
　　　副 会 長　　　中山　節子　　　　　　　　　　理　　事　　　冨永 万里子(広報部門)

公益社団法人の概況

平成　３年　３月２５日 社団法人化

      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　　　金子　優子 (リーダー育成)　　 監　　事　　　逢坂　佐惠子

      副 会 長　　　坂本　由美　　　　　　　　　　理　　事　　　中村　昌代(診療所部門)

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

　　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

      理　　事　　　山本　温子(新人育成)

      会　　長　　　越川　由紀　　　　　　　　　　理　　事　　　伊形　治美(地域歯科保健)

６　役員等に関する状況

      副 会 長　　　古川　由美子　　　　　　　　　理　　事　　　松本　りか(学校歯科保健)

(平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日)
平成３０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３１年３月３１日現在　　５３６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

普及啓発に寄与し、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

２　定款に定める目的

リーダー育成

病院歯科部門

新人育成

診療所部門

地域歯科保健

学校歯科保健

会計・地域担当部門

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

　ア　高齢者に対する口腔ケア・訪問歯科診療についての研修会

場　　所 出席者

　イ　施設等で従事する歯科衛生士のスキルアップのための研修会

場　　所 出席者

・施設における介護保険と医療保険加算

講 師：熊本県歯科医師会社会保険担当委員長 桐野美孝氏

・施設における歯科衛生士による認知症の食支援

・施設における歯科衛生士による認知症の食支援

　ウ　介護予防における口腔機能向上についての研修会

場　　所 出席者

・介護保険と施設について

受講者41名

講 師：熊本県介護福祉士会会長　 石本淳也氏

・施設における介護保険と医療保険加算

講 師：熊本県歯科医師会社会保険担当委員長 桐野美孝氏

講 師：大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座
　　　 顎口腔機能治療学教室准教授 　野原幹司氏

・口腔ケア講義/口腔アセスメント・記録

講 師：江南病院歯科衛生士　中村加代子氏

平成31年2月3日(日) 9:30～15:30

時　間 内　　　　　容

平成30年10月14日(日) 10:00～15:30

・地域包括ケアと介護保険

受講者45名

・地域包括ケアと介護保険

講 師：ささえりあ帯山センター長　　那須久史氏

平成30年11月18日(日) 10:00～15:30 受講者19名

・口腔アセスメント・記録

講 師：江南病院 歯科衛生士　中村加代子氏

平成30年11月4日(日) 9:30～15:30 熊本県歯科医師会館

・介護保険と施設について

月　日

玉名市民会館

内　　　　　容

平成31年1月20日(日) 9：30～12：30
小川総合文化センター

ラポート

・介護予防と地域包括ケアについて

・介護予防と口腔機能
  ～寝たきり防止のために歯科ができること～

講 師：原土井病院 歯科部長
摂食-栄養支援部長 岩佐康行氏

・高齢者への支援活動紹介
　～これまで使用した手作り媒体を通して～

講 師：水俣・芦北郡市支部副支部長 山田郁子氏

時　間月　日

①平成30年度　歯科衛生士による高齢者の自立支援事業に関する研修会　(補助金事業)

受講者41名

熊本県歯科医師会館

・口腔ケア講義/口腔アセスメント・記録

月　日 内　　　　　容

・訪問歯科診療の実際

講 師：共愛歯科医院副院長 　園田隆昭氏

・検査データーの見方

講 師：済生会熊本病院臨床検査技師主任　泉田恵美氏

本渡南地区
コミュニティセンター

講 師：熊本機能病院訪問歯科連携センター

歯科衛生士　古川由美子氏

「学んで実践！歯科衛生過程」

［公益目的事業］

１　歯科保健医療福祉に関する研修会

時　間

(２)介護に関する研修会

講 師：ささえりあ帯山センター長　那須久史氏

・訪問歯科診療の実際

講 師：共愛歯科医院副院長 　園田隆昭氏

・検査データーの見方

講 師：済生会熊本病院臨床検査技師主任　泉田恵美氏

・口腔アセスメント・記録

講 師：伊東歯科口腔病院　歯科衛生士 　中村昌代氏

九州看護福祉大学　看護福祉学部　口腔保健学科　　
会員19名
非会員8名

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

准教授　淀川尚子氏

熊本県歯科医師会館 10:00～12:00

講 師：熊本県認知症対策・地域ケア推進課
       課長補佐　松尾亮爾氏

受講者50名

平成30年月7月15日(日)

講 師：熊本県介護福祉士会会長　 石本淳也氏

講 師：大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座
　　　 顎口腔機能治療学教室准教授 　野原幹司氏

月　日 時　間 内　　　　　容



　エ　地域ケア会議における助言者としての人材育成のための研修会

場　　所 出席者

大分県玖珠郡
九重町役場

6名

場　　所 出席者

②平成３０年度認定歯科衛生士セミナー

月　日 時　間 内　　　　　容

平成30年7月21日(土) 9:25～17:30

・高齢者の特性と健康状態の把握
講　師：鶴見大学歯学部名誉教授　森戸光彦氏
・高齢者の咬合と咀嚼
講　師：新潟大学歯学部教授　小野高裕氏

受講者
57名

熊本県歯科医師会館

平成30年7月22日(日) 9:25～16:30

・発音(構音)と諸器官・組織、唾液分泌口腔機能低下症の
講義と演習
講　師：鶴見大学歯学部名誉教授　森戸光彦氏
講　師：新潟大学歯学部教授　小野高裕氏

平成30年10月27日(土) 9:25～17:30

・全身状態の把握と対応(講義と演習)
講　師：鶴見大学歯学部名誉教授　森戸光彦氏
・医療と介護の連携　多職種連,在宅医療,終末期
講　師：九州歯科大学老年障害者歯科学分野教授
　　　　　柿木保明氏
・わが国を取り巻く状況と地域包括ケアシシステムについ
て　　～歯科衛生士に求められる役割～
講　師：厚生労働省医政局歯科保健課　堀　義明氏 受講者

56名

平成30年10月28日(日) 9:25～16:30

・確認テスト
・症例に診る摂食嚥下障害への対応
講　師：福岡県歯科衛生士会会長高野ひろみ氏
・在宅療養者への歯科衛生士としての介入　グループワー
ク(作業→発表→ディスカッション)
講　師：鶴見大学歯学部名誉教授　森戸光彦氏
講　師：九州歯科大学老年障害者歯科学分野教授
　　　　　柿木保明氏

　　　第5回 平成30年 5月24日　第6回 平成30年 7月11日　第7回 平成30年 8月 1日　第8回 平成30年12月 5日

　　担当委員会打合せ

時　間 内　　　　　容

九重町地域ケア会議視察研修

・地域ケア会議の資料見方・自立支援の視点

・地域ケア会議の見学/意見交換

受講者28名

山鹿健康福祉センター

八代市厚生会館 受講者18名

講 師：地域ケア会議助言者
　　　 熊本県歯科衛生士会　今泉克美氏

・地域ケア会議の推進について

　　　第1回 平成30年6月28日　第2回 平成30年7月17日

平成30年12月9日(日)

③水俣・芦北郡市支部研修会

・山鹿市の地域ケア会議の実践　～専門職に期待すること～

講 師：山鹿市地域包括支援センター主任介護支援専門員
　　　 木下晴美氏

・地域ケア会議の推進について

平成30年 8月23日(木) 13:30～17：00

　　　第1回 平成30年 4月17日　第2回 平成30年 5月 1日　第3回 平成30年 5月 7日　第4回 平成30年 5月15日

・事例を用いた演習・個人ワーク・グループワーク・発表

講 師：大分県歯科衛生士会会長 有松ひとみ氏

講 師：地域ケア会議助言者熊本県歯科衛生士会
　　　 今泉克美氏

　　担当委員会打合せ

平成30年12月6日(木) 9:30～16:00

講 師：熊本県認知症対策・地域ケア推進課
       課長補佐　松尾亮爾氏

受講者15名

講 師：熊本県認知症対策・地域ケア推進課
　　　 課長補佐　松尾亮爾氏

受講者24名
・事例を用いた演習・個人ワーク・グループワーク・発表

講 師：大分県歯科衛生士会会長 有松ひとみ氏

月　日

・地域ケア会議の見学/意見交換

平成30年10月17日(水) 9:30～16:00

 68名

八代ハーモニーホール

鹿本市民センター
ひだまり

「介護の現場で活かせる認知症の食支援対応について」

9:30～15:30

・地域ケア会議において助言者となるための
　具体的な手法について

・八代市の地域ケア会議の実践　～専門職に期待すること～

平成30年10月21日(日) 9:30～15:30

・地域ケア会議において助言者となるための具体的な手法
について

講　師：共愛歯科医院副院長 　園田隆昭氏
19:00～20:30平成30年10月10日(水) 白梅の杜

講 師：八代市健康福祉部長寿支援課地域支援係
　　　 江川恵美氏

・地域ケア会議の資料見方・自立支援の視点



場　　所 出席者

場　　所 出席者

会員29名

非会員1名

平成31年月3月10日(日)
熊本県総合保健

センター
53名

場　　所 出席者

　ア　チーフ育成研修会

　イ　災害支援に関する研修会

「歯科衛生士が行う災害支援－

　　　　　　　　　　活動支援マニュアルの使い方」　

講　師：福岡県歯科衛生士会　専務理事　久保山裕子氏

平成30年月8月5日(日)

10:00～15:30

内　　　　　容

10:00～13:00

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成委員　豊永久美氏

平成30年7月29日(日) 10:00～15:30

平成30年度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
報告者：歯科衛生士　柴原聖子氏

11:20～12:30

・「スケーリング・ルートプレーニング」

会員15名

熊本県総合保健
センター

時　間

会員12名

・「歯科衛生士概論」

10:00～15:30平成30年11月11日(日)

頭頸部外科部(歯科)歯科衛生士　長縄弥生氏

・化学療法におけるリスク管理

講　師：がん感染症センター都立駒込病院　
看護部歯科口腔外科　歯科衛生士　池上由美子氏

・歯科衛生士から視るがん治療中の栄養サポート
講　師：社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院

リハビリテーション部　歯科衛生士　高柳久与氏

・口腔粘膜炎マネジメント

・化学療法の基礎・疼痛への理解
講　師：国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院

がん看護専門看護師　佐伯香織氏

・事例検討　食道がん患者の特徴と対策

会員12名

10:00～15:00平成30年9月9日(日)

講　師：東和ハイシステム株式会社　中山愛氏

講  師：㈱松風 歯科衛生士　末﨑悦子氏

講　師：地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター　

講　師：静岡県立静岡がんセンター　
歯科口腔外科歯科衛生士　安藤千賀子氏

・事例検討　私が乳がん患者から学んだがん支持療法

講　師：独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター　

歯科口腔外科　歯科衛生士　江戸美奈子氏

・論理的思考の必要性～SOAP理解できていますか？～

(３)経験者別研修会

歯科衛生士のためのがん口腔支持療法セミナー　

熊本県歯科医師会館9:30～16:40平成30年12月16日(日)

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成委員　緒方有希氏

会員14名

講  師：熊本県歯科衛生士会前会長　福本厚子氏

講  師：熊本県歯科衛生士会介護部門理事　片山まゆみ氏

会員13名10:00～15:30平成30年12月16日(日)

講　師：熊本県歯科衛生士会診療所部門委員　嶋崎惠子氏

講　師：熊本県歯科衛生士会常務理事　古嶋暁子氏

内　　　　　容

・「歯科診療補助・アシスタントワーク」

・「小児歯科」

講　師：熊本県歯科衛生士会新人育成委員　荒井夏実氏

・オリエンテーション

熊本県総合保健
センター

・「歯科治療と全身疾患　医療面接」

・「歯科保健指導について」

・「ケリエスリスクマネジメント」　

・「歯周基本検査」

　歯科衛生士　大西淑美氏

～がん化学療法を理解する～

②新人育成研修会(全６回コース)

月　日

平成30年10月14日(日)

会員59名
非会員15名

月　日

平成30年8月19日(日)

・「医療感染管理」

・「診療保険点数報酬」

講  師：㈱松風 歯科衛生士　末﨑悦子氏

講  師：山本温子(熊本県歯科衛生士会新人育成理事)

10:00～15:30

・「災害支援活動報告」

講  師：ライオン歯科材株式会社　大林尚子氏

・「カリエスリスクマネジメント」

講  師：松永歯科医院　歯科衛生士　金城優氏

講  師：長野歯科医院院長　長野靖弘氏

・「セルフケアアイテム」の進め方

・「ストレスマネジメント」

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成理事　山本温子氏

・「口腔内写真撮影の仕方について(実習)」

講  師：ライオン歯科材株式会社　大林尚子氏

月　日 内　　　　　容

①リーダー育成研修会

講　師：松永歯科医院　歯科衛生士　金城優氏

・「超音波スケーラーの使い方」

会員13名

講　師：愛知県がんセンター中央病院　

時　間

・「インプラント治療」　

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成委員　豊永久美氏

・「口腔ケア」

時　間



場　　所 出席者

場　　所 出席者

　

担　当 月　日 場　所 出務者数

・報告「熊本県の歯科保健の現状」

講　師：熊本県健康づくり推進課参事 緒方恵理氏

平成31年1月27日(日) 10:00～12:30 熊本県歯科医師会

テーマ「ICTを活用した地域包括ケアの展望」

講　師：日本矯正歯科学会認定医
　　　　口元ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ
　　　　添島絵美先生
講　師：熊本市いきいき健康大使
　　　　松本沙也加氏

・あなたに合った歯みがきレッスン

4名桜の馬場城彩苑
熊本県

歯科衛生士会

来場者：　94名

平成30年11月11日(日)

受講者53名

会員13名10:00～15:30平成30年12月16日(日)

発表演題

10:00～12:00 熊本県総合保健
センター

専門的スキル理事　柴原聖子氏

内　　　　　容

熊本県総合保健
センター

(２)地域支援体制検討会

　　　第1回 平成30年12月21日　第2回 平成31年 2月27日　第3回 平成31年 3月13日 

講　師：歯科衛生士　江頭陽子氏

・メディカルアロマで香るハーバリウ
ム作成体験

　　　第1回 平成30年12月21日　第2回 平成30年12月18日　第3回 平成31年 1月15日

・乳幼児の口腔の健康支援～支援に必要な最新情報～」

伊東歯科口腔病院　歯科衛生士　高瀬佳菜子氏

医療法人社団　大徳会　大阿蘇病院　歯科衛生士　大田恵子氏

第12回熊本県医療･保健･福祉連携学会

自己成長感とストレスコーピングスキルへの影響」

・「介護療養型医療施設に勤務する歯科衛生士の

熊本市男女共同参画
センターはあもにい

　　　第4回 平成31年 2月 8日　第5回 平成31年 3月 2日

10:00～12:00平成31年3月3日(日)

２　市町村歯科衛生士研修会(県委託事業)

内　　　　　容

講　師：昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
　　　　客員教授　井上美津子氏

江南病院　歯科衛生士　中村加代子氏

「今日からできる！口元ビュ
ティー！」～プロから学ぶ笑顔の魅力
アップ術～

時　間

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成理事　山本温子氏

・「キャリアマネジメント」

ア　県民公開講座

(１)地域におけるイベント事業

講　師：管理栄養士・保育士・熊本地域糖尿病療養指導士
熊本県栄養士会　会員　松下みゆき氏

・「熊本地震における歯科衛生士の災害支援活動に関

(１)学術研究会の開催

熊本県医師会館

月　日

会員32名
非会員1名
学生24名

・ビューティートーク

事　業　名

平成30年12月2日(日)

会　　場

３　歯科衛生士の学術研究の振興に関する事業

・「歯科衛生学生による熊本地震被災地支援3年目の活動報告」

九州看護福祉大学　口腔保健学科　4年
中村圭汰氏　江口彩夏氏　竹内玲奈氏

・「楽しく食べる子どもを増やそう！～乳幼児期・学童期
の食育と栄養について～」

多職種協働への工夫」

Ⅱ　歯科衛生の普及啓発及び広報に関する事業

・「今、子供たちの咬み合わせが危ない！」

・「喪失体験による意味の付与がもたらす歯科衛生士の

九州看護福祉大　助教　緒方有希氏

するアンケート調査の報告」

期　　日

(２)熊本県医療保健福祉連携学会

平成31年2月24日(日)

時　間

受講者67名

(３)担当委員会打合せ　

平成30年度
第10回県民公開講座

月　日

内　容

(１)研修会開催

１　地域歯科保健事業



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

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成30年5月28日(月)

平成30年10月29日(月)

平成30年6月8日(金)

平成30年11月8日(木)

歯とお口の健康週間イベ
ント

平成30年6月2日(土) 宇土シティーモール

対象者：地域住民1,114名

内　容

6名

対象者：地域住民900名

歯と口の健康週間事業 平成30年6月9日(土) 乙姫荘ひのおか純心館

歯と口の健康週間 平成30年5月27日(日) サンロード錦店
無料歯科検診、フッ素塗布、口腔衛生

5名
指導　対象者：地域住民45名

平成30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・

8名

宇城支部

ブラッシング指導、フッ化物洗口、

はっぴー健口広場

山鹿市支部 歯と口の健康集団指導 平成30年6月9日(土)
鹿本市民センター「ひ
だまり」

フッ化物塗布・ブラッシング指導等
5名

対象者：地域住民114名

11名

阿蘇郡市支部

対象者：地域住民295名

熊本市体育館、青年会
館

位相差顕微鏡による口腔内細菌観察、
PHテスト、TBI,健康相談、在宅コー
ナーでの口腔衛生指導 6名

事　業　名

乳幼児パパママ教室

水俣・芦北郡市
支部

熊本市支部

4名
熊本市上通り
びぷれす広場

内　容

1名

「歯の大切さや重要性」講話

人形劇、歯みがき指導、口臭チェック
笑顔ヘルCキャンペーン

マタニティ講座 もやい館
妊婦さんに対する口腔ケア

熊本市子ども文化会館
平成30年度歯科健康講座

平成30年5月15日(火)

フッ素塗布・大人の歯周病ﾁｪｯｸ

対象者：地域住民150名

親子はみがき教室

延2名

平成30年6月25日(月)
砂取校区地域
コミュニティセンター

平成30年12月9日(日)
天草市民センター体育
館

2名

対象者：子育てサークルの参加者18名

3名位相差顕微鏡

対象者：地域住民85名

物塗布･口腔衛生指導説明

ウ　笑顔ヘルＣキャンペーン事業

天草郡市支部 天草市健康フェスタ 平成30年6月16日(土) 天草市市民ｾﾝﾀｰ

歯科検診補助･ブラッシング指導
フッ化物

エ　熊本市民健康フェスティバル

事　業　名 内　容

熊本県
歯科衛生士会

熊本市民健康フェスティ
バル

平成30年10月21日(日)

熊本市子ども文化会館

｢むし歯菌を理解しよう｣講話

事　業　名

上益城郡支部 笑顔ヘルCキャンペーン

八代郡市支部 歯と口の健康週間事業 平成30年6月9日(土)
八代ハーモニーホー
ル・八代歯科医師会口
腔保健センター

ブラッシング指導、フッ化物洗口、

2名口臭測定等

対象者：地域住民1200名

6名歯磨き指導質疑応答

対象者：乳幼児と保護者56名

対象者：地域住民400名

人吉・球磨郡市
支部

水俣・芦北郡市
支部

摂食嚥下・訓練について

5名口腔機能・ケアについて等

対象者：地域住民43名

2018歯の祭典

対象者：地域住民209名

熊本市支部

有明支部
歯みがき指導、フッ化物塗布等

菊池郡市支部
第32回「歯とお口の健康
展」

内　容

5名

よい歯の広場

お口の機能向上コーナー

お口の衛生コーナー

熊本県
歯科衛生士会

平成30年11月4日(日)

平成30年6月9日(土)

対象者：地域住民370名

(２)母子歯科保健に関する普及啓発事業

天草郡市支部

八代郡市支部 笑顔ヘルCキャンペーン 平成30年11月10日(日)
八代歯科口腔保健セン
ター

ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導・口腔保健指導

歯科相談・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導他
8名

歯科相談

1名

「わわわの日」

宇城支部 平成31年2月23日(土) 不知火公民館
「歯の健康と食の大切さ」講話等

1名
対象者：子供8名・保護者18名

宇城の子育てを考える会

対象者：14人

水俣市子どもセンター
歯みがきの大切さの講話

延2名

対象者：延2人

対象者：乳幼児と保護者延14人

菊池郡市歯科医師会館

3名

事　業　名

平成30年10月28日(日) イオンモール熊本

子育てフェスティバル

平成30年11月11日(日)

対象者：地域住民23名

玉名市保健センター

歯科検診･相談、フッ素塗布、口
腔内乾燥検査、咀嚼力機能検査、
舌圧検査、フッ化物洗口、ブラッ
シング指導等

平成30年6月3日(日) ウエルパルくまもと

対象者：地域住民358名



担　当 月　日 場　所 出務者数

平成30年10月9日(火) 芦北町立内野小学校

平成30年10月11日(木)
津奈木町立津奈木小学
校

平成30年11月4日(日) 水俣第一小学校

平成30年6月8日(金) 津奈木幼稚園

平成30年7月11日(水) わかたけ保育園

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成30年6月27日(水) 1名

平成30年12月17日(月) 1名

平成30年11月17日(土)

平成30年11月18日(日)

平成30年8月29日(水) 九州電力宇城営業所 2名

平成30年9月21日(金)
社会福祉法人東康会食
堂

1名

平成30年1月16日(水)

平成30年1月18日(金)

平成30年6月20日(水) グランメッセ熊本 1名

延6名山鹿市支部 むし歯予防教育
平成30年6月～
平成30年7月(3回)

三岳小学校等
ブラッシング指導・フッ素の講話･人形劇等

平成30年度歯科保健研修
会

平成31年2月27日(水) 山都町立潤徳小学校
歯科保健指導

上益城郡支部

就学時健診にて、保護者へ向けての

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48名

平成30年10月13日(金) 津奈木小学校

歯科訪問診療について

乳幼児期からのむし歯予防について

対象者：地域住民延84名

対象者：中学校1年生　延146名

株式会社ミタカ　35周年記念
歯･口の健康づくりのための講話
対象者：76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

津奈木町就学時健診

保健指導等
対象者：職員延1785名

熊本県
歯科衛生士会

1名
対象者：保護者47名

熊本市健軍商店街ピア
クレス

事　業　名

平成30年度中学校歯科教
室

平成30年7月12日
(木)13日(金)

あさぎり中学校

歯みがきパトロール
平成30年11月～
平成31年2月(5回)

あさぎり町内小学校5校
小学生の給食後の歯みがきチェック

対象者：児童・生徒延702名

宇土市小中学校
歯科保健教室

延23名

社会福祉法人東康会歯科健康教室
対象者：53名

熊本旭運輸株式会社等

事業所歯科健診 平成30年10月～11月 

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･染め出し後の歯
みがき指導　対象者：延73名

平成30年6月20日(水) 津奈木町幼稚園

水俣・芦北郡市
支部

企業検診

平成30年度小学校歯科教
室

平成30年6月～
平成30年11月(18回)

深田小学校等
講話ブラッシング指導

延18名
対象者：小学生　延902人

2名

延12名

1名

熊本市内
小学校 10校

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

菊池郡市
支部

口と食物の話ブラッシング指導

ブラッシング指導・フッ素の講話･人形劇
1名

よい体の教室
平成30年5月～
平成31年3月(16回)

歯と口の親子健康教室 平成30年10月2日(火)

延4名

出前講座 平成30年5月16日(水)
大津町真木野外学習セ
ンター

平成30年5月～12月
(13回)

5歳児歯科教室
平成30年5月～
平成30年11月(13回)

三菱電機等

協会けんぽスモールチェンジ
生活歯援プログラム

平成30年度熊本県職員心
と体の健康づくり研修会

熊本県庁
「ヘルスチェック体験コーナー」
等　　対象者：職員延128名

紙芝居、歯磨きの練習

対象者：延13名

ペリオリスク検査他

対象者：学生延154名

菊池市立泗水東小学校

小学校延べ8校
中学校延べ6校

歯科講話、ブラッシング指導

元気な歯の教室

平成30年6月(5回)
　　　 11月(5回)

事　業　名

平成30年6月15日(金) 大江こども園

豆塚サロン･お口の話し

虫歯予防講話・歯みがき実践指導

口の中の環境・口の機能・食べれ

歯科保健指導講話･歯みがき実地
指導

延92名

対象者：18名

延4名

対象者：5歳児と保護者　延297名

延5名
対象者：小学生延124人

対象者：児童43 名

やはた保育園等
ブラッシング指導・フッ素の講話･人形劇等

延5名

講話ブラッシング指導
延2名

大道地区馬見塚公民館

2名る口の講話・健口体操

対象者：学生18 名

講話・ブラッシング指導等
対象者：園児・児童・学生延
7086名

対象者：園児48名

延40名

1名

3名

対象者：乳幼児園児・保護者延437人

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

平成30年5月～平成31
年2月(延べ11ヶ所)

乳幼児向けの歯みがき指導
対象者：9名

内　容

対象者：3年生及び特別支援学級
児童延808名

熊本シティFM

口腔衛生指導、歯科相談

延19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

はみがき隊ジュニア養成
講座

宇城支部

人吉・球磨
郡市支部

対象者：延職員214名

16名

平成30年5月～11日
(金)

平成30年6月～
平成31年2月(63回)

・保育所
・小中学校
延べ　67校

延194名

上薬師保育園等
親子歯磨き指導



平成31年2月24日(日) 秋津公民館 4名

平成30年10月8日(月)
山鹿カルチャースポー
ツセンター総合体育館

5名

阿蘇郡市支部 平成30年11月11日(日)
阿蘇の司ビラパークホ
テル

2名

平成30年12月5日(水)
宇城市保健福祉セン
ター

1名

平成31年3月21日(水)
宇城市保健福祉セン
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

水俣・芦北
郡市支部

平成30年11月4日(日) もやい館 7名

人吉球磨郡市支
部

平成31年3月30日(土) 中小企業大学校 2名

担　当 月　日 場　所 出務者数

平成30年6月7日(木) 熊本市向山つくし庵 1名

平成30年11月25日（日）
熊本市出水南地域コミュニ
ティセンター

5名

平成30年10月24日(水) 山鹿市健康福祉センター

平成31年1月28日(月) 鹿央総合支所

阿蘇郡市支部 平成30年6月17日(日)
南小国町立りんどうヶ
丘小学校

4名

宇城支部
平成30年4月～
平成31年3月(12回)

宇土市保健センター 延12名

上益城郡支部 平成31年1月31日(木) 嘉島町町民会館 1名

八代郡市支部 平成30年6月29日(金)
金剛コミュニティセン
ター

1名

平成30年4月～

平成31年3月(25回)

平成30年6月～
平成30年9月(15回)

芦北公民館等 延18名

平成30年6月～
平成30年11月(27回)

未来館等 延27名

天草郡市支部
平成30年5月～
平成30年6月(4回)

大矢崎自治公民館等 8名

にわかによる口腔機能低下予防･
健口体操　　対象者：延113名

平成30年度上益城郡民生
委員児童委員一般研修会

介護予防歯科実践講話
対象者：900名

にわかによる口腔機能低下予防･健口体
操　　対象者：55名

TBIやフッ素塗布等

宇城支部

H30年度いきいき栄養セミ
ナー

ブラッシング指導･ペリオスク
リーン媒体展示個別指導
対象者：延55人

有明支部

平成30年10月28日(日)

地域リビング

水俣・芦北
郡市支部

南小国町老人宿泊研修会
口腔衛生について講話
対象者：306名

一人暮らし老人･シルバー
ヘルパー合同慰安会

熊本総合病院摂食嚥下･
NST委員会公開講座

第3回ボトムアップ研修会
ケアマネ協会での歯科研修会
対象者：60名

熊本県
歯科衛生士会

平成30年11月22日(木) 荒尾市文化センター
「始めよう健口生活で輝く暮らし」

介護予防歯科講話
対象者：地域高齢者28名

ひかり協会
熊本県懇談会における講
話

対象者：施設スタッフ23名

NPO法人でんでん虫の会健
康講座

平成30年6月13日(水) メルパルク熊本
口腔健康講話･歯みがき実践指導

山鹿市支部

イベント　対象者：300名

講話・かみかみ百歳体操等
対象者：延25名

石坂川公民館等

くまもと森都心プラザ
歯科衛生士会健康についての講話

対象者：14名
1名

あさひばオレンジフェス
タ

秋津公民館平成31年2月24日(日)
認知上の偏見払拭正しい理解の啓発

対象者：47名

1名
講話　対象者：200名

メルパルク熊本
テーマ「健康長寿をめざして」

あさひばオレンジ
スマイルフェスタ

有明支部

H30年度宇城市健康フェア
幼児・学生にはフッ素塗布・ブ
ラッシング指導等　対象者：95名

郵政退職者対象歯科健康
講座

平成30年7月11日(水)
口腔健康の講話　対象者：84名

水俣市健康まつり

歯の健康について
対象者：10名

後期高齢者受給者証
交付時教育

高齢受給者証交付時の講話
対象者：延238名

山鹿市支部 鹿央町生涯大学

パレード参加に啓発活動
2名

よく噛む･よく話す為の口腔機能
向上
対象者：174名

延8名

施設研修会 平成30年8月2日(木) バラ苑
口腔ケアの重要性の講話　

熊本労災病院口腔ケア研
修

平成30年11月4日(日) 熊本市北部武道館
唾液腺マッサージ指導・舌体操指導等

3名

1名

口腔ケア教室

口腔講話や健口体操等
対象者：延231名

内　容

(５)高齢期の歯科保健に関する事業

介護予防(講話他)

対象者：延240名
延35名

内容：講話、口腔機能向上
対象者：延174名

健康づくりフォーラムin
山鹿

八代郡市支部

事業名

介護予防教室

まちかど健康塾
(介護予防事業)

お口の健康講座
講話、健口体操、口腔機能ゲーム
対象者：地域高齢者24名

熊本市支部

地域高齢者サロン
介護予防講話

通いの場現地支援

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：1114名

平成30年11月25日(日) 天水市民センター 4名

熊本市8020健康づくりの会設
立10周年記念パレード

平成30年11月4日(日) 上通りアーケード内

第35回いきいき未来のつ
どい研修会

水俣市民の方々に向けた健康啓発
イベント
対象者：地域住民150名

口腔ケア講義および相互実習
対象者：病院看護師36名

第2回阿蘇地域糖尿病予防
フォーラム

糖尿病と歯周病の関係について講
演　対象者：90名

1名

7名

2名
対象者：28名

たまな食育フェア
対象者：歯科コーナー90名

熊本市支部



担　当 月　日 場　所 出務者数

熊本県歯科衛生
士会

平成30年9月21日
（金）

社会福祉法人東康会食
堂

1名

平成30年4月～
平成31年3月(29回)

熊本市各ささえりあ等 延29名

平成30年10月27日(土) 熊本学園大学 3名

平成31年1月26日(土) チャレンジめいとくの里 5名

平成31年2月23日(土) 第二大江学園 5名

山鹿市支部
平成30年6月～
平成31年2月(9回)

山鹿市健康福祉セン
ター

延9名

平成30年6月7日(木)

平成30年6月25日(月)

平成30年12月6日(木)

平成31年1月16日(水)

平成30年9月～
平成31年3月(7回)

菊池市役所 延7名

阿蘇郡市支部
平成30年4月～
平成30年6月(4回)

山河の館等 延4名

宇城支部
平成30年4月～
平成31年3月(5回)

宇城市不知火支所 延5名

平成30年12月1日(土) 白梅の杜 延5名

平成30年6月～
平成31年2月(16回)

水俣市社会福祉協議会等 延16名

人吉･球磨郡市支
部

平成30年4月～
平成31年2月(5回)

公立多良木病院 延5名

天草郡市支部
平成30年4月～
平成31年2月(8回)

天草牛深包括支援セン
ター等

8名

担　当 月　日 場　所 出務者数

水俣・芦北
郡市支部

平成30年5月23日(水)
大野地域福祉空間｢寄
ろ家｣

2名

担　当 月　日 場　所 出務者数

菊池郡市支部
平成30年4月～
平成31年3月(12回)

大津町南出口仮設団地(み
んなの家)

延24名

八代郡市支部 平成30年7月27日(金)
氷川町農産加工研修セン
ター

１名

出席者数

3名

1名

2名

2名

1名

1名

検討事例に対する歯科衛生士から
のアドバイス対象者：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

仮設ボランティア
口腔講話・相談等
対象者：延116名

口腔ケア
ボランティア

自立支援型地域ケア会議

講話・ブラッシング指導
対象者：延86名

社会福祉法人東康会歯科
健康教室

歯科保健指導、講話と集団ブラッ
シング指導等　対象者：53名

施設入所者の口腔ケア
対象者：入所者19名

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

内　容

(６)障がい児(者)・要介護者の歯科保健に関する事業

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

施設入所者の口腔ケア
対象者：入所者延76名

　　②配布先

平成30年9月15日(土)

地域ケア会議

講話・ブラッシング指導
対象者：延102名

延8名

内　　　容

事業名

平成30年12月16日(日)

大津支援学校

元気な歯の教室

口腔講話・相談等
対象者：10名

福岡国際会議場

延17名

菊池支援学校

(７)高齢者の口腔ケア推進事業

介護予防生活支援ｻﾎﾟｰﾀ養
成講座

事業名 内　容

内　容

平成30年11月24日(土)

ステーションコンファレンス東京

平成30年6月17日(日)

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

ステーションコンファレンス東京

平成30年度全国病院歯科衛生士連絡協議会

仮設ボランティア

水俣・芦北
郡市支部

白梅荘

障がい(児)口腔地域リー
ダー育成事業

歯科健診補助記録・歯みがき指導
等　　対象者：40名

平成30年5月～
平成30年10月(5回)

芦北町総合事業従事者を養成する
ための養成講座　　対象者：12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

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

場　　　所

平成30年度九州ブロック連絡協議会・懇親会

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2回)

ステーションコンファレンス東京

平成30年度定時代議員会

　　①発行月

(8)災害時の歯科保健に関する事業

地域ケア会議
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

菊池郡市支部

地域ケア会議

2018第15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：12名

熊本市支部

事業名

平成30年度災害支援歯科衛生士フォーラム

ホテルパレスイン鹿児島
ブロック別災害支援フォーラム

(２)Webサイトによる歯科衛生情報等の配信

月　　日

Vol.21　　平成30年・ 7月発行　発行部数　1,000部

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

地域ケア会議
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

平成31年2月17日(土)

地域ケア会議

延8名

平成30年11月25日(日)

平成30年度都道府県歯科衛生士会会長会

歯科健診補助記録・歯みがき指導
等　　対象者：23名

Vol.22　　平成30年・ 12月発行 発行部数　1,000部



1名

出席者数

1名

2名

2名

1名

延4名

1名

3名

3名

5名

6名

1名

1名

出席者

1名

2名

2名

2名

3名

1名

1名

3名

出席者数

1名

1名

3名

出席者数

1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

平成30年10月18日(木)

平成30年度歯と口の健康週間　実行委員
会

熊本県歯科医師会館

熊本県歯科保健推進会議

平成31年2月25日(月) KKRホテル熊本

熊本県歯科医師会館

熊本県庁新館3階　健康福祉部会議室熊本県歯科保健推進会議ワーキング部会 平成31年3月5日(火)

平成30年度熊本県健康づくり県民会議 平成30年8月20日(水) ホテル熊本テルサ

平成30年度各郡市学校歯科担当者会議 平成31年3月22日(金)

平成30年6月10日(日)

平成30年10月～
平成31年2月(全3回)

(３)熊本県歯科医師会に関するもの

熊本県医師会館

場　　　所月　　日

熊本歯科衛生士専門学院入学式 熊本歯科衛生士専門学院

平成30年8月17日(金) 熊本県医師会館

九州看護福祉大学入学式 平成30年4月3日(土) 九州看護福祉大学

平成30年6月19日(火)

平成30年6月12日(火)
熊本市保健医療専門団体連合会理事会 熊本市医師会館

平成30年度地域ケア会議のチームにおけ
るアセスメント能力向上研修集合型研修
(第5回研修)

ウェルパルくまもと

平成30年9月12日(水)

熊本県歯科医師会館

内　　　容

平成30年度地域ケア会議のチームにおけ
るアセスメント能力向上研修先進地視察
研修(第1回研修)

延3名

内　　　容

(６) 歯科衛生士教育養成機関に関するもの

場　　　所

熊本県医療・保健・福祉団体協議会理事会

１日目：宮崎県庁　　２日目：宮崎県日向市市役所

平成30年8月25日(土)

平成30年度熊本市8020健康づくりの会総
会・講演

平成30年5月25日(金)

平成31年2月24日(日)

熊本県医療･保健･福祉連携学会企画委員
会

月　　日

ホテル熊本テルサ

平成30年7月10日(火)
11日(水)

第17回警察歯科医会全国大会

歯の祭典

平成30年11月21日(月)

平成30年7月24日(火)

熊本県歯科医師会館

平成30年度地域ケア会議のチームにおけるアセ
スメント能力等向上研修・アドバイザー意見交
換会 平成30年8月28日(火)

歯科衛生士法制定七十周年日本歯科衛生
士会創立六十五周年記念の会

場　　　所

ホテル日航熊本

KKRホテル熊本

(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31年3月19日(火)

平成31年2月24日(日)

平成31年3月11日(月)

平成30年度地域ケア会議司会者
養成研修会

平成30年6月29日(金) KKRホテル熊本

熊本歯科技術専門学校40期生戴帽式 平成30年10月17日(水) 熊本歯科技術専門学校

第11回熊本県医療・保健・福祉連携学会開会式

笑顔ヘルCキャンペーンに関すること

東京国際フォーラム

第11回熊本県医療・保健・福祉連携学会

平成30年7月24日(火)

月　　日

平成30年4月10日(火)

熊本市健康フェスティバル打合せ会 熊本市医師会館

場　　　所

内　　　容

平成30年8月27日(月)

熊本県医師会館

平成31年3月15日(金)

平成30年度熊本県在宅医療連携体制検討
協議会

熊本県歯科医師会館

平成31年2月18日(日)

熊本県医師会館

月　　日

平成30年度健康くまもと21推進会議に関
する事

平成30年8月～平成31年2
月（全4回）

ウェルパル熊本等

熊本歯科衛生士専門学院第１回関係者評
価委員会・教育課程編成委員会

平成30年8月21日(火) 熊本県歯科医師会

熊本市地域リハビリテーション協議会
委員総会

平成30年4月26日(月)
熊本市医師会館

平成30年8月20日(火)

平成30年10月2日(火) 熊本歯科衛生士専門学院　

平成30年度地域ケア会議のチームにおけ
るアセスメント能力向上研修
集合型研修(第2回研修)

平成30年10月10日(水)

場　　　所

平成31年1月23日(火)

熊本県医師会館

第20回(平成30年度)
くまもと歯の健康文化賞委員会

(２) 熊本県・熊本市に関するもの

内　　　容

熊本県庁　北側会議棟

熊本歯科衛生士専門学院第２回教育課程
編成委員会



2名

1名

2名

1名

1名

1名

出席者数

1名

7名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

2名

1名

1名

1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

熊本県在宅医療連携体制検討会議 平成30年7月24日(火) 熊本県医師会館

宇城地域在宅医連療連携体制検討会議 平成30年12月21日(金) 宇城地域振興局

平成30年10月25日(木) 山鹿健康福祉センター

平成30年11月13日(火)人吉･球磨地域歯科保健推進連絡会 あさぎり町保健センター

平成31年1月31日(木)
人吉球磨在宅医療・介護連携推進事業前
大会及び球磨圏域在宅医療連携体制検討
地域会議

アンジェリーク平安

宇城地域生涯歯科保健推進連絡会 平成31年1月30日(水) 宇城地域振興局

平成30年12月21日(金) 熊本歯科衛生士専門学院

平成31年2月25日(月)

平成31年2月2日(土)

平成31年2月28日(木)

平成30年9月19日(水)

熊本地域在宅医療介護連携体制検討会

平成30年9月19日(水)

平成30年10月2日(火)

山鹿歯科保健事業会議

水俣・芦北地域歯科保健連絡会

平成30年9月13日(木)

水俣・芦北地域歯科保健連絡会幹事会

平成30年8月2日(木) 人吉保健所

平成31年2月26日(火)
ウェルパル熊本

有明地域保健推進連絡協議会幹事会 平成31年2月13日(水)

人吉･球磨地域歯科保健推進連絡会幹事会

熊本県北広域本部

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

鹿本圏域在宅医療･介護連携体制検討会議
実務部会

平成31年2月15日(金)

平成30年8月2日(木) 鹿本医師会館

菊池地域在宅連携体制検討会議

熊本歯科衛生士専門学院戴帽式

熊本歯科衛生士専門学院

菊池地域歯科保健連絡協議会幹事会

平成31年2月18日（月）

平成30年3月9日(土)

九州看護福祉大学体育館

平成31年3月4日(月)

鹿本圏域在宅医療･介護連携体制検討会議

場　　所

玉名地域振興局

場　　所

上益城在宅医療連携体制検討地域会議 平成31年1月24日(木)

水俣保健所

内　　容

熊本歯科衛生士専門学院第53回卒業式

月　　日内　　容

上益城郡医師会館

(７) 歯科保健連絡協議会に関するもの

平成30年度上益城地域歯科保健推進連絡
会

平成31年2月26日(火)

月　　日

(８)地域在宅医療連携体制検討会議に関するもの

熊本歯科衛生士専門学院

平成31年1月7日(月) 九州看護福祉大学

平成31年3月5日(火) 熊本歯科技術専門学校

教育養成機関　入会促進案内

平成31年1月30日(水)
菊池保健所

菊池市泗水公民館（有朋の館）

平成31年3月9日(土)九州看護福祉大学学位授与式修了式

水俣保健所

平成30年7月25日(水)

山鹿市役所健康福祉センター

平成30年12月25日(火)

嘉島町民会館

平成30年度上益城地域歯科保健推進連絡会幹事会 御船保健所

平成30年8月27日(月) 御船保健所

御船保健所


