
公益社団法人の概況

平成　３年　３月２５日 社団法人化

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

平成２９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３０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

昭和４０年１１月２８日 創立

１　設立年月日

      会　　長　　　越川　由紀　　　　　　　　　　理　　事　　　豊永　久美（新人育成）

６　役員等に関する状況

      副 会 長　　　古川　由美子　　　　　　　　　理　　事　　　桝田　映子（地域歯科保健）

　　　副 会 長　　　中山　節子　　　　　　　　　　理　　事　　　松本　りか（学校歯科保健）

      副 会 長　　　山田　郁子　　　　　　　　　　理　　事　　　中村　昌代（診療所部門）

      専務理事　　　中園　真由美　　　　　　　　　理　　事　　　中村　加代子（病院部門）

      常務理事　　　古嶋　暁子　　　　　　　　　　理　　事　　　片山　まゆみ（介護部門）

      常務理事　　　清本　恭代　　　　　　　　　　理　　事　　　佐藤　成美（地域担当部門）

      理　　事　　　柴原　聖子（専門的スキル）　　監　　事　　　植　　由紀子

      理　　事　　　坂本　由美 (リーダー育成）　　監　　事　　　逢坂　佐惠子

　　日本歯科衛生士会代議員　　会　長　越川由紀　・　副会長　中山節子　・　専務理事　中園真由美

リーダー育成

病院歯科部門

新人育成

診療所部門

地域担当部門

学校歯科保健

会計・地域歯科保健

専門的スキル

庶務 ・ 広報

介護部門

総 括・災 害



【１】事業

（１）歯科臨床に関する研修会

場　　所 出席者

場　　所 出席者

会員43名

非会員2名

場　　所 出席者

講話：口腔ケア初級編

講　師：内古閑美友紀先生

（国立病院機構熊本医療センター　歯科衛生士）

10:00～12:00 熊本県歯科医師会館

熊本県歯科医師会館
4階研修室

10:00～12:00平成29年月10月29日(日)

平成29年月6月18日(日)

講　師：武井典子先生　

会員17名
非会員10名

中小企業大学校
人吉校

会員14名

平成29年月8月27日(日) 10:00～12:10
熊本県歯科医師会館

研修室
会員33名

9:30～12:00平成29年6月25日(日)

講　師：林田香名歯科衛生士

①リーダー育成研修会

発表者：中尾敦子（熊本県歯科衛生士会有明支部）

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

発表者：森尚子（熊本県歯科衛生士会水俣・芦北支部）

「むし歯予防は生活習慣から」

会員54名
非会員2名

会員47名
非会員7名

山鹿元気倶楽部12:30～14:30平成29年8月22日(火)

月　日 内　　　　　容

（公益社団法人　日本歯科衛生士会会長）

講　師：熊野和子歯科衛生士

平成29年7月9日(日)

「歯科衛生士のための歯周病治療の基礎知識」

講　師：山本恵仙先生　

「熊本市内におけるフッ化物洗口事業の現状と

（医療法人梶尾会　熊本託麻台ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院　言語聴覚士）

「嚥下障害のメカニズムと評価訓練」

［公益目的事業］

１　歯科保健医療福祉に関する研修会

時　間

時　間

講　師：東克章先生（東歯科医院院長）

「歯科衛生士を取り巻く環境の変化への対応を考えよう」

白梅の杜10:00～12:00 会員29名

（国立病院機構熊本医療センター歯科・口腔外科部長　歯科医師）

「周術期口腔機能管理での歯科衛生士の役割と意義」

講　師：中島健先生　

月　日 内　　　　　容

講　師：有松ひとみ先生　(大分県歯科衛生士会会長）

会員57名
非会員18名

熊本県歯科医師会館10:00～12:00平成30年3月4日(日)

平成29年月12月3日(日)

会員46名
非会員3名

熊本県歯科医師会館10:00～12:00平成29年月12月10日(日)

日本赤十字社
熊本健康管理センター

5階ホール
10:00～12:00平成30年1月14日(日)

会員18名
非会員13名

「歯科衛生士が知っておきたいインプラントについて」

講　師：添島義樹先生（添島歯科医院院長）

「歯周治療の基本技術について」SRP（スケーリン

グ・ルートプレーニング）講座

講　師：上田幸子先生（日本歯周病学会　認定歯科衛生士）

講　師：玉飼博之先生

（阿蘇郡市薬剤師会副会長　専務理事陽だまり薬局　管理薬剤師）

「口に関わる薬の話」

支部での実施状況について」

発表者：井上秀代先生　

（熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課参事）

会員16名
非会員8名

熊本県歯科医師会館
３階研修室13:30～15:30

（２）介護に関する研修会

月　日 時　間

「地域ケア会議で歯科衛生士に求められるもの」

会員13名
非会員2名

内　　　　　容

講  師：藤原千晶先生

（一般社団法人ワークライフエナジー研究所代表理事）

熊本県総合保健セン
ター 3階中研修室

10:00～12:00平成29年7月30日(日)

（３）経験者別研修会

「歯科衛生士のワーク・ライフ・バランス」

熊本県歯科医師会館10:00～12:00平成29年11月12日(日)

　ア　チーフ育成研修会

平成30年3月4日(日) 12:00～13:00 熊本県歯科医師会館
日本歯科衛生士会災害支援歯科衛生士フォーラム報告 会員57名

非会員18名報告者：中園真由美（熊本県歯科衛生士会専務理事）

「全国病院歯科衛生士連絡協議会」報告

「九州ブロック連絡協議会　研修会」報告
平成29年11月26日(日) 12:00～12:30

熊本県総合保健セン
ター　3階大研修室

報告者：中村加代子

報告者：中園真由美

会員54名
非会員1名
学生22名



場　　所 出席者

会員38名

非会員2名

学生2名

場　　所 出席者

講　師：瀬戸口晶子（熊本県歯科衛生士会会員）

講　師:中園真由美（熊本県歯科衛生士会専務理事）

講  師：山本温子（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

・「医療感染管理」

講  師：山本温子（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

時　間

・「歯科衛生士概論」

会員9名

10:00～15:30平成29年10月15日(日)

・「診療保険点数報酬」

講　師：中山愛先生（東和ハイシステム株式会社） 会員8名10:00～15:30

内　　　　　容

・「歯科診療補助」

講  師：山本温子（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

・「医療面接・接遇の基本」

会員8名10:00～15:30平成29年12月10日(日)

会員8名10:00～15:30平成29年1月14日(日)

・「口腔ケア」

講　師：古嶋暁子（熊本県歯科衛生士会常務理事）

・「歯科治療と全身疾患」

・「災害支援活動」

・「インプラント治療」　

講　師：嶋崎惠子（熊本県歯科衛生士会診療所部門委員）

・「メインテナンス」

講  師：豊永久美（熊本県歯科衛生士会新人育成理事）

会員9名

講  師：福本厚子（熊本県歯科衛生士会前会長）

・「キャリアマネジメント」

講　師：大林尚子（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

熊本県歯科医師会館

月　日

10:00～15:30平成29年9月10日(日)

講  師：荒木琴美（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

・グループワーク

講  師：豊永久美（熊本県歯科衛生士会新人育成理事）

・グループワーク

講  師：末崎悦子 先生（松風株式会社 ）

②新人育成研修会（全６回コース）

月　日

平成29年11月12日(日)

・グループワーク

・「歯周治療と歯科衛生士」

・「カリエスリスクマネジメント」

講  師：金城優（松永歯科医院　歯科衛生士）

・「シャープニング」

・「ストレスマネジメント」

講  師：豊永久美（熊本県歯科衛生士会新人育成理事）

・「超音波スケーラー」

・「セルフケアアイテムのすすめ方」

講  師:大林尚子（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

会員7名

・オリエンテーション

熊本県総合保健セン
ター　３階中研修室

講　師：荒木琴美（熊本県歯科衛生士会新人育成委）

講  師：豊永久美（熊本県歯科衛生士会新人育成理事）

・「ライフステージにあわせたセルフケアグッズのすすめ」

・グループワーク

　イ　災害支援に関する研修会

「惨事ストレスと支援者の心のケア」

講　師：茶屋道拓哉先生

（九州看護福祉大学看護福祉学部社会福祉学科准教授）

グループワーク：熊本県歯科衛生士会の熊本地震

での支援活動を振りかえる

平成29年月5月28日(日) 10:00～13:00

・「歯周基本検査」

平成29年8月27日(日) 10:00～15:30

講  師：豊永久美（熊本県歯科衛生士会新人育成理事）

講  師:大林尚子（熊本県歯科衛生士会新人育成委員）

時　間

・「デブライドメント（SRP）」

内　　　　　容

平成29年月5月28日(日) 13:30～15:00 熊本県歯科医師会館

「益城町の活動、レベル2の標準アセスメントの取り方」

会員38名
学生2名

講　師：門井謙典先生（兵庫県医科大学）

「南阿蘇での活動と支援活動の歯科衛生士が気を

つけること、期待すること」

講　師：太田秀人先生（おおた歯科クリニック）



場　　所 出席者

場　　所 出席者

　

担　当 月　日 場　所 出務者数

（１）学術研究会の開催

熊本県医師会館

月　日 時　間

（３）日本歯科衛生学会ポスター発表

ア　県民公開講座

講　師：村上慶先生（医療法人慶歯科医院理事長 院長）

講　師：林田香名歯科衛生士

・「肺炎発症と口腔内状況の関連性についての検討」

「熊本地震における熊本県歯科衛生士会の歯科支援活動報告」

期　　日

（２）熊本県医療保健福祉連携学会

平成30年2月24日(土)

時　間

きゅりあん（品川区立総合区民会館）

藤原裕美歯科衛生士（永野歯科医院）

（１）研修会開催

１　地域歯科保健事業

「健康長寿はお口の健康から」

園田隆紹先生（共愛歯科医院副院長）

（１）地域におけるイベント事業

会　　場

日本歯科衛生学会 第12回学術大会

月　日

内　容事　業　名

「在宅医療における歯科衛生士の役割」

越川由紀（熊本県歯科衛生士会会長）

平成29年11月26日(日)

会員34名14:00～16:00平成30年2月3日(土)

会員32名
非会員11名

期　　日 平成29年9月18日(月・祝)

会員54名
非会員1名
学生22名

　　　第1回 平成29年12月23日　第2回 平成30年 1月14日　第3回 平成30年 2月10日

熊本県歯科医師会
３階研修室 「歯科衛生過程～考える歯科衛生士～」

講　師：淀川尚子　先生

（九州看護福祉大学看護福祉学部口腔保健学科准教授）

発表演題

10:00～12:00
熊本県

総合保健センター
3階大研修室

中村彩乃歯科衛生士（江南病院リハビリテーション科）

内　　　　　容

・「在宅医療介護連携推進モデル事業－歯科

・「熊本市支部の災害支援活動報告」

天野富子歯科衛生士（熊本市支部長）

・「地域を元気にする歯科衛生士会山鹿支部－熊本

・「病棟での嚥下内視鏡検査導入による多職種協働と歯科衛
生士の働きを模索してきた8年間の歩み」
大田恵子歯科衛生士（大阿蘇病院）

・「熊本地震における熊本県歯科衛生士会の歯科支援活
動報告」
越川由紀歯科衛生士（熊本県歯科衛生士会会長）

10:00～12:00平成30年2月11日(日)

（２）地域支援体制検討会

　　　第1回 平成29年12月 3日　第2回 平成30年 1月25日　第3回 平成30年 3月 3日  第4回 平成30年 3月 4日  

　　  第5回 平成30年 3月 7日　第6回 平成30年 3月 8日　第7回 平成30年 3月10日

（３）担当委員会打合せ

２　市町村歯科衛生士研修会（県委託事業）

　　　診療所部門委員会

　衛生士による口腔ケア推進事業の取り組み－」

地震における避難施設での歯科保健活動の取り組み」
木下晴美歯科衛生士　（山鹿支部長）

内　　　　　容

第11回熊本県医療･保健･福祉連携学会

「妊産婦に対する歯科保健指導」

会　　場

３　歯科衛生士の学術研究の振興に関する事業

今泉克美歯科衛生士（熊本県歯科衛生士会介護部門委員）

・「熊本地震被災地支援「熊本学びーば」での

　歯科衛生学生による活動報告」

泉花織、甲斐琴乃、水野純、福島絵美

(九州看護福祉大学　口腔保健学科　4年）

Ⅱ　歯科衛生の普及啓発及び広報に関する事業

17名
くまもと県民交
流会館パレア9
階第一会議室

平成29年12月23日(土)
平成29年度
第9回県民公開講座

熊本県
歯科衛生士会

来場者：　77名



イ　｢歯と口の健康週間｣事業 

担　当 月　日 場　所 出務者数

担　当 月　日 場　所 出務者数

担　当 月　日 場　所 出務者数

熊本県
歯科衛生士会

平成29年11月5日(日)

平成29年6月3日(土)

保健体験の歯普及啓発事業

歯科相談

5名

歯科検診･相談、フッ素塗布、口腔

上益城郡市支部 笑顔ヘルCキャンペーン 平成29年10月29日(日)
イオンモール
熊本

歯科相談・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導他

（２）母子歯科保健に関する普及啓発事業

天草郡市支部
「わわわの日」

子育てフェスティバル

事　業　名

平成29年12月10日(日)
天草市市民体
育館

2名

よい歯の広場

菊池郡市支部
第31回「歯とお口の健康
展」

内　容

山鹿支部
歯科指導山鹿市健康福

祉センター
無料歯科検診 平成29年6月3日(土)

対象者：地域住民200名

歯みがき指導、フッ化物塗布等

菊池郡市
歯科医師会館

平成29年6月4日(日)

対象者：地域住民320名

玉名市保健
センター

咀爵力測定ガムテスト・口腔機能

向上・健口体操・歯みがき等歯科

有明支部

ウエルパル
くまもと

平成29年6月4日(日)2017歯の祭典熊本市支部

対象者：地域住民458名

事　業　名

ウ　笑顔ヘルＣキャンペーン事業

 対象者：141名

第14回荒尾市健康福祉ま
つり

平成29年6月4日(日)
対象者：地域住民443名

12名

4名

3名

歯科検診・歯科相談・フッ化物塗布

阿蘇郡市支部 歯と口の健康週間事業 平成29年6月10日(土)
阿蘇グリーン
ヒル　阿蘇み
やま荘

口腔内の病気、口腔機能・ケア、

5名災害時の口腔ケアについて

対象者：80名

内細菌検査、ブラッシング指導等

対象者：196名

7名

荒尾総合文化
センター

水俣・芦北郡市
支部

はっぴー健口広場 平成29年5月3日(水)
水光社組合員
ホール

幼児・小学生への歯みがき指導・

4名

対象者：地域住民150名

宇城支部
歯とお口の健康週間イベ
ント

平成29年6月3日(土) 宇土シティ

ブラッシング指導、フッ化物洗口、

3名位相差顕微鏡

対象者：100名

人吉・球磨郡市
支部

歯と口の健康週間 平成29年6月4日(日) イオン錦店
無料歯科検診、フッ素塗布、口腔衛生

6名
指導　対象者：50名

フッ素塗布・大人の歯周病ﾁｪｯｸ

水俣・芦北郡市
支部

有明支部 子育て広場 平成29年11月9日(木)
和水町三加和
支所内（子育
て広場）

1名

親子はみがき教室
平成29年6月8日(木)
平成29年11月8日(水)

水俣市子ども
センター

乳幼児と保護者に向けて歯みがき

延2名の大切さ説明

対象者：延40人

事　業　名

乳幼児パパママ教室 平成29年10月24日(火)
ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ
熊本西部ｾﾝﾀｰ

「乳幼児の歯の健康について」
1名

熊本市支部

人形劇、歯みがき指導、口臭チェック

対象者：地域住民1001名

内　容

9名

熊本市営桜団
地集会場

乳幼児期のむし歯予防講話
1名

熊本市上通り
びぷれす広場

内　容

７名

笑顔ヘルCキャンペーン

対象者：子育てサークルの参加者18名

熊本市子ども文化会館
平成29年度歯科健康講座

平成29年5月16日(火)
熊本市子ども
文化会館2階

「親子の健康につながるむし歯予

7名防・歯磨き指導・質疑応答」

対象者：66名

健軍東子育てサークル乳
幼児ママパパ教室

平成29年6月12日(月)

マタニティ講座 平成29年4月23日(日) もやい館

赤ちゃんの口腔ケア相談、保護者

1名に対する歯みがき指導

対象者：4人

対象者：17名

対象者：14人

咀嚼機能を育てるための講話
対象者：乳幼児と保護者8組



担　当 月　日 場　所 出務者数

平成29年6月1日(木) 津奈木保育園

平成29年6月15日(木) 芦北町湯浦中学校

平成29年10月26日(木) 芦北町田浦中学校

平成29年10月3日(火)

平成29年11月20日(月)

平成29年10月5日(木)

平成29年12月9日(土)

平成29年11月1日(水) わかたけ保育園 2名

平成30年3月１日(水) 水俣幼稚園 1名

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成29年6月28日(水) 1名

平成29年12月23日(土) 1名

平成29年11月18日(土)

平成29年11月19日(日)

山鹿市支部

内　容

対象者：児童  延930名

熊本シティFM

口腔衛生指導、歯科相談

水俣市袋小学
校はみがき隊ジュニア養成

講座
延4名

延4名

（３）保育園・幼稚園・学校歯科保健に関する普及啓発事業

（４）成人歯科保健に関する事業

対象者：14名

平成29年7月6日(木)
西原村立山西
小学校

歯科保健指導

岡原もぞか保
育園

歯科衛生講話・ブラッシング指導

熊本市健軍商店
街ピアクレス

1名療での役割

対象者：学生17名

平成29年5月～
平成30年2月(63回)

・保育所
・小中学校
延べ　63校

延224名元気な歯の教室
講話・ブラッシング指導等
対象者：園児・学生延　7399名

平成29年6月(10回)
　　　 11月(5回)

熊本市内
小学校

事　業　名

講話、歯みがき指導
延110名

平成29年6月22日(木) 大江こども園
虫歯予防講話・歯みがき実践指導

1名
対象者：園児45名

熊本市支部

大江こども園
園児歯みがき指導

熊本市小学校
歯磨き巡回指導

平成29年5月～
平成30年2月(15回)

八王保育園等
ブラッシング指導・歯科保健指導

延39人
対象者：乳幼児園児・保護者延737人

よい体の教室

有明支部

平成29年6月8日(木)
玉名市立
梅林小学校

歯の健康についての講話
1名

　対象者：小学生62名

平成29年9月28日(木)
和水町立
三加和小学校

歯の健康についての講話
1名

対象者：小学生29名

小学校歯科保健指導

給食試食会における講話

1名
対象者：園児と保護者22人

歯みがきパトロール 平成30年2月17日(土)
免田･深田･上･須
恵の各小学校

歯科衛生講話・ブラッシング指導
2名

対象者：小学生と保護者666人

1名

菊池郡市
支部

阿蘇郡市支部 よい歯の教室

宇城支部
宇土市小中学校
歯科保健教室

人吉・球磨
郡市支部

5歳児親子むし歯予防教室 平成30年2月17日(土)

対象者：小学生4年生63名

平成29年6月～11月
(13回)

小学校延べ7校
中学校延べ6校

歯科講話、ブラッシング指導
延23名

対象者：生徒686名

出前講座 平成29年12月13日(水) 菊池農業高校

講話・歯科衛生士の業務と在宅医

津奈木町就学時健診 平成29年10月13日(金) 津奈木小学校

就学時健診にて、保護者へ向けての

1名歯科保健指導・フッ化物洗口体験

対象者：34名

はみがき指導 平成30年1月18日(木) 津奈木幼稚園 2名

小学6年生対象歯みがき教
室

平成29年6月21日(水) 津奈木小学校
歯みがき指導、歯肉炎予防説明

1名
対象者：小学6年生43名

対象者：45名
歯科支援プログラム 平成29年10月7日(土) 明光幼稚園

歯科保健講話・親子ではみがき指導
1名

水俣市立緑東
中学校

事業所歯科健診
平成29年10月～
平成29年12月

三菱電機・三菱
液・メルコ・ィ
スプレイ・テク
ノロジー等

保健指導等
対象者：職員延1759名

延14名

窒息

ドライマウス

対象者：地域住民64名

紙芝居、パネルシアターでむし歯

予防やフッ素について説明等

対象者：延107名

正しい歯みがき教室

中学校歯科保健指導 平成29年7月13日(木)
芦北町佐敷中
学校

1名

事　業　名

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

はみがき教室

内　容

習得した知識や技術を活かして学校で
活動をするはみがき隊ジュニアを育成
するプロジェクト
対象者：延50名

歯みがきの練習

芦北町中学1年生への講話とブラッ
シング指導　対象者：44名

延5名

紙芝居、歯磨きの練習

対象者：延30名

水俣・芦北郡市
支部

熊本県
歯科衛生士会



平成29年12月9日(土)

平成30年1月12日(金)

平成30年1月17日(水)

平成30年1月18日(木)

平成30年1月19日(金)

山鹿市支部 平成29年10月9日(月)
山鹿市カル
チャースポー
ツセンター

4名

宇城支部 平成30年3月20日(日)
宇城市保健セ
ンター

4名

平成30年3月28日(水) 熊本労災病院 2名

平成30年1月31日(水)
熊本総合病院
健康管理セン
ター

1名

平成29年5月18日(木)
芦北町きずな
の里

1名

平成29年8月27日(月)
芦北町きずな
の里

4名

平成29年9月21日(木)
芦北町きずな
の里

1名

平成29年10月9日(月) もやい館 7名

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成30年3月20日(日)
ホテル日航熊本5
階｢阿蘇の間」

2名

平成29年11月9日(木)

平成30年1月18日(木)

平成29年5月18日(木) 向山つくし庵 1名

平成29年12月10日(日)
出水南ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
ｾﾝﾀｰ

4名

対象者：30名

口腔ケアと誤嚥性肺炎の予防　口
腔ケア実習
対象者：施設職員･医療関係者26名

対象者：10名

延24名
対象者：延職員207名

地域高齢者サロン
介護予防講話

平成29年6月～平成30
年1月(延べ11ヶ所)

対象者：23名

八代郡市支部

事業名

保健指導等

口腔ケア指導　対象者：32名

熊本労災病院口腔ケア研
修

平成29年度
「水俣市健康まつり」

自分にあった健康づくりを進めて
もらえるよう支援する
対象者：200名

熊本県栄養士会水俣地域
事業部研修会

フッ化物洗口について

対象者：歯科コーナー105名

内　容

（５）高齢期の歯科保健に関する事業

健康フェスタIN山鹿

フッ化物洗口についての勉強会
対象者：14名

健口講座「出水南6町内ふ
れあい交流会」

講話・舌の体操・口腔機能向上ゲーム
対象者：地域高齢者32名

宇城市健康フェア―
歯科相談・フッ化物塗布・フッ化
物洗口体験
対象者：91名

介護予防歯科講話
対象者：地域高齢者19名

熊本市支部

延７人

熊本県
歯科衛生会

講話、舌の体操、ゲーム
対象者：35名

介護予防事業
大津町老人福
祉センター

講話
対象者：延42人

水俣・芦北
郡市支部

1日生まれの玉東町出身者52名

熊本総合病院摂食嚥下･
NST委員会公開講座

熊本県後期高齢者医療啓発イベ
ント｢いきいきライフフェア｣

「ヘルスチェック体験コーナー」
対象者：職員延104名

合資会社ﾅｶｶﾞﾜ
等

平成29年度熊本県難病相談・
支援センター医療講演会

第34回いきいき未来のつ
どい研修会

平成30年2月25日(日)
熊本市清水まち
づくりセンター

唾液腺マッサージ指導・舌体操指導等

平成29年度玉東町二十歳
の
歯科健康診査（歯っぴぃ 平成30年1月4日(木)

玉東町
中央公民館

歯科検診

対象者：平成9年4月2日～平成10年4月

熊本県体育協会メディカ
ルチェック事業

熊本市医師会
ヘルスケアセン
ター

歯科検診補助

対象者：延25名

平成29年8月10日(木)
熊本県総合保健セ
ンター管理棟3階

講演「歯と口腔内の健康について」

　　対象者：21名

あしきた健康まつり

フッ化物塗布、歯みがき指導、そ
咀爵力チェック
対象者：55名

口腔ケア講義および相互実習
対象者：病院看護師36名

口腔指導･ﾍﾟﾘｵｽｸﾘｰﾝによる口腔内
出血状況確認
対象者：延50人

口腔ケア実技指導等
2名

4名
熊本市中央区
新市街

平成29年7月29日(土)
城下町くまもとゆかた祭
りステージ発表

企業検診 平成30年1月24日(水)

延4名

3名

3名

対象者：職員55名

ペリオリスク検査他

熊本市支部

有明支部

玉名市民の食と健康に関しての啓発活動
たまな食育フェア 平成29年11月26日(日) 玉名市横島公民館 3名

1名

平成29年度介護者に対する
口腔ケア実技研修会

平成30年3月2日(金) 宇城市西城園

堀場製作所阿
蘇工場

延3名

「歯を大切に子ども劇場」むし歯予防
劇と音楽に合わせて歯磨き練習、むし
歯予防に関する配付物配付

熊本県
歯科衛生士会

延2名

協会けんぽスモールチェンジ
生活歯援プログラム

スマイルはたち）

平成29年度熊本県職員心
と体
の健康づくり研修会

熊本県庁



平成29年9月15日(金)
玉名市福祉セン
ター3階会議室

1名

平成29年12月20日(水)
荒尾市交流拠点あ
おば学童保育室

1名

平成29年10月10日(火)
山鹿市健康福祉セ
ンター

1名

平成30年2月21日(水) 元気倶楽部 1名

宇城支部
平成29年4月～
平成30年3月(12回)

宇土市保健セ
ンター

延12名

平成29年4月～

平成30年3月(28回)

平成29年6月～
平成29年7月(9回)

芦北町夢もや
い館等

延9名

平成29年5月31日(水) 水俣市保健所 2名

平成29年5月～12月
(33回)

20区公民館等 延34名

平成30年3月16日(金) おれんじ館 1名

平成29年10月17日(火)
大矢崎自治公
民館

3名

平成29年10月19日(木)
天草市五和町城
木場自治公民館

3名

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成29年11月10日(金)
地域交流館市
民塾ホール

1名

美里町みんなの家

松橋町　松幸

平成29年6月24日(日)
知的障害者施設
「つばき学園」

4名

平成29年10月14日(土) 熊本学園大学 3名

平成29年6月9日（金）

平成29年6月15日(木)

平成29年12月6日(水)

平成29年12月13日(水)

平成29年4月～
平成30年2月（9回）

西原村　山河
の館2階等

延9名

平成30年2月2日(金)
阿蘇福祉セン
ター

1名

上益城郡支部 平成29年8月20日(日)
丸山ハイラン
ドふれ愛館

4名

宇城支部 平成29年12月19日(火)
宇城市不知火
支所2階

1名

平成29年7月22日(日)

平成29年8月26日(日)

平成29年11月4日(日)

平成29年5月27日(土)
平成30年2月10日(土)

白梅の杜 延6名

平成29年5月～
平成30年3月（8回）

水俣市社会福祉協
議会　会議室等

延8名

平成29年4月～
平成30年1月（10回）

水俣社会福祉協議
会多目的ルーム

延10名

山鹿市支部

高齢者の口腔ケア普及事
業

講話
対象者：14名

菊池支援学校

大津支援学校

元気な歯の教室

歯科健康教室（講話・ブラッシン
グ指導）対象者：延102名

延8名

歯科健康教室（講話・ブラッシン
グ指導）対象者：延83名

延7名

菊池郡市支部

通いの場現地支援

水俣市老人会連合健康講
座

講話・健康体操等
対象者：57名

天草郡市支部

水俣・芦北
郡市支部

認知症カフェ
講話：口腔体操
対象者：5名

阿蘇郡市支部

西原村自立支援型地域ケア会議
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

阿蘇地域ケア会議
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

宇城市地域ケア会議

平成29年度地域ケア会議
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

2017第14回スペシャルオ
リンピックス日本・熊本
における歯科検診事業

スペシャルオリンピックスのアス
リートにおける歯科衛生士業務
対象者：27名

熊本市支部

障害者施設歯科健診保健
指導

歯科健診補助・保健指導
対象者：60名

事業名

スペシャルオリンピック
ス日本・熊本

口腔衛生・歯みがき指導
対象者：アスリート37名

元気倶楽部

後期高齢者受給者証
交付時教育

介護予防（講話他）

対象者：60歳以上271名
延52名

内容：講話、口腔機能向上
対象者：60歳以上　127　名

口腔ケア教室（難病の
会）

講話、勉強会
対象者：13名

高齢受給者証交付時の講話
対象者：242名

施設入所者の口腔ケア
対象者：入所者延29名

町かど健康塾
（介護予防事業）

久木野集会場
等

白梅の杜口腔ケア
ボランティア

平成29年度地域ケア会議「気
づきのネタ情報提供会議」

水俣・芦北
郡市支部

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

口腔講話・歯みがき指導・健口体操
対象者　8名

白梅荘口腔ケア
ボランティア

白梅荘
施設入所者の口腔ケア
対象者：入所者延55名

延12名

口腔講話や健口体操等
対象者：延314名

口腔ケア教室

内　容

講話・口腔機能向・維持に関すること
対象者：65名

宇城圏域要介護に対する
口腔ケア実技研修

平成30年3月15日(木)

熊本県
歯科衛生士会

（６）障がい児(者)・要介護者の歯科保健に関する事業

有明支部

口腔衛生・歯みがき指導
対象者：延47名

延4名

熊本市高齢者支援センターささ
えりあ清水.高平（北3地域包括
支援センター）地域ケア会議

地域ケア会議　対象者：地域ケア
会議参加者

講話・かみかみ百歳体操等
対象者：25名

講話・かみかみ百歳体操等
対象者：20名

地域リビング

平成29年度シルバーヘル
パー養成講習会



担　当 月　日 場　所 出務者数

水俣・芦北
郡市支部

平成29年5月11日(木) 伏木氏公民館 2名

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成30年1月26日(金)

熊本市南区南
田尻仮設住宅
「みんなの
家」

2名

平成30年2月7日(水)
益城町馬水仮
設

2名

平成30年2月9日(金)
平原仮設住宅集会
所「みんなの家」

2名

平成30年2月16日(金)
秋津仮設住宅集会
所「みんなの家」

2名

平成30年2月21日(水)
益城町広崎仮
設

2名

平成30年2月22日(木)
益城町安永仮
設

2名

山鹿市支部 平成29年11月23日(木) 甲佐町仮設施設 4名

平成29年4月19日(水)
大津町南出口仮
設団地集会所

2名

平成29年5月16日(火)

平成29年6月20日(火)

平成29年7月18日(火)

平成29年9月19日(火)

平成29年11月21日(火)

平成29年12月19日(火)

平成30年1月16日(火)

平成30年2月20日(火)

平成30年3月20日(火)

平成29年10月17日(火)
大津町仮設団地み
んなの家

2名

阿蘇郡市支部 平成29年8月31日(木)
西原村仮設住
宅集会所D棟

2名

平成29年8月18日(金) 豊野公民館 2名

平成29年9月1日(金)
宇城市小川町
井尻仮設住宅
みんなの家

2名

平成29年11月9日(金)
宇城市小川町
南井出村
仮設住宅

2名

平成30年1月9日(火)
当尾応急仮設
住宅みんなの
家

3名

平成29年8月24日(木)
氷川町竜翔セ
ンター

2名

平成29年8月30日(水)
嘉島町老人憩
いの場

2名

平成29年11月11日(土)
氷川町農産加工
研修センター

2名

平成29年12月22日(金)
氷川町竜翔セ
ンター

1名

平成29年12月29日(金)
氷川町竜翔セン
ター
仮設住宅

1名

大津町南出口仮設
団地みんなの家

講話：誤嚥性肺炎について
健口体操、唾液腺マッサージ、パ
タカラ、腹式呼吸、座談会等
対象者：延171名

延18名

口腔機能向上のための健口体操等
対象者：6名

講話：お口の病気と機能、唾液腺
マッサージ、質問座談会等
対象者：10名

仮設住宅へのお節料理配布時にパン
フレット・口腔ケア用品の配布と同
時に啓発活動　対象者：48名

熊本市支部

宇城支部

八代郡市支部

（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14名

講話：健康長寿のためにお口の清
掃法、唾液腺マッサージ
対象者：4名

講話：健康長寿のために
お口の清掃法
唾液腺マッサージ　対象者：10名

講話：お口の病気と機能質問等座
談会　対象者：6名

口腔ケアについて、口腔機能向上
対象者：12名

講話：お口の病気と機能、口腔体
操、質問座談会等　対象者：8名

口腔体操、発音トレーニング、個
別相談　　　対象者：7名

口腔ケアについて、口腔機能向
上、座談会　対象者：11名

健口体操、唾液腺マッサージ
茶話会等　対象者：29名

講話：健康寿命と8020運動
口腔機能向上のための健口体操
対象者：6名

平成29年熊本地震：仮設
住宅およびみなし仮設住
宅における歯科保健活動

講話：複式呼吸、口腔乾燥等
対象者：16名

口腔体操、発音トレーニング等
対象者：8名

仮設住宅における歯科保健活動
対象者：8名

仮設住宅・みなし仮設住宅の方と餅
つき豚汁つくり
講話：口腔体操等　対象者：63名

講話：健康寿命と8020運動
口腔機能向上のための健口体操
唾液腺マッサージ等　対象者：8名

「にわか」を媒体にした歯科保健
指導　対象者：30名

事業名 内　容

（７）高齢者の口腔ケア推進事業

口腔ケアモデル事業

事業名 内　容

菊池郡市支部

講話：健康なお口を保って安全に
食事をしていくために、唾液腺
マッサージ　対象者：7名



出席者数

4名

1名

3名

3名

1名

1名

2名

出席者数

1名

6名

1名

1名

2名

1名

1名

1名

1名

1名

6名

出席者

2名

2名

3名

3名

1名

1名

2名

1名

1名

1名

1名

1名

平成29年6月23日(金)

平成29年 8月24日(木)
ウェルパル熊本1階大会議室

平成29年11月18日(土)

Vol.20　　平成30年・ 3月発行　発行部数　1,000部

平成29年度熊本県在宅医療連携体制検討
協議会

平成29年度歯と口の健康週間
2017歯の祭典に関すること

熊本県歯科医師会館3階市会議室

熊本市歯科推進協議会

平成29年度地域ケア会議司会者
（ファシリテーター）育成研修会

平成29年8月25日(金)
メルパルク熊本3階
「根子岳」

平成29年度自立支援型ケアマネジメント
に向けた地域ケア会議

平成30年2月26日(月) 熊本県医師会館2階大ホール

熊本県歯科医師会館２階図書室

笑顔ヘルCキャンペーンに関すること

ステーションコンファレンス東京　503

平成29年 8月22日(火) 熊本県総合保健センター　管理棟3階　会議室

平成29年度災害支援歯科衛生士フォーラム

２．　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4回)

平成30年3月12日(月)

大分県由布院倶楽部会議室
ブロックリーダー研修会 平成29年11月19日(日)

平成29年度都道府県歯科衛生士会会長会

平成30年 1月19日(金)

（２） 熊本県・熊本市に関するもの

内　　　容 場　　　所

熊本県歯科医師会館

平成29年度熊本県歯科医師会
各郡市地域保健担当者会

Vol.17　　平成29年・ 6月発行　発行部数　1,000部

Vol.18　　平成29年・ 10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

月　　日

歯と口の健康週間実行委員会

　　①発行月

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

３．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

平成29年度歯科衛生士推進フォーラム

場　　　所

平成29年度九州ブロック連絡協議会・懇親会

月　　日

平成29年8月18日(金)

平成29年12月10日(日)

熊本県歯科医師会館

平成30年2月10日(土)

平成30年2月11日(日)

熊本県庁会議室

ホテル熊本テルサ

歯の祭典

生活歯援プログラム検討会

平成29年10月23日(月)

熊本市歯科保健推進協議会

内　　　容

平成29年5月11日(木)

熊本県歯科医師会館

一般社団法人熊本県歯科医師会創立110周
年熊本県歯科医師連盟創立65周年熊本県
歯科医師国民健康保険組合創立60周年熊
本歯科衛生士専門学院創立65周年記念式
典祝賀会

平成29年5月20日(土)

平成30年2月16日(金)

平成29年度熊本県健康づくり県民会議 平成29年11月22日(水) ホテル熊本テルサ

平成29年度各郡市学校歯科担当者会議 平成29年4月12日(水)

平成29年6月 4日(日)

（３）熊本県歯科医師会に関するもの

平成29年11月9日(木)

平成29年10月11日(水)

熊本県歯科医師会館　2階第2会議室

在宅医療及び医療・介護連携に関する
関係団体との意見交換

平成29年9月2日(土) 熊本県歯科医師会館

平成29年度熊本市8020健康つくりの会総
会・講演

平成29年 6月2日(金)

　　②配布先

ウェルパルくまもと

平成29年12月19日(火)

平成29年8月29日(火)

熊本県歯科医師会館

平成29年11月22日(水)

平成29年4月6日(木)

内　　　容 場　　　所月　　日

Vol.19　　平成30年・ 1月発行　発行部数　1,000部

都道府県歯科衛生士会・関係団体・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

アルカディア市ヶ谷6階阿蘇の間

平成29年度定時代議員会 ステーションコンファレンス東京602

平成29年度全国病院歯科衛生士連絡協議会 品川きゅりあん平成29年9月16日(土)

ステーションコンファレンス東京　501

平成29年6月18日(日)



出席者数

1名

1名

1名

3名

出席者数

1名

1名

出席者数

1名

1名

1名

1名

1名

1名

出席者数

２名

1名

1名

1名

1名

1名

2名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

２名

2名

2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

1名

1名

2名宇城地域在宅医 療連携体制検討会議

御船町保健センター2階会議室

平成29年度上益城地域歯科保健推進連絡会幹事会 御船保健所会議室

平成29年9月12日(火)

月　　日

平成30年2月13日(火)

内　　容

熊本歯科技術専門学校第39期生戴帽式

平成30年2月24日(土)

熊本県医療・保健・福祉団体協議会

上益城在宅医療連携体制検討地域会議
平成29年9月11日(月)

第11回熊本県医療・保健・福祉連携学会開会式

ジョイフル免田店

あさぎり庁保健サンター

水俣保健所2階会議室

平成29年10月5日(木)

内　　容

熊本県歯科医師会館

（５） 熊本市保健医療専門団体連合会に関するもの

月　　日

（４）熊本県医療・保健・福祉団体協議会に関するもの

内　　　容

平成30年1月27日(土)

玉名地域振興局4階大会議室

平成30年3月10日(土)

場　　　所

平成30年1月15日(月)

月　　日

平成29年5月17日(水) 九州看護福祉大学

熊本市地域リハビリテーション協議会
委員総会

熊本歯科衛生士専門学院第52回卒業式

第11回熊本県医療・保健・福祉連携学会

九州看護福祉大学学位授与式修了式

平成30年3月10日(土)

九州看護福祉大学体育館

熊本県医師会3階研修室1

熊本歯科衛生士専門学院戴帽式

菊池郡市医師会立病院2階

鹿本地域保健医療推進会議
平成30年2月14日(水)

平成29年11月22日(水)

鹿本保健福祉センター

有明地域在宅医療連携体制検討地域会議 玉名地域振興局4階大会議室

鹿本圏域在宅医療･介護連携体制検討会議
実務部会

平成29年9月6日(水)

平成29年8月25日(金)

平成29年11月27日(月)

鹿本総合庁舎

山鹿市役所平成29年12月21日(木)

鹿本医師会館

平成29年11月28日(火)
宇城地域振興局3階大会議室

平成29年9月1日(金)

球磨圏域在宅医療連携体制検討地域会議

平成29年8月2日(水) 鹿本保健所

平成29年11月20日(月)

菊池地域在宅医療連携体制検討会議

球磨地域振興局

平成29年12月4日(月)
上益城郡医師会館

平成29年9月14日(金)

平成29年11月24日(金)

平成29年8月16日(水)

鹿本圏域在宅医療･介護連携体制検討会議

菊池保健所　第2会議室

菊池保健所　第1会議室

場　　所

有明保健所2階会議室

菊池地域歯科保健連絡協議会 平成30年3月14日(水) 菊池市泗水公民館（有明の館）第1研修室

場　　所

（７） 歯科保健連絡協議会に関するもの

平成29年度上益城郡地域歯科保健推進連
絡会

平成30年2月16日(金)

月　　日

（８）地域在宅医療連携体制検討会議に関するもの

平成30年2月27日(火)

平成29年8月29日(水)

平成29年8月29日(水)

平成29年11月14日(火)

山鹿歯科保健事業担当者会議

水俣・芦北地域歯科保健連絡会 水俣保健所2階会議室

平成29年7月31日(月)

山鹿市役所健康福祉センター

平成29年12月20日(水)

平成29年10月17日(火)

水俣・芦北地域歯科保健連絡会幹事会

平成29年8月24日(木) 人吉保健所

有明地域歯科保健推進連絡会幹事会 平成29年11月13日(月)

有明地域歯科保健推進連絡会 平成30年1月31日(水)

人吉･球磨地域歯科保健推進連絡会

平成29年10月2日(月)

菊池地域歯科保健連絡協議会幹事会

菊池地域保健連絡協議会幹事会

人吉･球磨地域歯科保健推進連絡会幹事会

平成29年10月18日(水)

場　　　所

医専連理事会

平成29年4月8日(土)

月　　日

熊本市医師会館　２階研修室

内　　　容

平成29年7月10日(月)

熊本県医師会館

平成29年7月4日(火)

平成29年9月8日～
平成30年1月（全4回）

テルウエル熊本ビル1階会議室

延4名

内　　　容

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

場　　　所

熊本歯科衛生士専門学院

熊本市医師会館

熊本県医療・保健・福祉団体協議会臨時理事会 平成30年1月23日(火) 熊本県歯科医師会館

熊本県歯科医師会館

熊本歯科技術専門学校

平成30年2月24日(土)

熊本県医療･保健･福祉連携学会企画委員
会

九州看護福祉大学創立20周年記念式典祝賀会

熊本県医師会館


