
      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　加代子(病院歯科部門)

　 　 正会員総数　　　５１８名

４　会員の状況　令和２年３月３１日現在　

      常務理事　　　古嶋　暁子　　　　　　　　　　　　　　理　　事　　　冨永  万里子(広報)

      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

　　　名誉会員総数　　　　１名

　　　副 会 長　　　中山　節子　　　　　　　　　　　　　　理　　事　　　中村　昌代(診療所部門)

      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)

    熊本県熊本市東区東町４丁目１１番１号　熊本県総合保健センター内

５　事務所の所在地

公益社団法人の概況

平成　３年　３月２５日 社団法人化

(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

２　定款に定める目的

　　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。

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　坂本由美　・　専務理事　中園真由美

      理　　事　　　山本　温子(新人育成)

      専務理事　　　中園　真由美　　　　　　　　　　　　　理　　事　　　片山　まゆみ(介護部門)

学校歯科保健

病院歯科部門

新人育成

診療所部門

地域歯科保健

リーダー育成

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

講 師：公立能登総合病院　歯科口腔外科部長

「介護保健施設における口腔健康管理の進め方」

「終末期での体験報告」

　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

　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

場　　所 出席者

「正しい呼吸とお口の健康」

みらいクリニック院長　今井一彰　先生　

時　間

会員6名
非会員13名

月　日

令和2年1月26日(日) 10:00～12:00 水俣市立総合体育館

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

［公益目的事業］

１　歯科保健医療福祉に関する研修会

内　　　　　容

「自立支援型地域ケア会議～助言者として大切なこととは
～」

時　間

(２)介護に関する研修会

講 師：共愛歯科医院副院長　歯科医師　園田隆昭 氏

「訪問歯科診療までの流れと必要な手続き」

講 師：伊東歯科口腔病院　歯科衛生士　中村昌代 氏

内　　　　　容

令和元年10月20日(日)

「地域包括ケアの時代に歯科衛生士だから出来ること

会員26名
非会員2名講 師：一般社団法人　熊本県作業療法士会

会長　内田　正剛氏

月　日

②熊本市支部研修会

フードパル熊本10:00～15:30

令和元年8月18日(日) 10:00～12:00 熊本県歯科医師会館

①平成31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　(地域医療介護総合確保基金)

会員17名
非会員10名

～ケアプランを通じて一緒に考えましょう！～」

講 師：大分県歯科衛生士会会長 有松ひとみ氏

会員44名
非会員15名

中小企業大学校

月　日

令和元年7月28日(日) 10:00～15:30

内　　　　　容

令和元年8月18日(日) 10:00～12:20

時　間

歯科衛生士　堀部晴美 氏

歯科医師　長谷剛志 氏

会員20名
非会員11名

口腔ケアの実践教室「口腔ケアの基本を学びましょう」

講 師：福岡医療短期大学　歯科衛生学科長　教授令和2年2月2日(日) 10:00～13:30

月　日

熊本県歯科医師会館

内　　　　　容

令和2年2月16日(日) 10：00～13：00 グランメッセ熊本

行政説明「介護予防について　熊本県の取り組み」

講 師：大分県歯科衛生士会会長 有松ひとみ氏

講 師：昭和大学医学部　医学教育学講座教授

「介護予防を見据え、歯科衛生士はどのように誤嚥性肺炎
に取り組むべきか！－多職種連携が要－」

講 師：米山歯科クリニック院長　米山　武義　氏

医師　高宮有介 氏

｢地域ケア会議において助言者になるための具体的な手法｣

「介護の現場で必要とされる歯科衛生士の役割について」

月　日 時　間

9:30～12:20

講 師：くまもと江津湖療養医療センター

月　日 時　間 内　　　　　容

人生の最終章を輝かせる緩和ケア～スピリチュアルケア、
医療者自身のケア、死から生といのちを考える～

会員30名
非会員30名

熊本県医師会館

～「食べる力」配慮した多角的展望とは～

講 師：江南病院  歯科衛生士　中村加代子 氏

会員34名
非会員12名

津奈木文化センター
会員13名
非会員6名

令和元年8月11日(日) 10:00～12:30 菊池中央公民館

「口腔機能低下の予防と高齢者の食支援」

令和2年1月19日(日)
会員37名

非会員11名

歯科衛生士　坂本由美 氏

時　間 内　　　　　容

説明者：熊本県健康福祉部長寿社会局認知症対策・地域ケ
ア会議推進課　本田課長補佐



場　　所 出席者

場　　所 出席者

場　　所 出席者

講  師：熊本県歯科衛生士会前会長　福本厚子氏

時　間

講  師：ライオン歯科材株式会社　大林尚子氏

「目標設定と自己分析」

熊本県総合保健
センター

「PSRPSRP・シャープニング 」　

「歯科診療保険点数報酬」

「医療感染管理」　

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成理事　山本温子氏

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成委員　荒木琴美氏

「歯周基本検査」

月　日

内　　　　　容

　ア　チーフ育成研修会

歯科口腔外科部長・科長　　吉川博政氏　
『院内感染予防管理』

「歯科衛生士概論」

講  師：熊本県歯科衛生士会会長　越川由紀氏

10:00～15:30

会員8名

時　間

講  師：ライオン歯科材株式会社　大林尚子氏

10:00～15:00

10:30～12:30

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成理事　山本温子氏

教授　　大渡凡人氏

『歯科診療所における医療安全管理』

会員69名
非会員21名

講　師：国立病院機構九州医療センター

②新人育成研修会(全６回コース)

月　日

令和元年10月6日(日)

月　日

令和元年8月25日(日)

「カリエスリスクマネジメント」　

「小児歯科治療」

講　師：大阪労災病院歯科口腔外科部長　吉岡秀郎氏

会員10名

講　師：福岡県歯科衛生士会　

　　　　　　　　　　　　専務理事　久保山裕子氏

令和元年10月22日(火)

　イ　災害支援に関する研修会

「歯科衛生士が行う 災害支援研修会」

10:00～15:30

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成理事　山本温子氏

会員7名

講　師：九州歯科大学口腔保健・健康長寿推進センター

阿蘇市農村環境改善
センター

時　間

会員7名

令和元年7月21日(日) 10:00～16:00 熊本県歯科医師会館

内　　　　　容

会員32名
非会員1名

「歯科治療と全身疾患　医療面接」

10:00～15:30

講　師：長 野歯科医院長 　長野靖弘氏

令和元年11月10日(日)

会員8名10:00～15:30令和元年12月15日(日)

講　師：熊本県歯科衛生士会常務理事　古嶋暁子氏

講　師：熊本県歯科衛生士会診療所部門委員　嶋崎惠子氏

(３)経験者別研修会

『最新の感染症事情～HIV感染症と歯科～』
内　　　　　容

①リーダー育成研修会

「インプラント治療」　

「口腔ケア」

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成委員　豊永久美氏

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成理事　山本温子氏

「熊本県歯科衛生士会の活動」

会員8名

令和元年9月8日(日)

講　師：東町グラン歯科　堀 早央里氏

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成委員　豊永久美氏

「アシスタントワーク」

「超音波スケーラー」

講　師：東和ハイシステム株式会社　中山愛氏

「ストレスマネジメント」

「キャリアデザイン」

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成理事　山本温子氏

講　師：松永歯科医院　歯科衛生士　金城優氏

「セルフケアアイテム」の進め方

「歯周治療とメインテナス 」

講  師：熊本県歯科衛生士会新人育成委員　豊永久美氏

「ライフステージに合わせた 歯科保健指導」

令和元年7月14日(日) 10:00～15:30



場　　所 出席者

場　　所 出席者

担　当 月　日 場　所 来場者数

イ　｢歯と口の健康週間｣事業 

担　当 月　日 場　所 出務者数

お口の機能向上コーナー

日本歯科衛生学会 第14回学術大会

｢新人歯科衛生士およびブランクのある歯科衛生士の教育支援について｣

(３)熊本県医療保健福祉連携学会

ア　県民公開講座

12名

会　　場 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)

熊本市支部

熊本県
県南広域本部

　　　第4回 令和 2年 2月 8日

時　間

内　容

令和元年6月9日(日) ウエルパルくまもと

事　業　名 内　容

早期発見があなたを救う！今すぐ
はじめよう「口腔がん検診」
～豊かな食生活を守るために～

講師
熊本大学大学院生命科学研究部
歯科口腔外科学講座教授
中山 秀樹氏

事　業　名

対象者：地域住民895名

令和2年2月10日(月)

２　市町村歯科衛生士研修会(県委託事業)
(１)研修会開催

１　地域歯科保健事業

「新人歯科衛生士およびブランクのある歯科衛生士の教育
支援について」

(２)日本歯科衛生学会ポスター発表

期　　日 令和元年9月18日(月)

熊本県総合保健
センター

内　　　　　容

(１)学術研究会の開催

　　　第1回 令和元年12月 8日　第2回 令和元年12月18日　第3回 令和 2年 1月15日

月　日 時　間

(２)地域支援体制検討会

「菊池口腔ケアネットワークの活動状況と評価」

伊東歯科口腔病院　古賀成美氏

(３)担当委員会打合せ　　　　　　　　　　　　　　

会員延65名
非会員延33

名

「乳幼児健康診査事業実践ガイド」に基づく口腔衛生指導
の実践

講　師：千葉県市原市　子育てネウボラセンター

ネウボラ第2係長　歯科衛生士　高澤みどり氏

内　　　　　容

熊本県
歯科衛生士会

2019歯の祭典

桜の馬場城彩苑

お口の衛生コーナー

会　員33名
非会員 3名
学　生19名

令和元年12月1日(日)

３　歯科衛生士の学術研究の振興に関する事業

「周術期口腔機能管理における 歯科衛生士介入」

熊本大学病院　本田実琴氏

熊本県歯科衛生士理事　山本温子氏

Ⅱ　歯科衛生の普及啓発及び広報に関する事業

10:00～12:00

菊池口腔ケアネットワーク　坂本由美氏

山本温子

「歯科衛生過程の取り組みと口腔内に関心が低い歯周炎患
者の症例報告」

「訪問診療における周術期等口腔機能管理～医科歯連携の
取り組み ～

吉永歯科医院　内古閑美由紀氏

(１)地域におけるイベント事業

　　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

熊本県歯科医師会館

令和元年11月10日(日) 

発表演題

　　　第1回 令和元年12月21日　第2回 令和 2年 2月27日　第3回 令和 2年 3月13日 

14:00～16:00

令和2年2月9日(日)

令和元年度
第11回県民公開講座

73名

月　日



口腔清掃、嚥下訓練の実技指導

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

有明支部
令和元年11月12日
(火)

和水町三加和支所内
子育て広場

１名

令和元年10月9日(水) 水俣市もやい館

令和元年6月11日(火)

令和元年11月7日(木)

第16回
荒尾市健康福祉まつり

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

3名

7名

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

熊本市民健康フェスティ
バル

令和元年9月29日(日)

ブラッシング指導、フッ化物洗口

対象者：地域住民297名

歯みがき指導、フッ化物塗布等

菊池郡市歯科医師会館

水俣市子どもセンター

対象者：地域住民243名
よい歯の広場

延3名

10名

2名

エプロンシアター
染めだしブラッシング指導等

7名

4名

熊本県
歯科衛生士会

令和元年11月17日
(日)

上益城郡支部

事　業　名

笑顔ヘルCキャンペーン

熊本県
歯科衛生士会

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

天草郡市支部 天草市健康フェスタ 令和元年6月15日(土)

事　業　名 内　容

(２)母子歯科保健に関する普及啓発事業

令和元年10月27日
(日)

イオンモール熊本

みどりの森こども園令和元年6月11日(火)

内　容

子育て広場

熊本市支部

八代郡市支部 笑顔ヘルCキャンペーン 令和元年11月9日(土)
八代歯科医師会口腔保
健センター

ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導・口腔保健指導

八代歯の祭典 令和元年6月8日(土)

歯磨き指導質疑応答

対象者：乳幼児と保護者52名

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

対象者：乳幼児と保護者延33 人

フッ素塗布・大人の歯周病ﾁｪｯｸ

対象者：地域住民100名

むし歯予防教室
(歯科支援プログラム)

対象者：乳幼児延べ53名

熊本市子ども文化会館

水俣・芦北郡市
支部

エ　熊本市民健康フェスティバル

熊本市子ども文化会館
令和元年度歯科健康講座

令和元年5月15日(水)

水俣・芦北郡市
支部

歯科相談・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導他

対象者：地域住民66名

八代郡市支部

対象者：地域住民687名

熊本市立体育館

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

サンロードシティー錦
店

無料歯科検診、フッ素塗布、歯み
がき指導

指導　対象者：地域住民７2名

ウ　笑顔ヘルＣキャンペーン事業

歯と口の健康週間 令和元年6月8日(土)

6名物塗布･口腔衛生指導説明

対象者：地域住民900名

咀嚼機能を育てるための講話
対象者：乳幼児母子8組

事　業　名

｢むし歯菌を理解しよう｣

人吉・球磨郡市
支部

令和元年6月22日(土)
荒尾市総合文化セン
ター

宇城支部

第32回｢歯とお口の健康
展｣

対象者：地域住民166名

歯と口の健康習慣事業 令和元年6月8日(土) 健康福祉センター
ブラッシング指導

令和元年11月10日(日)

3名

有明支部

菊池郡市支部

山鹿市支部

長洲町保健センター
すこやか館

歯科保健指導、フッ化物塗布等

令和元年6月8日(土)

対象者：乳幼児と保護者等40名
親子歯科教室 令和元年6月29日(土) みらい保育園

むし歯予防の講話等

延2名

4名
熊本市上通り
びぷれす広場

1名

内　容

3名

対象者：地域住民611名

令和元年6月8日(土)

令和元年5月3日(日) 水光社組合員ホール

幼児・小学生への歯みがき指導・

6名

9名

12名

ブラッシング指導、フッ化物洗口、

2名位相差顕微鏡

対象者：地域住民62名

宇土シティーモール

はっぴー健口広場

対象者：地域住民400名

歯の祭典

4名
対象者：地域住民100名

対象者：地域住民1177名

歯みがきの大切さ
親子はみがき教室

対象者：地域住民58名

阿蘇郡市支部 歯と口の健康週間事業 令和元年6月8日(土) おぐに老人保健施設

講演「口腔ケアの重要性について」



担　当 月　日 場　所 出務者数

有明支部 令和元年9月27日(金) 和水町立三加和小学校 １名

担　当 月　日 場　所 出務者数

令和元年6月26日(水) 1名

令和元年12月25日(水) 1名

令和2年1月15日(水)

令和2年1月17日(木)

延20名

対象者：園児30名

熊本県職員心と体の健康
づくり研修会

協会けんぽスモールチェ
ンジ 生活歯援プログラム

保健指導等
対象者：職員　1933名

「わわわの日」 対象者：20人

「ヘルスチェック体験コーナー」
等　　対象者：職員延23名

対象者：中学校1年生　143名

津奈木町就学時健診

延8名

延4名

延31名

平成31年4月～
令和2年2月(63回)

熊本市健軍商店街
ピアクレス

小学校延7校
中学校延5校

歯科講話、ブラッシング指導

エプロンシアター・歯みがきの練習

対象者：児童・生徒　621名

令和元年6月～7月(8
回)

令和元年10月～11月
(4回)

水俣市立水東小学校等

延18名

子育てフェスティバル

人吉・球磨
郡市支部

熊本県
歯科衛生士会

対象者：児童810名

事業所歯科健診
令和元年10月～令和2
年1月(延6ヶ所)

口腔衛生指導、歯科相談

三菱電機等

対象者：小5児童42名

鹿本こども園等

天草郡市支部 令和元年12月8日(日)

大江こども園
園児歯みがき指導

対象者：児童に延251名
内野小学校等

健康応援メニュー
(丈夫な歯のつくり方)

元気な歯の教室
保育所・小中学校
延　63校

就学時健診にて、保護者へ向けての

天草市民センター体育
館

歯科相談

歯科保健指導講話･歯みがき実地指
導

2名

清水保育園等
歯科衛生講話・仕上げ磨き実習

延68名

歯科保健指導・フッ化物洗口体験

対象者:就学時保護者37名

山鹿市立稲田小学校等
ブラッシング指導・講話等

対象者：児童　304名

延198名

3名

対象者：3年生及び特別支援学級児
童　513名

熊本市支部

熊本市小学校
歯磨き巡回指導

菊池郡市支部

水俣・芦北郡市
支部

内　容

大江こども園

延2名

5歳児歯科教室
令和元年7月～
令和元年11月(5回)

熊本シティFM

内　容

ペリオリスク検査他

熊本県庁

対象者：地域住民35名

延5名

1名

2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

令和元年7月～令和2
年1月(延14ヶ所)

歯みがき方法の講話等

延2名

熊本市内
小学校 延7校

はみがき教室

対象者：5歳児と保護者　113名

延6名

延6名

2名

宇城支部

対象者：児童161名

噛む事についての講話
ブラッシング指導菊池市立泗水東小学校

歯科衛生講話・ブラッシング指導

令和元年6月～11月
(12回)

宇土市小中学校
歯科保健教室

よい体の教室

山鹿市支部

対象者：年中･年長の園児41名

延37名

はみがき隊
ジュニア養成講座

令和元年7月10日(木) 菊池市立菊池南中学校
染めだしブラッシング指導等

3名

延18名

令和元年5月～
令和2年1月(14回)

歯と口の親子健康教室
令和元年10月24日
(木)

むし歯予防講話・歯みがき実践指
導

対象者：乳幼児園児･保護者 760人

ブラッシング指導
歯科講話･人形劇等

講話・ブラッシング指導等
対象者：園児・児童・学生7428名

歯科保健指導
令和元年6月～
令和元年7月(4回)

対象者：延職員221名

歯科健康教育

あさぎり町小学校歯科教
室

令和元年6月～
令和元年11月(19回)

あさぎり町立深田小学
校等

講話ブラッシング指導

事　業　名

あさぎり町中学校歯科教
室

令和元年7月16日
(火)18日(木)

令和元年11月17日(日)

令和元年7月11日(木) わかたけ保育園

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：39名

令和元年10月18日(金)津奈木小学校

令和元年6月(4回)
　　　 11月(3回)

事　業　名

令和元年6月19日(水)

給食試食会における講話

健軍・農村地域交流フェ
スティバル＆健康フェア

「身につけよう咀嚼機能」講話
対象者：小学1年生保護者28名

あさぎり中学校

介護予防に従事する歯科衛生士の
活動とオーラルフレイルについて

メインテナンスの重要性
熊本シティエフエム
健康サロン出演

株式社会
熊本計算センター等



令和元年11月14日(金)火の国文化センター

令和2年1月14日(火)
豊田地域コミュニティ
センター

令和元年9月29日(日)
山鹿市健康福祉セン
ター

4名

令和元年8月9日(金) 山鹿市民医療センター 5名

令和元年9月5日(木)
小規模多機能ホーム
いつでんどこでん

3名

宇城支部
令和元年10月～11月
(4回)

グループホーム
白梅の里等

延6名

水俣・芦北
郡市支部

令和元年11月3日(日) もやい館 8名

人吉球磨郡市
支部

令和元年12月21日(土)深田せきれい館 2名

担　当 月　日 場　所 出務者数

熊本市支部 令和元年12月15日(日)
熊本市出水南地域コ
ミュニティセンター

6名

令和元年6月24日(月) 北野津公民館 1名

令和元年11月22日
(金)

坂本コミニュティーセ
ンター

1名

令和元年12月17日
(火)

あさひ園 1名

令和元年4月～

令和2年2月(29回)

令和元年6月～
令和元年9月(17回)

女島活力推進センター
等

延17名

令和元年5月～
令和元年11月(32回)

20区公民館等 延32名

令和元年8月25日(日) もやい館 4名

熊本保健科学大学

対象者：42名

対象者：熊本城マラソン参加者

唾液腺マッサージ指導
舌体操指導等

対象者：22名

山鹿市民医療センター口
腔ケア研修

口腔講話・ブラッシング指導等
対象者：看護師23名

(５)高齢期の歯科保健に関する事業

事業名

対象者：地域住民34名

取組報告「愛ライフ内牧での取り組み」3名阿蘇郡市支部

口腔講話・ブラッシング指導等
対象者：施設職員40名

有明支部

熊本市南区復興事業「歯
と口の健康づくり」

歯科相談・PH検査・災害時の口腔
ケア等

内容：保健指導等
対象者：157名

健康への意識啓発活動
対象者：地域住民50名

小規模多機能口腔ケア研
修会

2名

あさぎり町「おどんが健
康づくり大会」

お口の相談コーナー
対象者：36名

令和元年6月12日(日)
荒尾市交流拠点
あおばデイルーム

口腔機能向上の必要性について講話

歯科検診

熊本城マラソンコース

玉名市民会館

3名

4名

令和元年度　口腔ケア研
修会

令和元年11月21日
(木）

阿蘇市
農村環境改善センター

講演「口腔ケアについて」

健口講座「出水南6町内ふ
れあい交流会」

令和元年度　熊本城マラ
ソンAED隊ボランティア活
動

玉東町はたちの健診 令和2年1月4日(土)

令和元年11月30日
(土)

延3名

熊本市支部

山鹿市健康づくりフォー
ラム

山鹿市支部

有明支部

内　容

講話　対象者：11名

八代郡市支部

宇城支部

いきいきサロン 令和元年6月22日(土)

まちかど健康塾
(介護予防事業)

口腔講話や健口体操等
対象者：延264名

水俣・芦北
郡市支部

認知症カフェ

講話、健口体操、口腔機能ゲーム
対象者：地域高齢者17名

認知症家族会

地域ケア会議について

芦北町口腔ケア教室

介護予防教室
おいしく･楽しく安全な食生活を目
指すための講話
対象者：32名

生涯学習講座
認知症と歯科･ブラッシング指導
対象者：39名

高齢受給者証交付
令和元年4月～令和元
年10月（全6回）

宇土市保健センター 延6名
対象者：高齢受給者113名

認知症患者様の口腔清掃･食事の注
意点
対象者：30名

保健指導講話

水俣市健康まつり

神川公民館等
介護予防(講話他)

ぺリオスクリーン・健康相談等
対象者：地域住民51名

第36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120名

令和2年2月16日(日)

熊本城マラソンにおいてメディカ
ルスタッフ

対象者：地域住民38名

口腔ケア実技指導
対象者：施設職員延78名

要介護者口腔ケア実技研
修

1名

地域リビング
対象者：延270名

延56名

上松山コミュニティセ
ンター

歯科講話
1名

対象者：地域住民8名



担　当 月　日 場　所 出務者数

令和元年4月～
令和2年2月(55回)

熊本市各区役所等 延55名

令和元年10月6日(日) 熊本学園大学 4名

有明支部
令和元年4月～
令和2年2月(24回)

玉名市役所等 延24名

山鹿市支部
令和元年4月～
令和2年2月(10回)

山鹿市健康福祉セン
ター

延10名

令和元年6月24日(月)

令和元年9月11日(水)

平成31年4月18日(木) 菊池市役所 1名

阿蘇郡市支部
平成31年4月～
令和2年2月(9回)

西原村生涯学習セン
ター等

延9名

平成31年4月6日(土) 白梅の杜 4 名

令和元年5月～
令和元年11月(9回)

水俣市社会福祉協議会
等

延9名

人吉･球磨郡市
支部

平成31年4月～
令和2年2月(7回)

公立多良木病院 延7名

天草郡市支部
令和元年4月～
令和2年2月(14回)

天草市役所栖本支所等 延14名

担　当 月　日 場　所 出務者数

菊池郡市支部 令和元年5月22日(水)
大津町仮設
(みんなの家)

５名

担　当 月　日 場　所 出務者数

有明支部 令和元年6月12日(水)
荒尾市交流拠点
あらおディルーム

１名

出席者数

3名

1名

3名

4名

1名

1名

２名

認知症カフェ
口腔機能向上の必要性について
(口腔体操を含む) 対象者：11名

令和元年11月23日(土)

フクラシア東京ステーション

令和元年6月16日(日)

令和2年2月15日(土)

令和2年2月16日(日)

施設入所者の口腔ケア
対象者：入所者10名

(１)「歯科衛生だより(くまもと版)」発行・配布(年2回)

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

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

令和元年11月24日(日)

令和元年度都道府県歯科衛生士会会長会

地域ケア会議

(２)Webサイトによる歯科衛生情報等の配信

月　　日

地域ケア会議

仮設ボランティア
口腔講話・相談等
対象者：延8名

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
リートに対する歯科衛生業務
対象者：22名

元気な歯の教室
口腔保健指導
対象者：82名

延8名

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

事業名

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

水俣・芦北
郡市支部

令和元年9月14日(土)

九州ブロック連絡協議会・懇親会

フクラシア東京ステーション

ホテル龍登園
ブロック別災害支援フォーラム

地域ケア会議

口腔ケアボランティア

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

内　　　容

ステーションコンファレンス東京

Vol.24　　令和元年 12月発行 発行部数　1,100部

全国病院歯科衛生士連絡協議会

２　高齢者の口腔ケア推進事業

事業名 内　容

(７)災害時の歯科保健に関する事業

熊本市支部

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・県下高等学校・行政機関・イベント時に地域住民への配布

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

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

歯科衛生推進フォーラム

場　　　所

日本歯科衛生士会代議員会

令和元年12月8日(日)

ウインクあいち(愛知県産業労働センター)

菊池支援学校

地域ケア会議

内　容

(６)障がい児(者)・要介護者の歯科保健に関する事業

　　①発行月

ステーションコンファレンス東京

災害支援歯科衛生士フォーラム

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

菊池郡市支部

内　容

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

３　県民に対する歯科保健医療福祉情報の普及啓発

地域ケア会議

Vol.23　　令和元年 7月発行　発行部数　1,100部

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

　　②配布先

事業名



出席者数

1名

1名

1名

1名

1名

3名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

3名

出席者

1名

1名

1名

1名

2名

２名

３名

出席者数

1名

1名

笑顔ヘルCキャンペーンに関すること

(３)熊本県歯科医師会に関するもの

場　　　所月　　日

歯の祭典

令和元年度地域ケア会議司会者(ファシリ
テーター)養成研修会

令和元年7月1日(月)

(２) 熊本県・熊本市に関するもの

令和元年6月12日(水)

熊本県在宅医療連携体制検討協議会

熊本県医師会館

生活歯援プログラム意見交換会

令和元年度地域ケア会議のチームにおけ
るアセスメント能力糖向上研修(第３回)
アドバイザー

令和元年11月22日(金) 錦町役場

第2回地域ケア会議におけるアセスメント
能力等向上研修

令和元年11月28日(木) 山都町矢部保健センター

令和元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中央5圏域

令和元年11月26日(火) 熊本市中央公民館

熊本県医療・保健・福祉団体協議会
理事会

令和元年6月9日(日)

令和元年8月～
令和元年12月(全4回)

令和元年5月24日(金)

月　　日

令和元年度地域ケア会議チームにおける
アセスメント能力等向上研修
(第2回集団型)

熊本県健康づくり県民会議

令和元年度　健康くまもと21推進会議

内　　　容

令和元年9月19日(木)

令和元年10月29日(火)

場　　　所

令和元年7月2日(水)

令和元年度　健康くまもと21推進会議
歯科保健部会

令和元年11月29日(金) ウェルパルくまもと

令和2年年2月18日(月)

令和2年2月19日(水)

令和元年12月16日(月)

熊本県医師会館

令和元年度地域ケア会議チームにおける
アセスメント能力等向上研修
(第1回集団型)

令和元年9月3日(火) ホテル熊本テルサ

ウェルパルくまもと

熊本県医師会館

令和元年度　熊本市地域災害医療対策会
議

令和元年12月12日(木) ウェルパルくまもと

令和元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

ホテル熊本テルサ

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

熊本市8020健康づくりの会総会・講演

令和元年7月19日(金) 球磨地域振興局

ホテル熊本

介護予防の推進に係る意見交換会　令和
元年度熊本県介護予防市町村支援事業

令和2年1月22日 (水) 熊本県歯科医師会館

延４名

熊本県歯科医師会館

令和元年10月15日(火) くまもと県民交流館パレア

令和元年8月23日(金) ウェルパルくまもと

令和元年10月18日(金) 錦町役場

場　　　所

熊本県医療・保健・福祉団体協議会
臨時理事会

令和元年12月13日(金) 熊本県医師会館

熊本県歯科医師会館

熊本県歯科医師会館

内　　　容

令和元年12月7日(土)

令和元年度第２回災害時歯科保健医療供
給体制検討会

熊本県歯科医師会館

各郡市学校歯科担当者会議

熊本県医療･保健･福祉連携学会
企画委員会



出席者数

1名

1名

1名

1名

2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

出席者数

3名

1名

1名

1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

場　　　所

熊本歯科技術専門学校

熊本市民健康フェスティバル企画委員会

熊本歯科衛生士専門学院

熊本歯科衛生士専門学院入学式 熊本県歯科医師会館

令和元年11月10日(水)
菊池保健所

月　　日

月　　日

令和元年5月11日(土) ホテル日航熊本
熊本歯科衛生士専門学院同窓会設立30周
年記念講演会・式典・祝賀会

水俣・芦北地域歯科保健連絡会幹事会

令和元年9月2日(火)

令和元年9月19日(木)

令和元年9月18日(水) 人吉保健所

熊本県歯科医師会館

令和2年2月20日(木)

上益城地域歯科保健推進連絡会幹事会 令和元年12月26日(目) 上益城振興局

人吉･球磨地域歯科保健推進連絡会
第1回幹事会

令和元年9月19日(木)

水俣・芦北地域歯科保健連絡会

熊本歯科技術専門学校戴帽式

有明地域歯科保健推進連絡協議会幹事会 令和2年2月13日(木)

平成31年4月10日(水)

水俣保健所

鹿本圏域在宅医療介護連携体制検討会 健康福祉センター

熊本県在宅医療連合会代表者会議

令和元年12月19日(木)

内　　　容

熊本歯科衛生士専門学院戴帽式

水俣保健所

(５) 熊本市保健医療専門団体連合会に関するもの

内　　容

令和元年7月9日(火)

熊本歯科衛生士専門学院平成３０年度第
２回関係者評価委員会

令和2年1月15日(水) 九州看護福祉大学

熊本市保健医療専門団体連合会理事会 熊本市医師会館

内　　容

菊池市泗水公民館

令和元年4月2日(火) 熊本歯科衛生士専門学院

令和元年11月8日(金) 熊本歯科衛生士専門学院　

熊本市地域リハビリテーション協議会
委員総会

熊本市医師会館

場　　　所

九州看護福祉大学入学式 平成31年4月2日(火) 九州看護福祉大学

令和元年6月17日(月)

菊池地域歯科保健連絡協議会

令和2年2月1日(土)

令和元年10月16日(水) 熊本歯科技術専門学校

熊本歯科衛生士専門学院
令和元年度第１回関係者評価委員会
教育課程編成委員会

(６) 歯科衛生士教育養成機関に関するもの

月　　日

令和2年2月10日(月)

有明保健所

場　　所

(７) 歯科保健連絡協議会に関するもの

令和2年1月23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

宇城地域在宅医連療連携体制検討会議 令和2年2月18日(火) 宇城地域振興局

令和元年12月16日(月)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

ウェルパルくまもと

(８)地域在宅医療連携体制検討会議に関するもの

熊本地域在宅医療介護連携体制検討会 令和元年7月30日(火)

水俣芦北圏域在宅医療･介護連携推進会議 令和元年5月22日(水) 水俣市芦北郡医師会館

令和元年10月24日(木)

令和2年1月31日(金)

令和2年1月28日(火) 熊本歯科衛生士専門学院
教育養成機関　入会促進案内

延2名

令和2年2月4日(火)

令和元年8月8日(木)

令和元年7月2日(水) 熊本県医師会館

令和元年7月9日(火)

1名

令和元年8月27日(火)

場　　所

熊本市民健康フェスティバル
介護部門コーナー打合せ

熊本市医師会館

令和元年6月10日(月)

内　　　容

熊本市地域リハビリテーション協議会
訪問看護・訪問介護検討委員会

熊本市医師会館

月　　日



５　その他、この法人の目的を達成するために必要なこと

担　当 出席者数

延12名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

2名

1名

2名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

2名

延7名

延3名
令和元年4月～令和元年
6月(全3回)

熊本市支部

熊本県
歯科衛生士会

令和元年5月～令和元年
11月(全5回)

高齢者の保健事業と介護予防の一体
的な実施事業に向けた医療関係団体
等の連絡会

令和1年11月6日(水) 熊本県市町村自治会館

熊本県介護支援専門員協会
一般社団法人化記念式典並び祝賀会

令和元年6月15日(土) KKRホテル熊本

令和元年度熊本市地域災害医療対策
会議

令和元年12月12日(木) ウェルパルくまもと

日本歯科医師会災害歯科保健医療体
制研修会

令和元年12月14日(土) 日本歯科医師会館

熊本県栄養士会創立70周年記念祝賀
会

令和元年10月12日(土)

熊本市歯科医師会
平成31年度歯と口の健康週間
2019歯の祭典に関する事

熊本県栄養士会災害支援チーム
（KDH-DAT）スタッフ育成セミナー

令和2年2月9日(日) フードパル熊本

災害時の「食べる」BCPを考えよ
う！～「食べる」を守る多職種連携
に向けて～

健康を守る婦人の会熊本市支部に関
する事

熊本保健科学大学

ホテル熊本テルサ

熊本市民会館・熊本市中央公民館

事業名 月　　日 場　　　所

新樹会望年会 令和元年12月14日(土) ホテル日航熊本

熊本県男女共同参画活動交流協議会
に関すること

平成31年4月～令和2年1
月(7回)

くまもと県民交流館パレア

熊本ホテルキャッスル

ホテル日航熊本

寿量グループ感謝の夕べ 令和元年4月20日(土)

東克章先生　日本歯科医学会会長賞
受賞記念講演会祝賀会

令和元年5月18日(日)

福島敬祐先生叙勲受章記念祝賀会 令和元年8月6日(土) 熊本ホテルキャッスル

熊本県リハビリテーション専門職三
団体協議会
「生活期リハビリテーション実務者
研修会」

令和元年12月1日(日)

熊本県介護支援専門員協会一般社団
法人化記念式典並びに祝賀会

令和元年6月15日(土) ＫＫＲホテル熊本

熊本県男女共同参画活動交流協議代
表者会議第5回

令和元年度熊本地域リハビリテー
ション支援協議会　総会･特別公演

令和元年10月18日(金) 熊本県医師会館

令和2年2月2日(日) 城彩苑

KDAーDATスタッフ育成セミナー会議 令和元年12月17日(火) 熊本県総合保健センター

熊本県歯科医師会館

熊本大学災害医療キックオフセミ
ナー

令和元年6月22日(土) ホテルメルパルクKUMAMOTO

公益社団法人鹿児島歯科衛生士会創
立50周年祝賀会

平成31年4月7日(日) 鹿児島ソラリア西鉄ホテル

平成31年4月9日(火)歯科衛生士需給対策会議

令和2年1月23日(木) 熊本県立大学



延4名

1名

1名

1名

2名

1名

10名

1名

1名

1名

1名

延5名

阿蘇郡支部 1名

1名

1名

2名

1名

人吉･球磨郡市
支部

1名

【2】諸会議

1　総会　1回開催

令和元年度　定期総会

期　　日　　　令和元年6月23日（日）10：00～11：15

場　　所　　　熊本県総合保健センター

正会員数　　　502名

正会員出席者　46名　委任状219通

議　　長　　　緒方志央美　(上益城郡支部長)

副 議 長　　　石本　悦子　(宇城支部長)

議事録署名人　　緒方志央美　越川由紀　古川由美子　中山節子　坂本由美　中園真由美　古嶋暁子　清本恭代　

　　　　　　　　桝田映子　松本りか　中村昌代　中村加代子　片山まゆみ　佐藤成美　　　

議　　題　　　第1号議案　平成30年度収支決算（案）に関する件

　　　　　　　　監査報告

報告事項　1 令和元年度事業計画について

　　　　　2 令和元年度収支予算について

　　　　　3 平成30年度補正予算について
　　　　　4 平成30年度事業報告について

再春荘医療センター

球磨地域振興局

水俣･芦北郡市
支部

いきいき健康づくり教育講座反省会 令和元年12月20日(金) 荒尾市医師会館

菊池郡市支部 令和元年9月～10月
(全3回)

菊池郡市歯科医師会館公衆衛生委員会

有明支部

荒尾市健康福祉まつり実行委員会
令和元年5月14日(火)

荒尾市医師会館

第1回医療・福祉連携推進会議 令和元年6月13日(目) 水俣市社会福祉協議会

熊本市支部

在宅システム研修会　理事会

三歯会　第1回合同講演会 令和元年8月18日(日)

熊本市歯科医師会

「自立支援型地域ケア会議」につい
ての意見交換会

令和2年2月21日(金)

令和2年2月(全4回)

延2名
令和元年6月17日(月)

熊本成仁病院

2019年度自立支援型地域ケア会議意
見交換会

令和2年1月29日(水)

ホテル　ヴェルデ

玉名郡市歯科医師会新年会 令和2年1月24日(金) 司ロイヤルホテル

荒尾市歯科医師会総会 令和元年6月8日(土)

三歯会　講演会　第1回会議

熊本市北部まちづくりセンター内
清水公民館

令和元年6月4日(水)

熊本市東部公民館

令和元年度　熊本城マラソンAED隊
ボランティア活動に関する件

北区役所管内成人保健研修会「いき
いき未来のつどい」実行委員会

介護予防の推進に係る意見交換会
令和元年度熊本県介護予防市町村支
援事業

令和元年7月19日(金) 球磨地域振興局

三歯会　講演会　第2回会議 令和元年7月23日(火) 熊本市歯科医師会

くまもとメディカルネットワークの
在宅医療関係研修会

令和2年2月18日(火) 国保水俣市立総合医療センター

熊本市歯科医師会

「脳卒中地域連携クリティカルパス
導入委員会」全体会議

令和元年5月20日(月) 国保水俣市立総合医療センター

熊本県県南広域本部管内市町村及び
地域包括支援センター圏域別機能強
化事業に係る意見交換会

令和元年7月19日(金)

令和2年2月(全3回)

令和元年6月10日(月) 阿蘇郡市医師会館

熊本市歯科医師会

在宅医療に関わる合同会議 令和元年9月26日(木)



２　理事会

（議事内容）

第１回　理事会（平成３１年４月１３日）

第２回　理事会（令和元年５月１６日）

（１）平成３０年度の事業報告・決算（案）について

（２）令和元年度定期総会案内文について

（３）令和元年度県民公開講座について

（４）地域担当に関することについて

（５）移動研修会について

（６）令和元年度 歯科衛生士による高齢者の自立支援事業補

（７）新入会員の承認について

（８）２０１９年度熊本市健康フェスティバルについて

（９）広報に関することについて

（10）感染症予防歯科衛生士講習会について

（11）令和元年度歯科保健事業功労者の表彰について

第３回　理事会（令和元年６月８日）

（１）新入会員の承認について 第６回　理事会（令和元年９月１２日）

（４）新人育成研修会開催について

（５）令和元年度第１回地域担当歯科衛生士責任者会議次第に

　　　リテーター)養成研修会における助言者の推薦について

（８）令和元年度(２０１９年度)地域ケア会議司会者(ファシ

（７）振込手数料の負担について

　　　識と取り組みについてのアンケート調査」報告を日本災害

（10）その他

（１）新入会員の承認について

（２）令和元年度　学術研究会の実施について

（３）歯科衛生だより　熊本版送付先について

　　　受講者募集について

（７）日本歯科医師会２０１９年度災害歯科保健医療体制研修会

（５）日本歯科衛生士会テスト災害特別ページの活用について

（８）周知依頼について

（９）熊本市介護予防事業について

理事１６名、監事２名

　第５回　令和元年８月３日 熊本県歯科医師会館 理事１０名、監事１名

　第６回　令和元年９月１２日 熊本県歯科医師会館 理事１５名、監事２名

　定例13回

　　　助金事業について

　　　の在宅医療と介護の連携に関する本会における取り組み

　　　旭日単光受章祝賀会について

　　　について

　　　事例や課題等について

（12）周知依頼について

（14）「ジャピタルフーズin九州・沖縄」後援依頼について

（15）周知依頼について

（16）その他

開　　催　　日 開　催　場　所

　第４回　令和元年７月６日 熊本県歯科医師会館

　第８回　令和元年１１月９日 熊本県歯科医師会館

　第12回　令和２年３月１７日

出　席　者

　第１回　平成３１年４月１３日 熊本県歯科医師会館 理事１５名、監事２名

　第２回　令和元年５月１６日 熊本県総合保健センター 理事１４名、監事２名

　第３回　令和元年６月８日 熊本県歯科医師会館 理事１３名、監事２名

　第７回　令和元年１０月５日 熊本県歯科医師会館 理事１０名、監事２名

（10）熊本県歯科衛生士会事務員の時給について

（11）平成31年度建物入居に係る賃借料及び光熱水費等維持

　第11回　令和２年２月８日 熊本県歯科医師会館 理事１５名、監事１名

理事１７名、監事２名

理事１４名、監事２名

　第９回　令和元年１２月１２日 熊本県歯科医師会館 理事１４名、監事２名

　第10回　令和２年１月１８日 熊本県歯科医師会館 理事１２名、監事１名

理事会の決議の省略

（13）齋藤郁子元熊本県歯科衛生士会会長の令和元年春の叙勲

　　　協議会各種委員会委員の推薦依頼について

　　　会役員の推薦について

　第13回　令和２年３月３１日 理事会の決議の省略 理事１７名、監事２名

（４）令和元年度歯科衛生士による高齢者の自立支援事業研修会

第４回　理事会（令和元年７月６日）

（１）新入会員の承認について

（２）感染症予防歯科衛生士講習会について

（３）移動研修会について

（14）その他

（10）令和元年度第１回熊本地域在宅医療介護連携体制検討会

（11）熊本大学病院　災害医療教育研究　キックオフセミナー

（４）会員拡大及び組織強化に関するアンケート調査について

（５）日本歯科衛生士会終身会員の推薦について

　　　て

（９）同封依頼について

（６）感染症予防歯科衛生士講習会について

（６）「熊本地震における歯科衛生士の災害支援活動に関する意

　　　時公衆衛生歯科研究会メーリング登録者へ周知することに

　　　の会場について

　　　ザーの推薦について

　　　ついて

（２）令和元年度定期総会次第について

（12）その他

（３）令和元年度県民公開講座の担当について

（７）令和元年度　公衆衛生事業功労者の表彰について

　　　管理等について

　　　ついて

（５）「チームにおけるアセスメント能力等向上研修」アドバイ（12）熊本県健康づくり県民会議における健康づくり活動に

　　　２年度熊本県計画策定に当たっての介護従事者の確保に関

　　　する事業の提案募集について

（１）規則に基づく書類等の処分について

（２）新入会員の承認について

（３）定期総会について

（４）県民公開講座について

（５）平成31年度　第9回　新人育成研修会開催について

（６）地域担当に関することについて

（７）天草市支部の天草市との委託契約について

（８）平成31(2019年)年度熊本市地域リハビリテーション

（９）平成31(2019年)年度　熊本市保健医療専門団体連合

（13）熊本県男女共同参画活動交流協議会総会参加者について

（６）地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保)に係る令和

（７）熊本県医療・保健・福祉連携学会企画委員の推薦について

（８）令和元年度熊本市保健医療専門団体連合会分担金について

（９）周知依頼について

第５回　理事会（令和元年８月３日）

（10）その他

（４）九州ブロック連絡協議会の協議事項・紹介事項について

（６）歯科衛生だより　熊本版について

      ついて

（３）九州ブロック連絡協議会について

（１）県民公開講座について

（２）令和元年度全国病院歯科衛生士連絡協議会の出席者につい



（５）講師依頼文、お礼状発送の簡素化について

（９）熊本市民健康フェスティバルの分担金について

（10）熊本県男女共同参画活動交流協議会会費納入について （７）災害時歯科医療供給体制検討会出席者について

（11）事務員の時給について

（12）笑顔ヘルCキャンペーンイベント共催依頼について

（14）一般社団法人熊本県保険医協会との懇談会について

（15）乳幼児のむし歯に関するチラシの活用について

第７回　理事会（令和元年１０月５日） （11）周知依頼について

（12）その他

第１０回理事会（令和２年１月１８日）

（１）地域担当に関することについて

（２）歯科衛生だより熊本版の広告について

（３）２０２３年日本歯科衛生学会熊本開催について

（４）令和元年度日本歯科衛生士会災害支援歯科衛生士ﾌｫｰﾗﾑ」

　　　報告会開催について

（５）第２１回くまもと歯の健康文化賞被表彰者の推薦について

（６）言語聴覚士会との意見交換会について

（７）九州地区連合歯科医師会研究費事業「災害時口腔医学研修

　　　会」に関する依頼について

（８）令和元年度がん征圧推進への寄付協力について

（９）周知依頼について

（10）その他

第１１回理事会（令和２年２月８日）

（１）令和２年度事業計画、予算案について

（２）地域担当歯科衛生士責任者会議の内容について

（３）地域ケア会議用口腔アセスメントについて

（４）各郡市学校歯科担当者会議出席者について

（５）Windows１０への移行に伴うパソコンの購入について

（６）熊本県医療・保健・福祉連携学会スタッフについて

（７）第２１回くまもと歯の健康文化賞費表彰者の推薦について

（８）周知依頼について

（９）その他

第１２回理事会（令和２年3月17日）

第９回理事会（令和元年１２月１２日） （１）新入会員の承認について

（１）地域担当について 第１３回理事会（令和２年3月31日）

（２）令和２年度事業計画、予算案について （１）令和２年度事業計画（案）について

（３）振込手数料の負担について （２）令和２年度収支予算（案）について

（４）令和２年の年賀状リストについて

（12）周知依頼について

（13）その他

      について

　　　者について

（５）市町村歯科衛生士研修会について

（６）歯科衛生だより熊本版について

（７）栄養士会主催の災害研修会の参加について

（８）天草市地域リハビリテーション支援事業業務委託変更

（９）熊本県医事功労者・団体表彰について

（８）第１８回警察歯科医会全国大会ポスターセッション参加

（９）令和元年度熊本地域リハビリテーション支援協議会の参

（10）令和元年度災害歯科保健歯科衛生士フォーラムの出席

（11）第１３回熊本県医療・保健・福祉連携学会について

（10）令和２年（２０２０年）秋の叙勲及び褒章候補者推薦に

　　　ついて

第８回　理事会（令和元年１１月９日）

（２）県民公開講座について

（３）令和２年度事業計画、予算案について

（４）入会促進案内日程、内容について

　　　ついて

　　　の推薦について

（８）公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰候補者

（16）その他

（１）熊本県による公益社団法人熊本県歯科衛生会運営組織及

　　　び事業活動の状況に関する立入検査の実施について

（２）県民公開講座について

（３）令和元年度 KDA-DATスタッフ育成セミナー会議について

（４）令和２年１月発送分同封依頼について

（５）読売新聞社主催「第48回医療功労賞」候補者について

（６）後援依頼について

（７）周知依頼について

（８）その他

（１）新入会員の承認について

　　　事前調査について

　　　加団体分担会費について

（13）周知依頼について

（６）日本歯科衛生士会歯科衛生士推進フォーラム出席者に



３　常務理事会

　定例13回　臨時2回

開催 開催

場所 場所

第 1回平成31年 4月 4日 事務局 第 8回令和元年10月31日 事務局

第 2回令和元年 5月 9日 事務局 第 9回令和元年12月5日 事務局

第 3回令和元年 5月30日 事務局 第10回令和2年 1月 9日 事務局

第 4回令和元年 6月27日 事務局 第11回令和2年 1月30日 事務局

第 5回令和元年 7月25日 事務局 第12回令和2年 2月22日 事務局

第 6回令和元年 8月29日 事務局 第13回令和2年 2月29日 事務局

第 7回令和元年 9月26日 事務局 臨　時令和2年 3月 7日 事務局

出席者数

41名

理事7名監事1名

理事7名監事2名

理事7名監事2名

理事6名監事1名

理事5名監事1名

理事7名監事2名

（１）常置委員会

月　　日

令和元年6月23日（日）

内　　　容

熊本県総合保健センター

【３】委員会

第1回地域担当歯科衛生士責任者会議

場所

　第1回　令和元年 6月26日　第2回　令和元年7月20日

②新人育成委員会（1回開催）

①リーダー育成委員会（2回開催）

⑤地域担当委員会（1回開催）

　　開 催 期 日　 令和２年２月５日（水）

　第1回　令和元年７月14日

③介護部門（1回開催）

　第1回　令和2年1月26日

④広報委員会（3回開催）

　第1回　令和元年 6月20日　

　第1回　平成31年4月20日　第2回　令和元年10月26日　第3回　令和元年11月17日

理事7名監事2名

理事7名監事2名

理事6名監事2名

理事7名監事2名

理事6名監事1名

　　開 催 場 所　 事務局

　　監査対象期間  令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日

　　出　席　者　　監 事 植由紀子、逢坂佐惠子

　　　　　　　　　会 長 越川由紀、専務理事 中園真由美、常務理事 古嶋暁子

　　開 催 場 所　 事務局

　　監査対象期間  平成３１年４月１日～令和元年９月３０日

　　監査対象期間  平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

　　出　席　者　　監 事 植由紀子　逢坂佐恵子

理事4名監事2名

４ 監査会

　　事業及び会計監査

理事4名監事1名

５　地域担当歯科衛生士責任者会議　（１回開催）

開　催　日 出　席　者

理事7名監事2名

開　催　日 出　席　者

　第１回

　第３回

　　　　　　　　　会 長 越川由紀　副会長 坂本由美　専務理事 中園真由美　常務理事 古嶋暁子　清本恭代

　　出　席　者　　監 事 植由紀子、逢坂佐惠子

　　開 催 期 日　 令和元年５月１４日（火）

　　　　　　　　　会 長 越川由紀、副会長 中山節子、坂本由美、専務理事 中園真由美、常務理事 古嶋暁子

　第２回

　　開 催 期 日　 令和元年１０月２３日（水）

　　開 催 場 所　 事務局



⑧人吉･球磨郡市支部（１回開催） ⑨天草郡市支部（１回開催）
　第1回　令和元年 7月20日　　 　第1回　平成31年 4月26日  第2回　令和元年6月18日　　

（２）支部会

①熊本市支部（18回開催）

  第13回 令和元年 9月28日　第14回 令和元年10月18日  第15回 令和元年11月 1日  第16回  令和元年11月26日

　第1回　令和2年1月31日 　

⑤上益城郡支部（１回開催）

　第1回　令和元年 9月25日　

  第9回　令和元年 8月18日　第10回 令和元年 9月 6日　第11回 令和元年 9月24日　第12回  令和元年 9月27日

　第1回　平成31年 4月10日　第2回　平成31年 4月12日　第3回　令和元年 5月 9日　第 4回　令和元年 5月17日　

  第5回　令和元年 5月31日　第6回　令和元年 6月14日　第7回　令和元年 7月12日　第 8回　令和元年 7月17日

　第1回　令和元年 5月13日　第2回　令和元年9月9日　第3回　令和元年10月28日　第4回　令和2年 1月27日　

③菊池郡市支部（4回開催）

  第17回 令和元年12月 6日　第18回 令和 2年 2月 5日 

②山鹿市支部（2回開催）

　第1回　令和元年 7月20日　第2回　令和元年 8月 3日　

⑥八代郡市支部（１回開催）

　第1回　令和元年 4月25日　

⑦水俣･芦北郡市支部（１回開催）

　第1回　令和元年 7月27日　　

④宇城支部（１回開催）


