
2.会　　　　　議

本会関係( 1 )

1○ 代議員会  （ 1回 ）

日時 会議名称 場所

R2.02.29 14:30 臨時代議員会 5階講堂

・備品の廃棄処分に関する件

・寄附された金品の収受及び使途に関する件

・会員を終身会員に列する件

・一般社団法人長崎県歯科医師会定款の一部改正に関する件

・一般社団法人長崎県歯科医師会定款施行規則の一部改正に関する件

・令和2年度長崎県歯科医師会事業計画に関する件

・長崎県歯科医師会一般基本積立金会計からの支出に関する件

・長崎県歯科医師会専門学校基本積立金会計からの支出に関する件

・令和2年度長崎県歯科医師会会費及び入会金並びに負担金の賦課徴収に関する件

・令和2年度長崎県歯科医師会一般会計予算に関する件

・令和2年度長崎県歯科医師会事業会計予算に関する件

・令和2年度長崎歯科衛生士専門学校会計予算に関する件

・令和2年度長崎県口腔保健センター会計予算に関する件

・歯の衛生週間及びいい歯の日における歯の大切さの広報PRテレビ放送のご提案について

出席者 許斐顧問.宮﨑.坂口監事.宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.
中村.富永.岩永.江頭理事.井手連盟常務理事
（長崎市）小川.藤井.吉田敏.長濵.東.貝通丸.村橋.西田.鳥越.松永.吉田眞代議員.（佐世保市）山田.長
富.山口.松添.八谷代議員.池田予備代議員（島原南高）松島.佐藤.松尾代議員.（諌早市）中村.奥村.大
坪代議員.（大村東彼）髙木.山夲代議員.（西彼）徳久代議員.（北松）安部代議員.（福江南松）近藤代議
員.（対馬市）竹村代議員.（壱岐市）赤木代議員

2○ 理事会  （ 6回 ）

日時 会議名称 場所

R1.10.10 19:30 理事会 2階役員室

・入会及び開業等について

・関係団体等の会館使用許可願いについて

・令和元年10・11・12月行事予定について

・令和2年度各委員会関係事業計画及び予算について

・長崎大学歯学部との協議会について

・令和3年度九地連公募研究事業のテーマについて

・令和2年度第1回九地連協議会・総会の担当開催について

・長崎歯科衛生士専門学校男子学生の受け入れについて

・お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業の訪問型の実施について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.中村.富永.岩永.江頭理事.
宮﨑.坂口監事
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）井手連盟常務理事



日時 会議名称 場所

R1.11.14 19:30 理事会 2階役員室

・入会及び開業等について

・関係団体等の会館使用許可願いについて

・令和元年11・12月・令和2年1月行事予定について

・本会終身会員の推薦該当者について

・日本歯科医師会終身会員の推薦該当者について

・日本歯科医師会会員有功章授賞候補者の推薦について

・顧問．郡市歯科医師会長連絡協議会の日程等について

・口腔保健センター歯科医師の採用について

・物品の廃棄処分について

・職員人事等について

・九州各県専務理事会提出協議題について

・入会金の取扱いについて

・長崎県三師会協議会の担当開催について

・令和3年度九地連公募研究事業のテーマについて

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.中村.富永.岩永.江頭理事.
宮﨑.坂口監事
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）井手連盟常務理事

R1.12.14 14:00 理事会 2階役員室

・入会及び開業等について

・関係団体等の会館使用許可願いについて

・令和元年12月・令和2年1月・2月行事予定について

・顧問．郡市歯科医師会長連絡協議会の日程等について

・第153回臨時代議員会協議事項について

・記録文書の廃棄処分について

・長崎県報道責任者会議（亀山会）との懇談会について

・長崎県三師会協議会の担当開催について

・九地連協議会の提出協議題について

・中規模県歯科医師会連合会の提出協議題について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.中村.富永.岩永.江頭理事.
宮﨑.坂口監事
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）井手連盟常務理事

R2.01.16 16:30 理事会 2階役員室

・入会及び開業等について

・関係団体等の会館使用許可願いについて

・令和2年1・2・3月行事予定について

・令和2年度会館休館日及び定期清掃日等について

・令和2年度年間行事予定について

・第153回臨時代議員会の召集及び同会議に付議する事項について

・物品の廃棄処分について

・各種保険用紙販売価格の改定について

・長崎県報道責任者会議（亀山会）との懇談会について

・長崎県三師会協議会の担当開催について

・日本歯科医師会代議員会個人質問について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.中村.富永.岩永.江頭理事.
宮﨑.坂口監事
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）井手連盟常務理事



日時 会議名称 場所

R2.02.13 19:00 理事会 2階役員室

・入会及び開業等について

・関係団体等の会館使用許可願いについて

・令和2年2・3・4月行事予定について

・令和2年度年間行事予定について

・第153回臨時代議員会について

・物品の廃棄処分について

・長崎歯科衛生士専門学校試験委員の交代について

・長崎歯科衛生士専門学校の臨床実習施設の一部変更について

・「長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」改定を求める請願書について

・歯の衛生週間、いい歯の日の広報PRテレビ放送の提案について

・長崎歯科衛生士専門学校特待生制度の見直しについて

・長崎歯科衛生士専門学校非常勤講師規程（案）について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.中村.富永.岩永.江頭理事.
宮﨑.坂口監事
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）井手連盟常務理事

R2.03.10 19:00 理事会 2階役員室

・入会及び開業等について

・関係団体等の会館使用許可願いについて

・令和2年3・4・5月行事予定について

・第153回臨時代議員会における質問及び要望事項等について

・令和2年度郡市会専務理事連絡協議会の開催について

・令和元年度各委員会事業評価の提出について

・本会定款第9条第2項による入会金の返還について

・本会定款施行規則第5条第1項による会費の免除申請について

・本会定款施行規則第5条第3項による会費の減免申請について

・長崎歯科衛生士専門学校特待生制度の改正について

・長崎歯科衛生士専門学校非常勤講師規程の制定について

・学術委員会アドバイザーの委嘱について

・職員人事等について

・「長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」の改定について

・長崎歯科衛生士専門学校 男子学生の受入れについて

・新型コロナウイルス感染への対応について

・ウェブ会議の導入について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.中村.富永.岩永.江頭理事.
宮﨑.坂口監事
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）井手連盟常務理事

3○ 諸会議  （ 72回 ）

日時 会議名称 場所

R1.10.01 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R1.10.04 20:00 口腔保健センター打合せ 長崎市内

出席者 渋谷専務理事.江頭理事

R1.10.08 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R1.10.08 20:00 会務連絡（日本メディカルテクノロジーとの打合せ） 長崎市内

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R1.10.15 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事



日時 会議名称 場所

R1.10.16 19:00 長崎大学歯学部との協議会 長崎市ｻﾝﾌﾟﾘｴｰﾙ

・長崎大学歯学部提出の協議題及び要望事項について

・歯科医師会提出の協議題及び要望事項について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.中村.富永.岩永.江頭理事
（長大歯学部）村田学部長.鮎瀬副学部長.吉村.中村学部長特別補佐.吉田副研究科長.内藤.齋藤.梅
田.角教授

R1.10.23 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R1.10.24 9:30 税理士法人アップパートナーズとの打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R1.10.29 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R1.11.05 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R1.11.05 19:00 会務連絡 2階役員室

・本会会館管理規程について

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事.山下顧問弁護士

R1.11.07 17:30 長崎県福祉保健部との意見交換会 2階役員室

・歯科保健の現状及び今後の展望について

・口腔保健センターの運営について

・特定健診における歯科健診にかかる物品等について

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.平良.江頭理事
（県福祉保健部）中田福祉保健部長.安永福祉保健部次長.渡辺福祉保健課長.伊藤医療政策課長.小
田口国保・健康増進課長.永峯国保・健康増進課企画監.山口長寿社会課企画監

R1.11.12 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R1.11.12 18:50 地域保健委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.平良理事

R1.11.12 19:10 地域福祉委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.江頭理事

R1.11.12 19:30 長崎県歯科衛生士会との協議会 2階役員室

・令和2年度お口のチェック事業（小値賀町）への協力について

・各種イベント（「ながさき元気フェスタ」、「第5回いいね、いいまち、いい介護inながさき」への協力に
ついて

・長崎県歯科衛生士会からの報告及び協議事項について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.平良.江頭理事
（県歯科衛生士会）田中会長.北村副会長.道下専務理事.岩本理事

R1.11.14 16:00 本会監査会 2階第1会議室

・業務及び制度組織に関する監査

・財産の管理及び会計に関する監査

・公益目的支出計画実施報告書に関する監査

出席者 宮﨑.坂口監事.宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事.岩永事務局長.土山課長.石川課長補佐

R1.11.19 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R1.11.19 18:45 社会保険委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事.富永理事.東社会保険副委員長

R1.11.19 19:05 医療情報委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事.中村理事

R1.11.19 19:25 医療管理委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事.橋村理事

R1.11.19 19:40 医療安全対策委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事.橋村理事



日時 会議名称 場所

R1.11.19 19:55 学術委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事.山下理事

R1.11.20 19:30 会務連絡 長崎市内

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事
（協会けんぽ）野口支部長.（NCC）壹岐社長.西常務理事

R1.11.22 9:30 税理法人アップパートナーズとの打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R1.11.22 19:30 会務連絡 長崎市内

出席者 渋谷専務理事.平良.岩永.江頭理事
（厚生労働省歯科保健課）小嶺課長補佐.（県国保・健康増進課）小田口課長.永峯企画監.初村参事

R1.11.26 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.田中常務理事

R1.11.26 19:00 災害対策委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.田中常務理事

R1.11.26 19:15 専門学校委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.田中常務理事.岩永理事

R1.12.03 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R1.12.11 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R1.12.14 16:30 顧問・郡市会長連絡協議会 2階大会議室

・長崎県歯科医師会からの協議題について

・郡市歯科医師会提出協議題について

・その他

出席者 南.許斐顧問.宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.中村.富永.岩
永.江頭理事.宮﨑.坂口監事.井手連盟常務理事.森国保常務理事
（長崎市）小川会長.（佐世保市）山田会長.（島原南高）松島会長.（諌早市）中村会長.（大村東彼）髙木
会長.（西彼）徳久会長.（北松）安部会長.（福江南松）近藤会長.（対馬市）竹村会長.（壱岐市）赤木会長

R1.12.17 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R1.12.17 19:15 会務連絡 2階応接室

・会員診療所の労務管理について

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事
松岡社労士

R1.12.20 9:30 税理士法人アップパートナーズとの打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R1.12.24 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.01.07 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.01.07 19:00 令和2年度予算編成に関する打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事.岩永事務局長.内藤事務局次長.長田診療部長.瀬戸口.土山.
小林課長.石川課長補佐

R2.01.14 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R2.01.14 19:00 会務連絡 2階応接室

・麻酔医派遣費用について

・その他

出席者 渋谷専務理事.江頭理事



日時 会議名称 場所

R2.01.18 15:00 近県歯科医師会社会保険担当者会議 2階大会議室

・日歯社会保険関係報告

・各県提出協議題について

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事.富永理事.東社会保険副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥
野.成末.荒木.末竹社会保険委員
（香川県）豊嶋会長.川西理事.中山部員.（山口県）上田常務理事.仁保委員長.東村委員.（熊本県）伊藤
会長.椿副会長.野田理事

R2.01.21 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.01.21 19:00 会務連絡 対馬市内

出席者 俣野常務理事

R2.01.21 19:15 会務連絡 2階役員室

・損害保険代理店取扱いの商品について

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事
（損保ジャパン）千葉支店長.竹下課長

R2.01.23 9:30 税理士法人アップパートナーズとの打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R2.01.24 19:30 長崎市歯科医師会との打合せ 2階役員室

・会館管理規程について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事
（長崎市）小川会長.藤井副会長.吉田専務理事.西田常務理事

R2.01.28 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷専務理事.田中常務理事

R2.01.31 18:00 長崎県報道責任者会議（亀山会）との懇談会 長崎市 ｻﾝﾌﾟﾘｴｰﾙ

・亀山会からの協議事項について

・長崎県歯科医師会からの協議事項について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.平良.中村.岩永.江頭理事

R2.02.03 13:30 建築物の衛生管理に関する立入検査 全館

出席者 瀬戸口課長.藤田課長補佐.田中管理人
長崎市保健所2人.（富士ビル総合）諸岡社長.平石課長

R2.02.04 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.02.10 13:00 会務連絡 県庁

・長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例の改定について

出席者 渋谷専務理事

R2.02.10 18:30 長崎県三師会協議会 長崎市 橋本

・「薬局の連携体制整備のための検討モデル事業」（令和元年度厚生労働省委託事業）への協力依
頼について《薬剤師会》

・「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」の開催について（協力依頼）《薬剤師
会》

・三師会における多職種連携研修会開催の協力について《医師会》

・ハッピーベビー事業の復活について《歯科医師会》

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.山下.平良.橋村.中村.富永.岩永.江頭理事.
井手連盟常務理事

R2.02.12 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R2.02.14 9:30 税理士法人アップパートナーズとの打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R2.02.18 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事



日時 会議名称 場所

R2.02.18 19:30 代議員会議長・副議長日程調整会議 2階役員室

・議事運営方法について

・議事進行について

・その他

出席者 山田議長.松島副議長.宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R2.02.25 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.富永.岩永理事.東社会保険副委員長

R2.03.03 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.03.09 17:30 口腔保健センター歯科衛生士採用試験 2階第2会議室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事.岩永事務局長

R2.03.09 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R2.03.11 13:30 長崎県議会文教厚生委員会（「長崎県歯・口腔の健康づくり推進条
例」改定を求める請願）

県庁議会棟 3階委員
会室2

出席者 渋谷専務理事.岩永事務局長

R2.03.18 17:30 口腔保健センター歯科衛生士採用試験（面談） 2階郡市会室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事.岩永事務局長

R2.03.18 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.03.18 19:00 新型コロナウイルス感染症対策本部打合せ 2階役員室

・新型コロナウイルス感染症対策について

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.03.18 19:30 会務連絡 長崎市内

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事
（JMT（日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ））斎藤氏、（芙蓉ﾘｰｽ）担当者

R2.03.19 9:30 税理士法人アップパートナーズとの打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R2.03.24 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.03.24 19:00 新型コロナウイルス感染症対策本部打合せ 2階役員室

・新型コロナウイルス感染症対策について

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.03.27 14:00 会務連絡 渋谷歯科診療所

・「歯と口の健康週間・いい歯の日」のNCCインフォマーシャル企画について

出席者 渋谷専務理事
（ＮＣＣ）川添経営企画室長

R2.03.27 19:30 新型コロナウイルス感染症対策本部打合せ 2階役員室

・新型コロナウイルス感染症対策について

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.03.31 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.03.31 19:00 新型コロナウイルス感染症対策本部打合せ 2階役員室

・新型コロナウイルス感染症対策について

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事



（ 2 ） 九地連・二地区歯科医師会関係  ( 19回 )

日時 会議名称 場所

R1.10.05 13:00 九州各県学術担当者会事前打合せ 2階郡市会室

出席者 山下理事
（日歯）伊藤理事 .（熊本県）馬場理事.内野委員長

R1.10.05 14:00 九州各県学術担当者会 2階大会議室

・令和元年度各県学術関係事業計画及び予算について

・各県提出協議題について

・日本歯科医師会への要望及び質問について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事.山下理事.小山学術副委員長.原.古豊.藤山学術
委員

R1.10.05 14:00 九州各県社会保険担当者会 ﾎﾃﾙ・ﾚｸｽﾄﾝ鹿児島

・令和元年度各県社保関係事業計画及び予算について

・各県提出協議題について

・日本歯科医師会への要望及び質問について

・その他

出席者 富永理事.東社会保険副委員長

R1.10.05 14:00 九州各県医療管理担当者会 熊本県歯会館

・令和元年度各県医療管理関係事業計画及び予算について

・各県提出協議題について

・日本歯科医師会への要望及び質問について

・その他

出席者 橋村理事.吉田医療管理副委員長

R1.10.05 14:00 九州各県地域保健担当者会 沖縄県口腔保健医療
ｾﾝﾀｰ

・令和元年度各県地域保健関係事業計画及び予算について

・日本歯科医師会への要望及び質問について

・各県提出協議題について

・その他

出席者 俣野常務理事.平良.江頭理事.植松地域保健副委員長.藤地域福祉副委員長

R1.10.05 15:00 九州各県広報担当者会 福岡県歯会館

・令和元年度各県広報関係事業計画並びに予算について

・各県提出協議題について

・日本歯科医師会への要望及び質問について

・その他

出席者 中村理事.出口医療情報副委員長

R1.10.11 13:30 九州歯科医学大会に係る長崎ブリックホールとの打合せ 長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ

出席者 渋谷専務理事.岩永事務局長.内藤事務局次長.瀬戸口課長.藤田課長補佐
（KTNｿｻｴﾃｨ）津地氏

R1.10.19 14:00 九州各県歯科医療安全対策担当者会 福岡県歯会館

・令和元年度各県歯科医療安全対策関係事業計画並びに予算について

・提出協議題について

・日本歯科医師会への要望及び質問について

・統一フォーマットによる事例報告

・その他

出席者 橋村理事.中川医療安全対策副委員長

R1.10.26 11:00 九地連役員会 長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ

・第72回九州歯科医学大会の運営について

・令和元年台風第15号の被害に伴う千葉県歯会に対する義援金の対応について

・日本在宅歯科医療・介護連携推進連絡協議会への委員交代について

・年度末諸会議及び諸連絡協議会開催予定について

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.岩永事務局長



日時 会議名称 場所

R1.10.26 13:30 九州歯科医学大会 長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ

・テーマ「”くち”から始まる生命の環～生きることは食べること～」

・基調講演1「日本の医療を口から変えよう！～嚥下障害と誤嚥性肺炎の基礎知識～」
　長崎大学病院リハビリテーション部准教授　高畠英昭

・基調講演2「口から食べるための低栄養・サルコペニア対策としての栄養ケア」
　一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院法人本部人材開発部副部長兼栄養管理室室長
　西岡心大

・特別講演1　料理研究家・介護食アドバイザーCuriko　保森千枝

・特別講演2　漫画家・ペコロスの母に会いに行く著者　岡野雄一

出席者 宮口会長とも実行委員58人
参加者800人（会員408人、家族・ｽﾀｯﾌ等57人、一般来場者等335人）

R1.10.27 7:00 九州歯科医学大会厚生行事挨拶回り 県内各地

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.岩永事務局長

R1.10.27 9:00 九州歯科医学大会厚生行事 県内各地

出席者

R1.11.09 14:30 「中国・四国」「九州」地区歯科医師会役員連絡協議会 ﾎﾃﾙ日航大分ｵｱｼｽﾀ
ﾜｰ

・各県提出協議題について

・その他

出席者 品川副会長.田中常務理事.岩永事務局長

R1.11.30 14:00 九州各県事務職員研修会（1日目） 大分県歯会館

・講演「日常にも仕事にも使えるアンガーマネジメント」～怒りやイライラに振り回されないために～
　株式会社ユー・ジュエル代表　根岸由紀江

出席者 岩永事務局長.石川.藤田課長補佐.濵嵜.山下書記

R1.12.01 9:30 九州各県事務職員研修会（2日目） 大分県歯会館

・グループディスカッション
　（1）庶務・事業グループ
　（2）会計グループ
　（3）事務局長連絡会

・各グループ発表・意見交換

出席者 岩永事務局長.石川.藤田課長補佐.濵嵜.山下書記

R2.01.11 14:00 九州各県専務理事会 佐賀県歯会館

・令和2年度事業計画立案構想について

・令和2年度予算編成構想について

・令和3年度九地連公募研究事業テーマの選定について

・九州デンタルショーにおける施設基準対応講習会の対応について

・九州歯科医学大会抄録等への広告記事掲載について

・九州各県歯科医師会専務理事会の開催概要について

・各県提出協議題について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R2.02.15 13:00 九州各県会長会 城山ﾎﾃﾙ鹿児島

・協議会の運営及び付議事項について

・パラジウム合金価格高騰問題への対応について

・九州デンタルショーにおける施設基準対応講習会の対応について

・災害時相互応援の行動マニュアルの作成について

・令和3年度以降の九州各県歯科医師会専務理事会の開催について

・他諸協議題について

出席者 宮口会長



日時 会議名称 場所

R2.02.15 14:30 九地連協議会 城山ﾎﾃﾙ鹿児島

・令和2年度事業実施計画について

・令和2年度一般会計予算について

・九州デンタルショーにおける施設基準対応講習会の対応について

・次期協議会の開催について

・各県提出協議題について

・その他

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事.岩永事務局長

R2.02.16 10:00 九州各県事務局長連絡会 ﾎﾃﾙ・ﾚｸｽﾄﾝ鹿児島4
階ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ

・令和2年度各県事業計画及び予算に関する情報交換について

・令和2年度九州各県事務職員研修会実施構想の検討について

・令和元年度九地連職員互助会の現況報告並びに令和2年度予算について

・各県協議題

出席者 岩永事務局長

（ 3 ） 日本歯科医師会関係  ( 19回 )

日時 会議名称 場所

R1.10.31 14:00 日歯災害時対策・警察歯科総合検討会議 日歯会館

・諮問事項の検討について

・その他

出席者 田中日歯災害時対策・警察歯科総合検討会議委員

R1.11.02 12:30 全国歯科保健大会 ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま

・特別講演「夢を叶える生き方」
　元プロテニスプレイヤー／コメンテーター／オリンピアン　杉山　愛

出席者 宮口会長.渋谷専務理事

R1.11.02 12:30 日本歯科医師会会長表彰受賞式 ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま

出席者 宮口会長.渋谷専務理事

R1.11.02 12:30 厚生労働大臣表彰（歯科保健事業功労者）受賞式 ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま

出席者 （福江南松）大坪克安会員

R1.11.02 13:00 日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト養成講習会[スポーツ歯
科医学Ⅱ]

東京歯科大学水道橋
校舎

出席者 （長崎市）坪口哲明会員

R1.11.03 10:00 日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト養成講習会[スポーツ歯
科医学Ⅱ]

東京歯科大学水道橋
校舎

出席者 （長崎市）坪口哲明会員

R1.11.13 14:00 都道府県専務理事連絡協議会 日歯会館

・時局問題について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R1.11.29 14:00 都道府県事務長事務連絡会 日歯会館

・平成30年度歯科医師会職員互助会会計決算について

・平成29年度歯科医師会職員福祉年金決算について

・都道府県歯科医師会提出協議題について

・その他

出席者 岩永事務局長



日時 会議名称 場所

R1.12.14 10:30 日歯災害歯科保健医療体制研修会（1日目） 日歯会館

・「災害歯科医療概論」
　日本歯科医師会常務理事　小玉　剛

・「歯科災害派遣チームの実現に向けて」
　全国行政歯科技術職連絡会　柳澤智仁

・「災害時における歯科医師会の対応」
　岩手県歯科医師会専務理事　大黒英貴

・ディスカッション「国における災害対応」

・講義・ロールプレイ「心理的応急処置」

・「JMAT等との連携」
　日本医師会常任理事　石川広己

・「災害時における身元確認体制との連携」
　日本歯科医師会災害時対策・警察歯科総合検討会議副委員長　西　孝一

出席者 松添災害対策副委員長.末吉委員
（県歯科衛生士会）北村副会長.（県医療政策課）井口主任主事

R1.12.15 10:30 日歯災害歯科保健医療体制研修会（2日目） 日歯会館

・講義・演習「被災市町村におけるコーディネート」
　東京医科歯科大学大学院医歯薬学総合研究科助教　中久木康一

・講義・演習「都道府県におけるコーディネート」
　東京医科歯科大学大学院医歯薬学総合研究科助教　中久木康一

出席者 松添災害対策副委員長.末吉委員
（県歯科衛生士会）北村副会長.（県医療政策課）井口主任主事

R1.12.18 16:00 日歯地域保健委員会 日歯会館

・地域保健・産業保健関係事業の推進について

・その他

出席者 俣野日歯地域保健委員

R2.01.25 9:55 日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト養成講習会［医科共通
Ⅱ］

東京都ﾍﾞﾙｻｰﾚ半蔵門

出席者 （島原南高）鶴田博文会員

R2.01.26 9:00 日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト養成講習会［医科共通
Ⅱ］

東京都ﾍﾞﾙｻｰﾚ半蔵門

出席者 （島原南高）鶴田博文会員

R2.01.28 13:00 日歯予算決算特別委員会 日歯会館

・令和2年度事業計画の件

・令和2年度入会金及び会費の額の件

・令和2年度収支予算の件

・令和2年度資金調達及び設備投資の見込みの件

出席者 宮口日歯予算決算特別委員

R2.01.29 13:00 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 日歯会館

・「厚生労働省報告」
　医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室長　宮原勇治
　医政局歯科保健課課長補佐　小嶺祐子
　老健局老人保健課医療・介護連携技術推進官　田上真理子

・「地域保健関係報告」
　日本歯科医師会副会長　佐藤　保
　日本歯科医師会常務理事　山本秀樹
　日本歯科医師会常務理事　小玉　剛

・令和元年度地域保健・産業保健・介護保険関係アンケート結果報告

・都道府県の取り組みについて

・「8020推進財団報告」
　8020推進財団理事　山本秀樹

・「日本歯科総合研究機構報告」
　日本歯科総合研究機構主任研究員　恒石美登里

・その他

出席者 俣野日歯地域保健委員.平良.江頭理事



日時 会議名称 場所

R2.02.09 9:00 日歯嚥下機能評価研修会 国立国際医療研究ｾﾝ
ﾀｰ病院

・「嚥下機能および嚥下障害に関わる総論」
　東京都保健医療公社荏原病院耳鼻咽喉科医長　木村百合香

・「嚥下障害の評価・診断法」
　名古屋大学医学部附属病院診療教授　藤本保志

・「嚥下内視鏡検査の実際」
　高知大学医学部耳鼻咽喉科教授　兵頭政光

・「栄養管理・気道管理」
　聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科部長、摂食嚥下センター長　津田豪太

・「摂食嚥下機能療法」
　杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室准教授、杏林大学医学部付属病院摂食嚥下センター統括責
任者　唐帆健浩

・「嚥下障害の外科的治療」
　国立国際医療研究センター病院耳鼻咽喉科科長　田山二朗

・嚥下内視鏡検査【実技演習】

出席者 俣野常務理事

R2.02.28 14:00 都道府県会長会議[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・講演「オンライン資格確認について」
　厚生労働省保健局医療介護連携政策課長　山下　護

出席者 宮口会長

R2.03.10 13:00 都道府県社会保険担当理事連絡協議会[WEB会議] 日歯会館.2階大会議
室

・「令和2年度診療報酬改定内容について」
　厚生労働省保険局医療課課長補佐　髙田淳子
　日本歯科医師会常務理事　林　正純

・「オンライン資格確認について」
　日本歯科医師会常務理事　宇佐美伸治

出席者 富永理事

R2.03.25 14:00 日歯災害時対策・警察歯科総合検討会議[WEB会議] 日歯会館.各拠点

・諮問事項の検討について

・その他

出席者 田中日歯災害時対策・警察歯科総合検討会議委員

（ 4 ） 関係官庁団体関係  ( 82回 )

日時 会議名称 場所

R1.10.02 13:30 （日学歯）臨時総会 TKP市ヶ谷ﾋﾞﾙ

・総会議長・副議長の選出の件

・予算決算特別委員会委員の選任の件

・議事運営特別委員会委員の選任の件

出席者 宮口会長.渋谷専務理事

R1.10.04 18:00 第59回全国国保地域医療学会交流会 ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎 3階鳳凰
閣

出席者 宮口会長

R1.10.08 15:30 支払基金幹事会 支払基金 1階会議室1

・9月の業務処理の状況について

・事業状況について

・その他

出席者 宮口会長

R1.10.08 19:30 長崎口のリハビリテーション研究会県南地区実行委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・平成30年度事業報告について

・令和元年度事業計画について

・その他

出席者 江頭理事.藤地域福祉副委員長.森.吉原地域福祉委員



日時 会議名称 場所

R1.10.10 14:00 長崎県医療安全相談センター協議会 県庁 3階302会議室

・平成30年度医療相談実績報告

・令和元年度事業計画

出席者 橋村理事

R1.10.15 14:00 健康ながさき21推進会議優良事例等選定委員会 県庁 307会議室

・長崎県健康づくり優良事例表彰における候補者選定について

出席者 俣野常務理事

R1.10.23 12:00 長崎新聞政経懇話会 長崎新聞文化ﾎｰﾙ・ｱ
ｽﾄﾋﾟｱ

・「ラグビーW杯、東京五輪～見どころ、課題、そして遺産～」
　共同通信社オリンピック・パラリンピック室長　名取裕樹

出席者 山口医療管理委員

R1.10.29 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 橋村理事

R1.10.30 13:00 長崎県福祉保健審議会高齢者専門分科会 県庁 3階特別会議室

・「地域医療介護総合確保基金長崎県計画（介護）」について

・意見交換

出席者 宮口会長

R1.10.31 13:30 長崎県地域包括ケアシステム推進協議会認知症部会 県庁 3階311会議室

・認知症施策推進大綱について

・令和元年度事業について

・令和2年度事業案について

・医療連携のあり方について

・成年後見制度の利用促進について

・認知症サポーターの活躍の場について

出席者 俣野常務理事

R1.11.05 15:30 支払基金幹事会 支払基金 1階会議室1

・10月の業務処理の状況について

・事業状況について

・その他

出席者 宮口会長

R1.11.05 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 平良理事

R1.11.09 15:00 （県食品安全・消費生活課）食育講演会「長崎の郷土料理と健康長
寿」

県庁 2階ﾚｽﾄﾗﾝ

・講演「健康長寿を目指した食事と手軽にできる長崎の郷土料理」
　㈲さかもと代表取締役社長　坂本洋一

・講話・試食「手軽にできる長崎の郷土料理」
　㈲さかもと代表取締役社長　坂本洋一

・情報提供「郷土料理のレシピについて」
　食育・食品安全推進班

・講話「健康長寿のための口腔ケアについて」（仮題）
　長崎県歯科医師会常務理事　俣野正仁

・食育活動の紹介「大学と連携した食育推進事業」
　長崎県大学生食育向上委員会

・講話「食品ロスについて」
　啓発相談班

出席者 俣野常務理事

R1.11.09 15:30 全国歯科大学同窓・校友会懇話会 ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎

出席者 宮口会長

R1.11.09 17:00 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第26回全国の集い
in長崎おおむら2020実行委員会

大村市 秋櫻醫院

・在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第26回全国の集いin長崎おおむら2020について

出席者 角地域福祉委員

R1.11.12 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 富永理事



日時 会議名称 場所

R1.11.14 14:30 長崎新聞「新春トップインタビュー」取材 2階会長室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R1.11.16 10:30 健康長寿日本一長崎県民会議総会 県立総合体育館

・令和元年度「ヘルシーアワード」表彰式

・ヘルシーランチ試食

・意見交換

出席者 （会長代理）俣野常務理事

R1.11.17 10:00 「ながさき元気フェスタ」出展 県立総合体育館

・歯科相談

・咀嚼機能検査体験

・唾液検査体験

出席者 平良理事.南.大場地域保健委員
（県歯科衛生士会）植田正子.北野さおり会員

R1.11.17 11:00 （県長寿社会課）「第5回いいね、いいまち、いい介護inながさき」出
展

県庁行政棟

・歯科相談

・咀嚼機能検査体験

・唾液検査体験

出席者 俣野常務理事.藤地域福祉副委員長.須田.齋藤地域福祉委員
（県歯科衛生士会）池田道子.岡本玲子会員

R1.11.18 13:35 （県教委）学校における現代的な健康課題解決支援事業に係る講演 五島市立嵯峨島小中
学校

・「歯・口の健康に関すること」
　長崎県歯科医師会常務理事　俣野正仁

出席者 俣野常務理事

R1.11.18 18:00 長崎県がん診療連携協議会幹事会 長崎大学病院 4階多
目的研修室（中央診療
棟）

・院内がんとウオロク2010-11年5年生存率集計（2か年）都道府県別集計値への意見について

・がんゲノム診療拠点病院の指定およびがんゲノム診療連携病院について

・認定がん医療ネットワークナビゲーター制度について

出席者 江頭理事

R1.11.19 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 江頭理事

R1.11.20 13:30 令和元年度給与所得の年末調整説明会 長崎市民会館

出席者 石川課長補佐

R1.11.20 13:30 長崎県障害者施策推進協議会 県市町村会館 4階第2
会議室

・「長崎県障害者基本計画（第二次改訂）」の平成30年度の実施状況について

・「第5期長崎県障害福祉計画・第1期長崎県障害児福祉計画」に係る目標達成状況について

・その他・意見交換

出席者 江頭理事

R1.11.23 9:40 日本健康・栄養システム学会第18回九州地方会 長崎市 医療法人光晴
会病院

・「歯と食の関係について」
　長崎県歯科医師会常務理事　俣野正仁

出席者 俣野常務理事

R1.11.25 12:00 長崎新聞政経懇話会 長崎新聞文化ﾎｰﾙ・ｱ
ｽﾄﾋﾟｱ

・「2020年経済展望」
　経済評論家　岩本沙弓

出席者 中村理事

R1.11.26 17:00 （厚労省）歯科医療提供体制推進等事業検討委員会 第１回好事例
収集ワーキンググループ

みずほ情報総研株式
会社安田ｼｰｹﾝｽﾀﾜｰ

・好事例収集について

・その他

出席者 渋谷専務理事



日時 会議名称 場所

R1.11.26 19:00 長崎県保健医療対策協議会・長崎県保健医療対策協議会企画調
整部会（地域医療構想）

県医師会館 大会議室

・外来医療計画の策定について

・医師確保計画の策定について

・地域医療構想に関する国及び県の取組について

・その他

出席者 品川副会長

R1.11.27 13:30 九州地方社会保険医療協議会長崎部会 住友生命ﾋﾞﾙ 12階会
議室

・保険医療機関及び保険薬局の指定について（諮問）

・その他

出席者 宮口会長

R1.11.28 10:00 長崎県学校保健・学校安全研究協議大会 ｱﾙｶｽSASEBO 中ﾎｰﾙ

出席者 （会長代理）品川副会長

R1.11.28 12:30 長崎県学校保健会評議員会 ｱﾙｶｽSASEBO 特別会
議室

・長崎県学校保健会表彰について

・長崎県学校保健会永年功労表彰・特別功労表彰要項について

・長崎県健康教育研究協議大会について

出席者 （会長代理）品川副会長

R1.11.28 20:00 長崎口のリハビリテーション研究会県北地区実行委員会 佐世保市歯会館

・平成30年度事業報告について

・令和元年度事業計画について

・その他

出席者 江頭理事.須田地域福祉委員

R1.12.04 19:30 長崎口のリハビリテーション研究会県南地区実行委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・長崎口のリハビリテーション研究会口腔ケア実務者研修について

・その他

出席者 江頭理事.藤地域福祉副委員長.森.吉原地域福祉委員

R1.12.10 16:30 支払基金幹事会 支払基金 1階会議室1

・11月の業務処理の状況について

・事業状況について

・その他

出席者 宮口会長

R1.12.10 18:00 支払基金幹事会年末懇談会 にっしょうかん別邸 紅
葉亭

出席者 宮口会長

R1.12.17 14:00 長崎県後期高齢者医療広域連合懇話会 県市町村会館 4階第2
会議室

・令和2・3年度の保険料（案）について

・第3次広域計画の策定について

・第2期データヘルス計画の評価について

・その他

出席者 俣野常務理事

R1.12.17 15:30 長崎県献血推進計画策定部会 県庁 3階312会議室

・令和2年度献血確保目標量について

出席者 岩永理事

R1.12.19 12:00 長崎新聞政経懇話会 長崎新聞文化ﾎｰﾙ・ｱ
ｽﾄﾋﾟｱ

・「2020年経済展望」
　経済評論家　岩本沙弓

出席者 富永理事



日時 会議名称 場所

R1.12.21 17:00 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第26回全国の集い
in長崎おおむら2020実行委員会

大村市 秋櫻醫院

・初回参加実行委員紹介

・分科会の担当について

・参加費について

・連絡方法について

・後援依頼先について

・次回以降の実行委員会について

出席者 角地域福祉委員

R1.12.26 13:30 九州地方社会保険医療協議会長崎部会 TBM長崎ﾋﾞﾙ 12階会
議室

・保険医療機関及び保険薬局の指定について（諮問）

・その他

出席者 宮口会長

R2.01.09 13:30 県産業労働部若者定着課との打合せ 県庁

・産業人材育成奨学金返済アシスト事業について

出席者 渋谷専務理事

R2.01.09 14:00 長崎県子育て条例推進協議会 県庁 1階大会議室

・次期長崎県子育て条例行動計画の素案について

・長崎県子育て条例の改正について

・新たな子どもの貧困対策についての計画について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R2.01.09 16:00 長崎県保健医療対策協議会歯科保健医療部会専門委員会（障害
者歯科）

3階ｾﾝﾀｰ研修室

・平成30年度及び令和元年度障害者歯科診療の報告について

・令和2年度障害者巡回歯科診療計画について

・その他

出席者 渋谷専務理事.江頭理事.長田診療部長

R2.01.15 13:30 （県国保・健康増進課）令和元年度委託事業に関する現地確認 2階郡市会室

・成人歯科保健向上生活歯援事業について

出席者 （県国保・健康増進課）重政課長補佐.池田主事

R2.01.16 12:00 長崎新聞政経懇話会 長崎新聞文化ﾎｰﾙ・ｱ
ｽﾄﾋﾟｱ

・「人口減少を克服せよ・・・取材で見えた地域再生」
　ジャーナリスト　出町　譲

出席者 岩永理事

R2.01.17 19:00 社保審査委員会新年懇親会 長崎市 橋本

出席者 宮口会長

R2.01.18 17:00 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第26回全国の集い
in長崎おおむら2020実行委員会

大村市 割烹てん新

・大会ポスター掲示依頼先について

・抄録集広告募集について

・分科会企画案発表

・次回日程について

出席者 角地域福祉委員

R2.01.20 19:00 長崎県教育庁体育保健課との協議会 2階大会議室

・小学校、中学校におけるフッ化物洗口の継続実施について

・学校歯科健診のICT化に関して

・その他

出席者 渋谷専務理事.俣野常務理事.平良理事.植松地域保健副委員長.西野.南.松永.大場.井上.音山地域保
健委員
（県体育保健課）松﨑課長.小柳体育指導監.島田総括課長補佐.市瀬参事.江口課長補佐.野口係長.
岩﨑.樋口.中村指導主事



日時 会議名称 場所

R2.01.20 19:30 長崎口のリハビリテーション研究会県北地区実行委員会 佐世保市歯会館

・長崎口のリハビリテーション研究会口腔ケア実務者研修について

・その他

出席者 江頭理事.須田地域福祉委員

R2.01.21 19:30 長崎口のリハビリテーション研究会県南地区実行委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・長崎口のリハビリテーション研究会口腔ケア実務者研修について

・その他

出席者 江頭理事.藤地域福祉副委員長.森.吉原地域福祉委員

R2.01.22 18:30 長崎県保健医療対策協議会救急医療対策部会 県医師会館 2階第1中
会議室

・救命救急センターの指定について（長崎みなとメディカルセンター）

・病院群輪番制病院の承認について（長崎県上五島病院）

・病院群輪番制病院の承認取消しについて（久保内科病院）

出席者 田中常務理事

R2.01.23 15:00 高次脳機能障害支援連絡協議会 長崎こども・女性・障害
者支援ｾﾝﾀｰ 2階大会
議室

・令和元年度高次脳機能障害支援普及事業の実施報告

・令和2年度高次脳機能障害支援普及事業の実施計画

・提出議題協議

・その他

出席者 江頭理事

R2.01.24 19:00 長崎県衛生材料等円滑供給体制整備事業連携協議会 県薬剤師会館

・薬局間医療・衛生材料在庫情報共有システム「あるかな」の運営休止について

・令和2年度衛生材料等円滑供給体制整備事業の実施について

出席者 江頭理事

R2.01.29 13:30 九州地方社会保険医療協議会長崎部会 TBM長崎ﾋﾞﾙ 12階会
議室

・保険医療機関及び保険薬局の指定について（諮問）

・その他

出席者 宮口会長

R2.01.29 19:00 長崎県感染症対策委員会 県庁 1階大会議室

・新型コロナウイルス感染症について

出席者 岩永理事

R2.01.30 13:00 長崎県後期高齢者医療広域連合との打合せ またの歯科口腔外科ｸ
ﾘﾆｯｸ

・「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」の概要について

出席者 俣野常務理事
（県後期高齢者医療広域連合）鋤崎事業課長

R2.01.30 14:15 学校における現代的な健康課題解決支援事業協議会 県庁 3階314会議室

・令和元年度学校保健総合支援事業について

・令和2年度事業について

・その他

出席者 西野地域保健委員

R2.01.31 14:00 長崎県要保護児童対策地域協議会 県庁1階大会議室BC

・児童虐待の現状について

・児童虐待防止のための広報・啓発等に関する取り組み状況について

・要保護児童対策地域協議会を活用した警察との児童虐待事案の全件情報共有の取組について

・社会的養育推進計画について

・その他

出席者 西野地域保健委員



日時 会議名称 場所

R2.02.04 15:30 支払基金幹事会 支払基金 1階会議室1

・1月の業務処理の状況について

・事業状況について

・その他

出席者 宮口会長

R2.02.05 13:30 （日学歯）予算決算特別委員会 日歯会館

・委員長・副委員長の選任について

・報告書作成について

・令和2年度事業計画について

・令和2年度予算について

・公益認定について

・その他

出席者 渋谷日学歯予算決算特別委員

R2.02.07 14:00 オンライン資格確認システム説明会 福岡第二合同庁舎本
館 2階共用会議室

・医療保険のオンライン資格確認の概要

出席者 渋谷専務理事.橋村理事

R2.02.08 16:00 長崎口のリハビリテーション研究会県南地区実務者研修会 5階講堂

・総論「ケアマネジャーからみた多職種連携の重要性」
　長崎市介護支援専門員連絡協議会　戸村孝章

・各論「症例呈示と事例検討」
　くも膜下出血の後遺症による摂食嚥下機能障害の事例

・まとめ

出席者 江頭理事.藤地域福祉副委員長.森.吉原地域福祉委員
参加者50人

R2.02.09 9:30 長崎口のリハビリテーション研究会県北地区実務者研修会 佐世保市歯会館

・総論「ICFシートを用いたチーム対話から見出す個々の強み」
　佐世保市医師会　石坂俊輔

・総論「ICFの理解と活用」
　長崎県作業療法士会　村木裕次郎

・各論「症例呈示と事例検討」
　重度の認知症を有する、摂食嚥下機能障害の事例

・まとめ

出席者 江頭理事.藤地域福祉副委員長.須田地域福祉委員
参加者43人

R2.02.10 13:30 地域包括ケアシステム構築支援部会 県庁 3階311会議室

・「地域包括ケアシステム評価に係る判断の目安」の改訂について

・令和2年度の県の事業スケジュールについて

・その他

出席者 渋谷専務理事

R2.02.13 17:20 九州厚生局長崎事務所との打合せ 2階役員室

・3/3開催の九州地方社会保険医療協議会について

出席者 宮口会長
（九州厚生局長崎事務所）山口所長.古屋審査課長

R2.02.15 17:00 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第26回全国の集い
in長崎おおむら2020実行委員会

大村市 てん新別館

・実行委員の追加について

・ネットワークの歩みについて

・分科会企画案発表

・ポスター掲示依頼先について

・チラシの配布先について

・次回日程について

出席者 角地域福祉委員



日時 会議名称 場所

R2.02.17 18:30 長崎県脳卒中検討委員会 県庁 3階307会議室

・長崎県脳卒中急性期専門医療機関現況報告

・健康寿命の延伸等を図るための循環器病（脳卒中等）対策基本法関係

・その他

出席者 江頭理事

R2.02.17 19:00 令和元年度厚生労働省医政局歯科保健課補助事業「歯科医療提
供体制推進等事業」におけるヒアリング調査

県庁

・長崎県における歯科関係事業の実施状況について

出席者 渋谷専務理事

R2.02.19 13:30 （日学歯）加盟団体長会 日歯会館

・第99回臨時総会の議案について

・その他

出席者 （会長代理）品川副会長

R2.02.20 12:00 長崎新聞政経懇話会 長崎新聞文化ﾎｰﾙ・ｱ
ｽﾄﾋﾟｱ

・「トランプ外交と米大統領選挙の行方」
　笹川平和財団上席研究員　渡部恒雄

出席者 松谷地域福祉委員

R2.02.20 17:30 長崎県ジェネリック医薬品使用促進協議会 県庁 3階307会議室

・令和元年度事業実施結果について

・令和2年度事業実施計画について

・その他

出席者 小山学術副委員長

R2.02.21 17:00 （厚生労働省）歯科医療提供体制推進等事業第2回好事例収集ワー
キンググループ

みずほ情報総研株式
会社 安田ｼｰｹﾝｽﾀﾜｰ

・アンケート集計結果について

・ヒアリング実施状況の報告について

出席者 渋谷専務理事

R2.02.21 17:30 長崎県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 県庁 3階314会議室

・令和元年度事業実績について

・医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入支援及び医療勤務環境改善支援事業補助金にか
かる支援活動について

・令和2年度事業計画について

・その他

出席者 橋村理事

R2.02.21 18:30 長崎県医療審議会医療法人部会 県庁 3階313会議室

・医療法人設立認可申請及び解散認可申請に係る審議

出席者 田中常務理事

R2.02.22 13:00 かかりつけ医・歯科医師・薬剤師向け認知症対応力向上研修教材
説明会

ﾌｸﾗｼｱ品川ｸﾘｽﾀﾙｽｸｴ
ｱ

・「認知症施策の動向について」
　厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室主査　唐川祐一

・「作業趣旨について～在宅分科会の作業～」
　一般社団法人八戸市医師会理事　

・演習編ケースA「初動期の支援・連携のために必要なこと」
　東京都健康長寿医療センター研究所研究員　枝広あや子

・演習編ケースB「専門職間の連携の進め方」
　公益社団法人神奈川県薬剤師会常務理事　佐藤克哉

・「勤務医向け普及・啓発用ツール（仮称）」
　国立がん研究センター先端医療開発センター分野長　小川朝生

出席者 渋谷専務理事

R2.02.22 18:30 国保審査委員会懇親会 料亭橋本

出席者 （宮口会長代理）坂口監事



日時 会議名称 場所

R2.02.26 13:30 長崎県保健医療対策協議会歯科保健医療部会専門委員会 2階大会議室

・報告事項

・歯なまるスマイルプラン評価（2期目歯科保健計画評価）

・その他

出席者 渋谷専務理事.俣野常務理事.江頭理事

R2.03.10 13:30 長崎県すこやか長寿財団理事会 同財団 第1会議室

・平成31年度収支予算（変更）について

・令和2年度事業計画について

・令和2年度収支予算について

・その他

出席者 藤地域福祉副委員長

R2.03.16 13:00 （厚生労働省）歯科医療提供体制推進等事業第2回検討委員会 みずほ情報総研株式
会社 安田ｼｰｹﾝｽﾀﾜｰ

・令和元年度歯科医療提供体制推進等事業報告書（案）について

出席者 渋谷専務理事

R2.03.25 13:30 （日学歯）臨時総会 日歯会館

・一般社団法人日本学校歯科医会令和2年度事業計画

・一般社団法人日本学校歯科医会令和2年度収支予算

・一般社団法人日本学校歯科医会定款変更

出席者 宮口会長.俣野常務理事

R2.03.27 13:30 九州地方社会保険医療協議会長崎部会 TBM長崎ﾋﾞﾙ12階会議
室

・保険医療機関及び保険薬局の指定及び更新について

・その他

出席者 宮口会長

（ 5 ） その他  ( 5回 )

日時 会議名称 場所

R1.10.13 13:00 元福岡県歯科医師会長　長谷宏一先生叙勲受章祝賀会 ｿﾗﾘｱ西鉄ﾎﾃﾙ福岡

出席者 宮口会長

R2.01.18 18:00 （長崎市歯会）新年会並びに賀寿祝賀会 長崎市 ｻﾝﾌﾟﾘｴｰﾙ

出席者 宮口会長

R2.01.25 17:00 九州地区日歯共催生涯研修セミナー（佐賀県会場）サテライト研修リ
ハーサル

2階大会議室

出席者 藤田課長補佐.山川嘱託

R2.02.02 17:00 元長崎県医師会副会長 今村定臣先生旭日小綬章受章祝賀会 ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎 3階鳳凰
閣

出席者 宮口会長

R2.02.08 13:00 デンタルパートナー代表取締役社長就任祝賀会 ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎

出席者 宮口会長



長崎県歯科医師会学術事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 4回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.11.07 19:30 学術委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和元年度学術事業評価（現況報告）について

・令和2年度学術事業計画及び予算について

・マウスガード研修会について

・日歯生涯研修セミナーサテライト受講について

・新入会員対象救急処置心肺蘇生法実習研修会について

・壱岐地区学術研修会について

・医師向けリーフレット作成について

・「ラグビーワールドカップ2019日本大会」開催に伴うアンケート調査について

・「学術委員会からのお知らせ」について

・その他

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

R1.12.02 18:30 学術委員会 2階郡市会室

・令和2年度学術事業計画及び予算について

・マウスガード研修会について

・日歯生涯研修セミナーサテライト受講について

・新入会員対象救急処置心肺蘇生法実習研修会について

・壱岐地区学術研修会について

・医師向けリーフレット作成について

・その他

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

R2.01.23 19:30 学術委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・日歯生涯研修セミナーサテライト受講について

・令和2年度日歯生涯研修セミナー実施について

・令和2年度県北地区学術研修会打合せ会について

・新入会員対象救急処置・心肺蘇生法実習研修会について

・壱岐地区学術研修会について

・スポーツデンティスト打合せ会について

・新規事業「マウスガード装着外傷予防効果研究」について

・「糖尿病リスクとしての歯周病」リーフレットについて

・E－システムの改修及び令和2・3年度実施要領の改正点について

・その他

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

R2.03.12 19:30 学術委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・「糖尿病リスクとしての歯周病」リーフレットについて

・壱岐地区学術研修会について

・スポーツデンティスト打合せ会について

・令和2年度県央・県北地区学術研修会について

・令和2年度日歯生涯研修セミナー実施について

・新規事業「マウスガード装着外傷予防効果研究」について

・E－システムの改修及び令和2・3年度実施要領の改正点について

・令和2年度委員会行事予定について

・その他

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者
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2.諸会議  ( 9回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.11.05 19:30 県北地区学術研修会（第3回目） 佐世保市歯会館

・「歯の修復処置をあらためて考える」
　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野保存修復学部門准教授 平 曜輔

山下委員長
参加者72人（会員49人、スタッフ19人、その他4人）

出席者

R1.12.07 10:00 マウスガード研修会（長崎県スポーツ指導者研修会） 東彼杵町総合会館

・「スポーツにおけるマウスガードの必要性とその効果」
　東京歯科大学特任教授 石上惠一

山下委員長　
参加者154人（長崎県スポ―ツ指導者）

出席者

R1.12.09 19:30 学術打合せ 佐世保市歯会館

・令和2年度県北地区学術研修会について

山下委員長
（長大歯学部）澤瀬副病院長.鵜飼准教授.黒木講師

出席者

R2.01.07 19:30 県北地区学術研修会（第4回目） 佐世保市歯会館

・「根管治療を成功に導くために」
　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯周歯内治療学分野助教　杉本浩司

山下委員長
参加者76人（会員59人、スタッフ12人、その他5人）

出席者

R2.01.26 9:00 九州地区日歯共催生涯研修セミナー（佐賀県会場）サテライト研修 2階大会議室

・「診療ガイドラインに沿ったう蝕治療～カリエス・マネジメントに基づく臨床戦略～」
　大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座教授 林　 美加子

・「行動科学に基づいたブラッシング用具の選択と使い方」
　（埼玉県会員）高柳歯科医院副院長 高柳篤史　

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員
参加者19人

出席者

R2.01.28 19:00 令和2年度県央地区学術研修会打合せ会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・令和2～3年度県央地区学術研修会について

・その他

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員
（島原南高）植木理事.（諌早市)土肥理事.（大村東彼)貞松理事.（長大歯学部)鵜飼准教授.黒木講師

出席者

R2.02.01 15:00 新入会員対象救急処置心肺蘇生法実習研修会 2階大会議室

・「医療事故の予防と対応」
　医療安全対策委員会委員　林下富貴

・「講義・実習」
　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻歯科麻酔学分野教授　鮎瀬卓郎
　長崎大学病院麻酔生体管理科助教　倉田眞治

小山副委員長.原.古豊.藤山委員（医療安全）橋村委員長.林下委員
参加者22人

出席者

R2.02.04 19:30 県北地区学術研修会（第5回目） 佐世保市歯会館

・「食べるために出来ること」
　長崎大学病院歯科系診療部門特殊歯科総合治療部准教授　三串伸哉

山下委員長
参加者73人（会員42人、スタッフ28人、その他3人）

出席者

R2.03.23 19:00 スポーツデンティスト打合せ会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・スポーツデンティストの今後について

・マウスガード製作マニュアルについて

・その他

山下委員長.小山副委員長
（長崎市）戸髙義昭.田中靖彦.山口芳輝.松谷康平会員.（大村東彼)紀伊康信.俣野正仁会員

出席者



長崎県歯科医師会地域保健事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 5回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.15 20:00 地域保健委員会 2階郡市会室

・令和元年度事業評価について

・令和2年度事業計画・予算について

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業」につ
いて

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対策向上研修事業」について

・（県委託）長崎県フッ化物洗口体制技術支援事業について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・学校歯科医生涯研修制度基礎・更新研修会について

・啓発用資料の作成について

・長崎県市町村職員共済組合歯科健診「お口のチェック事業」について

・地方職員共済組合長崎県支部歯科健診事業について

・全国健康保険協会長崎支部と長崎県歯科医師会との連携による歯科健診事業について

・郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

・「ながさき元気フェスタ」へのブース出展について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・その他

俣野常務理事.平良委員長.植松副委員長.西野.南.松永.大場.井上.音山委員出席者

R1.11.19 19:30 地域保健委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和元年度事業評価について

・令和2年度事業計画・予算について

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業」につ
いて

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対策向上研修事業」について

・（県委託）長崎県フッ化物洗口体制技術支援事業について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・学校歯科医生涯研修制度基礎・更新研修会について

・啓発用資料の作成について

・長崎県市町村職員共済組合歯科健診「お口のチェック事業」について

・地方職員共済組合長崎県支部歯科健診事業について

・全国健康保険協会長崎支部と長崎県歯科医師会との連携による歯科健診事業について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・その他

平良委員長.植松副委員長.西野.南.松永.大場.井上.音山委員出席者

R1.12.17 19:00 地域保健委員会 2階郡市会室

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業」につ
いて

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対策向上研修事業」について

・（県委託）長崎県フッ化物洗口体制技術支援事業について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・学校歯科医生涯研修制度基礎・更新研修会について

・啓発用資料の作成について

・長崎県市町村職員共済組合歯科健診「お口のチェック事業」について

・地方職員共済組合長崎県支部歯科健診事業について

・全国健康保険協会長崎支部と長崎県歯科医師会との連携による歯科健診事業について

・第2回郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

・郡市会地域保健・地域福祉担当理事合同連絡協議会について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・その他

俣野常務理事.平良委員長.植松副委員長.西野.南.松永.大場.井上.音山委員出席者

shika
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日付 時間 会議名称 場所

R2.01.21 20:00 地域保健委員会 3階学校会議室

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業」につ
いて

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対策向上研修事業」について

・（県委託）長崎県フッ化物洗口体制技術支援事業について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・学校歯科医生涯研修制度基礎・更新研修会について

・啓発用資料の作成について

・長崎県市町村職員共済組合歯科健診「お口のチェック事業」について

・地方職員共済組合長崎県支部歯科健診事業について

・全国健康保険協会長崎支部と長崎県歯科医師会との連携による歯科健診事業について

・第2回郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

・郡市会地域保健・地域福祉担当理事合同連絡協議会について

・各種歯科健診事業における協力医名簿の更新について

・令和2年度委員会行事予定について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・その他

平良委員長.植松副委員長.西野.南.松永.大場.井上.音山委員出席者

R2.03.17 19:30 地域保健委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和元年度委員会事業評価について

・令和2年度委員会関係行事予定について

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業」につ
いて

・（県委託）8020運動推進特別事業「成人歯科保健対策向上研修事業」について

・（県委託）長崎県フッ化物洗口体制技術支援事業について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・啓発用資料の作成について

・長崎県市町村職員共済組合歯科健診「お口のチェック事業」について

・地方職員共済組合長崎県支部歯科健診事業について

・全国健康保険協会長崎支部と長崎県歯科医師会との連携による歯科健診事業について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・その他

俣野常務理事.平良委員長.植松副委員長.西野.南.松永.大場.井上.音山委員出席者

2.諸会議  ( 33回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.08 20:00 （県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（諌早地区）現地調整会
議

諌早市歯会事務所

・成人歯科保健対策向上研修事業（諌早地区）生活歯援プログラム研修会について

植松副委員長
（諌早市）森田委員

出席者

R1.10.18 19:30 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業（大村東彼）
フッ化物洗口推進会議

大村東彼歯会事務所

・中学校での実施について

・今後の大村市への働きかけについて

・請願について

井上委員
（大村東彼）俣野委員長.山本.貞苅.南原.南野委員

出席者

R1.10.19 14:00 地域保健打合せ 2階郡市会室

・郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

平良委員長.植松副委員長.西野.南.松永.大場.井上.音山委員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.10.19 15:00 郡市会地域保健担当理事連絡協議会 2階大会議室

・郡市会提出協議題について

・その他

宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.俣野常務理事.平良委員長.植松副委員長.西野.南.松永.大場.井上.
音山委員
（長崎市）古豊委員.（佐世保市）八谷理事.古川副委員長.（島原南高）池田委員.（諌早市）山口理事.緒方
副委員長.（大村東彼）山邉総務理事.遠藤理事.（西彼）井上副委員長.（北松）迎理事.（福江南松）小牧常
務理事.（対馬市）扇理事.（壱岐市）松永理事

出席者

R1.11.02 14:00 （県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（対馬地区）現地調整会
議

対馬市交流ｾﾝﾀｰ 3階
会議室

・成人歯科保健対策向上研修事業（対馬市）生活歯援プログラム研修会について

・その他

（対馬市）竹村会長.大浦副会長.阿比留専務理事.扇理事出席者

R1.11.02 15:00 （諌早地区）長崎県学校歯科保健研修会「学校歯科医生涯研修制
度」基礎研修会・更新研修会

諌早市商工会館

・「学校歯科保健概論」「学校歯科保健における保健教育」
　長崎県歯科医師会地域保健委員会委員　松永知己

・「学校歯科保健における保健管理」「学校歯科保健における組織活動」
　長崎県歯科医師会地域保健委員会委員　井上淳治

・「教育関連法規の理解と改定のポイント、就学時の健康診断マニュアルの改訂」
　長崎県歯科医師会地域保健委員会副委員長　植松竜治

・「学校歯科健康診断の変更点」
　長崎県歯科医師会地域保健委員会委員長　平良浩代

平良委員長.植松副委員長.松永.井上委員
参加者23人

出席者

R1.11.09 14:00 （県委託）成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業
（長崎・西彼地区）現地調整会議

2階郡市会室

・（長崎・西彼地区）生活歯援プログラム研修会の運営について

平良委員長.南.大場.音山委員
（長崎市）有田.上野.古豊委員

出席者

R1.11.09 15:00 （県委託）成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業
（長崎・西彼地区）生活歯援プログラム研修会

2階大会議室

・生活歯援プログラム説明
　長崎県歯科医師会地域保健委員会委員　南　幸治、大場堂信

・「あなたと会えて良かった」〜関わった方と共に倖せになるために〜
　長崎県歯科衛生士会　栗山雅子

平良委員長.南.大場.音山委員
（長崎市）有田.上野.古豊委員.（県歯科衛生士会）栗山会員.参加者52人（会員20人、ｽﾀｯﾌ32人）

出席者

R1.11.13 19:00 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業　フッ化物洗
口等効果検証委員会

2階役員室

・既存データからみた現状分析

・効果検証の進捗確認と報告の方向性について

俣野常務理事.平良委員長
（長大歯学部）藤原教授.（県体育保健課）樋口指導主事.（県国保・健康増進課）初村参事.重政課長補佐.
田浦非常勤歯科医師

出席者

R1.11.30 16:30 （県委託）成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業
（壱岐地区）現地調整会議

壱岐ﾃﾚﾜｰｸｾﾝﾀｰ 会
議室

大場.井上委員
（壱岐市）松永.村瀬理事

出席者

R1.11.30 17:00 （県委託）成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業
（壱岐地区）生活歯援プログラム研修会

壱岐ﾃﾚﾜｰｸｾﾝﾀｰ 会
議室

・生活歯援プログラム説明
　長崎県歯科医師会地域保健委員会委員　井上淳治

・「あなたと会えて良かった」〜関わった方と共に倖せになるために〜
　長崎県歯科衛生士会　栗山雅子

大場.井上委員
（県歯科衛生士会）栗山会員.参加者21人（会員7人、ｽﾀｯﾌ14人)

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.12.10 20:00 （県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（諌早地区）現地調整会
議

諌早市歯会事務所

・成人歯科保健対策向上研修事業（諌早地区）生活歯援プログラム研修会について

植松副委員長
（諌早市）森田委員

出席者

R1.12.11 13:30 （県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（佐世保地区）現地調整
会議

佐世保市歯会館

・成人歯科保健対策向上研修事業（佐世保地区）生活歯援プログラム研修会について

松永委員
（佐世保市）筒井委員.（北松）迎理事

出席者

R1.12.11 14:00 （県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（佐世保・北松地区）生
活歯援プログラム研修会

佐世保市歯会館

・「成人歯科保健対策向上研修事業について」
　長崎県歯科医師会地域保健委員会委員　松永知己

・「生活歯援プログラムについて」
　長崎県歯科衛生士会　栗山雅子

松永委員
（佐世保市）筒井委員.（北松）迎理事.（県歯科衛生士会）栗山会員.参加者5人

出席者

R1.12.13 19:30 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業（大村東彼）
フッ化物洗口推進会議

大村東彼歯会事務所

・中学校での実施について

・今後の大村市への働きかけについて

・請願について

・ポスター制作について

井上委員
（大村東彼）俣野委員長.山本.貞苅.南原.南野委員

出席者

R1.12.18 13:00 （県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（諌早地区）現地調整会
議

諌早市健康福祉ｾﾝﾀｰ

・（県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（諌早地区）生活歯援プログラム研修会について

植松副委員長
（諌早市）森田委員

出席者

R1.12.18 14:00 （県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（諌早地区）生活歯援プ
ログラム研修会

諌早市健康福祉ｾﾝﾀｰ

・「成人歯科保健対策向上研修事業について」
　長崎県歯科医師会地域保健委員会副委員長　植松竜治

・「生活歯援プログラムについて」
　長崎県歯科衛生士会　栗山雅子

植松副委員長
（県歯科衛生士会）栗山会員.参加者32人

出席者

R1.12.19 19:00 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業　フッ化物洗
口等効果検証委員会

2階役員室

・報告事項

・フッ化物洗口の効果検証について（中間報告）

・今後のフッ化物洗口の効果検証のとりまとめについての検討

俣野常務理事.平良委員長
（長大歯学部）藤原教授.（県体育保健課）樋口指導主事.（県国保・健康増進課）小田口課長.初村参事.重
政課長補佐.田浦非常勤歯科医師

出席者

R2.01.09 19:00 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業（福江南松）
フッ化物洗口推進会議

観光ﾋﾞﾙはたなか

・未実施施設のピックアップと今後の対応について

・今後の中学校でのフッ素洗口の実施について（説明会、時期等）

（福江南松）近藤会長.佐々木副会長.小牧常務理事.米山理事.山田顧問出席者

R2.01.22 9:30 （県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（対馬市）現地調整会議 対馬市交流ｾﾝﾀｰ

・（県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（対馬市）生活歯援プログラム研修会について

俣野常務理事
（対馬市）大浦副会長.阿比留専務理事

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.01.22 10:00 （県委託）成人歯科保健対策向上研修事業（対馬地区）生活歯援プ
ログラム研修会

対馬市交流ｾﾝﾀｰ

・「成人歯科保健対策向上研修事業について」「生活歯援プログラムについて」
　長崎県歯科医師会常務理事　俣野正仁

俣野常務理事
参加者26人

出席者

R2.01.24 19:00 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業（諌早市）フッ
化物洗口推進会議

諫早商工会議所

・小学校の未実施学年について

・保育所・幼稚園の未実施施設への対応について

・中学校での実施計画について

植松副委員長
（諌早市）山口理事.久保副委員長.緒方.井上.森田.堀内委員

出席者

R2.02.04 20:00 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業（諌早市）フッ
化物洗口推進会議

諌早市歯会事務所

・小学校での未実施学年の対応について

・保育所・幼稚園の未実施施設への対応について

・中学校での進捗状況について

植松副委員長
（諌早市）山口理事.緒方.井上.森田.堀内委員

出席者

R2.02.06 19:00 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業フッ化物洗口
等効果検証委員会

2階役員室

・報告書の策定及び県への報告について

・その他

俣野常務理事
（長大歯学部）藤原教授.（県体育保健課）樋口指導主事.（県国保・健康増進課）永峯企画監.初村参事.重
政課長補佐.田浦非常歯科医師

出席者

R2.02.12 13:00 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業（西彼）フッ化
物洗口推進会議

時津町役場

・フッ化物洗口の効果と中学校での意義について

音山委員出席者

R2.02.13 19:30 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業（大村東彼）
フッ化物洗口推進会議

大村東彼歯会事務所

・中学校での実施について

・今後の大村市への働きかけについて

・学校歯科医・嘱託歯科医研修会について

井上委員
（大村東彼）俣野委員長.山本.貞苅.南原.南野委員

出席者

R2.02.15 13:30 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業（福江南松）
フッ化物洗口推進会議

観光ﾋﾞﾙはたなか

・フッ化物洗口研修会（説明会）の開催について

（福江南松）近藤会長.佐々木副会長.小牧常務理事.米山理事.山田顧問出席者

R2.02.15 14:00 （県委託）成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業
（大村東彼地区）現地調整会議

ｻﾝｽﾊﾟおおむら 会議
室

・（県委託）成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業（大村東彼地区）生活歯援プロ
グラム研修会について

平良委員長.植松副委員長.井上委員
（大村東彼）俣野委員長.貞苅.南野委員

出席者

R2.02.15 15:00 （県委託）成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業
（大村東彼地区）生活歯援プログラム研修会

ｻﾝｽﾊﾟおおむら 会議
室

・生活歯援プログラム説明
　長崎県歯科医師会地域保健委員会副委員長　植松竜治

・「あなたと会えて良かった」〜関わった方と共に倖せになるために〜
　長崎県歯科衛生士会　栗山雅子

平良委員長.植松副委員長.井上委員
（県歯科衛生士会）栗山会員.参加者34人（会員9人、ｽﾀｯﾌ25人)

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.02.22 14:00 地域保健打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

平良委員長.植松副委員長.南.松永.大場.井上.音山委員出席者

R2.02.22 15:00 郡市会地域保健担当理事連絡協議会 3階学校会議室

・郡市会提出協議題について

・長崎県歯科医師会提出協議題について

・その他

宮口会長.品川副会長.俣野常務理事.平良委員長.植松副委員長.南.松永.大場.井上.音山委員
（長崎市）山口副委員長.古豊委員.（佐世保市)古川副委員長.（島原南高)林委員.（諌早市)山口理事.久
保副委員長.（大村東彼)山邉総務理事.俣野委員長.（西彼)井上副委員長.（北松)迎理事.（福江南松)小牧
常務理事.（対馬市)扇理事.（壱岐市)松永理事

出席者

R2.02.22 17:30 郡市会地域保健・地域福祉担当理事合同連絡協議会 5階講堂

・オーラルフレイルを取り巻く環境と日本歯科医師会における取り組み
　日本歯科医師会常務理事　小玉　剛

宮口会長.田中.俣野常務理事.平良委員長.植松副委員長.南.松永.大場.井上.音山委員.（地域福祉）江頭
委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原委員
（長崎市)山口.多良副委員長.古豊.買原委員.（佐世保市)古川.田中副委員長.村尾委員.（島原南高)林.喜
多委員.（諌早市)増山.山口理事.久保副委員長.（大村東彼)山邉総務理事.俣野.本川委員長.砺山委員.
（西彼)井上副委員長.（北松)迎.大森理事.（福江南松)小牧常務理事.米山理事.（対馬市)扇.糸瀬理事.（壱
岐市)松永.久田理事

出席者

R2.03.13 19:00 （県委託）長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業フッ化物洗口
等効果検証委員会

2階役員室

・報告書案の確認作業について

・その他

俣野常務理事.平良委員長
（長大歯学部）藤原教授.（県体育保健課)樋口指導主事.（県国保・健康増進課)永峯企画監.初村参事.重
政課長補佐.田浦非常勤歯科医師

出席者



長崎県歯科医師会医療管理事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 4回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.24 20:00 医療管理委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和元年度事業評価（現況報告）について

・令和2年度事業計画・予算について

・医療管理研修会について

・地区医療管理研修会について

・九州歯科医療管理学会総会・学術大会について

・歯科衛生士復職支援対策事業について

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員出席者

R1.12.07 17:00 医療管理委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・令和2年度事業計画・予算について

・医療管理研修会について

・地区医療管理研修会について

・歯科衛生士復職支援対策事業について

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員出席者

R2.01.24 20:00 医療管理委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和2年度事業計画・予算について

・令和2年度医療管理委員会行事予定について

・医療管理研修会について

・地区医療管理研修会について

・歯科衛生士復職支援対策事業について

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員出席者

R2.03.05 19:30 医療管理委員会 2階郡市会室

・令和2年度事業計画・予算について

・令和2年度医療管理委員会行事予定について

・歯科衛生士復職支援対策事業について

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員出席者

2.諸会議  ( 15回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.11.16 14:00 歯科衛生士復職支援研修会 2階大会議室

・オリエンテーション

・歯周病について

橋村委員長.天野委員
（県歯科衛生士会）栗山.中村会員.参加者9人

出席者

R1.11.22 19:30 諌早地区医療管理研修会 諌早商工会館

・歯科医院における労務問題　36協定、働き方改革について

・医療管理アラカルト

天野.高城委員
参加者21人

出席者

shika
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日付 時間 会議名称 場所

R1.11.23 11:00 九州歯科医療管理学会総会・学術大会 沖縄県口腔保健医療
ｾﾝﾀｰ 大研修室

・（教育講演）「歯科医療管理学の今までと今後の方向性について」
　日本歯科医療管理学会理事長　尾崎哲則

・「歯科治療時医療管理料及び総合医療管理加算の算定による医療安全向上の取り組み」
　九州歯科大学口腔機能学講座クリニカルクラークシップ開発学分野・九州歯科大学附属病院診療
情報管理室　守下　昌

・「ロイテリ菌によるバクテリアセラピーの効果について」
　沖縄県歯科医師会医療管理医業経営理事　渡慶次　彰

・「沖縄県における医療相談現況報告」
　沖縄県歯科医師会医療管理医業経営委員長　長嶺義一郎

・（基調講演Ⅰ）「今後の日本経済の動向と所得税の移転効率化」
　RML株式会社代表取締役　清水英孝

・（基調講演Ⅱ）「歯科医療の今後の動向について」
　日本歯科医療総合研究機構主任研究員　恒石美登里

・（シンポジウム）「新たなステージに向け歯科医療が今後どうあるべきか」

山口委員出席者

R1.12.07 14:00 歯科衛生士復職支援研修会 3階臨床実習室

・歯周検査

・口腔内写真撮影

・プロービング

・医療面接

・検査結果の伝え方

高城委員.（専門学校）岩永委員長
（県歯科衛生士会）栗山.中村会員.参加者14人

出席者

R1.12.17 19:30 医療管理打合せ 2階役員室

・医療管理研修会について

宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事.橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員
（ソニー生命）辻　一郎.千住浩造氏

出席者

R2.01.11 14:00 歯科衛生士復職支援研修会 3階臨床実習室

・超音波スケーリング

・PMTC

・セメント練和

・印象採得

吉田副委員長.山口委員
（県歯科衛生士会）栗山.中島.中村会員.参加者12人

出席者

R2.02.08 14:00 歯科衛生士復職支援研修会 3階臨床実習室

・ハンドスケーリング

・シャープニング

吉田副委員長.山口委員
（県歯科衛生士会）栗山.中村会員.参加者16人

出席者

R2.02.14 20:00 西彼地区医療管理研修会 時津町北部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ

・歯科医院における労務問題　36協定、働き方改革について

・医療管理アラカルト

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野委員
参加者20人

出席者

R2.02.20 9:00 歯科医院経営に関する個別相談会 2階郡市会室

会員2人出席者

R2.02.21 19:30 医療管理研修会 島原南高歯会館

・「歯科医院経営の賢い始め方・続け方・終わり方」
　株式会社ガウディ（ソニー生命保険専属代理店）代表　杉原　隆

橋村委員長.吉田副委員長.天野.高城委員
参加者29人

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.02.22 14:00 歯科衛生士復職支援研修会 3階臨床実習室

・プロービング

・スケーリング

・メンテナンス

・SRP

・医療面接

吉田副委員長.（専門学校）岩永委員長
（県歯科衛生士会）栗山.中村会員.参加者10人

出席者

R2.02.22 16:00 医療管理研修会 ｻﾝｽﾊﾟおおむら

・「歯科医院経営の賢い始め方・続け方・終わり方」
　株式会社ガウディ（ソニー生命保険専属代理店）代表　杉原　隆

天野.高城委員
参加者22人

出席者

R2.02.23 9:00 歯科医院経営に関する個別相談会 ｻﾝｽﾊﾟおおむら

会員1人出席者

R2.02.24 9:00 歯科医院経営に関する個別相談会 ﾌﾟﾗｯﾄおおむら

会員1人出席者

R2.03.11 19:30 歯科衛生士復職支援対策事業運営委員会 2階郡市会室

・令和元年度復職支援対策研修会について

・地域医療介護総合確保基金について

・リワーク・キャリアアップ研修会（復職支援研修会）について

・無料職業紹介所について

・リーフレットの作成について

・人材不足対策について

田中常務理事.橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員.（専門学校）岩永委員長
（県歯科衛生士会）北村副会長.森理事.栗山.中村会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出席者



長崎県歯科医師会医療情報事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 12回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.17 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R1.10.23 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R1.11.18 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

田中常務理事.中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R1.11.26 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R1.12.12 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R1.12.18 19:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R2.01.21 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R2.01.28 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R2.02.18 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

shika

報 告 第 ５ 号



日付 時間 会議名称 場所

R2.02.26 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・長崎新聞社との協議会について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R2.03.18 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R2.03.25 20:00 医療情報委員会 2階郡市会室

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・その他

中村委員長.出口副委員長.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

2.諸会議  ( 4回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.30 19:30 長崎県三師会広報担当者会 長崎市内

・第20報「三師会だより」掲載内容について

・その他

渋谷専務理事.田中常務理事.中村委員長.出口副委員長出席者

R1.11.15 22:54 KTN｢週刊健康マガジン」出演

・【健康長寿をめざして】よく噛むけん長崎県

俣野常務理事出席者

R2.01.29 19:00 長崎県三師会広報担当者会 長崎市内

・第21報「三師会だより」掲載内容について

・その他

田中常務理事.中村委員長.出口副委員長出席者

R2.02.29 14:30 臨時代議員会取材 5階講堂

松本委員出席者



3.長歯月報の発行（6回） 

・742 号（10 月号）～747 号（3 月号） 

・発 行 部 数  毎回 1,000 部 

 

4.メールマガジンの発行 

・Vol.170（10 月号）～Vol.175（3 月号） 

  ・登録者数  557 人 

 

5.報 道 関 係（11 回） 

年 月 日 報 道 関 係 記              事 

1.10. 7 長 崎 新 聞 「お口の相談室」  第 一 大 臼 歯 の む し 歯  －生え始めは注意必要－ 

1.10.21 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯 周 病  －正しい磨き方で予防を－ 

1.11. 4 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯 茎 の 腫 れ  －炎症ピーク 3 日間ほど－ 

1.11.18 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 抜 歯 後 続 く 痛 み  －かみ合わせ、炎症も原因－ 

1.12. 2 長 崎 新 聞 「お口の相談室」  顎 骨 壊 死  －常に口腔内を清潔に－ 

1.12.16 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 糖 尿 病 と 口 腔 内 環 境  －歯周病は悪化の要因に－ 

2. 1.20 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 唾 液 の 減 少  －加齢、ストレスなど原因－ 

2. 2. 3 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 酸っぱい食べ物は歯に良くない？  －取り過ぎは病気の原因－ 

2. 2.17 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 気 に な る 口 臭  －原因なく心因性の場合も－ 

2. 3. 2 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 唾 液 量 の 減 少  －加齢や薬剤の副作用－ 

2. 3.15 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 施設の訪問口腔ケア中止  － ス タ ッ フ の 気 付 き 重 要 に － 
  



長崎県歯科医師会社会保険事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 4回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.11.20 19:30 社会保険委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・長崎県歯科総件数・総点数・1件当たり点数について

・社会保険医療担当者個別指導結果及び予定について

・両審査委員会との協議会について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

・近県歯科医師会社会保険担当者会議について

富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥野.成末.荒木.末竹委員出席者

R2.01.08 19:30 社会保険委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・長崎県歯科総件数・総点数・1件当たり点数について

・社会保険医療担当者個別指導結果及び予定について

・都道府県社保担当理事連絡協議会（診療報酬改定説明会）について

・診療報酬改定説明会について

・両審査委員会との協議会の提出協議題の取りまとめについて

・近県歯科医師会社会保険担当者会議について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

・その他

富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥野.成末.荒木.末竹委員出席者

R2.02.08 17:30 社会保険委員会 2階郡市会室

・長崎県歯科総件数・総点数・1件当たり点数について

・社会保険医療担当者個別指導結果及び予定について

・会員販売用「歯科衛生士業務記録簿」様式の見直しについて

・施設基準の「歯援診2」と「か強診」の再提出について

・令和2年4月診療報酬改定説明会について

・令和2年度事業計画及び予算（案）について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

・歯科保険診療マニュアル（2020年4月版）（仮称）の作成につて

・その他

富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥野.成末.荒木.末竹委員出席者

R2.03.23 19:30 社会保険委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・長崎県歯科総件数・総点数・1件当たり点数について

・社会保険医療担当者個別指導結果及び予定について

・平和2年度九州厚生局長崎事務所指導実施計画に関する打合せ会について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

・令和2年度診療報酬改定について

・その他

富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥野.成末.荒木.末竹委員出席者

2.諸会議  ( 48回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.01 13:00 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

松本委員出席者

R1.10.01 19:30 社会保険打合せ 長崎市内

松永.大平委員出席者

R1.10.03 19:30 社会保険打合せ 大村市内

成末委員出席者

R1.10.04 19:15 社会保険打合せ 佐世保市内

安西委員出席者

shika

報 告 第 ６ 号



日付 時間 会議名称 場所

R1.10.08 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

松永委員出席者

R1.10.08 14:45 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

松永委員出席者

R1.10.12 15:00 社会保険打合せ 2階郡市会室

・郡市会社会保険担当理事連絡協議会について

・その他

富永委員長..東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥野.成末.荒木.末竹委員出席者

R1.10.12 15:30 郡市会社会保険担当理事連絡協議会 2階大会議室

・社会保険委員会からの連絡事項について

・郡市歯科医師会提出協議題について

・社保審査からの留意事項

・国保審査からの留意事項

・その他

品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事.富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥野.成
末.荒木.末竹委員
（長崎市）井手.上田.轟委員.（佐世保市）芥川理事.山本副委員長.原田.大津委員.（島原南高）小嶺.古瀬.
萩尾委員.（諌早市）藤原.納冨.森田委員.（大村東彼）峰委員.（西彼）大賀副委員長.中村.吉原.藤山委員.
（北松）巌副委員長.山﨑.畑田委員

出席者

R1.10.19 16:30 福江南松地区社会保険研修会 観光ﾋﾞﾙはたなか

・レセプト審査会からの留意事項

・個別指導の現状と対策

田中常務理事.富永委員長.藤樹委員出席者

R1.10.29 13:00 社会保険医療担当者個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階中
会議室B

末竹委員出席者

R1.11.05 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

東副委員長出席者

R1.11.05 14:45 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

東副委員長出席者

R1.11.09 17:30 社会保険打合せ 南島原市

松本委員出席者

R1.11.16 17:30 壱岐地区社会保険研修会 壱岐の島ﾎｰﾙ 101号
室

・レセプト審査会からの留意事項

・個別指導の現状と対策

宮口会長.富永委員長.東副委員長.安西委員出席者

R1.11.17 16:00 社会保険打合せ 諌早市内

奥野委員出席者

R1.11.18 14:00 社会保険医療担当者集団的個別指導立会 長崎県大波止ﾋﾞﾙ 7階
会議室

大平委員出席者

R1.11.18 18:50 社会保険打合せ 長崎市内

東副委員長.松永委員出席者

R1.11.21 14:00 社会保険医療担当者個別指導立会 対馬市交流ｾﾝﾀｰ 第4
会議室

富永委員長出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.11.22 13:00 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

荒木委員出席者

R1.11.26 14:00 社会保険医療担当者集団的個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階小
会議室

成末委員出席者

R1.11.30 15:00 対馬地区社会保険研修会 対馬市交流ｾﾝﾀｰ

・レセプト審査会からの留意事項

・個別指導の現状と対策

渋谷専務理事.富永委員長.奥野委員出席者

R1.12.03 19:30 社会保険打合せ 2階郡市会室

・両審査委員会と本会社会保険委員会との協議会について

富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平委員出席者

R1.12.07 14:30 社会保険打合せ 2階郡市会室

・両審査委員会との協議会について

・その他

富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥野.成末.荒木.末竹委員出席者

R1.12.07 15:00 両審査委員会と本会社会保険委員会との協議会 2階大会議室

・提出協議題について

・留意事項及び確認事項について

・その他

宮口会長.富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥野.成末.荒木.末竹委員
（社保審査）原医療顧問.中村主任審査委員.田中.鶴田.御厨.添野.山本.北野審査委員.（国保審査）小川
審査委員長.坂口.伊藤.松本.井手.森田審査委員

出席者

R1.12.10 13:00 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

松本委員出席者

R1.12.10 19:30 社会保険打合せ 島原市内

松本委員出席者

R1.12.11 19:00 社会保険打合せ 長崎市内

松永.大平委員出席者

R1.12.17 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

富永委員長出席者

R1.12.17 14:45 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

富永委員長出席者

R1.12.28 17:00 社会保険打合せ 2階郡市会室

・近県歯科医師会社会保険担当者会議の各県提出協議題について

・両審査委員会との協議会の提出協議題の取りまとめについて

富永委員長.東副委員長.松永.大平.荒木委員出席者

R2.01.09 19:25 社会保険打合せ 長崎市内

東副委員長.松永委員出席者

R2.01.10 19:15 社会保険打合せ 佐世保市内

安西委員出席者

R2.01.15 19:00 社会保険打合せ 諌早市内

奥野委員出席者

R2.01.16 13:00 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

松永委員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.01.16 15:15 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

松永委員出席者

R2.01.17 19:15 社会保険打合せ 佐世保市内

安西委員出席者

R2.01.21 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

奥野委員出席者

R2.01.21 14:45 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

奥野委員出席者

R2.01.23 13:15 社会保険医療担当者個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階小
会議室

安西委員出席者

R2.01.28 10:15 社会保険医療担当者個別指導立会 壱岐文化ﾎｰﾙ 101会
議室

荒木委員出席者

R2.01.29 19:15 社会保険打合せ 佐世保市内

安西委員出席者

R2.02.03 13:00 社会保険医療担当者個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 小会議
室

安西委員出席者

R2.02.03 15:15 社会保険医療担当者個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 小会議
室

安西委員出席者

R2.02.14 19:30 社会保険打合せ 大村市内

成末委員出席者

R2.02.18 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

藤樹委員出席者

R2.02.18 14:45 社会保険医療担当者個別指導立会 九州厚生局長崎事務
所会議室

藤樹委員出席者

R2.03.11 19:30 社会保険打合せ 2階大会議室

・令和2年度診療報酬改定について

富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.奥野.成末.荒木委員（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）原医療顧問.中村
社保主任審査委員.小川国保審査委員長.井手国保審査委員

出席者

R2.03.26 19:30 社会保険打合せ 2階大会議室

・令和２年度診療報酬改定スライド説明動画撮影

富永委員長.東副委員長.大平.松永委員.（医療情報）中村委員長.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者



長崎県歯科医師会専門学校事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 9回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.17 19:30 教務委員会 4階講師室

・第3学年前期試験結果について

・第3学年模擬試験結果について

・第3学年保護者面談について

・就職斡旋について

・退学願について

・推薦入学試験について

・学生募集地区担当者会について

・臨床実習講師会について

・戴帽式について

・卒業生動向調査について

・学校自己評価[前期]について

・令和元年度事業評価について

・令和2年度事業計画・予算について

・日本歯科衛生学会について（報告）

・学校案内作成について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

R1.11.14 19:00 専門学校運営委員会 2階役員室

・令和元年度後期行事予定について

・令和元年度長崎歯科衛生士専門学校会計現況について

・令和2年度学生募集について

・学校自己評価[前期]について

・令和元年度後期特待生について

・令和元年度卒業生求人求職状況について

・学生募集対策について

・その他

宮口委員長.岩永副委員長.品川.渋谷.田中.俣野.山下.平良.橋村.中村.富永.江頭委員出席者

R1.11.19 12:30 教務委員会 4階講師室

・第3学年臨床実習について

・第3学年医歯薬国試模擬試験結果について

・第3学年国家試験対策補習について

・就職斡旋について

・その他

宮口委員長.岩永副委員長.渋谷.田中.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員.中川顧問出席者

R1.12.15 15:30 教務委員会 4階講師室

・講師交代について

・講師雇用契約について

・第3学年国試模擬試験結果について

・第3学年Ⅲ期臨床実習感想について

・学生アンケート（いじめ）結果について

・修学旅行について

・就職面談会について

・臨床実習機関（医院承継）について

・学生募集対策について

・創立50周年記念誌作成について

・令和2年度年間行事予定について

・全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会Ⅵ.日本歯科衛生教育学会について（報告）

・その他

岩永副委員長.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

shika

報 告 第 ７ 号

shika

（専門学校運営委員会1回、教務委員会7回、専門学校委員会・教務委員会合同会議1回）



日付 時間 会議名称 場所

R2.01.21 19:30 教務委員会 4階講師室

・講師交代について

・第3学年就職斡旋状況について

・第3学年国試模擬試験結果について

・国家試験について

・後期試験受験資格について

・医療事務管理士技能認定試験について

・第1学年歯科診療見学について

・特待生制度の見直しについて

・学生募集対策について

・創立50周年記念誌作成について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

R2.02.01 14:30 教務委員会 4階講師室

・令和2年度歯科衛生士卒後学術研修会について

・第3学年後期試験結果について

・第3学年国試模擬試験結果について

・第1.2学年前期再々試験結果について

・修学旅行について

・卒業式について

・令和2年度講師会について

・令和2年度研修旅行について

・令和3年度学生募集要項・学生募集ポスターについて

・卒業生動向調査について

・非常勤講師規程について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

R2.03.03 19:30 教務委員会 4階講師室

・第1学年後期試験結果について

・第2学年後期試験結果について

・令和2年度前期特待生の選考について

・春期休暇補習について

・卒業式について

・学生募集ポスター・募集要項について

・オープンキャンパスについて

・総合患者実習について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

R2.03.07 14:00 専門学校委員会・教務委員会合同会議 4階講師室

・第29回歯科衛生士国家試験について

・就職斡旋について

・日本学生支援機構適格認定について

・令和2年度第3学年（Ⅱ・Ⅲ期）臨床実習計画表について

・入学式について

・学生募集ポスター・学生募集対策について

・男子学生の受入れについて

・令和元年度学校自己評価（年度末）について

・長崎歯科衛生士専門学校非常勤講師服務規程について

・県専各連公立及び私立高等学校教員と専門学校との意見交換会報告について

・その他

（教務）宮口委員長.田中.伊藤.坂本.小林委員.（専門学校）岩永委員長.松尾委員
中川顧問

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.03.26 19:00 教務委員会 4階講師室

・第29回歯科衛生士国家試験結果について

・退学願について

・令和2年度入学試験結果について

・第2学年Ⅰ期臨床実習感想について

・入学式について

・令和2年度講師会について

・令和2年度オープンキャンパスについて

・学生募集について

・創立50周年記念誌作成について

・令和2年度行事等の対応について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

2.諸会議  ( 30回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.08 14:00 高等教育の修学支援新制度説明会 福岡市都久志会館

・授業料等減免の事務処理等について

・学修意欲等の確認について

・学生等に対する新制度の周知について

・その他

小林教務主任出席者

R1.10.09 10:30 令和元年度日本学生支援機構奨学金業務研修会 九州大学医学部百年
講堂

・新しい給付奨学金制度について

・奨学金業務について

・その他

牧山専任教員出席者

R1.10.20 16:00 学生募集地区担当者会 4階講師室

・入学選考について

・指定校推薦制度について

・学生募集活動について

・就職斡旋について

・その他

田中副校長.岩永教務部長.松尾信.伊藤.坂本委員.中川顧問.小林教務主任.森教務副主任
（島原南高）松尾裕担当者.（諌早市）副島担当者.（大村東彼）松川担当者.（福江南松）横山担当者

出席者

R1.10.20 17:00 入学試験委員会 4階講師室

・令和2年度推薦入学試験選考について

・その他

田中副校長.岩永副委員長.松尾信.伊藤.坂本.松尾裕.副島.松川.横山委員.中川顧問.小林教務主任.森教
務副主任

出席者

R1.10.25 13:55 （キッズ・コーポレーション）進路ガイダンス 長崎女子商業高校

中島専任教員出席者

R1.10.28 13:50 （昭栄広報）高校内ガイダンス 鎮西学院高校

森教務副主任出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.10.29 19:30 専門学校臨床実習講師会 2階大会議室

・臨床実習要項について

・アンケート結果について

・令和元年度第2学年臨床実習について

・臨床実習前の歯科衛生士による特別講義について

・学生からの評価について

・男子学生受入れについて

・その他

宮口校長.渋谷専務理事.田中副校長.岩永教務部長.松尾.井村.伊藤.坂本委員.小林教務主任.森教務副
主任.生田.中島.牧山.小谷専任教員
長田.常岡.柴原.有田.犬塚.栗原.原.野原.池田.渡邉.吉田.小山.末竹.田中慎.出口.澤本.添野.古豊.稲澤.松
尾剛.吉武勇講師.平尾.井元.山地.山本.古賀.山﨑志.木下.松尾.山﨑晴.梶原.西川.橋村.大山.溝上.高橋.
山内.上片歯科衛生士

出席者

R1.11.05 15:40 長崎大学病院実習オリエンテーション 長崎大学病院

・一般注意事項及び各実習診療科の実習計画と注意事項

・院内見学

生田.中尾専任教員.2学年33人出席者

R1.11.06 16:00 （昭栄広報）諌早会場進学相談会 諌早市L&Lﾎﾃﾙｾﾝﾘｭｳ

中尾専任教員出席者

R1.11.11 13:30 専門学校長崎地区高等学校訪問 長崎南.長崎北.長崎北
陽台.純心高校

・令和2年度学生募集について

中川顧問.小林教務主任出席者

R1.11.12 12:35 （ライセンスアカデミー）高校内ガイダンス 壱岐高校

小林教務主任出席者

R1.11.14 16:00 （昭栄広報）大村地区合同ガイダンス ﾊﾟｰｸﾍﾞﾙｽﾞ大村

小谷専任教員出席者

R1.11.16 16:00 専門学校就職面談会 5階講堂.4階第2講義
室

岩永教務部長.松尾.伊藤委員.（医療管理）橋村委員長.天野委員.小林教務主任.森教務副主任.生田.中
尾.中島.牧山.小谷専任教員.3学年学生47人.参加数30医院（会員.スタッフ72人）

出席者

R1.11.17 10:00 専門学校就職面談会 5階講堂.4階第2講義
室

岩永教務部長.井村.坂本委員（医療管理）橋村委員長.天野委員.小林教務主任.森教務副主任.中尾.牧
山.小谷専任教員.3学年学生47人.参加数28医院（会員.スタッフ54人）

出席者

R1.11.20 13:00 LGBTフォーラム 長崎大学中部講堂

・児童・青年期における性的指向と性別違和について

・パネルディスカッション

小林教務主任出席者

R1.12.02 13:50 （ライセンスアカデミー）高校内ガイダンス 長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ 3階国
際会議場

生田専任教員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.12.06 17:00 日本歯科衛生教育学会評議員会 福岡県歯会館

・2019～2022年度各種委員会委員について

・会務報告について

・各種委員会報告について

・新規評議員について

・「日本歯科衛生教育学会10年の記録」について

・「歯科衛生士教員の研究状況と研究に関する要望」調査について

・推薦書籍および教材に関する申し合わせの制定について

・推薦書籍および教材について

・研究倫理審査委員会規程修正について

・利益相反委員会規程修正について

・第10回学術大会準備状況報告

・第11回学術大会準備状況報告・大会参加費について

・第12回学術大会準備状況報告

・第13回学術大会について

・2019年度総会次第および進行について

・その他

小林教務主任出席者

R1.12.07 9:50 全国歯科衛生士教育協議会歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ・日本
歯科衛生教育学会（～12/8）

福岡県歯会館

・教育講演Ⅰ「納得される口腔機能管理の基礎は口腔周囲の解剖・生理である」
　福岡医療短期大学歯科衛生学科非常勤講師 升井一朗

・教育講演Ⅱ「生活を支える歯科医療-地域包括ケアにおける歯科衛生士の役割-」
　福岡歯科大学口腔歯学部総合歯科学講座総合歯科学分野教授 松尾忠行

・第10回学術大会記念講演「-10周年に寄せて-歯科衛生学体系を考える」
　鶴見大学名誉教授 松田裕子

・シンポジウム
「総合病院で果たす歯科衛生士の役割-周術期における歯科衛生士の介入-」
　独立行政法人北九州市立病院機構北九州市立医療センター歯科口腔ケア外来歯科衛生士長　中
村真理
「訪問歯科チームにおける歯科衛生士の役割-急性期病院における多職種連携-」
　福岡歯科大学医科歯科総合病院訪問歯科センター歯科衛生士 縄田和歌子
「地球で果たす歯科衛生士の役割-多職種協働連携における歯科衛生士の位置づけ-」
　糸島歯科医師会口腔保健センター地域歯科医療連携室 原口公子
「災害支援で果たす歯科衛生士の役割-口腔機能支援チームの一員として-」
　福岡県歯科衛生士会常務理事 重冨照子

・口演発表8題,ポスター発表30題

・委員会セッション
『書いてみましょう！研究計画書を』～作成のためのポイント～
「多職種連携のできる人材を育てるために～看護大学における看護職の育成の試み～」
「歯科衛生士教育における歯科衛生過程のアウトカム」

森教務副主任.生田.中島専任教員出席者

R1.12.10 14:30 長崎県専修学校各種学校連合会令和元年度設置者・校長・事務担
当者研修会教職員研修会

ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾋﾙ長崎

・令和元年度振興事業「公立私立高等学校進路指導担当者との意見交換会」開催について

・令和元年度第41回九州ブロック専門学校体育大会鹿児島大会について

・令和2年度第22会長崎県専門学校スポーツ交流大会について

・令和2年度九州ブロック大会長崎大会総会研修会について

・長崎新聞就活情報誌「HR」について

・教職員研修会「情けは、人の為ならず。」
　一般社団法人長崎県専修学校各種学校連合会顧問 山口　隆

森教務副主任出席者

R1.12.15 17:00 入学試験委員会 4階講師室

・令和2年度推薦（二次）社会人（一次）入学試験選考について

・その他

岩永副委員長.井村.伊藤.坂本委員.小林教務主任.森教務副主任出席者

R1.12.17 14:00 （ライセンスアカデミー）高校内ガイダンス 瓊浦高校

中尾専任教員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.02.01 17:00 入学試験委員会 4階講師室

・令和2年度一般（一次）社会人（二次）入学試験選考について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本委員出席者

R2.02.04 12:45 日本学生支援機構奨学業務連絡協議会 九州大学医学部百年
講堂

・2020年度における新規事項について

・修学支援新制度（給付奨学金・授業料等減免制度）について

・質疑応答

・その他

土山課長.小林教務主任出席者

R2.02.21 13:00 （長崎県専修学校各種学校連合会）公立及び私立高等学校教員と
専門学校との意見交換会

長崎市立図書館多目
的ﾎｰﾙ

・講演「高等教育の無償化について」「いま、専門学校は」

・意見交換会

岩永教務部長.中川顧問.小林教務主任出席者

R2.03.08 15:30 入学試験委員会 4階講師室

・令和2年度一般（二次）.社会人（三次）入学選考について

・その他

岩永副委員長.伊藤.坂本委員出席者

R2.03.13 18:30 専門学校学校関係者評価委員会 3階学校会議室

・令和元年度卒業生就職状況について

・卒業生動向調査について

・高等教育の修学支援新制度について

・令和元年度前期自己評価について

・その他

田中副校長.岩永教務部長.田中.浅井.角.淺田.村上.山口.道下委員.小林教務主任.森教務副主任.生田.
小谷専任教員

出席者

R2.03.13 19:30 専門学校教育課程編成委員会 3階学校会議室

・令和2年度カリキュラム（案）について

・シラバスについて

・臨床・臨地実習について

・その他

田中副校長.岩永教務部長.角.淺田.村上.山口.松尾.松永委員.小林教務主任.森教務副主任.生田.小谷専
任教員

出席者

R2.03.19 16:30 （長崎県専修学校各種学校連合会）令和元年度臨時総会 長崎公務員専門学校3
号館

・九州ブロック協議会長崎県大会について

・中尾安則元会長の叙勲受賞祝賀会について

・令和3年度入学生募集開始時期の変更について

・今後の日程について

小林教務主任出席者

R2.03.24 14:00 （長崎医療こども専門学校）教育課程編成委員会 同校

・本日の会議の目的について

・学内委員から、来年度の教育課程表について

・外部委員から、来年度の教育課程表について

・調査事項について

・質疑応答

・委員の更新について

・その他

小林教務主任出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.03.27 14:00 自民党県連政務調査会との打合せ 県庁議会棟 2階会議
室

・歯科衛生士人材確保について

田中副校長.岩永教務部長.小林教務主任
（自民党県連）前田政務調査会長.山本政務調査副会長.浅田政務調査副会長.ごう政務調査副会長.山
下組織副委員長.北村政調政策審議委員.（県医療政策課）馬場参事.（県国保・健康増進課）初村参事

出席者

3.諸行事  ( 39回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.03 9:30 専門学校3学年医歯薬国試模擬試験 5階講堂

出席者

R1.10.05 14:00 専門学校オープンキャンパス 3.4階専門学校

小林教務主任.森教務副主任.牧山.小谷専任教員.2学年学生2人.参加者3人.保護者3人出席者

R1.10.18 9:00 専門学校3学年高齢者施設訪問実習 ｼﾝﾌｫﾆｰ稲佐の森他

森教務副主任.学生47人出席者

R1.10.20 13:00 専門学校指定校・高校推薦（一次）入学試験 5階講堂

田中副校長.岩永副委員長.松尾信.伊藤.坂本.松尾裕.副島.松川.横山委員.中川顧問出席者

R1.10.21 9:00 専門学校3学年高齢者施設実習 ｼﾝﾌｫﾆｰ稲佐の森他

森教務副主任.中尾専任教員.学生47人出席者

R1.11.10 7:50 専門学校3学年修学旅行（～11/12） 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ他

岩永教務部長.森教務副主任.牧山専任教員.学生47人出席者

R1.11.19 13:00 専門学校戴帽式 5階講堂

宮口校長.渋谷専務理事.田中副校長.岩永教務部長.松尾.井村.伊藤.坂本委員.中川顧問.岩永事務局長.
小林教務主任.森教務副主任.生田.中尾.中島.牧山.小谷専任教員.江口講師

出席者

R1.11.22 専門学校3学年国試対策授業（～12/19）

出席者

R1.11.25 専門学校2学年臨床実習開始（～2/28） 各臨床実習施設

出席者

R1.11.25 9:30 専門学校3学年医歯薬国試模擬試験 5階講堂

出席者

R1.11.26 18:00 専門学校イブニングオープンキャンパス 3.4階専門学校

岩永教務部長.小林教務主任.森教務副主任.生田.中島専任教員.3学年学生2人.参加者4人.保護者2人出席者

R1.12.02 専門学校3学年就職面接開始

出席者

R1.12.05 13:30 専門学校2学年ブラッシング指導 ｷﾝﾀﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ保育園

森川講師.森教務副主任.学生33人出席者

R1.12.15 13:00 専門学校指定校．高校推薦（二次）.社会人（一次）入学試験 4階第1講義室.講師室

岩永副委員長.井村.伊藤.坂本委員出席者

R1.12.20 9:30 専門学校3学年DHS国試模擬試験 5階講堂

出席者

R1.12.24 専門学校1～3学年冬期休暇（～1/6）

出席者

R1.12.24 9:00 専門学校3学年国家試験対策補習（～12/31）

出席者

R2.01.07 8:50 専門学校1～3学年始業式 4階第1・2・3講義室

岩永教務部長出席者

R2.01.07 9:10 専門学校3学年後期試験（～1/9） 5階講堂

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.01.10 9:30 専門学校3学年医歯薬国試模擬試験 5階講堂

出席者

R2.01.23 9:20 専門学校2学年ブラッシング指導 長崎大学教育学部附
属特別支援学校

森教務副主任.中尾専任教員.学生33人出席者

R2.01.27 9:10 専門学校3学年医歯薬国試模擬試験 5階講堂

出席者

R2.01.27 9:10 専門学校1・2学年後期試験（～1/31） 5階講堂

出席者

R2.02.01 13:00 専門学校一般（一次）.社会人（二次）入学試験 4階第1講義室.講師室

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本委員出席者

R2.02.03 9:30 専門学校3学年DHS国試模擬試験 5階講堂

出席者

R2.02.07 8:30 専門学校3学年DHS超直前対策講座 5階講堂

出席者

R2.02.10 9:30 専門学校3学年医歯薬国試模擬試験 5階講堂

出席者

R2.02.17 9:30 専門学校3学年校内国試模擬試験 5階講堂

出席者

R2.02.24 9:00 専門学校歯科医療事務技能認定試験補習 3階学校会議室・ｾﾝﾀｰ
研修室

井手講師.生田専任教員.2学年学生4人出席者

R2.02.25 9:30 専門学校3学年校内国試模擬試験 5階講堂

出席者

R2.03.01 9:30 歯科衛生士国家試験 福岡大学

岩永教務部長.小林教務主任.牧山専任教員.3学年学生47人出席者

R2.03.06 13:15 専門学校1・2学年終業式 4階1・2講義室

岩永教務部長出席者

R2.03.07 13:00 専門学校卒業式 5階講堂

宮口校長.渋谷専務理事.田中副校長.岩永教務部長.松尾.伊藤.坂本委員.中川顧問.岩永事務局長.小林
教務主任.森教務副主任.生田.中尾.中島.牧山.小谷専任教員

出席者

R2.03.08 9:00 専門学校歯科医療事務技能認定試験補習 3階学校会議室・ｾﾝﾀｰ
研修室

井手講師.中尾専任教員.2学年学生4人出席者

R2.03.08 13:00 専門学校一般（二次）.社会人（三次）入学試験 4階第1講義室.講師室

岩永副委員長.伊藤.坂本委員出席者

R2.03.09 専門学校1・2学年春期休暇（～4/3）

出席者

R2.03.16 10:00 専門学校新入生オリエンテーション 5階講堂

新入生43人出席者

R2.03.20 9:00 専門学校歯科医療事務技能認定試験補習 3階学校会議室・ｾﾝﾀｰ
研修室

井手講師.中島専任教員.2学年学生3人出席者

R2.03.26 14:00 専門学校国家試験合格発表

出席者



長崎県歯科医師会地域福祉事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 6回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.02 19:30 地域福祉委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・口腔保健センターの管理運営について

・（県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業について

・障害者歯科協力医マニュアルの改訂について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・口腔衛生管理マニュアルの作成について

・口腔機能管理マニュアルの作成について

・多職種連携研修会（地域包括ケアシステム対策研修会）について

・要介護高齢者施設協力医名簿の作成について

・基幹病院歯科の実態調査について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・（県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研修事業について

・（県委託）長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業について

・各種啓発媒体の作成について

・各種協力医名簿の更新について

・長崎口のリハビリテーション研究会について

・お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業について

・九州各県地域保健担当者会について

・介護の日イベントへの対応について

・地域福祉かわら版について

・その他

江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原委員出席者

R1.11.16 15:30 地域福祉委員会 2階郡市会室

・令和元年度事業評価について

・令和2年度事業計画・予算について

・口腔保健センターの管理運営について

・（県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業について

・障害者歯科協力医マニュアルの改訂について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・県北地区の特別支援学校の摂食嚥下障害のアンケート調査について

・口腔衛生管理マニュアルの作成について

・口腔機能管理マニュアルの作成について

・多職種連携研修会（地域包括ケアシステム対策研修会）について

・要介護高齢者施設協力医名簿の作成について

・基幹病院歯科の実態調査について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・（県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研修事業について

・（県委託）長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業について

・各種啓発媒体の作成について

・各種協力医名簿の更新について

・長崎口のリハビリテーション研究会について

・お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業について

・介護の日イベントへの対応について

・地域福祉かわら版について

・その他

俣野常務理事.江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R1.12.05 19:30 地域福祉委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・口腔保健センターの管理運営について

・（県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業について

・障害者歯科協力医マニュアルの改訂について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・県北地区の特別支援学校の摂食嚥下障害のアンケート調査について

・口腔衛生管理マニュアルの作成について

・口腔機能管理マニュアルの作成について

・要介護高齢者施設協力医名簿の作成について

・基幹病院歯科の実態調査について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・（県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研修事業について

・（県委託）長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業について

・各種啓発媒体の作成について

・各種協力医名簿の更新について

・長崎口のリハビリテーション研究会について

・お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業について

・地域福祉かわら版について

・その他

江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原委員出席者

R2.01.25 16:00 地域福祉委員会 2階郡市会室

・口腔保健センターの管理運営について

・（県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業について

・障害者歯科協力医マニュアルの改訂について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・県北地区の特別支援学校の摂食嚥下障害のアンケート調査について

・口腔衛生管理マニュアルの作成について

・口腔機能管理マニュアルの作成について

・要介護高齢者施設協力医名簿の作成について

・基幹病院歯科の実態調査について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・（県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研修事業について

・（県委託）長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業について

・各種啓発媒体の作成について

・各種協力医名簿の更新について

・長崎口のリハビリテーション研究会について

・お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業について

・第2回郡市会地域福祉担当理事連絡協議会について

・郡市会地域保健・地域福祉担当理事合同連絡協議会について

・令和2年度委員会行事予定について

・地域福祉かわら版について

・その他

俣野常務理事.江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原委員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.02.18 19:30 地域福祉委員会[TV会議] 2階第1会議室.各拠点

・口腔保健センターの管理運営について

・（県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業について

・障害者歯科協力医マニュアルの改訂について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・県北地区の特別支援学校の摂食嚥下障害のアンケート調査について

・口腔衛生管理マニュアルの作成について

・口腔機能管理マニュアルの作成について

・要介護高齢者施設協力医名簿の作成について

・基幹病院歯科の実態調査について

・（県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・（県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研修事業について

・（県委託）長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業について

・各種啓発媒体の作成について

・各種協力医名簿の更新について

・長崎口のリハビリテーション研究会について

・お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業について

・第2回郡市会地域福祉担当理事連絡協議会について

・郡市会地域保健・地域福祉担当理事合同連絡協議会について

・令和2年度委員会行事予定について

・地域福祉かわら版について

・その他

江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.吉原委員出席者

R2.03.14 15:00 地域福祉委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和元年度委員会事業評価について

・令和2年度委員会関係行事予定について

・口腔保健センターの管理運営について

・（県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業について

・障害者歯科協力医マニュアルの改訂について

・障害者歯科協力医報告書について

・長崎県内の特別支援学校の摂食嚥下障害のアンケート調査について

・口腔機能管理マニュアルの作成について

・要介護高齢者施設協力医名簿の作成について

・基幹病院歯科の実態調査について

・（県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・（県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研修事業について

・（県委託）長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業について

・各種啓発媒体の作成について

・各種協力医名簿の更新について

・長崎口のリハビリテーション研究会について

・お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業について

・地域福祉かわら版について

・その他

俣野常務理事.江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原委員出席者

2.諸会議  ( 44回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.03 19:30 地域福祉打合せ[TV会議] 2階郡市会室.佐世保
市歯会館

・障害者歯科診療マニュアルについて

江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.齋藤.吉原委員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.10.05 14:30 （県委託）長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業（北松地区）
歯科医師認知症対応力向上研修会

たびら活性化施設

・Ⅰ「基本知識」
　平戸市医師会会長　柿添圭嗣

・Ⅱ「かかりつけ歯科医の役割」
　北松歯科医師会理事　大森　正

・Ⅲ「連携と制度」
　平戸市長寿介護課高齢者支援班班長　藤井雅子

（北松）安部会長.森専務理事.大森.迎理事.稲澤委員
参加者13人（会員12人、ｽﾀｯﾌ1人）

出席者

R1.10.10 15:00 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（佐世保市）打合せ会 佐世保市 やぎはらの
郷

・在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・その他

須田委員出席者

R1.10.12 15:00 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業　口腔リハビリテーションインストラクター認定研修会Ⅱ

4階第1講義室

・「口から食べないといけないのはなぜか，口から食べるのがおそろしいのはなぜか」-3つのキーフ
レーズで考える摂食嚥下障害への対応-
　一般社団法人TOUCH/TOUCH口腔機能回復センター代表　舘村　卓

俣野常務理事.江頭委員長.（学術）小山副委員長
参加者29人

出席者

R1.10.18 19:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（佐世保市）拠点委員
会

佐世保市歯会館

・在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・佐世保市地域歯科医療連携室における活動実績について

・歯科衛生士会の活動について

・地域包括（地域個別ケア会議）の概要について

・オーラルフレイルの周知意見交換について

・個別ケア会議やケアプラン作成ができる歯科衛生士人材育成について

・歯科衛生士需給問題について

・その他

須田委員
（佐世保市）田中.徳富副委員長.宮岡事務局長.松崎知夏.正林弓子.半澤佳子.久保田洋子.桑原智子.久
松美也子歯科衛生士

出席者

R1.10.23 19:30 地域福祉打合せ 2階応接室

・令和2年度地域福祉事業計画・予算について

江頭委員長出席者

R1.11.01 20:00 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・口腔機能管理マニュアルの作成について

江頭委員長.藤副委員長.松田.納冨.齋藤.吉原委員出席者

R1.11.05 19:30 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業打合せ

島原南高歯会館

・（島原南高地区）多職種連携研修会の開催について

・歯科衛生士の発表内容の確認および当日スケジュールについて

松田委員.北田章子歯科衛生士出席者

R1.11.14 19:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（大村東彼）拠点委員
会

大村東彼歯会事務所

・主治医意見書の書き方講習会及びケアマネとの交流会（11月15日）について

・地域歯科医療連携室について

・長崎県歯科衛生士会大村東彼支部との連携について　

・会員の医療情報（診療時間等）の把握について　

・その他

角委員
（大村東彼）村上副会長.山夲専務理事.松川常務理事.山邉総務理事.大安理事.本川委員長.田中朝子歯
科衛生士

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.11.19 19:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（大村東彼）大村地域
歯科医療連携室運営協議会

大村東彼歯会事務所

・設置要項について

・リーフレットの周知方法について

・実績報告について

・課題と今後の運営について

・その他

角委員
（大村東彼）村上副会長.本川委員長.（県歯科衛生士会）田中大村東彼副支部長.（大村市）川下福祉保
健部長.山中こども未来部長.西村こども家庭課長.坂上国保けんこう課長.原障がい福祉課長.前田長寿介
護課長.角野地域包括支援センター長.（大村市医師会）山下在宅医療サポートセンター長.楠本医療福祉
連携室長

出席者

R1.11.20 13:00 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業打合せ

島原市医師会館

・（島原南高地区）多職種連携研修会について

松田委員出席者

R1.11.27 19:00 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業（島原南高地区）多職種連携研修会

島原市有明文化会館

・「在宅・施設における歯科衛生士の活動」
　島原南高歯科衛生士会会長　北田章子

・「在宅歯科医療に向けた長崎県歯科医師会の取組」
　長崎県歯科医師会地域福祉委員会委員　松田　威

・グループディスカッション（症例検討会）

江頭委員長.森.松田.納冨.角.吉原委員.北田章子歯科衛生士
参加者82人

出席者

R1.12.12 19:30 地域福祉打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・障害者歯科診療マニュアルの作成について

江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.齋藤.吉原委員出席者

R1.12.21 15:00 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業　口腔リハビリテーションインストラクター認定研修会Ⅲ

5階講堂

・「リマウント調整に必要な咬合採得と調整の実際」
　歯科河原英雄医院院長　河原英雄

・症例発表
 　医療法人 天草祐歯会理事長　富久清孝

　長崎市 おやま歯科中通り診療所　小山浩一郎
 　島原市 まき歯科　副島太悟

　雲仙市 まき歯科あづま　副島隆太
 　たたらリハビリテーション病院・歯科　今井美恵

俣野常務理事.江頭委員長.藤副委員長.松谷.森委員.（学術）小山副委員長
参加者89人（会員54人、ｽﾀｯﾌ35人)

出席者

R1.12.27 19:30 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業検討会議

2階郡市会室

・第3回長崎県口腔リハビリテーションインストラクター認定研修会について（12/21）

・第4回長崎県口腔リハビリテーションインストラクター認定研修会について（1/18）

・第5回長崎県口腔リハビリテーションインストラクター認定研修会研修Ⅴ（2/15）の内容について

・令和2年度事業計画について

・その他

渋谷専務理事.俣野常務理事.江頭委員長.（学術）小山副委員長出席者

R2.01.11 16:00 全国共通がん医科歯科連携講習会 3階学校会議室

・全国共通がん医科歯科連携講習（DVD講習）
「がん治療総説」
「がん手術と口腔ケア」
「がん薬物療法を受ける患者の歯科治療・口腔ケア」
「頭頸部放射線療法、放射線化学療法の患者への歯科治療・口腔ケア」
「BMA（Bone Modifying Agents）の使用に関連する顎骨壊死と歯科治療・口腔ケア」
「がん医療における緩和ケアと歯科治療・口腔ケア」
「がん患者における歯科治療の実際」

藤副委員長.松谷.森委員
参加者13人（会員11人、準会員1人、ｽﾀｯﾌ1人）

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.01.16 19:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（佐世保市）市町・地
域包括支援センター・介護支援専門員連絡協議会等との協議会

佐世保市 すこやかﾌﾟﾗ
ｻﾞ

・長寿社会課や各包括区域など介護予防現場における歯科への要望

・地域個別ケア会議における歯科指導内容と歯科への紹介経路について

・プレ・フレイルとしてのオーラルフレイルとは

・長崎市におけるオーラルフレイルの取り組みの紹介

・その他

須田委員
（佐世保市）八谷理事.田中.德富.古川副委員長

出席者

R2.01.18 15:00 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業　口腔リハビリテーションインストラクター認定研修会Ⅳ

長崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

・在宅・施設入院患者の口腔内を悪化させないために
　村田歯科医院　黒岩恭子

・症例発表
　長崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院　大石佳奈.中村美百花.一ノ瀬　愛

俣野常務理事.江頭委員長.（学術）小山副委員長
参加者24人（歯科医師20人、歯科衛生士4人）

出席者

R2.01.30 19:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（大村東彼）拠点委員
会

大村東彼歯会事務所

角委員
（大村東彼）村上副会長.山夲専務理事.松川常務理事.山邉総務理事.大安理事.本川委員長.田中朝子歯
科衛生士

出席者

R2.01.31 20:00 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・口腔機能管理マニュアルについて

藤副委員長.松田.納冨.角.齋藤.吉原委員出席者

R2.02.01 16:00 （県北地区）全国共通がん医科歯科連携講習会 佐世保市歯会館

・全国共通がん医科歯科連携講習（DVD講習）
　「がん治療総説」
　「がん手術と口腔ケア」
　「がん薬物療法を受ける患者の歯科治療・口腔ケア」
　「頭頸部放射線療法、放射線化学療法の患者への歯科治療・口腔ケア」
　「BMA（Bone Modifying Agents）の使用に関連する顎骨壊死と歯科治療・口腔ケア」
　「がん医療における緩和ケアと歯科治療・口腔ケア」
　「がん患者における歯科治療の実際」

須田委員
参加者9人（会員7人、ｽﾀｯﾌ2人）

出席者

R2.02.03 19:30 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業検討会議

2階郡市会室

・第5回長崎県口腔リハビリテーションインストラクター認定研修会について

・令和2年度在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研修事業について

・その他

渋谷専務理事.俣野常務理事.江頭委員長.（学術）小山副委員長
（長崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）栗原理事長

出席者

R2.02.03 19:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（島原南高）拠点委員
会

長崎県島原病院

・事業内容・実績報告について

・その他

松田委員
（島原南高）松島会長.佐藤専務理事.北田章子歯科衛生士

出席者

R2.02.04 19:30 （県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業検討会議 2階郡市会室

・（県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業について

江頭委員長.藤副委員長
（長崎市）松永常典会員

出席者

R2.02.05 19:30 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

藤副委員長.森.齋藤.吉原委員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.02.05 20:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（時津町）市町・地域
包括支援センター・介護支援専門員連絡協議会打合せ

時津町地域包括支援
ｾﾝﾀｰ

・令和2年度在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・その他

江頭委員長出席者

R2.02.12 13:00 （県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業連絡調整
会議

長崎市 三和みのり園

・入所者の口腔管理の実情把握について

・施設の取り組み内容について

（長崎市）松永常典会員出席者

R2.02.13 17:30 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業検討会議

長崎市 おやま歯科中
通り診療所

・長崎県口腔リハビリテーションインストラクター認定研修会Ⅴの運営について

・ワークショップの進行方法について

・その他

（学術）小山副委員長
（長崎リハビリテーション病院）淡野部長.大石歯科衛生士.岡崎言語聴覚士

出席者

R2.02.15 15:00 （県補助）在宅歯科医療に関わる歯科医療従事者人材育成支援研
修事業　長崎県口腔リハビリテーションインストラクター認定研修会
Ⅴ

5階講堂

・「口のリハビリテーションの薦め」～医科歯科連携の重要性～
　一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院理事長　栗原正紀

 ・「本研修の振り返り第1回～第4回長崎リハビリテーション病院における歯科の取り組み紹介」
 「ワークショップの課題と進行説明」
　一般社団法人長崎県歯科医師会学術委員会副委員長　小山浩一郎

・グループワークショップ

俣野常務理事.江頭委員長.（学術）小山副委員長
参加者53人（会員19人、ｽﾀｯﾌ34人)

出席者

R2.02.15 15:00 （県委託）長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業（福江南松
地区）歯科医師認知症対応力向上研修会

観光ﾋﾞﾙはたなか

・Ⅰ「基本知識」
　医療法人社団厚善会郡家病院　郡家聖史

・Ⅱ「かかりつけ歯科医の役割」
　福江南松歯科医師会理事　米山須弥也

・Ⅲ「連携と制度」
　五島市市役所長寿介護課係長　小川明美

（福江南松）小牧常務理事.米山理事
参加者19人

出席者

R2.02.19 19:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（長崎市）拠点委員会 2階郡市会室

・（県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

江頭委員長
（連携室）池田道子.岡本玲子.川添朋子.彌永知子歯科衛生士

出席者

R2.02.20 20:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（長与町）市町・地域
包括支援センター・介護支援専門員連絡協議会打合せ

長与町南交流ｾﾝﾀｰ

・令和2年度在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・その他

江頭委員長出席者

R2.02.22 9:30 （県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業連絡調整
会議

対馬市 杉の木ﾎｰﾑ

・入所者の口腔管理の実情把握について

・施設の取り組み内容について

（対馬市）糸瀬　永会員.三近　優歯科衛生士出席者

R2.02.22 14:00 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・郡市会地域福祉担当理事連絡協議会について

江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原委員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.02.22 15:00 郡市会地域福祉担当理事連絡協議会 2階大会議室

・郡市会提出協議題について

・長崎県歯科医師会提出協議題について

・その他

宮口会長.田中.俣野常務理事.江頭委員長.藤副委員長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原委員
（長崎市）多良副委員長.買原委員.（佐世保市)田中副委員長.村尾委員.（島原南高)喜多委員.（諌早市)
増山理事.（大村東彼)本川委員長.砺山委員.（北松)大森理事.（福江南松)米山理事.（対馬市)糸瀬理事.
（壱岐市)久田理事

出席者

R2.02.26 10:25 （県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業口腔ケア
研修会

長崎市 三和みのり園

・口腔ケア時の姿勢について

・口腔ケア用具の種類・使用法について

（長崎市）松永常典会員.山中牧江.城田淳子歯科衛生士
参加者26人

出席者

R2.02.27 13:30 （県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業口腔ケア
研修会

対馬市 杉の子ﾎｰﾑ

・講義「障害者の口腔ケアについて」
　いとせ歯科医院　糸瀬　永

・実習「口腔清掃について実演・指導」「脱感作療法、口腔清掃姿勢、うがい用コップの製作及び使い
方」

（対馬市）糸瀬　永会員.三近　優歯科衛生士
参加者10人

出席者

R2.02.27 19:30 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

江頭委員長.藤副委員長.森.齋藤.吉原委員出席者

R2.02.27 20:00 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（佐世保市）拠点委員
会

佐世保市歯会館

・地域包括ケア会議における介護予防に係る意見交換会の概要について

・佐世保市地域包括ケアガイドマップ登録の件

・その他

須田委員
（佐世保市）八谷理事.古川.德富副委員長.太田委員.宮岡事務局長.松﨑知夏.正林弓子歯科衛生士

出席者

R2.03.04 13:00 （県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業連絡調整
会議

大村市 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾋﾟｱ
ﾊｳｽﾋﾞﾊｰﾗ

・入所者の口腔管理の実情把握について

・施設の取り組み内容について

俣野常務理事出席者

R2.03.05 19:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（大村東彼）拠点委員
会

大村東彼歯会事務所

・第2回地域歯科医療連携室運営協議会について

角委員
（大村東彼）村上副会長.山夲専務理事.松川常務理事.山邉総務理事.大安理事.本川委員長.田中朝子歯
科衛生士

出席者

R2.03.09 13:00 （県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業口腔ケア
研修会

大村市 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾋﾟｱ
ﾊｳｽﾋﾞﾊｰﾗ

・講義「障害者施設における口腔ケアの実際」
　長崎県歯科医師会常務理事　俣野正仁

・実習「口腔ケアグッズの使用法」

俣野常務理事
参加者8人

出席者

R2.03.09 19:30 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（大村東彼）運営協議
会

大村東彼歯会事務所

・大村地域歯科医療連携室設置要綱について

・大村地域歯科医療連携室運営協議会設置要綱について

・大村地域歯科医療連携室の実績について

・今後の課題について

角委員
（大村東彼）村上副会長.本川委員長.田中朝子歯科衛生士

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.03.12 19:30 （県委託）長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業打合せ 2階役員室

・令和2年度長崎県歯科医師認知症対応力向上研修事業について

渋谷専務理事.俣野常務理事.江頭委員長出席者



長崎県歯科医師会口腔保健センター事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 6回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.02 19:30 口腔保健センター医局会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・口腔保健センターの診療について

・令和元年度障害者巡回歯科診療の予定について

・障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業について

・障害者歯科診療マニュアルについて

・その他　

江頭医局長.藤副医局長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原医局員.長田診療部長出席者

R1.10.10 19:00 口腔保健センター管理運営委員会 2階役員室

・口腔保健センターの後任について

・派遣歯科麻酔医の給与について

・その他

宮口委員長.江頭副委員長.品川.渋谷.田中.俣野.山下.平良.橋村.中村.富永.岩永委員出席者

R1.12.05 19:30 口腔保健センター医局会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・口腔保健センター診療について

・令和元年度障害者巡回歯科診療の予定について

・口腔保健センター研修会について

・障害者歯科協力医マニュアルの改訂について

・県北地区の特別支援学校の摂食嚥下障害のアンケート調査について

・障害者歯科協力医名簿について

江頭医局長.藤副医局長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原医局員.長田診療部長出席者

R2.01.25 17:30 口腔保健センター医局会 2階郡市会室

・口腔保健センターの診療について

・令和元年度障障害者巡回歯科診療の予定について

・佐世保地区巡回歯科診療拠点『にじいろ』チラシについて

・口腔保健センター研修会について

・（県委託）障害者施設職員・保護者向け口腔ケア指導事業について

・障害者歯科協力医マニュアルについて

・県北地区の特別支援学校の摂食嚥下障害のアンケートについて

江頭医局長.藤副医局長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原医局員.長田診療部長出席者

R2.02.18 19:30 口腔保健センター医局会[TV会議] 2階第1会議室,各拠点

・口腔保健センターの診療について

・県北地区巡回診療拠点にじいろの案内チラシの配布先及び配布方法について

・県北地区の特別支援学校の摂食嚥下障害のアンケート調査について

・口腔保健センター令和元年度研修会について

江頭医局長.藤副医局長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原医局員.長田診療部長出席者

R2.03.14 17:00 口腔保健センター医局会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・口腔保健センターの診療について

・障害者巡回歯科診療の予定について

・3月佐世保拠点「にじいろ」について

・令和元年度口腔保健センター研修会について

・常勤歯科衛生士の採用について

・長崎県内の特別支援学校の摂食嚥下障害のアンケート調査について

江頭医局長.藤副医局長.松谷.森.須田.松田.納冨.角.齋藤.吉原医局員.長田診療部長出席者

2.諸会議  ( 9回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.09 19:30 口腔保健センター打合せ 2階郡市会室

江頭医局長.長田診療部長出席者

shika

（管理運営委員会1回、医局会5回）



日付 時間 会議名称 場所

R1.10.25 9:00 第62回秋季日本歯周病学会学術大会 西日本総合展示場.北
九州国際会議場

・「現代の超音波スケーラー論-超音波スケーラーの過去・現在・そして未来-」（教育講演I）
　群馬県開業医　大野純一

・「同種歯根膜由来間葉系幹細胞シートによる歯周病組織の再建）（シンポジウムII）
　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究歯周病学分野　岩田隆紀

・「脂肪組織由来多系統前駆細胞移植による歯周組織再生医療の開発」（シンポジウムII）
　大阪大学歯学部付属病院　竹立匡秀

・「実用化が進む医科領域での細胞治療」（シンポジウムII）
　東京都健康長寿医療センター健康長寿イノベーションセンター研究開発ユニット　金井信雄

長田診療部長出席者

R1.10.30 18:00 （県衛生士会長崎支部）令和元年度長崎市障害（児）者等歯科医療
技術者養成事業第４回実習管理委員会

3階ｾﾝﾀｰ研修室

・今年度の養成事業について

・アンケート、その他

長田診療部長.三村歯科衛生士出席者

R1.11.20 20:00 西彼歯科医師会学術研修会講演 時津町北部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾ
ﾝﾀｰ

長田診療部長出席者

R1.11.21 11:30 長崎県立長崎特別支援学校摂食指導 同校

長田診療部長出席者

R1.11.22 第36回日本障害者歯科学会（～24日） 長良川国際会議場.都
ﾎﾃﾙ岐阜長良川

・「今、求められる医療的ケアとは」（特別講演I）
　衆議院議員　野田聖子

・「こどもの「食べる」を育むために-口腔機能からのアプローチ-」（市民公開講座）
　日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック教授　田村文誉

・「精神障害者の理解と支援」（医療福祉連携委員会企画シンポジウム）
　日本障害者歯科学会医療福祉連携委員会委員長　江草正彦　

・「これからの障害者歯科医療に必要な論理を知る」（論理講習会）
　日本障害者歯科学会論理委員会委員長　小松知子

・「研究論理・規制の最新動向と障害者歯科医療に必要な論理的配慮」（論理講習会）
　国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子医学・医療部門信頼性保証・監視室　栗原千
絵子

吉原医局員.（地域福祉）齋藤委員.長田診療部長.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.11.26 19:30 口腔保健センター打合せ 3階ｾﾝﾀｰ医局

・今後の口腔保健センターについて

・口腔保健センター機器・機材使用年数について

・次年度の巡回診療拠点（案）について

江頭医局長.（長大歯学部）鮎瀬助教.釜崎講師.長田診療部長.井元歯科衛生士出席者

R2.02.13 17:00 口腔保健センター研修会打合せ 3階ｾﾝﾀｰ医局

長田診療部長
（諌早市 牟田歯科）牟田尚子副院長.（長大歯学部）釜﨑講師

出席者

R2.02.26 19:30 口腔保健センター打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

渋谷専務理事.江頭医局長.釜﨑次期診療部長出席者

3.センター診療  ( 140回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.01 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.10.02 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R1.10.05 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.川添.松延歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.10.06 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）吉原　徹会員.髙比良歯科衛生士出席者

R1.10.08 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.10.09 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R1.10.10 13:00 障害者巡回歯科診療 県北保健所

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.10.11 9:30 障害者巡回歯科診療 県北保健所

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.10.12 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.川添.道下歯科衛生士出席者

R1.10.13 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）田口英章会員.井元歯科衛生士出席者

R1.10.14 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）末竹一徳会員.三村歯科衛生士出席者

R1.10.15 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.10.16 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛生士出席者

R1.10.19 14:00 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）多良龍男会員.井元.三村.髙比良.日向.松延歯科衛生士出席者

R1.10.20 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）音山邦宏会員.髙比良歯科衛生士出席者

R1.10.22 9:30 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）出口　繁会員.井元歯科衛生士出席者

R1.10.23 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R1.10.26 14:00 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.日向.山本歯科衛生士出席者

R1.10.27 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）藤井勝也会員.三村歯科衛生士出席者

R1.10.29 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.10.30 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R1.11.02 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.11.03 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）原　哲郎会員.髙比良歯科衛生士出席者

R1.11.04 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（島原南高）喜多慎太郎会員.三村歯科衛生士出席者

R1.11.05 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.11.06 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R1.11.09 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.山本.松延歯科衛生士出席者

R1.11.10 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）古豊育太朗会員.三村歯科衛生士出席者

R1.11.12 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.11.13 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R1.11.14 13:00 障害者巡回歯科診療 平戸市 草笛が丘学園

長田診療部長.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.11.15 9:30 障害者巡回歯科診療 平戸市 草笛が丘学園

長田診療部長.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.11.16 14:00 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）多良龍男会員.井元.三村.髙比良.川添.山本歯科衛生士出席者

R1.11.17 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）松谷康平会員.髙比良歯科衛生士出席者

R1.11.19 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.11.20 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛生士出席者

R1.11.23 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）紀伊康信会員.井元歯科衛生士出席者

R1.11.24 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）蔵本龍大会員.井元歯科衛生士出席者

R1.11.26 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.11.27 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R1.11.28 13:00 障害者巡回歯科診療 平戸市 草笛が丘学園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.11.29 9:30 障害者巡回歯科診療 平戸市 草笛が丘学園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.11.30 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.山本.松延歯科衛生士出席者

R1.12.01 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）矢嶌仁美会員.髙比良歯科衛生士出席者

R1.12.03 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.12.04 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R1.12.04 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R1.12.06 10:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.12.07 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.川添.日向歯科衛生士出席者

R1.12.08 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（西彼）福崎　毅会員.井元歯科衛生士出席者

R1.12.10 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.12.11 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部)鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R1.12.11 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.桑原.岡田.久保田歯科衛生士出席者

R1.12.13 10:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.12.14 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.川添.山本歯科衛生士出席者

R1.12.15 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）三浦義敬会員.三村歯科衛生士出席者

R1.12.17 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.12.18 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R1.12.20 10:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.12.21 14:00 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）吉田　敏会員.井元.三村.髙比良.道下.松延歯科衛生士出席者

R1.12.22 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）藤樹　 亨会員.髙比良歯科衛生士出席者

R1.12.24 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R1.12.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部)鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.道下歯科衛
生士

出席者

R1.12.25 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R1.12.27 10:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R1.12.29 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）二宮秀則会員.三村.川添歯科衛生士出席者

R1.12.30 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）大平孝造.武冨大輔会員.三村.彌永.田中歯科衛生士出席者

R1.12.31 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）平良浩代会員.（長大歯学部）小関助教.三村.川添歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.01.02 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）岩本　憲.岩本智久会員.髙比良.道下.山本歯科衛生士出席者

R2.01.03 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）吉田尚人会員.（島原南高）城代博明会員.髙比良.道下.山本歯科衛生士出席者

R2.01.05 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）副島哲也会員.髙比良歯科衛生士出席者

R2.01.07 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.01.08 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部)鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R2.01.08 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R2.01.10 10:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R2.01.11 14:00 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）吉田　敏会員.井元.三村.髙比良.川添.日向歯科衛生士出席者

R2.01.12 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）長濵晋治会員.井元歯科衛生士出席者

R2.01.13 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（佐世保市）安西裕一会員.井元歯科衛生士出席者

R2.01.14 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.01.15 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部)鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R2.01.15 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R2.01.17 10:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R2.01.18 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.松延.田中歯科衛生士出席者

R2.01.19 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）稲澤太志会員.三村歯科衛生士出席者

R2.01.21 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.01.22 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛生士出席者

R2.01.22 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R2.01.24 10:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R2.01.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.川添.山本歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.01.26 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）宮崎　力会員.髙比良歯科衛生士出席者

R2.01.28 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.01.29 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部)鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R2.01.29 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R2.01.31 10:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R2.02.01 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.山下.川添歯科衛生士出席者

R2.02.02 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）宮田浩光会員.井元歯科衛生士出席者

R2.02.04 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.02.05 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛生士出席者

R2.02.05 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.桑原.岡田.久保田歯科衛生士出席者

R2.02.07 10:30 障害者巡回歯科診療 南島原市 ｺｽﾓｽ会

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R2.02.08 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.山下.川添歯科衛生士出席者

R2.02.09 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）吉田眞一会員.三村歯科衛生士出席者

R2.02.11 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）西門　忍会員.髙比良歯科衛生士出席者

R2.02.12 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部)鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R2.02.12 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R2.02.14 10:30 障害者巡回歯科診療 南島原市 ｺｽﾓｽ会

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R2.02.15 14:00 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）多良龍男会員.井元.三村.髙比良.川添.山本歯科衛生士出席者

R2.02.16 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（諫早市）森田倫己会員.井元歯科衛生士出席者

R2.02.18 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.02.19 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.02.21 10:30 障害者巡回歯科診療 南島原市 ｺｽﾓｽ会

長田診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.02.22 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.道下.日向歯科衛生士出席者

R2.02.23 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）池ノ谷和典会員.三村歯科衛生士出席者

R2.02.24 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）買原一郎会員.髙比良歯科衛生士出席者

R2.02.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.02.26 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部)鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R2.02.26 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 障害者支援
施設にじいろ

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R2.02.28 10:30 障害者巡回歯科診療 南島原市 ｺｽﾓｽ会

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R2.02.29 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.道下.川添歯科衛生士出席者

R2.03.01 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）坪口哲明会員.井元歯科衛生士出席者

R2.03.03 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.03.04 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛生士出席者

R2.03.06 10:30 障害者巡回歯科診療 南島原市 ｺｽﾓｽ会

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R2.03.07 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.道下.川添歯科衛生士出席者

R2.03.08 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）飯盛由朗会員.三村歯科衛生士出席者

R2.03.10 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.03.11 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部)鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R2.03.13 10:30 障害者巡回歯科診療 南島原市 ｺｽﾓｽ会

長田診療部長.井元.三村.髙比良歯科衛生士出席者

R2.03.14 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.山本.日向歯科衛生士出席者

R2.03.15 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）稲澤大典会員.髙比良歯科衛生士出席者

R2.03.17 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.03.18 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.03.20 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）吉田　敏会員.井元歯科衛生士出席者

R2.03.21 14:00 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

齋藤医局員.井元.三村.髙比良.川添.山本歯科衛生士出席者

R2.03.22 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）今道友之会員.三村歯科衛生士出席者

R2.03.24 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.03.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.（島原南高）喜多慎太郎会員.（長大歯学部)鮎瀬教授.井元.三村.髙比良.彌永.川添歯科衛
生士

出席者

R2.03.28 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.道下.山本歯科衛生士出席者

R2.03.29 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）添野光洋会員.髙比良歯科衛生士出席者

R2.03.31 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

長田診療部長.井元.三村.髙比良.彌永歯科衛生士出席者
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長崎県歯科医師会医療安全対策事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 5回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.11 19:30 医療安全対策委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・医療安全対策“かわら版”及び“覚書”について

・医事紛争について

・電話医療相談について

・令和2年度医療安全対策委員会関係事業計画及び予算について

・郡市会医療安全対策研修会について

・その他

橋村委員長.中川副委員長.松永.林下委員出席者

R1.12.21 17:00 医療安全対策委員会 2階郡市会室

・医療安全対策“かわら版”及び“覚書”について

・医事紛争について

・電話医療相談について

・郡市会医療安全対策地区責任者会議について

・郡市会医療安全対策研修会について

・その他

橋村委員長.松永.林下委員出席者

R2.01.17 19:30 医療安全対策委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・医療安全対策“かわら版”及び“覚書”について

・医事紛争について

・電話医療相談について

・郡市会医療安全対策地区責任者会議について

・郡市会医療安全対策研修会について

・令和2年度医療安全対策委員会関係行事予定について

・その他

橋村委員長.松永.林下委員出席者

R2.02.06 19:30 医療安全対策委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・医療安全対策“かわら版”及び“覚書”について

・医事紛争について

・電話医療相談について

・郡市会医療安全対策地区責任者会議について

・郡市会医療安全対策研修会について

・令和2年度医療安全対策委員会関係行事予定について　

・その他

橋村委員長.松永.林下委員出席者

R2.03.13 19:30 医療安全対策委員会 2階郡市会室

・医療安全対策“かわら版”及び“覚書”について

・医事紛争について

・電話医療相談について

・令和2年度医療安全対策委員会関係行事予定について

・その他

橋村委員長.松永.林下委員出席者

2.諸会議  ( 5回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.10.18 19:30 諌早地区医療安全対策研修会 諌早商工会館

・最近の医療トラブルと対応について

橋村委員長.中川副委員長
参加者32人

出席者

shika

報 告 第 ９ 号



日付 時間 会議名称 場所

R1.11.08 20:00 西彼地区医療安全対策研修会 時津町北部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ

・最近の医療トラブルと対応について

橋村委員長.林下委員
参加者27人

出席者

R2.01.31 19:30 大村東彼地区医療安全対策研修会 ﾌﾟﾗｯﾄおおむら 4階会
議室

・最近の歯科医療トラブルと対応について

橋村委員長.林下委員
参加者41人

出席者

R2.02.22 15:00 医療安全対策打合せ 2階応接室

・郡市会医療安全対策地区責任者会議について

橋村委員長.松永.林下委員出席者

R2.02.22 16:00 郡市会医療安全対策地区責任者会議 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・医事紛争で困ったことについて

・電話医療相談について

・医事紛争事例について

・その他

・講演「歯科医師の説明義務について」
　山下・川添総合法律事務所弁護士　山下俊夫

宮口会長.品川副会長.橋村委員長.松永.林下委員
（長崎市）藤井地区責任者.（佐世保市）長富地区責任者.（島原南高）畑中地区責任者.（諌早市）大坪地
区責任者.（大村東彼）村上地区責任者.（西彼）中村地区責任者.（北松）御厨地区責任者.（福江南松）
佐々木地区責任者.（対馬市）阿比留地区責任者

出席者



長崎県歯科医師会災害対策事業報告
（令和1年10月1日～令和2年3月31日）

1.委員会  ( 2回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.11.26 20:00 災害対策委員会[TV会議] 2階第1会議室.各拠点

・令和元年度郡市会災害対策連絡協議会の開催について

・令和元年度長崎県警本部・第七管区海上保安本部との協議会及び災害対策研修会（身元確認班・
医療提供班）の開催について

・地区研修会について

・災害歯科保健医療体制研修会について

・令和2年度災害対策関係事業計画及び予算について

・災害時における歯科医師行動マニュアルの作成について

田中委員長.松添副委員長.渡邊.末吉.大安委員出席者

R2.03.31 19:30 災害対策委員会[TV会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和2年度主要行事予定について

・令和元年度災害対策関係事業評価について

・令和2年度災害対策関係事業計画及び予算について

・令和2年度長崎県警本部・第七管区海上保安本部との協議会及び災害対策研修会（身元確認班・
医療提供班）の開催について

・地区研修会について

・第18回警察歯科医会全国大会について

・災害時歯科保健医療提供体制整備事業への対応について

・災害図上演習について

・長崎大学法医学教室と共同のご遺体を用いた実習について

・大規模災害発生に備えた「歯科診療所災害時マップ」作成訓練について

田中委員長.松添副委員長.渡邊.末吉.大安委員出席者

2.諸会議  ( 5回 )

日付 時間 会議名称 場所

R1.12.21 15:30 災害対策打合せ 2階郡市会室

・郡市会災害対策連絡協議会について

・その他

田中委員長.松添副委員長.渡邊.末吉.大安委員出席者

R1.12.21 16:00 郡市会災害対策連絡協議会 2階役員室

・令和元年度災害対策事業の推進について

・令和元年度長崎県総合防災訓練について

・関係団体との災害対策に関する協議会について

・災害歯科保健医療体制研修会について

・災害対策委員会からの提出協議題について

・郡市歯科医師会提出協議題について

・その他

宮口会長.渋谷専務理事.田中委員長.松添副委員長.渡邊.末吉.大安委員
（諌早市）浦副会長.（西彼）中村副会長.（北松）御厨副会長.（福江南松）近藤会長.（対馬市）大浦副会長.
（壱岐市）光武副会長

出席者

R2.01.11 13:30 災害対策打合せ 2階郡市会室

・長崎県警察本部・第七管区海上保安本部との協議会について

・災害対策（身元確認班、医療提供班）研修会について

・その他

田中委員長.松添副委員長.渡邊.末吉.大安委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R2.01.11 14:00 長崎県警察本部・第七管区海上保安本部との協議会 2階大会議室

・長崎県歯科医師会における災害対策活動の現状について

・長崎県警察本部・第七管区海上保安本部と本会の連携について

・その他

宮口会長.品川副会長.田中委員長.松添副委員長.渡邊.末吉.大安委員出席者

R2.01.11 15:00 災害対策（身元確認班、医療提供班）研修会 5階講堂

・「災害時の歯科医療者による健口支援」
　九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔医療連携学分野講師　山添淳一

・「まき網漁船第十一大栄丸沈没行方不明海難事故に伴う身元確認作業」
　第七管区海上保安本部警備救難部刑事課長　鈴木直之

宮口会長.品川副会長.田中委員長.松添副委員長.渡邊.末吉.大安委員
参加者86人

出席者


