
正会員総数　　　５０７名
名誉会員総数　 　　１名

５　事務所の所在地

熊本県総合保健センター管理棟３階

６　役員等に関する状況

常務理事　古嶋　暁子(会計・地域歯科保健・地域担当)

常務理事　清本　恭代(庶務・学校歯科保健・広報)

令和３年度（２０２１年度）　事業報告

熊本県熊本市東区東町４丁目１１－１　

会　　長　　越川　由紀 理　　事　　坂本　美幸(病院歯科)

(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　会員の状況　令和４年３月３１日現在　

　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 　

１　設立年月日

(令和３年４月１日～令和４年３月３１日)
公益社団法人の概況

昭和４０年１１月２８日 創立
平成　３年　３月２５日 社団法人化
平成２６年　４月　１日 公益社団法人化

２　定款に定める目的

(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
(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
(３)  歯科衛生の普及啓発及び広報に関すること
(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　定款に定める事業内容

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推進
させることを目的とする。

監　　事　　古川　由美子

監　　事　　坂本　由美

顧　　問　　逢坂　佐惠子

理　　事　　片山　まゆみ(介護)

理　　事　　柴原　聖子(学術)

理　　事　　松本　りか(学校歯科保健)

理　　事　　伊形　治美(地域歯科保健)

理　　事　　檜垣  　薫(広報)

理　　事　　木下　晴美(地域担当)

理　　事　　山本　温子(新人育成)

理　　事　　本田　貴子(診療所)

副 会 長　 中村　昌代(学術・新人育成・診療所)

副 会 長　 中村　加代子( 病院歯科・介護 )

専務理事　中園　真由美(総括･災害)

日本歯科衛生士会代議員   会 長　越川 由紀  ・ 副会長　中村 加代子  ・ 専務理事　中園 真由美



【１】事業
［公益目的事業］
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
１　歯科保健医療福祉に関する研修会
(１)歯科臨床に関する研修会

：

「免疫アップについて」
：

：

：

：

：

(２)高齢者に関する研修会

ア　歯科衛生士のための高齢者に対する介護予防研修会

講  師 ： （株）ライフリー　代表取締役

講  師 ：

講  師 ：

イ　令和3年度 歯科衛生士による高齢者の自立支援事業に関する事業検討会
第1回 令和3年9月17日　

(３)経験者別研修会
新人育成研修会(オンライン3回コース・全受講実習付6回コース)

オリエンテーション
「歯科衛生士に必要な接遇」

：

月　　日 時　　間 場　　所 内　　　容 出席者

令和3年12月23日(木) 19:30～20:30 元気倶楽部 　会員９名 
講  師 山鹿市　消防本部　野田 氏

講  師 竹田　朋紀 氏

「コロナ禍での介護予防

月　　日 時　　間 場　　所 内　　　容

大分県作業療法士協会　副会長

令和3年7月27日(火) 20:00～20:40 オンライン開催（Zoom） 　会員５名 

令和3年5月6日(木) 20:30～21:10 オンライン開催（Zoom） 　会員８名 

荒木 琴美 氏

場　　所 内　　　容 出席者

講  師

時　　間

熊本県歯科衛生士会新人育成委員
令和3年5月30日(日)

熊本県歯科医師会・熊本県歯科衛生士会共催

講  師 森川　美代子 氏

令和3年10月14日(木) 19:40～20:10 オンライン開催（Zoom） 　会員４名 

臨床検査技師　富田 浩平 氏

「歯科衛生士が知っておきたい 

「歯科医師と患者を信頼で結ぶ！信頼され愛される

「糖尿病と口腔ケア」

令和3年8月1日(日) 10:00～12:00 オンライン開催（Zoom）
　会員２７名
非会員５名
学生１１名

講  師 熊本県臨床検査技師会　上天草総合病院

　会員８６名
非会員９９名

学生３名
講  師 大阪大学歯学研究科予防歯科学

教授　天野 敦雄 氏

マイ・ハイジニストになるための５つのポイント！」

講  師 塩月　ゆり 氏

７１名

れる歯科衛生士の役割～高齢者の保健

　武藤　智美 氏

事業と介護予防の一体的実施等々～」

札幌市保健福祉局　保健所　成人保健・

歯科保健担当部長 前厚生労働省老健局

老人保健課医療・介護連携技術　推進官

　会員１８名 地域ケア会議出席者との意見交換会

月　　日

10:00～12:00

「札幌市地域口腔機能向上のための

北海道歯科衛生士会の取り組み」

　秋野　憲一 氏

一般社団法人北海道歯科衛生士会長

会員７名
非会員４名

「パーキンソン病・口腔について」

「救命講習」

検査データの見方」

オンライン開催（Zoom）

～歯周病プロジェクト講演会　～

令和4年 1月 9日（日）

「地域包括ケアシステムにおいて期待さ

令和3年10月10日（日）

①令和３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)

10：00～12：00 ８１名
歯科衛生士に期待すること」

　佐藤　孝臣 氏

オンライン開催（Zoom）

令和3年11月28日(日) 9:00～12:00
熊本県歯科医師会館

オンライン開催（Zoom）

出席者

10：00～13：00
熊本県歯科医師会館

ハイブリッド開催（Zoom）

②地域ケア会議意見交換会
月　　日 時　　間 場　　所 内　　　容 出席者

令和3年12月5日(日) 10:00～12:00 オンライン開催（Zoom）



「アシスタントワークのコツ」
：

「資料採得のポイント」
： 熊本県歯科衛生士会新人育成委員

「歯周治療について」
： 熊本県歯科衛生士会新人育成理事

「インプラント治療について」
： 熊本県歯科衛生士会診療所委員

：

：

：

(４)市町村歯科衛生士研修会(県委託事業)
①研修会開催

：

：

：

：

②ワーキング部会
第1回 令和3年10月26日　第2回 令和3年12月21日

２　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

オンライン開催（Zoom）

「ブラッシング指導のコツ　プロービング実習」

■研究発表

伊東歯科口腔病院　高巣友加里

「当院における障害者歯科診療について」

「広汎型中等度慢性歯周炎の症例報告

　～歯周病認定歯科衛生士取得までの取り組み～」

伊東歯科口腔病院　廣永朱里

令和3年10月17日(日) 10:00～12:00 熊本県歯科医師会館

「シャープニング・スケーリングルートプレーニング」
会員６名

非会員２名
講  師 熊本県歯科衛生士会新人育成理事

山本 温子 氏

会員１３名
非会員３名

講  師 熊本県歯科衛生士会新人育成理事

山本 温子 氏

講  師

令和3年12月12日(日) 10:00～12:00 オンライン開催（Zoom）

　取り組みについて」

くすのき子供歯科　吉富夏菜

「特別支援教育における口腔ケアプログラムの

構築について　プログラムの効果検証」

九州看護福祉大学大学院健康支援科学専攻　　寺川美咲

荒木 琴美 氏

令和3年7月18日(日) 10:00～12:00
会員１３名
非会員３名

講  師

山本 温子氏

会員９名
非会員１名

講  師 熊本県歯科衛生士会新人育成理事

山本 温子 氏

会員９名
非会員１名

場　　所 内　　　容 出席者

令和4年1月30日(日) 10：00～12：00 オンライン開催（Zoom） ９１名

講  師 熊本県健康づくり推進課

井上 秀代 氏

講  師

　井下 英二 氏

福岡歯科大学成長発達歯学

山本 温子 氏

「子供歯科でのコロナ感染症予防対策　

「子供のお口の健康づくりと

令和4年2月27日(日)

令和3年6月20日(日) 10:00～12:00

地域住民の健康づくり」

梅花女子大学口腔保健学科

教授歯科医師・歯学博士

講  師 熊本県歯科衛生士会新人育成理事

月　　日 時　　間

歯科保健について」

報告「熊本県における幼児期の

10：00～12：00 オンライン開催（Zoom）

「子どもたちの健口から始まる

１１５名

                       全身の健康」

熊本県歯科衛生士会

　逢坂 佐恵子 氏

令和3年8月22日(日) 10:00～12:00 熊本県歯科医師会館

「シャープニング・スケーリングルートプレーニング」

講  師

嶋崎　恵子 氏

令和3年9月19日(日) 10:00～12:00 熊本県歯科医師会館

「乳幼児期における歯科保健指導の

ポイント」

講  師

講座成育小児歯科学分野准教授

月　　日 時　　間 場　　所 内　　　容

オンライン開催（Zoom）

出席者

会員３８名
学生３０名

講  師

岡　暁子 氏



(２)熊本県医療保健福祉連携学会

Ⅱ　歯科衛生の普及啓発及び広報に関する事業
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
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

イ　｢歯と口の健康週間｣事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

ウ　笑顔ヘルＣキャンペーン事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

エ　熊本市民健康フェスティバル
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

(２)母子歯科保健に関する普及啓発事業

(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

子どもの歯ならびについて

歯科衛生士の魅力について

熊本県
歯科衛生士会

令和3年度あさぎり町歯科
衛生士派遣事業

出務者数

１名
令和3月6月30日（水）

令和3年5月～令和4
年3月(延べ27回)

三菱合志工場等
歯科検診記録及び検診補助等

延べ３３名

１名

１名

令和3年度あさぎり町歯科
衛生士派遣事業

令和3年7月(延べ5
回)

あさぎり中学校
歯科衛生指導
対象者：児童延べ306名

令和4月1月5日（水）

人吉・球磨
郡市支部

令和3年度あさぎり町5歳
児親子むし歯予防教室

令和3年度あさぎり町5歳
児園児歯みがき教室

事業所歯科健診

月　日 場　所 内　容担　当 事　業　名

延べ５名

人吉・球磨
郡市支部

令和3年12月12日(日) 10:00～12:00 オンライン開催（Zoom）

歯みがき教室
令和3年6月～令和3

年11月(延べ4回)
内野小学校等

むし歯予防の歯みがきの仕方を学
ぶ　対象者:児童延べ96名名 延べ５名

水俣・芦北
郡市支部

「人吉・球磨郡市支部における災害歯科保健活動の報告」

親子歯みがき教室
令和3年6月～令和3

年11月(延べ3回)

対象者：園児・児童・学生4,708名

紙芝居・ブラッシング指導等菊池郡
市支部

元気な歯の教室

令和3年6月～令和3
年11月(延べ5回)

菊陽町立 小学校等 

子どもセンター等

期　日 令和4年2月27日(日)
第14回　熊本県医療・保健・福祉連携学会
「Infection Control～歯科におけるCovid19

（新型コロナウイルス感染症）対策～」
会　場 熊本県医師会館

むし歯予防の歯みがきの仕方を学
ぶ　対象者:園児33名

むし歯予防の歯みがきの仕方

担　当

出務者数

あさぎりこども園

るい光保育園

令和3年6月11日（金） 

令和3年6月14日（月）

むし歯予防教室　対象者：園児21名

むし歯予防教室　対象者：園児6名

１名

■令和２年７月豪雨災害歯科保健活動報告

「熊本県歯科衛生士会活動の報告」

熊本県歯科衛生士会専務　中園真由美

事　業　名 月　日 場　所 内　容

延べ３名

令和3年7月～令和3
年11月(延べ10回)

令和3月6月11日
（金）

みどりの森
こども園

事　業　名

２名

歯科衛生講話とブラッシングの説明
対象者：児童延べ840名 延べ２２名

月　日 場　所

あさぎり町立免田
小学校等

熊本県職員歯科
健康診断事業

熊本シティFM
「健康サロン」

あさぎり町麻耶
幼稚園等 延べ１０名

令和3年6月～令和4
年2月(延べ45回) 延べ１１５名

担　当

むし歯予防教室

 対象者：園児延べ129名

令和3年7月～令和3
年12月(延べ4回)

熊本県庁等
歯科医師による検診を検診票に記入、
検診後受診者に説明
対象者：延べ102名

延べ４名

対象者：延べ1151名

熊本シティFM

対象者：園児延べ73名

内　容

出務者数

歯みがき教室

　永井 恵里菜 歯科衛生士 （長野歯科医院）

人吉・球磨郡市支部長　柳本喜恵子

「”災害支援”私たちにできることを」

水俣・芦北郡市支部災害担当　鬼塚愛弓

「八代郡市支部における災害歯科保健活動の報告」

八代郡市支部長　久枝尚代

■災害活動に関するディスカッション

会員３８名
学生３０名



(５)高齢期の歯科保健に関する事業

令和3年6月10日（木）

(６)障がい児(者)・要介護者の歯科保健に関する事業

(７)災害時の歯科保健に関する事業

２　高齢者の口腔ケア推進事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止

歯科支援プログラム 令和3年6月26日（土）
幼児支援施設ココ

ステップ
歯みがきの仕方を学ぶ

２名
対象者：5名

水俣・芦北
郡市支部

津奈木町復興
リハビリテーション

令和3年12月8日（水）
津奈木町「みんな

の家」

集団歯科保健指導 令和3年11月5日（金）
ポリテクセンター

荒尾
保健指導

天草郡市
支部

熊本県
歯科衛生士会

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

令和3年6月～令和3
年12月(延べ5回)

令和3年4月～令和4
年3月(延べ25回)

令和3年4月～令和4
年3月(延べ12回)

阿蘇市地域包括
支援センター等

大津町役場
別館3階等

延べ６名

延べ１２名

令和3年度二十歳の歯科
健診審査

ケア会議
令和3年4月～令和4

年1月(延べ6回)
山鹿市健康福祉セン

ター等
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

地域ケア会議

延べ５名

出務者数

口腔ケア出前講座
２名

対象者：25名

２名

水俣・芦北
郡市支部

熊本市高齢者支援センター

ささえりあ江津湖　等

対象者：46名

２名

延べ７９名

１名

地域リビング

浦上公民館等

通いの場支援

対象者：延べ91名

天草市健康のつどい 令和3年11月13日（土）

令和3年9月～令和4
年3月(延べ5回)

みらいデイサービ
ス熊本南等

内　容

延べ２６名

令和3年5月～令和3
年11月(延べ13回)

令和3年12月22日（水） 八代市坂本町 ２名

令和3年11月5日（金）
玉東町中央公民

館

介護予防事業

令和3年4月～令和4
年3月(延べ15回)

担　当 事　業　名 月　日

担　当 事　業　名

令和3年9月24日（金）

亀場町地区コミュ
ニティーセンター

福岡自治公民館
（本町）

かみかみ百歳体操の指導
対象者：12名

かみかみ百歳体操の指導
対象者：15名

内　容

阿蘇郡市
支部

地域ケア会議

令和3年11月24日（水） 梢山仮設団地

天草市複合施設こ
こらす健診室

保健指導
３名

保健指導
１名

対象者：50名

対象者：1名

有明支部 ケア会議
令和3年4月～令和3

年6月(延べ3回)
南関町地域包括

支援センター
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

延べ２５名

延べ１３名

 生活歯援プログラム 対象者：延べ69名

八代郡市
支部

協会けんぽスモールチェンジ 保健指導

令和3年4月～令和4
年3月(延べ16回)

球磨村役場
地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者 延べ１６名

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

水俣･芦北
郡市支部

天草郡市
支部

自立支援型
地域ケア会議

まちかど健康塾

ささえりあ北部「健活教
室」（口腔体操）

令和3年11月12日（金）
北部まちづくりセン

ター2階
介護予防事業

１名
対象者：53名

ささえりあ清水高平室園清老会
「歯と口の健康」

令和4年2月12日（土） 資料作成配布
介護予防事業

地域ケア会議
対象者：地域ケア会議参加者

月　日

延べ１７名

延べ３名

出務者数

令和3年4月～令和4
年3月(延べ79回)

天草市複合施設こ
こらす等

茂道公民館等

場　所 内　容 出務者数

月　日 場　所

１名
対象者：35名

介護予防事業に関する資料作成し配布

対象者：延べ127名

場　所

延べ１０名

菊池郡市
支部

人吉・球磨
郡市支部

令和２年７月豪雨
復興リハビリテーション

自立支援型
地域ケア会議

水俣市社会福祉協議
会多目的ルーム等

自立支援型
地域ケア会議

令和3年4月～令和4
年3月(延べ17回)

２名

令和3年7月7日（水） 下原田第3仮設団地 歯科衛生講話・口腔清掃の説明
口腔体操　等

２名

熊本市
支部

天草郡市
支部

山鹿支部

地域ケア会議

熊本市
支部

人吉・球磨
郡市支部

担　当 事　業　名

令和２年７月豪雨
復興リハビリテーション

復興リハビリテーションの出前講座（口腔ケ
ア）にてお口の若返り作戦として、飲み込み
を元気に、食前体操・おでこ体操・飲み込
みを元気にというテーマで講座と実技を実
施

令和3年12月9日（木） 八代市古閑中町仮設住宅 １名

有明支部

熊本市ささえりあ型C事業
「出水南地区ふれあい交流会」

令和3年11月30日（火）
出水南コミュニティ

センター
介護予防事業

５名
対象者：18名



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(年１回)
①発行月　令和4年1月
②輝く歯科衛生士の歯っぴぃらいふ

(２)Webサイトによる歯科衛生情報等の配信
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)乳幼児期の歯科保健啓発資料の作成
①1歳6か月児のむし歯を減らすために今できること
②3歳児のむし歯を減らすために今できること
③乳幼児期の歯科保健指導内容一覧
配布先：①②③　会員・研修会受講者・県内市町村
配布先：①②　県内小児科
　　

(４)災害時命を守る口腔のケア動画（熊本市支部）
内容：災害時の口腔ケアに関する歯科健康教育動画を作成し、県民に歯科保健情報を提供していく
事業検討会　第1回　令和4年2月2日　第2回　令和4年2月18日　第3回　令和4年2月21日
　　　 　　　　 　第4回　令和4年3月2日

(５)令和3年度くまもと県民カレッジ主催講座（後期）健康コース
内容：テーマ「何歳（いくつ）になってもおいしく食べたい！

～無理なくできる口内から腸内までのお手軽ケア～」
演題：第２回「万病を防ぐ口腔ケア～きれいなお口で健康維持～」

講座の動画制作に協力し、県民に歯科保健情報を提供していく

(６)高齢者支援センターささえりあ江津湖　家族等介護者介護者教室
講座の動画制作に協力し、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

(２) 熊本県・熊本市に関するもの

(３)熊本県歯科医師会に関するもの

令和3年12月5日（日） オンライン会議 ３名

場　　　所

令和3年9月30日（木）
令和3年度　熊本県歯科保健推進会議
ワーキング部会

令和3年度　熊本市地域リハビリテーショ
ン協議会委員総会

１名

月　　日

令和4年3月8日（火） 熊本県歯科医師会館 １名

第23回くまもと歯の健康文化賞委員会 令和4年3月14日（月）

歯科衛生推進フォーラム

熊本県在宅医療連合会代表者会議
熊本県医師会館
２階 大ホール

内　　　容

令和３年度　健康くまもと２１推進会議 令和4年2月1日（火） 書面開催

令和4年2月20日（日） オンライン会議 ２名

令和３年度災害歯科保健歯科衛生士フォーラム

熊本県歯科医師会館

九州ブロック連絡協議会 令和3年10月30日（土） オンライン会議 ３名

都道府県歯科衛生士会会長会 令和4年2月20日（日） オンライン会議

２名

令和3年7月27日（火）

令和4年2月15日（火）

全国病院歯科衛生士連絡協議会

各郡市学校歯科担当者会議 オンライン会議 ３名

１名

内　　　容 月　　日 場　　　所 出務者数

内　　　容 月　　日 場　　　所 出務者数

熊本県歯科医師会館

令和4年2月19日（土） オンライン会議 １名

令和3年9月13日（月） 書面決議 １名

日本歯科衛生士会代議員会 議決権の行使 ３名

出務者数

令和3年度歯と口の健康週間　実行委員会

令和4年2月3日（木）

令和3年6月13日（日）

令和３年度熊本県健康づくり県民会議 令和3年11月18日（木） メルパルク熊本 １名
１名

令和3年度　　第1回　熊本地域在宅医療
介護連携体制検討会

令和3年11月16日（火）
ウェルパルくまもと　3階

すこやかホール
１名

令和4年8月27日（金） １名
令和３年度　健康くまもと２１推進会議
歯科保健部会

オンライン会議

１名
１名

令和3年度歯科歯科（訪問歯科）連携モ
デル地区事業第1回打ち合わせ

令和4年3月31日（木） 熊本県歯科医師会館 １名



(４)熊本県医療・保健・福祉団体協議会に関するもの

(５) 熊本市保健医療専門団体連合会に関するもの

(６) 歯科衛生士教育養成機関に関するもの

5．その他、この法人の目的を達成するために必要なこと

水俣・芦北
郡市

医療福祉連携推進会議
令和3年10月14日（木）

令和3年10月26日（火）

菊池郡市
支部

菊池圏域みんなの在宅ネットワーク　運営
委員会

令和3年8月31日（火）
オンライン会議

１名
令和3年9月24日（金） １名

熊本県男女共同参画活動交流協議会総会 令和3年6月30日（水）

令和３年度第１回教育課程編成委員会 令和4年2月8日（火） ハイブリッド開催 １名
熊本歯科衛生士専門学院第57期生戴帽式

２名

熊本歯科衛生士専門学院講義 令和3年10月29日（金） 熊本歯科衛生士専門学院 ３名

内　　　容 月　　日

中島技術専門学校入会促進案内説明会 令和4年2月8日（火） オンライン開催

熊本市中央公民館　7階ホール ２名

令和3年10月31日（日）

令和3年10月3日（日）
乳幼児期の歯科保健指導内容の検討会 くすのき子供歯科 延べ６名

令和3年4月10日（土） 熊本歯科衛生士専門学院
熊本歯科衛生士専門学院第58回入学式

令和3年9月13日（月） 書面決議

令和3年8月18日（水） 熊本県医師会館 １名

令和4年2月22日（火） 書面決議 １名

１名

熊本歯科衛生士専門学院生への就職支援のための
協力体制検討会

医専連理事会

熊本市地域リハビリテーション協議会
訪問・看護検討委員会

阿蘇郡市支部 令和3年度　在宅システム研究会　第2回理事会 令和4年1月20日（木） オンライン会議 １名
オンライン会議 １名

九州看護福祉大学入会促進案内説明会 令和4年2月9日（水） オンライン開催 １名

中央公民館ホール １名

出務者数担　当 事　業　名 場　所月　　日

場　　　所

熊本県歯科技工士会「歯科補てつ物制作過程等
の情報提供推進事業」研修会

令和3年11月16日（火）

熊本市歯みがき巡回指導　令和4年度以降
の活動について

令和4年3月9日（水） ５名

１名

１名

新年のご挨拶

場　　　所

くまもと県民交流館パレア等

１名熊本県歯科医師会館令和3年4月10日（土）

出務者数
熊本県医療・保健・福祉団体協議会
令和3年度第１回理事会

１名
令和3年6月24日（木）

オンライン会議 １名

熊本歯科衛生士専門学院 ２名

令和3年4月～令和4年3月
(延べ10回)

熊本県健康を守る婦人の会熊本市支部施設見学研修会 令和3年10月20日（水） 五木村役場 ２名

熊本市
支部

有明支部 令和3年度いきいき健康づくり教育講座実行委員会
令和3年7月13日（火）

令和3年12月13日（月）
荒尾市医師会館

１名
１名

１名

内　　　容 月　　日

令和3年4月2日（金） 熊本市歯科医師会

令和3年5月11日（火） 熊本市歯科医師会
歯と口の健康週間「2021歯の祭典」会議

２名

熊本歯科衛生士専門学院第56期生卒業式 令和4年3月12日（土） 熊本県歯科医師会館

熊本県
歯科衛生士会

令和3年11月28日（日） くまもと新都心プラザ １名

令和4年3月28日（月） ２名熊本県歯科医師会館

３名
熊本市歯科医師会「歯科衛生士職業紹介

ポスター作成」について
熊本県歯科医師会館 市会議室2 

令和3年11月11日（木）
熊本県歯科医師会館 市歯会議室 

３名
２名

令和3年度　歯みがき巡回DVD作成企画に
ついて

令和3年7月13日（火）

令和3年4月15日（木） ５名

令和3年10月11日（月）
令和3年12月1日（水）

令和4年2月15日（火） 資料送付配布

令和4年1月4日（火）
熊本県庁

熊本市役所

３名
４名

１名

１名

熊本県男女共同参画活動
交流協議代表者会議

出務者数

内　　　容 月　　日 場　　　所 出務者数

熊本県歯科医師会館 市歯会議室 

令和4年1月28日（金） 熊本県歯科医師会館

熊本県医療・保健・福祉連携学会
企画委員会



【2】諸会議
1　総会　1回開催
令和２年度　定期総会
期　　日　　　 令和３年６月２０日（日）１３：００～1３：５０
場　　所 オンライン開催（Zoom）
正会員数 ５０３名
正会員出席者 ３５名 委任状出席者数 ２４９名
議　　長 佐藤　成美（熊本市支部）
副 議 長 西口　真美（熊本市副支部長）
議事録署名人 佐藤成美　越川由紀　中村昌代　中村加代子　中園真由美　古嶋暁子　清本恭代

山本温子　坂本美幸　片山まゆみ　松本りか　伊形治美　檜垣薫
議　　題 第１号議案　令和２年度収支決算（案）に関する件

監査報告
報告事項 （１）令和３年度事業計画について

（２）令和３年度収支予算について
（３）令和２年度事業報告について

２　理事会
　定例１２回　

（議事内容）
第１回　理事会 （令和３年４月１７日）

第３回　理事会 （令和３年６月１２日）

第２回　理事会 （令和３年５月１５日）
(7)

(9) 周知依頼について
(10) その他

について
(6) 令和３年度熊本県健康づくり県民会議表彰の

募集及び推薦について
令和３年度歯科保健事業功労者の表彰候補者
の推薦について

(8) 熊本県男女共同参画活動交流協議会
令和３年度総会出席者について

光熱水費等維持管理等について

(10)

(11)

(12) 周知依頼について

(1) 新入会員の承認について
(2) 令和３年度定期総会について
(3) 地域担当歯科衛生士責任者会議について
(4) YouTubeチャンネル作成について
(5) 本会発送に支部の発送物を同封する際の費用

実施に関する事業について

(8)

(13) 周知依頼について
(14) その他

(1) 新入会員の承認について
(2) 定期総会の開催について
(3) 令和２年度事業報告について
(4) 令和２年度収支決算（案）について

まつり」の参加協力について
(11) 令和２年度建物入居に係る契約、賃借料及び

専門学院生への就職支援のための協力体制について

(7) 熊本県歯科衛生士専門学院「地域歯科保健活動Ⅲ」の

授業内容(案)並びに担当講師について

(1) 新入会員の承認について
(2) 定期総会について
(3) 地域担当歯科衛生士責任者会議について
(4) 学術について
(5) 公式ラインの開始時期について
(6)

病院歯科委員会本年度研修会での学生
受け入れについて

(7) 研修会の周知方法について
(8) 会員向け便りについて
(9) 学術eラーニング研修のチラシについて

九州ブロック連絡協議会の負担金について
令和３年度天草市地域リハビリテーション
活動支援事業委託契約について

熊本歯科衛生士専門学院同窓会が行う熊本歯科衛生士

　第 ５ 回　令和 ３ 年　８月２１日 オンライン開催（Zoom）

　第１１回　令和 ４ 年　２月１２日

(6)

令和３年度医専連役員の推薦について
(9) 令和３年度熊本市地域リハビリテーション協議会

各種委員会委員の推薦について
(10) 令和３年度東区民まつり　「けんぐん食と健康

理事１１名、監事１名、顧問１名

理事１０名、監事１名、顧問１名
　第 ９ 回　令和 ３ 年１２月１１日 オンライン開催（Zoom） 理事１３名、監事２名、顧問１名

　第 ４ 回　令和 ３ 年　７月１０日

理事１２名、監事１名、顧問１名　第 ２ 回　令和 ３ 年　５月１５日 オンライン開催（Zoom）

　第 ３ 回　令和 ３ 年　６月１２日 オンライン開催（Zoom） 理事１５名、監事２名、顧問１名

　第 １ 回　令和 ３ 年　４月１７日

　第 ７ 回　令和 ３ 年１０月１６日 オンライン開催（Zoom） 理事１４名、監事１名、顧問１名
　第 ８ 回　令和 ３ 年１１月１３日 オンライン開催（Zoom）

理事１２名、監事２名、顧問１名
　第１２回　令和 ４ 年　３月１２日 オンライン開催（Zoom）

オンライン開催（Zoom） 理事１３名、監事１名、顧問１名

(12) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

(5) 地域担当歯科衛生士責任者会議について

オンライン開催（Zoom）

オンライン開催（Zoom） 理事９名、監事２名、顧問１名

　第 ６ 回　令和 ３ 年　９月１１日

　第１０回　令和 ４ 年　１月１５日
オンライン開催（Zoom）

理事 １２ 名、 監事 ２ 名

理事 １３ 名、 監事 １ 名
開　　催　　日 開　催　場　所 出　席　者

オンライン開催（Zoom） 理事１３名、監事１名、顧問１名

(13) その他



第４回　理事会 （令和３年７月１０日）

第９回　理事会 （令和３年１２月１１日）

第５回　理事会 （令和３年８月２１日）

第１０回　理事会 （令和４年１月１５日）

第１１回　理事会 （令和４年２月１２日）
第６回　理事会 （令和３年９月１１日）

第７回　理事会 （令和３年１０月１６日）
第１２回　理事会 （令和４年３月１２日）

第８回　理事会 （令和３年１１月１３日）

(3) 特定費用準備資金について
(4) 日本歯科衛生士会会長表彰の推薦について
(5) 令和４年度熊本県総合保健センター建物入居に

衛生活動」事業の助成について
(5) パソコン等廃棄に関わる事業者との契約について

(6) 第７４回保健文化賞候補者の推薦について
(7) 令和３年度がん征圧推進への協力について
(8) 周知依頼について
(9) その他

(1) 令和３年度補正予算（案）について
(2) 令和４年度事業計画（案）並びに収支

(5) 第14回熊本県医療・保健・福祉連携学会について

(6)

周知依頼について
(8)

(4) 日本歯科衛生士会令和４年度「地域歯科

(2) 日本歯科衛生士会令和３年度災害歯科保健

(4) 医療保健福祉連携学会分科会について

(6) 都道府県歯科衛生士会における災害への
取り組み状況調査の実施について

臨時理事会の書面議決について
(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
(2) 熊本市支部　子どものむし歯予防の動画の

(3) 令和３年度 歯科衛生推進フォーラム出席者について

(4) 令和３年度　八代　歯科保健関係事業について

(3) 入会促進案内について

(8)

係る令和４年（２０２２年度）事業提案募集について

(4)

「第10回健康寿命をのばそう！アワード」

役員選出規則の改定（案）について

(3) 役員選出規則整備担当者について
(4) 令和３年度 九州ブロック連絡協議会の開催について

委員の推薦について
(6) 周知依頼について
(7) その他

(1) 公益社団法人熊本県歯科衛生士会旅費
規則（案）について

(2) 学術研究会　発表スケジュールについて

(5) 熊本県医療・保健・福祉連携学会企画委員会

(5) 九州ブロック連絡協議会追加照会事項について

(7) 第２３回熊本県歯科医学大会の後援について
(8) 周知依頼について
(9) その他

(1)

（生活習慣病予防分野）募集！について
(9) 熊本市支部作成の子どものむし歯予防

動画の拡散について
(10) 周知依頼について
(11) その他

令和４年（２０２２年）秋の叙勲及び
褒章候補者の推薦について

(7)
その他

配布することについて
(4)

推薦について
(6) 熊本県医療・保健・福祉団体協議会

講師依頼について

(8) 原稿の寄稿につて
(9) 周知依頼について

(4)

(1) 理事への連絡費の支給について
(2) 旅費規則整備の担当者について

(1) YouTubeチャンネル作成について

(3) 地域医療介護総合確保基金（介護従事者の確保）に

日本歯科衛生士会終身会員の推薦について
(5) 「熊本県在宅医療連合会」実務者会議の

出席について
(6) 読売新聞社主催「第５０回医療功労賞」

候補者の推薦依頼につて
(7) 熊本歯科衛生士専門学院同窓会リーフレット

在宅医療連合会 在宅医療出前講座

パンフレット等の作成について

JDAT(Japan Dental Alliance Team) 創設に際し、
熊本県歯科医師会を通じ日本歯科医師会からの
各都道府県におけるチーム編成の依頼について

(5) 令和３年（２０２１年）公衆衛生事業功労者の
推薦について

(7) 令和３年度後期くまもと県民カレッジ【健康コース】

(1) 新入会員の承認について
(2) 令和３年度学術研究会の開催について
(3) 支部への活動支援とし、『マスクをしたまま

できるお口の体操』のDVDを各支部に２枚ずつ

(10) その他

(8) その他

係る賃借料及び光熱水費維持管理について

令和３年度熊本地域リハビリテーション支援
協議会負担金の納入について
周知依頼について(7)

(6)

(3) 新人育成委員会について

予算（案）について

(1) 令和３年度会員表彰について
(2)

歯科衛生士フォーラム出席者について
(3) 医療・保健・福祉連携学会分科会発表者について

チラシ同封依頼について

テーマ ならびに講師派遣について
(5) 令和３年度熊本県健康づくり県民会議について
(6) 周知依頼について
(7)

(6) 熊本県在宅医療連合会代表者会議出席者について

(2) 生活支援プログラム事業について

への寄稿（コメント）について

令和３年度の余剰金の使途について

その他

(1) 学術研究会演題の追加について
(2) 妊産婦から乳幼児期の歯科保健指導に関する

健康づくり功労賞及び優良団体等知事表彰
候補者の推薦について

(4) 東臨床歯周病研究会から「シンプル歯周治療
セミナーIN熊本　２０２２」の同封依頼について

(5) 熊本県在宅医療連携体制検討協議会委員の

(3) 令和3年度（2021年度）熊本県医事・薬事・



３　常務理事会
　定例１２回・臨時 ３ 回

４　監査会
事業及び会計監査
第１回

開 催 期 日 令和３年５月８日（ 土 ）
開 催 場 所 熊本県歯科衛生士会事務局
監査対象期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日
出　席　者 監 事 坂本由美　古川由美子

会 長 越川由紀　副会長 中村加代子　中村昌代　　
専務理事 中園真由美　常務理事 古嶋暁子 清本恭代

第２回
開 催 期 日 令和３年１０月２７日（ 水 ）
開 催 場 所 熊本県歯科衛生士会事務局
監査対象期間 令和３年４月１日～令和３年９月３０日
出　席　者 監 事 古川由美子　坂本由美　

会 長 越川由紀　副会長 中村加代子 中村昌代　　
専務理事 中園真由美　常務理事 古嶋暁子 清本恭代

第３回
開 催 期 日 令和４年１月２４日（ 月 ）
開 催 場 所 熊本県歯科衛生士会事務局
監査対象期間 令和３年１０月１日～令和３年１２月３１日
出　席　者 監 事 古川由美子　坂本由美　

会 長 越川由紀　副会長 中村加代子 中村昌代　　
専務理事 中園真由美　常務理事 古嶋暁子 清本恭代

５　地域担当歯科衛生士責任者会議　
期　　日　　　 令和３年６月２０日（日）１４：１０～1５：２０
場　　所 オンライン開催（Zoom）

（１）常置委員会
①学術委員会（2回開催）
　第1回　令和 3年11月28日　第2回　令和 3年12月 1日　

②新人育成委員会（1回開催）
　第1回　令和 3年 7月 1日　

③地域歯科保健委員会（1回開催）
　第1回　令和 3年10月17日　

④学校歯科保健委員会（1回開催）

オンライン開催（Zoom）

理事６名、監事２名、顧問１名　第 ４ 回　令和 ３ 年　７月　１日
理事６名、監事２名、顧問１名　第 ３ 回　令和 ３ 年　６月　３日
理事６名、監事２名、顧問１名

オンライン開催（Zoom）
オンライン開催（Zoom）

理事６名、監事1名、顧問1名　第 １ 回　令和 ３ 年　４月　８日 オンライン開催（Zoom）
出　席　者開　　催　　日

オンライン開催（Zoom） 理事６名、監事２名、顧問1名

　第 ２ 回　令和 ３ 年　５月　６日 オンライン開催（Zoom）
オンライン開催（Zoom）

　第 ５ 回　令和 ３ 年　８月１２日 理事７名、監事２名
　第 ６ 回　令和 ３ 年　９月　２日 理事５名、監事２名、顧問1名

　第 ９ 回　令和 ３ 年１２月　２日 オンライン開催（Zoom） 理事６名、監事２名、顧問１名
　第１０回　令和 ４ 年　１月　７日 オンライン開催（Zoom） 理事６名、監事２名、顧問１名

　臨　　時　令和 ３ 年１１月１１日 オンライン開催（Zoom） 理事６名、監事1名、顧問1名

　第１１回　令和 ４ 年　２月　３日 オンライン開催（Zoom） 理事６名、監事２名、顧問１名

　第 ７ 回　令和 ３ 年１０月　７日

【３】委員会

　臨　　時　令和 ４ 年　３月　８日 オンライン開催（Zoom） 理事５名、監事２名
　第１２回　令和 ４ 年　３月　３日 オンライン開催（Zoom） 理事６名、監事２名、顧問１名
　臨　　時　令和 ４ 年　２月１９日 オンライン開催（Zoom） 理事６名、監事1名、顧問1名

　第 ８ 回　令和 ３ 年１１月　４日 オンライン開催（Zoom） 理事６名、監事１名、顧問１名

開　催　場　所



　第1回　令和 3年 7月27日

⑤診療所委員会（8回開催）
　第1回　令和 3年 6月 8日　第2回　令和 3年 9月16日　第3回　令和 3年10月14日　
　第4回　令和 3年11月1日　第5回　令和 3年11月12日　第6回　令和 3年11月16日　
　第7回　令和 3年11月26日　第8回　令和 3年11月27日　

⑥病院歯科委員会（2回開催）
　第1回　令和 3年 4月28日　第2回　令和 3年 7月13日　　

⑦介護委員会（5回開催）
　第1回　令和 3年 9月13日　第2回　令和 3年 9月26日　第3回　令和 3年10月 3日　
　第4回　令和 3年12月12日　第5回　令和 3年12月16日　　

⑧広報委員会（2回開催）
　第1回　令和 3年 4月24日　第2回　令和 3年11月20日

⑨地域担当委員会（1回開催）
　第1回　令和 3年 9月24日

（２）特別委員会（6回開催）
①役員選出規則整備委員会
　第1回　令和 3年 9月22日　第2回　令和 3年 9月30日　第3回　令和 3年10月14日　
　第4回　令和 3年11月 2日　第5回　令和 4年 2月27日    第6回　令和 4年 3月29日　　

（３）支部会
①熊本市支部（10回開催）
　第1回　令和 3年 4月 4日　第2回　令和 3年 4月 8日　第3回　令和 3年 4月14日
　第4回　令和 3年 4月22日  第5回　令和 3年 5月14日　第6回　令和 3年9月21日
  第7回　令和 3年10月22日  第8回　令和 3年11月　4日  第9回　令和 4年 1月26日
　第10回　令和 4年 3月27日 

②菊池郡市支部（6回開催）
　第1回　令和 3年 5月10日　第2回　令和 3年 7月12日　第3回　令和 3年 9月13日
　第4回　令和 4年11月15日　第5回　令和 4年 2月 8日　第6回　令和 4年 3月14日

③人吉・球磨郡市支部（1回開催）
　第1回　令和 3年10月 9日


