
平成　３年　３月２５日 社団法人化

昭和４０年１１月２８日 創立

１　設立年月日

公益社団法人の概況

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

平成２８年度　事業報告

    熊本県熊本市東区東町４丁目１１－１　熊本県総合保健センター管理棟３階

５　事務所の所在地

　  会員総数　　平成２９年３月３１日現在　　５６８名

４　正会員の状況

（５）  その他、この法人の目的を達成するために必要なこと

（４）  医療保健福祉団体等、関係団体との連携協力に関すること

（３）  歯科衛生の普及啓発及び広報に関すること

（２）  歯科衛生の実践に根ざした学術研究の振興に関すること

（１）  歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚に関すること

３　定款に定める事業内容

し、もって県民の健康と福祉を増進させることを目的とする。

   この法人は、歯科衛生士の資質の向上と倫理の高揚をはかることにより、歯科衛生の普及啓発に寄与

２　定款に定める目的

平成２６年　４月　１日 公益社団法人化

      会　　長　　　越川　由紀　　　　　　　理　　事　　　豊永　久美

６　役員等に関する状況

      副 会 長　　　古川　由美子　　　　　　理　　事　　　桝田　映子

      副 会 長　　　中山　節子　　　　　　　理　　事　　　松本　りか

      副 会 長　　　山田　郁子　　　　　　　理　　事　　　中村　昌代

      専務理事　　　中園　真由美　　　　　　理　　事　　　中村　加代子

      常務理事　　　古嶋　暁子　　　　　　　理　　事　　　片山　まゆみ

      常務理事　　　清本　恭代　　　　　　　理　　事　　　佐藤　成美

      理　　事　　　柴原　聖子　　　　　　　監　　事　　　植　　由紀子

      理　　事　　　坂本　由美　　　　　　　監　　事　　　逢坂　佐惠子



【１】事業

（１）歯科臨床に関する研修会

場　　所 出席者

熊本県歯科医師会館
会員64名
非会員1名

やまが元気倶楽部 会員10名

熊本県歯科医師会館
会員41名

非会員15名

やまが元気倶楽部 会員10名

熊本県歯科医師会
熊本市歯科医師会会議
室

会員18名
学生16名

熊本県歯科医師会館 会員39名

やまが元気倶楽部 会員11名

熊本県歯科医師会館
会員35名非
会員18名

玉名市民会館第2会議
室

会員34名
非会員8名

場　　所 出席者

熊本県歯科医師会館 会員13名

熊本市歯科医師会館 会員 8名

場　　所 出席者

会員13名

非会員1名

　講師:大林尚子先生
（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

・「これからの歯科衛生士像とは」

16:00～18:00平成28年月7月17日(日)

Ⅰ　歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚をはかることにより、歯科衛生の普及啓発に努め、もって県民の公衆衛生の向上に寄
与する事業

（２）介護に関する研修会

②新人育成研修会（全６回コース）

・オリエンテーション

「災害時の歯科保健活」
講　師：中久木康一先生
（東京医科歯科大学　大学院　助教）

19:30～21:00

19:30～21:00

「摂食嚥下障害と栄養」
講　師：高山　仁子　先生
（医療法人社団寿量会熊本機能病院栄養部課
長）

19:30～21:00

時　間

（３）経験者別研修会
①リーダー育成研修会（全２回コース）

月　日

9:00～13:10

内　　　　　容

9:00～12:10

月　日

―若者のモチベーションアップを目指して―
『元気で、明るい、職場作りのノウハウ探し』
講師：吉田　道雄　先生（熊本大学シニア教
授）

―若者のモチベーションアップを目指して―
『元気で、明るい、職場作りのノウハウ探し』
講師：吉田　道雄　先生（熊本大学シニア教
授）

平成28年12月11日(日)

時　間

平成29年3月12日(日)

平成28年8月28日(日) 10:00～15:30
熊本県
総合保健センター

「嚥下障害のメカニズムと評価訓練」
講　師: 山本　恵仙　先生
（熊本託麻台ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院　言語聴覚士）

「歯科衛生士を取り巻く環境の変化と対応、ま
すます都道府県会、そして支部との連携が必要
です」
講　師：武井　典子先生
（公益社団法人日本歯科衛生士会会長）

「これだけは知って、出来るようになりたいイ
ンプラント治療における医療安全行動」
講　師：伊東　隆利　 先生
（伊東歯科口腔病院　理事長）

平成28年11月3日(日)

10:00～12:10

10:00～12:00平成28年10月2日(日)

平成28年11月13日(日)

10:00～12:00

「家庭で出来る口腔ケアと摂食嚥下について」
講　師：塩月百合先生・熊野和子先生・富田珠
美先生
（熊本県歯科衛生士会　山鹿支部）

「認知症について学ぶ」
講　師：山下　つとむ先生
（地域包括支援センター　認知症推進員）

［公益目的事業］

10:00～12:00

１　歯科保健医療福祉に関する研修会

「災害時の歯科保健活動研修に参加して」
講　師：富田　珠美　先生
（熊本県歯科衛生士会　山鹿支部）

時　間月　日

平成28年9月20日(火)

平成28年10月18日(火)

平成28年11月15日(火)

内　　　　　容

13:00～15:00

平成29年1月29日(日)

平成29年2月5日(日)

内　　　　　容

「いつまでも元気に働ける女性であるために」
講　師：田畑　愛　先生（フォーシーズンズレ
ディースクリニック院長・日本産婦人科学会専
門医）



会員11名

非会員1名

会員11名

非会員１名

会員13名

非会員1名

会員11名

非会員1名

会員11名

非会員1名

・「歯科衛生士概論」

・「ストレスマネジメント」

　講師:大林尚子先生
（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

平成28年10月16日(日)

平成28年9月25日(日)

平成28年12月11日(日)

平成29年1月15日(日)

・「カリエスリスクマネジメント」

講師：中山愛先生
（東和ハイシステム株式会社）

・「デブライドメント」

・「歯科材料の取り扱いと歯科診療補助」

　講師：講師：福本厚子先生
（熊本県歯科衛生士会）

・「感染管理」

　講師：緒方有希先生
（九州看護福祉大学　助手）

熊本県
総合保健センター

10:00～15:30

　講師：山下雅美先生
（株式会社モリタ歯科衛生士）

熊本県
総合保健センター

10:00～15:30

10:00～15:30

10:00～15:30

・「インプラント治療」

・「災害ボランティア経験談」

・「歯科衛生士に必要な接遇」

講師：末崎悦子先生
（株式会社松風　歯科衛生士）

・「超音波スケーラー」

講師：豊永久美先生
（熊本県歯科衛生士会新人育成理事）

・グループワーク

熊本県
総合保健センター

10:00～15:30平成28年8月28日(日)

・グループワーク

　講師:大林尚子先生
（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

・「歯周治療と歯科衛生士」

10:00～15:30

・「診療保険点数報酬」

・グループワーク

平成28年11月13日(日)

熊本県
総合保健センター

熊本県
総合保健センター

講師：豊永久美先生
（熊本県歯科衛生士会新人育成理事）

　講師：山本温子先生
（熊本ﾊﾟｰﾙ総合歯科ｸﾘﾆｯｸ主任歯科衛生士）

・「歯周基本検査」

　講師:大林尚子先生
（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

・「セルフケアアイテムのすすめ方」

　講師：荒木琴美先生
（東歯科医院　歯科衛生士）

・「オリエンテーション」

講師：瀬戸口晶子先生
（熊本県歯科衛生士会会員）

　講師:大林尚子先生
（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

講師：越川由紀先生
（熊本県歯科衛生士会会長）

　講師：山本温子先生
（熊本ﾊﾟｰﾙ総合歯科ｸﾘﾆｯｸ主任歯科衛生士）

・「シャープニング」

　講師：水本優先生
（松永歯科医院　歯科衛生士）

講師：荒木琴美先生
（東歯科医院　歯科衛生士）

・「歯科治療と全身疾患」

講師：　古嶋暁子先生（熊本県歯科衛生士会常
務理事　平成とうや病院　歯科衛生士）

・「口腔ケア」

・グループワーク

熊本県
総合保健センター

・グループワーク

・「ライフステージに合わせた歯科保健指導」

・「メインテナンス」

講師：本田貴子先生
（熊本県歯科衛生士会　会員）



場　　所 出席者

熊本県歯科医師会館 20名

熊本県歯科医師会館 会員9名

熊本県歯科医師会館 会員13名

場　　所 出席者

熊本県男女共同参画セ
ンター

会員43名

はあもにい 非会員4名

熊本県男女共同参画セ
ンター

会員30名

はあもにい 非会員5名

場　　所 出席者

（２）地域支援体制検討会

　　　第1回 平成28年12月22日　第2回 平成29年1月9日　第3回 平成29年2月14日  第4回 平成29年3月3日

３　歯科衛生士の学術研究の振興に関する事業
（１）学術研究会の開催

平成29年1月15日(日)

「臨床における妊娠期と乳幼児期の
保健指導について」
逢坂　佐惠子　歯科衛生士
（くすのき子供歯科　歯科衛生士）

「益城町での支援活動を通して、歯科衛生士の
活動を振り返る」
瀬戸口　晶子　歯科衛生士　（熊本市支部）

内　　　　　容月　日

熊本県
総合保健センター

10:00～15:30

時　間

会員42名
学生8名

　　菊池郡市支部（発表者）丸山　勝代

１）演題「小学校における健康教育研修会」

　　①「医療介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度」における歯科衛生士リカバリー研修

・オリエンテーション・修了式

研修会打合せ　平成28年11月2日

平成29年月2月26日(日) 10:00～13:00
「高齢者歯科における歯科衛生士の役割」
講　師：佐藤成美先生
（熊本県歯科衛生士会　地域担当部門理事）

平成29年月3月19日(日) 10:00～13:00

（１）研修会開催
２　市町村歯科衛生士研修会（県委託事業）

１）講演「歯周病のリスクファクター」

　　水俣・芦北郡市支部（発表者）山田　郁子

時　間

10:00～12:00

14:30～16:30平成29年3月4日(土)

平成29年2月19日(日)

月　日

　（慶歯科医院　理事長・院長）

　　講師：村上　慶　先生

内　　　　　容

月　日 時　間 内　　　　　容

平成29年月2月12日(日) 10:00～13:00

「職場の人間関係とコミュニケーション―組織
心理学の観点から」
講　師：田原　直美先生
（西南学院大学　人間科学部　心理学科　）

講師：豊永久美先生
（熊本県歯科衛生士会新人育成理事）

（４）復職支援研修会

「歯科衛生士が押さえておきたい最新歯科医療
について」
講　師：工藤　智明先生
（熊本県歯科医師会　医療管理委員長）

　　熊本市支部（発表者）米田　桂子
　　　　　　　　　　　　前淵　隆子

　　　第1回 平成29年2月9日　第2回 平成29年3月2日　第3回 平成29年3月9日  第4回 平成29年3月11日

「熊本地震において、歯科衛生士会としての災
害支援活動」
北里　かおる　歯科衛生士
（西原村　嘱託歯科衛生士）

「熊本地震における歯科衛生学生による生活支
援および健康支援活動」
飯田沙也加さん　国武美沙さん
染谷加奈さん　田川佳保里さん　松浦愛希実さ
ん
（九州看護福祉大学学　4学年生）

発表演題

（３）担当委員会打合せ

平成28年11月27日(日) 10:00～12:00
熊本県
総合保健センター

　　　診療所部門委員会



担　当 月　日 場　所 出務者数

イ　｢歯と口の健康週間｣事業 

担　当 月　日 場　所 出務者数

菊池郡市支部 平成28年6月5日(日)
菊池郡市歯科
医師会館

8名

宇城支部 平成28年11月5日(土) 宇土シティ 4名

担　当 月　日 場　所 出務者数

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成28年5月18日(水)
熊本市子ども
文化会館2階

7名

平成28年11月11日(金)
熊本市東町コ
ミニュティー
センター

1名

「熊本県歯科衛生士の勤務実態調査結果と今後の方向性」

「災害からの復興ー生活再建に向けて専門職の取組みー」

エ　熊本市民健康フェスティバル
　　平成２８年度　熊本市民健康フェスティバルは熊本地震により未開催

八代郡市支部

熊本市子ども文化会館
平成28年度歯科健康講座

事　業　名

事　業　名

平成28年10月1日(土)
八 代 ハ ー モ
ニーホール

地域包括ケアシステムにおける歯科衛生士の役
割とは―母の介護体験を通して―
福本　厚子　歯科衛生士
（熊本県歯科衛生会　前会長）

事　業　名

中山節子

粟野　秀慈　先生
（九州歯科大学クリニカルク
ラークシップ開発分野教授）

内　容

Ⅱ　歯科衛生の普及啓発及び広報に関する事業

広島国際会議場

歯の祭典

よい歯の広場

乳幼児期のむし歯予防講話
対象者：乳幼児3名　保護者3名

事　業　名

「口臭でわかるあなたの
健康」

学生8名

（２）熊本県医療保健福祉連携学会

平成29年1月22日(日)

熊本市支部

（２）母子歯科保健に関する普及啓発事業

6名
歯科相談・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導他

対象者：地域住民68名

乳幼児パパママ教室

歯みがき指導、フッ化物洗口、
位相差顕微鏡　　対象者：120名

歯科検診、相談、ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指
導、ﾌｯ素塗布、口腔内細菌検
査、ﾌｯｶ物洗口等

笑顔ヘルCキャンペーン

八代健康フェスタ

ポスター発表
熊本県歯科衛生士の勤務実態調査結果と
今後の方向性について
中山　節子　歯科衛生士
（熊本県歯科衛生士会　副会長）

　　片山まゆみ

第10回熊本県医療･保健･福祉連携学会

講話（むし歯予防）歯みがき指
導　　　対象者：乳幼児13人保
護者14人

天草市健康フェスタ

対象者：地域住民787名

ウ　笑顔ヘルＣキャンペーン事業

熊本県
歯科衛生士会

平成28年11月6日(日)

平成29年1月8日(日)
くまもと県民
交流会館パレ
ア

14名

7名

熊本市上通り
びぷれす広場

9名

人形劇、歯みがき指導、口臭測
定

対象者：地域住民1,150名

有明支部 平成28年6月4日(土)

内　容

内　容

天草市民セン
ター体育館

玉名市保健セ
ンター

講演
「口臭でわかるあなたの健康」

4名
歯みがき指導、フッ化物塗布等

熊本テルサ

（３）日本歯科衛生学会ポスター発表

平成28年9月18日(日)･19日(月)

来場者：　69名

期　　日

日本歯科衛生学会 第11回学術大会

対象者：地域住民214名

１　地域歯科保健事業
（１）地域におけるイベント事業
ア　県民公開講座

熊本県
歯科衛生士会

内　容

天草郡市支部

会　　場

期　　日

会　　場

熊本県
総合保健センター

10:00～12:00平成28年11月27日(日)

平成28年6月18日(土)

第30回「歯とお口の健康
展」

歯科検診･相談、フッ素塗布、口
腔内細菌検査、ブラッシング指
導等　対象者：141名



平成28年11月10日(木)
和水町保健セ
ンター

1名

平成28年6月9日(木)
平成28年11月8日(火)

水俣市子ども
センター

延2名

平成28年10月24日(月)
平成29年1月23日(月)

もやい館多目
的室

延3名

天草郡市支部 平成28年12月4日(日) 天草市武道場 2名

山鹿市支部 平成28年7月28日(木) 鹿北総合支所 1名

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成28年6月(5回)
　　　 11月(5回)

熊本市内
小学校

延104名

平成28年11月24日(木)
宇城市立
小川小学校

1名

有明支部 平成29年2月8日(水)
荒尾市立
八幡小学校

1名

菊池郡市
支部

平成28年6月～
平成29年1月(56回)

・保育所
・小学校
・中学校
延べ　56校

延163名

宇城支部
平成28年6月～11月
(14回)

小学校延べ8校
中学校延べ6校

延23名

平成28年4月
　　　～9月(10回)

乳児園・保育
園　幼稚園

延15名

平成27年5月～
平成28年7月(5回)

佐敷小学校等 延10名

平成28年6月～
平成29年1月(3回)

津奈木保育
園・幼稚園・
小学校

7名

平成28年6月21日(水)
平成28年6月28日(水)

田浦小学校
内野小学校

延6名

平成28年9月30日(金)
芦北町
準光保育園

1名

平成28年10月5(水)
芦北町
田浦中学校

1名

平成28年10月24日(月)
津奈木小学校
体育館

1名

平成29年2月15日(水) 湯出小学校 3名

平成28年6月28日(火) 初野保育園

平成28年7月6日(水) みどり保育園

平成28年6月3日(金)
平成29年1月18日(金)

津奈木町幼稚
園

延5名

正しいはみがき教室

水俣・芦北郡市
支部

水俣・芦北郡市
支部

講話、歯みがき指
導対象者：児童  延709名

内　容

平成28年度
学校保健委員会
（5・6年生）

平成28年度
和水町フッ化物塗布事業

わ・わ・わフェスティバ
ル

歯科相談
対象者：18人

子育て支援
ブラッシング指導・歯科保健指
導　対象者：乳幼児7人・保護者
7人

元気な歯の教室

芦北町小中学校フッ化物
洗口に伴う歯科保健指導

むし歯予防教室
むし歯予防や生えかわりの歯み
がき指導
対象者：小学生延50名

無料歯科検診・歯科相談・フッ
化物塗布
対象者：乳幼児80人有明支部

平成28年度
和水町子育てひろば事業

マタニティ講座

親子はみがき教室

小学校むし歯予防講話

熊本市小学校
歯磨き巡回指導

事　業　名

はみがき指導

講話、ブラッシング指導
対象者：生徒561名

紙芝居、歯磨きの練習
対象者延：園児37人

妊産婦に向けた口腔ケア・乳幼
児の歯磨きについての講話
対象者：延妊婦3人・乳児3人

歯磨きの重要性の説明・パネル
シアター
対象者：延乳幼児25人・保護者5
人

歯科保健指導
対象者：乳幼児と母親等10人

講話、歯みがき指導
対象者：児童132名

講話・ブラッシング指導等
対象者：園児・学生延　5860名

歯の健康についての講話
対象者：小学生89名・先生10
名・保護者2名

湯出小学校はみがき教室

新1年生及び保護者に対す
る合同説明

宇土市小中学校
歯科保健教室

平成28年10月23日(日)
和水町保健セ
ンター

3名

（３）保育園・幼稚園・学校歯科保健に関する普及啓発事業

熊本市支部

講話、歯みがき指導
対象者：保護者　職員304名

はみがき指導等　対象者：21名

正しいはみがきの方法とむし歯
予防について
対象者：延166名

予防歯科学教室
歯科医師の講話とブラッシング
指導対象者：中学生46名

正しい歯磨き講習会

はみがき・フッ化物洗口につい
ての講話　  対象者：新1年生の
保護者60名

・園児向けはみがき指導
・むし歯の説明等
対象者：延95名

はみがき指導

紙芝居・歯みがきの練習など
対象者：73名

延5名

正しい歯磨き教室
講話
対象者：保育園児の保護者65名



平成28年4月～
平成28年6月(7回)

すくすく乳児
園等

延9名

平成28年5月～
平成29年1月(14回)

清水保育園等 延19名

平成28年6月～
平成28年12月(23回)

深田小学校等 延46名

天草郡市支部 平成28年6月9･16日(木) 河浦小学校 延６名

平成28年5月～
平成29年2月(20回)

三岳保育園等 延42人

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成28年6月29日(水) 1名

平成29年1月4日(水) 1名

平成28年12月24日(水)
熊本朝日放送
テレビ局

4名

平成28年11月19日(土)

平成28年11月20日(日)

平成28年10月～11月
16回

メルコ・ディ
スプレイ・テ
クノロジー

延17名

平成28年6月23日(木)

熊本県総合保
健センター熊
本県難病相
談・支援セン
ター多目的室

1名

平成28年10月～11月
(6回)

秋津デーサー
ビス等

延12名

平成29年2月9日(木) 窪田病院 1名

平成28年6月17日(金)
くまもと県民
交流会館パレ
ア

1名

平成29年1月4日(水)
玉東町
中央公民館

1名

平成28年11月27日(日)
横島ゆとりー
む

3名

宇城支部 平成29年3月24日(金)
宇城市保健セ
ンター

4名

菊池郡市
支部

平成28年7月27日(水)
介護老人施設
桜の里

2名

平成28年9月22日(木)
水俣市もやい
館

7名

有明支部
玉名市民の食と健康に関しての
啓発活動
対象者：歯科コーナー147名

口腔ケアや義歯等の口腔衛生指
導 　 対象者：33名

熊本市支部

保護者へ向けた歯科講話
対象者延：保護者144人

人吉・球磨
郡市支部

水俣・芦北郡市
支部

よい体の教室
ブラッシング指導・歯科保健指
導　　対象者：乳幼児園児延552
人・保護者延328人

平成28年度玉東町
二十歳の歯科健康診査

だ液PHテスト・唾液腺マッサー
ジ指導等
対象者：28名

内　容

対象者：児童245名

講話、歯みがき指導

河浦小歯磨指導

事　業　名

正しいはみがき講習会

延4名

むし歯予防教室 延2名

（４）成人歯科保健に関する事業

はみがき指導
対象者：小学生延164名

歯科教室
ブラッシング指導、口腔衛生講
話対象者：小中学生1063名

山鹿市立
来民小学校

平成28年10月24月

歯科教室
歯科衛生講話・ブラッシング指
導    対象者：延園児391人
　　　　保護者126人

平成29年3月12日(日)

社会福祉法人
熊本菊寿会特
別養護老人
ホームさわら
び

3名

平成28年11月～平成29
年3月(延べ10ヶ所)

熊本ドライビ
ングスクール
(他)

延16名
対象者：延職員109名

ペリオリスク検査他

平成27年度
水俣市健康まつり

口腔講話、健口体操等
対象者：200名

宇城市健康フェア―

職場でスモールチェン
ジ！生活支援プログラム

歯科相談・フッ化物塗布・フッ
化物洗口体験
対象者：65名

くまもと県民カレッジ主
催講座「健康コース」

講義「家庭でできるセルフケア
～口周りの健康は全身につなが
る～」　　　対象者：60名

窪田病院口腔ケア研修会
講義「口腔ケアの実践」
対象者：20名

熊本市社会福祉事業団
口腔ケア研修会

口腔ケアについての講習と実習
対象者：延85名

介護施設職員
口腔ケアセミナー

北区役所管内　地域成人
保険研修会第33回「いき
いき未来のつどい」

講演「歯と口腔内の健康につい
て」　　対象者：15名

口臭について

誤嚥性肺炎を予防する口腔ケア

保健指導等
対象者：職員447名

対象者：地域住民54名

県民公開講座周知

事業所健診

健軍・農村地域交流フェ
スティバル＆健康フェア

熊本シティエフエム
健康サロン出演

熊本シティFM

熊本市健軍商
店街ピアクレ
ス

水俣・芦北
郡市支部

玉名市食育フェア

歯科検診
対象者：平成8年4月2日～平成9
年4月1日生まれの玉東町出身者
51名

口腔衛生指導、歯科相談

山鹿市支部

ＫＡＢ駅前ＴＶサタブラ
出演

難病センター講演会

熊本県
歯科衛生士会



平成29年2月23日(木)
水俣市立明水
園

1名

平成29年1月29日(日) きずなの里 4名

平成28年8月27日(土)
熊本総合病院
健康管理セン
ター

2名

平成28年12月6日(火)
八代ハーモ
ニー

1名

平成28年11月30日(水)
温泉プラザ3F
イベント広場

2名

平成28年4月8日(金)
山鹿市方保田
馬見塚公民館

1名

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成28年11月30日(水)
植柳上地
第2サロン

平成28年12月2日(金) 氷川町

平成29年2月11日(土)
人吉市
中小企業大学
校

5名

平成29年2月12日(日)
八代市
熊本総合病院

5名

平成28年11月17日(木) 向山つくし庵 1名

平成28年12月11日(日)
出水南ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
ｾﾝﾀｰ

5名

平成28年11月24日(木)
荒尾市
医師会館

1名

平成29年1月12日(木)
荒尾市中一部
公民館

1名

天草郡市支部
平成29年2月17日(金)
　　　　　 24日(金)
　　　　 3月3日(金)

天草市市民体
育館等

延6名

平成28年4月8日(金)
山鹿市方保田
馬見塚公民館

1名

平成28年5月8日(日) 元気倶楽部 6名

平成28年9月2日(金) 元気倶楽部 4名

平成28年4月～

平成29年3月(32回)

平成28年6月～
平成28年7月(5回)

公民館・芦北
町夢もやい館

延5名

平成28年8月31日(水)

平成29年1月31日(火)

平成28年6月22日(水) 水俣保健所 2名

平成28年6月～10月
(28回)

20区公民館等 延30名

平成28年10月12日(水)
芦北町宮崎公
民館

1名

平成28年9月6日(火)
芦北町地域活
性センター

1名

熊本市支部

有明支部

パネル展示・専門的指導
対象者：50名

熊本県
歯科衛生会

元気で長生きは
お口健康から

介護予防教室

平成28年度いきいき健康
づくり教育講座

口腔機能や口腔ケアについて
対象者：延40人

介護予防歯科講話
対象者：地域高齢者15名

「歯と食の健康ひろば」

8020歯科支援プログラム
口腔ケア講話・実技
対象者：40名

にわか講演
対象者：250名

講話、勉強会
対象者：30名

勉強会
対象者：30名

口腔ケアについて

多職種連携行政報告・事例報告
対象者：59名

企業健診
口腔内検査前の問診等
対象社：34名

口腔ケアについて

事業名 内　容

（５）高齢期の歯科保健に関する事業

健口講座「出水南6町内ふ
れあい交流会」

地域高齢者サロン
介護予防講話

講話・舌の体操・口腔機能向上
ゲーム
対象者：地域高齢者30名

無料測定会で
生活習慣を見直そう

位相差顕微鏡など
対象者：60名

山鹿市支部

八代郡市支部

八代地域医療介護多職種
連携研修会

口腔ケア・口腔リハビリ
対象者：60名

介護者実技研修事業
口腔ケア・口腔リハビリ
対象者：80名

水俣・芦北
郡市支部

口腔講話や健口体操等
対象者：延258名

口腔ケア教室

健康づくり教育講座
対象者：地域住民45名

口腔機能向上の必要性について
の講話
対象者：20名

健康づくり出前講座
健康づくりのために必要な正し
い知識の普及啓発
対象者：7名

荒尾市介護予防
支援事業なかよし会

介護予防普及啓発事業

「口腔」をテーマとするメ
ニューの普及啓発におけるアシ
スタント
対象者：延380名

山鹿市支部

地域リビング 公民館
介護予防（講話他）

対象者：60歳以上299名

水俣・芦北
郡市支部

健口教室
講話・健康体操
対象者：7名

生涯現役研修会
口腔ケア・健口体操
対象者：延15名

口腔ケア・にわか
歯科指導
対象者：40名

町かど健康塾
（介護予防事業）

延2人

延63名

内容：講話、口腔機能向上
対象者：60歳以上　76　名

難病の会（はみがき指
導）

芦北町
きずなの里

口腔講話・歯みがき指導・健口
体操　対象者　8名

延2名



平成28年6月～
平成29年1月(8回)

宇土市保健セ
ンター

延8名

平成28年7月23日(土)
上松山コミュ
ニティーセン
ター

1名

担　当 月　日 場　所 出務者数

熊本市支部 平成28年10月16日(日)
熊本市立
長嶺中学校

3名

平成28年6月(2回) 菊池支援学校 8名

平成28年11月(2回) 大津支援学校 6名

平成28年4月～
平成29年3月(6回)

白梅荘 延30名

平成28年7月～
平成28年9月(3回)

白梅荘 延12名

担　当 月　日 場　所 出務者数

山鹿市支部 平成28年8月29日(土)
南関交流セン
ター

4名

水俣・芦北
郡市支部

平成28年6月～
平成29年3月(4回)

公民館 延6名

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成28年4月～7月
益城町
各避難所

延137名

平成28年4月～8月
西原村
各避難所

延48名

平成28年4月24日
御船町
各避難所

2名

平成28年4月24日
甲佐町
各避難所

1名

平成28年5月～7月

菊池市・合志
市・菊陽町・
大津町各避難
所

延13名

平成28年4月～5月
南阿蘇村・高
森町・阿蘇市
各避難所

延23名

平成28年4月～5月
熊本市
各避難所

延24名

平成29年1月～3月 仮設住宅等 延26名

歯科講話、歯科相談
対象者：164名

事業名

菊池郡市支部

復興応援スポーツキャラ
バン2016における歯科検
診事業

歯科検診
対象者：
復興応援スポーツキャラバン
2016
参加者180名

歯科保健指導
対象者：児童･生徒延136名
先生延60名

宇城支部

講話　口腔ケア対象者
入所者、職員119名

内容：恒常的にホームページを企画・運営し、県民に歯科保健情報を提供していく

Vol.16　　平成29年・ 3月発行　発行部数　1,000部
　　②配布先
都道府県歯科衛生士会・熊本県職能団体・歯科衛生士教育養成機関・イベント時に地域住民への配布

３　県民に対する歯科保健医療福祉情報の普及啓発
（１）「歯科衛生だより（くまもと版）」発行・配布(年3回)
　　①発行月
Vol.14　　平成28年・11月発行　発行部数　1,000部
Vol.15　　平成29年・ 1月発行　発行部数　1,000部

（２）Webサイトによる歯科衛生情報等の配信

いきいきサロン

後期高齢者受給者証
交付時教育

（７）高齢者の口腔ケア推進事業

水俣・芦北
郡市支部 白梅の杜口腔ケア

ボランティア

白梅荘口腔ケア
ボランティア

講話　口腔ケア
対象者：入所者、職員40名

内　容

元気な歯の教室

（６）障がい児(者)・要介護者の歯科保健に関する事業

歯科保健指導・診療補助・物品
配布等　対象者：延54名

事業名 内　容

歯科講話、ブラッシング指導
対象者：8名

健口体操・唾液腺マッサージ等
対象者：延147名

平成28年老人クラブ「今
日からでもできる口腔ケ
ア」

寸劇・唾液腺マッサージ等
対象者：40名

口腔ケアモデル事業

事業名 内　容

（8）災害時の歯科保健に関する事業

講話、口腔機能訓練
対象者：一般高齢者46名

歯科保健指導・診療補助・物品
配布等　対象者：延1298名

熊本県
歯科衛生士会

熊本地震に関する活動

歯科保健指導・診療補助・物品
配布等　対象者：延713名

歯科保健指導・診療補助・物品
配布等　対象者：延84名

歯科保健指導・診療補助・物品
配布等　対象者：延24名

歯科保健指導・診療補助・物品
配布等　対象者：延20名

歯科保健指導・診療補助・物品
配布等　対象者：延165名



出席者数

3名

4名

1名

2名

2名

4名

4名

出席者数

3名

1名

1名

1名

1名

出席者

2名

1名

1名

1名

1名

1名

出席者数

1名

出席者数

1名

1名

1名

出席者数

1名

1名

1名

2名

1名

1名

1名

1名

内　　　容

九州看護福祉大学入学式

熊本歯科衛生士専門学院入学式

（６） 歯科衛生士教育養成機関に関するもの

熊本歯科衛生士専門学院戴帽式

九州看護福祉大学入会促進案内

九州看護福祉大学

場　　　所

平成29年3月11日(土)

平成29年3月11日(土)

平成28年12月22日(金)

平成29年1月28日(土)

平成28年12月19日(金)

平成28年10月19日(水)

平成28年4月9日(土)

平成28年4月2日(木)

月　　日

九州看護福祉大学

熊本県歯科医師会館

熊本歯科衛生士専門学院

熊本県歯科医師会館

九州看護福祉大学

熊本歯科技術専門学校

熊本歯科衛生士専門学院

九州看護福祉大学学位授与式

熊本歯科技術専門学校戴帽式

熊本歯科衛生士専門学院卒業式

熊本歯科衛生士専門学院入会促進案内

４．医療保健福祉団体等、関係団体との連携協力に関すること

（１）日本歯科衛生士会に関するもの

内　　　容 場　　　所月　　日

平成28年度都道府県歯科衛生士会会長会 アルカディア市ヶ谷

定時代議員会 東京ステーションコンファレンス

平成28年度全国病院歯科衛生士連絡協議
会

広島国際会議場ダリア①

平成28年度災害支援歯科衛生士フォーラ
ム

ステーションコンファレンス東京　501

平成28年 6月12日(日)

平成28年 9月17日(土)

平成28年12月18日(日)

（２） 熊本県・熊本市に関するもの

内　　　容 場　　　所

平成29年 2月11日(土)

平成28年 2月12日(日)

平成28年11月19日(土)

平成28年11月20日(日)

平成28年 6月16日(木)

月　　日

平成28年度歯科衛生士推進フォーラム ステーションコンファレンス東京　605

平成28年度九州ブロック連絡協議会懇親
会 福岡県歯科医師会館

ブロックリーダー研修会

平成28年熊本地震発生に伴う復興リハビ
リテーションに関する説明会

熊本県庁行政棟本館　地下会議室

内　　　容 場　　　所月　　日

（３）熊本県歯科医師会に関するもの

第11回熊本県在宅医療連携体制検討協議
会

熊本テルサ

熊本市8020健康づくりの会総会 熊本県歯科医師会館　4階大ホール

平成29年 2月24日(金)

平成28年 8月26日(金)

平成28年 7月22日(金)

平成29年 2月 7日(火)

熊本市歯科保健推進協議会
熊本市役所

熊本市歯科保健推進協議会検討委員会

平成29年2月20日(月)

月　　日

平成28年7月20日(水)

歯の祭典 熊本県歯科医師会館

平成28年11月22日(火)

平成28年10月17日(火)

平成28年11月 6日(日)

平成28年度熊本県歯科医師会
各郡市地域保健担当者会

平成28年10月29日(土) 熊本県歯科医師会館

笑顔ヘルCキャンペーンに関すること 熊本県歯科医師会館

（４）熊本県医療・保健・福祉団体協議会に関するもの

内　　　容 場　　　所

歯と口の健康週間実行委員会 熊本県歯科医師会館

くまもと歯の健康文化賞委員会 熊本県歯科医師会館平成29年 3月23日(木)

平成29年 3月14日(火)

平成28年9月～

医専連理事会 熊本市医師会館

熊本市地域リハビリテーション協議会
訪問看護・訪問介護合同検討委員会

熊本市医師会館会議室

熊本県医療・保健・福祉団体協議会
理事会

熊本県医師会館

（５） 熊本市保健医療専門団体連合会に関するもの

内　　　容 場　　　所

平成28年12月22日(月)

平成28年7月4日(月)

月　　日

熊本県医療･保健･福祉連携学会企画委員
会

熊本県医師会館他 延4名
平成29年1月(4回)



出席者数

1名

1名

1名

1名

1名

1名

2名

1名

1名

1名

2名

1名

出席者数

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

2名

1名

出席者数

2名

1名

1名

1名

1名

1名

3名

3名

3名

5名

6名

延3名
平成28年10月6日(木)
　　　  12月1日(木)
平成29年2月7日(火)

菊池地域歯科保健連絡協議会幹事会

平成28年11月28日(月)

平成28年度熊本地震の被災地に対する
義援金贈呈式

平成28年8月30日(火) 熊本県健康福祉部長室(県庁新館4階)

天草地域医療センター

県南広域本部大会議室

八代総合庁舎

菊池地域歯科保健連絡協議会

鹿本圏域在宅医療介護連携体制検討会議
実務部会

月　　日

平成29年3月21日(火)

平成29年3月1日(水)

平成28年8月3日(金)

平成28年8月3日(金)

平成29年3月3日(金)

平成29年1月26日(木)

平成29年2月28日(火)

（８）地域在宅医療連携体制検討会議に関するもの

平成29年2月22日(水)

内　　容

上益城地域歯科保健推進連絡会

阿蘇地域歯科保健連絡協議会

水俣・芦北地域歯科保健連絡会

　　　　　　　　　　　幹事会

水俣・芦北地域歯科保健連絡会

月　　日

平成29年1月19日(木)

平成28年11月7日(月)

阿蘇地域振興局2階大会議室

宇城地域生涯歯科保健推進連絡会

御船町保健センター2階会議室

平成28年11月30日(水)

平成28年7月12日(火)

平成29年3月23日(水)

平成28年7月11日(月)

平成29年3月2日(木)

平成28年10月5日(水)

平成28年10月6日(木)

平成29年3月27日(月)

内　　　容

平成28年度第1回
水俣市健康まつり実行委員会

熊本県庁地下大会議室

熊本県庁行政棟本館　地下会議室

荒尾市健康福祉まつり反省会 平成28年6月30日(木) 荒尾市医師会館

熊本県歯科医師会館2階第1会議室

熊本市北部総合出張所　2F大会議室

三歯会

平成29年度　地域医療介護基金の
新規提案事業ヒアリング

熊本市歯科医師会会議室

平成28年9月15日(木)

熊本市北区いきいき未来のつどい
実行委員会

場　　　所

平成28年度熊本地震発生に伴う復興リハ
ビリテーションセンター登録者説明会

平成28年9月14日(水)

平成28年度熊本地震発生に伴う復興リハ
ビリテーションに関する説明会

平成28年7月13日(水)

月　　日

場　　所

5．その他、この法人の目的を達成するために必要なこと

平成28年4月7日(木) 熊本市歯科医師会館会議室

熊本市震災復興座談会 平成28年6月16日(木) 熊本市国際交流会館4階3会議室

水俣保健所2階会議室

保健センター和室
平成28年6月30日(木)

平成28年8月31日(水)

ポッポー館

天草地域医療プロジェクト会議

平成28年11月8日(火)

保健所

天草市他職種連携実例検討会 天草市民センター

2016歯の祭典　第1回会議

保健所

山鹿市地域包括支援センター

保健所

場　　所

宇城保健所2階　会議室

菊池市泗水公民館（有明の館）第1研修室

菊池保健所　第1会議室

あさぎり町免田保健センター

人吉保健所第2階会議室

水俣保健所2階会議室

水俣保健所2階会議室

水俣保健所2階会議室

平成28年6月28日(火)
人吉球磨地域歯科保健推進連絡会

平成29年1月19日(木)

平成28年12月15日(木)

内　　容

鹿本圏域在宅医療介護連携体制検討会議

上益城地域歯科保健推進連絡会幹事会 上益城地域振興局2階会議室

平成29年3月23日(木)

平成28年10月13日(木)

八代地域在宅医療連携体制検討会議

第8回水俣・芦北地域在宅医療連携体制検
討会

（７） 歯科保健連絡協議会に関するもの

菊池地域在宅医療連携体制検討会議
平成28年9月26日(月)

菊池郡市医師会立病院

球磨地域在宅医療連携体制検討地域会議
平成29年3月18日(土)

荒尾市『いきいき健康づくり教育講座』
実行委員会

荒尾市保健センター2階



1名

1名

1名

2名

1名

2名

1名

1名

3名

1名

1名

1名

1名

７名

1名

1名

1名

1名

2名

1名

1名

1名

1名

　　　　　　　片山まゆみ　藤沢美穂

【２】諸会議

１　総会　１回開催
平成２８年度　定期総会
期　　日　　　平成２８年６月１９日（日）11：30～13：00

平成28年度熊本地震に係る感謝状贈呈市
区

平成28年11月16日(水) ホテル熊本テルサ

新年のご挨拶

平成28年度八代地域保健医療推進協議会

鹿本地域保健医療推進協議会

平成29年1月4日(水)

一般社団法人熊本県歯科技工士会
創立60周年記念式典祝賀会

荒尾市『いきいき健康づくり教育講座』
反省会

平成29年1月22日(日)

平成29年3月28日(火)

平成29年1月28日(土)

①熊本県庁②熊本市役所5階市長室

荒尾市医師会館

健康を守る婦人の会熊本市支部
平成28年度発表会及び第2回理事会

平成29年3月30日(木) 熊本市男女共同参画センターはあもにい

場　　所　　　熊本県歯科医師会館　４F大ホール
正会員数　　　５５７名
正会員出席者　６２名　委任状　２２６通
議　　長　　　大村　加代子（熊本市副支部長）
副 議 長　　　天野　富子（熊本市副支部長）
議事録署名人　福本厚子　植由紀子　逢坂佐恵子　古川由美子　越川由紀　中園真由美　赤坂美由紀
　　　　　　　古嶋暁子　坂本由美　桝田映子　松本りか　清本恭代　中村加代子　中山節子　

新樹会40周年記念祝賀会・望年会

健軍・農村地域交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ＆健康ﾌｪｱに
関すること

熊本県男女参画活動交流協議会

平成28年度　地域ケア会議
「気づきのネタ情報提供会議」

平成28年12月12日(月)

平成29年3月21日(土)

日本口腔インプラント学会
第34回九州支部学術大会　実行委員会

日本口腔インプラント学会
第34回九州支部学術大会　打合せ

熊本地域リハビリテーション支援協議会
総会、熊本県復興リハビリテーションセ
ンター運営評議会、熊本県復興リハビリ
テーションセンター活動報告会

平成28年度
熊本県男女共同参画活動フォーラム

日本口腔インプラント学会
第34回九州支部学術大会　市民公開講座

健康を守る婦人の会熊本市支部
第1回理事会

平成29年2月10日(金)

平成29年2月15日(水)

日本口腔インプラント学会
第34回九州支部大会懇親会

平成29年1月10日(火)

平成29年1月20日(金)

平成28年12月13日(火)

熊本県民交流館パレア

熊本県歯科医師会館2F

ピアクレス街なか図書室よって館ね

阿蘇郡市医師会館　講堂

平成28年度熊本スマートライフプロジェ
クト(2)歯と口腔のケアをテーマとして健
康づくりモデル事業
＝ペーパーランチョンマット＝

ホテル日航熊本平成28年12月3日(土)

平成28年10月7日(金)

平成28年11月24日(木)
平成28年度阿蘇在宅システム研究会
第1回理事会

第7回主治医と介護支援専門員の連携セミ
ナー　第4回在宅ケア多職種連携活動発表
会

平成29年2月24日(金)

平成28年度熊本地震の発生に伴う復興リ
ハビリテーションセンター活動中間報告
会

平成29年2月27日(月) ホテル日航熊本5階「阿蘇郡市A」

熊本市医師会2階講堂

平成28年12月19日(月)

熊本市国際交流会館６Ｆホール

平成28年12月15日(木) 熊本市国際交流会館3階研修室

ホテル日航熊本

八代保険所

山鹿保健所

熊本ホテルキャッスル

山鹿地域難病対策地域協議会 平成29年2月17日(金)

山鹿保健所

水俣市社会福祉協議会　多目的ルーム

熊本市民会館シアーズホーム夢ホール

医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院会議室

熊本大学工学部百周年記念館

平成29年3月16日(木) ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

平成29年2月5日(日)



第１回　理事会（平成２８年４月２３日） （11）地域医療介護総合確保基金（平成２９年度県計画）に
（１）新入会員の承認について 　　　係る新規事業提案募集について
（２）平成28年度第1回地域担当歯科衛生士責任者会議の （12）医保福団体協議会第1回理事会協議について
　　　開催について （13）熊本地域リハビリテーション支援協議会の委員の推薦
（３）平成28年度定期総会の開催について 　　　について
（４）平成27年事業報告並びに平成27年度収支決算について （14）医専連分担金の納入について
（５）任期満了に伴う役員の選任について （15）熊本地震における歯科支援に関する研究について
（６）平成28年度日本歯科衛生士会「地域歯科衛生活動」事 （16）読売新聞社主催「第45回医療功労賞」候補者の推薦に
　　　業の助成応募について 　　　ついて
（７）熊本県総合保健センター平成28年度建物入居に係る賃 （17）後援依頼について
　　　借料及び光熱費等維持管理費について （18）その他
（８）各種委員の推薦について 第４回　理事会（平成２８年８月２０日）
（９）その他 （１）新入会員の承認について
　第２回　理事会（平成２８年６月４日） （２）平成28年11月27日（日）予定「学術研究会」演題募集
（１）新入会員の承認について 　　　周知について
（２）平成28年度第1回地域担当歯科衛生士責任者会議の開催 （３）新人育成研修会カリキュラムについて
　　　について （４）熊本市支部研修会について
（３）平成28年度定期総会の開催について （５）病院部門研修会について
（４）臨時理事会の開催について （６）旅費規定の見直しについて
（５）支部規則について （７）メーリングリスト登録アップの取り組みについて
（６）熊本県歯科衛生士会ボランティア希望者の活用につい （８）歯科衛生だより（熊本版）印刷について
　　　て （９）平成28年度九州ブロック連絡協議会・リーダー研修
（７）熊本県医療・保健・福祉団体協議会役員の推薦につ 　　　会の開催について
　　　いて （10）日本歯科衛生士会武井会長来熊について

（８）事務職員の雇用について （11）日本歯科衛生士会終身会員の推薦について
（９）その他 （12）熊本県医療保健福祉連携学会の企画委員の推薦について
　臨　時　理事会（平成２８年６月１９日） （13）平成28年度全国病院歯科衛生士連絡協議会への出席者に
（１）役員の選出について 　　　ついて
（２）担当委員会について （14）平成28年度180万人熊本県民歯の健康運動8020歯からは
（３）今後の災害支援体制について 　　　じめる「笑顔ヘルCキャンペーン」の共催について
（４）公益社団法人日本口腔インプラント学会第34回九州支 （15）公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰候補者の
　　　部学術大会の後援依頼について　 　　　推薦について
　第３回　理事会（平成２８年７月９日） （16）熊本地震に関することについて
（１）新入会員の承認について （17）アンケート調査への協力について
（２）各委員会の担当について（案） （18）周知依頼について
（３）専門的スキル研修会について （19）その他
（４）リーダー育成・ステップアップ研修会のためのア 第５回　理事会（平成２８年９月１０日）
　　　ンケートについて （１）新入会員の承認について
（５）新人育成研修会について （２）学術研究会における発表者への謝礼について
（６）会員拡大に向けた取り組み計画について （３）新人育成研修会実習材料購入について
（７）発送物について （４）平成28年度リーダー育成研修会日程について
（８）各委員会委員の承認について （５）診療所部門
（９）日本歯科衛生学会ワークショップ「熊本地震での災害 （６）小学校における健康教育研修会の開催について
　　　支援についての報告」について （７）平成28年度保留会員（会費未納者）への対応について
（10）熊本県より平成28年熊本地震の発生に伴うリハビリ （８）事務局について
　　　テーションに関する件について （９）旅費規程について

（10）熊本地震に関すること

熊本県歯科医師会館
熊本県歯科医師会館

（議事内容）

理事１５名、監事２名
理事１２名、監事２名
理事１２名、監事１名
理事１２名、監事２名
理事１５名、監事２名
理事１３名、監事２名

　　第６回　平成28年10月15日
　　第７回　平成28年11月12日
　　第８回　平成28年12月11日
　　第９回　平成29年 1月14日
　　第10回　平成29年 2月18日
　　第11回　平成29年 3月11日

熊本県歯科医師会館
熊本県歯科医師会館

熊本県総合保健センター
熊本県歯科医師会館

開　　催　　日
　　第１回　平成28年 4月23日
　　第２回　平成28年 6月 4日
　　臨　時　平成28年 6月19日
　　第３回　平成28年 7月 9日
　　第４回　平成28年 8月20日
　　第５回　平成28年 9月10日

出　席　者
理事１０名、監事１名
理事１４名、監事２名
理事１６名、監事２名
理事１６名、監事２名
理事１３名、監事２名
理事１５名、監事２名

開　催　場　所
熊本県歯科医師会館
熊本県歯科医師会館
熊本県歯科医師会館
熊本県歯科医師会館
熊本県歯科医師会館
熊本県歯科医師会館

２　理事会
　定例１２回

　　　　　　　　　　　　　監査報告
　　　　　　　第2号議案　任期満了に伴う役員の選任に関する件
報告事項　①平成28年度事業計画について
　　　　　②平成28年度収支予算について
　　　　　③平成27年度事業報告について

議　　題　　　第1号議案　平成27年度事業報告（案）に関する件



（11）日本歯科衛生士会武井会長講演会に関することについて （８）日本歯科衛生士会災害支援歯科衛生士フォーラムの旅費

（12）後援依頼について 　　　について

（13）日本歯科医療管理学会九州支部大会より （９）熊本地震に関することについて

（14）周知依頼について （10）シティFM出演者依頼について

（15）その他 （11）県知事表彰医事功労者推薦について

第６回　理事会（平成２８年１０月１５日） （12）後援依頼について

（１）新入会員の承認について （13）周知依頼について

（２）移動研修会について （14）熊本県歯科技工士会60周年記念式典祝賀会について

（３）学術研究会について （15）男女共同参画inパレアにおけるワークショップ参加に

（４）病院部門研修会について 　　　ついて

（５）県民公開講座について 第９回理事会（平成２９年１月１４日）

（６）新入会員に向けての取り組みについて （１）第10回熊本県医療・保健・福祉連携学会ついて

（７）歯科衛生だよりの掲載内容について （２）発送物について

（８）日本歯科衛生士会終身会員の推薦に伴う本会の対応につ （３）地域担当歯科衛生士責任者会議につて

　　　いて （４）市町村歯科衛生士研修会について

（９）会議旅費について （５）日本歯科衛生会平成28年度歯科衛生推進フォーラム2月　

（10）諸規則　講師料等支払規定について 　　　12日（日）参加者について

（11）熊本地震における歯科衛生士アンケートについて （６）シティFM出演者について

（12）九州ブロック連絡協議会について （７）平成28年度くまもとスマートライフプロジェクトペー

（13）日本歯科衛生士会武井会長講演会その他について 　　　パーランチョンマット（案）について

（14）健康フェア＆よかもん市　商店街震災復旧事業（商店 （８）熊本市介護認定審査会委員の推薦について

　　　 街にぎわい創出事業）後援依頼について （９）第21回熊本県歯科医学大会の後援依頼について

（15）周知依頼について （10）周知依頼について

（16）その他 （11）その他

　第７回理事会（平成２８年１１月１２日） 　第１０回理事会（平成２９年２月１８日）

（１）新入会員の承認について （１）平成29年度事業計画・予算案について

（２）移動研修会について （２）地域担当歯科衛生士責任者会議について

（３）県民公開講座について （３）任期途中の支部役員追加について

（４）災害支援活動の県への事業追加申請内容について　 （４）現住所地で支部会員配属について

（５）平成29年度事業計画（案）・予算（案）について （５）平成28年度退会者へのアンケート実施について

（６）くまもとスマートライフ事業について （６）仮設住宅での活動について

（７）日本歯科衛生士会平成28年度災害支援歯科衛生士フォー （７）災害支援活動協力者の情報・意見交換会について

　　　ラムの開催について （８）事務職員退職に伴う後任について

（８）熊本県医療保健福祉連携学会賛助金について （９）第18回くまもと歯の健康文化賞被表彰者の推薦について

（９）日本口腔インプラント学会九州支部学術大会市民公開講 （10）周知依頼について

　　　座司会者の推薦について （11）その他　

（10）ウエルテック研修会（H29.7）案内の同封依頼について

（11）後援依頼について 第１１回理事会（平成２９年３月１１日）

（12）周知依頼について （１）平成29年度事業計画案について

（13）その他 （２）平成29年度予算案について 

　第８回理事会（平成２８年１２月１０日） （３）地域担当歯科衛生士責任者会議ついて

（１）新入会員の承認について （４）日本歯科衛生士会武井典子会長研修会について

（２）地域担当歯科衛生士責任者会議の開催について （５）平成29年度定期総会について

（３）今年度新入会員オリエンテーションの開催について　　　 （６）平成29年度地域担当歯科衛生士責任者会議について

（４）熊本県在宅医療連携体制検討協議会委員の推薦について （７）支部役員の保険について 

（５）平成28年度市町村歯科衛生士研修事業について （８）熊本地震災害支援総括について

（６）医保福連携学会懇親会費の負担について （９）日本歯科衛生士会会長表彰候補者の推薦について

（７）地域ケア会議の担当者について （10）第69回「保健文化賞」候補者推薦について

（11）その他


