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１．時局問題 

① ７月県南豪雨への対応 

令和２年７月に県南地域を襲った記録的な豪雨は、各地で土砂崩れ、川の氾濫を引き起

し、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。 

 
 ・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 
 
 

② 新型コロナウイルス感染症への対応 

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 

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 1 6 日 ( 金 )  
ワクチン接種券の追

加の周知（熊本市外） 
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（１）歯科医師によるワクチン接種 

県内でのワクチン接種の加速化と接種者確保のため、県歯科医師会では、熊本県からの

要請を受け、歯科医師によるワクチン接種に取組んだ。その一環として、ワクチン接種に

必要な e ラーニング受講の呼びかけと、筋肉注射の経験がない会員の方への研修会を実

施した。急な開催にも関わらず多くの会員の方に研修を受講していただいた。実際の接種

は８月～１０月まで延べ７８人の先生方に約４千回の県民へのワクチン接種を実施しま

した。こうした取り組みもあり、熊本県のワクチン接種率は全国でもトップクラスとなり、

その後の感染者の減少にも大きく貢献出来た。 

 
６月中   ワクチン接種者希望アンケート及び実技研修会の案内を通知  
７月 ９日 熊本県からワクチン接種に係る筋肉注射実技研修会の研修業務を受託 
７月１８日  ワクチン接種実技研修会第１回 第２回開催 
７月２５日         〃      第３回 第４回開催 
      （２日間で 186 人へ修了証を交付） 
８月 ８日 県の大規模接種会場（グランメッセ）で歯科医師によるワクチン接種 
      開始（毎週日曜日対応） 
      歯科衛生士専門学院生徒、教員、本会職員も職域接種の枠で１回目接種 
９月 ５日  同 ２回目接種 

１０月 ３日 歯科医師によるワクチン接種終了  

4 月 20 日（火）  
ワクチン接種券の追

加の周知（熊本市） 

 

4 月 1 9 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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（２）感染拡大防止等への支援 

令和３年度も新型コロナの感染が拡大する中で、診療所内での感染拡大を防ぎながら

地域で求められる医療を提供することができるよう、国において、緊急臨時的な対応とし

て感染拡大防止等への補助金交付などの支援が行われた。 

 

  ・令和３年度新型コロナウイルス感染症拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 

   歯科診療所 ２５万円（R3.4.1～9.30 までの費用） 

   ６月～９月 令和３年度助成対象者等についての周知 ＊Ｒ２申請者は対象外  

  ・令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 

   歯科診療所  ８万円（R3.10.1～12.31 までの費用） 

      １０月１８日 継続支援補助金の交付について会員向けに通知 

         受付期間：令和 3年 11 月 1 日～令和 4年 1月 31 日まで 

  ・補助金受給に係る消費税の仕入税額控除報告 

   １１月 ５日 補助金受給後の必要な報告について通知 

（３）その他  

・改正予防接種法についての周知 

６月７日 ワクチン接種の強制や義務付けについての注意喚起（通知） 

ワクチン接種は、自分の意思で選択できるため、職場の従業員や患者さんに接種を

強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることがないよう会長名で

通知した。 

・新型コロナウイルス感染被害見舞金等の周知 

６月７日 診療所の歯科医師やスタッフが感染したことにより休業された場合の

日歯見舞金等（20 万円）について、会員への周知を図った。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策徹底に関する注意喚起 

 １月１４日 第６波に入りオミクロン株による感染者が急増し始めたことにより、

引き続き感染拡大防止対策を徹底していただくよう注意喚起のＦＡＸを送信した。 

・新型コロナウイルス感染症に関する情報をＨＰに掲載 

○新型コロナウイルス陽性・濃厚接触者の対応について 

○新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について 

○感染症法に基づく就業制限の解除について 

 

③ 第７３回九州歯科医学大会の開催 

   昨年度、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、本年度、再度本県にて開催することとなっ

たが、４月になり、第４波とみられる感染急増と、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、厚生事業、各大学同窓会は中止とし、学会は完全

ＷＥＢ（市民公開講座あり）で１０月２３日（土）に開催した。 

 
日 時：令和３年１０月２３日（土）１３：３０～１６：４５ 
開催方式：ＷＥＢ配信 
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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 師：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   ジャーナリスト 櫻井 よしこ 先生 

  参加登録者数：総合計 ２，１４３名 

県 名 会員・スタッフ 一 般 合 計 
熊 本 514 名 852 名 1,366 名 
福 岡 153 名 82 名 235 名 
佐 賀 68 名 20 名 88 名 
長 崎 75 名 65 名 140 名 
大 分 64 名 5 名 69 名 
鹿児島 69 名 21 名 90 名 
宮 﨑 49 名 31 名 80 名 
沖 縄 30 名 21 名 51 名 
その他 5 名 19 名 24 名 
合 計 1,027 名 1,116 名 2,143 名 

  準備経過： 
月 日 内   容 

6 月 1 日（火） ［九州各県宛］予報を送付。［関係団体宛］開催案内送付 
 7 月 5 日（月） ［熊本県知事・熊本市長宛］祝辞・後援名義依頼 
 7 月 20 日（火） 日歯・学術振興助成金申請 
 7 月 30 日（金） ［九州各県会長宛］大会顧問委嘱について・会長顔写真送付依頼文

書送付 
［九州各県専務理事・各郡市会長宛］大会参与委嘱文書送付 
［各郡市専務理事宛］大会 PR 部員委嘱文書送付 

 8 月 16 日（月） ［関係企業宛］デジタル抄録の広告掲載及び企業 CM 放映依頼文書

送付 
8 月 19 日（木） 学会関係者・一般向けＨＰサイト開設 
8 月 26 日（木） ［九州各県宛］大会予報・ポスター送付 
8 月 31 日（火） ［各郡市会長・専務理事宛］九州歯科医学大会のサテライト会場対

応等に関するアンケート実施 
［関係団体宛］大会チラシ・ポスター送付 

9 月 6 日（月） ［会員宛］大会予報・一般向けチラシ・ポスター、会場参加募集チ

ラシ送付。熊歯会報・ニュースレターに開催案内掲載 
9 月 6 日（月） 熊本県保険医協会発行「熊本保険医新聞」９月号・掲示板に開催告

知掲載 
9 月 7 日（火） 肥後医育振興会へ助成金の申請 
9 月 15 日（水） ［九州各県会長宛］サテライト会場協力依頼文書送付 
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9 月 17 日（金） 大会抄録をＨＰにサイトアップ（ダウンロード形式） 
9 月 25 日（土） KKT・Dr.テレビたん番組内にて開催告知 
9 月 27 日（月） KKT にて 15 秒開催告知スポット CM 放映開始（至：10 月 22 日

（金）相当本数） 
10 月 5 日（火） ［会員宛］大会予報、会場参加募集チラシ送付。熊歯会報・ニュー

スレターに開催案内掲載 
10 月 8 日（金） ビデオメッセージ：蒲島県知事・くまモン収録,大西熊本市長提供 
10 月 12 日（火） KKT イノベートとオープニング動画に関する打合せ 
10 月 18 日（月） 熊本日日新聞朝刊・短信欄に告知掲載 
10 月 20 日（水） 県歯会館：オンライン配信機材セッティング（KKT イノベート） 
10 月 21 日（木） Web 参加者へウェビナーURL をメール送信（リクメディア） 

東京スタジオとの打合せ（KKT イノベート） 
10 月 22 日（金） サテライト希望県へウェビナーURL をメール送信 

東京スタジオと県歯会館による配信チェック・接続テスト・通しリ

ハーサル 
九地連役員会：九州歯科医学大会の運営について説明 

10 月 23 日（土） 進行打合せ・開会式・閉会式リハーサル 
12：30～ 配信スタート 
13：30～ 開会式,基調講演Ⅰ・Ⅱ,特別講演,閉会式 

10 月 25 日（月） 講演・祝辞・後援・広告・九州各県へお礼状を送付 
10 月 28 日（木） 鹿児島県歯科医師会（次期開催県）へ大会ペナントを送付 
12 月 27 日（月） ［日歯宛］九州地区歯科医学大会実施報告書送付 
 1 月 7 日（金） 第 73 回九州歯科医学大会反省会 

 
        
 

④ 令和３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 

事業名 
区分 金 額 

（実績） 
事業概要 行政所管名 備考 

種類 国・県 

在宅歯科医療

連携室機能強

化事業 

補助 国・県 7,212,000 

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 5,969,000 

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 3 年実績 14 件（内、会員 11 件） 

認知症対策・ 

地域ケア推進

課 

継続 
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回復期医科歯

科病診連携推

進事業 

補助 国・県 2,600,000 

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 1,520,000 

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 － 

新型コロナウイルス感染症拡大により令和３

年度も中止 

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 355,000 

歯科医師に対し認知症の基礎知識・関係機

関連携の重要性等、知識習得のための研修

を実施し、認知症の早期発見・生活環境維持

向上の推進を図る。 

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 819,416 

要介護者及び介護予防対象者の QOL 向上

を図るため、口腔機能の維持・向上に寄与す

る人材を養成し、地域における高齢者の口腔

ケア及び口腔機能維持・向上の充実を図る。 

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 856,000 

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 

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

等の技術・知識の向上を図る。 

医療政策課 継続 

障がい児(者)

口腔ケア事業 
委託 県 434,000 

障がい児（者）施設職員及び保護者のむし歯

予防・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。 

障がい者 

支援課 
継続 
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むし歯予防 

対策事業 
委託 県 831,676 

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 ¥ 38,499,892 

 

令和３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 

（実績） 
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 2,000,000 
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 

 
 

⑤ 役員報酬等検討臨時委員会の設置 

役員報酬については本会役員報酬、役員退職金及び功労金支給規則に、旅費・日当につ

いては、旅費及び日当支給規定に定められているところである。旅費日当については、平

成２７年に見直しをしているが、役員報酬は２１年間据え置かれている。物価の上昇など

も含め、業務内容等から現在の役員報酬、退職金、日当、旅費等が適正であるか、さらに

は将来役員や委員を担う会員に対して、診療と並行して会務を実行する負担を補填する適

正な金額を検討していただくため、本年１月に「役員報酬等検討臨時委員会」を設置した。 

〔会議開催状況〕 
 ○委員会：１月１４日（金）於：県歯会館 
 
 
 
 

  
 

〔臨時委員会メンバー〕 
委 員 長 久々山芳文 
副委員長 西野 隆一 
委  員 水上 正太 
委  員 大林 裕明 
委  員 八木 義博 
委  員 宮本 格尚 
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２．部外審議会

　(１)諸会議
県健康福祉部長他 来館（新任挨拶回り） 4月1日
医療従事者向けワクチン接種に係る地域調整会議（熊本市） 4月2日
【Web】次期会長候補者打合せ会 4月17日
【web】課題解決型高度医療人材養成プログラムにおけるeラーニング 4月26日
【書面会議】県防災会議、県石油コンビナート等防災本部及び県水防 5月14日
            協議会の合同会議
【web】九州各県災害対策検討委員会 5月27日
県健康福祉部長との打合せ 6月3日 8月13日
県総合保健センター理事会 6月3日 6月21日 3月22日
熊本さわやか長寿財団理事会（書面決議含む） 6月7日 6月30日 3月18日
支払基金支部運営委員会 4月14日 5月12日 6月9日

7月7日 8月11日 9月8日
10月6日 11月10日 1月12日

2月9日 3月9日
【Web】社会歯科学会総会 6月19日
【Web】九州各県歯科医師会長会 8月7日 2月19日
【Web】九地連協議会・総会 8月7日 2月19日
【Web】九地連総会 8月7日
【Web】社会歯科学会理事会 4月10日 8月7日 11月14日

1月9日
【Web】社会歯科学会学術大会 8月28日 8月29日
【Web】社会歯科学会秋期研修会inしずおか 10月17日
「人生100年くまもとコンソーシアム」会議 7月2日 9月10日 11月9日
「人生100年くまもとコンソーシアム」事業報告会 10月4日
県医療審議会 7月15日 10月11日 1月19日
県スポーツ協会財務特別委員会 7月16日 12月2日
第1回県循環器病対策推進協議会 7月20日
県ワクチン接種広域センターシミュレーション 7月21日
【Web】九地連監事会 7月29日
【書面会議】第33回中規模県歯科医師会連合会 9月8日
【Web】九州各県専務理事会 9月11日 1月15日
【Web】県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉推進部会 10月7日
九州地方社会保険医療協議会熊本部会（書面決議含む） 4月28日 10月27日 11月26日

12月24日 1月26日 2月25日
3月25日

県健康づくり推進課との打合せ 10月27日
県保健医療推進協議会 11月11日
【Web】第42回全国歯科保健大会 11月13日
【Web】都道府県歯科医師会専務理事連絡協議会 11月17日
【Web】九州各県歯科医師会事務職員研修会 11月19日
【Web】都道府県歯科医師会事務長事務連絡会 11月26日
歯科補てつ物製作過程等の情報提供推進事業研修会 11月28日
第22回　熊本睡眠呼吸障害研究会 12月3日
【Web】「中国・四国」「九州」地区歯科医師会役員連絡協議会 12月11日
加盟団体長・理事長会並びに令和3年国際・全国ｽﾎﾟｰﾂ大会優勝報告会 1月8日
【書面会議】第1回県国民健康保険運営協議会 2月4日
【書面開催】熊本県社会福祉審議会 2月7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15日
九州厚生局熊本事務所長就任挨拶 2月16日
コンソーシアム事務局来訪 2月17日
【書面会議】第34回中規模県歯科医師会連合会 2月24日
【書面会議】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28日
肥後医育振興会評議員会 3月1日
【Web】九州各県事務局長連絡会 3月2日
早田県健康福祉部長訪問 3月9日
熊本総合病院訪問 3月10日
「人生100年くまもとコンソーシアム」第5回会議 3月11日
【Web】九州各県臨時会長会 3月28日
県早田健康福祉部長（退任）挨拶回り 3月28日
済生会予防医療センター往訪 3月31日
【Web】肝炎啓発活動打合せ 3月31日
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　(２)日歯関係
【Web】日歯理事会 4月22日 5月27日 6月24日
【Web】都道府県会長会議 5月28日 2月25日
【書面決議】第195回日歯定時代議員会 6月25日
【書面決議】第196回日歯臨時代議員会 9月9日
【Web】第24回日本歯科医学会学術大会日歯シンポジウム２事前打合せ 8月4日 8月30日
【Web】第24回日本歯科医学会学術大会日歯シンポジウム２ 9月25日
【Web】第106回日本歯科医学会臨時評議員会 8月30日
【Web】第107回日本歯科医学会評議員会 2月18日
【Web】第197回日歯臨時代議員会 3月10日

　(３）郡市歯会関係
【Web】天草郡市歯通常総会 4月17日
玉名郡市歯会定時総会 6月18日
熊本市歯会通常総会 3月24日

以上、会議・打ち合わせ等　延べ回数102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３年度定時代議員会 ６月１９日（土）於：県歯会館 

〔第１号議案〕２年度会計決算（案） 

〔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・可決された。 

○令和３年度第１回臨時代議員会 ７月１０日（土）於：県歯会館 
〔第１号議案〕裁定審議委員会委員の委嘱（案） 

〔第２号議案〕選挙管理委員会委員、同予備委員の委嘱（案） 

〔第３号議案〕熊本歯科衛生士専門学院学則の一部改正案 

以上、３議案を提出し、すべて承認・可決された。 

○令和３年度第２回臨時代議員会 ３月２６日（土）於：県歯会館 

〔第１号議案〕３年度会計補正予算（案） 

〔第２号議案〕４年度事業計画（案） 

〔第３号議案〕４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〕４年度会計予算（案） 

以上、４議案を提出し、すべて承認・可決された。 

 

（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・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。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。 

［開催回数］理事会：１４回、常務理事会：１８回 

（３）各郡市会長・専務理事連絡会議の開催 
○【Web】第１回 ９月２５日（土）於：県歯会館・各所 

  協議事項：郡市歯科医師会におけるＤＸ 
○【Web】第２回 １月２２日（土）於：県歯会館・各所 

  協議事項：①通町筋のＬＥＤビジョン②事務局の働き方改革③学院受験生確保の

ための検討委員会の設置 

（４）裁定審議委員会の開催 
○第１回：７月２７日（火）【書面審議】 

  ［協議事項］ 

（１）正・副委員長の互選 
（５）選挙管理委員会の開催 

６月の定時代議員会までは役員等選挙の対応等について検討を行った。７月から

の新しい委員が選出され、委員長・副委員長の互選を書面審議により行った。 
〔委員会開催・活動状況〕 

○第８回：６月４日（金） 
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  ［協議事項］ 

（１）監事、日歯代議員及び同予備代議員候補者審査 

（２）役員等選挙に係る届出結果通知 

○第１回：７月３１日（土）【書面審議】 

  ［協議事項］ 

（１）正・副委員長の互選 

（６）災害時対策・警察歯科総合検討会議 

   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、令和３年１

月、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。 

   〇会議の開催 

①災害時対策・警察歯科検討総合会議 ３月９日（水）於：県歯会館 

〇諸会議・研修会への参加 

【Web】第２回九州各県災害対策特別委員会 於：各所 １１月２５日（木） 

【Web】災害歯科保健医療体制研修会 於：各所 １月２２日（土）・２３日（日） 

【Web】日歯災害歯科保健医療アドバンス研修会 ２月２０日（日）於：診療所 

【Web】歯科情報の標準化に関する研修会 ２月２０日（日）於：診療所 

   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。 

・熊本県内で起きた災害の検証をし、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 

  １０月８日（金）、１１月１９日（金）、１月１２日（水）、３月９日（水） 

[予定] 於：県歯会館 

②【Web】災害歯科保健医療強化研修会 

   ２月２４日（木）午後７時３０分～９時００分 於：各所 

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  

【天草郡市】２月１０日（木）午後７時～８時３０分 於：県歯会館・各所  

【阿蘇郡市】２月１７日（木）午後７時～８時３０分［延期］ 

（７）くま歯キャラバン隊の開催 

〇【Web】荒尾市 ６月２日（水）於：県歯会館・各所【受講者：２９名】 

（内容：後期高齢者口腔健康診査） 

〇【Web】菊池郡市 ９月１４日（火）於：菊池市泗水公民館【受講者：３１名】 

（内容：後期高齢者口腔健康診査・学校健診） 

○【Web】上益城郡 １０月１９日（火）於：各所【受講者：１７名】 

（内容：保険診療ポイント・点数改定対策研修） 

○天草郡市 １１月１６日（火）於：天草プラザホテル【受講者：３０名】 

○天草郡市 【延期】２月１９日（土）於：天草プラザホテル 
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（内容：保険診療・個別指導対策のポイント） 

○菊池郡市 【Web】３月３１日（木）於：各所【受講者：３９名】 

（内容：点数改定対策研修） 

（８）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パークークとの協

同で行っている「スマイルコンテスト」、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、新型コロナウイルス感染症による新たな生活様式に対応し

た、会員サービス・利便性の向上・診療支援を目指し、Web 会議・研修会等のＤＸを

推進する「ＤＸ推進プロジェクト」の活動、入会促進活動などをおこなっている。 

１） Ｔ１パークとの協同事業 

① スマイルコンテスト 

   ○スマイルコンテスト表彰式 ７月１７日（土）・１月１８日（火）【延期】 

於：県歯会館 

○スマイルコンテスト表彰式事前収録 ２月１８日（火）於：県歯会館 
○スマイルコンテスト表彰式     ３月１７日（木）於：県歯会館 

    ※打合せ ６月１０日（木）～６回 

②若年層に向けた歯と口の健康意識啓発プロモーション 
  ○県立大学での講義 １１月２４日（水） 於：県立大学 

  ○県立大学丸山ゼミ課題発表会 ３月２３日（水）於：県歯会館 
 ２）歯周病プロジェクト 

  【Web 併用】歯周病プロジェクト講演会（熊本県歯科衛生士会との共催） 

 １１月２８日（日）於：県歯会館 【受講者：２７７名】 

※【Web】打合せ ６月８日（火）・１０月１４日（木）・１月６日（木） 

 ３）ＤＸ推進プロジェクト 

  ＷＥＢ会議機器接続職員説明会 １０月１５日（金）※事前打合せ１０月９日（土） 

ＤＸプロジェクト合同会議 １２月１３日（月）・１月１１日（火）於：県歯会館 

（９）関係機関との懇談会の開催 

 各関係機関と歯科医療に関する意見交換会を行った。 

 ○１１月３０日（火）於：熊本市 県健康福祉部長以下７名 

 ○１２月 ７日（火）於：熊本市 自民党県連６名 

（10）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。 
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○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３年度会員数（令和３年度末現在） 

会員種別 本県会員数 日歯会員数 
第１種 ６３４ ７１８ 
第２種 ２０ ４６ 
終 身 ２１８ １０８ 
第３種 ５９ ５ 
第４種 ２５ － 
計 ９５６ ８７７ 

 
（３年４月～４年３月の本県入・退会者） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

物 故 者 退 会 者 
３年 ４月 第１種 原口 泰（荒尾） ３年 ４月 第１種 荒木洋藏（熊本市） 

４月 終 身 遠山啓介（熊本市） ５月 第３種 木村麻衣 
４月 終 身 小嶋立州（山鹿） ６月 第３種 大塚洋平 
４月 終 身 松田愛人（天草） ７月 第３種 三村彰吾 
５月 終 身 緒方史朗（熊本市） １０月 第３種 江藤崇文 
５月 第１種 片岡奈々美（熊本市） １２月 第３種 國廣眞佐子 
５月 終 身 花田桂助（人吉） １２月 第２種 村田英俊（熊本市） 
６月 終 身 甲斐文郎（熊本市） ４年 ３月 第３種 鶴田敏弘（熊本市） 

１０月 終 身 師井淳吾（熊本市）  ３月 第１種 川元直子（熊本市） 
１０月 終 身 中川博公（菊 池） ３月 第１種 田中裕子（八代） 

４年 １月 終 身 秋山恭介（熊本市） 
２月 終 身 坂田光輝（荒尾市） 
２月 終 身 本田治夫（熊本市） 
３月 終 身 北 克巳（熊本市） 

 
 

入 会 者 
３年 ４月 第１種 日高功司郎（熊本市） ７月 第３種 平原信也 

４月 第１種 宮原光春（人吉） ７月 第３種 石川 卓 
 ４月 第４種 すこやか歯科ｸﾆﾘｯｸ（熊本市） ８月 第１種 甲斐悠太（熊本市） 

４月 第４種 
熊本パール総合歯科・矯正歯科・
こ ど も 歯 科 ク リ ニ ッ ク
AMUPLAZA 熊本院（熊本市） ８月 第４種 まえはらｸﾘﾆｯｸ（熊本市） 

６月 第１種 井口秀雄（熊本市） ９月 第１種 水野利彦（熊本市） 
６月 第１種 山本朋子（山 鹿） １０月 第１種 河野克明（熊本市） 
７月 第１種 緒方裕士（熊本市） １０月 第２種 江藤崇文（上益城） 
７月 第２種 西田健吾（熊本市） ４年 １月 第３種 村田英俊 
７月 第２種 三村彰吾（上益城） 
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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 １０月 ８名 ８２日 

５月 ７名 ７９日 １１月 １０名 ９１日 

６月 ９名 ２４７日 １２月 １１名 １２３日 

７月  １２名 １３５日 １月 ９名 ５９日 

８月 ８名 ８０日 ２月 １０名 １２５日 

９月 １１名 ３９３日 ３月 ８名 １１０日 

合 計 １１６名 １，６２５日 

 

 

○死亡給付：１４名 

○生前給付：２０年加入・２３名、３０年加入・１２名 

○養老貸付：貸付者・１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
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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【４年１月末現在】 

    委託事業所数：２７４件、被保険者数：１，０１８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：６月７日（月）・２月１６日（水） 
○月次監査実施日：４月１４日（水）、５月１３日（木）、６月２３日（水）、 
７月１９日（月）、８月１１日（水）、９月９日（木）、１０月１３日（水）、 
１１月１０日（水）、１２月８日（水）、１月１９日（水）、２月８日（火）、 
３月９日（水） 
 

４．各所管報告 

 
①学術委員会関係 
（１）諸会議及び研修会・講演会等の開催 

○【Web】日本歯科麻酔学会共催バイタルサインセミナー開催  

８月２８日（日）於：各所【受講者１８５名】 

○各郡市学術担当者会開催 １０月２日（土）於：県歯会館 

○【Web】日本補綴歯科学会共催生涯学習公開セミナー開催  

１１月７日（日）於：各所【受講者６５名】 

○【Web】熊本県歯科医学大会 ２月６日（日）於：各所【受講者１４３名】 

（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○【Web】日歯学術委員会 ４月１５日、７月２８日（水）、１０月６日（水）、 

１２月１日（水）、３月１１日（金） 於：各所 

○日歯学術委員会正副委員長打合せ会 ４月１５日（木）於：診療所 

○大学基準協会 歯学教育評価試行評価 九州大学歯学部現地視察 
【Web】５月２６日（水）５月２７日（木）於：診療所 

６月２２日（火）於：九州大学 
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○【Web】第 24 回日本歯科医学会学術大会参加登録に関する説明会 
９月１４日（火）於：各所 

○【Web】九州各県学術担当者会 １０月２日（土）於：県歯会館 

○【Web】日歯生涯研修制度検討小委員会 

１１月２日（火）、１１月２０日 於：各所 

○令和３年度九州地区日歯生涯研修セミナー １１月２８日（日）於：長崎県歯会館 

  ※事前打ち合わせ １１月２７日（土）於：長崎県歯会館 

（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。 

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。 

※運営委員会開催：１１月２６日（金） 

（４）委員会開催 全体委員会８回 

（５）会員への発信文書 

〇安心安全制度の休止のお知らせ １回 

○熊歯会報７月号・９月号・１０月号・１２月号「委員会報告」 

○令和３年度歯科医療関係者感染症予防講習会ｅラーニング教材について 

○県歯ホームページ掲載 マウスガード政策提供可能医院の登録更新について 

○講演会案内８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               

○【Web】各郡市社会保険担当者会議 ８月２８日（土）於：県歯会館、各診療所 

（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 

４月２４日（土）【相談者１名】 ８月１１日（水）【相談者２名】 

５月２０日（木）【相談者１名】 ８月２８日（土）【相談者１名】 

８月 ４日（水）【相談者１名】 ９月２５日（土）【相談者１名】 

８月 ５日（木）【相談者１名】 １０月 ７日（木）【相談者１名】 

８月 ７日（土）【相談者１名】 １０月１２日（火）【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 

【延期】５月１３日（木）個別･４医院 １１月１１日（木）個別・４医院 
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５月２７日（木）個別・１医院 １２月１６日（木）個別・２医院 

６月２４日（木）個別・１医院 １２月２３日（木）個別・１医院 

８月１２日（木）個別・４医院 １月１３日（木）個別・２医院 

９月１６日（木）個別・４医院 ２月１０日（木）個別・２医院 

１０月１４日（木）個別・４医院 ３月２３日（水）監査・１医院 

（５）委員会開催 全体委員会：１２回、小委員会１回 

（６）会員への関連資料の発送 

○保険なぜなぜ情報 

○算定誤り事例の送付について 

○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 

○日歯作成「社会保険歯科診療報酬点数早見表」(令和 3年 10 月 1日実施）について 

○社会保険歯科診療報酬点数早見表（令和 3年 10 月 1日実施） 

○歯冠修復・義歯料金早見表（概算）（令和 3年 10 月現在） 

○令和 2年度診療報酬改定に係る「疑義解釈資料」 

○保険請求１１０番について（お知らせ） 

○区分 C2(新機能・新技術)における医療機器の保険適用について 磁性アタッチメント 

「フィジオマグネット」の期中導入 

○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 

〇令和 3年 10 月以降の感染症対策の補助金及び診療報酬の取り扱いについて 

〇事前承認（Ｂｒ、小児義歯等）算定時の注意点について 

③地域保健委員会Ⅰ関係 

（１）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 
◎歯科衛生士向け研修ＤＶＤ撮影の実施 ３月４日（木） 

◎県下各企業での生活歯援プログラムの実施 
○９月 ６日（月）於：みらい大同スマイル保育園【受診者：１８名】 

○９月１０日（木）於：みらい保育園【受診者：１６名】 

○９月２４日（金）於：みらいとしま保育園【受診者：１１名】 

○１２月２１日（火）於：西田鉄工株式会社【受診者：１３名】 

（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○【Web】第１回健康づくり推進協議会 ９月１５日（水）於：診療所 

○熊本県歯科保健推進会議ワーキング部会 ９月３０日（木）於：県歯会館 

○【Web】九州各県地域保健担当者会 １０月２日（土）於：県歯会館 

○熊本県健康づくり県民会議 １１月１８日（木）於：ホテルメルパルク熊本 

〇【Web】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 

                       ２月８日（火）於：県歯会館 

（３）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、今年度も昨年度同様に新型コロナウイルス感染
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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 
（４）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） 

〇歯科セミナー ５月１２日（水）於：平田機工株式会社 
 

 
 
 
 
 
 
 
（５）産業歯科（事業所健診）事業の実施 

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２４日（火）・３１日（火）【受診者：２４名】 

○建設連合国民健康保険組合 ９月１日（水）～１１月３０日（火） 

（６）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：会員各診療所で対象者を無料診査し、各郡市歯科医師会へ提出。 

（毎年３月３１日まで）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審査の上、入賞者を選出。「歯の祭典」で

の表彰式が中止となったため、郵送での対応となった。 

◎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】 

今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、小学校の作品募集ならびに

歯の祭典での表彰式を中止とした。 

◎各地域での無料歯科相談・歯科健診等のイベント【中止】 

  組合名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

1 平田機工 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

2 熊本自販 0 1 4 6 10 2 5 5 2 2 1 0 38 

3 熊本銀行 1 4 9 4 4 2 2 2 1 6 2 4 41 

4 肥後銀行 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 

  合計 1 5 13 13 14 4 7 8 6 9 3 4 87 
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（７）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。 
（８）企業への歯と口の健康経営アプローチ 

歯科健診を実施した企業では、社員の医療費が減少するなどのデータや歯と口の

健康維持がさまざまな疾患予防につながる根拠をもとに、社員教育の一環として歯科

からみた健康経営について企業役員や産業医へ説明し、社員向け講演会などの実施に

ついてアプローチしている。 

  １月７日（金） ＫＭバイオロジクス 

（９）委員会開催 全体委員会：６回（旧地域保健委員会も含む） 

 

④地域保健委員会Ⅱ関係 

（１）諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○熊本県地域リハビリテーション支援センター運営委員会 

５月１０日（月）於：県医会館 
○熊本地域リハビリテーション支援協議会役員会 ９月１日（水）於：県医会館 
○第１回健康・生きがいづくり支援事業推進委員会 

６月８日（火）於：県総合保健センター 
○熊本県在宅医療連合会 代表者会議 ７月２７日（火）於：県医師会館 
○熊本県在宅医療連合会代表者 実務者会議 ９月６日（月）於：県医師会館 
○【Web】九州各県地域保健担当者会   １０月２日（土）於：県医師会館 
○NPO 法人ハートリング運動との懇談会  １１月２７日（土）於：県歯会館 
○老人クラブ連合会健康づくりリーダー等研修会 

１２月１０日（金）於：KKR ホテル熊本 
○県在宅医療連合会実務者会議 １月１１日（火）於：県医師会館 
○熊本地域リハビリテーション支援協議会 総会・特別講演会 

１月２８日（金）於：県医師会館 
○【Web】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 

２月８日（火）於：県歯会館 
○【Web】第２回 熊本県在宅医療連合会代表者会議 

２月１５日（火）於：県歯会館 
○【Web】第１８回 熊本県在宅医療連携体制検討協議会 

２月１５日（火）於：県歯会館 
〇【中止】県老人クラブ連合会第２回健康・生きがいづくり支援事業推進委員会 

２月２５日（金） 
〇【Web】県地域リハビリテーション推進会議 ３月１８日（金）於：診療所 

（２）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 
○意見交換会の開催 ７月２９日（木） 於：県歯会館 
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○ゼロからはじめる介護保険請求のススメ会員へ周知 
○在宅療養管理指導契約書会員へ周知 
○HP への掲載 

（３）熊本県後期高齢者医療の歯科分析業務（委託事業） 

熊本県後期高齢者医療広域連合より委託を受け、歯科健診結果やレセプト情報等

を基に様々な見地から分析し、口腔機能低下が及ぼす全体疾患への影響や医療費増加

の要因から、歯科健診の有用性を明確化し積極的に啓発活動に活用することを目的と

する。 
○熊本県後期高齢者医療広域連合との打ち合わせ ９月４日（土） 於：県歯会館 
○データ分析会議の開催 於：県歯会館 

１０月１９日（火）、１１月１１月（木）、１２月７日（火）、１月１１日（火） 
２月１９日（土）、３月７日（月）、３月８日（月）、３月１０日（木）、 
３月１１日（金）３月１４日（月）、３月１９日（土）、３月２２日（火）、 
３月２３日（水） 

〇熊本県後期高齢者医療広域連合へ報告 ３月２８日（月） 於：県歯会館 
（４）認知症対応力向上研事業（委託事業） 

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 
 【Web】認知症対応力向上研修会の開催 
 ９月１１日（土）【受講者：６４名】（県・市より修了証発行歯科医師４３名） 

  講師：熊本市健康福祉局 福祉部高齢福祉課 主事 光塚遼太 様 
熊本大学病院 神経精神科 特任助教 本田和揮 先生 
原土井病院副院長 歯科／摂食・栄養支援部長 岩佐康行 先生 

    ※打合せ８月１６日（月）・リハーサル：８月２８日（土）於：県歯会館 
（５）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

高齢者の口腔ケアおよび口腔機能維持・向上の充実を図る。 

 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 
 介護者歯科実技研修会の開催 

○【Web】第１回 １２月１２日（日） 於：各所【受講者：８５名】 

講師：静岡県 米山歯科クリニック 米山武義先生 

※リハーサル １０月２９日（金）於：県歯会館 

○【Web】第２回 ２月１５日（火） 於：各所【受講者８３名】 

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 
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※リハーサル １月２４日（月）於：県歯会館 

（６）委員会開催 全体委員会：１１回（旧センター・介護委員会を含む） 
         小委員会：１回 
 

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（随時更新） 

（４）取材・収録等への対応 

○定時代議員会 ６月１９日（土）於：県歯会館 

○臨時代議員会 ７月１０日（土）於：県歯会館 

○第７３回九州歯科医学大会 １０月２３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 

○臨時代議員会 ３月２６日（土）於：県歯会館 

 

（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１６日（土）於：県歯会館 

○広告掲載に関する打合せ １１月１６日（火）於：県歯会館 

（６）委員会開催 全体委員会：２４回 

（７）その他 

○熊本県国保連合会発刊の Web 版広報「国保くまもと」にて全１２回の歯と口の健康

講座と題して本会各所管からの寄稿記事が掲載される。 

〇歯科医師会のイベントやトピックについて、プレスリリースとして各メディアに情

報発信を行っている。 

〇テレビ局を中心に会長、広報担当が挨拶回りを行い、歯科医療や歯科医師会につ 

いてアプローチを行い、県民への情報発信を依頼している。 

○令和４年３月末より熊本市中央市街地の駕町通り入口に設置されている「Lalala

テレビジョン」にて広告動画の放映契約。現在は口腔保健センターの紹介動画を放

映している。 

⑥学校歯科委員会関係 

（１）諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○県学校保健会理事会【書面決議】       ６月 ８日（火） 
〇県学校保健会臨時理事会【書面決議】     ６月２４日（木） 
○県学校保健会定時評議員会【書面決議】    ６月２４日（木） 
○日学歯定時代議員会【書面決議】       ６月２３日（水) 
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〇日学歯臨時代議員会        １２月１５日（水）於：TKP 市ヶ谷ビル 
〇【Web】日学歯議事運営特別委員会      ６月１６日（水）  
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９日（金）於：県庁 
〇県高等学校保健会理事会【書面決議】     ９月１７日（金） 
〇県高等学校保健会生徒保健委員連絡協議会  １１月４日（木）於：市民会館 
〇県スポーツ協会スポーツ医科学専門委員会 ７月７日（水）、１０月２６日（火）

於：水前寺共済会館 
〇県健康づくり推進学校表彰審査会      １１月２５日（木）於：県歯会館 
○県ＰＴＡ共済審査委員会（毎月１回）於：県婦人会館、県総合福祉センター 
〇【Web】九州地区学校歯科医会役員連絡協議会 ８月２８日（土） 
〇【中止】県高等学校保健研究協議大会 １月１４日（金） 
〇【Web】全国学校歯科保健研究大会     １０月２１日（木） 
〇【Web】全国学校歯科医協議会       １０月２８日（木） 
○【Web】各郡市学校歯科担当者会議 ２月３日（水）於：県歯会館 
〇【Web】日学歯予算決算特別委員会 ２月４日（金）於：診療所 
○県ＰＴＡ共済審査委員会（毎月１回）於：県総合福祉センター   
〇県スポーツ協会強化専門委員会・スポーツ医科学専門委員会合同会 

２月８日（火）於：熊本テルサ 
○【書面会議】県学校保健会総務委員会 ２月９日（水） 
〇【書面会議】県高等学校保健会理事会 ２月１０日（木） 
〇【Web】日学歯加盟団体長会議 ２月１６日（水）於：県歯会館 
〇【書面会議】県学校保健会理事会  ２月１７日（木） 
〇【書面会議】県学校保健会評議員会 ３月８日（火） 
〇第１０５回日学歯臨時代議員会   ３月２３日（水）日歯会館 

（２）日本学校歯科医会への入会促進 
（３）むし歯予防対策事業（県委託事業） 

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【受講者：５０名】 

    「歯および口腔の健康づくり」研修会２月２６日（土）於：県歯会館 
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 
【Web】各郡市学校歯科担当者会議 ２月３日（木）於：県歯会館 

（４）学院との連携事業打合せ ６月１８日（金）於：県歯会館 
（５）委員会開催 全体委員会：１１回 

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：２０件  ○５月：１２件 ○６月：１５件 ○７月：７件  
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○８月：１５件  ○９月：１０件 ○１０月：７件 ○１１月：８件 
○１２月：１３件  ○１月：９件 ○２月：１７件 ○３月：１７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：１回  ○６月：１回 ○７月：０回 ○８月：３回  
○９月：３回 ○１０月：１回 ○１１月：３回 ○１２月：０回 ○１月：０回 
○２月：１回 ○３月：１回  
（１０月：熊大口腔外科にて中山教授、福岡弁護士、損保ジャパン渡部氏と協議） 
（６月～１月：９回 福岡弁護士、損保ジャパン渡部氏と協議） 
（現在、裁判にて係争中事例：１件 弁護士対応中事例：７件） 

（２）諸会議及び研修会・講演会等の開催 
○【Web】医療対策講演会 ８月２９日（日）於：各所 

（３）諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○【Web】九州各県歯科医療安全対策担当者会 １０月９日（土）於：県歯会館 
〇神奈川歯科大学熊本県支部医療対策講演会 １２月４日（土）於：熊本市 
〇【Web】医療事故調査制度研修会 ２月５日（土） 

（４）委員会開催 全体委員会：１２回 小委員会：１２回 
 

⑧センター･スペシャルニーズ委員会関係 

（１）口腔保健センター（障がい者歯科診療）の運営 ※詳細は⑫に掲載 
（２）県委託事業「障がい児（者）口腔ケア事業」※詳細は⑫に掲載 
（３）委員会開催  

全体委員会 ９回 

実務者委員会 ８月１４日（土）、８月２１日（土） 

 

⑨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 
○【中止】シニア倶楽部※寿賀会員４８名に記念品贈呈 
○【中止】医療管理講演会 ２月１２日（土） 

（２）諸会議及び研修会・講演会等への出席 
○【Web】九州地域の医療機関における電波利用推進協議会 

                 ９月７日（水）於：診療所 
○【Web】九州各県医療管理担当者会 １０月１６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 

   １２月１９日（土）於：鹿児島県歯会館 
○【Web】熊本国税局管内税務指導者協議会 １１月２２日（月）於：県歯会館 
○学生合同就職説明会への対応【中止】９月１９日（日） 
 ※打合せ：【Web】６月２１日（月） 
○【Web】第２回地域医療協議会 ２月２４日（木）於：診療所 
○【Web】九州地域の医療機関における電波利用推進協議会 

２月２４日（木）於：診療所 
 

（３）急病時の代診派遣制度に関する対応 
（４）グループ保険の加入促進 
（５）「医療管理だより」の発行 
（６）委員会開催 全体委員会：７回 小委員会：３回 

23



 

（７）関連業者との打合せ １１月２９日（月）［アールエーキュー］ 
１２月１日（水）［ティーケー］ 

（８）健康診断の実施 
〈令和３年度 健康診断受診者数及び受診率〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑩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 

○回復期医科歯科病診連携推進事業打合せ ６月１８日(金)～４回 於：県歯会館 

○医科歯科病診連携発展事業（がん診療）・ヘル歯―元気８０２０支援事業打合せ  

９月６日（月）於：県歯会館 

○回復期医科歯科病診連携登録医説明会 
 ７月１７日（土）、１１月３０日(火)  於：県歯会館 

○回復期病院へ連携の働きかけ  ８月１９日（木）～７回  

武蔵ヶ丘病院、山鹿中央病院、菊南病院、山鹿温泉リハビリテーション病院、 

鶴田病院、東病院、宇城総合病院 

○回復期病院と連携覚書の取り交わし ７月１日（木）～７回  
くまもと県北病院、そよう病院、天草中央総合病院、菊南病院、山鹿中央病院、

武蔵ヶ丘病院、鶴田病院 
○回復期医科歯科連携事業運営協議会  

第１回：９月１０日（金）、第２回：２月２１日（月）  於：県歯会館 

○がん医科歯科連携事業運営協議会  

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 6 日(月)～10 日(金) 413 279 68% 1,245 216 1,461 1,740 

宇土 9 月 4 日(土) 17 12 71% 46 10 56 68 

玉名 9 月 18 日(土) 47 39 83% 108 23 131 170 

荒尾 10 月 9 日(土) 28 13 46% 97 9 106 119 

山鹿 8 月 21 日(土) 23 14 61% 73 8 81 95 

菊池 
10 月 7 日(木)、8 日(金)、
14 日(木)、15 日(金) 

76 60 79% 220 37 257 317 

阿蘇 8 月 28 日(土) 26 19 73% 47 11 58 77 

上益城 9 月 6 日(月)～10 日(金) 32 21 66% 97 21 118 139 

下益城 10 月 30 日(土) 25 15 60% 59 11 70 85 

八代 10 月 2 日(土)、9 日(土) 72 55 76% 170 34 204 259 

水俣・ 
芦北 

11 月 13 日(土) 18 16 89% 44 11 55 71 

人吉 9 月 4 日(土) 30 23 77% 72 15 87 110 

球磨 10 月 22 日(土) 13 10 77% 51 5 56 66 

天草 
7 月 3 日(土)、8 月 7 日
(土)、9 月 4 日(土) 

58 41 71% 133 19 152 193 

第 4 種   25 1 4% 12 1 13 14 

合    計 903 618 68% 2,474 

 

431 

 

2,905 3,523 

＊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。    ※会員数は、12 月末現在 
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第１回：１２月９日（木）、第２回：２月２８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がん医科歯科連携講習会  
第１回：１月１６日（日）【受講者５名】第２回：３月５日（土）【受講者９名】 

於：県歯会館 

○【Web】回復期医科歯科連携研修会    

２月２５日（金）於：県歯会館【受講者：９３名】 

○ヘル歯―元気８０２０支援事業評価会議の打合せ  
２月２５日（金）於：県歯会館 

○県薬剤師会へがん連携リーフレット配布依頼  

２月２６日(土) 於：県薬剤師会館 
（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８日（火）～３回 於：熊大病院 

○県医療・保健・福祉団体協議会理事会 ８月１７日（火） 於：県医師会館 
○【Web】県糖尿病対策推進会議 ８月３１日（火）於：診療所 
○【Web】県脳卒中推進検討会 １０月６日（水）於：県歯会館 
○【Web】県がん診療連携協議会 １０月６日（水）於：診療所 
○【Web】県医療・保健・福祉連携学会企画委員会  

１０月１１日（月）、１２月１日（水）於：診療所 
○【Web】県感染管理ネットワーク運営協議会 １２月１１日（土）於：診療所 
○県がん診療連携協議会セミナー  

１２月１２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２７日（日）於：県医師会館 
○【Web】県がん診療連携協議会幹事会相談支援・情報連携部会 

３月１日（火） 於：熊大病院 
（３）委員会開催 全体委員会：１０回 
（４）医科歯科病診連携発展事業〔がん診療〕（委託事業） 

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

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４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 ・熊本市民病院 ・くまもと県北病院 ・鶴田病院 

※下線はがん拠点病院以外 
○登録した歯科医院（令和３年１２月末現在） 
［連携講習１］５４４件 ［連携講習２］５１１件 ［連携講習３］３４２件   
○令和３年度がん拠点病院等より紹介患者記録 

25



 

 

（５）回復期医科歯科病診連携推進事業（補助事業） 
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・くまもと県北病院・山都町包括医療センターそよう

病院・天草中央総合病院・菊南病院・山鹿中央病院・武蔵ヶ丘病院・東病院・鶴田

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。 

○令和３年度訪問歯科診療依頼者数  

 

 

 
（６）ヘル歯ー元気８０２０支援事業（委託事業） 

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【受講者：７４名】 

 ◎日程：２月７日（月）於：県歯会館 

 ◎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係性」 

令和3年度

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 202 98 31 9 2 6 348

5月 162 94 34 6 1 11 308

6月 202 108 27 9 0 3 349

7月 194 121 23 11 4 6 359

8月 180 96 29 11 1 9 326

9月 212 96 33 9 2 11 363

10月 225 112 33 7 0 13 390

11月 208 107 30 9 1 7 362

12月 226 104 23 18 1 7 379

1月 195 115 10 24 2 8 354

2月 173 106 17 12 1 2 311

3月 199 98 26 22 0 9 354

計 2,378 1,255 316 147 15 92 4,203

計その他

熊本県がん患者医科歯科医療連携事業　紹介患者記録（院内紹介込み）

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

55 名 43 名 34 名 37 名 42 名 23 名 50 名 35 名 45 名 36 名 24 名 43 名 

 合 計 467 名 
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熊本県歯科医師会 医療連携委員会副委員長 吉武義泰 氏  

②糖尿病と歯周病に係る医療（歯科・医科・薬科）連携推進検討会の開催 

○【Web】糖尿病・歯周病医療連携検討会 ２月７日（月）於：県歯会館 

○糖尿病・歯周病医療連携事業評価会議 ３月７日（月）於：県歯会館 

 

⑪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。 

（１）諸会議、行事等の開催 

〇スクールカウンセラーに関する打合せ：４月７日（水） 

○入学式：４月１０日（土） 

○役職員会：４月１３日（火）、５月１７日（月） 

○学校歯科委員会との連携事業打合せ：４月２３日（金） 

〇新規実習施設打合会：５月１９日（水）、５月２１日（金） 

○運営審議会：５月２１日（金） 

○研修旅行【中止】：５月２６日（水）～２９日（金）於・北海道 

○【Web】スマイルコンテスト打合せ： 

６月１０日（木）、６月２５日（金）、９月６日（月）、１１月１日(月) 

１１月１５日(月) 

○学校歯科委員会との連携事業打合せ：６月１８日（金） 

○【Web】合同就職説明会打合せ：６月２１日（月） 

○就職支援のための協力体制打合せ：６月２４日（木） 

○教務委員会：６月２８日（月）、７月２９日（木）、９月２８日（火）、 

１１月２９日（月） 

○スマイルコンテスト表彰式：７月１７日（土）、１月１８日（火）【延期】 

○講師会議：８月３日（火） 

〇Ｍｏｏｄｌｅ研修会：９月１４日（火）、１０月１２日（火）、１１月１６日（火） 

○役職員会：９月２７日(月)、１０月２８日(木)、１月１４日（金） 

○自衛隊隊内生活体験【中止】：９月２８日（火）～１０月１日（金）、 

１０月５日（火）～８日（金） 

○入学試験委員会：１０月５日（火）、１０月２０日（水） 

○学年対抗運動会（学生会主催）【中止】：１０月２４日（日） 
○ハロウィン（学生会主催）【中止】：１０月３０日（土） 
○熊歯衛祭（学生会主催）【中止】：１１月１４日（日） 
○解剖学見学実習：１２月２０日（月）於・福岡歯科大学 
○クリスマス会（学生会主催）：１２月２４日（金） 
○臨床実習反省会【延期】：１月１２日（水） 
○【Web】運営審議会：１月２０日（木） 

○戴帽式：１月２８日（金） 

○教育課程編成委員会 ２月８日（火） 

○入学試験委員会 ２月９日（水）、３月１６日（水） 

○教務委員会 ２月１７日（木）、４月１日（金） 

〇夢の道しるべ事業特別講演会 ３月８日（火） 

〇臨床実習指導担当歯科衛生士研修会 ３月８日（火） 

○卒業式 ３月１２日（土） 
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○新人生入学前オリエンテーション ３月２２日（火） 

（２）諸会議・講習会等への出席・参加 

○熊本市歯会「歯と口の健康週間」全体会議：４月２日（金）、５月１１日（火） 
○【Web】全国歯科衛生士教育協議会教育委員研修会：７月２日（金） 
○故李登輝元総統を偲ぶ会：７月３０日（金）於：ホテルオークラ福岡 
○【Web】全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会Ⅰ： 

８月１６日（月）～２０日（金） 
○【Web】全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会Ⅲ： 

８月２３日（月）～２４日（火） 
○熊専各連体育大会【中止】：９月１８日（土）～２３日（木）  
○【Web】九州歯科医学大会：１０月２３日（土） 
○熊専各連臨時総会：１１月１１日（木）於：ＫＫＲホテル熊本 
○熊本県医療人育成総合会議：１１月２３日（火）於：熊本大学医学部 
○全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会Ⅴ： 

１１月２７日（土）～２８日（日）於：東京 
○【Web】全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会Ⅵ： 

１２月１７日（金）～２４日（金） 
○【Web】歯科衛生士の研修指導者・臨床実地指導者等講習会 

２月５日（土）・６日（日） 

○歯科衛生士国家試験 ３月６日（日）於・福岡市 
【受験者：４５人、合格者:４５人】 

○スマイルコンテスト表彰式 ３月１７日（木） 

〇【Web】全国歯科衛生士教育協議会教育委員会 ３月２４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９日（水）～７月１５日（木）【訪問校：５９校】 
○体験入学： 
６月２６日（土）【参加者：２８人】、７月１７日（土）【参加者：４６人】 
８月２２日（日）【参加者：１７人】、９月９日（木）【参加者：２４人】 
１０月７日（木）【参加者：５人】 

〇進路のミカタＬＩＶＥ熊本：７月２７日（火）於：グランメッセ熊本 
○推薦・社会人一次入学試験：１０月１６日（土） 

【受験者：５０人、合格者：４９人】 

○一般一次入学試験 ２月５日（土）【受験者：５人、合格者：３人】    

○一般二次入学試験 ３月１６日（水）【受験者：１人、合格者：１人】 

 

⑫口腔保健センター関係 

障がい児（者）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、令和元年度より、地

域医療介護総合確保基金の事業（障がい児・者歯科医療提供体制強化事業）となり、

診療体制の充実等を図っている。 

（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（受付は午後４時迄） 
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受診者数：月平均約３００名  

   診療体制：月・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・対応 

〇センター運営打合せ：５月８日（土）、２月２５日（金） 

○管理運営委員会：３月２日（水） 

〇歯科健診：４月２１日（水）於・平成学園【健診者：１８名】 

〇県によるセンター視察対応：５月１８日（火） 

〇県との障がい児・者歯科医療提供体制強化事業打合せ ６月１０日（木） 

○障がい児・者歯科医療提供体制強化事業打合せ ６月２８日（月） 

〇会計打合せ：９月２９日（水） 

〇障がい者歯科県市行政・歯科医師会連絡会議：１０月４日（月） 

〇障がい者歯科スキルアップセミナー ９月９日（木）９月１４日（火） 

９月２８日（火）１０月１２日（火）１０月２６日（火） 

１１月１１日（木）１１月１８日（木）１１月２５日（木） 

１２月７日（火）１２月２１日（火） 

〇ＢＬＳ研修会 ９月２３日（木） 

〇ＩＶ－Ｓ研修会 １０月３１日（日） 

〇歯科健診・口腔清掃指導：  

   ６月９日（水）〔健診者：８名〕於・パレット宇土・Switch 宇土 

   ７月２８日（水）〔健診者：６名〕於・たすかるステーション松橋 

１１月１７日（水）〔健診者：２２名〕於・はなぞの学苑 

１２月８日（水）〔健診者：２５名〕於・はなぞの学苑 

〇宮崎歯科福祉センター見学 １０月２０日（水）、１１月１３日（土） 

〇熊本市による口腔保健センター視察対応 １２月７日（火） 

〇大西熊本市長訪問 １２月１０日（金） 

〇スタッフ面談・面接：２月８日（火）、２月１２日（土）、３月１４日（月） 

  （４）補助・委託事業関係 

〇障がい児（者）歯科医療提供体制強化事業（補助事業） 

   口腔保健センターの充実を図るため、人件費の一部等に対する補助がおこなわ

れ、診療日の拡充や増加している患者への対応を行っている。 

〇障がい児（者）口腔ケア事業（委託事業） 

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、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【Web】障がい特性理解のための研修会 

  ３月１１日（金）於：県歯会館【受講者：６１名】 

  講師：九州歯科大学 リスクマネジメント歯科学分野 

口腔保健・健康長寿推進センター(兼任) 大渡 凡人 教授 

     ※事前打合せ・リハーサル：２月１７日（木）、３月２日（水） 

②【Web】障がい児（者）口腔ケアの研修会 

  ３月１３日（日）於：学院校舎【受講者：７２名】 
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講師：石井 里加子 歯科衛生士 

     ※事前打合せ・リハーサル：３月１０日（木） 

 

⑬在宅歯科医療連携室関係 

 在宅歯科医療連携室の主な業務 

 ・訪問歯科診療の相談受付・歯科医師斡旋 

 ・回復期医科歯科連携事業における、連携病院からの訪問歯科診療依頼受付および、 

登録歯科医師派遣依頼 

 ・がん医科歯科連携における連携病院からの紹介患者に関する報告受付および集計 

（１）在宅歯科医療連携室機能強化事業（補助事業） 

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 
○在宅歯科医療連携室機能強化事業打合せ  

   ６月１７日（木）７月３１日（土）、１１月８日（月） 於：県歯会館 
○モデル地域打合せ ９月１７日（金）～７回 於：県歯会館 

○【Web】在宅歯科医療連携各郡市担当者会打合せ ８月１６日（月）於：各診療

所 

○在宅歯科医療連携各郡市担当者会  

第１回：８月２１日（土）、第２回：３月３日(木) [予定]  於：県歯会館 

○在宅歯科医療研修会打合せ ９月２５日（水）～６回 於：県歯会館  
○介護保険ワーキング委員会 １１月１８日（木） 於：県歯会館 

【Web】１２月１３日（月）、1月１７日(月) 於：各診療所  

○県老人福祉施設協会会長と懇談会 １１月２２日（月）於：県歯会館 

○県介護支援専門員協会と懇談会 １２月４日（土）於：県歯会館 

○県介護支援専門員協会へのアンケ―ト作成打合せ  

１２月８日（水）、1 月１４日(金) 於：県歯会館 

○県老人保健施設協会会長と懇談会 １２月１６日（木）於：県歯会館 

○【Web】県介護支援専門員協会と打合せ １２月２０日（月）於：各診療所 

○【Web】在宅歯科医療研修会 

第１回：１月２１日（金）、第２回：２月４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 先生 

【受講者：1回目２６名、２回目２７名】 

○【Web】モデル地域打研修会（山鹿市）  ２月１４日（月） 於：県歯会館 

内容：「訪問歯科診療における医療保険と介護保険」 

講師：熊本県歯科医師会理事 町田由美子 氏【受講者：３２名】 
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※リハーサル：２月８日（火）於：県歯会館 

○ケアマネ協会へのアンケート集計打ち合わせ ２月１８日（金）於：県歯会館 

○モデル地域と打ち合わせ          ２月１８日（金）於：県歯会館 

○モデル地域（宇土郡市）と社協・介護支援専門員協会との検討会 
                      ２月２６日（土）於：県歯会館 

○【Web】第２回在宅歯科医療連携各郡市担当者会 ３月３日(木) 於：県歯会館 

   ※事前打合せ ３月１日（火）於：県歯会館 

○ 県認地課と在宅歯科医療事業の打合せ   ３月２２日（火）於：県歯会館 

 

 （２）在宅歯科診療器材整備事業（補助事業） 

在宅歯科医療を実施する医療機関に対して、在宅歯科医療の実施に必要となる  

訪問歯科診療者や在宅歯科医療機器、安心・安全な在宅歯科医療実施のための機器

等の購入の助成を行う。 

○【Web】在宅歯科診療器材整備事業打合せ ９月８日（水）、１１月２２日(月) 

 於：各診療所 
  ＊令和３年度交付決定者 11 名 
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