
2.会　　　　　議

本会関係( 1 )

1○ 代議員会  （ 1回 ）

日時 会議名称 場所

R3.02.27 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

・令和3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3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3年度長崎県歯科医師会一般会計予算に関する件

・令和3年度長崎県歯科医師会事業会計予算に関する件

・令和3年度長崎歯科衛生士専門学校会計予算に関する件

・令和3年度長崎県口腔保健センター会計予算に関する件

・一般社団法人 長崎県歯科医師会会長予備選挙に関する件

・会館管理規程について

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.疊屋代議員（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

R2.10.14 19:30 理事会 2階大会議室

・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10・11・12月行事予定について

・令和3年度各委員会関係事業計画及び予算ヒヤリングについて

・令和2年度第2回郡市会専務理事連絡協議会の開催について

・学校歯科医制度90周年及び法人設立50周年事業記念文部科学大臣表彰被表彰候補者の推薦に
ついて

・一般基本積立金会計の中に会館建設に特化した積立金を計上することについて

・令和3年度長崎県歯科保健事業新規事業企画案について

・令和3年度地域医療介護総合確保基金事業提案内容について

・KTN「週刊健康マガジン」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



日時 会議名称 場所

R2.11.12 19:30 理事会 2階大会議室

・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11・12月・令和3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

・学校歯科医制度90周年及び法人設立50周年事業記念文部科学大臣表彰被表彰候補者の推薦に
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

・長崎県三師会協議会の開催について

・令和4年度九地連公募研究事業のテーマについて

・会員のネット環境に関するアンケートの実施について

・会館管理規程について

・旅費規程について

・オンライン研修会への対応について

・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

R2.12.12 13:30 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12月・令和3年1・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155回臨時代議員会協議事項について

・九地連協議会提出協議題[WEB会議]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.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

R3.01.14 19:00 理事会[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・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3年1・2・3月行事予定について

・令和3年度会館休館日及び定期清掃日等について

・令和3年度年間行事予定について

・第155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

・長崎県歯科医師会令和2年度・3年度実施の役員選挙実施要領について

・日本歯科医師会代議員会個人質問について

・会員のネット環境に関するアンケートについて

・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

R3.02.12 19:00 理事会 2階大会議室

・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3年2・3・4月行事予定について

・令和3年度年間行事予定について

・第155回臨時代議員会について

・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ガイドラインの作成について

・メッセージ配信システム「notica」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

R3.03.10 19:00 理事会 2階大会議室

・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3年3・4・5月行事予定について

・第155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年度郡市会臨時専務理事連絡協議会[WEB会議]の開催について

・令和2年度各委員会事業評価の提出について

・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

・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推進ガイドラインについて

・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  （ 74回 ）

日時 会議名称 場所

R2.10.06 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

R2.10.06 19:00 会務連絡 2階役員室

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事
（ソニー生命）辻.千住氏

R2.10.06 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

R2.10.08 13:00 ＮＣＣとの打合せ 渋谷歯科診療所

・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）坂本氏

R2.10.13 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

R2.10.13 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.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R2.10.15 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
（ＫＴＮ）慎改.松岡氏.（開発業者）川下氏



日時 会議名称 場所

R2.10.20 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

R2.10.20 19:00 長崎県歯科技工士会との打合せ 2階役員室

・歯科補綴物製作過程等の情報提供推進事業への協力について

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事
（県歯科技工士会）土肥会長

R2.10.20 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

R2.10.22 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

R2.10.23 19:00 会務連絡 長崎市内

出席者 宮口会長.許斐顧問他

R2.10.27 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

R2.10.27 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

R2.10.31 15:00 郡市会専務理事連絡協議会[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・郡市歯科医師会提出協議題について

・長崎県歯科医師会からの協議題について

・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.井手連盟常務理事
（長崎市）吉田専務理事.（佐世保市）疊屋専務理事.（島原南高）佐藤専務理事.（諌早市）奥村専務理
事.（大村東彼）山夲専務理事.（西彼）浦上専務理事.（北松）森専務理事.（福江南松）都合専務理事.
（対馬市）阿比留専務理事.（壱岐市）百田専務理事

R2.11.04 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

R2.11.04 18:30 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.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.11.04 19:00 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

R2.11.04 19:20 専門学校委員会ヒヤリング 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.岩永理事

R2.11.04 19:40 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

R2.11.10 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.田中.俣野常務理事

R2.11.10 18:30 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.品川副会長.田中.俣野常務理事

R2.11.10 19:10 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.田中.俣野常務理事.平良理事

R2.11.10 19:40 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.田中.俣野常務理事.江頭理事



日時 会議名称 場所

R2.11.12 15:00 長崎県福祉保健部との意見交換会 2階役員室

・長崎県福祉保健部からの報告、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.田中常務理事
（県福祉保健部）中田部長.安永次長.中尾福祉保健課長.高稲医療政策課企画監.川内野国保・健康
増進課企画監

R2.11.12 16:00 本会監査会 2階郡市会室

・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

R2.11.17 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

R2.11.17 18:30 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.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.11.17 19:00 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

R2.11.17 19:20 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

R2.11.17 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

R2.11.17 20:00 災害対策委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.11.20 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

R2.11.24 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.橋村理事

R2.11.24 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

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事

R2.12.01 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

R2.12.08 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

R2.12.12 16:00 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 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.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

R2.12.15 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

R2.12.17 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

R2.12.22 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

R3.01.05 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



日時 会議名称 場所

R3.01.05 19:00 令和3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.釜﨑診療部長.瀬戸口.土山.
小林課長.石川課長補佐

R3.01.05 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

R3.01.06 19:30 長崎市歯科医師会との意見交換会 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.渋谷専務理事.田中常務理事
（長崎市）小川会長.藤井副会長.吉田専務理事.西田常務理事

R3.01.12 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

R3.01.12 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.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R3.01.12 19:30 選挙管理会 2階役員室

・令和2年度･3年度実施の役員選挙等実施要領について

・会長予備選挙立候補届・推薦候補者届出書受理の方法及び通知並びに掲示について

・会長予備選挙候補者届出書受付終了立会い及び候補者の資格審査について

・会長予備選挙候補者一覧表の作成及び送付について

・会長予備選挙事務に関する代議員会議長・副議長と選挙管理会との打合せについて

・会長予備選挙事務の管理について

・会長予備選挙の選挙録作成について

・会長予備選挙関係書類の決裁について

・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
（選挙管理会）牟田委員長.星野副委員長.福崎委員

R3.01.19 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

R3.01.19 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

R3.01.25 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

R3.01.26 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

R3.01.26 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

R3.02.02 17:00 選挙管理会 2階役員室

・本会会長予備選挙候補者の資格審査について

・本会会長予備選挙候補者一覧表の送付について

・本会会長予備選挙にかかる選挙事務等について

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事
（選挙管理会）牟田委員長.星野副委員長.福崎委員

R3.02.02 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

R3.02.02 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

R3.02.09 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

R3.02.09 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.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事

R3.02.16 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

R3.02.16 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

R3.02.16 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

R3.02.16 20:00 会長予備選挙に関する打合せ 2階役員室

・本会会長予備選挙執行手順について

・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
（選挙管理会）牟田委員長.星野副委員長.福崎委員

R3.02.24 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

R3.02.24 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

・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

R3.03.02 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

R3.03.09 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

R3.03.15 19:00 郡市会臨時専務理事連絡協議会[WEB会議] 2階役員室.各拠点

・メッセージ配信システム「notica」について

・無料職業紹介所について

・その他

出席者 渋谷専務理事.橋村理事
（長崎市）吉田専務理事.（佐世保市）疊屋専務理事.（島原南高）佐藤専務理事.（諌早市）奥村専務理
事.（大村東彼）山夲専務理事.（西彼）浦上専務理事.（北松）森専務理事.（福江南松）都合専務理事.
（対馬市）阿比留専務理事.（壱岐市）百田専務理事

R3.03.16 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

R3.03.16 13:30 医療従事者等の新型コロナウイルスワクチン接種体制に係る三師
会説明会

県医師会館

出席者 岩永事務局長.瀬戸口課長.藤田課長補佐

R3.03.16 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

R3.03.18 16:00 医療従事者等の新型コロナウイルスワクチン接種体制に係る病院
向け説明会[WEB会議]

県庁.2階役員室

出席者 岩永事務局長.瀬戸口課長.藤田課長補佐.北村臨時職員

R3.03.23 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



日時 会議名称 場所

R3.03.23 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

R3.03.30 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



（ 2 ） 九地連・二地区歯科医師会関係  ( 14回 )

日時 会議名称 場所

R2.10.03 14:00 九州各県社保担当者会[WEB会議] 各県歯会館.2階大会
議室

・令和2年度九州各県歯科医師会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.大平.藤樹.安西社会保険委員

R2.10.03 14:00 九州各県医療管理担当者会[WEB会議] 各県歯会館.2階郡市
会室

・令和2年度九州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質問・要望について

・その他

出席者 橋村理事.吉田医療管理副委員長

R2.10.05 19:00 九地連役員会[WEB会議] 各県歯会館.2階役員
室

・令和2年度災害歯科保健医療体制研修会及び災害歯科保健医療アドバンス研修会の出席者につ
いて

・災害対策の対応について

・九地連歯科医学大会中止に伴う大会交付金の分配について

・他諸議題について

出席者 宮口会長

R2.10.10 14:00 九州各県歯科医療安全対策担当者会[WEB会議] 各県歯会館.2階大会
議室

・各県歯科医療安全対策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

・統一フォーマットによる事例報告

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.橋村理事.松永医療安全対策副委員長.長富.林下医療安全対策委員.山下
顧問弁護士

R2.10.10 14:00 九州各県学術担当者会[WEB会議] 各県歯会館.2階郡市
会室

・令和2年度九州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 山下理事.小山学術副委員長

R2.10.17 14:00 九州各県広報担当者会[WEB会議] 各県歯会館.2階郡市
会室

・令和2年度九州各県広報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 中村理事.出口医療情報副委員長.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

R2.10.17 15:00 九州各県地域保健担当者会[WEB会議] 各県歯会館.2階大会
議室

・日本歯科医師会への要望及び質問について

・令和2年度九州各県地域保健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

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.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



日時 会議名称 場所

R2.10.30 14:00 九州各県事務局長連絡会[WEB会議] 各県歯会館.2階郡市
会室

・提出協議題について

・その他

出席者 岩永事務局長

R2.12.07 19:00 九州各県臨時会長会議[WEB会議] 各県歯会館.2階役員
室

・今後の九地連関係会議等の対応について

・その他

出席者 宮口会長

R3.01.16 14:00 九州各県専務理事会[WEB会議] 各県歯会館.2階役員
室

・令和3年度事業計画立案構想について

・令和3年度予算編成構想について

・令和4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

・災害対策について

・令和3年実施の会長予備選挙における開票立会人の選出について

・令和3年度生涯研修セミナーの開催計画について

・各県提出協議題について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R3.01.25 19:00 九州各県臨時会長会議[WEB会議] 各県歯会館.2階役員
室

・今後の九地連関係会議等の対応について

出席者 宮口会長

R3.02.20 14:00 九州各県会長会[WEB会議] 各県歯会館.2階大会
議室

・協議会の運営及び付議事項について

・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

・九州各県災害対策検討委員会の設置について

・日歯会長予備選挙における開票立会人の選出について

・次期会長候補者打合せ会の開催について

・共同指導の対応について

・他諸協議題について

出席者 宮口会長

R3.02.20 15:00 九地連協議会[WEB会議] 各県歯会館.2階大会
議室

・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.俣野常務理事.岩永事務局長

R3.03.01 14:00 九州各県事務局長連絡会[WEB会議] 各県歯会館.2階郡市
会室

・令和3年度各県事業並びに予算に関する情報交換について

・令和3年度九州各県事務局研修会実施構想の検討について

・令和2年度九地連職員互助会会計現況報告並びに令和3年度予算について

・各県提出協議題について

・その他

出席者 岩永事務局長



（ 3 ） 日本歯科医師会関係  ( 17回 )

日時 会議名称 場所

R2.10.07 16:00 日歯地域保健委員会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・第3回地域保健委員会会議録について

・令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「医療従事者のための児童虐待初期対応研修の
在り方に関する調査研究」について

・令和2年度産業保健関係研修・講習会について

・厚生労働省委託（令和2年度）「『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』の手引き
作成に関する調査等事業」について

・GE健康保険組合による歯科健診キャンペーンについて

・産業歯科保健ワーキンググループについて

・脳卒中・循環器病対策について

・社会保障審議会介護給付費分科会について

・がん医科歯科連携事業の在り方について

・今後の食育推進の在り方について

・歯科医師認知症対応力向上研修の見直しについて

・その他

出席者 俣野常務理事

R2.10.08 13:00 社会保険指導者研修会[オンライン形式] 2階郡市会室

・「新型コロナウイルス感染症に係る特例対応について」
　厚生労働省保険局歯科医療管理官　小椋正之
　日本歯科医師会常務理事　林　正純

・「新型コロナウイルスの実像」
　東北大学大学院歯学研究科教授　小坂　健

出席者 富永社会保険委員長.東社会保険副委員長

R2.10.18 9:30 （日歯）災害歯科保健医療アドバンス研修会[オンライン形式] ﾀﾅｶ・ﾃﾞﾝﾀﾙ・ｸﾘﾆｯｸ

出席者 田中常務理事

R2.11.04 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 田中常務理事

R2.11.18 14:00 都道府県専務理事連絡協議会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・時局対策について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R2.11.18 16:00 都道府県事務長事務連絡会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・令和元年度職員互助会決算

・令和元年度職員福祉年金決算

・職員互助会次期役員の選出

・都道府県提出議題

・その他

出席者 岩永事務局長

R2.12.16 16:00 日歯地域保健委員会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・令和2年度都道府県歯科医師会地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会について

・「執行部への提言」について

・その他

出席者 俣野常務理事

R3.01.27 13:00 日歯予算決算特別委員会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・第194回臨時代議員会提出議案の審査について

・報告書の作成について

・その他

出席者 宮口会長

R3.01.30 10:00 日歯災害歯科保健医療体制研修会[オンライン形式]（1日目） 日歯会館.各拠点

出席者 渡邊.大安災害対策委員



日時 会議名称 場所

R3.01.31 9:30 日歯災害歯科保健医療体制研修会[オンライン形式]（2日目） 日歯会館.各拠点

出席者 渡邊.大安災害対策委員

R3.02.13 13:00 都道府県医療安全担当理事連絡協議会[WEB会議] 日歯会館.2階郡市会
室

・事前質問に対する回答

・その他

出席者 橋村理事

R3.02.13 14:00 （日歯）医療安全研修会[オンライン形式] 日歯会館.2階郡市会
室

・「医療安全施策の動向」
　厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長　諸冨伸夫

・「医療安全－変わるもの、変わらないもの－」
　日本歯科医師会歯科医療安全対策委員会副委員長　望月　亮

・都道府県歯科医師会の取り組み（発表：埼玉県・滋賀県・香川県・鹿児島県）

出席者 橋村理事

R3.02.26 14:00 都道府県会長会議[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・時局対策

・その他

出席者 宮口会長

R3.03.03 16:00 日歯地域保健委員会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・令和2年度都道府県歯科医師会地域保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会について

・「執行部への提言」について

・その他

出席者 俣野常務理事

R3.03.12 11:00 日歯臨時代議員会（書面決議）

・令和2年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書、財産目録及びキャッ
シュ・フロー計算書承認の件

・役員報酬算定審議会委員承認の件

・役員退職慰労金支給の件

・理事選任の件

・監事選任の件

出席者 宮口会長.品川副会長

R3.03.24 15:00 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 田中常務理事

R3.03.31 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[WEB
会議]

日歯会館.2階役員室

・講演「事業場における歯科口腔保健等の取り組みについて」
　労働基準局安全衛生部労働衛生課長　髙倉俊二

・「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　髙田淳子

・「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2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

・コロナ禍における歯科保健活動の在り方について

・「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 俣野常務理事.平良.江頭理事



（ 4 ） 関係官庁団体関係  ( 80回 )

日時 会議名称 場所

R2.10.02 13:20 長崎県公立学校新規採用養護教諭研修 県大波止ﾋﾞﾙ 7階会議
室

・「歯科疾患の予防と管理」
　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

R2.10.06 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

R2.10.09 18:30 長崎県地域医療介護総合確保基金（医療分）事業計画検討ワーキ
ンググループ

県庁 3階311会議室

・令和3年度長崎県地域医療介護総合確保基金（医療分）事業計画提案事業について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R2.10.12 9:30 ＮＣＣ取材.収録 渋谷歯科診療所

・金銀パラジウム高騰に伴う歯科医院への影響について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R2.10.13 13:00 長崎県がん診療連携協議会[WEB会議] 長崎大学病院.2階役
員室

・院内がん登録2012年5年生存率集計（2か年）都道府県別集計値へのコメント回答について

・その他

出席者 宮口会長

R2.10.14 14:00 長崎県医療安全相談センター協議会 大波止ﾋﾞﾙ 7階会議室

・令和元年度医療相談実績について

・令和元年度医療相談事例について

・その他

出席者 橋村理事

R2.10.15 11:00 ＫＴＮ情報番組「マルっと」取材 4階専門学校

出席者 小谷専任教員

R2.10.16 14:00 NCCインフォマーシャル収録 NCC文化放送ｽﾀｼﾞｵ

出席者 小林教務主任.松村書記

R2.10.20 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 橋村理事

R2.10.26 13:00 長崎大学病院長候補者選考会議 長崎大学歯学部2Ｆ会
議室2Ａ

・議長等について

・病院長選考基準案、病院長候補適任者推薦要項案について

・病院長候補適任者の推薦依頼について

・今後の病院長候補者選考スケジュール案について

出席者 宮口会長

R2.10.26 14:00 長崎県地域包括ケアシステム推進協議会認知症部会 ｾﾝﾄﾋﾙ長崎 2階妙見
の間

・第8期「長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画」（認知症施策関係）の計画素案につ
いて

・令和3年度事業案について

・認知症サポーターの活躍推進について

・成年後見制度の普及について

・その他

出席者 俣野常務理事

R2.10.27 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 平良理事



日時 会議名称 場所

R2.10.27 19:30 長崎県国保・健康増進課との打合せ 2階役員室

・令和3年度歯科保健事業企画案について

出席者 宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事.俣野常務理事.平良.江頭理事
（県国保・健康増進課）川内野企画監.下窄参事.重政課長補佐.橋本歯科衛生士

R2.10.28 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

R2.10.28 19:00 地域包括ケアシステム構築支援部会 県庁 1階大会議室A

・地域包括ケアシステム自己評価における判断の目安に基づいた評価について

・令和元年度県内市町地域包括ケアシステム構築状況について

・地域包括ケアシステム構築状況を踏まえた県の支援について

・第8期長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画策定について

出席者 渋谷専務理事

R2.10.30 14:00 長崎県スポーツ協会財務委員会 県営野球場 2階第4会
議室

・本協会収支改善状況について

・令和2年度賛助会費募集及び充当事業について

・今後の賛助会費募集及び充当事業について

・アスリート雇用支援事業（仮称）について

出席者 俣野常務理事

R2.11.10 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

R2.11.10 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 富永理事

R2.11.10 19:00 （厚労省）歯科医療提供体制推進等事業検討委員会 みずほ情報総研株式
会社 安田ｼｰｹﾝｽﾀﾜｰ

・第3回、第4回委員会の進め方について

・「地域における要介護高齢者等に対する歯科保健医療の提供の推進」について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R2.11.11 14:05 （県体育保健課）歯・口腔の健康教育研修会 大波止ﾋﾞﾙ 7階会議室

・講義「科学的根拠に基づく効果的むし歯予防～フッ化物洗口を中心に～」
　長崎県歯科医師会常務理事　俣野正仁

・実践発表「中学校におけるフッ化物洗口の実践発表」
　長崎市立桜馬場中学校

・「洗口液作成及び質疑応答」
　県福祉保健部国保・健康増進課

出席者 俣野常務理事

R2.11.13 18:30 長崎県地域医療介護総合確保基金（医療分）事業計画検討ワーキ
ンググループ

県庁 3階311会議室

・令和3年度長崎県地域医療介護総合確保基金（医療分）事業計画提案事業（案）について

・勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業について

・その他

出席者 渋谷専務理事



日時 会議名称 場所

R2.11.15 10:00 （県歯科技工士会）歯科補てつ物製作過程等の情報提供推進事業
研修会

大村市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ大
会議室

・「歯科補てつ物の製作過程等に関する情報提供の必要性について」
　厚労省医政局歯科保健課長　田口円裕

・「歯科補てつ物製作過程等の情報提供推進事業」
　公社）日本歯科技工士会副会長　山下茂子

・「歯科診療報酬改定について」
　厚労省保険局医療管理官　小椋正之

出席者 宮口会長.渋谷専務理事

R2.11.17 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 江頭理事

R2.11.18 13:30 長崎県福祉保健審議会高齢者専門分科会 県医師会館 3階大会
議室

・「長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画」について

・地域医療介護総合確保基金長崎県計画（介護）について

出席者 宮口会長

R2.11.18 15:00 長崎県医療勤務環境改善セミナー 県庁 1階大会議室

・講演「ペイシェントハラスメント対策について」
　長崎県弁護士会弁護士　藤森弘行

・講演「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」
　長崎労働局労働基準部監督課長　上田敦郎

出席者 橋村理事

R2.11.21 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[WEB会議]

大村市 秋櫻医院.各拠
点

・大会日程と運営方法について

・次回実行委員会日程について

出席者 角地域福祉委員

R2.11.27 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

R2.12.04 18:00 長崎県献血推進計画策定部会 県庁 1階大会議室C

・令和3年度献血確保目標量について

出席者 岩永理事

R2.12.08 15:30 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

R2.12.09 19:00 （厚労省）歯科医療提供体制推進等事業検討委員会[WEB会議] みずほ情報総研株式
会社.各拠点

・第4回委員会の進め方について

・「地域における医科歯科連携、歯科診療所と病院歯科の機能分化（役割分担）と連携の推進」につ
いて

・その他

出席者 渋谷専務理事

R2.12.14 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 4階会
議室

・令和2年度長崎県医療介護総合確保基金事業補助事業について（事業名：在宅医療・多職種連携
に関わる薬剤師の支援事業）

・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

出席者 江頭理事



日時 会議名称 場所

R2.12.15 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1
会議室

・第2期データヘルス計画の中間評価・見直しについて

・その他

出席者 俣野常務理事

R2.12.17 18:30 介護予防・重度化防止に向けた医療介護連携研修会[オンライン形
式]

県央保健所

・「長崎市における介護予防事業への関わり」
　介護老人保健施設にしきの里地域包括ケアシステム推進室室長（理学療法士）　飯野朋彦

・「施設、在宅で遭遇する歯科的トラブルについて」
　長崎県歯科医師会理事　江頭　聡

出席者 江頭理事

R2.12.19 19:00 災害対応における保健医療福祉分野の支援チーム協力調整推進
会[WEB会議]

県庁 1階大会議室A

・長崎県における災害時対応における保健医療福祉分野の総合調整モデル検討

・団体活動紹介

・全体意見交換、まとめ

出席者 田中常務理事

R3.01.08 長崎県福祉保健総合計画専門分科会（書面会議）

・次期長崎県福祉保健総合計画（R3～R7）の策定について

出席者 宮口会長

R3.01.13 16:00 長崎大学病院長候補者選考会議 長崎大学歯学部 2階
会議室2A

・第1回病院長候補者選考会議議事要旨について

・病院長候補適任者の推薦について

・病院長候補適任者の選考（書類審査）について

・病院長候補適任者の選考（面接）について

・今後の病院長候補者選考スケジュールについて

出席者 宮口会長

R3.01.27 長崎県学校保健・学校安全推進学校表彰審査会（書面会議）

出席者 宮口会長.渋谷専務理事

R3.02.01 16:00 長崎大学病院長候補者選考会議 長大歯学部 2階会議
室2A

・第2回病院長候補者選考会議議事要旨について

・病院長候補者の選考（面接）について

・病院長候補者の決定について

・今後の病院長候補者選考スケジュールについて

・その他

出席者 宮口会長

R3.02.02 14:00 長崎県国民健康保険運営協議会[WEB会議] 県庁.2階郡市会室

・長崎県国民健康保険運営方針の改定について

出席者 渋谷専務理事

R3.02.02 15:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・医療行政にかかる意見交換

出席者 宮口会長

R3.02.03 14:30 長崎県医療審議会医療法人部会 県庁 3階318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



日時 会議名称 場所

R3.02.03 19:30 長崎県三師会協議会 ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎3階鳳凰
閣

・オンライン診療（遠隔診療）について（長崎県医師会）

・災害時のEMISの活用について（長崎県医師会）

・「糖尿病リスクとしての歯周病」パンフレットの配布について（長崎県歯科医師会）

・オンライン資格確認システム導入への各会の対応方針にについて（長崎県歯科医師会）

・オンライン資格確認システム導入に向けた取り組みについて（長崎県薬剤師会）

・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に
関する対応について

・おくすりネット長崎への協力依頼について（長崎県薬剤師会）

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

R3.02.05 13:30 （日学歯）予算決算特別委員会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・令和3年度事業計画について

・令和3年度予算について

・公益認定について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R3.02.05 13:30 健康ながさき21推進会議小委員会[WEB会議] 県庁.各拠点

・健康ながさき21（第2次）評価のための各種調査について

・各種部会の開催を含めた今後のスケジュールについて

・その他

出席者 俣野常務理事

R3.02.05 19:00 県国保・健康増進課との打合せ 県庁

・歯科医療費に関する分析について

出席者 渋谷専務理事

R3.02.09 18:00 地域包括ケアシステム構築支援部会[WEB会議] 県庁.各拠点

・新たな「長崎県版地域包括ケアシステム評価基準」の策定について

・令和3年度県事業スケジュール等について

・意見交換

・その他

出席者 （専務代理）江頭理事

R3.02.10 13:30 長崎県福祉保健審議会高齢者専門分科会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・「長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画」について

・「地域医療介護総合確保基金長崎県計画（介護）」について

・その他

出席者 宮口会長

R3.02.11 10:00 長崎県医師会学校保健研修会[ハイブリッド形式] 県医師会館

・シンポジウム「学校における新型コロナウイルス感染症について」
　「学校歯科医の立場から」
　　長崎県歯科医師会理事　平良浩代

・総合討論

出席者 平良理事

R3.02.12 15:00 医療従事者等の新型コロナウイルスワクチン接種体制に係る病院
向け説明会[WEB会議]

県庁.2階郡市会室

出席者 岩永事務局長.瀬戸口課長.藤田課長補佐.濵嵜.本多書記.北村臨時職員

R3.02.12 16:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・医療行政にかかる意見交換

出席者 宮口会長

R3.02.16 20:30 （厚労省）歯科医療提供体制等に関する検討会打合せ[WEB会議] 厚生労働省.2階郡市
会室

・「歯科医療提供体制等に関する検討会」開催要綱

・歯科保健医療に関する最近の動向

・歯学教育の現状と課題

出席者 渋谷専務理事



日時 会議名称 場所

R3.02.17 13:30 （日学歯）加盟団体長会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・第101回臨時代議員会の議案について

・その他

出席者 宮口会長

R3.02.18 16:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・医療行政にかかる意見交換

出席者 宮口会長

R3.02.19 長崎県献血推進協議会（書面会議）

・令和3年度長崎県献血推進計画（案）について

出席者 岩永理事

R3.02.19 16:00 （厚労省）歯科医療提供体制等に関する検討会[WEB会議] 厚生労働省.2階役員
室

・「歯科医療提供体制等に関する検討会」開催要綱について

・歯科保健医療に関する最近の動向について

・歯学教育の現状と課題について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R3.02.20 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[WEB会議]

大村市 秋櫻醫院.各拠
点

・分科会企画案

・参加費について

・広告のお願い

・その他

出席者 角地域福祉委員

R3.02.25 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

R3.02.25 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階学校会議室

・令和元年度及び令和2年度障害者歯科診療の実績報告について

・令和3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.釜﨑診療部長

R3.02.25 16:00 医療従事者等の新型コロナウイルスワクチン接種体制に係る病院
向け説明会[WEB会議]

県庁.2階郡市会室

出席者 岩永事務局長.瀬戸口課長.藤田課長補佐.北村臨時職員

R3.02.25 17:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・医療行政にかかる意見交換

出席者 宮口会長

R3.03.01 18:30 長崎県保健医療対策協議会がん対策部会[WEB会議] 県庁.各拠点

・長崎県のがんの現状

・その他

出席者 江頭理事

R3.03.04 17:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・医療行政にかかる意見交換

出席者 宮口会長

R3.03.09 15:30 支払基金幹事会 支払基金 1階会議室1

・2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



日時 会議名称 場所

R3.03.09 19:00 （厚労省）歯科医療提供体制推進等事業検討委員会[WEB会議] みずほ情報総研株式
会社.2階郡市会室

・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

R3.03.11 17:30 （長崎大学病院）医療事故内容等検討委員会 長崎大学病院 中央診
療棟4階応接室

出席者 渋谷専務理事

R3.03.12 13:30 長崎県すこやか長寿財団理事会[WEB会議] 同財団.各拠点

・特定費用準備資金取扱規程の一部改正について

・特定費用準備資金計画（変更・新設）の承認について

・令和2年度収支予算（変更）について

・令和3年度事業計画について

・令和3年度収支予算について

・評議員選定委員会委員（外部委員）の選任について

・評議員会の招集について

・理事長及び常務理事の職務の執行状況報告について

・その他

出席者 藤地域福祉副委員長

R3.03.12 16:30 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・医療行政にかかる意見交換

出席者 宮口会長

R3.03.16 18:30 長崎県医療審議会 県医師会館 3階大会
議室

・感染症病床について

・地域医療構想を推進するための病床制限支援事業について

出席者 宮口会長

R3.03.17 13:30 長崎県地域リハビリテーション推進部会[WEB会議] 県庁.各拠点

・令和3年度地域リハビリテーション広域支援センターの指定に係る協議について

・地域密着型リハビリテーション支援体制について

・長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画第8期計画について

・その他

出席者 江頭理事

R3.03.17 15:15 長崎県介護予防市町支援部会[WEB会議] 県庁.各拠点

・令和2年度介護予防・重度化防止推進事業の報告

・令和3年度事業計画について

・新型コロナウイルス感染症影響下での介護予防の取組について

・長崎県老人福祉計画・介護保険事業支援計画・第7期計画評価・第8期計画策定について

・その他

出席者 江頭理事

R3.03.17 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 4階会
議室

・長崎県衛生材料等円滑供給体制整備事業について

出席者 江頭理事

R3.03.18 15:00 長崎県保険者協議会 県国保会館 6階会議
室

・令和2年度第1回補正予算について

・令和3年度長崎県保険者協議会事業計画（案）について

・令和3年度長崎県保険者協議会歳入歳出予算（案）について

出席者 渋谷専務理事

R3.03.19 17:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・医療行政にかかる意見交換

出席者 宮口会長



日時 会議名称 場所

R3.03.22 13:30 長崎県地域包括ケアシステム推進協議会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・会長及び副会長選出

・令和2年度の各部会の協議内容について

・新たな「長崎県版地域包括ケアシステム評価基準」の方向性について

・長崎県地域包括ケアシステム推進協議会設置要綱の改正について

・次期長崎県老人福祉計画・介護保険事業支援計画の策定状況について

・その他

出席者 宮口会長

R3.03.22 19:00 長崎県医療事故調査等支援団体連絡協議会と長崎県医師会院内
事故調査支援委員会との合同会議[WEB会議]

県医師会館.各拠点

・現況報告について

・医療事故調査制度に係る令和2年度「支援団体統括者セミナー」の開催について

・医療事故調査制度に関する管理者向け研修への参加の推進等について

・その他

出席者 橋村理事

R3.03.24 13:30 日学歯臨時代議員会（書面決議） 日歯会館

・一般社団法人日本学校歯科医会会費及び負担金に関する規則変更

・一般社団法人日本学校歯科医会入会及び大会に関する規則変更

・一般社団法人日本学校歯科医会令和3年度事業計画

・一般社団法人日本学校歯科医会令和3年度収支予算

・一般社団法人日本学校歯科医会令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて

出席者 宮口会長.渋谷専務理事

R3.03.26 14:00 全国健康保険協会長崎支部健康づくり推進協議会 ｾﾝﾄﾋﾙ長崎

・令和2年度保健事業の取り組み状況及び令和3年度保健事業の取り組み方針について

・「健康経営」宣言事業の推進について（コラボヘルス）

出席者 渋谷専務理事

R3.03.27 17:00 NPO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[WEB会議]

大村市 秋櫻醫院.2階
郡市会室

・分科会の進捗状況について

・変更になったプログラム時間について

・予算案について

・参加費の変更について

・広告協力依頼について

・本大会で単位取得が出来る団体の確認について

・次回実行委員会日程について

・その他

出席者 角地域福祉委員

R3.03.29 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及び更新について

・その他

出席者 宮口会長

R3.03.30 16:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・医療行政にかかる意見交換

出席者 宮口会長



長崎県歯科医師会学術事業報告
（令和2年10月1日～令和3年3月31日）

1.委員会  ( 3回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.09 19:30 学術委員会[WEB会議] 各拠点

・令和2年度九州各県学術担当者会について

・令和4年度九地連公募研究事業テーマ「マウスガード装着外傷予防効果研究について」の申請に
ついて

・「糖尿病リスクとしての歯周病」リーフレットの配布等について

・学術委員会からのアンケートについて

・令和3年度県北及び県央地区学術研修会にかかる関係者打合せ会の開催日時について

・対馬地区学術研修会の開催について

・令和2年度新入会員対象救急処置心肺蘇生法実習研修会について

・その他

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

R2.12.14 19:30 学術委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度学術事業計画及び予算について

・令和2年度新入会員対象救急処置心肺蘇生法実習研修会について

・対馬地区学術研修会の開催について

・令和3年度県北及び県央地区学術研修会について

・令和3年度日歯生涯研修セミナーについて

・その他

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

R3.03.19 19:00 学術委員会 2階郡市会室

・令和3年度学術事業計画及び予算について

・令和3年度学術関係行事予定について

・令和3年度日歯生涯研修セミナー（講演形式）について

・日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト（会員）との打合せ会の開催について

・令和4年度九地連公募研究事業テーマ「スポーツマウスガードの外傷予防効果の調査研究事業」
の申請について

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

2.諸会議  ( 1回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.12.08 19:00 令和3年度県北及び県央地区学術研修会に関わる打合せ会 2階大会議室

・令和3年度県北及び県央地区学術研修会日程等について

・講師料、交通費、会場費、その他の経費等について

・役割分担について

・質問の受付について

・アンケートについて

・研修会のDVD撮影・保管について

・その他

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員
（佐世保市）佐々理事.（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）村
田学部長.（長崎大学病院口腔管理センター）鵜飼教授.黒木副センター長.（オブザーバー）（佐世保市）
疊屋専務理事

出席者

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

1.委員会  ( 5回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.20 20:00 地域保健委員会 2階郡市会室

・令和2年度事業評価について

・令和3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）長崎県フッ化物洗口体制技術支援事業について

・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

・学校健診の友2009の改訂について

・世界糖尿病デーについて

・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

R2.11.18 20:30 地域保健委員会 2階大会議室

・歯･口の健康に関する図画・ポスター及び標語コンクールについて

・令和２年度事業評価について

・令和３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）長崎県フッ化物洗口体制技術支援事業について

・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

・学校歯科医生涯研修制度基礎・更新研修会の開催について

・学校健診の友2009の改訂について

・世界糖尿病デーについて

・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

R2.12.15 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）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

・学校歯科医生涯研修制度基礎・更新研修会の開催について

・郡市会地域保健担当理事連絡協議会[WEB会議]について

・学校健診の友2009の改訂について

・リーフレット「あなたのお口の中は大丈夫ですか？」の活用について

・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

R3.01.30 14:00 地域保健委員会 2階郡市会室

・啓発用資料の作成について

・学校健診の友2009の改訂について

・郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

・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

R3.03.16 20:00 地域保健委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・（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

・令和3年度長崎県委託事業について

・学校健診の友2009の改訂について

・歯みがき時の注意点ポスターについて

・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

・長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例ガイドラインの改定について

・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

2.諸会議  ( 7回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.11.18 19:30 （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
検討会議

2階大会議室

・生活歯援プログラム研修会（オンライン形式）のテスト配信について

・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.（地域福祉）江頭委員長.松
谷.森.須田.松田.齋藤.角.吉原委員

出席者

R2.11.18 20:00 （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　
口腔機能発達不全からフレイル予防に関する研修

2階大会議室

・研修「口腔機能発達不全からフレイル予防へ」
　講師：長崎県歯科衛生士会　栗山雅子

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.（地域福祉）江頭委員長.松
谷.森.須田.松田.齋藤.角.吉原委員
（県歯科衛生士会）栗山会員

出席者

R2.12.02 19:00 （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　
現地調整会議

2階大会議室

俣野常務理事.平良委員長.西野.南.音山委員出席者

R2.12.02 20:00 （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　
生活歯援プログラム研修会[ハイブリッド形式]

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　西野啓至

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

俣野常務理事.平良委員長.西野.南.音山委員
参加者149人（会員71人.ｽﾀｯﾌ78人）[会場17人.WEB132人]

出席者

R3.01.30 15:00 郡市会地域保健担当理事連絡協議会[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・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.渋谷専務理事.田中.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)山口副委員長.石田委員.(佐世保市)八谷理事.(島原南高)渡部委員.(諌早市)山口理事.(大村東
彼)遠藤理事.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.(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)(大村東彼)山邉総務理事

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.02.04 20:00 (県委託)長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業(佐世保市)フッ
化物洗口推進会議

佐世保市歯会館

・フッ化物洗口再開について

松永委員
(佐世保市)八谷理事.横山.森.城端.疊屋.筒井委員

出席者

R3.03.02 19:30 (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

・中学校フッ化物洗口事業の再開について

(福江南松)山田監事.近藤会長.佐々木副会長.小牧常務理事.米山理事出席者



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

1.委員会  ( 4回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.22 19:30 医療管理委員会 2階郡市会室

・令和2年度事業評価（現況報告）について

・令和3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について

・（県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業について

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員出席者

R2.11.30 19:00 医療管理委員会 2階郡市会室

・令和3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について

・（県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業について

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員
（西九州ﾒﾃﾞｨｱ）森川氏

出席者

R3.01.20 19:00 医療管理委員会[WEB会議] 2階第１会議室.各拠点

・令和3年度事業計画・予算について　

・令和3年度医療管理委員会行事予定について

・（県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業について

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員
（西九州ﾒﾃﾞｨｱ）森川氏

出席者

R3.03.11 19:30 医療管理委員会 2階郡市会室

・令和3年度事業計画・予算について

・令和3年度医療管理委員会行事予定について

・（県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業について

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  ( 6回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.02 19:30 （県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業運営委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・令和2年度リワーク・キャリアアップ研修会のスタンスについて

・無料職業紹介事業について

・リーフレット作成について

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

出席者

R2.12.21 19:00 （県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業運営委員会打合せ 2階郡市会室

・ホームページのイメージについて

・無料職業紹介所リーフレットについて

・今後のスケジュールについて

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員
（西九州ﾒﾃﾞｨｱ）森川氏

出席者

R3.01.08 19:30 （県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業運営委員会[WEB会
議]

各拠点

・令和2年度リワーク・キャリアアップ研修会について

・無料職業紹介事業について

・リーフレットの作成について

・SNSの活用について

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

出席者

shika
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日付 時間 会議名称 場所

R3.02.13 14:00 （県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業　リワーク・キャリア
アップ研修会

4階基礎実習室

・歯周検査

・スケーリング

・PMTC

田中常務理事.橋村委員長.吉田副委員長.天野委員.
（県歯科衛生士会）北村副会長.森理事.栗山.中村会員.参加者10人

出席者

R3.03.06 14:00 （県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業　リワーク・キャリア
アップ研修会

4階基礎実習室

・TeC作製

・口腔内写真撮影

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員
（県歯科衛生士会）北村副会長.森理事.参加者11人

出席者

R3.03.25 19:30 （県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業運営委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・令和2年度リワーク・キャリアアップ研修会について

・令和3年度リワーク・キャリアアップ研修会について

・無料職業紹介事業について

・リーフレットについて

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・令和3年度地域医療介護総合確保基金について

・その他

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

出席者



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

1.委員会  ( 12回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.21 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

・令和3年度委員会事業計画及び予算について

・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

R2.10.28 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

R2.11.19 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

R2.11.26 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

R2.12.11 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

R2.12.17 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

R3.01.20 20:00 医療情報委員会[WEB会議] 各拠点

・長歯月報の発刊について

・お口の相談室について

・メールマガジン発信方法について

・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

R3.01.27 20:00 医療情報委員会[WEB会議] 各拠点

・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

R3.02.17 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

shika
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日付 時間 会議名称 場所

R3.02.24 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

R3.03.18 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

R3.03.24 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  ( 7回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.12.04 19:00 長崎県三師会広報担当者会 県薬会館　4階会議室

・「三師会だより」（第23報）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

R2.12.04 22:50 KTN「週刊健康マガジン」出演

・「コロナ時代の歯科医療」～新型コロナウイルスと歯科医院受診～

（地域保健）西野委員出席者

R2.12.05 15:00 （KTN）「週刊健康マガジン」収録 2階応接室

（地域福祉）松田委員出席者

R2.12.11 22:50 KTN「週刊健康マガジン」出演

・「コロナ時代の歯科医療」～口腔の健康と全身の健康～

（地域保健）音山委員出席者

R2.12.18 22:50 KTN「週刊健康マガジン」出演

・「コロナ時代の歯科医療」～コロナ禍で高齢者の口腔ケア～

（地域福祉）松田委員出席者

R3.02.27 14:30 臨時代議員会取材 5階講堂

出口副委員長出席者

R3.03.09 19:00 長崎県三師会広報担当者打合せ会[WEB会議］ 県医師会館.3階学校
会議室

・「三師会だより」（第24報）掲載内容について

・その他

中村委員長.出口副委員長出席者



3.長歯月報の発行（6回） 

・753 号（10 月号）～758 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.182（10 月号）～Vol.187（3 月号） 

・臨時便（10/21） 

  ・登録者数  529 人 

 

5.報 道 関 係（11 回） 

年 月 日 報 道 関 係 記              事 

2.10. 5 長 崎 新 聞 「お口の相談室」  睡 眠 時 の 歯 ぎ し り  －気づいたら歯科を受診－ 

2.10.19 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯 医 者 が 怖 い  －不安軽減する治療受けて－ 

2.11. 2 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯 の 根 が 割 れ た  －神経取った歯によく発生－ 

2.11.16 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 抜 歯 後 の 治 療 法  － 利 点 多 い ｲ ﾝ ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ ﾄ － 

2.12. 7 長 崎 新 聞 「お口の相談室」  歯 科 の コ ロ ナ 対 策  －定期受診は感染症防止効果も－ 

2.12.21 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 子 ど も の 矯 正 治 療  － 歯 の 成 長 を 軌 道 修 正 － 

3. 1.18 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 遺体の歯型による身元確認  － 生 前 の カ ル テ と 照 合 － 

3. 2. 1 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 保険外診療、なぜ高い？  －材料や技術に制限なく－ 

3. 2.14 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 診 療 は 不 要 不 急 ？  －むし歯 放置すると進行－ 

3. 3. 1 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 入 れ 歯 安 定 剤  －使用は歯科医に相談を－ 

3. 3.14 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯磨きとウイルス感染  －歯周病菌撃退で予防効果－ 
  



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

1.委員会  ( 4回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.17 17:00 社会保険委員会 3階学校会議室

・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

・両審査委員会との協議会について

・「新保険診療ABC（2020年4月版）」（仮称）の作成について

・令和2年度事業評価（現況報告）について

・令和3年度事業計画及び予算について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

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

R2.11.07 15:00 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

・両審査委員会との協議会について

・「新保険診療ABC（2020年4月版）」（仮称）の作成について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

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

R2.12.05 16:00 社会保険委員会 3階学校会議室

・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

・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

・「新保険診療ABC（2020年4月版）」（仮称）の作成について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

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

R3.03.13 17:00 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

・「新保険診療ABC 2020」の作成について

・令和3年度4・5・6月の行事予定について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

富永委員長.東副委員長.藤樹.松永.大平.安西.松本.成末.荒木委員出席者

2.諸会議  ( 42回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.07 16:30 社会保険打合せ 長与町内

荒木委員出席者

R2.10.08 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

・マニュアル本の作成について

富永委員長.東副委員長出席者

R2.10.10 15:00 社会保険打合せ 島原市内

松本委員出席者

R2.10.21 18:30 社会保険打合せ 長崎市内

富永委員長.東副委員長.松永委員出席者

R2.10.26 19:20 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

R2.10.27 13:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

富永委員長出席者

R2.10.27 14:45 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

富永委員長出席者

R2.10.27 16:00 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

富永委員長出席者

R2.10.30 19:20 社会保険打合せ 佐世保市内

安西委員出席者

R2.11.04 18:30 社会保険打合せ 長崎市内

東副委員長.松永委員出席者

R2.11.04 19:00 社会保険打合せ 長崎市内

大平委員出席者

R2.11.05 18:30 社会保険打合せ 佐々町

末竹委員出席者

R2.11.06 19:00 社会保険打合せ 佐々町

末竹委員出席者

R2.11.10 13:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

東副委員長出席者

R2.11.10 14:45 社会保険医療担当者個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

東副委員長出席者

R2.11.11 19:20 社会保険打合せ 佐世保市内

安西委員出席者

R2.11.14 15:30 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.安西.松本.奥野.成末.荒木.末竹委員出席者

R2.11.14 16:00 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.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.大平.藤樹.松永.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.佐々木.北野.田中.御厨.添野.鶴田.山本審査委員
（国保審査）小川審査委員長.松本.坂口.伊藤.森田.南.井手審査委員
（九州厚生局長崎事務所）利谷指導医療官

出席者

R2.11.17 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階中
会議室A

安西委員出席者

R2.11.17 14:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階中
会議室A

安西委員出席者

R2.11.17 15:45 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階中
会議室A

安西委員出席者

R2.11.17 19:30 社会保険打合せ 川棚町

成末委員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.11.20 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階大
会議室C

末竹委員出席者

R2.11.20 14:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階大
会議室C

末竹委員出席者

R2.11.26 19:00 社会保険打合せ 島原市内

松本委員出席者

R2.12.03 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階中
会議室A

安西委員出席者

R2.12.03 14:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 3階中
会議室A

安西委員出席者

R2.12.04 19:00 社会保険打合せ 長崎市内

大平委員出席者

R2.12.04 19:00 社会保険打合せ 大村市内

成末委員出席者

R2.12.04 19:00 社会保険打合せ 長崎市内

東副委員長出席者

R2.12.08 13:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

成末委員出席者

R2.12.08 14:45 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

成末委員出席者

R2.12.11 19:00 社会保険打合せ 大村市内

成末委員出席者

R2.12.15 13:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

松本委員出席者

R2.12.15 14:45 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

松本委員出席者

R2.12.15 16:00 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

松本委員出席者

R2.12.15 18:30 社会保険打合せ 長崎市内

富永委員長.松永委員出席者

R2.12.18 19:00 社会保険打合せ 大村市内

成末委員出席者

R2.12.22 13:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

富永委員長出席者

R2.12.22 14:45 社会保険医療担当者個別指導立会 長崎県勤労福祉会館 
1階小会議室D

富永委員長出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.01.30 17:30 両審査委員会との打合せ 3階学校会議室

・審査における確認事項について

・マニュアル本について

富永委員長.東副委員長
（社保審査）原医療顧問.中村主任審査委員.藤樹審査委員.（国保審査）小川審査委員長.井手.安西審査
委員

出席者

R3.02.13 16:00 両審査委員会との打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・審査における確認事項について

・マニュアル本について

富永委員長.東副委員長
（社保審査）原医療顧問.藤樹審査委員.（国保審査）小川審査委員長.安西審査委員

出席者



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

1.委員会  ( 9回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.20 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

・講師交代について

・推薦入学試験について

・学生募集地区担当者会について

・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2年度事業評価について

・令和3年度事業計画・予算について

・学生募集対策について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

R2.11.12 19:00 専門学校運営委員会 2階大会議室

・令和2年度後期行事予定について

・令和2年度長崎歯科衛生士専門学校会計現況について

・令和3年度学生募集について

・学校自己評価〔前期］について

・令和2年度後期特待生について

・令和2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

R2.11.25 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

R2.12.13 14:30 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

・学生アンケート(いじめ)結果について

・歯科医院見学について

・修学旅行について

・制服業者の選定について

・新入生への課題について

・学生募集対策について

・令和3年度年間行事予定について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員.中川顧問出席者

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）

shika

報 告 第 ７ 号



日付 時間 会議名称 場所

R3.01.26 19:30 教務委員会[WEB会議] 第1講義室.各拠点

・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

・第1学年歯科診療見学について

・学生募集対策について

・九州文化学園歯科衛生士学院との協議会について

・入学前教育について

・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

R3.02.06 15:30 教務委員会 2階大会議室

・第1.2学年前期再々試験結果について

・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

・卒業式について

・令和3年度講師会について

・令和3年度研修旅行について

・令和3年度修学旅行について

・令和4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

・創立50周年記念誌作成について

・退学願について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

R3.03.09 19:30 教務委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・第30回歯科衛生士国家試験について

・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3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

・令和3年度入学式について

・令和3年度第3学年臨床実習について

・令和3年度総合患者実習について

・学校関係者評価委員の選任について

・その他

宮口委員長.岩永副委員長.田中.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.03.13 14:30 専門学校委員会・教務委員会合同会議 3階学校会議室

・日本学生支援機構適格認定について

・第30回歯科衛生士国家試験問題について

・就職斡旋について

・入学式について

・令和3年度入学試験結果について

・学生募集対策について

・高等学校訪問について

・男子学生の受入れについて

・令和2年度学校自己評価（年度末）について

・その他

（教務）宮口委員長.渋谷.田中.伊藤.坂本.小林委員
（専門学校）岩永委員長.松尾副委員長.井村委員
中川顧問

出席者

R3.03.26 19:30 教務委員会 4階講師室

・第30回歯科衛生士国家試験結果について

・就職状況について

・第1学年歯科診療見学感想について

・令和3年度第3学年臨床実習計画表（Ⅱ・Ⅲ期）について

・令和3年度入学式について

・令和3年度講師会について

・令和3年度オープンキャンパスについて

・学生募集について

・令和3年度行事等の対応について

・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

2.諸会議  ( 31回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.02 11:25 （ライセンスアカデミー）高校内進路ガイダンス 純心女子高校

牧山専任教員出席者

R2.10.16 13:00 （キッズ・コーポレーション）高校内進路ガイダンス 長崎女子商業高校

生田専任教員出席者

R2.10.23 11:30 N-CHAT取材 4階専門学校

森教務副主任.（県福祉保健課）中村氏.（県広報課）川島氏他3名出席者

R2.10.25 16:00 専門学校学生募集地区担当者会[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・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.井村.伊藤.坂本委員.中川顧問
（島原南高）松尾裕担当者.（諌早市）土肥担当者.（大村東彼）松川担当者.（福江南松）横山担当者.小林
教務主任.森教務副主任

出席者

R2.10.25 17:00 専門学校入学試験委員会[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・令和3年度推薦入学試験（一次募集）選考について

・その他

田中副校長.岩永副委員長.松尾信.井村.伊藤.坂本委員
（島原南高）松尾裕担当者.（諌早市）土肥担当者.（大村東彼）松川担当者.（福江南松）横山担当者.中川
顧問.小林教務主任.森教務副主任

出席者

R2.10.29 14:50 専門学校特別講義 4階第3講義室

渋谷専務理事出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.11.02 13:50 （ライセンスアカデミー）高校内進路ガイダンス 諌早農業高校

森教務副主任出席者

R2.11.04 16:00 （昭栄広報）会場進学相談会 諌早市L＆Lﾎﾃﾙｾﾝﾘｭ
ｳ

牧山専任教員出席者

R2.11.06 15:12 （キッズ・コーポレーション）高校内進路ガイダンス 長崎女子商業高校

小谷専任教員出席者

R2.11.10 16:00 （昭栄広報）「看護・医療・福祉・心理系」長崎会場進学相談会 長崎新聞文化ﾎｰﾙ 2
階大ﾎｰﾙ

中尾専任教員出席者

R2.11.24 9:00 専門学校特別講義 4階第2講義室

橋村理事出席者

R2.12.07 11:25 諌早東高校学校見学 4階学校.3階学校会議
室

小林教務主任.中尾専任教員.参加者10人出席者

R2.12.11 14:00 （長崎県専修学校各種学校連合会）令和2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3年度九州ブロック大会長崎大会について

・第22回長崎県スポーツ交流大会について

・第42回九州ブロック専門学校体育大会熊本大会について

・長崎新聞就活進学情報誌「NR」について

・令和2年度高等学校教員との意見交換会について

・長崎県専修学校経常費補助金について

・今後の日程について

・「ホームページ運用セミナー」　有限会社エーカ　片山　剛・株式会社PROCS　迎　 貴史

小林教務主任出席者

R2.12.11 14:05 （ライセンスアカデミー）高校内進路ガイダンス 創成館高校

森教務副主任出席者

R2.12.13 16:00 専門学校入学試験委員会 4階第2講義室

・令和3年度推薦(二次募集)・社会人(二次募集)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
中川顧問.小林教務主任.森教務副主任

出席者

R2.12.17 16:00 （昭栄広報）大村地区合同進路ガイダンス ﾊﾟｰｸﾍﾞﾙｽﾞ大村

中尾専任教員出席者

R2.12.18 10:00 日本歯科衛生教育学会[WEB会議](～12/28) 学会事務局.4階教務
室

・講演Ⅰ「コロナに負けない免疫力をつけるためのフッ化物応用　～頑張らなくても口腔の健康格差
を縮めコロナに負けない免疫力をつくる仕掛け～」　東京歯科大学名誉教授　眞木吉信

・講演Ⅱ「死を前にした人にあなたは何ができますか？　～歯科衛生教育に求められること～」　めぐ
み在宅クリニック院長　小澤竹俊

・教育講演Ⅰ「科学的根拠に基づいた口腔環境の診断と治療（EBOH）」　明海大学保健医療学部口
腔保健学科教授　渡部　茂

・教育講演Ⅱ「歯周病はどのように全身の健康を脅かすのか？」　新潟大学大学院医歯薬総合研究
科口腔保健学分野教授　山崎和久

・教育講演Ⅲ「歯科衛生士養成機関の教員にとっての研究、倫理と利益相反」　神奈川歯科大学・神
奈川歯科大学短期大学部特任教授　荒川浩久

・一般発表　口演発表、ポスター発表

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



日付 時間 会議名称 場所

R2.12.19 13:20 日本歯科衛生教育学会評議員会[WEB会議] 学会事務局.4階講師
室

・会務報告

・各種委員会報告

・第11回学術大会準備状況報告について

・第12回学術大会準備状況報告および開催方式確定時期について

・編集委員会規程制定について

・2020年度（公財）富徳会研究助成者について

・推薦書籍および教材の推薦について

・2019年度事業報告（案）について

・2019年度収支決算報告（案）および監査報告について

・2021年度事業計画（案）について

・2021年度予算（案）について

・第13回学術大会大会長について

・第14回学術大会大会長について

・その他

小林教務主任出席者

R2.12.24 13:10 専門学校特別講義 5階講堂

田中副校長出席者

R2.12.25 10:40 専門学校特別講義 4階第3講義室

中川顧問出席者

R3.02.06 17:00 専門学校入学試験委員会 2階大会議室

・令和3年度一般(一次募集)・社会人(二次募集)入学試験選考について

・令和3年度一般(三次募集)入学試験について

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本委員出席者

R3.02.18 12:00 (ライセンスアカデミー)高校内進路ガイダンス[オンライン形式] 長崎総合科学大学附
属高校.4階講師室

小谷専任教員出席者

R3.02.19 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[WEB会議]

メトロITビジネスカレッ
ジ.各拠点

小林教務主任.森教務副主任出席者

R3.02.19 13:00 公立および私立高等学校教員と専門学校との意見交換会[オンライ
ン形式]

ﾒﾄﾛITﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ.4階
講師室

・講演１「長崎県の雇用労働施策について」　長崎県産業労働部若者定着課参事　市丸智大

・講演2「将来的な長崎経済に資する高等教育の進路選択」　長崎大学経済学部准教授　山口純哉

・講演3「入学前教育について」　株式会社進研アド（ベネッセグループ）　弘田　翼

小林教務主任.森教務副主任出席者

R3.03.03 14:05 （さんぽう）高校内進路ガイダンス 長崎商業高校

中島専任教員出席者

R3.03.10 13:55 (さんぽう)高校内進路ガイダンス 長崎女子商業高校

牧山専任教員出席者

R3.03.17 14:10 (ライセンスアカデミー)高校内進路ガイダンス 鎮西学院高校

生田専任教員出席者

R3.03.23 9:50 （ライセンスアカデミー）高校内進路ガイダンス[オンライン形式] 小浜高校.4階講師室

中尾専任教員出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.03.24 18:30 専門学校学校関係者評価委員会 3階学校会議室

・学生募集状況について

・第30回歯科衛生士国家試験について

・令和2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2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.田中桂.山下.角.淺田.山口.田中朝.道下委員
小林教務主任.牧山.小谷専任教員

出席者

R3.03.24 19:30 専門学校教育課程編成委員会 3階学校会議室

・令和3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

・国家試験対策について

・その他

田中副校長.岩永教務部長.角.淺田.山口.田中朝.道下.井村委員
小林教務主任.牧山.小谷専任教員

出席者

R3.03.29 15:00 全国歯科衛生士教育協議会教育委員会[WEB会議] 各拠点

・国家試験について

・歯科衛生士（教育）認定および更新認定について

・2019年度専任教員講習会Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵについて

・2020年度専任教員講習会Ⅴ・Ⅵについて

・ホームページについて

・2021年度事業予定について

・教育委員研修会について

・教育委員の補充について

中尾専任教員出席者

3.諸行事  ( 42回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.01 9:20 専門学校2学年ブラッシング指導 長大附属特別支援学
校

森教務副主任.中尾専任教員.学生30人出席者

R2.10.08 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

R2.10.15 13:15 専門学校教務部長面談 4階講師室

岩永教務部長.中島専任教員.3学年学生5人出席者

R2.10.25 13:00 専門学校指定校・高校推薦（一次募集）入学試験 5階講堂

岩永副委員長.松尾信.井村.伊藤.坂本委員.中川顧問出席者

R2.10.26 16:00 専門学校第2学年歯科健診 4階在宅歯科医療実習
室

松尾委員出席者

R2.10.28 13:15 専門学校第1学年歯科健診 3階臨床実習室

岩永教務部長.坂本委員出席者

R2.10.29 13:15 専門学校教務部長面談 4階講師室

岩永教務部長.中島専任教員.3学年学生5人出席者

R2.10.29 18:00 専門学校第6回オープンキャンパス（イブニング） 3.4階専門学校

岩永教務部長.伊藤委員.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6人出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.11.02 16:00 専門学校第2学年歯科健診 4階在宅歯科医療実習
室

伊藤委員出席者

R2.11.09 16:00 専門学校第2学年歯科健診 4階在宅歯科医療実習
室

井村委員出席者

R2.11.13 10:40 専門学校第2学年ブラッシング指導 諏訪小学校

森教務副主任.中尾専任教員.学生30人出席者

R2.11.14 専門学校3学年歯科医院見学（～11/17） 各歯科医院

出席者

R2.11.20 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

R2.11.25 専門学校3学年国試対策授業（～12/24）

出席者

R2.11.25 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.1.2学年学生71人.保護者28人

出席者

R2.11.30 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

R2.12.01 専門学校就職面接開始

出席者

R2.12.13 13:00 専門学校指定校・高校推薦（二次募集）・社会人（一次募集）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.中川顧問出席者

R2.12.21 9:30 専門学校3学年DHS国試模擬試験 5階講堂

出席者

R2.12.26 専門学校1～3学年冬期休暇（～1/6）

出席者

R2.12.28 9:00 専門学校第3学年国試対策補習（～12/31）

小林教務主任.森教務副主任.中島専任教員出席者

R3.01.07 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

R3.01.07 9:10 専門学校3学年後期試験（～1/8） 5階講堂

出席者

R3.01.11 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

R3.01.12 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

R3.01.25 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

R3.02.01 9:10 専門学校1・2学年後期試験（～2/5） 5階講堂

出席者

R3.02.01 9:30 専門学校3学年DHS国試模擬試験 4階第1・3講義室

出席者

R3.02.05 8:30 専門学校3学年DHS超直前対策講座[オンライン形式] 4階第3講義室

生田.中島専任教員.学生34人出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.02.06 13:00 専門学校一般（一次募集）・社会人（二次募集）入学試験 2階大会議室.郡市会
室

・令和3年度一般（一次募集）社会人（二次募集）入学試験選考について

・令和3年度一般（三次募集）入学試験について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本委員出席者

R3.02.08 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

R3.02.15 9:30 専門学校3学年校内国試模擬試験 5階講堂

出席者

R3.02.22 9:30 専門学校3学年校内国試模擬試験 5階講堂

出席者

R3.02.26 9:30 専門学校3学年校内国試模擬試験 5階講堂.4階第1講義
室.第3講義室

出席者

R3.03.02 13:00 専門学校新入生オリエンテーション 5階講堂

生田.小谷専任教員.新入生出席者

R3.03.07 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.中島専任教員出席者

R3.03.08 9:00 専門学校1学年歯科診療見学（～3/9） 各臨床実習施設

出席者

R3.03.13 12:30 専門学校1・2学年終業式 4階第1・2講義室

岩永教務部長出席者

R3.03.13 13:00 専門学校卒業式 5階講堂.4階第1・2講
義室

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.卒業生31人.保護者30人

出席者

R3.03.15 専門学校1・2学年春期休暇（～4/2）

出席者

R3.03.26 14:00 歯科衛生士国家試験合格発表

出席者

R3.03.27 14:00 専門学校第7回オープンキャンパス

岩永教務部長.松尾委員.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.学生9人.参
加者20人.付添者4人

出席者



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

1.委員会  ( 5回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.24 16:00 地域福祉委員会[WEB会議] 各拠点

・令和2年度事業評価について

・令和3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

・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

・病院歯科の実態調査について

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

・（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

・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

・長崎川棚医療センターパーキンソン病患者のオーラルフレイルの評価に関する研究について

・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

R2.12.05 16:00 地域福祉委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・令和2年度事業評価について

・令和3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

・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

・病院歯科の実態調査について

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

・（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

・訪問歯科様式集(仮)の作成について

・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

・長崎川棚医療センターパーキンソン病患者のオーラルフレイルの評価に関する研究について

・NPO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

・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.齋藤.吉原委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.01.07 19:30 地域福祉委員会[WEB会議] 各拠点

・口腔保健センターの管理運営について

・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

・障害者歯科協力医報告書について

・口腔健康管理マニュアル～口腔機能管理編～の作成について

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

・（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

・各種名簿の確認について

・各種啓発媒体の作成について

・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

・郡市会地域福祉担当理事連絡協議会について

・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

R3.02.04 19:30 地域福祉委員会[WEB会議] 各拠点

・口腔保健センターの管理運営について

・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

・障害者歯科協力医報告書について

・口腔健康管理マニュアル～口腔機能管理編～の作成について

・介護報酬改定について

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

・（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・実践力向上研修事業について

・各種名簿の確認について

・各種啓発媒体の作成について

・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

・郡市会地域福祉担当理事連絡協議会について

・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

R3.03.16 19:30 地域福祉委員会[WEB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

・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

・障害者歯科協力医報告書について

・口腔健康管理マニュアル～口腔機能管理編～の作成について

・介護報酬改定について

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

・（県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業について

・（県委託）長崎県歯科医師認知症対応力・実践力向上研修事業について

・各種名簿の確認について

・各種啓発媒体の作成について

・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

・郡市会地域福祉担当理事連絡協議会について

・長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例ガイドラインの改定について

・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



2.諸会議  ( 23回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.01 19:30 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・発達障がい児の摂食障害の実態調査について

俣野常務理事.江頭委員長.森.須田委員
（特別支援教育課）廣瀬指導主事

出席者

R2.10.08 14:00 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（長崎地区）拠点委員
会

長与町地域包括支援
ｾﾝﾀｰ

・令和2年度事業内容について

・包括、居宅、介護事業所に対する講話について

・一般介護予防事業における口腔体操についての評価、助言について

・自立型地域ケア会議後のフォロー訪問について

・包括、居宅受け持ちの事例、地域からの相談に対する口腔助言、指導について

・歯科衛生士の勤務可能な日、時間帯の把握、提示について

・今後の担当者との連絡方法の確認について

齋藤委員.川添朋子歯科衛生士出席者

R2.10.13 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

・各地区の他職種との連携及び地域ケア会議の状況について

・10月22日開催の地域歯科医療連携室運営協議会について

・その他

角委員
（大村東彼）髙木会長.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.
砺山.今道委員.田中朝子歯科衛生士

出席者

R2.10.20 19:30 地域福祉打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・口腔健康管理マニュアル～口腔機能管理編～について

江頭委員長.齋藤.吉原委員出席者

R2.10.21 19:00 地域福祉打合せ 2階事務室

・令和3年度地域福祉事業計画・予算について

江頭委員長出席者

R2.10.22 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）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

ﾌﾟﾗｯﾄおおむら 5階中
会議室

・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実績について

・来年度の運営について

・その他

角委員
（大村東彼）村上副会長.本川委員長.田中朝子歯科衛生士.（大村市医師会在宅医療ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）山下ｾ
ﾝﾀｰ長.楠本医療福祉連携室長.（大村東彼薬剤師会）副島会長.（大村市介護支援専門員連絡協議会）上
野会長.（大村市）川下福祉保健部長.山中こども未来部長.角野地域包括支援ｾﾝﾀｰ長

出席者

R2.11.05 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
修事業検討会議

2階郡市会室

・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

R2.11.24 19:30 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・医科歯科連携ツールの作成について

江頭委員長.松谷委員出席者

R3.01.21 19:30 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・発達障がい児の摂食障害の実態調査について

俣野常務理事.江頭委員長.森.須田委員.釜﨑診療部長
（特別支援教育課）廣瀬指導主事

出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.02.03 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

・令和3年度長崎県歯科医師会事業について

・介護予防（オーラルフレイル・口腔機能低下症）における人材育成について

・その他

須田委員
（佐世保市）田中.德富副委員長.宮岡事務局長.松﨑知夏.正林弓子.山口方子.久保田洋子歯科衛生士

出席者

R3.02.08 19:30 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・訪問歯科ヒント集の作成について

俣野常務理事.江頭委員長.角.齋藤委員.(学術)小山副委員長出席者

R3.02.13 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養成研修会[ハイブ
リッド形式]

5階講堂

・「リハビリテーション栄養における医科歯科連携の重要性」
　東京女子医科大学病院リハビリテーション科教授　若林秀隆

・「超高齢時代の歯科医療の在り方」～口腔機能を診るのは歯科の仕事～
　医療法人井上会篠栗病院歯科医長　鈴木宏樹

宮口会長.渋谷専務理事.俣野常務理事.江頭委員長.藤副委員長.（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.参加者154人（会員31人.その他123人）[会場24人.WEB130人]

出席者

R3.02.16 20:00 地域福祉打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・要介護高齢者施設調査について

江頭委員長.藤副委員長.松田委員出席者

R3.02.18 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

・各地区の他職種との連携及び地域ケア会議の状況について

・3月22日開催の地域歯科医療連携室運営協議会について

・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.砺山.今道
委員.田中朝子歯科衛生士

出席者

R3.02.26 19:30 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

江頭委員長.藤副委員長.松谷委員
（長大病院）鵜飼教授

出席者

R3.03.08 19:30 地域医療介護総合確保基金事業打合せ 2階郡市会室

・令和3年度以降の事業について

江頭委員長
（県長寿社会課）鶴田課長補佐.川口係長.前山主任技師

出席者

R3.03.12 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

・各地区の他職種との連携及び地域ケア会議の状況について

・3月22日開催の地域歯科医療連携室運営協議会について

・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.砺山.今道
委員.田中朝子歯科衛生士

出席者

R3.03.22 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）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

プラットおおむら 5階会
議室

・大村地域歯科医療連携室設置要綱

・大村地域歯科医療連携室の実績について

・令和3年度の運営（事業計画）について

・その他

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

R3.03.25 19:30 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

江頭委員長.藤副委員長.松谷委員
（県医療政策課）安藤医師.橋口.真崎課長補佐.大隈係長

出席者

R3.03.27 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

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

R3.03.27 15:00 郡市会地域福祉担当理事連絡協議会[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・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

・令和2年度及び令和3年度地域医療介護総合確保基金事業について

・その他

・講演「介護保険と歯科の関わり～令和3年介護報酬改定の主な改定事項について～」
　厚生労働省老健局老人保健課介護予防対策専門官　初村　恵

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.德富副委員長.(諌早市)増山理事.(大村東彼)本川委
員長.(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

R3.03.29 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

・次年度以降の地域における指導等の取り組み、受け入れについて

・巡回歯科診療について

・特定健診としての成人歯科健診について

須田委員
（佐世保市）德富副委員長.太田委員.宮岡事務局長.松﨑知夏.桑原智子.久保田洋子歯科衛生士

出席者

R3.03.31 19:00 （県補助）在宅歯科診療ネットワーク構築事業（長崎地区）拠点委員
会[WEB会議]

2階大会議室.各拠点

・令和2年度在宅歯科診療ネットワーク構築事業実績

・令和3年度在宅歯科医療推進事業について

・その他

俣野常務理事.江頭委員長.齋藤委員.池田道子.川添朋子歯科衛生士
（県長寿社会課）川口係長.前山主任技師.（時津町高齢者支援課）中角係長.（時津町地域包括支援ｾﾝ
ﾀｰ）彌永主任介護支援専門員.（長与町介護保険課）中村参事

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2年10月1日～令和3年3月31日）

1.委員会  ( 3回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.14 19:00 口腔保健センター管理運営委員会 2階大会議室

・令和2年度診療実績について

・令和2年度口腔保健センター会計現況について

・ｾﾝﾀｰ診療室の整備について

・令和2年度障害者巡回歯科実施状況について

・令和2年度口腔保健センター研修会について

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.釜﨑委員出席者

R3.02.04 19:30 口腔保健センター医局会[WEB会議] 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

・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.吉原医局員釜﨑診療部長出席者

R3.03.16 19:30 口腔保健センター医局会[WEB会議] 各拠点

・口腔保健ｾﾝﾀｰ診療について

・令和3年度障害者巡回歯科診療について

・その他

俣野常務理事.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.釜﨑診療部長出席者

2.諸会議  ( 5回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.11.12 12:30 長崎県立長崎特別支援学校摂食指導 同校

釜﨑診療部長出席者

R2.11.18 19:30 （長崎市歯会）学術講演会 5階講堂

釜﨑診療部長出席者

R3.02.10 16:00 巡回歯科診療車の打合せ 2階郡市会室

釜﨑診療部長.井元歯科衛生士
（県国保・健康増進課）重政課長補佐.下窄参事

出席者

R3.02.18 11:00 佐世保市子ども発達センター摂食・嚥下指導 同ｾﾝﾀｰ

釜﨑診療部長出席者

R3.03.12 19:30 口腔保健センター打合せ 2階郡市会室

・口腔保健センターの運営について

渋谷専務理事.江頭医局長.齋藤医局員.釜﨑診療部長
（長崎市）多良龍男会員

出席者

3.センター診療  ( 145回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.03 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.道下歯科衛生士出席者

R2.10.04 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）南　 幸治会員.井元歯科衛生士出席者

R2.10.06 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.07 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

shika

（管理運営委員会1回、医局会2回）



日付 時間 会議名称 場所

R2.10.09 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R2.10.10 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.山本歯科衛生士出席者

R2.10.11 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.彌永歯科衛生士出席者

R2.10.13 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.14 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R2.10.15 14:00 障害者巡回歯科診療 県北保健所

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.16 9:30 障害者巡回歯科診療 県北保健所

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.17 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R2.10.18 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.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.20 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.21 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R2.10.22 14:00 障害者巡回歯科診療 県北保健所

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.23 9:30 障害者巡回歯科診療 県北保健所

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.24 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.田中歯科衛生士出席者

R2.10.25 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.髙比良歯科衛生士出席者

R2.10.27 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.28 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R2.10.30 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.10.31 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.川添歯科衛生士出席者

R2.11.01 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.井元歯科衛生士出席者

R2.11.03 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.彌永歯科衛生士出席者

R2.11.04 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R2.11.05 14:00 障害者巡回歯科診療 県北保健所

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.11.06 9:30 障害者巡回歯科診療 県北保健所

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.11.07 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.三村歯科衛生士出席者

R2.11.08 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.松尾歯科衛生士出席者

R2.11.10 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.11.11 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.髙比良.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R2.11.14 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R2.11.15 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.髙比良歯科衛生士出席者

R2.11.17 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.11.18 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.髙比良.彌永.松尾.道下歯科衛生士出席者

R2.11.19 14:00 障害者巡回歯科診療 県北保健所

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.11.20 9:30 障害者巡回歯科診療 県北保健所

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.11.21 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾.道下.日向歯科衛生士出席者

R2.11.22 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）武冨大輔会員.井元歯科衛生士出席者

R2.11.23 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.彌永歯科衛生士出席者

R2.11.24 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.11.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R2.11.28 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.山本歯科衛生士出席者

R2.11.29 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）大平孝造会員.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.01 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.02 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R2.12.02 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

R2.12.04 10:30 障害者巡回歯科診療 川棚町 慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.05 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.三村歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R2.12.06 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.髙比良歯科衛生士出席者

R2.12.08 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.09 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R2.12.09 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.松﨑歯科衛生士出席者

R2.12.11 10:30 障害者巡回歯科診療 川棚町 慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.12 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.川添歯科衛生士出席者

R2.12.13 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（佐世保）安西裕一会員.井元歯科衛生士出席者

R2.12.15 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.16 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R2.12.16 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R2.12.18 10:30 障害者巡回歯科診療 川棚町 慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.19 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R2.12.20 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.彌永歯科衛生士出席者

R2.12.22 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.23 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R2.12.23 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R2.12.25 10:30 障害者巡回歯科診療 川棚町 慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.26 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.田中歯科衛生士出席者

R2.12.27 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）大平孝造会員.松尾歯科衛生士出席者

R2.12.30 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）木原功喜.矢嶌仁美会員.高比良.道下.林田歯科衛生士出席者

R2.12.31 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）添野光洋.渡邊知英会員.髙比良.彌永.道下歯科衛生士出席者

R3.01.02 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.井元.松尾.道下歯科衛生士出席者

R3.01.03 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（西彼）村木　理会員.（長大歯学部）小関優作先生.松尾.道下.田中歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.01.05 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.01.06 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R3.01.10 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.井元歯科衛生士出席者

R3.01.11 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（島原南高）山崎柳太郎会員.彌永歯科衛生士出席者

R3.01.12 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.01.13 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R3.01.13 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.01.15 10:30 障害者巡回歯科診療 川棚町 慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.01.16 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.道下歯科衛生士出席者

R3.01.17 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.髙比良歯科衛生士出席者

R3.01.19 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.01.20 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R3.01.20 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.01.22 10:30 障害者巡回歯科診療 川棚町 慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R3.01.23 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.田中歯科衛生士出席者

R3.01.24 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.01.26 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.01.27 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R3.01.27 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.01.29 10:30 障害者巡回歯科診療 川棚町 慈光園

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.01.30 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R3.01.31 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.彌永歯科衛生士出席者

R3.02.02 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.02.03 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.川添歯科衛生士出席者

R3.02.03 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.桑原.岡田.久保田歯科衛生士出席者

R3.02.05 10:30 障害者巡回歯科診療 西海市 こざくら学園

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.02.06 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.道下.日向歯科衛生士出席者

R3.02.07 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.井元歯科衛生士出席者

R3.02.09 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾.道下歯科衛生士出席者

R3.02.10 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.髙比良.松尾.川添.道下歯科衛生士出席者

R3.02.10 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.02.11 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（諌早市）森田倫己会員.髙比良歯科衛生士出席者

R3.02.12 10:30 障害者巡回歯科診療 西海市 こざくら学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾歯科衛生士出席者

R3.02.13 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾.道下.日向歯科衛生士出席者

R3.02.14 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

R3.02.16 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾.道下歯科衛生士出席者

R3.02.17 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.髙比良.松尾.川添.道下歯科衛生士出席者

R3.02.17 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.02.19 10:30 障害者巡回歯科診療 西海市 こざくら学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.02.20 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾.日向.林田歯科衛生士出席者

R3.02.21 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（島原南高）城代博明会員.髙比良歯科衛生士出席者

R3.02.23 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.02.24 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.川添歯科衛生士出席者

R3.02.24 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.02.26 10:30 障害者巡回歯科診療 西海市 こざくら学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾歯科衛生士出席者

R3.02.27 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.田中歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.02.28 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.彌永歯科衛生士出席者

R3.03.02 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.03.03 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R3.03.03 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.03.05 11:00 障害者巡回歯科診療 西海市 こざくら学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R3.03.06 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R3.03.07 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（佐世保市）真浦朋子会員.井元歯科衛生士出席者

R3.03.09 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.03.10 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.03.12 11:00 障害者巡回歯科診療 西海市 こざくら学園

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.03.13 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R3.03.14 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.高比良歯科衛生士出席者

R3.03.16 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.03.17 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R3.03.17 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.03.19 11:00 障害者巡回歯科診療 西海市 こざくら学園

釜﨑診療部長.井元.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.03.20 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.03.21 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）田中美保子会員.彌永歯科衛生士出席者

R3.03.23 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R3.03.24 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R3.03.24 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.03.27 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.田中歯科衛生士出席者

R3.03.28 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）砺山敏秀会員.井元歯科衛生士出席者



日付 時間 会議名称 場所

R3.03.30 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.03.31 9:30 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬助教.初瀬.桑原.岡田歯科衛生士出席者

R3.03.31 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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



長崎県歯科医師会医療安全対策事業報告
（令和2年10月1日～令和3年3月31日）

1.委員会  ( 3回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.12.05 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

・その他

橋村委員長.松永副委員長.長富.林下委員出席者

R3.01.22 19:30 医療安全対策委員会[WEB会議] 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

・その他

橋村委員長.松永副委員長.長富.林下委員出席者

R3.02.15 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

・郡市会医療安全対策地区責任者会議について

・その他

橋村委員長.松永副委員長.長富.林下委員出席者

2.諸会議  ( 3回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.10 13:00 医療安全対策打合せ 2階第3会議室

・九州各県歯科医療安全対策担当者会について

橋村委員長.松永副委員長.長富.林下委員出席者

R3.03.06 15:30 医療安全対策打合せ 2階郡市会室

・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.松永副委員長.長富.林下委員出席者

R3.03.06 16:00 郡市会医療安全対策地区責任者会議[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・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「モンスタークレーマーに対する対応について」
　山下・川添総合法律事務所弁護士　山下俊夫

宮口会長.田中常務理事.橋村委員長.松永副委員長.長富.林下委員
（長崎市）藤井地区責任者.（島原南高）畑中地区責任者.（諌早市）大坪地区責任者.（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）大浦地区責任者.（壱岐市）松永
地区責任者

出席者

shika

報 告 第 ９ 号



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

1.委員会  ( 3回 )

日付 時間 会議名称 場所

R2.10.03 16:40 災害対策委員会 2階役員室

・令和2年度委員会行事予定について

・関係団体との災害対策に関する協議会について

・令和2年度郡市会災害対策連絡協議会の開催について

・地区研修会について

・災害歯科保健医療ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ研修会について

・災害歯科保健医療体制研修会について

・令和2年度 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

・警察歯科医会全国大会について

・令和2年度「歯科診療所災害報告」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

渋谷専務理事.田中委員長.松添副委員長.渡邊.末吉.大安委員出席者

R2.12.24 19:30 災害対策委員会[WEB会議] 各拠点

・令和2年度郡市会災害対策連絡協議会の開催について

・災害歯科保健医療体制研修会について

・警察歯科医会全国大会について

・令和2年度災害歯科保健医療ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ研修会受講者を対象とした実地研修会について

・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

・令和3年度災害対策関係事業計画及び予算について

・市町における災害時等の歯科医療救護活動に関する協定書について

・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

R3.02.25 19:30 災害対策委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度主要行事予定について

・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

・警察歯科医会全国大会について

・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について

・災害時歯科保健医療提供体制整備事業（長崎市医療圏及び県南医療圏への訪問診療機器の設
置）について

・令和2年度郡市会災害対策連絡協議会の開催について

・備蓄品および災害時の初動パッケージについて

・九州各県災害対策検討委員会の設置について

・「災害時の歯科保健医療支援における連携の必要性」研修会について

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  ( 3回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.02.02 19:30 長崎県警察本部・第七管区海上保安本部との協議会[WEB会議] 2階役員室.各拠点

・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.渋谷専務理事.田中委員長出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.02.06 12:00 警察歯科医会全国大会[オンライン形式] 鹿児島県歯会館.各拠
点

・「桜島の大規模噴火に備えて」（特別講演）
　京都大学防災研究所火山活動研究センター長・教授　井口正人

・「桜島大噴火災害はなぜ想定外となりうるのか？～火山災害にも各分野の視点を！～」（基調講
演）
　鹿児島市立病院救命救急センター長　吉原秀明

・「多職種連携で繋ぐべきこと」（基調講演）
　千葉大学大学院医学研究員法医学教室准教授　斉藤久子

・シンポジウム「災害救護活動（受援と支援を繋ぐ切れ目のない支援を目指して）」
　公益社団法人日本歯科医師会副会長　柳川忠廣
　鹿児島市立病院救命救急センター長　吉原秀明
　鹿児島南警察署署長　今村勝志
　鹿児島市立危機管理局危機管理課課長　児玉博史
　公益社団法人鹿児島県看護協会前専務理事　原田ケイ子
　公益社団法人鹿児島県歯科医師会立口腔保健センター長　上橋陸海

田中委員長.末吉災害対策委員出席者

R3.03.11 19:30 郡市会災害対策連絡協議会[WEB会議] 2階役員室.各拠点

・令和2年度災害対策事業の推進について

・本会と関係団体との災害対策に関する協議会について

・令和2年度災害対策研修会（身元確認班、医療提供班）及び長崎県警察本部・第七管区海上保安
本部との協議会について

・災害歯科保健医療体制研修会について

・警察歯科医会全国大会について

・長崎県市町における災害協定の締結について

・各郡市会における災害対策の現状について

・九州各県災害対策検討委員会の設置について

・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

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）山村副会長.（対馬市）大浦副会
長.（壱岐市）光武副会長
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）（佐世保市）八谷理事

出席者


