１種 木﨑衣吏子（菊池） 
４月 第１種 中山雄太（熊本市） ８月 第２種 田中文英（熊本市） 
４月 第１種 添島賢一（熊本市）   １０月 第１種 野田一樹 （菊池） 
４月 第２種 熊野 毅 （熊本市） １１月 第３種 永田将士（熊本市） 
４月 第４種 蓮台寺ｸﾘﾆｯｸ（熊本市） ３年 １月 第１種 出口亮平（熊本市） 
４月 第４種 ﾙﾌﾟﾚ歯科ｸﾘﾆｯｸ（熊本市）  ３月 第１種 影下裕晃（熊本市） 
４月 第３種 宮尾知佐  （熊本市） ３月 第１種 秋山太郎（菊池） 
６月 第１種 山室 宰（熊本市）  ３月 第１種 影下裕晃（熊本市） 
６月 第１種 片岡奈々美（ 〃 ）    
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３月 １６名 １４９日 
 

名 日 

合 計 名 日 

○死亡給付：２名 

○生前給付：２０年加入・０名、３０年加入・０名 

○育英貸付：返還中・２名、貸付者・２名 

○養老貸付：貸付者・２名 

 

④ 労働保険事務組合 
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【３年１２月末現在】 

    委託事業所数：２８７件、被保険者数：１，０４３名 

 

⑤ 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。 
 
⑥ 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：２月１２日（金）、６月９日（火） 
○月次監査実施日：４月９日（木）、５月１４日（木）、７月１６日（木）、８月６

日（木）、９月１０日（木）、１０月１５日（木）、１１月１２

日（木）、１２月１０日（木）、１月１４日（木）２月１８日

（木）、３月１１日（木） 
○予算打合せ：１月１３日（水） 

 

４．各所管報告 
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① 学術委員会関係 

（１） 諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○サンメディカル共催学術講演会【延期】 ５月２４日（日）於：県歯会館 

 ○ 日歯学術委員会 ７月１日（水）、９月９日（水）、１１月２５日（水） 

                                於：各所 

○日歯学術委員会正副委員長打合せ会【Web】４月１７日（金）、５月１日（金）、

５月１３日（金）於：伊藤歯科医院 

○日歯プログラム担当チーム ４月２１日（火）書面会議 
○日歯生涯研修ライブラリー講師打合せ会【中止】 ５月１４日（木） 

 

〇【Web】都道府県学術担当理事連絡協議会 ８月２６日（水）於：各所 

○【Web】第 3回日歯国際渉外委員会 ９月２３日（水）於：各所 

      ○【Web】スチューデント･クリニシャン・リサーチ・プログラム 

日本代表選抜大会 １０月４日（日）於：日歯会館 

   ○【Web】九州各県学術担当者会 １０月１０日（土）於：各所 

○ R2 年度日歯生涯研修セミナー打合せ １０月２７日（火）於：日歯会館 

   ○ R2 年度日歯生涯研修セミナー収録 １０月２７日（火）於：日歯会館 

○歯周病対策プロジェクト講演会開催 １１月８日（日）於：県歯会館【受講者 

１１８名】 

   ○【Web】日歯会誌編集委員会 １２月１６日（火）於：各所 

○ 第 3回日歯スポーツ歯科委員会 １月１３日（火） 

   ○日歯会誌編集委員会 【Web】２月１７日（水）於：診療所 
○日歯学術委員会【Web】３月１２日（金）於：各診療所 
○日歯学術委員会正副委員長打合せ会【Web】３月１２日（金）於：診療所 

○大学基準協会 歯学教育評価試行評価 評価者研修セミナー【Web】３月１１日

（水）於：診療所 
 

（２）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。 

令和２年度の日歯生涯研修セミナーの中止にともない、令和２・３年度の実施要領

の変更が行われるなど、安心・安全歯科医療推進制度の認定要件にも支障がでてく

ることが予想され、令和２・３年度の安心・安全歯科医療推進制度は中止とし、あ

らたな制度は令和４年４月からとなる。 

また、令和２・３年度の基準達成証については、歯科医療を通じた新型コロナウイ

ルス感染が会員診療所で発生していない事は、会員が感染防止に十分な努力をした

結果と見做し、全会員診療所へステッカーとともに配布することとした。 

（３）委員会開催 全体委員会：４月１日～５回 

（４）会員への発信文書 

○安心・安全歯科医療推進制度基準達成申告書 ４回 

○安心・安全歯科医療推進制度 チラシ２回・申告書２回 

○熊歯会報３月号・４月号・１１月号・１月号「委員会報告」 
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〇安心安全制度の休止のお知らせ １回 

○講演会案内４回 

 

② 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１５日（水）、３月２４日（水） 

於：県歯会館  

○個別指導対策社会保険説明会【延期】 ４月２５日（土）於：県歯会館 

（２）レセプトチェックセンターの開設 

  本会会員がレセプト請求前に疑問･質問があるレセプトについて問い合わせを

行い円滑なレセプト請求が出来るように、また、返戻・査定されたレセプトについ

ての疑問・質問にお答えするため、レセプトチェックセンターを開設し対応してい

る。 

（３）社保個別相談会開催 

１２月 ５日（土）【相談者１名】 １２月２６日（土）【相談者１名】 

（４）九州厚生局、県国保・高齢者医療課指導立会い 

１２月１０日（木）個別・２医院 １月１４日（木）個別・２医院 

２月１８日（木）個別・２医院  

○【中止】厚労働省・九州厚生局・熊本県による保険共同指導 

 １月２８日（木）～２９日（金） 

（５）委員会開催  

○全体委員会：４月２７日～１３回  ・小委員会：４月１日～１回 

（６）会員への関連資料の発送 

○保険なぜなぜ情報 

○算定誤り事例 

○保険診療ハンドブック（令和 2年度版） 

○社会保険歯科診療報酬点数早見表（令和 2年  7 月 1日実施） 

○社会保険歯科診療報酬点数早見表（令和 2年 10 月 1日実施） 

○「歯冠修復・義歯料金早見表（概算）」(令和２年４月現在)  

○歯冠修復・義歯料金早見表（概算）（令和 2年 7 月現在） 

○歯冠修復・義歯料金早見表（概算）（令和 2年 10 月現在） 

〇歯科用貴金属価格の改定による点数早見表の変更箇所について 

○令和 2年度診療報酬改定に係る「疑義解釈資料」 

○令和 2年 7月豪雨災害に伴う一部負担金等の取扱いについて 

○令和2年7月豪雨災害に伴う窓口での一部負担金免除の延長について（お知らせ） 

○区分 C2（新機能・新技術）における医療機器の期中導入等について 

〇CAD/CAM のブロック素材「カタナアベンシア N（クラレノリタケデンタル株式 

会社）」の保険適用について(お知らせ) 

○CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）(カタナアベンシア N）の取り扱いについて 

○SPT1・SPT2 を算定するときの注意点について 

○新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

○令和2年7月豪雨で被災された方の令和3年1月からの医療機関等窓口での取扱
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いについて 

○令和２年５月診療分の診療報酬等の概算前払の実施について(お知らせ) 

○令和 3年 1月 8日付厚生労働省保険局医療課通知による修正社会保険歯科診療報

酬点数早見表（令和 2年 10 月 1日実施）【令和 3年 1月 8日修正版】 

○社会保険歯科診療報酬点数早見表（令和 3年 4月 1日実施） 

○歯冠修復・義歯料金早見表（概算）（令和 3年 4月現在） 

○６歳未満の乳幼児感染予防策加算の算定期間の延長について 

○E-system を活用した施設基準に係る研修の受講修了証の自動発行について 

 

③ 地域保健委員会関係 

（１）後期高齢者歯科口腔健康診査事業への対応 

◎意見交換会の開催 ６月２９日（月）、１２月３日（水）於：県歯会館 
◎打ち合わせ １２月１１日（金）於：県市町村自治会館 

（２）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 

○１１月１２日（木）於：熊本ドライビングスクール【受診者：１０名】 

○１１月２６日（木）於：菊池自動車学校【受診者：１０名】 

○１２月１１日（金）於：中央自動車学校【受診者：８名】 

○１２月１７日（木）於：西田鉄工株式会社【受診者：１２名】 

◎県衛生士会との生活歯援プログラム打合せ １１月２７日（金） 
１２月１７日（木）於：県歯会館 

◎衛生士向け研修 DVD 撮影 １月２０日（水）於：県歯会館 
（３）諸会議への出席 

〇第 1回健康・生きがいづくり支援事業推進委員会 

６月２日（火）於：県総合福祉センター 

〇第１回健康づくり推進協議会 ８月２８日（金）於：県民交流館パレア 

〇第１回県後期高齢者医療運営協議会 

１０月１６日（金）於：県市町村自治会館 

〇【Ｗｅｂ】九州各県地域保健担当者会 １０月１７日（土）於：県歯会館 

〇県地域リハビリテーション支援センター運営委員会 

１１月４日（水）於：県医師会館 

〇県地域リハビリテーション支援センター協議会役員会 

１１月９日（月）於：県医師会館 

〇「健康づくりリーダー等」研修会講演（県老人クラブ連合会） 

１１月１８日（水）於：天草市民センター 

○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 
２月８日（月）於：県医師会館 

○第２回健康・生きがいづくり支援事業推進委員会 
【中止】２月９日（火）於：県総合福祉センター 

○熊本地域リハビリテーション支援協議会総会・特別講演 
２月２６日（金）於：県医師会館 

〇第２回健康づくり推進協議会【Ｗｅｂ】３月９日（火） 

〇令和２年度都道府県歯科医師会地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議
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会 【Ｗｅｂ】３月３１日（水）於：県歯会館 

〇第２回健康づくり推進協議会【Ｗｅｂ】３月９日（火） 

〇県地域リハビリテーション支援センター運営委員会 

【Ｗｅｂ】５月１０日（火）於：県医師会館 

（４）生活歯援プログラム関係への対応 
歯科衛生士向け研修ＤＶＤ撮影の実施 ３月４日（木） 

（５）後期高齢者歯科口腔健康診査事業への対応 

◎新様式について会員へ周知 
◎受診率向上のため、県広域連合および各市町村での広報活動 

（６）産業歯科（事業所健診）事業の実施 
 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 
〇青山製作所熊本工場 ２月５日（金）【受診者：１２名】 
○青山製作所熊本工場 ２月１２日（金）【受診者：１２名】 
２）建設連合国民健康保険組合歯科健診実施 
対象：熊本県内の会員診療所 
実施期間：９月～１１月末 
受診者数：１０１名 

（７）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開催するが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、下記の内容での実施となった。 
・共催：熊本日日新聞 
・協賛：花王株式会社 

◎県下各地域での無料歯科相談・健診等  
①県民の方々の健康面と安全性を考慮した結果、中央イベントならびに各郡市で

のイベントは中止 
②ヘルＣ写真コンクール募集中止 
③熊日新聞紙上における歯科健康意識の啓発中止 
④ポスターによる告知展開 
⑤会場でのイベント中止に伴い、熊本県下の会員診療所で無料歯科健診・相談を

実施 １１月中旬～１２月末まで 
◎事業打合会 ７月２日（木）、９月１６日（水）於：県歯会館 
 

（８）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） 

・歯科健診事業研修会 ６月２９日（月）於：平田機工 
 
 

  組合名 4月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

1 平田機工 ０ ０ 0 0 0 1 0 

2 熊本自販 ０ １ 0 1 0 3 8 

3 熊本銀行 ０ ０ 8 21 9 6 6 

4 肥後銀行 ０ ０ 0 1 0 0 0 

  合計 ０ １ 8 23 9 10 14 22



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
〇歯科セミナー ５月１２日（水）於：平田機工株式会社 
 

（９）歯と口の健康週間事業の実施  
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）歯と口の健康週間実行委員会の開催 
【書面会議へ変更】３月５日（金）於：県歯会館 
２）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【実施予定】 
 ○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。「歯の祭典」 

においての表彰を中止とし、後日賞状と賞品を郵送することとする。 
◎歯と口の健康に関する図画・ポスター、習字・標語作品募集【中止】 
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 
【感染防止対策を講じたうえで実施】 
◎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【中止】 ６月５日（日）於：県歯会館 
（10）早産予防対策事業関係 

１）事業目的・概要 
早産を予防することにより、（極）低出生体重児の出生を減少させ、出生児が健や

かに成長発達することを目的に、絨毛膜羊膜炎及び歯周病という感染症対策を中心

に平成２４年度および平成２５年度に熊本型早産予防対策事業を実施した。各市町

村において妊婦健康診査や妊婦歯科健康診査を実施している。 
 

（11）認知症対応力向上研修事業（委託事業） 
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実施。 
令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため、中止となった。 

  組合名 11 月 12 月 ２月 ３月 合計 

1 平田機工 0 0 1 0 2 

2 熊本自販 4 0 2 7 26 

3 熊本銀行 9 0 6 0 65 

4 肥後銀行 0 1 0 0 2 

  合計 13 1 9 7 95 
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（12）介護者歯科実技研修事業（委託事業） 

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対象者に係る者（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

立場となれる者 
３） 事業内容  
①研修会の開催 
○第１回介護者歯科実技研修会  
【Ｗｅｂ】２月２０日（土）於：県歯会館 
講師：浜松市リハビリテーション病院 歯科えんげセンター 
大野友久先生 
参加者：８５名 
○第２回介護者歯科実技研修会  
【Ｗｅｂ】２月２７日（土）於：県歯会館 
講師：国立長寿医療研究センター歯科口腔先進医療開発センターセンター長 
角 保徳先生 
参加者：９９名 
 

（１０）委員会開催 【Ｗｅｂ】７月３０日（木）、全体委員会：３月３１日 
  小委員会：７月１３日～３回 

（１１）【Ｗｅｂ】センター介護と地域保健委員会の合同研修会 ８月３１日（月） 

 

④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 

○ＮＨＫ番組「テレメッセくまもと」 

【打合せ】  ４月 ９日（木）於：県歯会館 
  【収録日】  ５月１４日（木）於：県歯会館  

※放送日５月１９日（火） 

○定時代議員会 ６月２０日（土）於：県歯会館 

○笑顔ヘルＣキャンペーン 

【写真コンクール審査】 ※イベント中止に伴い、写真の募集を中止 
【中央イベント】 ※イベントの中止 

○第２回臨時代議員会 ３月２７日（土）於：県歯会館 
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（５）諸会議及び研修会・講演会等への出席 

○【Web】九州各県広報担当者会    １０月１７日（土）於：県歯会館 

    〇国保連合会広報誌に関する打合せ １１月４日（水）於：熊本市内 

    〇メディア各社への挨拶回り １１月１８日（水）於：メディア各社 

（６）委員会開催 

４月１２日（金）～ 全体委員会：10回 

小委員会：５回 

【Web】委員会：４回 

 

⑤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  
○県ＰＴＡ共済審査委員会 ２月２０日（木）、４月１６日（木） 
                         於：県総合福祉センター   
○公立学校新規採用養護教諭研修 【中止】５月２７日（木） 
                        於：県立教育センター 

○県学校保健会理事会【書面決議】       ６月９日（火） 
○県学校保健会定時評議員会【書面決議】    ６月１４日（金） 
○日学歯定時総会        ６月２４日(水) 【書面】」 
〇県学校保健功労表彰及び学校保健及び学校安全表彰に係る審査会 
    ７月１０日（金）於：県庁 
〇日学歯生涯研修「更新研修」【ｗｅｂ】   ９月１３日（日） 
〇県高等学校保健会第２回理事会      ９月２５日（金）於：熊本第一高

校 
〇県スポーツ協会スポーツ医科学専門委員会 １０月２７日（火）水前寺共済会

館 
○生徒保健委員連絡協議会            １１月４日（水）於：市民会

館 
〇県健康づくり推進学校表彰審査会    １１月２６日（木）於：県薬剤師会

館 
〇県スポーツ協会メディカルチェック 
１２月２５日（金）、２６日（金）於：ヘルスケアセンター 
〇県スポーツ協会メディカルチェック（２回目）【中止】１月 ８日（金）   
県スポーツ協会メディカルチェック（３回目）【中止】１月１５日（金）   

〇県スポーツ協会メディカルチェック判定会【中止】 
 １月２８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   
〇九州地区学校歯科医会役員連絡協議会【中止】８月８日（土）於：福岡市 
〇県高等学校保健研究協議大会       １月１５日（金）於：国際交流会

館 
（２）日本学校歯科医会への入会促進 
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（３）県委託事業「むし歯予防対策事業」の実施 ※詳細は㉑に掲載 
（４）委託事業打ち合わせ            １０月 １日（木）於：県歯会館 
（５）委員会開催 全体委員会：        【Web】５月１３日（水）、６月１ 

７日（水）、１０月１６日（金）、１１月１３日（金）、１２月１８日（金） 
１月２２日（金） 

（６）フッ化物洗口マニュアル改訂打ち合わせ会   【中止】５月７日（水）於：県 
歯会館、６月１０日（水）於：県歯会館 

（７）歯と口の健康週間事業への協力  

⑥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：１９件 ○５月：９件６月：１３件 ○７月：１９件 ○８月：１０件  
○９月：１７件 ○１０月：１７件 ○１１月：２３件 ○１２月：１４件 ○１ 
月：１４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：２回 ○５月：０回 ○６月：１回 ○７月：１回 ○８月：０回 ○ 

９月：１回 ○１０月：１回○１１月：２回 ○１２月：０回 ○１月：４回 ○
２月：３回 ○３月：２回 

（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○九州各県歯科医療安全対策担当者会 １０月１０日（土）於：県歯会館 

（３）委員会開催 全体委員会：６月１７日～８回 
 

⑦ 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 

○【Web】センター・介護と地域保健委員会の合同研修会  
（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席 

○【Web】センター・介護と地域保健委員会の合同研修会  
８月３１日（月）於：県歯会館 

○高齢者の生活不活発病等予防啓発事業打ち合わせ  
７月２７日（月）～６回 於：県歯会館 

○高齢者の生活不活発病等予防啓発事業 TV・DVD 撮影見学  
８月１６日（月）於：KKT 本社 

○高齢者の生活不活発病等予防啓発事業 TV・DVD 撮影  
９月１３日（日）於：KKT 本社 

○【Web】九州各県地域保健担当者会 １０月１７日（土）於：県歯会館 
（３）委員会開催  

○全体委員会：小委員会：４月１１日（土） 
○センター・介護・地域保健合同委員会：【中止】５月１４日（木） 

【Web】６月１７日（水）～３回 
（４）口腔保健センター（障がい者歯科診療）の運営 ※詳細は⑬に掲載 
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（５）県補助金事業「在宅歯科医療連携室機能強化事業」の実施 ※詳細は⑭に掲載 

⑧厚生・医療管理委員会関係 

（１）諸会議及び研修会・講演会等の開催 
○シニア倶楽部【中止】※寿賀会員４８名に記念品贈呈 

（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○都道府県医療管理・情報管理担当理事連絡協議会【Web】 
                 ８月１９日（水）於：県歯会館 
○九州地域の医療機関における電波利用推進協議会【Web】 
                ９月１６日（水）於：診療所 

○九州各県医療管理担当者会【Web】１０月３日（土）於：県歯会館 
○日本歯科医療管理学会九州支部総会・学術大会【中止】 
○熊本国税局管内税務指導者協議会【中止】 
○学生合同就職説明会への対応 ※詳細は⑫歯科衛生士専門学院関係に 掲載 

（３）健康診断の実施 
〈令和 2 年度 健康診断受診者数及び受診率〉 

＊個別に各ヘルスケアセンター・健診センターにて健康診断を実施。 

（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 
（７）委員会開催 全体委員会：６月２６日～５回 ・ 小委員会：７月３０日～４回 
 

郡市名 実 施 月 日 
各郡市 
会員数 

会員 
受診者数 

受診率 
（％） 

会員外受診者数 総 
受診 
者数 

従業員 
(〃の家族) 

配偶者 
・家族 

計 

熊本 
9 月 8 日(火)～11 日(金) 
※7 日(月)は中止 

412 277 67% 1,161 203 1,364 1,641 

宇土 11 月 7 日(土) 17 13 76% 49 9 58 71 

玉名 11 月 14 日(土) 47 38 81% 103 20 123 161 

荒尾 10 月 31 日(土) 29 14 48% 85 9 94 108 

山鹿 8 月 6 日(木) 24 13 54% 61 6 67 80 

菊池 
10 月 8 日(木)、9 日(金)、
15 日(木)、16 日(金) 

76 60 79% 218 35 253 313 

阿蘇 10 月 24 日(土) 26 19 73% 46 13 59 78 

上益城 
9 月 8 日(火)～11 日(金) 
※7 日(月)は中止 

30 22 73% 101 18 119 141 

下益城 10 月 31 日(土) 25 14 56% 56 9 65 79 

八代 10 月 3 日(土)、10 日(土) 74 53 72% 162 30 192 245 

水俣・ 
芦北 

11 月 7 日(土) 18 16 89% 41 12 53 69 

人吉 9 月 5 日(土) 30 21 70% 62 14 76 97 

球磨 10 月 23 日(金) 13 10 77% 44 6 50 60 

天草 
8 月 1 日(土)、9 月 5 日
(土)、10 月 24 日(土) 

59 39 66% 135 17 152 191 

第 4 種   22 1 5% 11 0 11 12 

合    計 902 610 68% 2,335 401 2,736 3,346 
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⑨医療連携委員会関係 

（１）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）打ち合わせ 

 ９月３日（木）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支援事業打ち

合わせ  １０月１日（木）於：県歯会館 

○【Web】糖尿病・歯周病医療連携研修会企画会議  
１０月１６日（金）於：県歯会館 

○回復期医科歯科病診連携事業運営協議会打ち合わせ  

１１月６日（金）於：県歯会館 

○回復期医科歯科病診連携登録医個別説明会 １１月８日（金）於：県歯会館 

○回復期医科歯科連携事業運営協議会  

１１月１１日（水）、３月４日（木）[予定]於：県歯会館 

○ヘル歯―元気８０２０支援事業打合せ  １１月１９日（木）於：熊本労災病院 

○がん医科歯科連携事業運営協議会  

            １２月４日（金）、３月８日（月）[予定]於：県歯会館 

○【Web】回復期医科歯科連携研修会打ち合わせ  
１２月１６日（木）於：各診療所 

○第１回がん医科歯科連携登録医のための全国共通がん医科歯科連携講習会  

   １２月２０日（日）【受講者１３名】、３月６日（土）[予定]於：県歯会館 

○【Web】糖尿病・歯周病医療連携研修会・検討会  
２月８日（月）於：県歯会館[予定] ※詳細は⑳に掲載 

○【Web】がん医科歯科連携事業研修会 ２月２１日（日）於：県歯会館[予定] 
○【Web】回復期医科歯科連携研修会   

２月２８日（日）、３月１１日（木）於：県歯会館[予定] 
○ヘル歯―元気８０２０支援事業医療連携評価会議  

３月３日（水）於：県歯会館[予定] 
 

 

（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○【Web】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９日（火）～３回 於：熊大病院 
○明治製菓ファルマとの打ち合わせ   

１０月２９日（木）、１１月２７日（金）於：県歯会館 
○熊大病院緩和ケアセンターと在宅緩和ケアマップ打ち合わせ  

８月１７日（月）於：県歯会館 
○県医療・保健・福祉団体協議会第１回理事会  

１１月２日（月）於：県医師会館 
○県がん診療連携協議会セミナー  

１２月１３日（日）於：くまもと県民交流館パレア 
○県医療・保健・福祉連携学会 ２月１４日（日）於：県医師会館[予定] 

（３）委員会開催 全体委員会：８月３日（月）～６回 
（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

28



 

 

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

事業を展開している。 
○合意書を取り交わしている病院（令和２年１２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 

・熊本大学病院 ・熊本中央病院 ・熊本再春医療センター  

・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  

・阿蘇医療センター ・鶴田病院・公立玉名中央病院・玉名地域保健医療センター  

※下線はがん拠点病院以外 
※熊本市民病院は、熊本地震により２９年１月よりがん診療連携拠点病院の指定  
 取り消しとなった。 

○登録した歯科医院（令和２年１２月末現在） 
・連携講習１：５３８件 
・連携講習２：５０４件 
・連携講習３：３３６件  
 
○令和２年度がん拠点病院等より紹介患者記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 
 
 
 

連携１ 連携２ 連携３

手術前口腔ケア 化学療法
頭頸部放射線

治療
ビスフォス
フォネート

緩和医療ケア

4月 88 35 3 3 1 9 139

5月 68 49 2 3 0 8 130

6月 99 51 1 2 5 15 173

7月 110 74 23 6 2 14 229

8月 116 74 31 3 5 15 244

9月 122 87 27 3 2 15 256

10月 171 69 26 3 4 20 293

11月 155 80 18 2 3 22 280

12月 166 81 30 2 4 11 294

計 1095 600 161 27 26 129 2,038

計その他
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○令和２年度訪問歯科診療依頼者数  
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

26 名 22 名 49 名 37 名 33 名 37 名 45 名 54 名 50 名 

 合  計 ３５３名 

                      

⑩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、検温や手指消毒等の新型コロナウイルス感染防止対策を行っていたが、１

２月に４名の学生が感染した。保健所等の関係機関と連携し、当該学年の教室等の

消毒やＰＣＲ検査の実施など迅速に対処を行った。 

（１）諸会議開催 

 

○入学式【中止】：４月１１日（土） 

○運営審議会：４月１４日（火）、【Web】５月２５日（月） 

○遠隔授業に関する打合せ：４月２７日（月） 

○役職員会：４月３０日（木） 

○新入生対面式：５月７日（木） 

○合同就職説明会準備会議：６月１１日（木） 

○教務委員会：６月２５日（木）、８月６日（木）、１０月１９日（月） 

○臨床実習検討部会：７月７日（火） 

○ホームページ構成作業部会：７月１５日（水） 

○Ｔ１パークとの打合せ：９月１７日（木）、１０月２６日(月)、１１月１１日(水)、 

            １２月１１日（金） 

○自衛隊隊内生活体験【延期】：９月３０日（水）～１０月２日（金）、 

１０月７日（水）～９日（金） 

於・自衛隊北熊本駐屯地 

○入学試験委員会：１０月１３日（火）、１０月２８日（水） 

○役職員会：１０月２４日(土)、１月１２日(火) 

○研修旅行【中止】：１０月１４日（水）～１６日（金）於・京都、大阪 

○ハロウィン（学生会主催）【中止】：１０月３１日（土） 
○熊歯衛祭（学生会主催）【中止】：１１月１５日（日） 
○解剖学見学実習：１２月３日（木）於・福岡歯科大学 
〇関係者評価委員会並びに教育課程編成委員会：１２月１４日（月） 

○学校歯科委員会との連携企画打合せ：１２月１８日（金） 

○クリスマス会（学生会主催）【中止】：１２月２４日（木） 
○運営審議会：１月２０日（水） 

○戴帽式：１月３０日（土） 

（２）諸会議・講習会等への出席 

○熊専各連体育大会【中止】：９月１９日（土）～２２日（火） 
於・熊本市総合体育館他 

○故李登輝元総統を偲ぶ会：１０月７日（水）於：ホテルオークラ福岡 
○全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会Ⅴ【Ｗｅｂ】： 

30



 

 

１１月２８日（土）～２９日（日） 
（３）入学試験、体験入学、高校訪問等の実施  

○熊専各連体育大会【中止】：９月１９日（土）～２２日（火） 
於・熊本市総合体育館他 

○故李登輝元総統を偲ぶ会：１０月７日（水）於：ホテルオークラ福岡 
○全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会Ⅴ【Ｗｅｂ】： 

１１月２８日（土）～２９日（日） 
 

⑪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：月～土（水曜休診） 

診療時間：午前１０時から午後５時（予約は午後４時迄） 

受診者数：月平均約３１０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）諸会議等の開催、健診等の実施 

  〇センター運営打合せ：４月１１日（土）、７月２５日（土）、９月１２日（土） 

  〇福岡歯科大学への専門医研修施設依頼に伴う面談：１２月１０日（木） 

  〇歯科健診・口腔清掃指導： 

   【実施】７月１４日（火）〔健診者：２８名〕於・はなぞの学苑 

       ９月１６日（水）〔健診者：７名〕於・ステップバイステップ 

１１月２５日（水）〔健診者：３２名〕於・サポートホームわらび 

【延期】６月１６日（火）、７月１５日（水）、８月４日（火）、 

１０月２８日（水）於・平成学園 

       ７月７日（火）、７月２９日（水）、１０月１４日（水） 

於・はなぞの学苑 

 

⑫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。 
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（１）諸会議及び研修会・講演会等の開催 

○在宅歯科医療連携室機能強化事業打ち合わせ  
           ７月３日（金）、１０月１４日（水）於：県歯会館 

                【Web】１０月２３日（金）於：各診療所 
○モデル地域打合せ １１月１９日（木）於：県歯会館 

○在宅歯科医療連携各郡市担当者会 １２月２６日（土）於：県歯会館 

○【Web】在宅歯科医療研修会（予定） 
（１回目）２月５日（金）、（２回目）２月１２日（金）於：県歯会館 

◎内容・講師： 

「在宅歯科医療における摂食嚥下について」 

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 氏 

 

（１） 県政テレビ「くまモンスマイルジャンプ」取材 ９月１日（火）於：県歯会館 

 

⑬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 

④ 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、受賞者を決定した。 

２月末までに関係団体からの推薦を募り、３月に審査委員会で被表彰者を選出し、

令和３年６月の歯の祭典において表彰を行った。 

「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した。 

○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） 

 

⑭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）連携推進研修会の開催 

「【Web】糖尿病・歯周病医療連携研修会」 
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 ◎日程  ２月８日（月）於：県歯会館[予定] 

 ◎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研究センター准教授 

            古川 昇 氏 

 ○「糖尿病と歯周病の関連性について」 

熊本県歯科医師会 医療連携委員会副委員長 吉武 義泰 会員  

②糖尿病と歯周病に係る医療（歯科・医科・薬科）連携推進検討会の実施 

○【Web】糖尿病・歯周病医療連携検討会 ２月８日（月）於：県歯会館[予定] 

 

○糖尿病・歯周病医療連携事業評価会議 ３月３日（水）於：県歯会館[予定] 

 

⑮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２月２７日（土） 
Ｗｅｂ講演、県歯師会館でのハイブリッド開催 
講師 九州大学名誉教授 中田 稔 先生 

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【予定】 

各郡市学校歯科担当者会議 ２月１０日（水）於：県歯会館 

 

⑯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

場となれる者 
 （３）事業内容  

①Ｗｅｂ研修会の開催 

〇２月２０日（土）講師：浜松市リハビリテーション病院 歯科部長 大野友

久先生 

〇２月２７日（土）講師：国立長寿医療研究センター 歯科口腔先進医療開発

センター センター長 角 保徳 先生 
②ワーキング委員会を今年度は３回予定。 
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⑰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むし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。 
※但し障がい児（者）施設の職員や保護者を対象とするむし歯予防、口腔清掃

等の実施実習については、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み中止。 
（２）事業内容 

①障がい特性理解のための研修会 

  ３月６日（土）〔予定〕 

  講師：岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター  

江草 正彦 センター長・教授 

 

⑱認知症対応力向上研修事業関係 

（１）事業目的 
県と市からの委託を受け、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する。 

（２）事業内容  
・新型コロナウィルス感染症第２波の影響により、開催中止となった。 

   〇第１回研修会 １１月２９日（土）於：県歯会館【中止】 

 〇第２回研修会 １２月 ５日（土）於：阿蘇郡市医師会館【中止】  
 

⑲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。 

・令和２年７月豪雨の検証をし、感染対策とともに多様化する災害に対応できる体

制を整えたい。 

（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１７日(火)、１１月１８日(水)、３月１０日(水)[予定] 於：県歯会館 

１２月１７日(木)、１月１８日(月)(Web にて開催) 

 ②【Web】災害歯科保健医療強化研修会 [予定] 

   ２月１５日(月)午後７時３０分～８時３０分 於：県歯会館・各診療所 

③【Web】地域における歯科医師会、行政との意見交換会の開催 [予定] 

 ２月１５日(月)午後８時３０分～９時００分 於：県歯会館・各診療所 
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