
2.会　　　　　議

本会関係( 1 )

1○ 代議員会  （ 2回 ）

日時 会議名称 場所

R3.06.26 14:30 定時代議員会 5階講堂

・令和2年度長崎県歯科医師会一般会計収支決算に関する件

・令和2年度長崎県歯科医師会特別会計収支決算に関する件

・令和2年度長崎県歯科医師会積立金会計収支決算に関する件

・令和2年度長崎県歯科医師会正味財産増減計算書及び貸借対照表並びに財産目録に関する件

・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

・一般社団法人長崎県歯科医師会会館管理規程の一部改正に関する件

・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

・一般社団法人長崎県歯科医師会役員の選任に関する件

・日本歯科医師会代議員及び予備代議員の選任に関する件

・次期代議員会議長及び副議長の選出に関する件

・令和4年度長崎県歯科医学大会について

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
（選挙管理会）牟田委員長.星野副委員長.福崎委員

R4.03.05 14:30 臨時代議員会[WEB会議] 5階講堂.各拠点

・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労働保険事務組合事務処理規則の一部改正に関する件

・一般社団法人長崎県歯科医師会職員規則の一部改正に関する件

・令和4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

出席者 許斐.宮口顧問.坂口.松島監事.渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.
松永.中村.東.井手.江頭理事
（長崎市）貝通丸.吉田.森本.渡邊.伊藤.藤.村橋.吉川.南.平良.木原代議員.（佐世保市）松添.長富.八谷.
疊屋.須田.池田代議員.（島原南高）佐藤.松尾.大場代議員.（諌早市）浦.橋村.大坪代議員.（大村東彼）

 髙木.山邉代議員.（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）百田代議員

1



2○ 理事会  （ 14回 ）

日時 会議名称 場所

R3.04.15 19:45 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4・5・6月行事予定について

・各会計の仮受金．仮払金等未決裁収支について

・第61回長崎県歯科医学大会副会長及び準備委員長並びに参与の委嘱について

・日本歯科医師会代議員会の個人質問について

・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

・会館管理規程の見直しについて

・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.平良.中村.富永.岩永.江頭.宮﨑.
坂口監事
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）井手連盟常務理事

R3.05.13 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3年5・6・7月行事予定について

・令和3年度長崎県歯科医師会会員表彰について

・第156回定時代議員会の招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

・長崎県すこやか長寿財団情報誌「そよかぜ」への原稿執筆について

・歯科医師による新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について

・授業目的公衆送信補償金制度に対する対応について

・「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.橋村.平良.中村.富永.岩永.江頭.宮﨑.
坂口監事
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）井手連盟常務理事

R3.06.10 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6・7・8月行事予定について

・第156回定時代議員会について

・日本歯科医師会会長表彰の推薦について

・会務引継ぎ事項について

・本会及び長崎歯科衛生士専門学校役員の退任挨拶状について

・九地連協議会の提出協議題について

・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

・口腔保健センター診療協力医（仮称）について

・骨折対策協力歯科医師確保事業（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.橋村.平良.中村.富永.岩永.江頭.宮﨑.
坂口監事
（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）井手連盟常務理事
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日時 会議名称 場所

R3.06.26 18:00 理事会 2階大会議室

・代表理事（会長）の選任について

・業務執行理事（副会長、専務理事、常務理事）の選任について

・首席監事の互選について

・理事及び監事の就任承諾書及び印鑑登録証明書等の提出について

・各理事の会務分掌及び職務代理の順序について

・長崎歯科衛生士専門学校の役員等について

・長崎県歯科医師連盟役員等について

・第61回長崎県歯科医学大会副会長及び参与の委嘱について

・長崎県歯科医師会外部顧問の委嘱について

・本会及び長崎歯科衛生士専門学校役員の就退任挨拶状について

・その他

出席者 渋谷.山田.俣野.田中.岩永.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂口.松島監事

R3.07.03 14:00 理事会 2階大会議室

・各委員会委員の委嘱について

・長崎歯科衛生士専門学校の役員等について

・長崎歯科衛生士専門学校試験委員について

・長崎歯科衛生士専門学校学生募集地区担当者について

・長崎県口腔保健センターの役員等について

・長崎県歯科医師会歯科医師青色申告連合会の役員について

・日本歯科医師会等歯科医師会関係の役職について

・関係官庁団体の役職について

・一般歯科医療相談の受付担当者について

・理事の業務執行等に関する諸事項について

・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年度年間行事予定について

・第156回定時代議員会における質問及び要望事項等について

・令和3年度郡市会専務理事連絡協議会の開催について

・臨時持ち回り代議員会の開催について

・長崎歯科衛生士専門学校学則の一部改正について

・事務局組織及び担当業務について

・長崎県福祉保健部・こども政策局との協議会について

・「標準的な健診・保健指導プログラム」に関する研修会の講師について

・令和3年度長崎県委託・地域医療介護総合確保基金事業等について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事

R3.08.12 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8・9・10月行事予定について

・定款施行規則第10条に基づき臨時委員会を設置することについて

・九州各県専務理事会[WEB会議]の提出協議題について

・長崎県福祉保健部・こども政策局との協議会について

・歯と口の健康週間PR事業について

・令和3年度長崎県委託事業の実施について

・郡市会研修会の県歯との共催について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事
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日時 会議名称 場所

R3.09.11 13:00 理事会[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・社会保険労務士について

・郡市会専務理事連絡協議会の開催について

・長崎大学歯学部との意見交換について

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂口.松島監事

R3.09.16 19:30 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9・10・11月行事予定について

・令和4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5年度九地連公募研究事業のテーマについて

・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の郡市会推薦者について

・社会保険労務士について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事

R3.10.14 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3年10・11・12月行事予定について

・令和4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3年度第3回郡市会専務理事連絡協議会の開催について

・「中国・四国」「九州」地区歯科医師会役員連絡協議会について

・令和4年度九地連公募研究事業の申請について

・令和5年度九地連公募研究事業のテーマについて

・（県委託）骨折対策協力歯科医師確保事業について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂口.松島監事

R3.11.18 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11・12月・令和4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

・令和3年度第3回郡市会専務理事連絡協議会の開催について

・顧問．郡市歯科医師会長連絡協議会の日程等について

・（長崎市歯科医師会主催）磁性アタッチメント研修会の共催について

・長崎県歯科医師会外部顧問の委嘱について

・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

・「中国・四国」「九州」地区歯科医師会役員連絡協議会[WEB会議]について

・長崎県への要望事項について

・WEB研修会の受講確認について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事
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日時 会議名称 場所

R3.12.18 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3年12月・令和4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157回臨時代議員会協議事項について

・九州各県専務理事会提出協議題に対する回答について

・長崎県三師会協議会提出協議題について

・九地連協議会[WEB会議]提出協議題について

・中規模県歯科医師会連合会提出協議題について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事

R4.01.20 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4年1・2・3月行事予定について

・令和4年度会館休館日及び定期清掃日等について

・令和4年度年間行事予定について

・第157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

・日本歯科医師会代議員会個人質問について

・長崎県三師会協議会について

・九地連協議会各県協議題への回答について

・中規模県連合会各県協議題への回答について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事

R4.02.17 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4年2・3・4月行事予定について

・令和4年度年間行事予定について

・第157回臨時代議員会について

・職員人事等について

・長崎県歯科用品商組合との「歯科医師の事業承継サポートに関する協定書」の締結について

・長崎市医師会報企画案　シリーズ：『口から食べるための支援』の執筆について

・令和3年度委託事業等の進捗状況について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事

R4.03.17 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4年3・4・5月行事予定について

・第157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4年度郡市会専務理事連絡協議会の開催について

・令和3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

・Ｖ・ファーレン長崎とのデンタルサポート協定の締結について

・長崎県歯科用品商組合との歯科医師の事業承継サポートに関する協定の締結について

・郡市歯科医師会との研修会共催に関する申し合せ事項について

・職員人事等について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事
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3○ 長崎県歯科医学大会関係  （ 1回 ）

日時 会議名称 場所

R3.09.11 14:00 長崎県歯科医学大会[ハイブリッド形式] 5階講堂

・講演Ⅰ「フィールドにおけるマウスガード使用効果を検証する！」
　東京歯科大学特任教授　石上惠一

・講演Ⅱ「スポーツを通しての子供たちの成長～結果を出す子供を育てるには～」
　スポーツクラブ内村　内村周子

出席者 渋谷会長
参加者数190人（会員[会場60人.ウェビナー93人].学生他37人）.Youtube視聴件数101件

4○ 諸会議  （ 131回 ）

日時 会議名称 場所

R3.04.06 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

R3.04.06 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実施要領について

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員選挙候補者届出書受理の方法及び通知並びに
掲示について

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員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

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員選挙候補者一覧表の作成及び送付について

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員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

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員選挙事務の管理について

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員選挙録の作成について

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員選挙関係書類の決裁について

・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

R3.04.13 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

R3.04.13 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

R3.04.13 19:30 長崎市歯科医師会との意見交換会 2階役員室

・長崎県歯科医師会「会館管理規程」について

・長崎県歯科医学大会について

・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

R3.04.15 17:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.2階郡市会室

・医療行政にかかる意見交換

出席者 宮口会長

R3.04.16 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R3.04.20 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
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日時 会議名称 場所

R3.04.27 17:00 選挙管理会 2階役員室

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員選挙候補者の資格審査について

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員選挙候補者一覧表の送付について

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員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

R3.04.27 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

R3.04.27 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

R3.05.06 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

R3.05.06 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

R3.05.11 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

R3.05.11 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

R3.05.14 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R3.05.18 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

R3.05.18 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

R3.05.25 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

R3.05.25 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

R3.06.01 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

R3.06.08 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

R3.06.08 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

R3.06.10 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

R3.06.10 21:00 会務連絡 2階役員室

出席者 渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.岩永理事
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日時 会議名称 場所

R3.06.15 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

R3.06.15 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

R3.06.15 20:00 本会役員及び日歯代議員・予備代議員選挙に関する打合せ 2階役員室

・長崎県歯科医師会役員、日歯代議員・予備代議員選挙にかかる選挙事務等について

・日歯代議員・予備代議員選挙投票用紙の形式について

・記載台及び投票箱について

・投票所の準備・設置について

・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

R3.06.16 15:00 宮崎司法書士事務所へ出向き 宮崎司法書士事務所

・役員変更登記手続き手順について

出席者 岩永事務局長

R3.06.21 19:30 郡市会次期会長予定者との打合せ[WEB会議] 2階役員室.各拠点

・各委員会次期委員について

・その他

出席者 渋谷専務理事.田中常務理事.岩永理事
（次期郡市会長予定者）（長崎市）貝通丸　剛会員.（佐世保市）松添裕之会員.（島原南高）佐藤晃一会
員.（諌早市）浦　　泰会員.（大村東彼）髙木浩司会員.（西彼）徳久道生会員.（北松）安部重幸会員.（福
江南松）近藤勝則会員.（対馬市）竹村正士会員.（壱岐市）百田昌史会員

R3.06.22 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

R3.06.24 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R3.06.26 14:30 選挙管理会（本会役員及び日歯代議員・予備代議員選挙日） 5階講堂

出席者 牟田委員長.星野副委員長.福崎委員

R3.06.29 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.07.03 17:00 本会会務引継ぎ 2階大会議室

・宮口執行部事業概要について

・会務引継書について

・各委員会関係引継について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事
宮口前会長.品川前副会長.山下.平良.橋村.富永前理事.宮﨑前監事

R3.07.05 14:30 宮崎司法書士事務所へ出向き 宮崎司法書士事務所

・役員変更登記手続き

出席者 岩永事務局長

R3.07.06 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.07.13 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R3.07.13 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.07.17 19:00 会務連絡 佐世保市歯会館

出席者 渋谷会長

R3.07.20 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

8



日時 会議名称 場所

R3.07.27 13:30 役員就任挨拶回り 県庁他

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.岩永事務局長

R3.07.27 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.07.31 14:30 郡市会専務理事連絡協議会 2階大会議室

・一般社団法人に移行した法人の留意事項について

・歯科医師法・医療法等の改正にかかる歯科関連事項について

・新たな医療制度の動きについて

・長崎県医療機能情報提供制度概要について

・医療法．健康保険法等に基づく諸手続きについて

・歯科診療における院内感染対策について

・医療法に基づく歯科医業の広告等について

・長崎県及び地元管轄保健所と郡市歯科医師会との連携について

・叙勲・褒章・県民表彰等について

・長崎県歯科医師会関係諸手続きについて

・長崎県歯科医師会入会のご案内について

・各種制度について

・郡市歯科医師会提出協議題について

・郡市歯科医師会との意見交換

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.坂
口.松島監事
（長崎市）森本専務理事.（佐世保市）疊屋専務理事.（島原南高）松尾専務理事.（諌早市）橋村専務理
事.（大村東彼）山邉専務理事.（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）村瀬専務理事.（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）（佐世保市）須田常務理事.宮岡事務
局長.（大村東彼）大安総務理事

R3.08.03 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.08.10 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.08.14 8:30 令和3年8月11日からの大雨に係る長崎県歯科医師会災害対策本
部打合せ

各診療所

・令和3年8月11日からの大雨に係る長崎県歯科医師会災害対策本部の立ち上げについて

・大雨に伴う対応について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.08.17 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R3.08.17 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.08.23 18:30 長崎県福祉保健部・こども政策局との協議会[WEB会議] 県庁.2階大会議室

・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 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.吉田.松永.江頭理事
（県福祉保健部）寺原部長.中村次長.（県医療政策課）伊藤課長.（県国保・健康増進課）川内野課長.
宗医療監.（県長寿社会課）尾崎課長.山口企画監.（県福祉保健課）中村総括課長補佐

R3.08.24 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.08.31 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.08.31 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 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.09.07 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
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日時 会議名称 場所

R3.09.07 19:30 新型コロナウイルス感染症対応に関する長崎大学歯学部との打合
せ[WEB会議]

長崎大学.2階役員室

・新型コロナウイルス感染症への対応について

・その他

出席者 渋谷会長.岩永常務理事
（長崎大学歯学部）澤瀬教授.山下講師

R3.09.14 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.09.15 19:30 郡市会専務理事連絡協議会[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・郡市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 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.
（長崎市）森本専務理事.（佐世保市）疊屋専務理事.（島原南高）松尾専務理事.（諌早市）橋村専務理
事.（大村東彼）山邉専務理事.（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）村瀬専務理事.（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）（佐世保市）須田常務理事

R3.09.17 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R3.09.21 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.09.21 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 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.09.28 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.09.28 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 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.10.05 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.10.05 19:30 会務連絡 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（元国保連合会職員）三川氏

R3.10.12 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.10.18 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R3.10.19 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.10.19 19:30 長崎市歯科医師会との打合せ 2階役員室

・研修会等の共催について

・医院承継について

・歯科衛生士の復職支援・育成支援について

・災害対策について

・選挙の際の候補者の推薦基準について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事
（長崎市）貝通丸会長.吉田副会長.森本専務理事.西田常務理事.吉川総務理事

R3.10.26 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.10.26 19:00 阿部社会保険労務士との面談 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
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日時 会議名称 場所

R3.11.02 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.11.09 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.11.09 19:00 医療情報委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.中村理事

R3.11.09 19:20 専門学校委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.井手理事

R3.11.09 19:40 学術委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡理事.小山学術副委員長

R3.11.12 20:00 長崎大学歯学部との打合せ 長崎市内

・学術DVD研修会への協力について

・HIV診療体制について

・医院承継について

・代診派遣制度について

・学校歯科健診協力について

・歯科衛生士専門学校講師について

・その他

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（長崎大学歯学部）澤瀬.鵜飼教授.山下講師

R3.11.16 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.11.16 19:00 地域保健委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.吉田理事

R3.11.16 19:40 地域福祉委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.江頭理事

R3.11.18 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 坂口.松島監事.渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.岩永事務局長.土山課長.石川課長補佐

R3.11.18 19:30 （長崎市歯会共催）磁性アタッチメント研修会[オンライン形式] 5階講堂.各拠点

・「新しく保険導入された有床義歯磁性アタッチメント」
　長崎大学病院義歯補綴治療室病院准教授　鳥巣哲朗

・「磁性アタッチメントの算定について」
　長崎市歯科医師会社会保険委員会

出席者 参加者172人（会場35人.WEB137人）

R3.11.22 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R3.11.24 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.11.24 19:00 社会保険委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.東理事

R3.11.24 19:20 医療管理委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.松永理事

R3.11.24 19:40 医療安全対策委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.松永理事

R3.11.24 20:00 災害対策委員会ヒヤリング 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.11.25 19:30 会務連絡 長崎市内

出席者 宮口顧問.渋谷会長.岩永常務理事
（日本ﾒﾃﾞｨｶﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）3人他1人
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日時 会議名称 場所

R3.11.27 16:00 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 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.松永.中村.井手理事
（長崎市）森本専務理事.（佐世保市）疊屋専務理事.（島原南高）松尾専務理事.（諌早市）橋村専務理
事.（大村東彼）山邉専務理事.（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）阿比専務理事.（壱岐市）村瀬専務理事.（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）（佐世保市）須田常務理事

R3.11.28 11:00 会務連絡 2階役員室

出席者 渋谷会長
（ｿﾆｰ生命）辻.千住氏.（ｶﾞｳﾃﾞｨ）杉原氏

R3.11.30 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.11.30 19:00 会務連絡 2階役員室

・医院承継について

・その他

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（歯科用品商組合）鶴崎組合長

R3.12.01 19:30 会務連絡 長崎市内

出席者 渋谷会長.（長崎市）貝通丸会長
前田.下条県議

R3.12.07 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.12.07 19:00 V・ファーレン長崎との打合せ 2階役員室

・歯科健診事業について

・マウスガード作製事業について

・その他

出席者 渋谷会長.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事
（V・ﾌｧｰﾚﾝ長崎）由井取締役.外尾氏

R3.12.07 19:30 令和4年度予算編成に関する打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.岩永事務局長.内藤事務局次長.瀬戸口.土山課
長.石川課長補佐

R3.12.14 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.12.18 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.宮口顧問.渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井
手.江頭理事.坂口.松島監事
（長崎市）貝通丸会長.（佐世保市）松添会長.（島原南高）佐藤会長.（諌早市）浦会長.（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）百田会長

R3.12.20 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R3.12.21 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R3.12.21 19:30 長崎大学歯学部との打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（長崎大学歯学部）村田歯学部長.吉田教授

R3.12.27 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.01.05 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.01.11 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
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日時 会議名称 場所

R4.01.11 19:00 令和4年度予算編成に関する打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.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

R4.01.14 19:30 V・ファーレンとの打合せ[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（V・ﾌｧｰﾚﾝ長崎）中村課長.小川氏.外尾氏

R4.01.14 20:00 会務連絡[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・長崎歯科衛生士専門学校の運営について

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.井手理事

R4.01.18 18:00 会務打合せ（四役）[WEB会議] 2階第1会議室.各拠点

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.01.21 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R4.01.25 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.01.28 18:30 長崎県三師会協議会[WEB会議]（生涯を通じた口腔機能に関する
多職種連携調査研究事業連携協議会）

2階大会議室

・糖尿病連携手帳を利用した医療連携について（歯科医師会）

・生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業への協力依頼について（歯科医師会）

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
の一部の施行（オンライン服薬指導関係）について（薬剤師会）

・成育医療分野における薬物療法支援体制構築推進事業へのご協力のお願い（薬剤師会）

・多職種における医療連携体制にかかるＩＣＴ利活用のためのガイドラインについて（薬剤師会）

・オンライン資格確認について（県医師会 ）

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手.江頭理事.岩
永事務局長

R4.02.01 16:20 職員採用試験 2階郡市会室.第2会議
室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.岩永事務局長.内藤事務局次長.土山課長

R4.02.01 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.02.07 19:30 長崎県スポーツデンティスト打合せ[WEB会議] 各拠点

・V・ファーレントップ選手への歯科健診について

・その他

出席者 俣野副会長.田中専務理事.橋村靜治.奥野勝也.横尾秀陽.坪口哲明.松谷康平.山口香奈美.紀伊康信
会員

R4.02.08 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.02.14 19:00 V・ファーレンとのデンタルサポート事業打合せ[WEB会議] 各拠点

出席者 田中専務理事
（V・ﾌｧｰﾚﾝ長崎）外尾氏他

R4.02.15 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.02.17 18:00 会務連絡 2階応接室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（長崎大学病院感染症医療人育成ｾﾝﾀｰ）古本ｾﾝﾀｰ長

R4.02.18 9:30 内田会計事務所との打合せ 2階郡市会室

出席者 土山課長.石川課長補佐

R4.02.21 10:30 公益法人・一般移行法人の運営時に関する研修会[オンライン形式] 各拠点

出席者 土山課長.藤田課長補佐

R4.02.22 17:30 V・ファーレン長崎とのデンタルサポート協定締結式 2階大会議室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（V・ﾌｧｰﾚﾝ長崎）由井取締役.外尾氏
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日時 会議名称 場所

R4.02.22 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.02.22 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 松添議長.佐藤副議長.渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.03.01 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.03.08 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.03.15 18:00 会務打合せ（四役） 2階役員室

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.03.15 19:30 会務連絡 2階役員室

・基金の運用について

・職員福利厚生制度について

・離島、へき地のインターネット環境の充実について

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.松永理事
（ｿﾆｰ生命）辻.杉原氏

R4.03.17 17:30 会務連絡（職員予定者との面談） 2階郡市会室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.（国保）森常務理事.岩永事務局長.内藤事務局次長

R4.03.22 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.03.22 19:00 歯科医師の事業承継サポートに関する協定書締結式 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.松永理事
（歯科用品商組合）鶴崎組合長

R4.03.29 18:00 会務打合せ 2階役員室

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
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（ 2 ） 九地連・二地区歯科医師会関係  ( 23回 )

日時 会議名称 場所

R3.04.17 16:00 九州各県次期会長候補者打合せ会[WEB会議] 各県歯会館.2階役員
室

・日歯地区推薦理事の推薦について

・規則に基づく委員等の推薦について

・日歯各種委員会委員等の推薦について

・8020推進財団評議員の推薦について

・全歯連役員及び各種委員の選定について

・次期九地連役員の互選について

・その他

出席者 渋谷次期会長予定者

R3.05.27 19:00 九州各県災害対策検討委員会[WEB会議] 各県歯会館.各拠点

・今後の災害対策について

・その他

出席者 田中常務理事

R3.07.16 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

・第73回九州歯科医学大会の準備状況

・令和3年度九州各県事務職員研修会の開催計画について

・令和2年度九地連職員互助会会計決算及び令和3年度収支現況報告

・各県提出議題についての情報交換（各県）

・その他

出席者 岩永事務局長

R3.08.07 14:00 九州各県会長会議[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

・総会の運営及び付議事項について

出席者 渋谷会長

R3.08.07 15:00 九地連協議会[WEB会議] 各県歯会館.2階大会
議室

・令和2年度一般会計決算について

・令和2年度積立金会計決算について

・令和2年度事業実施計画について

・令和2年度会員表彰について

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.岩永事務局長

R3.08.07 17:00 九地連総会[WEB会議] 各県歯会館.2階大会
議室

・庶務報告

・事業報告

・令和2年度事業計画

・令和3年度一般会計予算報告

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.岩永事務局長

R3.09.11 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年度各県事業計画及び予算について

・災害対策について

・各県提出協議題について

・その他

出席者 田中専務理事
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日時 会議名称 場所

R3.10.02 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3年度各県学術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 村岡理事.小山学術副委員長

R3.10.02 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

・令和3年度各県地域保健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 俣野副会長.吉田.江頭理事.西野地域保健副委員長.藤地域福祉副委員長

R3.10.09 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3年度各県社会保険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 東理事.松永社会保険副委員長.藤樹.村上社会保険委員

R3.10.09 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階郡市
会室

・令和3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

・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 松永理事.長富医療安全対策副委員長

R3.10.16 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3年度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 渋谷会長.岩永常務理事.中村理事.出口医療情報副委員長.白石.松本.宮田医療情報委員.田中ＩＴｱﾄﾞ
ﾊﾞｲｻﾞｰ

R3.10.16 14:00 九州各県医療管理担当者会[WEB会議] 各県歯会館.3階学校
会議室

・令和3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 松永理事.松尾医療管理副委員長

R3.10.22 19:00 九地連役員会[WEB会議] 各県歯会館.2階役員
室

・第73回九州歯科医学大会の運営について

・他諸議題について

出席者 渋谷会長

R3.10.23 13:30 九州歯科医学大会[オンライン形式] 熊本県歯会館.各拠点

・基調講演「歯科医療と口腔健康管理の過去・現在・未来」
　日本歯科医師会会長　堀　憲郎

・基調講演「認知症と歯科～認知症になる前にすること、認知症になったらすること～」
　日本歯科大学教授　菊谷　武

・特別講演「この国の行方-日本の在るべき姿-」
　ジャーナリスト　櫻井よしこ

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事
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日時 会議名称 場所

R3.11.19 14:00 九州各県事務職員研修会[WEB会議] 各県歯会館.2階大会
議室

・講演「こころとからだの健康づくり～セルフケアの大切さについて～」
　長崎産業保健総合支援センター産業保健専門職（保健師）　山下美和子

・グループディスカッション（庶務・事業、会計）・事務局長連絡会

出席者 岩永事務局長.瀬戸口.土山課長.石川.藤田課長補佐.濵嵜.本多.山下書記

R3.11.25 19:00 九州各県災害対策特別委員会[WEB会議] 各拠点

・九地連災害対策のマニュアルについて

・災害時支援物資一覧の確認について

・その他

出席者 田中専務理事

R3.12.11 14:30 「中国・四国」「九州」地区歯科医師会役員連絡協議会[WEB会議] 各県歯会館.2階郡市
会室

・各県提出協議題について

・その他

出席者 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.01.15 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4年度事業計画立案構想について

・令和4年度予算編成構想について

・令和5年度九地連公募研究事業テーマの選定について

・施設基準対応講習会の対応について

・九州管内歯科関係大学との協議会開催について

・各県提出協議題について

・その他

出席者 田中専務理事

R4.02.19 14:00 九州各県会長会[WEB会議] 各県歯会館.2階役員
室

・協議会の運営及び付議事項について

・施設基準対応講習会の対応について

・各県開催の学会・研修会等の他県への配信について

・令和6年度の九地連歯科医学大会について

出席者 渋谷会長

R4.02.19 15:00 九地連協議会[WEB会議] 各県歯会館.2階第1会
議室

・令和4年度事業実施計画について

・令和4年度一般会計予算について

・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 渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事

R4.03.02 14:00 九州各県事務局長連絡会[WEB会議] 各県歯会館.2階役員
室

・令和4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4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3年度九地連職員互助会会計現況報告並びに令和4年度予算について

・各県提出協議事項について

出席者 岩永事務局長

R4.03.28 19:00 九州各県臨時会長会[WEB会議] 各拠点

・令和4年度第1回九地連諸会議の開催について

・令和4年度九州歯科医学大会の厚生行事について

・九地連として「ウクライナへの支援のための義援金」について

・その他

出席者 渋谷会長
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（ 3 ） 日本歯科医師会関係  ( 41回 )

日時 会議名称 場所

R3.05.12 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 俣野日歯地域保健委員

R3.05.19 16:00 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

・答申書の作成について

・その他

出席者 田中常務理事

R3.05.28 14:00 都道府県会長会議[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・時局問題について

・その他

出席者 宮口会長

R3.06.01 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195回定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

R3.06.25 11:00 日歯定時代議員会 日歯会館

・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

R3.07.28 17:00 日歯地域保健委員会正副委員長予定者打合せ[WEB会議] 日歯会館.各拠点

・今後の地域保健関係事業の進め方について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.08.18 16:00 日歯地域保健委員会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・委員会の運営について

・2021年度地域保健委員会提言書」について

・「2040年を見据えた歯科ビジョン」への具体的な取組について

・第42回全国歯科保健大会について

・令和3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の開催につ
いて

・令和3年度の産業関係研修・講習会等について

・正・副委員長の選出について

・地域保健委員会における協議事項について

・令和3年度地域保健・産業保健・介護保険アンケートについて

・その他

出席者 俣野副会長

R3.09.09 日歯臨時代議員会（書面決議）

・代議員会議長及び副議長の選出の件

・予算決算特別委員会委員承認の件

・議事運営特別委員会委員承認の件

出席者 渋谷会長.山田副会長
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日時 会議名称 場所

R3.09.22 15:30 （日歯）「ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の法制化」
検討チーム[WEB会議]

日歯会館.各拠点

・歯科健診の法制化に向けた現状の整理について

・ライフステージに応じた問診項目の整理について

・歯科口腔保健スクリーニング用アプリの開発について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.09.28 17:00 （日歯）「児童虐待への歯科的対応」検討チーム[WEB会議] 日歯会館.各拠点

・児童虐待に係る現状と歯科健診後の対応の在り方について

・児童虐待対応チェックシートについて

・その他

出席者 俣野副会長

R3.09.29 13:00 日歯災害時対策・警察歯科総合対策検討会議[WEB会議] 日歯会館.各拠点

・正副委員長の選出について

・諮問事項の検討について

・災害準備登録票について

・その他

出席者 田中専務理事

R3.10.06 13:00 日歯役員報酬算定審議会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・正副委員長の選出

・諮問事項の検討について

・その他

出席者 渋谷会長

R3.10.07 18:00 （日歯）産業歯科保健ワーキンググループ[WEB会議] 各拠点

・正・副委員長の選出について

・産業歯科保健の普及啓発ツールの制作について

・歯科医師向け「産業歯科保健ハンドブック」について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.10.08 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

・テーマ「歯科医療現場に求められる感染症対策～コロナ禍そして今後～」

・講演「最近の歯科医療の動向について（保険診療）」
　厚生労働省保険局歯科医療管理官　宮原勇治

・講演「歯科における新規技術や期中導入について」
　日本歯科医師会常務理事　林　正純

・研修「新たなパンデミックに備える-歯科の対応-」
　日本歯科大学口腔外科教授　小林隆太郎

出席者 東理事.松永社会保険副委員長

R3.10.20 18:30 日歯地域保健委員会正副委員長打合せ[WEB会議] 各拠点

・地域保健委員会について

出席者 俣野副会長

R3.10.27 16:00 日歯地域保健委員会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・ライフステージに応じた咀嚼機能の支援の在り方や、「食育」・「食支援」に係る用語及び使用する場
面の整理

・糖尿病連携を実効化するための方策

・産業保健の場で活躍する人材の増加と育成の在り方

・令和3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

・その他

出席者 俣野副会長

R3.10.27 17:30 （日歯）「ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の法制化」
検討チームWG[WEB会議]

日歯会館.2階役員室

・歯科口腔保健スクリーニング用アプリの開発について

・その他

出席者 俣野副会長
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日時 会議名称 場所

R3.11.05 13:15 日歯地域保健委員会正・副委員長打合せ[WEB会議] 各拠点

・地域保健委員会について

出席者 俣野副会長

R3.11.10 18:00 （日歯）産業歯科保健ワーキンググループ[WEB会議] 日歯会館.各拠点

・産業歯科保健の普及啓発ツールの制作 について

・歯科医師向け「 産業歯科保健ハンドブック」について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.11.16 15:00 （日歯）「ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の法制化」
検討チームWG[WEB会議]

日歯会館.2階郡市会
室

・歯科口腔保健スクリーニング用アプリの開発について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.11.17 14:00 都道府県専務理事連絡協議会[WEB会議] 日歯会館.各拠点

・時局問題について

・JDATについて

・その他

出席者 田中専務理事

R3.11.26 14:00 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2年度歯科医師会職員互助会会計決算

・令和2年度歯科医師会職員福祉年金会計決算

・全国歯科医師会職員福祉年金規程の一部改正について

・都道府県提出協議題

・その他

出席者 岩永事務局長

R3.12.07 18:00 （日歯）産業歯科保健ワーキンググループ[WEB会議] 日歯会館.2階第1会議
室

・産業歯科保健の普及啓発ツールの制作について

・歯科医師向け「産業歯科保健ハンドブック」について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.12.16 18:00 （日歯）「ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の法制化」
検討チームWG[WEB会議]

日歯会館.2階役員室

・歯科口腔保健スクリーニング用アプリの開発について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.12.23 18:00 日歯地域保健委員会正副委員長打合せ[WEB会議] 各拠点

出席者 俣野副会長

R4.01.13 18:00 （日歯）産業歯科保健ワーキンググループ[WEB会議] 日歯会館.各拠点

・産業歯科保健の普及啓発ツールの制作 について

・歯科医師向け「産業歯科保健ハンドブック」について

・その他

出席者 俣野副会長

R4.01.19 16:00 日歯地域保健委員会[WEB会議] 日歯会館.各拠点

・令和3年度地域保健・産業保健・介護保険アンケート結果分析・評価について

・地域保健委員会における協議事項について

・その他

出席者 俣野副会長

R4.01.22 13:00 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 八谷災害対策委員

R4.01.23 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 八谷災害対策委員
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日時 会議名称 場所

R4.01.25 18:00 （日歯）「ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の法制化」
検討チーム[WEB会議]

日歯会館.各拠点

・歯科口腔保健スクリーニング用アプリの開発について

・その他

出席者 俣野副会長

R4.02.08 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.
郡市会室

・「厚生労働省報告」
　厚生労働省医政局歯科保健課長　小椋正之
　厚生労働省医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室長　小嶺祐子
　労働基準局安全衛生部労働衛生課長　髙倉俊二
　老健局老人保健課医療・介護連携技術推進官　粟田哲也

・「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3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

・地域保健に関わるICT活用について

・「8020推進財団報告」
　8020推進財団専務理事　小玉　剛

・「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 俣野副会長.吉田.江頭理事

R4.02.09 11:00 日歯役員報酬算定審議会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・諮問事項について

・その他

出席者 渋谷会長

R4.02.15 17:00 （日歯）「児童虐待への歯科的対応」検討チーム[WEB会議] 日歯会館.2階郡市会
室

・児童虐待対応チェックシートについて

・チェックシートの活用方法、普及啓発方法等について

・その他

出席者 俣野副会長

R4.02.22 18:00 （日歯）産業歯科保健ワーキンググループ[WEB会議] 日歯会館.2階郡市会
室

・産業歯科保健の普及啓発ツールの制作について

・歯科医師向け「産業歯科保健ハンドブック」について

・その他

出席者 俣野副会長

R4.02.25 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 渋谷会長

R4.02.25 16:00 （日歯）ライフステージに応じた切れ目ない歯科健診の法制化検討
チームWG[WEB会議]

各拠点

・歯科口腔保健スクリーニング用アプリの開発について

・その他

出席者 俣野副会長

R4.03.10 日歯臨時代議員会（書面決議）

・令和4年度事業計画の件

・令和4年度入会金及び会費の額の件

・令和4年度収支予算の件

・令和4年度資金調達及び設備投資の見込みの件

・時局対策

・福祉共済保険制度の純資産改善計画に基づく規則改正について

・その他

出席者 渋谷会長.山田副会長
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日時 会議名称 場所

R4.03.11 9:30 都道府県社会保険担当理事連絡協議会[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和４年度診療報酬改定内容について

・歯初診の追加研修について

・その他

出席者 東理事.松永社会保険副委員長

R4.03.15 16:00 （日歯）産業歯科保健ワーキンググループ[WEB会議] 日歯会館.2階郡市会
室

・産業歯科保健の普及啓発ツールの作成について

・その他

出席者 俣野副会長

R4.03.23 14:00 日歯災害時対策・警察歯科総合対策検討会議[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 田中専務理事

R4.03.23 16:00 （日歯）ライフステージに応じた切れ目ない歯科健診の法制化検討
チームWG[WEB会議]

日歯会館.各拠点

・歯科口腔保健スクリーニング用アプリの開発について

・その他

出席者 俣野副会長

（ 4 ） 関係官庁団体関係  ( 185回 )

日時 会議名称 場所

R3.04.01 17:30 臨床研修歯科医向け日歯第6種会員の入会促進説明会 長崎大学病院 歯学部
棟4階基礎実習室

出席者 渋谷専務理事

R3.04.08 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

R3.04.09 13:30 （県国保・健康増進課）令和2年度委託事業に関する現地確認 2階郡市会室

・成人歯科保健対応かかりつけ歯科医機能強化研修事業について

出席者 （県国保・健康増進課）下窄参事.橋本歯科衛生士

R3.04.14 13:00 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

県庁.2階役員室

出席者 岩永事務局長

R3.04.17 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.各拠
点

・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

出席者 角地域福祉委員

R3.04.22 16:45 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

R3.04.23 19:30 長崎県国保・健康増進課との打合せ 2階役員室

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

出席者 俣野常務理事.平良.江頭理事
（県歯科衛生士会）田中会長.岩本理事.（県国保・健康増進課）宗医療監.浅田係長.橋本歯科衛生士

R3.04.27 九州地方社会保険医療協議会長崎部会（書面決議）

・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
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日時 会議名称 場所

R3.04.28 13:00 長崎県公立学校新規採用養護教諭研修 県庁 3階308会議室

・「歯科疾患の予防と管理」
　長崎県歯科医師会理事　平良浩代

出席者 平良理事

R3.05.10 13:10 長崎県体育保健課との打合せ 県庁 7階会議室

・コロナ禍における歯磨き、フッ化物洗口について

・学校歯科健診の対応について

・新型コロナウイルス感染症と学校歯科保健活動について

・その他

出席者 俣野常務理事.平良理事

R3.05.10 19:30 長崎県国保・健康増進課との打合せ 2階役員室

・発達障害児の摂食嚥下障害指導者育成事業について

・成人歯科保健対策支援研修事業について

・口腔機能発達不全診断力向上研修事業について

・生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・口腔機能発育支援事業について

・長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・長崎県歯科疾患実態調査について

出席者 渋谷専務理事.田中.俣野常務理事.平良.江頭理事
（県国保・健康増進課）宗医療監.重政長補佐.橋本歯科衛生士

R3.05.12 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

R3.05.18 14:00 長崎県国保・健康増進課との打合せ 渋谷歯科診療所

・令和3年度長崎県歯科保健事業の企画について

出席者 渋谷専務理事
（県国保・健康増進課）宗医療監.重政課長補佐

R3.05.18 15:00 （長崎大学病院）医療事故内容等検討委員会[WEB会議] 各拠点

出席者 渋谷専務理事

R3.05.19 18:00 長崎県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度事業計画（案）

・各部会の編成について

・情報提供事業計画について

・その他

出席者 田中常務理事

R3.05.20 13:30 （県国保・健康増進課）令和2年度委託事業に関する現地確認 2階郡市会室

・令和2年度長崎県障害者歯科診療・休日歯科診療事業について

出席者 （県国保・健康増進課）重政課長補佐

R3.05.20 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

・その他

出席者 宮口会長

R3.05.21 13:30 （県国保・健康増進課）令和2年度委託事業に関する現地確認 2階郡市会室

・(県委託)長崎県フッ化物洗口推進体制技術支援事業について

・(県委託)令和2年度長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

出席者 （県国保・健康増進課）重政課長補佐

R3.05.21 15:30 長崎リハビリテーション病院との打合せ 長崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

・長崎JRAT（Japan Rehabilitation Assistance Team）について

・その他

出席者 渋谷専務理事
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日時 会議名称 場所

R3.05.21 18:00 長崎県薬事審議会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・会長の選出について

・地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定に係る事務の重要事項について

・その他

出席者 宮口会長

R3.05.27 長崎県すこやか長寿財団理事会（書面決議）

・令和2年度事業報告の承認について

・令和2年度決算の承認について

・就業規程の一部改正について

・評議員会の招集について

出席者 藤地域福祉副委員長

R3.05.27 （日学歯）代議員会（書面決議）

・公益社団法人日本学校歯科医会選挙規則改定について

出席者 宮口会長.渋谷専務理事

R3.05.27 九州地方社会保険医療協議会長崎部会（書面決議）

・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

R3.05.27 14:00 （日学歯）予算決算特別委員会[WEB会議] 日歯会館.2階郡市会
室

・令和2年度事業報告について

・令和2年度決算書類について

・その他

出席者 渋谷専務理事

R3.05.27 14:00 長崎県学校保健会理事会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・令和2年度事業報告・決算報告

・監査報告

・令和3年度事業計画（案）・予算（案）について

・県健康教育研究協議大会（長崎大会）について

・第20回九州地区健康教育研究大会について（長崎県開催）

・長崎県学校保健会表彰及び慶弔規程の一部改定について

・県学校保健会健康教育調査研究委託事業実施要項改定について

出席者 宮口会長

R3.05.27 15:00 長崎県学校保健会評議員会[WEB会議] 県庁.2階役員室

・令和2年度事業報告・決算報告

・監査報告

・令和3年度事業計画（案）・予算（案）について

・県健康教育研究協議大会（長崎大会）について

・第20回九州地区健康教育研究大会について（長崎県開催）

・長崎県学校保健会表彰及び慶弔規程の一部改定について

・県学校保健会健康教育調査研究委託事業実施要項改定について

出席者 宮口会長

R3.05.27 17:00 （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について

出席者 渋谷専務理事

R3.05.28 14:00 長崎県国保・健康増進課との打合せ 渋谷歯科診療所

・令和3年度骨粗しょう症に関する事業提案について

出席者 渋谷専務理事
（県国保・健康増進課）宗医療監.重政課長補佐

R3.05.28 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

・その他

出席者 宮口会長
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日時 会議名称 場所

R3.06.02 16:00 （厚労省）歯科医療提供体制等に関する検討会[WEB会議] 東京 AP新橋.2階役員
室

・2040年を見据えた歯科ビジョンの概要

・歯科医療提供体制に関する当面の検討の進め方について

出席者 渋谷専務理事

R3.06.02 16:00 長崎県献血推進計画策定部会[WEB会議] 県庁.各拠点

・令和2年度血液事業実績について

・令和4年度供給予測について

出席者 岩永理事

R3.06.04 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

・その他

出席者 宮口会長

R3.06.05 16:00 （長崎県主催）歯科医師による新型コロナウイルス感染症に係るワ
クチン接種実技研修

5階講堂

・「新型コロナウイルスワクチン接種について（講演及び実技研修）」
　講演　長崎県医療政策課医師　安藤隆雄

出席者 参加者159人

R3.06.07 長崎県防災会議（書面決議）

・長崎県地域防災計画の修正について

・その他

出席者 田中常務理事

R3.06.08 9:00 九州地区健康教育研究大会発表動画収録 2階郡市会室

出席者 （島原南高）喜多慎太郎会員

R3.06.08 10:30 長崎県医療勤務環境改善支援センター運営協議会[WEB会議] 県庁.各拠点

・会長及び副会長の選出について

・令和3年度医療勤務環境改善支援事業補助金の対象機関の選定について

・「医師の働き方改革」に向けた勤改センターの取り組みについて

出席者 橋村理事

R3.06.08 15:30 支払基金支部運営委員会[WEB会議] 同基金.2階役員室

・5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

R3.06.10 18:00 長崎県ジェネリック医薬品使用促進協議会[WEB会議] 県庁.各拠点

・令和3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

R3.06.11 9:30 （長崎県）口腔ジェネレーションターゲットポイント事業お口のフレイ
ル予防教室

佐々町

・講話「咀嚼機能維持向上とフレイル予防のために」
　北松歯科医師会　御厨増尚　会員

・咀嚼機能検査の説明、デモ

・咀嚼機能検査実施

・個人指導

出席者 （北松）御厨増尚会員

R3.06.12 9:30 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場視察 県庁 1階ﾛﾋﾞｰ

出席者 宮口会長
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日時 会議名称 場所

R3.06.14 15:30 健康ながさき21推進会議（地域・職域連携推進協議会） 県庁 305会議室

・健康ながさき21（第2次）の計画期間の延長について

・令和2年度第1回健康ながさき21推進会議小委員会の報告

・令和3年度生活習慣状況調査について

・健康長寿日本一の長崎県づくりの取組について

・令和2年度地域・職域連携推進事業の報告

出席者 渋谷専務理事

R3.06.17 16:00 8020推進財団評議員会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・評議員辞任に伴う後任評議員選任の件

・理事の選任の件

・監事の選任の件

・令和2年度事業報告及び収支決算の件

・今後の公募研究事業および歯科保健活動事業の在り方について

出席者 宮口会長

R3.06.17 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

・その他

出席者 宮口会長

R3.06.18 19:00 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実行委員会打合せ[WEB会議]

各拠点

・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

出席者 俣野常務理事.江頭理事.角地域福祉委員
（佐世保市）田中副委員長.(県歯科衛生士会）田中会長.(燿光ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）池田言語聴覚士

R3.06.23 日学歯定時代議員会（書面決議）

・令和2年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びに財産目録の承認

・役員選任

・その他

出席者 宮口会長.渋谷専務理事

R3.06.24 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

・その他

出席者 宮口会長

R3.06.28 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 宮口前会長

R3.07.02 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

・その他

出席者 渋谷会長

R3.07.02 19:30 長崎県保健医療対策協議会がん対策部会緩和ケア委員会[WEB会
議]

県庁.各拠点

・長崎県歯科医師会における周術期医科歯科連携の取り組みについて説明

出席者 江頭理事

R3.07.06 15:30 支払基金支部運営委員会 同基金

・6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 渋谷会長

R3.07.07 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

・その他

出席者 （会長代理）岩永事務局長
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日時 会議名称 場所

R3.07.08 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

・令和4・5年度保険料改定に向けて

・令和2年度の第2期データヘルス計画の進捗状況について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.07.08 14:30 学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣）審査会 県庁 3階307会議室

出席者 渋谷会長.吉田理事

R3.07.08 15:30 全国健康づくり推進学校表彰審査会 県庁 3階307会議室

出席者 吉田理事

R3.07.17 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.各拠
点

・大会の全般的な運営について

・分科会運営方法について

・大会参加証について

・大会参加登録状況について

・運営ボランティアについて

・感染対策について

・その他

出席者 （大村東彼）角常務理事

R3.07.20 19:30 歯科保健に関する意見交換会 2階大会議室

・次期歯なまるスマイルプランの策定について

・令和3年度国保・健康増進課の歯科保健事業について

・令和4年度歯科保健施策について

出席者 渋谷会長.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.吉田.江頭理事
（県歯科衛生士会）北村会長.岩本副会長.（長崎大学）吉村教授.五月女准教授.（県国保・健康増進
課）宗医療監.重政課長補佐.橋本歯科衛生士

R3.07.28 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 宮口前会長

R3.07.28 14:00 長崎県食育推進県民会議[WEB会議] 県庁.各拠点

・第3次長崎県食育推進計画の施策の達成状況について

・第4次長崎県食育推進計画について

・その他

出席者 岩永常務理事

R3.07.28 16:00 （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] 厚労省.2階役員室

・歯科医療提供体制等に関する検討会について

出席者 渋谷会長

R3.07.28 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

・その他

出席者 渋谷会長

R3.07.29 14:00 長崎県保険者協議会[WEB会議] 国保連合会.2階役員
室

・令和2年度長崎県保険者協議会事業報告の認定について

・令和2年度長崎県保険者協議会歳入歳出決算認定について

・特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発事業について

・長崎県保険者協議会会計経理規程の一部改正について

・令和3年度がんばらんばキャンペーンの開催中止について

・地域医療構想調整会議委員の任期満了に伴う改選について

・特定健康診査受診率について

・NDBを活用したデータ提供について

・医療費適正化計画の進捗管理について

出席者 渋谷会長
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R3.07.29 15:00 （厚労省）歯科医療提供体制等に関する検討会[WEB会議] 厚労省.2階役員室

・歯科医療提供体制に関する当面の検討の進め方について

・歯科医療機関の機能分化と連携、かかりつけ歯科医の機能について

・これまでのご意見について

出席者 渋谷会長

R3.07.29 19:00 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実行委員会打合せ[WEB会議]

各拠点

・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

出席者 俣野副会長.江頭理事
（佐世保市）田中理事.(大村東彼）角常務理事.(県歯科衛生士会）田中会員.(燿光ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）
池田言語聴覚士

R3.08.02 18:30 長崎県糖尿病対策推進会議幹事会[WEB会議] 県医師会館.各拠点

・令和2年度糖尿病診療研修セミナー開催状況について

・令和3年度糖尿病診療研修セミナー開催予定について

・長崎県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラムの進捗状況

・長崎県糖尿病重症化予防事業の栄養士登録・派遣事業の進捗状況

・長崎県地域糖尿病療養指導士認定委員会の活動報告

・世界糖尿病デーイベント2020年報告と2021年予定

・その他

出席者 俣野副会長

R3.08.03 九州地区健康教育研究大会分科会[録画配信]（～8/10）

・「特別支援学校における歯科保健活動-歯科衛生士（会）との連携によるフッ化物洗口液つけ磨き
の確立と継続-」
　長崎県立島原特別支援学校　学校歯科医　喜多慎太郎

・指導助言者：長崎県歯科医師会副会長　俣野正仁

出席者

R3.08.04 13:15 長崎県福祉保健審議会 ｻﾝﾌﾟﾘｴｰﾙ 3階ﾍﾟﾙﾙ

・審議会委員長の選任について

・審議会副委員長の指名について

・専門分科会委員の指名について

・諮問事項の取り扱いについて

・報告事項

出席者 渋谷会長

R3.08.04 13:50 「標準的な健診・保健指導プログラム」に関する研修会[オンライン形
式]

国保連合会

・「生活習慣病予防に関する保健指導（歯・口腔の健康）」
　長崎県歯科医師会副会長　俣野正仁

出席者 俣野副会長

R3.08.04 14:30 長崎県福祉保健審議会高齢者専門分科会 ｻﾝﾌﾟﾘｴｰﾙ 3階ﾍﾟﾙﾙ

・委員紹介、専門分科会会長の選任、副会長の指名

・「長崎県老人福祉計画・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 渋谷会長

R3.08.10 15:30 支払基金支部運営委員会 同基金

・7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 渋谷会長

R3.08.10 16:30 （長崎新聞）新会長インタビュー取材 2階応接室

出席者 渋谷会長

R3.08.12 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

・その他

出席者 （会長代理）岩永事務局長
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R3.08.18 15:00 長崎県地域リハビリテーション推進部会 県庁 3階308会議室

・地域密着型リハビリテーション支援体制について

・その他

出席者 江頭理事

R3.08.19 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

・その他

出席者 （会長代理）岩永事務局長

R3.08.20 19:00 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実行委員会打合せ[WEB会議]

各拠点

・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

出席者 俣野副会長.江頭理事
（佐世保市）田中理事.(大村東彼）角常務理事.(県歯科衛生士会）田中会員.(燿光ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）
池田言語聴覚士

R3.08.21 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 秋櫻醫院.各拠
点

・大会運営方式の変更について（ハイブリット方式から原則フルリモート方式へ）

・シンポジウムについて

・大会記念演奏会について

・市民公開講座について（鎌田實先生講演）

・実践交流会について

・市民公開講座（大村市）について

・ランチョンセミナーについて

・分科会について

・ボランティアについて

・参加申し込みについて

・その他

出席者 （大村東彼）角常務理事

R3.08.25 18:30 （県国保・健康増進課）若い世代からはじめるオーラルフレイル対策
普及啓発事業検討会議[WEB会議]

県庁.各拠点

・若い世代からはじめるオーラルフレイル対策普及啓発動画の制作仕様について

出席者 俣野副会長.中村.吉田理事.出口医療情報副委員長
（県国保・健康増進課）重政課長補佐.橋本歯科衛生士

R3.08.26 九州地方社会保険医療協議会長崎部会（書面決議）

・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 宮口前会長

R3.08.28 14:00 九州地区学校歯科医会役員連絡協議会[WEB会議] 各県歯会館.2階郡市
会室

・令和3年度九州各地区学校歯科関係事業計画について

・各地区提出協議題について

・日本学校歯科医会への質問及び要望事項について

・その他

出席者 俣野副会長.吉田理事.西野地域保健副委員長

R3.08.31 17:30 長崎県へき地医療支援計画策定等会議[WEB会議] 県庁.各拠点

・令和3年度長崎県へき地医療支援計画の策定（案）について

・離島・へき地医療支援センターの活動状況

・その他

出席者 村岡理事

R3.08.31 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4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

・その他

出席者 俣野副会長

29



日時 会議名称 場所

R3.09.03 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

・その他

出席者 （会長代理）岩永事務局長

R3.09.07 15:30 支払基金支部運営委員会[WEB会議] 同基金.各拠点

・8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 渋谷会長

R3.09.09 14:30 長崎県医療審議会医療法人部会 県庁 5階501会議室

・診療所の医療法人解散認可申請について

・診療所の医療法人設立認可申請について

出席者 田中専務理事

R3.09.14 14:00 全国健康保険協会長崎支部健康づくり推進協議会 ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾋﾙ長崎 1階出
島の間

・保健事業の取り組み状況について

・「健康経営」宣言事業の推進について

出席者 渋谷会長

R3.09.20 13:40 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

ｼｰﾊｯﾄ大村.各拠点

・「在宅ケアにおける歯科医療の役割～口から食べる幸せを求めて～」
　長崎県歯科医師会副会長　俣野正仁
　社会医療法人財団白十字会言語聴覚士　池田　薫
　長崎県歯科医師会地域保健委員会委員　田中　淳
　長崎県歯科衛生士会　田中朝子
座長：長崎県歯科医師会理事　江頭　聡

出席者 俣野副会長.江頭理事

R3.09.28 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 宮口前会長

R3.09.30 16:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.各拠点

・医療行政にかかる意見交換

・その他

出席者 渋谷会長

R3.10.04 19:00 長崎県糖尿病検討委員会[WEB会議] 県庁.各拠点

・第7次医療計画の中間評価・中間見直しについて

・質の高い看護師育成支援事業（糖尿病看護）修了後アンケート結果について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.10.05 16:30 支払基金支部運営委員会 同基金

・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 渋谷会長

R3.10.05 18:30 長崎県脳卒中検討委員会[WEB会議] 県庁.各拠点

・長崎県第7次医療計画「脳卒中医療分野」の中間評価・中間見直しについて

・「長崎県脳卒中急性期医療機関の現況報告」「脳卒中診療ネットワーク」について

・長崎県脳卒中急性期医療機関現況報告書の様式改訂について

・その他

出席者 江頭理事
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R3.10.06 10:15 （長崎県）口腔ジェネレーションターゲットポイント事業お口のフレイ
ル予防教室

川棚町

・講話「咀嚼機能維持向上とフレイル予防のために」
　大村東彼歯科医師会　中尾祥章　会員

・咀嚼機能検査の説明、デモ

・咀嚼機能検査実施

・個人指導

出席者 （大村東彼）中尾祥章会員

R3.10.06 14:30 （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] 厚労省.2階役員室

・歯科医療提供体制等に関する検討会について

出席者 渋谷会長

R3.10.06 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

県医師会館 3階大会
議室

・令和4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 俣野副会長

R3.10.07 15:00 長崎県学校保健会表彰「よい歯の学校」選考会 県庁 3階307会議室

出席者 吉田理事.西野地域保健副委員長.山口香.山口弘地域保健委員

R3.10.07 15:00 （厚労省）歯科医療提供体制等に関する検討会[WEB会議] 厚労省.2階役員室

・歯科医療提供体制等に関する事項

出席者 渋谷会長

R3.10.13 13:30 日学歯ICT委員会[WEB会議] 日歯会館.各拠点

出席者 岩永常務理事

R3.10.14 14:30 長崎県学校保健・学校安全推進学校表彰（県教育委員会表彰）並
びに長崎県学校保健会表彰審査会[WEB会議]

県庁.各拠点

出席者 渋谷会長.吉田理事

R3.10.19 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 松永理事

R3.10.21 17:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.各拠点

・医療行政にかかる意見交換

・その他

出席者 渋谷会長

R3.10.25 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[WEB会議] 県庁.各拠点

・令和3年度事業について

・令和4年度事業について

・第7次長崎県医療計画の中間見直しについて

・認知症対応における医療連携のあり方と研修事業について

・成年後見制度の利用促進について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.10.26 14:00 中村長崎県知事講演 ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎

出席者 渋谷会長

R3.10.26 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 吉田理事

R3.10.26 18:30 長崎県在宅医療検討委員会[WEB会議] 県庁.各拠点

・委員紹介

・委員長選任

・長崎県医療計画の中間評価・中間見直しについて

・その他

出席者 江頭理事

R3.10.27 13:30 長崎県福祉保健審議会高齢者専門分科会 大波止ﾋﾞﾙ 7階会議室

・「地域医療介護総合確保基金長崎県計画（介護）」について

・その他

出席者 渋谷会長
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R3.10.27 15:45 長崎県福祉保健審議会老人保健施設・介護医療院部会 大波止ﾋﾞﾙ 7階会議室

・老人保健施設・介護医療院部会長の選出について

・長崎県域（西海市）における介護老人保健施設の整備（増床）に係る整備計画（整備予定事業者）
の選考について

出席者 渋谷会長

R3.10.28 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 渋谷会長

R3.10.28 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

・委員長及び副委員長の選出

・令和2年度医療相談実績

・令和2年度医療相談事例

・その他

出席者 松永理事

R3.10.28 15:00 第20回九州地区健康教育研究大会（長崎大会）実行委員会[WEB会
議]

県庁.2階役員室

・第20回九州地区健康教育研究大会長崎県実行委員会会則（案）について

・第20回九州地区健康教育研究大会（長崎大会）開催要項（案）について

・第20回九州地区健康教育研究大会事業計画（案）について

・その他

出席者 渋谷会長

R3.11.02 13:00 長崎県障害者施策推進協議会[WEB会議] 県庁.各拠点

・「長崎県障害者基本計画（第4次）」の実施状況について

・「第5期長崎県障害福祉計画」及び「第1期長崎県障害児福祉計画」の実施状況について

・その他

出席者 江頭理事

R3.11.02 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 東理事

R3.11.02 19:00 長崎県地域包括ケアシステム構築支援部会[WEB会議] 県庁.2階郡市会室

・令和2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

・新たな評価基準作成について

・その他

出席者 田中専務理事

R3.11.04 13:30 長崎県福祉保健総合計画専門分科会 県庁 1階大会議室C

・福祉保健総合計画専門分科会長の選任について

・第4期長崎県福祉保健総合計画（H28～R2年度）数値目標等の検証・評価について

・評価結果の公表について

・その他

出席者 渋谷会長

R3.11.04 17:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.各拠点

・医療行政にかかる意見交換

・その他

出席者 （会長代理）岩永事務局長

R3.11.05 10:00 （長崎市中央公民館）高齢者対象講座「いきいき青春ライフ」 長崎市民会館 1階音
楽室

・講話「お口の体操で健康長寿」
　長崎県歯科医師会理事　吉田　敏

出席者 吉田理事

R3.11.05 19:00 長崎県国保・健康増進課との打合せ 2階役員室

・令和4年度歯科保健事業（企画案）について

出席者 渋谷会長.俣野副会長.田中専務理事.村岡.吉田.江頭理事
（県国保・健康増進課）川内野課長.重政課長補佐.宗医療監.橋本歯科衛生士
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R3.11.06 15:00 近県歯科医師会社会保険担当者会議[WEB会議] 2階大会議室

・各県提出協議題について

・その他

出席者 渋谷会長.田中専務理事.東理事.松永社会保険副委員長.芥川.安西社会保険委員

R3.11.07 10:00 （沖縄県歯）食育推進等口腔機能維持向上研修会[オンライン形式] 沖縄県歯会館.2階郡
市会室

・講演「『食』を支える歯科-全てのライフステージを通して『食』を考える-」
　長崎県歯科医師会副会長　俣野正仁

出席者 俣野副会長

R3.11.08 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

県医師会館 3階大会
議室

・令和4年度長崎県地域医療介護総合確保基金（医療分）追加・修正提案事業（案）について

・第2回提案事業（案）に対する意見等について

・その他

出席者 俣野副会長

R3.11.09 15:30 支払基金支部運営委員会 同基金

・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 渋谷会長

R3.11.09 16:20 長崎大学歯学部講義 同歯学部

出席者 江頭理事

R3.11.09 17:00 会務連絡[WEB会議] 2階役員室

出席者 渋谷会長
（ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾍﾙｽｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株））中久保氏

R3.11.11 13:00 長崎県がん診療連携協議会[WEB会議] 各拠点

・長崎県がん診療連携協議会要綱の改訂について

・新委員紹介

・全国会議報告事項

・各WG からの報告

・長崎県からの報告

・院内がん登録2012-13年5年生存率集計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 田中専務理事

R3.11.15 13:30 長崎大学感染症共同研究拠点実験棟（BSL-4施設）視察 同実験棟

出席者 渋谷会長

R3.11.18 13:30 健康長寿日本一長崎県民会議総会 出島ﾒｯｾ長崎 108会議
室

・令和3年度「ながさきヘルシーアワード」表彰式

・講演「ジャパネットグループにおける健康経営の取組」
　株式会社ジャパネットホールディングス代表取締役社長兼CEO　髙田旭人

・県からの取組報告「健康長寿日本一に向けた健康づくり対策」
　長崎県福祉保健部長　寺原朋裕

出席者 渋谷会長

R3.11.19 16:00 長崎県特定健診推進会議[WEB会議] 県庁.各拠点

・各ターゲット層に対するアプローチについて（若年層、被扶養者）

・コロナ禍における特定健診・保健指導について（受診控え防止への取組、情報発信機器を活用した
保健指導等）

・長崎県の健診受診を促す広報内容について

・その他

出席者 田中専務理事

R3.11.19 19:00 （県国保・健康増進課）若い世代からはじめるオーラルフレイル対策
普及啓発事業検討会議[WEB会議]

県庁.各拠点

・オーラルフレイル対策普及啓発動画の作成について

出席者 俣野副会長.吉田.中村理事
（県国保・健康増進課）重政課長補佐.橋本歯科衛生士
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R3.11.24 17:30 長崎県医療政策課との打合せ 2階役員室

・HIV患者の歯科診療の現状について

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（県医療政策課）眞﨑課長補佐.新川主任技師.小野保健師

R3.11.25 17:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.各拠点

・医療行政にかかる意見交換

・その他

出席者 （会長代理）岩永事務局長

R3.11.26 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及び更新について

・その他

出席者 渋谷会長

R3.11.26 19:00 （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] 各拠点

・歯科医療提供体制等に関する検討会について

出席者 渋谷会長

R3.11.30 14:00 （厚労省）歯科医療提供体制等に関する検討会[WEB会議] 厚労省.2階役員室

・歯科医療提供体制等に関する事項

出席者 渋谷会長

R3.11.30 19:00 長崎県在宅医療・多職種連携に係る薬剤師支援事業連携協議会
[WEB会議]

県薬剤師会館.各拠点

・長崎県在宅医療・多職種連携に係る薬剤師支援事業について

出席者 江頭理事

R3.12.07 15:30 支払基金支部運営委員会 同基金

・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 渋谷会長

R3.12.08 13:30 日学歯ICT委員会 日歯会館

・児童生徒のためのICTソリューションの検討と対応するアプリ等の作成

・ICTを応用した健康診断システムの普及に関わる問題点や健康診断システムの音声入力などその
目指す姿に関する検討

・次回委員会について

出席者 岩永常務理事

R3.12.08 18:30 長崎県骨粗鬆症ネットワーク検討会[WEB会議] 県庁.各拠点

・骨粗鬆症診療ネットワーク体制の構築について

・今後の事業展開について

・その他

出席者 村岡理事

R3.12.15 13:30 （日学歯）臨時代議員会 東京 TKP市ヶ谷ﾋﾞﾙ

・代議員会議長・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 渋谷会長.俣野副会長

R3.12.16 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

・令和4・5年度保険料（案）について

・令和3年度の保健事業の取組について

出席者 俣野副会長

R3.12.16 16:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.各拠点

・医療行政にかかる意見交換

・その他

出席者 （会長代理）岩永事務局長
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R3.12.23 14:00 長崎県保険者協議会 県国保会館 6階会議
室

・令和4年度長崎県保険者協議会事業計画（案）について

・令和4年度長崎県保険者協議会歳入歳出予算（案）について

・長崎県医療計画の中間見直し（案）について

出席者 渋谷会長

R3.12.24 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 渋谷会長

R3.12.24 14:00 長崎県子育て条例推進協議会 県庁 1階大会議室

・長崎県子育て条例行動計画の令和2年度の進捗状況について

・長崎県子どもの貧困対策推進計画の令和2年度の進捗状況について

・その他

出席者 田中専務理事

R3.12.24 17:00 知事選の対応に向けて「緊急の医療関係４団体の意見交換会」
[WEB会議]

県医師会館.各拠点

出席者 渋谷会長

R4.01.07 18:30 （県国保・健康増進課）若い世代からはじめるオーラルフレイル対策
普及啓発事業検討会[WEB会議]

県庁.各拠点

・オーラルフレイル対策普及啓発動画の作成について

出席者 俣野副会長.吉田.中村理事.出口医療情報副委員長

R4.01.11 15:30 支払基金支部運営委員会[WEB会議] 同基金.2階役員室

・12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 渋谷会長

R4.01.17 13:30 長崎県死因究明等推進協議会 県庁 5階501会議室

・死因究明等の推進について（厚生労働省死因究明等企画調査室）

・長崎県における死因究明等の取組の現状と課題について

出席者 田中専務理事

R4.01.26 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）[WEB会議]

県庁.各拠点

・令和3年度障害者歯科診療の報告について

・令和4年度障害者巡回歯科診療計画について

・その他

出席者 俣野副会長.江頭理事.釜﨑診療部長

R4.01.27 九州地方社会保険医療協議会長崎部会（書面決議）

・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 渋谷会長

R4.01.31 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打合せ
[WEB会議]

各拠点

・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について

出席者 俣野副会長

R4.02.01 19:30 長崎大学歯学部との打合せ 2階役員室

・長崎歯学会について

・その他

出席者 渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（長崎大学歯学部）村田歯学部長.吉田教授

R4.02.03 14:30 長崎県医療審議会医療法人部会[WEB会議] 県庁.各拠点

・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 田中専務理事
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R4.02.04 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[WEB会
議]

県庁.各拠点

・長崎県歯科疾患実態調査と歯なまるスマイルプランⅡの見直しについて

・令和2年度歯なまるスマイルプラン評価（2期目歯科保健計画評価）

出席者 俣野副会長.吉田.江頭理事

R4.02.04 16:30 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.各拠点

・医療行政にかかる意見交換

・その他

出席者 渋谷会長

R4.02.08 15:30 支払基金支部運営委員会[WEB会議] 各拠点.2階役員室

・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 渋谷会長

R4.02.09 14:00 健康ながさき21たばこ対策部会[WEB会議] 各拠点

・健康ながさき21（第2次）最終評価及び次期計画策定等について

・健康長寿日本一の長崎県づくりの取組について

・令和3年度公共施設の受動喫煙対策状況調査

・健康ながさき21（第2次）喫煙対策の取組状況について

・今後のたばこ対策の取組

・その他

出席者 吉田理事

R4.02.09 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

・長崎県がん対策推進計画の中間評価

・長崎県のがん対策

・その他

出席者 江頭理事

R4.02.10 長崎県国民健康保険運営協議会（書面会議）

・令和2年度国保特別会計決算概要

・令和3年度国保特別会計当初予算概要

・長崎県国民健康保険財政安定化基金条例改正について

・保険者努力支援交付金（取組評価分）について

・長崎県国保ヘルスアップ支援事業について

出席者 田中専務理事

R4.02.14 18:30 （県国保・健康増進課）若い世代からはじめるオーラルフレイル対策
普及啓発事業検討会議[WEB会議]

県庁.各拠点

・若い世代からはじめるオーラルフレイル対策普及啓発動画の制作仕様について

出席者 俣野副会長

R4.02.15 10:00 健康ながさき21栄養・食生活部会[WEB会議] 県庁.各拠点

・令和3年度長崎県健康・栄養調査の実施状況について

・アプリを活用した食生活改善事業について

・その他

出席者 吉田理事

R4.02.16 13:30 （日学歯）加盟団体長会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・令和4年度事業計画案の大綱について

・令和4年度収入支出予算案の大綱について

・全国学校歯科保健研究大会開催地の選定について

・その他

出席者 渋谷会長
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日時 会議名称 場所

R4.02.17 15:00 医療勤務環境改善セミナー[オンライン形式] 各拠点

・講演「医療現場における時短について～医師の労働時間適正化に向けた取組み～」
　浅見社会保険労務士法人代表　浅見浩

・講話「病院に勤務する医師の働き方に関するアンケート調査」について
　長崎県医療人材対策室

出席者 松永理事

R4.02.24 中規模県歯科医師会連合会（書面決議）

・労働安全衛生法に基づく歯科健診について

・マウスガードの価格について

・歯科助手資格認定講習会の開催方法について

・県歯のＩＴ関連（ホームページ、会員情報データ・サーバー）の管理と運用について

・新興感染症発生時における事業継続計画（BCP）の各県の対応について

・がんにおける各県の医科歯科連携や地域連携クリティカルパスの整備等の取り組みについて

・HIV陽性患者診療体制構築の運用実態について

・同一労働同一賃金への対応と、非正規雇用者の正規雇用者への登用制度について

出席者

R4.02.24 13:15 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4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

・その他

出席者 江頭理事

R4.02.24 15:00 長崎県介護予防市町支援部会[WEB会議] 県庁.各拠点

・介護予防・自立支援推進事業について

・保健事業と介護予防の一体的取組について

・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

・令和4年度事業計画について

・その他

出席者 江頭理事

R4.02.24 19:00 長崎県保健医療対策協議会歯科保健医療部会[WEB会議] 各拠点

・長崎県歯科疾患実態調査と歯なまるスマイルプランⅡの見直しについて

・令和2年度歯なまるスマイルプラン評価結果について

出席者 山田.俣野副会長

R4.02.25 九州地方社会保険医療協議会長崎部会（書面決議）

・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 渋谷会長

R4.02.28 13:30 長崎産業保健総合支援センター運営協議会 県医師会館 第2中会
議室

・令和2年度事業実績について

・令和3年度事業実績について

・令和4年度事業計画について

・その他

出席者 渋谷会長

R4.02.28 14:00 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）の最終評価及び次期計画策定等について

・令和3年度健康ながさき21推進会議の報告

・令和3年度長崎県生活習慣状況調査について

・部会からの報告

・アルコール依存症対策にかかる取組の報告

・データに基づく長崎県の生活習慣病対策のための現状分析

・健康長寿日本一の長崎県づくりの取組

出席者 田中専務理事
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日時 会議名称 場所

R4.03.01 19:00 長崎県保健医療対策協議会・企画調整部会[WEB会議] 県医師会館.2階郡市
会室

・第7次長崎県医療計画（中間評価）について

・医療介護総合確保促進法に基づく令和4年度長崎県計画について

・地域医療構想に関する国及び県の取組について

・第8次医療計画に関する検討状況

・その他

出席者 渋谷会長.山田副会長

R4.03.03 14:00 長崎県地域包括ケアシステム推進協議会[WEB会議] 県庁.各拠点

・令和3年度の各部会の協議内容について

・意見交換

・その他

出席者 渋谷会長

R4.03.07 14:00 長崎県医療勤務環境改善支援センター運営協議会[WEB会議] 県庁.各拠点

・令和3年度医療勤務環境改善支援センターの実績について

・令和4年度医療勤務環境改善支援センターの計画について

出席者 松永理事

R4.03.07 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

県医師会館

・現況報告について

・その他

出席者 松永理事

R4.03.08 15:30 支払基金支部運営委員会 同基金

・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 渋谷会長

R4.03.08 18:00 長崎県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会[WEB会議] 県営野球場.各拠点

・令和4年度公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー養成講習会受講者推薦
について

・令和4年度賛助会費充当事業について

・令和4年度スポーツ医・科学委員会事業計画（案）について

・その他

出席者 俣野副会長

R4.03.09 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の変更及び新設について

・令和3年度収支予算（変更）について

・令和4年度事業計画について

・令和4年度収支予算について

・定款の一部変更について

・評議員選定委員会運営細則の一部改正について

・評議員選定委員会への評議員候補者の推薦について

・評議員会への招集について

出席者 藤地域福祉副委員長

R4.03.10 18:00 （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] 各拠点

・歯科医療提供体制等に関する検討会について

出席者 渋谷会長
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日時 会議名称 場所

R4.03.14 18:00 （厚労省）歯科医療提供体制等に関する検討会[WEB会議] 各拠点

・歯科医療提供体制等に関する検討の進め方について

・歯科疾患の予防、重症化予防の推進とかかりつけ歯科医の役割

・歯科衛生士の従事状況について

・歯科口腔保健の推進に関する基本的事項について

・検討会における主なご意見

出席者 渋谷会長

R4.03.16 13:30 （日学歯）ICT委員会 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷私学会
館

出席者 岩永常務理事

R4.03.17 13:00 8020推進財団評議員会[WEB会議] 日歯会館.2階役員室

・評議員退任に伴う後任評議員の選任について

出席者 宮口顧問

R4.03.22 19:00 （県薬剤師会）長崎県在宅医療・多職種連携に係る薬剤師支援事業
連携協議会[WEB会議]

各拠点

・長崎県在宅医療・多職種連携に係る薬剤師支援事業について

出席者 江頭理事

R4.03.23 13:30 日学歯臨時代議員会（書面決議）

・公益社団法人日本学校歯科医会　令和4年度事業計画

・公益社団法人日本学校歯科医会　令和4年度収支予算

・公益社団法人日本学校歯科医会　令和4年度資金調達及び設備投資の見込みについて

出席者

R4.03.23 14:00 全国健康保険協会長崎支部健康づくり推進協議会 出島ﾒｯｾ長崎 2階206
会議室

・保健事業の取り組み状況について

・その他

出席者 渋谷会長

R4.03.25 18:30 長崎県医療審議会[WEB会議] 県医師会館.各拠点

・医療計画（中間評価）について

・病床機能再編支援事業について

出席者 渋谷会長

R4.03.28 13:30 （県国保・健康増進課）令和3年度委託事業に関する現地確認 2階郡市会室

・骨折対策協力歯科医師確保事業について

・口腔機能発育支援事業について

・歯科保健対策支援研修事業について

・歯と口の健康週間PR事業について

出席者 （県国保・健康増進課）宗医療監.岩橋係長.橋本歯科衛生士

R4.03.29 13:30 九州地方社会保険医療協議会長崎部会（書面決議）

・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 渋谷会長

R4.03.31 16:00 長崎県福祉保健部との意見交換会[WEB会議] 県庁.各拠点

・医療行政にかかる意見交換

・その他

出席者 （会長代理）岩永事務局長

（ 5 ） その他  ( 1回 )

日時 会議名称 場所

R3.08.06 10:00 BSフジ「ガリレオX」取材 2階事務室

出席者 岩永事務局長
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長崎県歯科医師会学術事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 7回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.08.03 19:30 学術委員会 2階郡市会室

・委員長、副委員長の互選について

・令和3年度学術関係事業計画及び予算について

・令和3年度学術関係年間行事予定について

・令和3年度学術研修会について

・第61回長崎県歯科医学大会について

・令和3年度九州各県学術担当者会について

・令和3年度日歯生涯研修セミナー（講演形式）について

・令和4年度九地連公募研究事業テーマについて

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・「糖尿病リスクとしての歯周病」パンフレットについて

・その他

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡理事.小山.原.古豊.藤山委員出席者

R3.09.03 19:30 学術委員会[WEB会議] 各拠点

・(県委託)骨折対策協力歯科医師確保事業について

・令和3年度学術研修会について

・令和3年度九州各県学術担当者会について

・郡市会学術担当理事連絡協議会の開催について

・令和3年度日歯生涯研修セミナーについて

・(県委託)歯科保健対策研修支援事業について

・令和2・3年度日歯生涯研修事業実施要領（改定版）について

・その他

岩永常務理事.村岡委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員
（県国保・健康増進課）宗医療監

出席者

R3.10.04 19:30 学術委員会[WEB会議] 各拠点

・（県委託）骨折対策協力歯科医師確保事業について

・九地連公募研究事業について

・令和3年度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

・令和3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

・学術委員会からの情報提供（長歯月報へ掲載）について

・（県委託）歯科保健対策研修支援事業について

・その他

村岡委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

R3.11.01 19:30 学術委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度学術事業評価（現況評価）について

・令和4年度学術事業計画及び予算について

・令和3年度学術研修会について

・令和3年度郡市会学術担当理事連絡協議会について

・令和3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

・（県委託）骨折対策協力歯科医師確保事業について

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・令和3年度日歯生涯研修セミナーについて

・その他

村岡委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.12.21 19:30 学術委員会[WEB会議] 各拠点

・（県委託）骨折対策協力歯科医師確保事業について

・令和4年度学術事業計画及び予算について

・令和3年度学術研修会について

・令和3年度日歯生涯研修セミナーの実施報告について

・令和3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

・（県委託）歯科保健対策研修支援事業について

・その他

岩永常務理事.村岡委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

R4.02.02 19:30 学術委員会[WEB会議] 各拠点

・（県委託）骨折対策協力歯科医師確保事業について

・令和3年度学術研修会について

・令和3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

・（県委託）歯科保健対策研修支援事業について

・その他

村岡委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

R4.03.02 19:30 学術委員会[ＷEB会議] 各拠点

・(県委託)骨折対策協力歯科医師確保事業について

・令和4年度学術事業計画及び予算について

・令和4年度学術関係行事予定について

・(県委託)歯科保健対策研修支援事業について

・マウスガード装着外傷予防効果研究事業について

・DVD研修会について

・長歯月報への学術情報について

・その他

田中専務理事.岩永常務理事.村岡委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員出席者

2.諸会議  ( 15回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.09 19:00 令和3年度学術研修会に関する打合せ会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・令和3年度学術研修会について

山下委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員
（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

出席者

R3.09.14 13:30 第24回日本歯科医学会学術大会参加登録に関する説明会[WEB会
議]

日歯会館.2階郡市会
室

（代理出席）瀬戸口課長出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.11.13 15:00 郡市会学術担当理事連絡協議会[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・令和2年度長崎県歯科医師会学術事業報告

・令和2年度各郡市歯科医師会学術事業報告

・令和3年度長崎県歯科医師会学術事業計画等について

・各郡市歯科医師会学術事業に関する状況と情報交換について

・各郡市歯科医師会提出協議題について

・令和3・4・5年度学術研修会について

・令和4年度郡市会学術研修会の県歯との共催開催について

・スポーツ歯学推進事業について

・日本糖尿病協会登録歯科医制度推進事業について

・日歯共催生涯研修セミナー事業の推進について

・心肺蘇生法の実習及び研修事業の推進について

・学術情報の収集と伝達について

・日歯生涯研修事業の推進について

・その他

渋谷会長.田中専務理事.村岡委員長.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）尾崎理事.（西彼）奥村理事.
（北松）巌理事.（福江南松）田坂理事.（対馬市）大浦常務理事.（壱岐市）村瀬専務理事

出席者

R3.11.27 18:00 令和3年度九州地区日歯生涯研修セミナー講師との事前打合せ会 5階講堂

村岡委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員
（上海理工大学光触媒国際研究院）花田教授.（理化学研究所生命医科学研究センター）山崎和久客員
主管研究員.（日歯）馬場学術委員

出席者

R3.11.28 9:00 令和3年度九州地区日歯共催生涯研修セミナー[ハイブリッド形式] 5階講堂

・「現代の食文化による生活習慣病の発症と歯科医師の対応
　上海理工大学光触媒国際研究院教授　花田信弘

・「歯周病と全身の健康」
　理化学研究所生命医科学研究センター客員主管研究員　山崎和久

渋谷会長.山田副会長.村岡委員長.原.古豊.藤山委員
（日歯）馬場学術委員
参加者47人（会場17人、ｻﾃﾗｲﾄ3人、WEB27人）

出席者

R3.12.02 19:30 （長崎市）第1回学術研修会（DVD研修）[WEB配信] 2階大会議室

・「歯周基本治療を成功させるには？」
　長崎大学病院歯科系診療部門口腔管理センター教授　鵜飼　孝

参加者52人出席者

R3.12.16 19:00 （福江南松）第1回学術研修会（DVD研修） 新上五島町 割烹 鉄川

・「歯周基本治療を成功させるには？」
　長崎大学病院歯科系診療部門口腔管理センター教授　鵜飼　孝

参加者8人出席者

R3.12.17 20:00 （壱岐市）第1回学術研修会（DVD研修） 壱岐の島ﾎｰﾙ 201号
室

・「歯周基本治療を成功させるには？」
　長崎大学病院歯科系診療部門口腔管理センター教授　鵜飼　孝

参加者8人出席者

R4.01.14 19:00 （福江南松）第1回学術研修会（DVD研修） 五島市 ﾊﾀﾅｶ

・「歯周基本治療を成功させるには？」
　長崎大学病院歯科系診療部門口腔管理センター教授　鵜飼　孝

参加者6人出席者

R4.02.09 19:30 （諌早市）第1回学術研修会（DVD研修）[WEB配信] 諌早市歯会事務所

・「歯周基本治療を成功させるには？」
　長崎大学病院歯科系診療部門口腔管理センター教授　鵜飼　孝
　

参加者22人出席者

R4.02.11 11:30 V・ファーレントップ選手への歯科健診 諌早市 なごみ練習場

俣野副会長.田中専務理事.松谷康平.坪口哲明.池田　守.山口香奈美.橋村靜治.奥野勝也.横尾秀陽会員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.02.18 19:30 （長崎市）第2回学術研修会（DVD研修）[WEB配信] 3階市歯研修室

・「明日から使える義歯治療（口腔機能検査含む)」
　長崎大学病院歯科系診療部門口腔管理センター講師　黒木唯文

参加者33人出席者

R4.02.21 19:30 （県委託）骨折対策協力歯科医師確保事業　骨折対策協力歯科医
養成研修会[ハイブリッド形式]

2階大会議室

・「骨粗鬆症と医科歯科連携：整形外科医の立場から」
　長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科整形外科学助教　千葉　恒

渋谷会長.村岡委員長.小山副委員長.原.古豊.藤山委員
参加者67人(会員64人、ｽﾀｯﾌ3人)[会場11人、WEB56人]

出席者

R4.03.18 19:00 （福江南松）第2回学術研修会（DVD研修） 五島市 ﾊﾀﾅｶ

・「明日から使える義歯治療（口腔機能検査含む)」
　長崎大学病院歯科系診療部門口腔管理センター講師　黒木唯文

参加者7人出席者

R4.03.18 20:00 （壱岐市）第2回学術研修会（DVD研修） 壱岐の島ﾎｰﾙ 201号
室

・「明日から使える義歯治療（口腔機能検査含む)」
　長崎大学病院歯科系診療部門口腔管理センター講師　黒木唯文

参加者6人出席者
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長崎県歯科医師会地域保健事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 11回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.20 20:00 地域保健委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・令和2年度委員会事業評価について

・令和3年度事業計画について

・（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

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・（県委託）口腔機能発達不全診断力向上研修事業について

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・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

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・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

・各種広報誌への執筆について

・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

R3.05.18 20:00 地域保健委員会[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・（県委託）口腔機能発達不全診断力向上研修事業について

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・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

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・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

・九州地区学校歯科医会役員連絡協議会(WEB会議)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
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日付 時間 会議名称 場所

R3.06.15 19:30 地域保健委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・（県委託）口腔機能発達不全診断力向上研修事業について

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・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

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・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

・九州地区学校歯科医会役員連絡協議会(WEB会議)について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・申し送り事項について

・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

R3.07.27 19:30 地域保健委員会 2階第1会議室

・委員長及び副委員長並びに記録係の互選について

・ライフステージごとの担当について

・事業計画及び予算について

・委員会の年間行事予定について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・啓発用資料の作成について

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・小児の食に関する調査・分析について

・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

・九州地区学校歯科医会役員連絡協議会(WEB会議)について

・九州各県地域保健担当者会(WEB会議)について

・九州地区健康教育研究大会について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・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

・その他

渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.吉田理事.西野.山口香.田中.山口真.山口弘.貞
松.井上委員

出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.08.19 20:00 地域保健委員会 2階郡市会室

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）歯科保健データ収集・分析事業について

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・啓発用資料の作成について

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・小児の食に関する調査・分析について

・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

・九州地区学校歯科医会役員連絡協議会[WEB会議]について

・九州各県地域保健担当者会[WEB会議]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

・九州地区健康教育研究大会について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・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

・その他

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者

R3.09.14 20:00 地域保健委員会 2階郡市会室

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・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

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・若い世代からはじめるオーラルフレイル対策普及啓発事業について

・啓発用資料の作成について

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・小児の食に関する調査・分析について

・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

・九州各県地域保健担当者会(WEB会議)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

・九州地区健康教育研究大会について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・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

・その他

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.10.19 19:30 地域保健委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度事業評価について

・令和4年度事業計画・予算について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・若い世代からはじめるオーラルフレイル対策普及啓発事業について

・啓発用資料の作成について

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・小児の食に関する調査・分析について

・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

・九州地区健康教育研究大会について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・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

・その他

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者

R3.11.17 19:30 地域保健委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度事業評価について

・令和4年度事業計画・予算について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・若い世代からはじめるオーラルフレイル対策普及啓発事業について

・啓発用資料の作成について

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・小児の食に関する調査・分析について

・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

・九州地区健康教育研究大会について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・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

・その他

吉田委員長.西野副委員長.山口香.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.12.21 19:30 地域保健委員会[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・若い世代からはじめるオーラルフレイル対策普及啓発事業について

・啓発用資料の作成について

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・小児の食に関する調査・分析について

・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

・九州地区健康教育研究大会について

・郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

・令和4年度長崎県委託研修「保育研修会」講師派遣について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・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

・その他

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者

R4.01.25 19:30 地域保健委員会[WEB会議] 各拠点

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR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

・若い世代からはじめるオーラルフレイル対策普及啓発事業について

・啓発用資料の作成について

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・小児の食に関する調査・分析について

・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

・九州地区健康教育研究大会について

・郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・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

・その他

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.03.22 19:30 地域保健委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度委員会事業評価について

・（県委託）長崎県歯科保健データ収集・分析事業について

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）口腔機能発育支援事業について

・若い世代からはじめるオーラルフレイル対策普及啓発事業について

・啓発用資料の作成について

・生活歯援プログラム研修会について

・子ども虐待対応研修会について

・小児の食に関する調査・分析について

・学校歯科医生涯研修制度基礎・更新研修会について

・九州地区学校歯科医会役員連絡協議会

・九州地区健康教育研究大会について

・長歯月報「健口NEWS」の原稿について

・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

・その他

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者

2.諸会議  ( 25回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.12 12:30 長崎県国保・健康増進課との打合せ 道津歯科医院

・歯と口の健康週間PR事業について

平良委員長
（県国保・健康増進課）宗医療監.重政課長補佐.橋本歯科衛生士

出席者

R3.08.10 19:30 地域保健打合せ 2階郡市会室

・九州各県地域保健担当者会について

吉田委員長.西野副委員長出席者

R3.09.01 19:30 地域保健打合せ[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・生活歯援プログラム研修会について

俣野副会長.吉田委員長.西野副委員長.田中.山口真.貞松委員
（県歯科衛生士会）栗山会員

出席者

R3.09.07 19:30 （県委託）歯と口の健康週間PR事業検討会議[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

俣野副会長.田中専務理事.吉田委員長.西野副委員長.（医療情報）中村委員長.（地域福祉）江頭委員長
（県国保・健康増進課）宗医療監.重政課長補佐.橋本歯科衛生士

出席者

R3.09.10 19:30 地域保健打合せ[WEB会議] 各拠点

・若い世代からはじめるオーラルフレイル対策普及啓発事業について

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者

R3.09.21 18:30 地域保健打合せ[WEB会議] 各拠点

・郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

吉田委員長.西野副委員長出席者

R3.09.24 19:30 (県委託)歯と口の健康週間PR事業検討会議 2階郡市会室

・啓発媒体の作成について

・アンケートについて

・動画の作成について

・次年度のテーマについて

・その他

俣野副会長.田中専務理事.吉田委員長.西野副委員長.（医療情報）中村委員長.（地域福祉）江頭委員長出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.09.25 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

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者

R3.09.25 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

・その他

渋谷会長.俣野副会長.吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員
（長崎市）山田副委員長.脊川委員.(佐世保市）松永.横山副委員長.(島原南高）林委員.(諌早市）植松理
事.(大村東彼）中村理事.中原委員長.(西彼）音山委員.(北松）迎理事.(福江南松）小牧理事.(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）山邉専務理事

出席者

R3.10.06 19:30 （県委託）口腔機能発育支援事業検討会議[WEB会議] 各拠点

・口腔機能発達不全症リーフレットについて

・若い世代からはじめるオーラルフレイル普及事業について

・生活歯援プログラム研修会について

・その他

吉田委員長.西野副委員長.山口香.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者

R3.10.13 19:30 地域保健打合せ[WEB会議] 2階郡市会室、各拠点

・生活歯援プログラム研修会について

吉田委員長.西野副委員長
（県歯科衛生士会）栗山歯科衛生士

出席者

R3.10.21 18:30 地域保健打合せ 2階第1会議室

・令和4年度事業計画・予算について

吉田委員長.西野副委員長出席者

R3.10.25 19:30 地域保健打合せ 2階郡市会室

・産婦人科医院でのSillHaによる歯科受診勧奨の取り組みについて

俣野副会長.西野副委員長.山口香委員
（ｱｰｸﾚｲ）

出席者

R3.11.24 20:00 地域保健打合せ[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・生活歯援プログラム研修会について

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.貞松.井上委員
（県歯科衛生士会）栗山歯科衛生士

出席者

R3.11.26 19:30 （県委託）歯と口の健康週間PR事業検討会議 2階郡市会室

・啓発媒体の作成について

・アンケートについて

・動画の作成について

・次年度のテーマについて

・その他

田中専務理事.吉田委員長.西野副委員長.（地域福祉）江頭委員長出席者

R4.01.27 19:45 地域保健打合せ[WEB会議] 各拠点

・生活歯援プログラム研修会について

吉田委員長.西野副委員長
（県歯科衛生士会）栗山歯科衛生士

出席者

R4.02.01 19:45 地域保健打合せ[WEB会議] 各拠点

・生活歯援プログラム研修会について

吉田委員長.西野副委員長
（県歯科衛生士会）栗山歯科衛生士

出席者

R4.02.09 19:30 地域保健打合せ[WEB会議] 各拠点

・郡市会地域保健担当理事連絡協議会について

吉田委員長.西野副委員長出席者

R4.02.10 14:00 地域保健打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・生活歯援プログラム動画撮影

西野副委員長.（にしの歯科ｸﾘﾆｯｸ）平石歯科衛生士出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.02.10 19:00 （県委託）口腔機能発育支援事業検討会議[WEB会議] 各拠点

・リーフレットについて

・ミニ講話動画の作成について

・その他

吉田委員長.山口香.田中委員出席者

R4.02.16 18:00 地域保健打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・生活歯援プログラム動画撮影

吉田委員長.西野副委員長.（にしの歯科ｸﾘﾆｯｸ）平石歯科衛生士出席者

R4.02.19 15:00 学校歯科医生涯研修制度基礎・更新研修会[ハイブリット形式] 2階郡市会室.3階ｾﾝ
ﾀｰ研修室

・「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　山口弘之

・「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　井上康一郎

・「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、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　田中　淳

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員
参加者70人（会場14人、WEB56人）

出席者

R4.02.21 19:00 地域保健打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・生活歯援プログラム動画撮影について

西野副委員長.（にしの歯科ｸﾘﾆｯｸ）平石歯科衛生士出席者

R4.02.26 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

吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上委員出席者

R4.02.26 15:00 郡市会地域保健担当理事連絡協議会[WEB会議] 3階学校会議室.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

渋谷会長.俣野副会長.田中専務理事.吉田委員長.西野副委員長.山口香.田中.山口真.山口弘.貞松.井上
委員
（長崎市）山田副委員長.松尾委員.（佐世保市）松永.横山副委員長.（島原南高）寺田委員.（諌早市）植松
理事.（大村東彼）橋口委員長.井上副委員長.（西彼）村冨副理事.（北松）迎理事.（福江南松）小牧理事.
（対馬市）扇理事.（壱岐市）松永理事

出席者
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長崎県歯科医師会医療管理事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 8回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.05.15 17:00 医療管理委員会[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和2年度医療管理事業評価について

・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

・医療管理information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

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・その他

橋村委員長.吉田副委員長.山口.天野.高城委員出席者

R3.07.27 19:30 医療管理委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・委員長及び副委員長並びに記録係の互選について

・令和3年度医療管理事業計画・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

・九州各県歯科医師会医療管理担当者会について

・（県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業について

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・医療管理手引書整備費について

・その他

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.松永理事.池田守.松尾.森.池田大.高城委員出席者

R3.08.24 19:30 医療管理委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・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

・郡市会医療管理担当理事連絡協議会について

・九州各県歯科医師会医療管理担当者会について

・日本歯科医療管理学会九州支部大会について

・（県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業について

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・医療管理手引書整備費について

・歯科衛生士の初任給の参考額について

・その他

松永委員長.松尾副委員長.池田守.森.池田大.高城委員出席者

R3.09.30 19:30 医療管理委員会 2階郡市会室

・令和3年度事業評価（現況報告）について

・令和4年度事業計画・予算について

・医療管理information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

・郡市会医療管理担当理事連絡協議会について

・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

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・医療管理手引書整備費について

・その他

渋谷会長.松永委員長.松尾副委員長.池田守.森.池田大.高城委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.10.21 19:30 医療管理委員会[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和3年度事業評価（現況報告）について

・令和4年度事業計画・予算について

・医療管理研修会について

・郡市会医療管理担当理事連絡協議会について

・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

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・医療管理手引書整備費について

山田副会長.松永委員長.松尾副委員長.池田守.森.池田大.高城委員出席者

R3.11.25 19:30 医療管理委員会[WEB会議] 3階ｾﾝﾀｰ研修室.各拠
点

・令和4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

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・医療管理手引書整備費について

松永委員長.松尾副委員長.池田守.森.池田大.高城委員出席者

R3.12.04 17:00 医療管理委員会[WEB会議] 3階ｾﾝﾀｰ研修室.各拠
点

・令和4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

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・医療管理手引書整備費について

松永委員長.松尾副委員長.池田守.森.池田大.高城委員出席者

R4.01.13 19:30 医療管理委員会[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和4年度事業計画・予算について

・令和4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

・（県補助）歯科衛生士の確保対策の推進事業について

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・医療管理手引書整備費について

松永委員長.松尾副委員長.池田守.森.池田大.高城委員出席者

2.諸会議  ( 14回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.06.03 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3年度(県補助)歯科衛生士の確保対策の推進事業の事業計画及び予算について

・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

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・E－ラーニングについて

・令和4年度基金事業計画について

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
（長崎大学病院口腔管理ｾﾝﾀｰ）田中講師

出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.07.17 日本歯科医療管理学会総会・学術大会（～7/31）[オンライン形式] 徳島大学.各拠点

・「AIが導く次世代の医療」（特別講演）
　徳島大学大学院医歯薬学研究部医療情報額分野　廣瀬隼教授

・「1885年から続く歯科診療所」
　四国歯科医療管理学会　織田英正

・「たかが100年されど100年」
　みちのく歯科医療管理学会　金子良司

・「歯科医療継承の課題について」
　中国地区歯科医療管理学会　荒谷恭史

・「川の流れに沿って」
　近畿北陸歯科医療管理学会　柏井壽

・「歯科医療管理原論」（認定医研修会）
　一般社団法人日本歯科医療管理学会理事長・日本大学歯学部教授　尾崎哲則

松永理事出席者

R3.08.04 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 2階大会議室

・令和3年度(県補助)歯科衛生士の確保対策の推進事業の事業計画及び予算について

・リワーク・キャリアアップ研修会について

・歯科衛生士卒後学術研修会リチャレンジ相談会について

・無料職業紹介所について

・E－ラーニングシステムの構築について

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

・令和4年度基金事業の提案について

岩永常務理事.松永委員長.松尾副委員長.池田守.森.高城委員.（専門学校）井手委員長
（県歯科衛生士会）森理事.中村会員.（長崎大学病院口腔管理ｾﾝﾀｰ）田中講師

出席者

R3.10.16 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階第1講義室

・オリエンテーション

・歯周病について

岩永常務理事.池田守委員.（専門学校）井手委員長
（県歯科衛生士会）北村会長.森理事.栗山.中村会員
（長崎大学病院口腔管理ｾﾝﾀｰ）田中講師.参加者8人

出席者

R3.10.30 15:30 医療管理打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・郡市会医療管理担当理事連絡協議会について

松永委員長.松尾副委員長.池田守.森.池田大.高城委員出席者

R3.10.30 16:00 郡市会医療管理担当理事連絡協議会[WEB会議] 3階学校会議室.各拠
点

・令和2年度長崎県歯科医師会医療管理事業について

・令和3年度長崎県歯科医師会医療管理事業について

・令和3年度郡市歯科医師会事業計画及び活動内容等について

・郡市歯科医師会提出協議題について

・医療管理委員会への今後の事業についてのご意見について

渋谷会長.山田副会長.岩永常務理事.松永委員長.松尾副委員長.池田守.森.池田大.高城委員
（長崎市）山口理事.（諌早市）田中理事.（大村東彼）岡理事.（西彼）高橋理事.（北松）道山理事.（福江南
松）本岡理事.（対馬市）大石理事.（壱岐市）松永理事

出席者

R3.11.06 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

・歯周検査

・医療面接

松永委員長
（県歯科衛生士会）森理事.栗山.中村会員
（長崎大学病院口腔管理ｾﾝﾀｰ）鵜飼教授.田中講師.参加者8人

出席者

R3.11.27 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

・スケーリング

・シャープニング

・PMTC

松尾副委員長.池田守.森委員
（県歯科衛生士会）森理事
（長崎大学病院口腔管理ｾﾝﾀｰ）鵜飼教授.田中講師.貫間.和田歯科衛生士.参加者11人

出席者

54



日付 時間 会議名称 場所

R3.12.19 10:15 九州歯科医療管理学会総会・学術大会 鹿児島県歯科医師会
館4階多目的ﾎｰﾙ.各
拠点

・講演Ⅰ「切っても切れない口腔と老化・全身のつながり～口腔科としての歯科のレベルアップに向
けて～」
　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顔面疾患制御顎分野　杉浦　剛

・講演Ⅱ「口腔顔面痛の地域連携」
　いまきいれ総合病院麻酔科・歯科口腔外科　千堂良造

松永委員長出席者

R4.01.15 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

・セメント練和

・印象採得

松永委員長.松尾副委員長.池田守.森委員（専門学校）井手委員長
（県歯科衛生士会）森理事
（長崎大学病院口腔管理ｾﾝﾀｰ）田中講師.参加者8人

出席者

R4.01.17 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 2階郡市会室

・リワーク・キャリアアップ研修会について

・E－ラーニングシステムの構築について

・令和4年度(県補助)歯科衛生士の確保対策の推進事業の事業計画及び予算について

・無料職業紹介所について

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

松永委員長.松尾副委員長.池田守.森委員.（専門学校）井手委員長
（県歯科衛生士会）森理事.中村会員.（長崎大学病院口腔管理ｾﾝﾀｰ）田中講師

出席者

R4.02.26 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

・症例について

・口腔内写真撮影

・総括

松永委員長.松尾副委員長.池田守.森委員.（専門学校）井手委員長
（県歯科衛生士会）森理事.栗山会員
（長崎大学病院口腔管理ｾﾝﾀｰ）田中講師.参加者5人

出席者

R4.02.28 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 2階郡市会室

・リワーク・キャリアアップ研修会について

・E－ラーニングシステムの構築について

・令和4年度(県補助)歯科衛生士の確保対策の推進事業の事業計画及び予算について

・令和4年度運営委員会の開催日程について

・令和4年度リワーク・キャリアアップ研修会について

・無料職業紹介所について

・LINE公式アカウント「長崎県DH歯っぴい情報」について

岩永常務理事.松永委員長.松尾副委員長.池田守.森委員.（専門学校）井手委員長
（県歯科衛生士会）森理事.中村会員.（長崎大学病院口腔管理ｾﾝﾀｰ）田中講師

出席者

R4.03.16 19:00 医療管理打合せ[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・年間スケジュールについて

・経営セミナーのテーマについて

・IP制度について

松永委員長.松尾副委員長.池田.森委員.
（損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ）志田支社長.竹花支社長代理.大賀氏.
（ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ社）内田.田中.松本氏

出席者
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長崎県歯科医師会医療情報事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 24回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.14 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

R3.04.20 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

R3.05.19 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

R3.05.24 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

R3.06.15 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

R3.06.22 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

R3.07.20 19:30 医療情報委員会 2階郡市会室

・委員長及び副委員長並びに記録係の互選について

・事業計画及び予算について

・九州各県広報担当者会提出協議題について

・関連行事について

・長歯月報の発刊について

・対外広報の推進について

・長歯月報モニターとの相互情報交換について

・その他

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.中村理事.出口.白石.松本.宮田委員.田中ITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ出席者

R3.07.27 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

・九州各県広報担当者会提出協議題について

・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
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日付 時間 会議名称 場所

R3.08.18 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

・九州各県広報担当者会について

・「いい歯の日」企画　全国地方紙広告掲載について

・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

R3.08.24 20:00 医療情報委員会［WEB会議］ 2階郡市会室.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

R3.09.22 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

・郡市会長歯月報モニター連絡協議会について

・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

R3.09.28 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

・九州各県広報担当者会について

・「いい歯の日」企画　全国地方紙広告掲載について

・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

R3.10.19 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

・令和3年度事業計画・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

R3.10.26 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

R3.11.17 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

R3.11.25 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

R3.12.07 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
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日付 時間 会議名称 場所

R3.12.15 18:30 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

R4.01.18 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

R4.01.25 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

R4.02.18 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

R4.02.24 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

R4.03.18 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

R4.03.24 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  ( 9回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.06.26 14:30 定時代議員会取材 5階講堂

宮田委員出席者

R3.07.01 （KTN）「週刊健康マガジン」収録 医療法人 すみ歯科医
院

（大村東彼）角会員出席者

R3.07.16 22:50 KTN「週刊健康マガジン」出演

（大村東彼）角会員出席者

R3.07.23 22:50 KTN「週刊健康マガジン」出演

（佐世保市）須田会員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.07.28 19:00 長崎県三師会広報担当者打合せ会[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・「三師会だより」(第25報）掲載内容について

・その他

岩永常務理事.中村委員長.出口副委員長
（県医師会）牟田常任理事.瀬戸常任理事.藤田常任理事
(県薬剤師会）中村副会長.下坂常務理事.水﨑理事

出席者

R3.09.25 15:30 医療情報打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・郡市会長歯月報モニター連絡協議会について

・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

R3.09.25 16:00 郡市会長歯月報モニター連絡協議会[WEB会議] 3階学校会議室.各拠
点

・医療情報事業計画について

・郡市会提出協議題について

・その他

渋谷会長.山田副会長.岩永常務理事.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
（長崎市）吉川ﾓﾆﾀｰ.（佐世保市）永田ﾓﾆﾀｰ.（島原南高）松尾専務理事.（諌早市）岡本ﾓﾆﾀｰ.（大村東彼）
紀伊ﾓﾆﾀｰ.（西彼）村冨ﾓﾆﾀｰ.（北松）髙島ﾓﾆﾀｰ.（福江南松）松下ﾓﾆﾀｰ（対馬市）村上ﾓﾆﾀｰ.（壱岐市）百
田ﾓﾆﾀｰ

出席者

R3.11.26 19:00 長崎県三師会広報担当者打合せ会 長崎市内

・「三師会だより」（第26報）掲載内容について

・その他

岩永常務理事.中村委員長.出口副委員長
（県医師会）佐藤副会長.牟田.瀬戸常任理事.（県薬剤師会）中村副会長.下坂常務理事.水﨑理事

出席者

R4.03.05 14:30 臨時代議員会取材 5階講堂

松本委員出席者
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3.長歯月報の発行（5回） 

・759 号（4月号）～763 号（9 月号） 

・発 行 部 数  毎回 1,000 部 

 

4.長歯月報号外の発行 

・長崎県歯科医師国民健康保険組合第 129 回通常組合会日程 

・長崎県歯科医師国民健康保険組合第 130 回通常組合会日程 

 

 

5.メールマガジンの発行 

・Vol.188（4 月号）～Vol.193（9 月号） 

・臨時便（6/9） 

  ・登録者数  593 人 

 

6.報 道 関 係（12 回） 

年 月 日 報 道 関 係 記              事 

3. 4. 5 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 唾 液 の 感 染 予 防 効 果  －成分中の IgA が役割－ 

3. 4.19 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯の根の部分のむし歯  －加齢や歯周病引き金に－ 

3. 5. 3 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯 並 び の 悪 化  －抜歯や歯周病が原因に－ 

3. 5.17 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 治 療 後 に 歯 が し み る  －象牙質の形成で改善－ 

3. 6. 7 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 マスクで気になる口臭  －歯 周 病 や舌 苔  原 因 も－ 

3. 6.21 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 顎 の 関 節 に 痛 み  －セルフケアで症状改善－ 

3. 7. 5 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 白 い か ぶ せ 物  － 奥 歯 な ど は 保 険 適 応 － 

3. 7.19 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 抜歯が必要、原因は？  － 自 覚 な く 進 行 す る 歯 周 病 － 

3. 8. 2 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯 の エ ッ ク ス 線 写 真  －骨や神経 状態を把握－ 

3. 8.15 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯 磨 き 粉 の 選 び 方  －気になる症状に合わせて－ 

3. 9. 6 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 新 型 コ ロ ナ と 歯 磨 き  －3 密避け、洗面所は清潔に－ 

3. 9.20 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 口 内 炎 の 原 因 は ？  －心身の疲れや病気から－ 
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3.長歯月報の発行（6回） 

・764 号（10 月号）～769 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.194（10 月号）～Vol.199（3 月号） 

  ・登録者数  599 人 

 

5.報 道 関 係（11 回） 

年 月 日 報 道 関 係 記              事 

3.10. 4 長 崎 新 聞 「お口の相談室」  抜 歯 後 の 放 置  － バ ラ ン ス 崩 れ 問 題 発 生も － 

3.10.18 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 磁 性 ア タ ッ チ メ ン ト  －磁石で入れ歯を固定－ 

3.11. 8 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 がん治療前の歯科受診  －副作用予防、緩和に有効－ 

3.11.15 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 高 齢 者 の 口 腔 ケ ア  －用具の工夫も大切－ 

3.12. 6 長 崎 新 聞 「お口の相談室」  口の中に水疱ができる  －粘液嚢胞の可能性大－ 

3.12.20 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 予防受診 本当に必要？  － 怠 れ ば 治 療 長 期 化 の 恐 れ － 

4. 1.17 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 歯 の 着 色  － 食 事 や 喫 煙 が 原 因 に － 

4. 2. 7 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 骨粗しょう症で歯科受診？  －口内に副作用の可能性－ 

4. 2.21 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 舌 に で き も の ？  －異常ないか鏡で確認を－ 

4. 3. 7 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 口呼吸はむし歯が悪化？  － 唾 液 の 作 用 妨 げ 悪 影 響 － 

4. 3.21 長 崎 新 聞 「お口の相談室」 ろ れ つ が 回 ら な い  －口腔機能低下症の可能性－ 
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長崎県歯科医師会社会保険事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 4回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.07.13 19:30 社会保険委員会 2階大会議室

・委員長．副委員長の互選及び記録係について

・令和3年度社会保険委員会事業計画及び予算について

・前委員会からの引継ぎ事項について

・令和3年度社会保険委員会年間行事予定について

・両審査委員会との協議会の開催について

・郡市会社会保険担当理事連絡協議会の開催について

・九州各県社保担当者会（WEB会議）について

・（離島）三地区社保説明会及び県歯社保委員が出ていない地区への対応について

・厚労省・日歯共催社会保険指導者研修会について

・近県歯科医師会社会保険担当者会議について

・診療報酬改定説明会について

・長崎県歯科総件数・総点数・１件当り点数について

・区分C2（新機能・新技術）における医療機器の保険適用について

・社保.国保審査委員会からの報告事項について

・九州厚生局社保個別指導について

・その他

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.東理事.松永.藤樹.芥川.安西.小嶺.奥野.村上.大賀.末竹委員出席者

R3.10.19 19:30 社会保険委員会[WEB会議] 2階大会議室.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

・郡市会社会保険担当理事連絡協議会について

・両審査委員会との協議会について

・離島地区社保研修会（Web研修会）について

・令和3年度事業評価（現況報告）について

・令和4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

東委員長.松永副委員長.藤樹.芥川.安西.小嶺.奥野.村上.大賀.末竹委員出席者

R3.11.16 19:30 社会保険委員会[WEB会議] 2階大会議室.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

・離島地区社保研修会（Web研修会）について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

東委員長.松永副委員長.藤樹.芥川.安西.小嶺.奥野.村上.大賀.末竹委員出席者

R4.01.22 18:00 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の提出協議題の取りまとめについて

・都道府県社保担当理事連絡協議会の開催について

・令和4年度診療報酬改定について

・社保・国保審査委員会からの報告事項について

東委員長.松永副委員長.藤樹.大賀委員出席者

62



2.諸会議  ( 50回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.20 19:00 九州厚生局長崎事務所令和3年度指導実施計画にかかる打合せ会 2階大会議室

・令和2年度指導実施結果について

・令和3年度指導計画について

・その他

宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事.富永委員長.東副委員長
（九州厚生局長崎事務所）利谷指導医療官.麻生指導課長.日髙医療指導監視監査官（県国保・健康増
進課）荒川課長補佐.大原係長

出席者

R3.06.13 11:00 福江南松地区社会保険研修会[オンライン形式] 2階郡市会室.各拠点

・三者協議会とりまとめ

・症例集の解説

富永委員長.東副委員長.松永委員
参加者19人

出席者

R3.06.30 19:00 九州厚生局長崎事務所との打合せ 2階役員室

・指導再開について

・その他

渋谷会長.田中専務理事.東理事
（九州厚生局長崎事務所）利谷指導医療監.麻生指導課長.日髙医療指導監視監査官

出席者

R3.07.27 19:30 社会保険打合せ 3階学校会議室

・九州各県社保担当者会協議題について

東委員長.松永副委員長.藤樹.大賀委員出席者

R3.07.28 18:00 社会保険打合せ 長崎市内

松永副委員長出席者

R3.08.02 19:20 社会保険打合せ 長崎市内

松永副委員長出席者

R3.08.03 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 
3階小会議室C

松永副委員長.大賀委員出席者

R3.08.03 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 
3階小会議室C

松永副委員長.大賀委員出席者

R3.08.04 18:40 社会保険打合せ 長崎市内

東委員長出席者

R3.08.06 19:00 社会保険打合せ 諫早市内

奥野委員出席者

R3.08.10 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 
3階小会議室C

藤樹.村上委員出席者

R3.08.10 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 
3階小会議室C

藤樹.村上委員出席者

R3.08.26 19:30 両審査委員会との打合せ 2階大会議室

・令和3年度九州各県社保担当者会各県提出協議題について

・令和3年度近県歯科医師会社会保険担当者会議提出協議題について

・その他

東委員長.松永副委員長
（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

R3.09.07 19:40 社会保険打合せ 西海市内

大賀委員出席者

R3.09.10 19:15 社会保険打合せ 佐世保市内

芥川.安西委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.09.14 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 中会議
室A

芥川委員出席者

R3.09.14 14:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 中会議
室A

芥川委員出席者

R3.09.14 19:30 社会保険打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・磁性アタッチメントについて

東委員長.松永副委員長出席者

R3.09.21 19:30 社会保険打合せ 佐世保市内

芥川.安西委員出席者

R3.09.28 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 中会議
室A

末竹委員出席者

R3.09.28 14:30 社会保険医療担当者個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 中会議
室A

末竹委員出席者

R3.10.06 19:00 社会保険打合せ 長崎市内

松永副委員長出席者

R3.10.08 19:30 両審査委員会との打合せ 2階郡市会室

・令和3年度近県歯科医師会社会保険担当者会議提出協議題について

東委員長.松永副委員長
（社保審査）原医療顧問.中村主任審査委員.（国保審査）小川審査委員長.井手審査委員

出席者

R3.10.12 13:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 県勤労福祉会館 1階
小会議室D

松永副委員長出席者

R3.10.12 14:45 社会保険医療担当者新規個別指導立会 県勤労福祉会館 1階
小会議室D

松永副委員長出席者

R3.10.12 16:00 社会保険医療担当者新規個別指導立会 県勤労福祉会館 1階
小会議室D

松永副委員長出席者

R3.10.22 18:30 社会保険打合せ 佐々町内

末竹委員出席者

R3.10.22 19:30 社会保険打合せ 佐世保市内

芥川.安西委員出席者

R3.10.26 13:15 社会保険医療担当者新規個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 中会議
室A

末竹委員出席者

R3.10.26 14:30 社会保険医療担当者個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 中会議
室A

末竹委員出席者

R3.10.30 15:30 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

東委員長.松永副委員長.藤樹.芥川.安西.小嶺.奥野.村上.大賀.末竹委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.10.30 16:00 郡市会社会保険担当理事連絡協議会 2階大会議室

・令和3年度社会保険事業の推進について

・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

・支払基金及び国保連合会からの留意事項について

渋谷会長.俣野副会長.田中専務理事.東委員長.松永副委員長.藤樹.芥川.安西.小嶺.奥野.村上.大賀.末
竹委員
（長崎市）奥川.轟委員.（佐世保市）山本副委員長.原田委員.（島原南高）吉田.宮﨑委員.（諌早市）宮下副
委員長.森田委員.（大村東彼）西委員長.峰委員.（西彼）藤山副委員長.中村委員.（北松）巌副委員長.山
﨑委員.（福江南松）澤本理事.浦田委員.（対馬市）髙森理事.（壱岐市）村瀬専務理事

出席者

R3.11.20 16:00 対馬地区社会保険研修会[オンライン形式] 2階郡市会室.各拠点

・第20次審査情報提供事例について

・郡市会社会保険担当理事連絡協議会協議題報告

・症例集及び磁性アタッチメントについての解説

東委員長.松永副委員長
参加者9人

出席者

R3.11.25 19:00 社会保険打合せ 長崎市内

松永副委員長出席者

R3.11.29 19:00 社会保険打合せ 諌早市内

奥野委員出席者

R3.11.30 13:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 県勤労福祉会館 1階
小会議室D

小嶺.奥野委員出席者

R3.11.30 14:45 社会保険医療担当者個別指導立会 県勤労福祉会館 1階
小会議室D

小嶺.奥野委員出席者

R3.12.02 19:30 社会保険打合せ 2階郡市会室

東委員長.松永副委員長出席者

R3.12.04 15:30 社会保険打合せ 2階郡市会室

東委員長.松永副委員長.藤樹.芥川.安西.小嶺.奥野.村上.大賀.末竹委員出席者

R3.12.04 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

渋谷会長.山田副会長.田中専務理事.東委員長.松永副委員長.藤樹.芥川.安西.小嶺.奥野.村上.大賀.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.成末審査委員
（国保審査）小川審査委員長.井手.松本.坂口.伊藤.森田審査委員
（九州厚生局長崎事務所）利谷指導医療官

出席者

R3.12.07 19:40 社会保険打合せ 西海市内

大賀委員出席者

R3.12.10 18:50 社会保険打合せ 長崎市内

松永副委員長出席者

R3.12.11 17:00 壱岐地区社会保険研修会[オンライン形式] 2階役員室.各拠点

・審査情報提供事例について

・症例集及び磁性アタッチメントについての解説

・郡市会社会保険担当理事連絡協議会協議題報告

東委員長.松永副委員長
参加者8人

出席者

R3.12.14 13:30 社会保険医療担当者新規個別指導立会 県勤労福祉会館 1階
小会議室D

大賀委員出席者

65



日付 時間 会議名称 場所

R3.12.14 14:45 社会保険医療担当者新規個別指導立会 県勤労福祉会館 1階
小会議室D

大賀委員出席者

R3.12.21 13:15 社会保険医療担当者個別指導立会 ｱﾙｶｽSASEBO 中会議
室A

安西委員出席者

R4.03.11 19:30 社会保険打合せ 2階郡市会室

・診療報酬改定について

東委員長.松永副委員長出席者

R4.03.12 17:00 社会保険打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・令和4年度診療報酬改定について

・令和4年度行事予定について

・九州厚生局長崎事務所との指導に関する打合せについて

・その他

東委員長.松永副委員長.藤樹.芥川.安西.小嶺.奥野.村上.大賀.末竹委員.（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

R4.03.23 19:30 社会保険打合せ 2階郡市会室

・令和4年度診療報酬改定スライド説明動画撮影

東委員長.松永副委員長出席者

R4.03.30 19:00 九州厚生局長崎事務所指導実施計画に関する事前打合せ会 2階郡市会室

・令和3年度指導実施結果について

・令和4年度指導計画について

・その他

東委員長.松永副委員長
（九州厚生局長崎事務所）武田指導課長.日髙医療指導監視監査官

出席者
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長崎県歯科医師会専門学校事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 18回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.07 11:30 専門学校委員会・教務委員会合同会議 3階学校会議室

・令和2年度学校自己評価〔年度末〕について

・第30回歯科衛生士国家試験不合格者への対応について

・卒業生動向調査について

・第1・2学年歯科健診について

・第1学年歯科診療見学について

・講師会について

・学生募集について

・学生募集地区担当者会について

・令和2年度第2回学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会報告について

・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.井村委員
中川顧問

出席者

R3.04.13 19:30 教務委員会 4階講師室

・令和2年度専門学校事業評価について

・令和2年度第2学年臨床実習(Ⅰ期)感想文について

・日本学生支援機構奨学生推薦について

・高等教育の修学支援新制度の申請状況について

・学事の変更等について

・長歯月報「専門学校だより」掲載および掲示板内容について

・講師会について

・第1学年学生について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

R3.05.11 19:30 教務委員会 4階講師室

・第1学年学生について

・第1学年B型肝炎ワクチン接種について

・第1学年歯科診療見学感想について

・第2学年臨地実習・総合学習について

・第3学年国家試験校内模擬試験結果について

・臨床実習施設の歯科衛生士による特別講義について

・令和3年度第1回学生募集地区担当者会について

・講師会後の検討事項について

・授業目的公衆送信補償金制度について

・その他

岩永副委員長.松尾.井村.伊藤.坂本.小林委員出席者

R3.05.13 19:00 専門学校運営委員会 2階大会議室

・令和2年度学校自己評価について

・令和3年度長崎歯科衛生士専門学校会計予算について

・令和3年度年間行事予定について

・令和2年度卒業生就職状況について

・卒業生動向調査結果について

・第30回歯科衛生士国家試験について

・令和3年度入学試験・学生数について

・令和3年度前期特待生について

・高等教育の修学支援新制度実績について

・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
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日付 時間 会議名称 場所

R3.06.15 19:30 教務委員会 4階講師室

・退学願について

・第1学年歯科診療見学について

・第2・3学年臨地実習について

・長崎地区学校説明会について

・オープンキャンパスについて

・学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会日程について

・全国歯科衛生士教育協議会九州地区会について

・引継ぎ事項について

・特別講義について

・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

R3.07.13 19:30 教務委員会 4階講師室

・長崎歯科衛生士専門学校役員等について

・学則の一部変更について

・令和3年度学生状況について

・令和3年度年間行事予定表について

・令和3年度委員会日程について

・長歯月報「専門学校だより」掲載について

・オープンキャンパスについて

・令和3年度カリキュラムについて

・第3学年国家試験対策夏期補習について

・第2学年総合患者実習について

・学生アンケートについて

・学校案内の改訂について

・学生募集活動について

・全国歯科衛生士教育協議会九州地区会提出協議題について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.田中.岩永.伊藤.坂本.大平.橘.小林委員出席者

R3.08.17 19:30 教務委員会 4階講師室

・前期試験受験資格について

・休学願・退学願について

・第3学年国試模擬試験結果について

・第3学年臨床実習（Ⅱ期感想・Ⅲ期計画表）について

・オープンキャンパスについて

・卒業生動向調査について

・臨床実習講師会について

・その他

井手副委員長.岩永.伊藤.坂本.大平.橘.小林委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.09.14 19:30 専門学校委員会・教務委員会合同会議 3階学校会議室

・第1・2学年前期試験結果について

・後期特待生選考について

・退学願について

・修学支援新制度の継続について

・第2学年Ⅰ期臨床実習計画表について

・第3学年国家試験対策模擬試験結果について

・第3学年修学旅行について

・就職斡旋について

・推薦入学試験について

・オープンキャンパスについて

・学校自己評価について

・その他

（教務）渋谷委員長.田中.岩永.大平.小林委員
（専門学校）井手委員長.伊藤副委員長.坂本委員

出席者

R3.10.01 19:30 教務委員会 4階講師室

・臨床実習講師会について

・入学前課題について

・その他

井手副委員長.岩永.伊藤.坂本.大平.橘.小林委員出席者

R3.10.14 19:00 専門学校運営委員会 2階大会議室

・令和3年度後期行事予定について

・令和3年度長崎歯科衛生士専門学校会計現況について

・令和4年度学生募集について

・学校自己評価[前期]について

・令和3年度後期特待生について

・令和3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

・臨床実習施設の継続について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.山田.俣野.岩永.村岡.吉田.松永.中村.東.江頭委員出席者

R3.10.26 19:30 教務委員会 4階講師室

・第3学年修学旅行の代替え行事について

・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

・入学前教育について

・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3年度事業評価について

・令和4年度事業計画・予算について

・学生の防犯対策について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.田中.岩永.伊藤.坂本.大平.橘.小林委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.11.24 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

・令和4年度入学試験合格者枠について

・休学願について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.田中.岩永.伊藤.坂本.大平.橘.小林委員.中川顧問出席者

R3.12.12 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

・学生アンケート（いじめ）結果について

・修学旅行について

・令和5年度学生募集要項について

・学生募集対策について

・令和4年度年間行事予定について

・令和4年度委員会日程について

・創立50周年記念誌作成について

・その他

井手副委員長.岩永.伊藤.坂本.大平.橘.小林委員出席者

R4.01.25 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学年試験結果・冬期補習結果について

・第3学年学生について

・国家試験について

・卒業式について

・第1・2学年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

・創立50周年記念誌作成について

・その他

井手副委員長.岩永.伊藤.坂本.大平.橘.小林委員出席者

R4.02.05 15:30 教務委員会 4階講師室

・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4年度講師会について

・令和4年度研修旅行について

・令和4年度修学旅行について

・令和5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

・第1学年学生について

・スクールカウンセラーの後任について

・創立50周年記念誌作成について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.田中.伊藤.坂本.大平.橘.小林委員.中川顧問出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.03.06 13:30 教務委員会 3階学校会議室

・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4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4年度入学式について

・令和4年度講師会について

・臨床実習講師について

・学校関係者評価委員及び教育課程編成委員の変更と任期の変更について

・令和4年度総合患者実習担当について

・令和4年度長崎大学病院臨床実習について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.田中.岩永.伊藤.坂本.大平.橘委員出席者

R4.03.12 14:30 専門学校委員会・教務委員会合同委員会 3階学校会議室

・第31回歯科衛生士国家試験について

・日本学生支援機構適格認定について

・退学願について

・令和4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

・オープンキャンパスについて

・スクールカウンセラーについて

・令和3年度学校自己評価（年度末）について

・その他

(教務)田中.岩永.大平.橘.小林委員.中川顧問
(専門学校)井手委員長.伊藤副委員長.坂本委員

出席者

R4.03.25 19:30 教務委員会 3階学校会議室

・第31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4年度第3学年臨床実習計画表(Ⅱ・Ⅲ期)について

・令和4年度オープンキャンパスについて

・令和4年度入学式について

・令和4年度講師会について

・臨床実習[ケース数等]について

・令和4年度行事等の対応について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.田中.岩永.伊藤.坂本.大平.橘.小林委員出席者

2.諸会議  ( 66回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.21 19:00 専門学校講師会 5階講堂

・報告

・アンケート結果報告について

・学生募集対策について

・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.中川顧問.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
松尾公.松澤.篠原.星野.田浦.馬場.藤田修.山口.北村.横尾.藤田純.坪口.宮田.桝屋.添野.村上.二宮.田口.
釜崎.森本.森川.草原.阿部.田中慎.田中理.藤.塩塚.大平.原田.松尾律.峰下.角町.常岡.柴原.原.池田.吉田.
末竹.出口.古豊.松尾剛.吉武勇.古堅講師.平尾歯科衛生士.山下学校関係者評価委員.角.山口芳.音山.田
中朝.道下学校関係者評価・教育課程編成委員

出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.04.22 16:00 （栄美通信）進学相談会 長崎県立総合体育館

小林教務主任.中島専任教員.相談者24人出席者

R3.04.28 13:20 （昭栄広報）高校内進路ガイダンス 鎮西学院高校

中尾専任教員.相談者7人出席者

R3.05.18 11:30 KTN「マルっと！」取材 3階臨床実習室

牧山専任教員出席者

R3.05.19 13:20 専門学校長崎地区高等学校訪問 長崎明誠.長崎北陽台
高校

・令和4年度学生募集について

坂本委員.中川顧問.小林教務主任出席者

R3.05.22 16:30 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

・国家試験について

・就職状況について

・卒業生動向調査について

・学生募集の現状について

・令和4年度学生募集について

・各地区での学生募集PR活動について

・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

R3.05.25 13:30 NCC「ひるドキ！！」取材 3階臨床実習室

中尾専任教員出席者

R3.06.11 19:30 新任臨床実習講師との打合せ 3階学校会議室

・臨床実習について

・その他

岩永教務部長.田中美.山口香.東.大平.松本講師.小林教務主任.森教務副主任出席者

R3.06.14 9:00 専門学校長崎地区高等学校訪問 活水.長崎商業.純心女
子高校

・令和4年度学生募集について

宮口校長.中川顧問.小林教務主任出席者

R3.06.15 13:00 専門学校長崎地区高等学校訪問 長崎南.鳴滝.瓊浦.長
崎女子商業高校

・令和4年度学生募集について

岩永教務部長.中川顧問.小林教務主任.（長崎南高校歯科校医）原　哲郎会員出席者

R3.06.16 10:00 専門学校諌早・長崎地区高等学校訪問 諌早農業.諌早商業.長
崎日大.西陵.長崎北高
校

・令和4年度学生募集について

岩永教務部長.中川顧問.小林教務主任（長崎北高校歯科校医）川谷石太郎会員出席者

R3.06.17 14:10 （ライセンスアカデミー）会場ガイダンス 長崎県立総合体育館

牧山.小谷専任教員.相談者13人出席者

R3.06.21 10:00 専門学校島原南高地区高等学校訪問 国見.島原農業.島原商
業.島原.島原翔南高校

・令和4年度学生募集について

中川顧問.小林教務主任.（島原南高）松尾学生募集地区担当者出席者

R3.06.22 18:00 専門学校長崎地区学校説明会 2階大会議室

・学校紹介、学校見学

・令和4年度学生募集要項について

・その他

宮口校長.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.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.（長崎北陽台高校）酒井教諭.（長崎明誠高校）出口教諭.（鳴滝高
校）高以来教諭.（長崎商業高校）石橋教諭.（活水高校）波多野教諭.（長崎女子商業高校）川村教諭.（長
崎女子高校）梶教諭.（海星高校）山口教諭.（瓊浦高校）正木教諭.（こころ未来高校）鵜殿教諭

出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.06.23 10:00 専門学校大村東彼・諌早地区高等学校訪問 川棚.大村.大村城南.
鎮西学院高校

・令和4年度学生募集について

岩永教務部長.中川顧問.小林教務主任出席者

R3.07.02 10:00 全国歯科衛生士教育協議会教育委員会[WEB会議] 品川ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ.3階ｾ
ﾝﾀｰ研修室

・令和3年度（2021年度）事業について

・令和4年度（2022年度）講習会の開催場所と日程について

・教育委員の追加について

・教育委員の担当について

・その他

中尾専任教員出席者

R3.07.06 9:00 専門学校諌早・島原南高地区高等学校訪問 創成館.諌早東.小浜.
口加高校

・令和4年度学生募集について

中川顧問.小林教務主任出席者

R3.07.07 16:00 （昭栄広報）進学相談会 諫早市 L＆Lﾎﾃﾙｾﾝﾘｭ
ｳ

牧山専任教員.相談者6人出席者

R3.07.09 15:30 （さんぽう）高校内進路ガイダンス 瓊浦高校

生田専任教員.相談者7人出席者

R3.07.09 15:40 （ライセンスアカデミー）高校内進路ガイダンス 活水高校

小谷専任教員.相談者2人出席者

R3.07.12 13:15 （さんぽう）高校内進路ガイダンス 長崎女子商業高校

森教務副主任.相談者8人出席者

R3.07.12 16:00 （昭栄広報）看護・医療・福祉・心理系会場進学相談会 長崎新聞文化ﾎｰﾙ 2
階大ﾎｰﾙ ｱｽﾄﾋﾟｱ

中尾専任教員.相談者13人出席者

R3.07.14 14:00 （ライセンスアカデミー）高校内進路ガイダンス 島原農業高校

小林教務主任.相談者5人出席者

R3.07.15 16:00 （昭栄広報）進路ガイダンス ﾊﾟｰｸﾍﾞﾙｽﾞ大村

森教務副主任.相談者13人出席者

R3.07.20 13:30 （全国専修学校各種学校連合会）九州ブロック大会長崎大会[WEB
会議]

ｻﾞ・ﾎﾃﾙ長崎BWﾌﾟﾚﾐｱ
ｺﾚｸｼｮﾝ.4階教務室

・令和元年度及び令和2年度事業報告及び決算報告承認について

・会則改定について

・役員改選の件について

・各県提出議案について

・宣言文採択について

森教務副主任.中尾専任教員出席者

R3.07.20 13:30 （栄美通信）進学相談会 五島ｶﾝﾊﾟｰﾅﾎﾃﾙ

小林教務主任.相談者6人出席者

R3.07.20 13:35 （ライセンスアカデミー）高校内進路ガイダンス 長崎玉成高校

生田専任教員.相談者4人出席者

R3.07.21 10:20 福江南松地区高等学校訪問 中五島.上五島高校

・令和4年度学生募集について

中川顧問.小林教務主任出席者

R3.07.21 13:30 （栄美通信）進学相談会 新上五島町有川総合
文化ｾﾝﾀｰ

小林教務主任.相談者1人出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.08.17 14:00 全国歯科衛生士教育協議会歯科衛生士専任教員講習会Ⅰ[WEB会
議]（～19日）

愛知学院大学短期大
学部.4階在宅実習室

・歯科衛生学教育法について

・歯科衛生学について

中尾専任教員出席者

R3.08.18 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2年度自己評価について

・令和3年度自己評価年間計画について

・その他

岩永副校長.井手教務部長.田中桂.山下.角.山口.音山.田中朝.道下委員
小林教務主任.森教務副主任.中島専任教員

出席者

R3.08.18 19:30 専門学校教育課程編成委員会 3階学校会議室

・カリキュラムについて

・臨床・臨地実習について

・その他

岩永副校長.井手教務部長.角.山口.音山.田中朝.道下.松尾.井村委員
小林教務主任.森教務副主任.中島専任教員

出席者

R3.08.22 10:00 専門学校オープンキャンパス打合せ 3.4階専門学校

・オンラインでの開催方法について

・その他

井手教務部長.伊藤教務委員.小林教務主任.森教務副主任.小谷専任教員出席者

R3.09.06 15:00 全国歯科衛生士教育協議会教育委員会[WEB開催] 3階ｾﾝﾀｰ研修室.各拠
点

・令和3年度専任教員講習会Ⅰ・Ⅲの実施状況について

・教育問題検討委員会報告について

・ホームページについて

・令和3年度(2021年度)事業(日程、開催場所、担当者)について

・令和4年度(2022年度)講習会の開催場所と日程および担当について

・教育委員の追加について

・その他

中尾専任教員出席者

R3.09.12 10:00 歯科衛生士卒後学術研修会[オンライン形式] 5階講堂.各拠点

・「なるほどなっとく！防ぎ守るDH:むし歯と歯周病を許さない！」
大阪大学大学院歯科研究科予防歯科学教授　天野敦雄

渋谷会長.岩永常務理事.井手専門学校委員長.伊藤専門学校副委員長.坂本専門学校委員.小林教務主
任.生田.牧山.小谷専任教員.2学年学生.参加者199人

出席者

R3.10.12 19:30 専門学校臨床実習講師会[WEB会議] 5階講堂.各拠点

・臨床実習要項・歯科衛生士養成所ガイドラインについて

・アンケート結果について

・臨床実習ケースについて

・その他

渋谷校長.田中専務理事.岩永副校長.井手教務部長.伊藤.坂本.大平.橘教務委員.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
角町.常岡.柴原.犬塚.原.寺﨑.池田.吉田.小山.南.末竹.田中慎.添野.田中美.山口.出口.東.古豊.稲澤.松尾.
松本.吉武勇講師.平尾.井元.田口.木下.南.近藤.佐藤.水江.井手上.三宅.高見.向井.上片.花野.池田歯科衛
生士

出席者

R3.10.15 14:12 (ｷｯｽﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ)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

R3.10.21 13:10 専門学校特別講義 4階第3講義室

渋谷校長出席者

R3.10.29 14:07 (ｷｯｽﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ)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
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日付 時間 会議名称 場所

R3.10.31 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

・学生募集活動について

・就職斡旋について

・入学選考について

・指定校推薦制度について

・入学前教育について

・その他

渋谷校長.田中専務理事.岩永副校長.井手教務部長.伊藤.坂本.橘委員
（島原南高）松尾担当者（諌早市）宮下担当者（大村東彼）遠藤担当者（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

R3.10.31 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4年度推薦入学試験（一次募集）選考について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.田中.岩永.伊藤.坂本.橘.松尾.宮下.遠藤.横山委員.中川顧問出席者

R3.11.08 16:00 (昭栄広報)会場進学相談会 諫早市L＆Lﾎﾃﾙｾﾝﾘｭ
ｳ

中尾専任教員出席者

R3.11.09 14:50 専門学校特別講義 4階第3講義室

井手理事出席者

R3.11.26 9:00 専門学校特別講義 4階第2講義室

松永理事出席者

R3.12.04 13:20 日本歯科衛生教育学会評議員会[WEB会議] 各拠点

・会務報告について

・各種委員会報告について

・ルール（規程・内規・申し合わせ等）の整備について

・2020年度第1回評議員会以降に生じたルール（規程・内規・申し合わせ等）の改定について

・規程検討委員会発足について

・学会功労賞選考規則制定について

・次期評議員について

・次期委員会委員について

・第12回学術大会準備状況報告について

・第13回学術大会準備状況報告について

・第14回学術大会準備状況報告について

・2021年度（公財）富徳会研究助成者について

・その他

小林教務主任出席者

R3.12.04 15:00 日本歯科衛生教育学会2021年度総会[WEB会議] 各拠点

・会務報告について

・2020年度事業報告（案）について

・2020年度収支決算報告（案）および監査報告について

・会則（改定案）について

・2022年度事業計画（案）について

・2022年度予算（案）について

・次期役員（案）について

・第15回学術大会大会長について

・その他

森教務副主任出席者

R3.12.06 13:50 (ﾗｲｾﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ)諌早東高校進路ガイダンス 長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ 3階国
際会議場

牧山専任教員.相談者2人出席者
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R3.12.10 14:00 （長崎県専修学校各種学校連合会）令和3年度「設置者・校長・事務
担当者研修会」[オンライン形式]

ﾒﾄﾛITﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ.4階
教務室

・「令和3年度高等学校教員との意見交換会」について

・令和4年度第22回長崎県スポーツ交流大会について

・今後の「九州ブロック専門学校体育大会」について

・令和4年度長崎新聞就活進学情報誌「NR」について

・令和3年度新設「広報部会」の活動事業報告

・今後の主な予定について

小林教務主任出席者

R3.12.10 15:00 (長崎県専修学校各種学校連合会)令和3年度「教職員研修会」[オン
ライン形式]

ﾒﾄﾛITﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ.4階
教務室

・「高等教育無償化の現状ついて」
　長崎県総務部学事振興課課長補佐 坂口義郎

・「ICTを使った個別・協働のまなび」
　株式会社リクルート「キャリアガイダンス」編集長 赤土豪一

小林教務主任.森教務副主任出席者

R3.12.12 16:00 入学試験委員会 4階講師室

・令和4年度推薦（二次募集）.社会人（一次募集）入学試験選考について

・令和5年度入学試験合格者枠について

・その他

井手副委員長.岩永.伊藤.坂本.大平.橘委員出席者

R3.12.16 16:00 (昭栄広報)合同進路ガイダンス ﾊﾟｰｸﾍﾞﾙｽﾞ大村

中島専任教員.相談者7人出席者

R3.12.17 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[オンラ
イン形式](～12/24)

各拠点

・「歯周治療における歯科衛生士の役割」
　北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系歯周内治療学分野教授 古市保志

・「コロナ禍における認知症高齢者の食支援と歯科衛生士教育に望まれること」
　北海道医療大学看護福祉学部（老年看護学部門）教授 山田律子

生田.中尾.牧山専任教員出席者

R3.12.17 9:00 日本歯科衛生教育学会[WEB開催](～12/24) 各拠点

・「障害児・者への対応と工夫～歯科衛生士に求められるもの～」
　北海道医療大学病院歯科衛生部歯科衛生士長 梶美奈子

・「歯周治療における歯科衛生士の役割」
　北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系歯周歯内治療学分野教授 古市保志

・「コロナ禍における認知症高齢者の食支援と歯科衛生士教育に望まれること」
　北海道医療大学看護福祉部（老年看護学部門）教授 山田律子

・「歯科衛生士教育に従事する歯科衛生士に求められる倫理的配慮」
　愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科教授 稲垣幸司

・シンポジウム
「広域災害時における実践と課題-それぞれの立場から」
「災害時医療における法歯学の役割」
　北海道医療大学歯学部特別講師 花岡洋一

・「災害時における歯科医療の責務」
　北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野教授 越野寿

・「広域災害発生時に対応しうる知識と技術について～歯科衛生教育に求めるもの」
　札幌医学技術福祉歯科専門学校専任教員主任 川平景子

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

R3.12.24 10:40 専門学校特別講義 4階第3講義室

中川顧問出席者

R4.02.05 17:00 入学試験委員会 4階講師室

・令和4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4年度一般(三次募集)入学試験について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.田中.伊藤.坂本.大平.橘委員.中川顧問出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.02.17 13:00 (ライセンスアカデミー)進路ガイダンス[オンライン形式] 諌早農業高校.4階講
師室

生田専任教員出席者

R4.02.18 13:00 （長崎県専修学校各種学校連合会）高等学校教員との意見交換会
[WEB形式]

ﾒﾄﾛITﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ.各
拠点

・講演1「コロナ禍の経済・求人などの変化について」
　長崎県産業労働部若年課参事 市丸智大

・講演2「生徒・学年のモチベーションの保ち方」について
　スポーツクラブ内村 内村周子

・意見交換会

小林教務主任.森教務副主任出席者

R4.03.02 14:00 （さんぽう）進路説明会[オンライン形式] 五島海陽高校.4階講
師室

牧山専任教員出席者

R4.03.03 13:10 専門学校2学年特別講義 4階第2講義室

田中専務理事出席者

R4.03.06 15:30 入学試験委員会 3階学校会議室

・令和4年度一般(二次募集)・社会人(三次募集)入学試験選考について

・その他

渋谷委員長.井手副委員長.田中.岩永.伊藤.坂本.大平.橘委員出席者

R4.03.10 14:10 （ライセンスアカデミー）進路ガイダンス 活水高校

中島専任教員出席者

R4.03.15 15:00 （ライセンスアカデミー）進路ガイダンス 瓊浦高校

中尾専任教員出席者

R4.03.19 10:25 (ライセンスアカデミー)進路ガイダンス 純心女子高校

小谷専任教員出席者

R4.03.23 18:30 専門学校学校関係者評価委員会 3階学校会議室

・第31回歯科衛生士国家試験について

・令和3年度卒業生就職状況について

・令和4年度学生募集状況について

・委員任期について

・令和3年度前期自己評価について

・その他

岩永副校長.井手教務部長.田中桂.山下.角.山口.音山.田中朝.道下委員
小林教務主任.森教務副主任.牧山専任教員

出席者

R4.03.23 19:30 専門学校教育課程編成委員会 3階学校会議室

・令和4年度カリキュラム(案)について

・臨床・臨地実習について

・その他

岩永副校長.井手教務部長.角.山口.音山.松尾.井村.田中.道下委員
小林教務主任.森教務副主任.牧山専任教員

出席者

R4.03.24 15:00 （全国歯科衛生士教育協議会）教育委員会[WEB会議] 4階在宅実習室.各拠
点

・報告事項

・令和4年度事業について

・教育委員研修会について

・教育委員の追加について

・その他

中尾専任教員出席者
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3.諸行事  ( 65回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.06 8:50 専門学校第1・2学年始業式 第1・2講義室

岩永教務部長出席者

R3.04.07 10:00 専門学校入学式 5階講堂.2階大会議室

宮口校長.渋谷専務理事.田中副校長.岩永教務部長.井村.伊藤.坂本委員.中川顧問.大坪ｶｳﾝｾﾗｰ.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
新入生54人.保護者46人

出席者

R3.04.09 9:30 専門学校第3学年校内国試模擬試験 5階講堂

出席者

R3.04.16 13:10 専門学校第1・2学年歯科健診 3階臨床実習室

岩永教務部長.松尾.井村.伊藤.坂本委員.学生95人出席者

R3.04.21 9:00 専門学校第1学年歯科診療見学 各臨床実習施設

出席者

R3.04.26 専門学校第3学年臨床実習開始(～7/24) 各臨床実習施設

出席者

R3.05.07 9:00 専門学校第1～3学年合同レクレーション[WEB] 4F各教室

生田.中尾.牧山専任教員出席者

R3.06.04 10:30 専門学校第2学年ブラッシング指導 桜町小学校

中尾専任教員.学生16人出席者

R3.06.16 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24人出席者

R3.06.19 10:00 専門学校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.中尾.中島.牧山.小谷専任教員.2学年11人.参加者14人.保護
者9人

出席者

R3.06.24 14:00 専門学校第3学年ブラッシング指導 南山中学校

森川講師.森教務副主任.中尾専任教員.学生29人出席者

R3.07.13 13:30 島原翔南高校学校見学 3.4階専門学校

中尾.小谷専任教員.教諭2人.生徒7人出席者

R3.07.16 15:00 専門学校第2学年保健センター実習オリエンテーション 4階第2講義室

古堅講師.一ノ瀬歯科衛生士.牧山.中島専任教員.学生39人出席者

R3.07.17 10:00 専門学校第1学年研修旅行 長崎市 日吉自然の家

井手教務部長.坂本教務委員.森教務副主任.生田専任教員.学生54人出席者

R3.07.18 10:00 専門学校オープンキャンパス 3.4階専門学校

井手教務部長.坂本教務委員.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.2学年15
人.参加者31人.保護者11人

出席者

R3.07.26 9:00 専門学校第3学年DHS夏期基礎対策講座 4階第3講義室

中尾.小谷専任教員.学生29人出席者

R3.07.27 9:00 専門学校第1学年歯科診療見学 各臨床実習施設

出席者

R3.07.30 9:30 専門学校第3学年DHS国試模擬試験 5階講堂

出席者

R3.07.30 12:50 専門学校第3学年終業式 4階第3講義室

井手教務部長出席者

R3.08.02 専門学校第3学年国試対策補習（～8/7）

専任教員.学生11人出席者

R3.08.02 9:10 専門学校第1・2学年前期試験(～8/6) 5階講堂

出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.08.06 12:30 専門学校第1・2学年終業式 第1・2講義室

井手教務部長出席者

R3.08.10 専門学校第1・2学年夏期休暇（～9/17）

出席者

R3.08.24 9:10 専門学校第3学年校内国試模擬試験 5階講堂

出席者

R3.09.02 9:10 専門学校第3学年前期試験(～9/9) 5階講堂

出席者

R3.09.08 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

井手教務部長.大平教務委員.小林教務主任.森教務副主任.生田.小谷専任教員.2学年8人.参加者17人.
保護者4人

出席者

R3.09.16 9:00 専門学校第3学年日医研国試解説講座 4階第2講義室

庄司講師.中尾.小谷専任教員.学生29人.既卒者2人出席者

R3.09.21 8:50 専門学校第1・2学年始業式 4階第1・2講義室

井手教務部長出席者

R3.10.07 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

R3.10.28 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

井手教務部長.橘委員.小林教務主任.森教務副主任.中島.牧山.小谷専任教員.2学年10人.参加者6人.保
護者3人

出席者

R3.10.31 13:00 専門学校指定校・高校推薦(一次募集)入学試験 4階講師室・5階講堂・
学校長室・講師会議室

渋谷委員長.井手副委員長.田中.岩永.伊藤.坂本.橘委員.中川顧問出席者

R3.11.01 9:00 専門学校3学年高齢者施設実習(～11/2) ｼﾝﾌｫﾆｰの森.ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰみずほ

小林教務主任.森教務副主任.中尾専任教員.3学年学生29人出席者

R3.11.11 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

R3.11.12 9:00 専門学校3学年歯科医院見学(～11/15) 各歯科医院

3学年学生29人出席者

R3.11.24 13:00 専門学校戴帽式 5階講堂

渋谷校長.田中専務理事.岩永副校長.井手教務部長.伊藤.坂本.大平.橘委員.中川顧問.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89人.保護者29人

出席者

R3.11.29 専門学校2学年臨床実習開始(～2/25) 各臨床実習施設

出席者

R3.12.01 専門学校第3学年就職面接開始

出席者

R3.12.12 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

井手副委員長.岩永.伊藤.坂本.大平.橘委員出席者

R3.12.20 9:30 専門学校第3学年DHS国試模擬試験 5階講堂

出席者

R3.12.27 専門学校第1～3学年冬期休暇（～1/6）

出席者

R3.12.27 9:00 専門学校第3学年国試対策補習（～12/31） 4階第3講義室

小林教務主任.森教務副主任.中尾.小谷専任教員.学生15人出席者

R4.01.07 8:50 専門学校第1～3学年始業式 4階第1・2・3講義室

井手教務部長出席者

R4.01.07 9:30 専門学校第3学年医歯薬国試模擬試験 5階講堂

出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.01.12 13:30 専門学校第2学年ブラッシング指導[ライブ配信] ｷﾝﾀﾞｰﾌｨｰﾙﾄﾞ保育園.5
階講堂

森川講師.森教務副主任.中尾専任教員.学生39人出席者

R4.01.18 9:10 専門学校第3学年後期試験(～1/20) 5階講堂

出席者

R4.01.20 9:10 専門学校第2学年ブラッシング指導[ライブ配信] 長崎大学教育学部附
属特別支援学校.4階
第3講義室

森教務副主任.中尾専任教員.学生39人出席者

R4.01.24 9:30 専門学校第3学年日医研国試模擬試験 5階講堂

出席者

R4.01.31 9:10 専門学校第3学年DHS国試模擬試験 4階第1・3講義室

出席者

R4.01.31 9:10 専門学校第1・2学年後期試験(～2/4) 5階講堂

出席者

R4.02.04 8:30 専門学校第3学年DHS超直前対策講座 4階第3講義室

出席者

R4.02.05 13:00 専門学校一般(一次募集).社会人(二次募集)入学試験 4階第1講義室.講師室

渋谷委員長.井手副委員長.田中.伊藤.坂本.大平.橘委員.中川顧問出席者

R4.02.07 9:30 専門学校第3学年日医研国試模擬試験 5階講堂

出席者

R4.02.14 9:30 専門学校第3学年校内国試模擬試験 5階講堂

出席者

R4.02.21 9:30 専門学校第3学年校内国試模擬試験 5階講堂

出席者

R4.02.28 9:30 専門学校第3学年校内国試模擬試験 5階講堂

出席者

R4.03.02 13:00 専門学校新入生オリエンテーション 5階講堂

中尾.中島専任教員出席者

R4.03.06 9:30 歯科衛生士国家試験 福岡大学

井手教務部長.小林教務主任.中尾専任教員.3学年学生28人.既卒者2人出席者

R4.03.06 13:00 専門学校一般(二次募集）.社会人(三次募集）入学試験 4階第1講義室.講師室

渋谷委員長.井手副委員長.田中.岩永.伊藤.坂本.大平.橘委員出席者

R4.03.07 9:00 専門学校1学年歯科診療見学(～3/8) 各臨床実習施設

出席者

R4.03.12 12:30 専門学校1・2学年終業式 4階第1・2講義室

井手教務部長出席者

R4.03.12 13:00 専門学校卒業式 5階講堂

渋谷校長.田中専務理事.岩永副校長.井手教務部長.伊藤.坂本.大平.橘委員.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28人.保護者43人

出席者

R4.03.16 専門学校1・2学年春期休暇(～4/5)

出席者

R4.03.16 13:00 専門学校新入生オリエンテーション 4階第1講義室

中島専任教員出席者

R4.03.25 14:00 歯科衛生士国家試験合格発表

出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.03.26 14:00 専門学校オープンキャンパス 3.4階専門学校

井手教務部長.橘委員.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.2学年11人.参
加者12人.保護者5人

出席者
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長崎県歯科医師会地域福祉事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 10回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.24 16:00 地域福祉委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・令和2年度委員会事業評価について

・令和3年度事業計画について

・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

・障害者歯科協力医報告書について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・介護報酬改定について

・在宅歯科医療従事者研修会(アドバンスコース)について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科医療推進事業について

・（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

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・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

・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

R3.05.18 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

・障害者歯科協力医報告書について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・(県委託)発達障害児の摂食嚥下障害指導者育成事業について

・介護報酬改定について

・在宅歯科医療従事者研修会(アドバンスコース)について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科医療推進事業について

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・（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

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・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

・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

・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
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日付 時間 会議名称 場所

R3.06.17 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

・障害者歯科協力医報告書について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・(県委託)発達障害児の摂食嚥下障害指導者育成事業について

・介護報酬改定について

・在宅歯科医療従事者研修会(アドバンスコース)について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・周術期における医科歯科連携ツールの作成について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科医療推進事業について

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・（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

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・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

・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

・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

R3.08.03 19:30 地域福祉委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・委員長及び副委員長並びに記録係の互選について

・令和3年度事業計画及び予算について

・委員会の年間行事予定について

・口腔保健センターの管理運営について

・障害者歯科協力医報告書について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・(県委託)発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・介護報酬改定について

・在宅歯科医療従事者研修会(アドバンスコース)について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・がん周術期における医科歯科連携推進事業について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科医療推進事業について

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・（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

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・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

・各種啓発媒体の作成について

・九州各県地域保健担当者会(WEB会議)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

渋谷会長.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.江頭理事.藤.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原
委員

出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.09.25 16:00 地域福祉委員会（生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査
研究事業検討会議）

2階郡市会室

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・令和3年度事業評価について

・令和4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

・障害者歯科協力医報告書について

・(県委託)発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・（県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・介護報酬改定について

・在宅歯科医療従事者研修会（アドバンスコース）について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・がん周術期における医科歯科連携推進事業について

・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

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・口腔のジェネレーションターゲットポイント事業について

・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

・各種啓発媒体の作成について

・九州各県地域保健担当者会(WEB会議)について

・郡市会地域福祉担当理事連絡協議会(WEB会議)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.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者

R3.11.04 19:30 地域福祉委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度事業評価について

・令和4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

・障害者歯科協力医報告書について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・（県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・介護報酬改定について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・がん周術期における医科歯科連携推進事業について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科医療推進事業について

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・（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

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・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

・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.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.12.02 19:30 地域福祉委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度事業評価について

・令和4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

・障害者歯科協力医報告書について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

・（県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・介護報酬改定について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・がん周術期における医科歯科連携推進事業について

・全国共通がん医科歯科連携講習会について

・（県補助）在宅歯科医療推進事業について

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・（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

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・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

・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.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者

R4.01.22 16:00 地域福祉委員会[WEB会議]（生涯を通じた口腔機能に関する多職
種連携調査研究事業検討会議）

各拠点

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・口腔保健センターの管理運営について

・障害者歯科協力医報告書について

・（県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・介護報酬改定について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・がん周術期における医科歯科連携推進事業について

・（県補助）在宅歯科医療推進事業について

・（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

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・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

・地域福祉かわら版について

・年金協会だよりへの提供記事について

・その他

江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.02.15 19:30 地域福祉委員会[WEB会議]（生涯を通じた口腔機能に関する多職
種連携調査研究事業検討会議）

各拠点

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・口腔保健センターの管理運営について

・障害者歯科協力医報告書について

・（県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・介護報酬改定について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・がん周術期における医科歯科連携推進事業について

・（県補助）在宅歯科医療推進事業について

・（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

・（県委託）歯と口の健康週間PR事業について

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・訪問歯科ヒント集の作成について

・オーラルフレイルリーフレットの作成について

・郡市会地域福祉担当理事連絡協議会[WEB会議]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.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者

R4.03.12 15:30 地域福祉委員会 2階郡市会室

・（県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・口腔保健センターの管理運営について

・障害者歯科協力医報告書について

・介護報酬改定について

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・がん周術期における医科歯科連携推進事業について

・（県補助）在宅歯科医療推進事業について

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・（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

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・訪問歯科ヒント集の作成について

・オーラルフレイルリーフレットの作成について

・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

・地域福祉かわら版について

・その他

俣野副会長.江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者

2.諸会議  ( 68回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.09 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業検討会議 2階役員室

・令和3年度在宅歯科医療推進事業について

・その他

渋谷専務理事.俣野常務理事.江頭委員長
（県長寿社会課）山口企画監.鶴田課長補佐.川口係長.前山主任技師

出席者

R3.04.14 19:00 長崎県長寿社会課との打合せ 2階役員室

・令和3年度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

江頭委員長
（県長寿社会課）山口企画監.鶴田課長補佐.岩下係長.早熊主事

出席者
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R3.04.14 19:30 地域福祉打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・特別支援学校における摂食嚥下障害実態調査について

江頭委員長.須田.森委員.釜﨑診療部長
（県教育庁特別支援教育課）廣瀬指導主事

出席者

R3.05.12 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1.2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の実績について

・令和3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の事業計画について

・令和4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の事業提案について

渋谷専務理事.田中.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

R3.05.26 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業検討会議 2階郡市会室

・高齢者に関わる医療・保健・福祉関係者等への研修について

・在宅歯科医療推進センターの役割の整理について

・地域住民向け口腔ケアの推進のためのセミナーについて

・高齢者施設における口腔管理実態調査について

・食支援マニュアル（仮題）について

江頭委員長.藤副委員長.森.納冨.角.吉原委員出席者

R3.06.01 15:30 （県委託）発達障害児の摂食嚥下障害指導者育成事業打合せ[WEB
会議]

県庁.各拠点

・発達障害児の摂食嚥下障害指導者育成事業について

江頭委員長
（県国保・健康増進課）宗医療監.重政課長補佐.（県こども家庭課）若松係長

出席者

R3.06.09 19:30 （県委託）発達障害児の摂食嚥下障害指導者育成事業打合せ 2階郡市会室

・発達障害児の摂食嚥下障害指導者育成事業について

江頭委員長.須田.齋藤委員.釜﨑診療部長出席者

R3.06.21 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業検討会議 2階郡市会室

・高齢者入所者施設名簿および体系図について

・（県補助）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・（県補助）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.藤副委員長.松田.吉原委員出席者

R3.07.26 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業研修企画会議 2階郡市会室

・高齢者等に関わる医療・保健・福祉関係者等への研修について

・地域住民向け口腔ケア推進のためのセミナーについて

・在歯センターについて

・食支援マニュアル（仮題）の作成について

江頭理事.藤.納冨.齋藤.吉原委員出席者

R3.08.04 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業検討会議 2階役員室

・高齢者等に関わる医療・保健・福祉関係者等への研修について

・地域住民向け口腔ケア推進のためのセミナー

・在宅歯科医療推進センターについて

・食支援マニュアル（仮題）の作成について

・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

・令和4年度事業提案について

俣野副会長.江頭委員長.藤副委員長.齋藤.吉原委員
（県長寿社会課）山口企画監.鶴田課長補佐.川口係長.前山主任技師.小栁主事

出席者
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R3.08.31 19:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業研修企画会議[WEB会議] 各拠点

・本事業の経緯について

・在宅歯科医療推進事業について

・高齢者等に関わる医療・保健・福祉関係者等への研修について

・地域住民向け口腔ケア推進のためのセミナー

・在歯センターについて

江頭委員長.納冨委員
（諌早市）増山理事.（福江南松）米山常務理事

出席者

R3.09.10 19:30 （県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事
業検討会議

2階郡市会室

・（県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業

江頭委員長.喜多.齋藤委員.釜﨑診療部長出席者

R3.09.13 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）研修企画会議[WEB会
議]

各拠点

・口から食べる分科会との連携について

（諌早市）増山理事.（県歯科衛生士会）下濱.岩本歯科衛生士出席者

R3.09.15 15:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）地域関係機関との推進
会議

諌早市役所

・本事業の経緯について

・在宅歯科医療推進事業について

・高齢者等に関わる医療・保健・福祉関係者等への研修について

・地域住民向け口腔ケア推進のためのセミナーについて

・在宅歯科医療推進センターについて

（諌早市）増山理事
（諌早市役所）蠣崎.三宅.中島氏

出席者

R3.09.22 19:30 （県委託）歯科保健対策支援研修事業検討会議[WEB会議] 各拠点

・スケジュールについて

・研修教材の作成について

・研修会について

・アンケートについて

・その他

俣野副会長.江頭委員長.藤副委員長.（学術）村岡委員長.小山副委員長出席者

R3.10.09 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
Ⅰ[ハイブリッド形式]（1日目）

5階講堂

・「急性期～回復期における医科歯科連携」
　長崎大学病院リハビリテーション科准教授　高畠英昭

・「多職種協働！ 知ってつなごう、歯科の関わり」
　一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院歯科衛生士　大石佳奈

渋谷会長.俣野副会長.江頭委員長.藤副委員長.松谷.喜多委員.（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122人（会員31人、その他91人）[会場17人、WEB105人]

出席者

R3.10.10 10:00 （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
Ⅰ[ハイブリッド形式]（2日目）

5階講堂

・「口腔リハにおける医科歯科連携の重要性とサルコペニアの摂食嚥下障害」
　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

・「『口から食べる』を支える食事と栄養管理」
　一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院人材開発部・栄養管理室　西岡心大

俣野副会長.江頭委員長.藤副委員長.松谷.喜多委員.（学術）小山副委員長
参加者114人（会員28人、その他86人）[会場19人、WEB95人]

出席者

R3.10.12 19:30 （県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事
業検討会議[WEB会議]

各拠点

・児童発達支援センター及び障害児通所支援事業所におけるアンケートについて

・特別支援学校アンケートにおける分析について

江頭委員長.藤副委員長.喜多.齋藤委員.釜﨑診療部長
（県国保・健康増進課）宗医療監.重政課長補佐

出席者
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R3.10.15 19:30 （県委託）長崎県歯科医師認知症対応力・実践向上力研修事業検
討会議[WEB会議]

各拠点

・長崎県歯科医師認知症対応力向上研修会（基礎研修）について

・長崎県歯科医師認知症対応力実践力向上研修会（実践研修）について

俣野副会長.江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富委員出席者

R3.10.16 14:00 地域福祉打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・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.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者

R3.10.16 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

・その他

渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉
原委員
（長崎市）坂本副委員長.和田委員.（佐世保市）太田副委員長.（島原南高）松田理事.（諌早市）増山理事.
（大村東彼）砺山委員長.（北松）大森理事.（福江南松）米山常務理事.（対馬市）糸瀬副会長.（壱岐市）久
田理事

出席者

R3.10.19 19:00 地域福祉打合せ 2階事務室

・令和4年度事業計画・予算について

江頭委員長出席者

R3.10.20 13:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）自立支援型地域ケア個
別会議

諌早市高来支所

・自立支援型地域ケア会議について

・事例の概要説明

・事業所からの利用状況、説明

・事例提供者への質問

・自立支援への専門職からの助言・自立支援へのアセスメントのポイント

・まとめ

（県歯科衛生士会）下濱歯科衛生士出席者

R3.10.21 14:00 （県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業
打合せ[WEB会議]

各拠点

・（県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

俣野副会長
（県国保・健康増進課）宗医療監.重政課長補佐

出席者

R3.11.06 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
Ⅱ（1日目）

5階講堂

・「呼吸路の安全性の確保」「口腔咽頭機能の賦活」「食物物性の調整」
　一般社団法人TOUCH／TOUCH　口腔機能回復センター代表　舘村　卓

俣野副会長.江頭委員長.小山学術副委員長
参加者25人（歯科医師15人、歯科衛生士10人）

出席者

R3.11.07 10:00 （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
Ⅱ（2日目）

5階講堂

・「呼吸路の安全性の確保」「口腔咽頭機能の賦活」「食物物性の調整」
　一般社団法人TOUCH／TOUCH　口腔機能回復センター代表　舘村　卓

俣野副会長.江頭委員長.小山学術副委員長
参加者25人（歯科医師15人、歯科衛生士10人）

出席者

R3.11.10 19:30 地域福祉打合せ 2階郡市会室

・地域包括ケアシステム対策研修会について

・食支援マニュアルの作成について

江頭委員長.齋藤.吉原委員出席者

R3.11.15 20:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業研修企画会議[WEB会議] 2階郡市会室

・高齢者に係る医療・福祉・保健関係者への研修について

江頭委員長.藤副委員長.吉原.納冨委員
（福江南松）米山常務理事

出席者
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R3.11.17 13:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）自立支援型地域ケア個
別会議

諌早市東部地域包括
支援ｾﾝﾀｰ

・ケア会議について

・事例の概要説明

・事業所から利用状況について説明

・事例提供者への説明

・自立支援に向けた専門職からの助言

（県歯科衛生士会）佐藤歯科衛生士出席者

R3.11.18 15:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）地域関係機関との推進
会議

諌早市役所

・オーラルフレイルとは

・諌早市の事業実施状況について

・その他

（諌早市）増山理事.（県歯科衛生士会）下濱歯科衛生士
（諌早市役所）蠣崎氏.地域包括支援ｾﾝﾀｰ職員

出席者

R3.11.25 19:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（県央地区）高齢者に関わる医療・
福祉・保健関係者への研修[オンライン形式]

3階学校会議室.各拠
点

・「高齢者等の口腔管理の重要性と在宅歯科医療推進事業について」
　長崎県歯科医師会地域福祉委員会委員　納冨　拓

・「各市町における歯科連携室事業の取り組み報告」
　大村東彼歯科医師会歯科衛生士　岩本和美
　時津町地域包括支援センター主任介護支援専門員　彌永夕子
　長与町介護保険課参事　中村宰子

江頭委員長.藤副委員長.納富.吉原.齋藤委員
参加者41人

出席者

R3.11.26 13:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）地域関係機関との連携
推進会議

諌早市役所

・諌早ケーブルテレビにおける啓発動画の作成について

・動画を活用したサロン等での放映、アンケート協力について

（諌早市）増山理事.（諌早市高齢介護課）中島氏.富永保健師出席者

R3.11.26 19:30 地域福祉打合せ 3階学校会議室

・医療的ケア児支援法について

・施設協力歯科医の役割について

・口腔衛生管理体制加算について

・通所施設における口腔関連の診療報酬について

・食支援マニュアル作成について

齋藤.吉原委員出席者

R3.11.29 20:00 地域福祉打合せ[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・施設協力歯科医の役割について

・口腔衛生管理体制加算について

・通所施設における口腔関連の診療報酬について

・食支援マニュアル作成について

・医療的ケア児支援法について

德富.喜多.本川.齋藤.吉原委員出席者

R3.12.01 15:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業打合せ 諌早市 増山歯科医院

・諌早ケーブルテレビにおける啓発動画の作成について

（諌早市）増山理事.（諌早市ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ）野田氏出席者
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R3.12.04 15:00 全国共通がん医科歯科連携講習会[ハイブリッド形式] 3階学校会議室

・「がん治療総論」
　国立がん研究センターがん対策情報センター長　若林文彦

・「がん手術と口腔健康管理」
　国立がん研究センター中央病院歯科医長　上野尚雄

・「がん薬物療法を受ける患者の口腔健康管理」
　東海大学医学部外科学系口腔外科学領域教授　太田嘉英

・「頭頸部放射線療法、化学放射線療法の患者への口腔健康管理」
　国立がん研究センター中央病院歯科医長　上野尚雄

・「薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)の予防と治療」
　東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座主任教授　柴原孝彦

・「がん医療における緩和けケアと口腔健康管理　緩和ｹｱ概論」
　佐久総合病院佐久医療センター緩和ケア内科部長　山本　亮

・「がん医療における緩和けケアと口腔健康管理　療養中のがん患者の口腔の症状緩和と口腔健康
管理」
　国立がん研究センター中央病院歯科医長　上野尚雄

・「口腔がんについて」
　東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座主任教授　柴原孝彦

藤副委員長.松谷.喜多.納冨委員
参加者32人（会員24人、準会員1人、ｽﾀｯﾌ7人）[会場5人、WEB27人]

出席者

R3.12.11 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
Ⅲ

2階大会議室

・「機能を引き出すための義歯臨床～義歯の小ネタと口腔周囲筋のリラクゼーション」
　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

・相互実習「口腔周囲筋のリラクゼーション」
　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
　長崎リハビリテーション病院歯科衛生士　大石佳奈
　長崎リハビリテーション病院歯科衛生士　中村美百花
　長崎リハビリテーション病院歯科衛生士　一ノ瀬　愛

江頭委員長.（学術）小山副委員長
参加者23人（会員12人、ｽﾀｯﾌ11人）

出席者

R3.12.13 19:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）地域関係機関との推進
会議[WEB会議]

各拠点

・口から食べる分科会との連携について

（諌早市）増山理事.（県歯科衛生士会）岩本.下濱歯科衛生士出席者

R3.12.15 19:30 地域福祉打合せ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・地域包括ケアシステム対策研修会について

江頭委員長.齋藤.吉原委員
(西彼保健所)廣重主任技師

出席者

R3.12.16 19:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（五島地区）高齢者に関わる医療・
福祉・保健関係者への研修[オンライン形式]

2階郡市会室.五島市
役所.各拠点

・「高齢者等の口腔管理の重要性と在宅歯科医療推進事業について」
　福江南松歯科医師会常務理事　米山須弥也

・各市町における歯科連携室事業の取り組み報告
　大村東彼歯科医師会歯科衛生士　岩本和美
　時津町地域包括支援センター主任介護支援専門員　彌永夕子
　長崎県歯科衛生士会　川添朋子

江頭委員長.藤副委員長.吉原.齋藤委員.川添朋子歯科衛生士
参加者25人（ｻﾃﾗｲﾄ10人、WEB15人）

出席者

R3.12.17 19:30 （県委託）歯科保健対策支援研修事業検討会議[WEB会議] 各拠点

・研修教材の作成について

・研修会について

・アンケートについて

・その他

俣野副会長.江頭委員長.藤副委員長.（学術）村岡委員長.小山副委員長出席者
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R3.12.20 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）在宅ケアサークル口から
食べる分科会例会[オンライン形式]

各拠点

・「コロナに負けないフレイル対策」
　諌早市歯科医師会理事　増山隆一

・「コロナに負けないフレイル対策にかかわる歯科衛生士より」
　長崎県歯科衛生士会　下濱佐都美

（諌早市）増山理事.（県歯科衛生士会）下濱歯科衛生士出席者

R3.12.22 13:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）口腔ケア研修会 諫早市 秋山病院

・「歯科医師から見た誤嚥性肺炎」
　長崎県歯科医師会地域福祉委員会委員　納冨　拓

納富委員
参加者50人（医師2人、看護師30人、栄養士3人、その他15人）

出席者

R3.12.22 14:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業打合せ 諌早ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱ

・地域住民向け口腔ケア推進のための動画制作について

（諌早市）増山理事出席者

R3.12.23 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業　食支援マニュアル作成部会 2階郡市会室

・食支援マニュアルについて

江頭委員長.松谷.吉原委員出席者

R4.01.07 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）地域関係機関との連携
推進会議[WEB会議]

各拠点

・オーラルフレイル対策の推進と市の事業との連携について

・諌早市と地域包括支援センターとの協議会について

（諌早市）増山理事.（県歯科衛生士会）下濱歯科衛生士出席者

R4.01.11 13:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）地域関係機関との推進
会議[WEB会議]

各拠点

・フレイル、オーラルフレイルについて

・諌早市の事業と総合事業マニュアルについて

・地域ケア会議への歯科関係者の連携について

・その他

（諌早市）増山理事.（県歯科衛生士会）下濱歯科衛生士出席者

R4.01.11 19:30 地域福祉打合せ[WEB会議] 各拠点

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・施設協力歯科医の役割について

・口腔衛生管理体制加算について

・通所施設における口腔関連の診療報酬について

・医療的ケア児支援法について

・食支援マニュアルの作成について

德富.喜多.本川.齋藤.吉原委員出席者

R4.01.11 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

・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Ⅳについて

俣野副会長.江頭委員長.（学術）小山副委員長
（諌早市）増山理事.（県歯科衛生士会）田中歯科衛生士

出席者

R4.01.12 19:30 （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検
討会議[WEB会議]

各拠点

・（長崎地区）長崎県歯科医師認知症実践力向上研修会について

江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤委員出席者

R4.01.18 15:00 （県補助）在宅歯科医療推進事業（諌早市）地域関係機関との推進
会議[WEB会議]

諌早市役所.各拠点

・諌早市と地域包括支援センターとの協議会について

（諌早市）増山理事.（県歯科衛生士会）下濱歯科衛生士出席者
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R4.01.25 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業　食支援マニュアル作成部会 2階郡市会室

・食支援マニュアルについて

・がん周術期における医科歯科連携事業について

江頭委員長.松谷.吉原委員出席者

R4.01.29 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
Ⅳ[オンライン形式]

2階大会議室.郡市会
室.各拠点

・「本研修の振り返り」
　長崎県歯科医師会学術委員会副委員長　小山浩一郎

・「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

・「食べれる口づくりを目指して」～回復期病棟・施設・在宅における口腔の衛生と機能の管理 ～
　長崎県歯科医師会副会長　俣野正仁
　長崎県歯科衛生士会　田中朝子
　社会医療法人財団白十字会言語聴覚士　池田　薫
　長崎県歯科医師会地域保健委員会委員　田中　淳　

俣野副会長.江頭委員長.（学術）小山副委員長（地域保健）田中委員
（県歯科衛生士会）田中歯科衛生士
参加者107人(会員40人、ｽﾀｯﾌ67人)

出席者

R4.02.07 19:30 地域福祉打合せ[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・地域包括ケアシステム対策研修会（西彼地区口のリハビリテーション学習会）について

江頭委員長.藤副委員長.喜多.齋藤.吉原委員
（長崎北病院）山田作業療法士.安達言語聴覚士.（長与病院）本田管理栄養士.川添歯科衛生士.（ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾑぎんなん）小柳介護福祉士

出席者

R4.02.14 18:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業打合せ[WEB会議] 県庁.2階郡市会室

・高齢者等に関わる医療・保健・福祉関係者等への研修について

・地域住民向け口腔ケア推進のためのセミナーについて

・在宅歯科医療推進センターについて

・食支援マニュアル（仮題）の作成について

・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

・令和4年度事業提案について

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

R4.02.22 14:00 （県委託）歯科保健対策支援研修事業　オーラルフレイル対策研修
会[WEB配信]

2階郡市会室

・「オーラルフレイル対策で健康長寿日本一」
　長崎県歯科医師会理事　江頭　聡

江頭委員長
参加者10人

出席者

R4.02.24 19:00 （西彼地区）地域包括ケアシステム対策研修会[ハイブリット形式] 2階郡市会室

・「お口を観る際のポイント」
　長崎県歯科医師会地域福祉委員会委員　齋藤秀文

・症例検討

江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員
参加者79人(会員21人、その他58人)[会場5人、WEB74人]

出席者

R4.02.25 14:00 （県委託）歯科保健対策支援研修事業　オーラルフレイル対策研修
会[WEB配信]

2階郡市会室

・「オーラルフレイル対策で健康長寿日本一」
　長崎県歯科医師会理事　江頭　聡

江頭委員長
参加者13人

出席者

R4.02.26 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.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者
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R4.02.26 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

・（県委託）歯科保健対策支援研修事業について

・その他

・令和3年度及び令和4年度地域医療介護総合確保基金事業について

渋谷会長.山田副会長.岩永常務理事.江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員
（長崎市）坂本副委員長.（佐世保市）太田副委員長.（島原南高）松田理事.（諌早市）増山理事.（大村東
彼）砺山委員長.今道副委員長.（北松）大森理事.（福江南松）米山常務理事.（対馬市）糸瀬副会長

出席者

R4.02.28 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業　食支援マニュアル作成部会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・食支援マニュアルについて

・がん周術期における医科歯科連携事業について

・その他

江頭委員長.松谷.吉原委員出席者

R4.03.01 19:30 （県委託）生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業
検討会議[WEB会議]

各拠点

・事業実施要領について

・高齢者施設、訪問看護ステーションにおける口腔健康管理および歯科との協力体制に関するアン
ケートの分析について

・口腔機能に関する多職種連携会議について

・歯科医療機関側の相談を受ける取組及び相談支援の考え方と多職種が求めるニーズについての
マッチング評価について

・令和4年度事業計画（年間スケジュール）について

江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者

R4.03.02 18:30 （県委託）歯科保健対策支援研修事業打合せ[WEB会議] 各拠点

・令和3年度事業により作成した教材、動画の活用方法について

・令和4年度事業計画について

江頭委員長出席者

R4.03.05 14:30 （県薬剤師会）長崎県薬剤師認知症実践力向上研修会 佐世保市 まちなかｺﾐｭ
ﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

・「認知症施策の動向について」
　長崎県長寿社会課

・「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン研修」（ビデオ）

・演習編ケースA「初動期の支援・連携のために必要なこと」
　公益社団法人神奈川県薬剤師会常務理事　佐藤克哉

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

（佐世保市）德富健太郎.太田信敬.北尾知章.川原直樹会員.（北松）大森　正会員出席者

R4.03.24 19:30 （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検
討会議[WEB会議]

各拠点

・実践力向上研修会運営について

江頭委員長.藤副委員長.松谷.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員出席者

R4.03.26 15:00 （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（長
崎地区）長崎県歯科医師認知症実践力向上研修会

5階講堂

・基本知識「多職種連携の必要性について」
　長崎県歯科医師会地域福祉委員会副委員長　藤　宣好

・動画「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン研修（医療職研修編）」

・演習①ケースA（初動期の支援・連携のために必要なこと）

・演習②ケースB（専門職間の連携の進め方）

江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員
参加者45人（会員30人、他職種15人）

出席者
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R4.03.29 19:30 （県補助）在宅歯科医療推進事業検討会議[WEB会議] 2階郡市会室.各拠点

・令和3年度在宅歯科医療推進事業報告について

・令和4年度在宅歯科医療推進事業について

俣野副会長.江頭委員長.藤副委員長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原委員.（福江南松）米山常務理
事
（県長寿社会課）鶴田課長補佐.前山主任技師.小柳主事

出席者

R4.03.30 18:30 地域福祉打合せ[WEB会議] 各拠点

・令和4年度発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・令和4年度生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業について

・令和4年度歯科保健対策支援研修事業について

俣野副会長.江頭委員長
（県国保・健康増進課）宗医療監.重政課長補佐

出席者
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長崎県歯科医師会口腔保健センター事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 9回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.15 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3年度口腔保健センター会計予算について

・令和3年度長崎県障害者歯科診療及び休日歯科診療事業の委託契約について

・令和3年度障害者巡回歯科診療の実施予定について

・令和3年度口腔保健センター診療予定について

・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.釜﨑診療部長出席者

R3.04.24 17:00 口腔保健センター医局会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・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

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

R3.06.17 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

・口腔保健ｾﾝﾀｰ輪番制について

・発達障害児の摂食嚥下障害指導者育成事業について

・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

R3.08.03 19:30 口腔保健センター医局会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・口腔保健センター診療について

・障害者巡回歯科診療の予定について

・その他

俣野副会長.江頭医局長.藤副医局長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原医局員.釜﨑診療部長出席者

R3.09.16 19:00 口腔保健センター管理運営委員会[WEB会議] 2階役員室.各拠点

・令和3年度診療実績について

・令和3年度口腔保健センター会計状況について

・令和3年度障害者巡回歯科診療実績状況について

・口腔保健センター診療協力医の募集について

・その他

渋谷委員長.江頭副委員長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.村岡.吉田.松永.中村.東.井手
委員

出席者

R3.09.25 17:30 口腔保健センター医局会 2階郡市階室

・口腔保健センター診療について

・障害者巡回歯科診療の予定について

・特別支援学校アンケート集計結果について

・発達期における摂食嚥下について

・児童発達支援センターについて

・口腔保健センター診療協力医について

江頭医局長.藤副医局長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原医局員.釜﨑診療部長出席者

R3.11.04 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

・令和3年度口腔保健センター診療協力医について

・障害者歯科協力医報告書について

・障害者歯科地域協力医陽性研修会について

・（県委託）発達期における摂食嚥下機能障害サポート指導者育成事業について

・令和3年度センター研修会について

江頭医局長.藤副医局長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原医局員.釜﨑診療部長出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.01.22 17:00 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

・口腔保健センター診療協力医について

・令和3年度口腔保健センター研修会について

・障害者歯科協力医報告書について

・障害者歯科地域協力医養成研修会について

俣野副会長.江頭医局長.藤副医局長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原医局員.釜﨑診療部長出席者

R4.02.15 17:30 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.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原医局員.釜﨑診療部長出席者

2.諸会議  ( 46回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.05.20 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

R3.05.28 19:30 口腔保健センター打合せ 2階郡市会室

・口腔保健センター輪番制の公募について

江頭医局長.釜﨑診療部長出席者

R3.06.03 11:30 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

R3.06.17 11:30 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

R3.06.30 19:30 （長崎市歯会）歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医
療推進事業実行委員会[WEB会議]

3階市歯研修室

・「食べるを繋ぐ研修会」の日程・内容の検討

釜﨑診療部長出席者

R3.08.26 16:00 第1回新規歯科診療車に係る打合せ[WEB会議] 各拠点

釜﨑診療部長出席者

R3.09.08 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.09.09 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

R3.09.14 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.09.15 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.09.21 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.09.22 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.09.24 16:00 第2回新規歯科診療車に係る打合せ[WEB会議] 各拠点

釜﨑診療部長出席者

R3.09.28 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.09.28 19:30 （長崎市歯会）歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医
療推進事業「食べるを繋ぐ研修会」

5階講堂

釜﨑診療部長出席者

R3.09.29 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.10.12 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.10.13 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.10.26 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.10.27 9:30 長崎大学病院歯科医師臨床研修 3階ｾﾝﾀｰ診療室

研修歯科医2人出席者

R3.11.04 14:00 第3回新規歯科診療車に係る打ち合わせ 3階ｾﾝﾀｰ研修室

釜﨑診療部長
（県国保・健康増進課）重政課長補佐.（ｲｽﾞﾐ車体）是澤氏

出席者

R3.11.25 11:30 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

R3.12.08 19:30 口腔保健センター巡回診療に関する実務者会議 2階郡市会室

・佐世保にじいろ拠点巡回歯科診療について

田中専務理事.江頭理事.釜﨑診療部長.井元歯科衛生士
（長大歯学部）鮎瀬講師

出席者

R4.01.12 9:30 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）角町鎮男会員.（佐世保市）須田　晶会員出席者

R4.01.18 19:30 にじいろ巡回診療に関する打合せ[WEB会議] 2階第1会議室.佐世保
市歯会館

渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事.江頭理事.釜崎診療部長.井元歯科衛生士
（佐世保市）松添会長.疊屋専務理事.（長大歯学部）鮎瀬講師

出席者

R4.01.22 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）吉田　敏会員出席者

R4.01.25 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）今道友之会員出席者

R4.01.29 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）本川博崇会員出席者

R4.02.01 9:30 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）買原一郎会員.（大村東彼）山下雄平会員出席者

R4.02.02 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（西彼）吉原　右会員出席者

R4.02.08 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）買原玲子会員出席者

R4.02.09 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（西彼）徳久道生会員出席者

R4.02.12 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（島原南高）喜多慎太郎会員出席者

R4.02.15 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）轟　拓也会員出席者

R4.02.16 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（島原南高）萩尾美樹会員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.02.19 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）多良龍男会員出席者

R4.02.22 9:30 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（西彼）齋藤秀文会員出席者

R4.03.02 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）角町鎮男会員出席者

R4.03.08 9:30 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（西彼）齋藤秀文会員出席者

R4.03.09 9:30 口腔保健センター診療協力（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（佐世保市）須田　晶会員出席者

R4.03.12 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）俣野正仁会員出席者

R4.03.12 18:00 口腔保健センター研修会[ハイブリッド形式] 2階大会議室

・「スペシャルニーズのある子供達の食べる機能をサポートする」
　長崎県立諌早特別支援学校外部専門家牟田歯科副院長　牟田尚子
　鎌倉市口腔保健センター診療部長　長田　豊

江頭医局長.藤副医局長.松谷.德富.喜多.納冨.本川.齋藤.吉原医局員.釜﨑診療部長
参加者44人（会員30人、その他14人）

出席者

R4.03.19 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）本川博崇会員出席者

R4.03.22 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）今道友之会員出席者

R4.03.24 18:00 佐世保市子ども発達センター歯科関係者会議[WEB会議] 各拠点

・歯科相談・健診（歯みんぐルーム）について

・摂食・嚥下相談・訓練について

・その他

釜﨑診療部長出席者

R4.03.30 14:00 口腔保健センター診療協力医（臨床研修） 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（西彼）徳久道生会員出席者

3.センター診療  ( 287回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.02 10:00 障害者巡回歯科診療 長崎市 潮見が丘学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R3.04.03 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

R3.04.04 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）松永常典会員.彌永歯科衛生士出席者

R3.04.06 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

R3.04.07 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

R3.04.07 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

(長大歯学部)鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R3.04.09 10:30 障害者巡回歯科診療 長崎市 潮見が丘学園

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.04.10 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.日向歯科衛生士出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.04.11 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）山﨑　映会員.松尾歯科衛生士出席者

R3.04.13 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

R3.04.14 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

R3.04.14 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R3.04.16 10:30 障害者巡回歯科診療 長崎市 潮見が丘学園

釜﨑診療部長.井元.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.04.17 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.松尾.日向歯科衛生士出席者

R3.04.18 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）石橋昭夫会員.髙比良歯科衛生士出席者

R3.04.20 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

R3.04.21 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

R3.04.21 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R3.04.24 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

R3.04.25 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）原口誠二会員.井元歯科衛生士出席者

R3.04.27 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

R3.04.28 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

R3.04.29 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）本川博崇会員.彌永歯科衛生士出席者

R3.04.30 10:30 障害者巡回歯科診療 長崎市 潮見が丘学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾歯科衛生士出席者

R3.05.01 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.道下歯科衛生士出席者

R3.05.02 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）坪口哲明.白石　一会員.松尾.道下.松延歯科衛生士出席者

R3.05.03 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.（諫早市）河井洋祐会員.松尾.田中.松延歯科衛生士出席者

R3.05.04 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.（佐世保市）関岡昌樹会員.髙比良.道下.山本歯科衛生士出席者

R3.05.05 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）多良龍男.副島哲也会員.髙比良.道下.山本歯科衛生士出席者

R3.05.07 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.05.08 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.日向歯科衛生士出席者
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R3.05.09 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）森川弥之会員.井元歯科衛生士出席者

R3.05.11 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.05.12 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.05.14 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.05.15 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.日向歯科衛生士出席者

R3.05.16 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

R3.05.18 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.05.19 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.川添歯科衛生士出席者

R3.05.21 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.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.05.22 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.松延歯科衛生士出席者

R3.05.23 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）大坂由人会員.松尾歯科衛生士出席者

R3.05.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.05.26 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.05.28 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.05.29 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

R3.05.30 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（島原南高）草野眞夫会員.彌永歯科衛生士出席者

R3.06.01 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

R3.06.02 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

R3.06.04 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.06.05 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.道下歯科衛生士出席者

R3.06.06 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）岩本宏明会員.井元歯科衛生士出席者

R3.06.08 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

R3.06.09 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
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R3.06.11 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.06.12 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.道下歯科衛生士出席者

R3.06.13 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）坂上公一会員.彌永歯科衛生士出席者

R3.06.15 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

R3.06.16 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

R3.06.18 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.06.19 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

R3.06.20 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）祐田 　斉会員.松尾歯科衛生士出席者

R3.06.22 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

R3.06.23 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

R3.06.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.06.26 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.松延歯科衛生士出席者

R3.06.27 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）田代俊夫会員.髙比良歯科衛生士出席者

R3.06.29 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

R3.06.30 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.07.02 11:00 障害者巡回歯科診療 雲仙市 あけぼの学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R3.07.03 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.日向歯科衛生士出席者

R3.07.04 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（諌早市）原　 美和子会員.井元歯科衛生士出席者

R3.07.06 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

R3.07.07 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

R3.07.07 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.桑原.岡田.谷川歯科衛生士出席者

R3.07.09 11:00 障害者巡回歯科診療 雲仙市 あけぼの学園

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.07.10 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.日向歯科衛生士出席者
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R3.07.11 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

R3.07.13 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

R3.07.14 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

R3.07.14 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.桑原.岡田.谷川歯科衛生士出席者

R3.07.16 11:00 障害者巡回歯科診療 雲仙市 あけぼの学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R3.07.17 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

R3.07.18 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.07.20 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

R3.07.21 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

R3.07.21 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R3.07.22 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）和田英行会員.彌永歯科衛生士出席者

R3.07.23 12:00 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

R3.07.24 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

R3.07.25 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（大村東彼）大安　努会員.高比良歯科衛生士出席者

R3.07.27 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

R3.07.28 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

R3.07.28 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.岡田.松﨑.谷川歯科衛生士出席者

R3.07.30 11:00 障害者巡回歯科診療 雲仙市 あけぼの学園

釜﨑診療部長.井元.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.07.31 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.田中歯科衛生士出席者

R3.08.01 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.髙比良歯科衛生士出席者

R3.08.03 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.08.04 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

R3.08.04 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者
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R3.08.06 10:30 障害者巡回歯科診療 県南保健所

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾歯科衛生士出席者

R3.08.07 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.山﨑歯科衛生士出席者

R3.08.08 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）諸熊正和会員.松尾歯科衛生士出席者

R3.08.09 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）松本浩志会員.井元歯科衛生士出席者

R3.08.10 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

R3.08.11 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.川添歯科衛生士出席者

R3.08.11 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R3.08.15 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）品川浩実会員.彌永歯科衛生士出席者

R3.08.17 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

R3.08.18 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.川添歯科衛生士出席者

R3.08.18 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R3.08.20 10:30 障害者巡回歯科診療 県南保健所

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.08.21 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.彌永.松尾.松延歯科衛生士出席者

R3.08.22 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.08.24 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

R3.08.25 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

R3.08.25 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市祐生園

（長大歯学部）鮎瀬講師.岡田.松﨑.谷川歯科衛生士出席者

R3.08.27 10:30 障害者巡回歯科診療 県南保健所

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R3.08.28 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.松延歯科衛生士出席者

R3.08.29 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.髙比良歯科衛生士出席者

R3.08.31 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.09.01 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.09.02 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
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R3.09.03 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

R3.09.04 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.山崎歯科衛生士出席者

R3.09.05 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.井元歯科衛生士出席者

R3.09.07 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.09.08 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.09.10 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

R3.09.11 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R3.09.12 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）山口香奈美会員.彌永歯科衛生士出席者

R3.09.14 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.09.15 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.09.16 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.彌永歯科衛生士出席者

R3.09.17 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.彌永歯科衛生士出席者

R3.09.18 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.田中歯科衛生士出席者

R3.09.19 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）福崎　毅会員.松尾歯科衛生士出席者

R3.09.20 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）西田英治会員.髙比良歯科衛生士出席者

R3.09.21 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.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.09.22 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.09.23 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.彌永歯科衛生士出席者

R3.09.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.09.26 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.井元歯科衛生士出席者

R3.09.28 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.09.29 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

R3.10.02 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.山崎歯科衛生士出席者
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R3.10.03 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

R3.10.05 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

R3.10.06 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.10.09 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.松尾.日向歯科衛生士出席者

R3.10.10 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

R3.10.12 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

R3.10.13 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.10.14 14:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 白岳学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾歯科衛生士出席者

R3.10.15 9:30 障害者巡回歯科診療 佐世保市 白岳学園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾歯科衛生士出席者

R3.10.16 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.山崎歯科衛生士出席者

R3.10.17 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

R3.10.19 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

R3.10.20 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.10.23 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

R3.10.24 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.井元歯科衛生士出席者

R3.10.26 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

R3.10.27 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.10.28 14:00 障害者巡回歯科診療 佐世保市 白岳学園

釜﨑診療部長.井元.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.10.29 9:30 障害者巡回歯科診療 佐世保市 白岳学園

釜﨑診療部長.井元.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.10.30 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.日向歯科衛生士出席者

R3.10.31 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

R3.11.02 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

R3.11.03 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.彌永歯科衛生士出席者
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R3.11.05 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.11.06 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.永野歯科衛生士出席者

R3.11.07 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.井元歯科衛生士出席者

R3.11.09 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

R3.11.10 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.11.10 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.谷川歯科衛生士出席者

R3.11.12 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.歯科衛生士出席者

R3.11.13 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.山崎歯科衛生士出席者

R3.11.14 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.彌永歯科衛生士出席者

R3.11.16 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

R3.11.17 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.11.17 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.谷川歯科衛生士出席者

R3.11.19 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.松尾歯科衛生士出席者

R3.11.20 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.田中歯科衛生士出席者

R3.11.21 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）木原功喜会員.松尾歯科衛生士出席者

R3.11.23 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）渡邉太平会員.髙比良歯科衛生士出席者

R3.11.24 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.11.24 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）鮎瀬講師.岡田.松﨑.谷川歯科衛生士出席者

R3.11.26 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

釜﨑診療部長.井元.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.11.27 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.日向歯科衛生士出席者

R3.11.28 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.井元歯科衛生士出席者

R3.11.30 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
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R3.12.01 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.12.01 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R3.12.03 11:00 障害者巡回歯科診療 佐世保祐生園

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.12.04 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.日向歯科衛生士出席者

R3.12.05 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.彌永歯科衛生士出席者

R3.12.07 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.12.08 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.12.10 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

R3.12.11 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.永野歯科衛生士出席者

R3.12.12 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）渡邊知英会員.松尾歯科衛生士出席者

R3.12.14 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.松尾歯科衛生士出席者

R3.12.15 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.12.15 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.谷川歯科衛生士出席者

R3.12.17 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

R3.12.18 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.松延歯科衛生士出席者

R3.12.19 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（西彼）村木　理会員.髙比良歯科衛生士出席者

R3.12.21 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.彌永.松尾歯科衛生士出席者

R3.12.22 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（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

R3.12.22 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）鮎瀬講師.岡田.松﨑.谷川歯科衛生士出席者

R3.12.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.松尾.田中歯科衛生士出席者

R3.12.26 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長大歯学部）小関優作会員.井元歯科衛生士出席者

R3.12.30 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.（西彼）荒木大典会員.井元.松延.田中歯科衛生士出席者
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R3.12.31 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）大平孝造.宮崎　力会員.井元.松延.山﨑歯科衛生士出席者

R4.01.02 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.彌永.道下.永野歯科衛生士出席者

R4.01.03 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）西門　忍.松谷康平会員.彌永.道下.松延歯科衛生士出席者

R4.01.05 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R4.01.05 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R4.01.07 11:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R4.01.08 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.松延歯科衛生士出席者

R4.01.09 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.高比良歯科衛生士出席者

R4.01.10 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

R4.01.11 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.田中歯科衛生士出席者

R4.01.12 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R4.01.12 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.谷川歯科衛生士出席者

R4.01.14 11:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R4.01.15 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.松延.日向歯科衛生士出席者

R4.01.16 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

R4.01.18 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.田中歯科衛生士出席者

R4.01.19 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R4.01.21 9:30 障害者巡回歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永科衛生士出席者

R4.01.22 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.日向.山崎.岡本歯科衛生士出席者

R4.01.23 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.彌永歯科衛生士出席者

R4.01.25 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永.日向歯科衛生士出席者

R4.01.26 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.髙比良.彌永.川添.山崎.岡本歯科衛生士出席者
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R4.01.28 11:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R4.01.29 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.松延.田中歯科衛生士出席者

R4.01.30 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.井元歯科衛生士出席者

R4.02.01 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.02.02 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R4.02.02 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R4.02.04 11:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.彌永歯科衛生士出席者

R4.02.05 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.岡本.山崎歯科衛生士出席者

R4.02.06 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（佐世保市）関岡昌樹会員.髙比良歯科衛生士出席者

R4.02.08 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.02.09 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R4.02.11 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.井元歯科衛生士出席者

R4.02.12 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.岡本.松延歯科衛生士出席者

R4.02.13 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.彌永歯科衛生士出席者

R4.02.15 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.日向歯科衛生士出席者

R4.02.16 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R4.02.18 11:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

釜﨑診療部長.髙比良.彌永.岡本歯科衛生士出席者

R4.02.19 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.岡本.田中歯科衛生士出席者

R4.02.20 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）福崎　毅会員.岡本歯科衛生士出席者

R4.02.22 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.02.23 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長大歯学部）小関優作会員.髙比良歯科衛生士出席者

R4.02.25 11:00 障害者巡回歯科診療 川棚町 長崎慈光園

釜﨑診療部長.井元.髙比良.岡本歯科衛生士出席者

R4.02.26 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.岡本.日向歯科衛生士出席者
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R4.02.27 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

R4.03.01 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.岡本.日向歯科衛生士出席者

R4.03.02 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R4.03.02 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R4.03.04 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.03.05 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.岡本.松延歯科衛生士出席者

R4.03.06 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.彌永歯科衛生士出席者

R4.03.08 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.03.09 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

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

R4.03.09 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.谷川歯科衛生士出席者

R4.03.11 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.彌永.岡本歯科衛生士出席者

R4.03.12 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.岡本.松延歯科衛生士出席者

R4.03.13 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（長崎市）白石　一会員.岡本歯科衛生士出席者

R4.03.15 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.髙比良.道下.日向歯科衛生士出席者

R4.03.16 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.髙比良.川添.岡本.山崎歯科衛生士出席者

R4.03.16 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）鮎瀬講師.桑原.松﨑.谷川歯科衛生士出席者

R4.03.18 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.03.19 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.岡本.山崎歯科衛生士出席者

R4.03.20 12:00 休日歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

（諌早市）河井洋祐会員.髙比良歯科衛生士出席者

R4.03.21 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

R4.03.22 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.03.23 9:30 障害者歯科診療 3階ｾﾝﾀｰ診療室

釜﨑診療部長.（長大歯学部）鮎瀬教授.井元.髙比良.彌永.岡本.川添歯科衛生士出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R4.03.23 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者

R4.03.25 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.03.26 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.岡本.田中歯科衛生士出席者

R4.03.27 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.彌永歯科衛生士出席者

R4.03.29 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.03.30 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.岡本歯科衛生士出席者

R4.03.30 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）鮎瀬講師.桑原.岡田.松﨑歯科衛生士出席者
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長崎県歯科医師会医療安全対策事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 8回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.05.06 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

・その他

橋村委員長.松永副委員長.長富.林下委員出席者

R3.07.20 19:30 医療安全対策委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・委員長及び副委員長並びに記録係の互選について

・令和3年度医療安全対策事業計画及び予算について

・令和3年度医療安全対策年間行事予定について

・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3・4年度医療安全対策地区責任者について

・郡市会医療安全対策地区責任者会議について

・九州各県歯科医療安全対策担当者会について

・その他

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.松永理事.渡邊.長富.林下委員出席者

R3.08.18 19:30 医療安全対策委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・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3年度医療安全対策年間行事予定について

・九州各県歯科医療安全対策担当者会について

・その他

松永委員長.長富副委員長.渡邊.林下委員出席者

R3.09.15 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

・令和3年度医療安全対策年間行事予定について

・その他

松永委員長.長富副委員長.渡邊.林下委員出席者

R3.10.13 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

・令和3年度医療安全対策委員会関係行事予定について

・令和4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

・その他

山田副会長.松永委員長.長富副委員長.渡邊.林下委員出席者

R3.11.17 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

・郡市会医療安全対策研修会について

・その他

山田副会長.松永委員長.長富副委員長.渡邊.林下委員出席者
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日付 時間 会議名称 場所

R3.12.11 17:00 医療安全対策委員会 3階ｾﾝﾀｰ研修室

・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

山田副会長.松永委員長.長富副委員長.渡邊.林下委員出席者

R4.01.12 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

・郡市会医療安全対策研修会について

・令和4年度医療安全対策委員会関係行事予定について

・その他

松永委員長.長富副委員長.渡邊.林下委員出席者

2.諸会議  ( 2回 )

日付 時間 会議名称 場所

R4.02.05 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

松永委員長.長富副委員長.渡邊.林下委員出席者

R4.02.05 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

・令和3年度事業計画について

・郡市歯科医師会からの提出協議事項について

・医事紛争処理で困ったことについて

・その他

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

渋谷会長.山田副会長.田中専務理事.松永委員長.長富副委員長.渡邊.林下委員
（長崎市）吉田地区責任者.（島原南高）畑中地区責任者.（大村東彼）松川地区責任者.（西彼）荒木地区
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.（壱岐市）
松永地区責任者

出席者
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長崎県歯科医師会災害対策事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.委員会  ( 5回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.22 19:30 災害対策委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度委員会行事予定について

・地区研修会について

・令和2年度委員会事業評価について

・備蓄品および災害時の初動パッケージについて

・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

・各都道府県における災害歯科支援チームの編成について

・次期委員会への引継ぎ事項について

・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

R3.08.03 19:30 災害対策委員会 2階第1会議室

・委員長．副委員長及び記録係の互選について

・前委員会からの引継ぎ事項について

・各都道府県における災害歯科支援チームの編成について

・その他

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.石橋.八谷.金森.荒木委員出席者

R3.09.27 19:30 災害対策委員会[WEB会議] 各拠点

・令和3年度委員会行事予定について

・令和3年度災害対応における保健医療福祉調整班訓練の実施について

・身元確認勉強会の実施について

・関係団体との災害対策に関する協議会について

・令和3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

・災害歯科保健医療体制研修会について

・令和3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

・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

・令和3年度委員会事業現況報告及び令和4年度事業計画、事業予算の作成について

田中委員長.石橋副委員長.八谷.金森.荒木委員出席者

R3.12.16 20:00 災害対策委員会 2階第1会議室

・令和3年度委員会行事予定について

・長崎県福祉保健部保健医療福祉調整班の摸擬調整会議訓練の開催について

・身元確認勉強会の実施について

・令和3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

・災害歯科保健医療体制研修会について

・令和3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

・その他

田中委員長.石橋副委員長.八谷.金森.荒木委員出席者

R4.03.08 19:30 災害対策委員会[WEB会議] 各拠点

・令和4年度委員会行事予定について

・災害歯科保健医療体制研修会について

・長崎県福祉保健部保健医療福祉調整班の摸擬調整会議訓練の開催について

・令和3年度郡市会災害対策連絡協議会の開催について

・災害時歯科支援における多職種連携に関する講演会について

・災害時の初動パッケージの整備について

・令和4年度事業計画及び予算について

・その他

田中委員長.石橋副委員長.八谷.金森.荒木委員出席者
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2.諸会議  ( 11回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.06.02 19:00 長崎県歯科衛生士会・歯科技工士会との打合せ 2階役員室

・災害歯科支援チームの編成について

・その他

渋谷専務理事.田中常務理事
（県歯科衛生士会）田中会長.北村副会長.（県歯科技工士会）土肥会長.福井副会長

出席者

R3.06.09 14:00 身元確認作業へ出向き 長崎市内

石橋昭夫警察嘱託歯科医.買原一郎.買原玲子警察協力歯科医出席者

R3.06.22 19:00 長崎県歯科技工士会との災害時の歯科医療救護活動に関する協
定書締結式

2階役員室

宮口会長.品川副会長.渋谷専務理事.田中.俣野常務理事
（県歯科技工士会）土肥会長.福井副会長

出席者

R3.08.19 19:00 長崎大学法医学分野池松教授との面談 長崎大学法医学分野

田中委員長.石橋副委員長出席者

R3.09.15 18:00 令和3年度災害対応における保健医療福祉調整班訓練事前説明会
[WEB会議]

県庁.各拠点

・保健医療福祉調整班の体制説明

・訓練概要説明（災害想定の付与情報、進め方、事前準備等）

田中専務理事.（県歯科衛生士会）岩本副会長.（県歯科技工士会）福井副会長出席者

R3.12.06 20:00 身元確認勉強会 長崎大学死因究明医
育成ｾﾝﾀｰ

田中委員長.石橋副委員長.宮崎　力嘱託歯科医師出席者

R4.01.08 13:30 災害対策打合せ 2階郡市会室

・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について

・その他

田中委員長.石橋副委員長.八谷.金森.荒木委員出席者

R4.01.08 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

渋谷会長.山田.俣野副会長.岩永常務理事.田中委員長.石橋副委員長.八谷.金森.荒木委員出席者

R4.01.08 15:00 災害対策（身元確認班、医療提供班）研修会[ハイブリッド形式] 5階講堂

・「長崎大学における歯科所見を用いた個人識別の実際と学生教育」
　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野　助教　山下裕美

・「九州地区における災害時の歯科保健医療活動の経験と課題～初動時から多職種連携を展開す
るために～」
　福岡県太宰府市開業　太田秀人

渋谷会長.山田.俣野副会長.岩永常務理事.田中委員長.石橋副委員長.八谷.金森.荒木委員
参加者101人

出席者

R4.01.18 14:00 長崎県総合防災訓練第1回打合せ会議[WEB会議] 各拠点

（北松）森専務理事出席者

R4.03.19 16:00 郡市会災害対策連絡協議会[WEB会議] 2階大会議室.各拠点

・長崎県市町における災害協定の締結後の郡市会と市町との連携について

・地区研修会について

・災害時歯科支援における多職種連携に関する講演会について

・備蓄品および災害時の初動パッケージについて

・身元確認勉強会の実施について

・今後の災害対策委員会のあり方について

・郡市歯科医師会提出協議題について

・その他

渋谷会長.田中委員長.石橋副委員長.八谷.金森.荒木委員
（長崎市）吉川総務理事.（島原南高）大場常務理事.（大村東彼）大安総務理事.（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）赤木理事

出席者
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長崎県歯科医師会損害保険代理店業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.諸会議  ( 12回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.04.22 10:30 （損保ジャパン）指定代理店会[WEB会議] 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ長崎支社.2
階役員室

（専務代理）岩永事務局長出席者

R3.05.18 19:00 損保ジャパンとの打合せ 2階役員室

宮口会長.渋谷専務理事.田中常務理事
（損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ）千葉ﾘｰﾀﾞｰ.志田支社長.竹花支社長代理.大賀氏

出席者

R3.07.06 19:00 損保ジャパンとの打合せ 2階役員室

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.松永理事
（損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ）千葉ﾘｰﾀﾞｰ.志田支社長.竹花支社長代理.大賀氏

出席者

R3.07.27 19:30 損保ジャパンとの打合せ 2階役員室

渋谷会長.山田.俣野副会長.田中専務理事.岩永常務理事
（損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ）竹花支社長代理.大賀氏

出席者

R3.09.07 19:00 損保ジャパンとの打合せ 2階役員室

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ）志田支社長.竹花支店長代理.大賀氏

出席者

R3.09.15 13:30 損害保険募集人一般試験(基礎単位) 長崎市 ｱﾙﾃｯｸ情報ｼｽ
ﾃﾑ

濵嵜書記出席者

R3.10.14 13:00 (損保ジャパン)指定代理店会[WEB会議] 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ長崎支社.2
階郡市会室

（会長代理）山下書記出席者

R3.11.02 19:00 損保ジャパンとの打合せ 2階役員室

渋谷会長.岩永常務理事
（損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ）千葉ﾘｰﾀﾞｰ.竹花支社長代理.大賀氏

出席者

R3.12.13 19:30 会務連絡 長崎市内

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事.岩永事務局長.山下書記
（損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ）島田支店長.志田支社長.竹花支社長代理.大賀氏

出席者

R3.12.27 19:00 損保ジャパンとの打合せ 2階役員室

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ）志田支社長.竹花支社長代理.大賀氏.（ﾏｰｼｭｼﾞｬﾊﾟﾝ）2人

出席者

R4.01.26 15:00 損害保険募集人一般試験(傷害疾病保険単位) 長崎市ｱﾙﾃｯｸ情報ｼｽ
ﾃﾑ

濵嵜書記出席者

R4.03.22 19:30 損保ジャパンとの打合せ 2階役員室

渋谷会長.田中専務理事.岩永常務理事
（損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ）志田支社長.竹花支社長代理.大賀氏.（ﾏｰｼｭｼﾞｬﾊﾟﾝ）2人

出席者

118



長崎県歯科医師会無料職業紹介事業報告
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

1.諸会議  ( 5回 )

日付 時間 会議名称 場所

R3.07.24 16:00 無料職業紹介に伴う面接 長崎市内

歯科衛生士1人出席者

R3.08.11 10:00 無料職業紹介所定期指導 2階事務室

岩永事務局長.本多書記
（長崎労働局職業安定部需給調整事業室）中村室長.田中相談員

出席者

R3.08.28 12:30 無料職業紹介に伴う面接 長崎市内

歯科衛生士1人出席者

R3.10.18 13:00 無料職業紹介に伴う面接 長崎市内

歯科衛生士1人出席者

R3.11.04 12:30 無料職業紹介に伴う面接 長与町内

歯科衛生士1人出席者
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長崎県歯科医師会労働保険事務組合報告

１．会　議( 2回 )

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

日付 時間 会議名称 場所

R3.10.18 10:30 （長崎労働局）委託事業場の労働保険料算定基礎調査 2階第2会議室

山下書記
（長崎労働局）小田地方雇用保険監査官

出席者

R3.11.01 9:30 （長崎労働局）労働保険事務組合の指導・監査及び委託事業場の
労働保険料算定基礎調査

2階第2会議室

土山課長.山下書記
（長崎労働局）小田地方雇用保険監査官

出席者
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