令和２年度事業報告
事業活動（詳細版）
（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）
公１ 県民の歯及び口腔の健康増進をとおして社会の医療・保健・福祉に寄与する事業

１．公衆衛生向上推進事業
（１）ライフステージ歯科保健推進事業

地域歯科保健委員会

妊産婦から乳幼児、児童、生徒、成人、高齢者、在宅介護者にいたるまで、すべての
ライフステージでの健全な口腔衛生及び口腔機能の維持増進のため、健診事業、むし歯
及び歯周病の予防事業、広報事業、啓発事業を展開する。
１

歯っぴいマタニティー教室（健やかな妊娠・出産支援事業）
妊産婦期の妊婦の健全な口腔衛生の保持及び胎児の健全な発育を目的とする。
歯周疾患等と低体重児出産との関連から、母子健康手帳交付時や健康教室、健康
相談等において歯科保健指導や、食生活指導を組み入れる等内容の充実を図る。併
せて、定期的な受診を啓発し、早期発見・早期治療を推進する。

２ 乳幼児のむし歯予防、咀嚼機能の健全発育
乳幼児期のむし歯予防、咀嚼機能の健全な発育を目的とする。
１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査等における歯科保健指導と「噛めない子
飲み込めない子」の咀嚼機能発達の調査と指導を行う。保育園幼稚園でのフッ化物
洗口事業に対して研修会・説明会を開催し、実施費用の補助を行う。
３

ライフステージごとの歯科健診推進
成人期の歯周病予防、口腔がん等の口腔疾患の知識啓発、特に糖尿病などの生活
習慣病との関連について正しい知識の普及啓発を行うことを目的とする。
職場や地域における健康教育等において定期的な歯科健診及び口腔管理について、
正しい知識の普及啓発を行う。
ア

事業所歯科健診推進事業
対象者：県内事業所職員
受診者数：２３３名

イ

成人期の歯科口腔保健対策事業
４０歳以上の働き盛り世代に対し歯周病検診や歯科口腔保健に関する知識等
の向上を目指した普及啓発事業を実施し、成人期以降の歯科口腔保健の推進
を図る。

・健康教室の実施
令和２年１１月１１日（水）
実施事業所：八幡金属株式会社国分工場
講師：本会会員
受講者数：２０名
令和２年１１月１２日（木）
実施事業所：キリシマ精工株式会社
講師：本会会員
受講者数：１３名
令和２年１１月１９日（木）
実施事業所：株式会社トヨタ車体研究所
講師：本会会員
受講者数：３６名
令和２年１２月１０日（木）
実施事業所：株式会社サナス
講師：本会会員
受講者数：１４名
令和２年１２月１８日（金）
実施事業所：国分電機株式会社
講師：本会会員
受講者数：７６名
・県内で健康企業宣言を行っている事業所に健康教室の案内チラシの配布と
歯科健診の勧奨のためのポスターを作製し掲示をお願いした。
健康教室案内チラシ作成 ４００枚
「事業所歯科健診のすすめ」ポスター １，５００枚
ウ

口腔がん検診事業

・口腔がん検診
口腔がんの早期発見に対する歯科医師の役割の重要性を確認すると共に、歯
科診療所において患者からの相談に適切に対応できる態勢づくりへの布石とし
て、地域住民を対象に口腔がん検診を実施し、もって地域口腔保健の向上に資
することを目的とする。
令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて１地区のみの実
施となった。

令和２年１０月１６日（金）
実施地区：曽於市
実施場所：そお生きいき健康センター
派遣スタッフ：専門医２名、その他２名
検診者数：１１名

エ

さんぽ通信での歯科保健普及啓発事業
鹿児島産業保健総合支援センターの「さんぽ通信」を利用して、毎年、年３回

本会会員による歯科保健に関する記事「歯科医師会だより」を掲載している。
令和２年度実績
・５月掲載「口腔がん検診について」
・９月掲載「新型タバコ 口腔への影響は？」
・１月掲載「歯周病の新分類について」
オ

フッ化物洗口普及啓発事業

・地域フッ化物洗口推進検討会
日置市
実施日：令和２年１１月１２日（木）
令和３年３月１８日（木）
実施場所：日置市中央公民館
参加者：第１回１６名、第２回１５名（県歯科医師会、鹿児島地域振興局、
日置市教育委員会・健康増進課、日置薬剤師会、かごしま口腔保健協会）
・フッ化物洗口推進セミナー
日置市
開催日：令和３年２月１８日（木）
開催場所：日置市中央公民館
演題１：「むし歯予防のための学校フッ化物洗口の意義について」
講

師：本会会員

対象者：日置市副市長、日置市教育委員会、学校歯科医、学校薬剤師、
その他関係者
参加者数：２２名
カ

高等学校における歯科保健教育推進事業
高等学校というこの時期特有の思春期のことも踏まえ、歯周病菌が感染性であ

ること、そのために如何に理解し如何に対応していくべきか、また、この時期だ
からこそ理解し健康な食生活を学んでいただきたいと考え、
「健康的な食事の取り

方」も取り入れた歯科保健推進のため指導用のスライドを作成。
対象者：本会会員
配布先：本会ホームページへ掲載
４

県後期高齢者医療口腔検診事業業務委託
後期高齢者に対し、嚥下機能及び歯科口腔疾患の検診を行い健康寿命の延伸を図
る。
ア

お口元気歯ッピー検診事業 （鹿児島県後期高齢者広域連合から受託）
令和２年度中に後期高齢者医療制度に移行した７６歳、８０歳の高齢者に対し、

嚥下機能、歯周病の検診及び指導を行い住民の口腔保健の向上を図る。
参加医療機関数：延べ１，４８６機関
検診対象者：３２，５６６名（内２，５３１名 ７．８％受診）
５

研修会及び歯科医師派遣
自治体・各種団体が実施するイベント等へ歯科医師を派遣し、健診とともに、歯
科口腔保健の啓発と広報活動を行い、県民の健康増進と福祉に貢献する。
ア

おはら祭り歯科健診と相談
※コロナウイルス感染症拡大のためのイベント中止に伴い実施できなかった。

イ

歯と口の健康週間事業
※コロナウイルス感染症拡大のためのイベント中止に伴い実施できなかった。

６

歯科口腔保健事業実施状況の情報提供
歯科口腔保健事業の実施状況を把握し、歯科口腔保健の現況と今後の有効な事業
展開を図る。
ア

地域保健部活動報告書を発行 年１回 ８月発行
内

容：本会が行っている歯科保健事業の実施状況の調査

配布先：鹿児島県３部、各市町村健康増進課４３部
九州各県歯科医師会８部
※本会ホームページにＰＤＦデータ掲載
７

歯科保健表彰
ア

歯と口の健康週間行事における表彰事業 学校歯科委員会

・県内１５市郡歯科医師会の児童生徒図画・ポスター及び標語作品等のコンクー
ルの支援
・日本学校歯科医会主催「令和２年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコン
クール」への出展
応募：県内７市郡歯科医師会

作品数：２０点（内、４点出展）
・日本歯科医師会主催「令和２年度歯・口の健康啓発標語コンクール」への出展
応募：県内１市郡歯科医師会
作品数：７点（内、１点出展）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を縮小した市郡歯科医師会が
多く応募総数が減少した。
イ

高齢者よい歯の表彰事業 （地域歯科保健委員会）

・県内市町村における８０歳で２０本以上自分の歯を保つ高齢者を表彰
表彰者数：１７６名（男性９１名、女性８５名）
ウ

歯と口の健康週間関連事業（地域活性化事業）
鹿児島県内の市郡歯科医師会が応募し実施した。
・図画・ポスターコンクール
応募数：３，７０６点 表彰数：３４７点
・歯と口の健康啓発標語コンクール
応募数：２，０７１点 表彰数：８４点

・８０２０達成者表彰
表彰者数：４０９名（鹿児島市）
８

８０２０運動推進関連事業 （かごしま口腔保健協会）
本会が展開している８０２０運動の事業推進の一部事業をかごしま口腔保健協会
へ委託して事業を行うと同時に事業の支援をする。
ア

８０２０運動推進支援事業
・市郡歯科医師会と地域振興局及び支庁事務所における歯科保健事業の体制整備
や推進を図るために、行政と市郡歯科医師会との検討会を開催する。
・県下における８０２０運動を推進するために、市郡歯科医師会と地域振興局及
び支庁事務所で実施される取り組みを支援する。

【鹿児島市歯科医師会】
・第３３回市民のための歯科健康講座
健康長寿を実現するために「市民のための歯科健康講座」を開催し、８０歳
以上で２０本以上の歯を持ち、健康で快適な生活を送っている方々の表彰を行
うことで口腔の健康に関心を持ってもらうことと、講演等を通して口の健康に
ついて市民と共に考える。
表彰者：８０歳以上で２０本以上の歯を残しておられる方
表彰日時：令和２年１１月下旬
表彰状授与：歯科医院推薦者：推薦歯科医院
自薦者：鹿児島市歯科医師会事務局

表彰者数：４０９名
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、表彰式は中止。
【指宿市歯科医師会・南薩地域振興局】
・８０２０達成者表彰
事業日時：令和２年９月２１日（月）
開催場所：指宿市歯科医師会会員診療所
対象者：指宿市民
参加者数：２９名
・オーラルフレイル啓発事業
オーラルフレイルについてのリーフレット作成
印刷部数：２，５００部
配布先：本会会員診療所
・医科歯科連携事業
事業期間：令和２年４月１日（水）～６月３０日（火）
開催場所：指宿医療センター
対象者：指宿医療センター職員及び入院患者
参加者数：４０名 従事者数１１名
内容：指宿医療センターとの医科歯科連携協議会
指宿医療センターでの口腔ケアラウンド
【南薩歯科医師会・南薩地域振興局】
・「いいな、いい歯！！」無料歯科健診・相談
実施日：令和２年１１月５日（木）
、６日（金）
実施場所：本会会員診療所２９診療所
対象者：南さつま市、南九州市の市民
受診者数：９８名

従事者数：２９名

内容：健診、相談（歯の健康、入れ歯、歯周病、歯並び、口腔がん、口
腔粘膜疾患）
【いちき串木野日置歯科医師会・鹿児島地域振興局】
・歯牙保存液配布事業
各小中学校に歯牙保存液を常備することで脱落歯の保存及び延命を図る。
実施期間：令和２年５月
実施場所：日置市、いちき串木野市の小中学校４３か所

・低ホスファターゼ症についての研修会
開催日時：令和２年１２月２６日（土）１５：００～１６：００
開催場所：いちきアクアホール
講師 鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科

講師 佐藤秀夫

対象者：本会会員、行政関係者、一般
参加者数：２２名
【薩摩川内市歯科医師会・北薩地域振興局】
・オーラルフレイル・口腔機能低下症研修会
開催日時：令和２年６月２４日（水）１９：００～２１：００
開催場所：川内文化ホール
講師：本会会員２名
対象者：行政職員、歯科医師、コメディカルなど
参加者数：本会会員２１名、歯科衛生士、スタッフ２６名、行政職員３名
【薩摩郡歯科医師会・北薩地域振興局】
・さつま町歯科医療協議会
開催方法：令和３年１月に書面会議
関係者数：２５名
内容：さつま町の関係課と川薩保健所、さつま郡歯科医師会とで各ライフス
テージの事業の状況、フッ化物洗口の進捗状況などを書面にて報告。
【出水郡歯科医師会・北薩地域振興局】
・オーラルフレイルについてのリーフレット配布
印刷部数：１８００部
配布先：本会会員診療所、２市１町の地域包括支援センター、
出水郡医師会在宅介護支援センター
・妊婦の方々へのリーフレット配布
印刷部数：５００部
配布先：本会会員診療所、２市１町歯科保健担当課
【伊佐市歯科医師会・姶良・伊佐地域振興局】
・施設職員（介護職）に対する口腔ケアセミナー
開催日時：令和２年１０月１３日（火）１４：００～１５：００
開始場所：大口ふれあいセンター
講師：本会会員
対象：伊佐市内の施設職員（介護職）

参加者：本会会員１０名、施設職員２６名
【姶良地区歯科医師会・姶良・伊佐地域振興局】
・糖尿病・歯周病医療連携事業の啓発マンガ配布
印刷部数：５，０００部
配布先：本会会員、姶良地区医師会、姶良地区薬剤師会、行政、住民
・給食後の歯磨きスタイルポスター配布事業
印刷枚数：２００枚
配布先：霧島市、姶良市、湧水町の小中学校
【曽於郡歯科医師会・大隅地域振興局】
・リーフレット配布
印刷部数：オーラルフレイルハンドブック３５０部
「口腔がんって知ってますか？」２００部
配布先：曽於市、志布志市、大崎町の各歯科保健担当課
【肝付歯科医師会・大隅地域振興局】
・肝付地域歯科保健口腔検討会
開催日時：令和２年１１月１７日（火）
開催場所：大隅地域振興局別館
対象者：本会会員、大隅地域振興局、２市３町職員
参加者数：本会会員１０名、大隅地域振興局２名、市町村職員８名
【鹿屋市歯科医師会・大隅地域振興局】
・鹿屋市口腔保健検討会
開催日時：令和３年３月１２日（金）１９：３０～２１：３０
開催場所：鹿屋市歯科医師会館
対象者：本会会員、鹿屋市、鹿屋市教育委員会、地域包括支援センター、
鹿屋保健所、歯科衛生士会
参加者数：１９名
【熊毛郡歯科医師会・熊毛支庁】
・口腔機能向上学習会
事業日時：令和２年１１月１７日（火）
実施施設：株式会社なごみ苑１号棟
対象者：施設職員（看護師、介護士）、高齢者等
参加者数：６名

講師：熊毛支庁職員及び西之表市内在住の歯科衛生士
・種子島地域フッ化物洗口推進支援事業
＊事業に向けて、関係者による打合せ等を実施したが、熊毛支庁管内の小中
学校からの実施希望が無かったため、事業中止となった。
【熊毛郡歯科医師会・屋久島事務所】
・歯科保健関係者等研修会
開催日時：令和２年１０月１４日（水）１３：３０～１６：００
開催場所：屋久島支庁屋久島事務所
演題：
「お口が元気で体も元気
～いつまでも美味しく食べて幸せな暮らし送るために～」
講師：一般社団法人いただきまうす 認定歯科衛生士 上原 紀子
対象者：屋久島地域歯科口腔保健推進会議及び健康かごしま２１屋久島地域
推進協議会の関係者、在宅栄養士、屋久島地区８０２０運動推進員
参加者数：１４名
【大島郡歯科医師会・大島支庁】
・在宅歯科医療推進に向けた検討会
開催日時：令和３年２月１３日（土）１８：３０～１９：５０
開催場所：大島郡医師会館
参加者：本会会員、大島郡医師会、在宅医療連携支援センター、大島支庁
参加者数：９名
・介護支援者向け困りごとＱ＆Ａリーフレット作成
作成部数：Ａ４両面カラーリーフレット５００部
配布先：大島郡医師会、本会会員診療所、介護保険施設
【大島郡歯科医師会・徳之島事務所】
・子どもの笑顔を歯ぐくむ事業
〇実務者検討会
開催日時：令和２年８月２４日（月）９：３０～１１：００
令和２年９月９日（水）１８：３０～２０：００
開催場所：徳之島保健所及び知名町保健センター
参加者：歯科医療機関関係者、乳幼児歯科健診従事者
参加者数：２４名
〇研修会

開催日時：令和２年１０月１９日（月）１９：００～２０：３０
令和２年１１月２６日（木）１９：００～２０：３０
開催場所：徳之島保健所及び知名町中央公民館
演題：
「乳幼児健診のあり方をもう一度考える」
講師：本会会員
参加者：歯科医療機関関係者、乳幼児歯科健診従事者
参加者数：４０名
〇連絡会
開催日時：令和２年１２月２２日（火）１４：００～１５：３０
開催場所：徳之島保健所
内容：事業説明と意見交換
参加者：徳之島島内乳幼児歯科健診従事者
参加者数：１０名

イ

地域歯科保健普及啓発事業
ライフステージごとに必要な歯科保健事業の推進を行うことを目的とする。
・食生活改善推進員活動補助事業
食生活改善推進員（８０２０運動推進員）が地域に密着した活動を通じて
歯科保健の普及啓発を行うことで、８０２０運動及び生涯を通した歯の健康
づくりを地域に広く普及できるようにする。
・研修会及び調理実習
実施市町村：指宿市、枕崎市、南九州市、南さつま市、いちき串木野市、さ
つま町、阿久根市、伊佐市、湧水町、曽於市、肝付町、中種子町、屋久島町、
大和村、徳之島町、鹿児島市
参加者数：４７８名
・フッ化物洗口普及事業
フッ化物洗口指導用媒体作製
開催日時：令和３年１月１５日（金）１９：４５～２１：２０
開催場所：鹿児島県県歯科医師会館
検討委員：５名
内容：学齢期用のパワーポイントデータ作製についての検討
作成枚数：９５０枚
配布先：本会会員、市町村、地域振興局及び支庁事務所

（財源）会費、日本歯科医師会事業助成金、事業所歯科健診料、県広域連合事務手数

料、県フッ化物洗口普及啓発事業業務委託料、成人期の歯科口腔保健対策事
業業務委託料
（２）学校歯科推進事業 学校歯科委員会
学童期のむし歯・歯周病予防、口腔機能の健全な発育、正しい食生活の獲得による心
身の発達を目指す事業
１

学校歯科保健活性化事業
フッ化物の適切な利用法（フッ化物配合歯磨剤の使用やフッ化物洗口の推進）や
口腔清掃法、適切な食生活の指導など正しい知識の普及啓発や、図画・ポスター及
び標語などのコンクールを通して子どもたちの歯科保健思想の向上を図る。そのこ
とにより子どもたちの「歯・口の健康づくり」「食育」を支援すると共に、学校歯科
医の資質向上と学校の健康教育等における歯科保健活動の充実を図る。

２

研修会及び歯科医師派遣
県内における児童生徒の健康増進及び安全等に関する大会並びに学術集会等の講
演をすることにより、県民の健康と福祉の増進に寄与する。
ア

講師派遣

・学校保健・安全・歯科保健講習会
講 師：本会会員
対象者：小・中・高等学校及び特別支援学校の校長、教頭、保健主任、養護
教諭、栄養教諭、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、各市町村教育
委員会学校保健・安全担当者、保護者、ＰＴＡ関係者等
開催地区：南薩地区（南さつま市）、北薩地区（さつま町）
、姶良・伊佐地区
（姶良市）
、大隅地区（鹿屋市）
、熊毛地区（奄美市）
参加者数：５２７名
・新規採用養護教諭研修（第２回校外研修）
講

師：本会会員

対象者：新規採用養護教諭
参加者数：２５名（ＴＶ会議２名含む）
３

学校歯科関連の情報提供
「学校歯科部会だより」を作成・配布し、学校歯科保健活動が適切に行われるよ
うに支援する。
ア

学校歯科部会だより
対象者：歯科医師
年４回発行

発行部数：８７０部
配布先：歯科医師
学校や学校保健委員会等にも配布可
イ 学校歯科医ガイドブック
学校保健に関する制度等について、最近の学習指導要領などを取り入れた「学
校歯科医ガイドブック＜簡易版＞」を作成。
対象者：歯科医師
配布先：本会ホームページへ掲載
４

校医・園医の実態調査
学校歯科医・園医の配置状況を把握し、学校歯科保健活動の活性化を図るための
資料とする。
ア

校医・園医の実態調査
対象：県・市町村教育委員会、市郡歯科医師会等
年１回実施

（財源） 会費、日本歯科医師会事業助成金、日本学校歯科医会交付金
（３）医療連携・在宅歯科推進事業 医療介護連携委員会
高齢期の生活の質や日常の生活動作の維持・向上（食事を美味しく食べることができ
る等）
、口腔機能の向上（誤嚥性肺炎等の予防）を目的とする。
１

医療連携の推進
県内における医療・保健及び福祉の発展に関する大会及び学術集会等の開催並び

に協力を行う。
２

高齢者の口腔機能向上支援
高齢者等定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する施策の
推進を図り、医科と歯科など多職種が連携した在宅歯科医療連携体制を整備する。
ア

歯科医師認知症対応力向上研修会

・鹿児島会場
開催日：令和３年１月２４日（日）
開催場所：鹿児島県歯科医師会館（Ｗｅｂ配信併催）
講演１：認知症の人や家族を支えるための認知症対応の基礎知識
講

師：公益財団法人慈愛会いづろ今村病院 院長

黒野 明日嗣

講演２：認知症の人への対応と早期発見・早期対応の重要性、歯科診療の継
続のための方法

講

師：本会会員

講演３：認知症の人を支えるための医療・介護、地域が連携した生活支援の
重要性
講

師：鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課
認知症・生活支援係 主査 西 大輔

対象者：歯科医師、歯科医療従事者
参加者数：９７名（本会会員９０名、本会会員外歯科医師３名、その他４名）
内：会場研修２７名、オンライン研修７０名
イ 歯科医療連携室機能強化事業
・歯科医療連携室の機能強化
在宅歯科医療の実施に係る支援体制の整備を図るために、県歯科医師会に歯
科医療連携室を設置し、在宅歯科医療を必要とする住民等の相談窓口や、医科
や介護等の他分野との連携体制の構築を図るなど、県内の在宅歯科医療の推進
を図る。
設置場所：鹿児島県歯科医師会内
業務内容
歯科医療連携室は、県全体の在宅歯科医療を推進する上で拠点となるこ
とから、在宅歯科医療の推進及び他分野との連携構築に関する以下の業務
を計画的かつ効果的に実施すること。
・在宅歯科医療を推進するための企画立案及び普及啓発に関する業務
・医師会等の関係機関との連携体制構築に関する業務
・地域在宅歯科医療推進室の指導助言等に関する業務
・在宅歯科医療を行う上での医療機関や介護事業者等との調整や人材確保
等に関する業務
・訪問歯科診療や口腔ケアなどを行う歯科診療所等の名簿整備及び住民等
の相談対応や紹介等に関する業務
・歯科衛生士人材育成研修会
配信日：令和３年２月２６日（金）～３月２２日（月）
配信：Ｗｅｂ配信（ＹｏｕＴｕｂｅ）
講演１：口腔機能低下症概要について
講師：鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 口腔顎顔面補綴学分野
准教授 西恭宏
講演２：ＤＶＤ「口腔機能低下症検査について」視聴
講師：株式会社ジーシー提供
講演３：口腔機能低下症検査後の実際・指導方法 現場の様子について
講師：山下歯科 歯科衛生士 齋藤 直美

対象者：歯科医師、歯科衛生士、看護師、ケアマネジャー
参加者数：１００名（歯科衛生士７４名、歯科医師歯科医師会会員１６名、
歯科医師会員外５名、歯科助手１名、看護師１名、その他３名）
ウ

オーラルフレイルに関するリーフレットの作成・販売
オーラルフレイルについて地域住民の理解を得るため、リーフレット「健口で

伸ばそう健康寿命 オーラルフレイルってご存知ですか？」を作成し、販売した。
販売部数：７，３５０部
販売先：歯科医師、錦江町役場、南種子町、指宿市歯科医師会、薩摩川内市歯
科医師会、出水郡歯科医師会、曽於郡歯科医師会、肝付歯科医師会、
鹿児島県歯科医師会巡回診療車、（株）まつした人材サービス
３ 研修会及び歯科医師派遣
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
（財源）会費、日本歯科医師会事業助成金、地域医療介護総合確保基金事業（歯科医師認
知症対応力向上研修事業業務委託金）

（４）歯科保健文化賞表彰事業 総務委員会
口腔保健の啓発と普及に貢献した本会会員以外の個人及び団体を表彰し、地域の口腔
保健の向上に寄与する。
１

歯科保健文化賞表彰
鹿児島県内において、県民の歯科保健衛生の向上及び推進に優れた業績のあった
個人及び団体（歯科医師を除く）を表彰し、県内の歯科保健の発展を支援する事業
ア

個人表彰：該当なし

イ

団体表彰：一般社団法人 鹿児島県歯科技工士会

（財源）歯科保健文化賞特定費用準備資金
（５）スポーツ歯学推進事業 学校歯科委員会
スポーツを通した県民の健康づくりと地域の口腔保健に寄与するために、スポーツ歯
学の知識と技術の研鑽の場を普及させる。
１

スポーツ歯学を通した県民の健康づくりを推進
ア

かごしま国体に向けたスポーツ歯学に関する支援

※令和２年度に開催予定であった「かごしま国体」が、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止の観点から令和５年度へ延期となった為、支援事業が実施出
来なかった。
かごしま国体開催へ向けて、ひき続きスポーツ歯学に関する支援を実施する。
２

カスタムメイドマウスガードの普及活動
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

３

研修会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

（財源）会費、日本歯科医師会事業助成金

２．歯科医療提供体制整備事業
（１）学術推進事業 学術委員会
高度化・専門化する医療・保健・福祉に関するエビデンスに基づいた学会・研修会・
学術講演会の開催・支援及び学術関連情報を提供することで、歯科医療関係者の生涯研
修を推し進め、県民の健康と福祉の向上を図る。
１

学会・研修会・学術講演会
学術講演会の開催
最新の歯科医学情報や、基礎医学、隣接医学等の学術講演会を開催することに
より、歯科医師の知識・技術の向上を図り、広く住民の口腔の健康増進に寄与す
る。
ア

補綴セミナー
開催日：令和２年１２月１２日（土）
開催場所：県歯科医師会館、（Ｗｅｂ配信併催）
講

演：新規保険収載技術の解説－チタンクラウンについて－

講

師：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座
咬合機能補綴学分野

教授 南 弘之

対象者：歯科医師、歯科医療従事者
参加者数：６３名
オンライン受講
本会会員３５名、会員外歯科医師 ２名、歯科技工士１１名
会場受講
本会会員１５名

イ

スタディグループ会員発表 （Ｗｅｂ配信 ４回）
配信日：令和２年４月１６日（木）
発表者：本会会員
タイトル：口腔乾燥症に対して漢方薬と唾液腺マッサージを併用して治療した
症例
対象者：歯科医師、歯科医療従事者
配信日：令和２年７月１６日（木）
発表者：本会会員
タイトル：抜歯後に下顎骨骨髄炎を発症した症例
対象者：歯科医師、歯科医療従事者
配信日：令和２年１０月１５日（木）
発表者：本会会員
タイトル：高度吸収した無歯顎患者への臼歯部人工歯交叉排列の有用性
対象者：歯科医師、歯科医療従事者
配信日：令和３年１月１８日（月）
発表者：本会会員
タイトル：超高齢社会の義歯治療
対象者：歯科医師、歯科医療従事者

２

学術教育に関する文献等資料の収集
エビデンスに基づいた歯科医療及び口腔保健に関する多様な資料を収集し、歯科
医師、歯科医療関係者、養護教諭、県民等へ情報提供と閲覧及び貸出しを無料で行
う事業
無料貸出 ０件

３ 関係団体との連携
（財源） 会費、日本歯科医師会事業助成金
（２）社会保障・医療保険関連事業 社会保険委員会
高度化・専門化する医療・保健・福祉において、歯科医療関係者に医療保険、社会保
障に関する研修と情報を提供することにより県民の健康と福祉の向上を図る事業。
１

社会保険研修会
ア

令和２年度社会保険研修会

～令和２年度歯科診療報酬改定について～
開催日：令和２年４月９日（木）収録
開催場所：サンプラザ天文館
演

題：指導における指摘事項

講

師：本会会員

対象者：歯科医師
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合研修を取り止めＷｅｂ配信
とした。
２

適正な歯科保険診療の提供のための助言と支援
厚生労働省、九州厚生局鹿児島事務所、鹿児島県国保指導室の行う指導において
指導・助言を行う。
ア

指導における助言と支援
個別指導（共同指導を含む） ６件
新規指定個別指導 ８件
集団的個別指導

０件

対象：県内歯科医療機関
※集団的個別指導は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため資料送付に変更。
（財源） 会費、日本歯科医師会事業助成金、受講料
（３）医療安全対策推進事業 医療管理委員会
安全・安心で良質な医療環境の整備及び適正な歯科医療を提供するために歯科医師及
び歯科医療従事者の技術の習得と知識の向上を図る事業。
１

安全・安心・適正な医療環境の整備に関する研修会
ア

ＨＩＶ医療講習会
開催日：令和３年１月２３日（土）
開催場所：鹿児島県歯科医師会館（Ｗｅｂ配信併催）
演題１： 感染症としてみるＨＩＶと歯科治療
～歯科外来診療における感染防止スタンダードプリコーション～
講

師：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座
口腔顎顔面外科学分野 教授 中村 典史

参加者数：２００名
（鹿児島会場５４名、大島会場１４名、オンライン受講１３２名
うち歯科医師１９８名、歯科医療関係者２名）
２

医療相談関係

ア

お口の健康相談窓口
県民からの歯科医療に対する相談や疑問に対して、本会会員及び職員が歯科
治療を受けるにあたっての助言等を行う。
対象者：県民
相談件数：３３件

イ

医療安全支援センターとの連携
行政主催の医療相談窓口担当者の情報交換会に参加し、行政や関係団体と情
報交換を行い、情報の共有と医療の安全確保に関する知識向上を図る。
参加者：行政（保健医療福祉課医務係）、医療安全支援センター、県医師会、
本会、県薬剤師会、県看護協会、県栄養士会、市医師会、保健所
年１回開催

（財源） 会費、日本歯科医師会事業助成金
（４）歯科医療関係者の人材育成事業 福祉厚生委員会
歯科関係職種の資質の向上により良質な医療の提供を図り県民の健康に寄与する。
１

デンタルスタッフ教育講座
ア

デンタルスタッフ教育講座
※会館建設中のため、令和２年度は事業中止。

（５）災害時の対策整備事業・身元確認協力推進事業

災害時対策・警察歯科総合検討会

議
大規模災害時の医療救護体制の強化と行政及び地域の医師会、歯科医師会との連携体
制づくり並びに大規模災害、事故発生時における被災者や犯罪被害者等の身元確認の支
援により社会に貢献することを目的とする。
１

大規模災害や犯罪捜査における身元確認協力推進
ア

身元確認業務
県下に４０名の警察歯科医・海上保安歯科医を配し、２４体の歯牙鑑定

イ 身元確認マニュアルの発行
配布先：本会会員、鹿児島県警察本部、第十管区海上保安本部、
本会会員外歯科医師、鹿児島大学歯学部
ウ

地震防災ガイドの作成
配布先：本会会員

２

研修会

ア

第８回死体検案・身元確認業務等研修会
開催日：令和２年１１月１４日（土）
開催場所：鹿児島県医師会館（Ｗｅｂ配信併催）
事例報告：１ 鹿児島県警察本部
「腐乱死体の視方～過去の取扱いからの検討～」
鹿児島県警察本部 捜査第一課検視室 検視官 松岡章浩
２ 第十管区海上保安本部
「鴨池港漂流死体事案等について」
鹿児島海上保安部 警部救難課 室屋 真一郎
３

鹿児島県歯科医師会
「生前記録と死後記録が一致した事例」
本会会員

４

鹿児島県医師会
「死亡時画像診断（Ａｉ）で認める所見について
～死後変化・蘇生術後変化～」
医療法人伊東内科クリニック院長
姶良地区医師会 理事 伊藤 幸彦

参加者数：会場参加１２７名（鹿児島県警察本部５０名、第十管区海上保安
本部１９名、鹿児島地方検察庁５名、鹿児島大学法医学分野３名、
鹿児島県１名、鹿児島県医師会２２名、本会会員２７名）
Ｗｅｂ参加９９名（鹿児島県警察本部３６名、第十管区海上保安
本部２１名、鹿児島県医師会３３名、本会会員９名）
イ

身元確認業務等実地研修会
※開催なし

ウ 災害歯科保健医療体制に係る伝達講習会
※開催なし
３

４

歯科医師派遣（防災訓練等歯科医師派遣）
ア

防災訓練へ参加する事業

イ

歯科医師派遣のための名簿作成事業
大規模災害時医療救護班員の指定と被災者への医療支援

「鹿児島県歯科医師会

大規模災害対応マニュアル」に基づき、災害時の迅速・適

切な対応に努める。また、鹿児島県防災会議にも参画し関係団体との情報交換に努
める。県下に大規模災害時医療救護班員として、５４名を配置。

ア

大規模災害時における被災者への医療支援体制の整備
派遣実績：派遣要請なし

５ 第１８回警察歯科医会全国大会
開催日：令和３年２月６日（土）
開催場所：鹿児島県歯科医師会館（Ｗｅｂ配信併催）
特別講演：「桜島の大規模噴火に備えて」
京都大学防災研究所火山活動研究センター長・教授 井口 正人
基調講演１：
「桜島大噴火災害はなぜ想定外となりうるのか？
～火山災害にも各分野の視点を！～」
鹿児島市立病院救命救急センター長 吉原 秀明
基調講演２：
「多職種連携で繋ぐべきこと」
千葉大学大学院医学研究院法医学教室 准教授 斉藤 久子
シンポジウム：テーマ
「災害救援活動（受援と支援を繋ぐ切れ目のない支援を目指して）
座

長：日本歯科医師会 副会長 柳川 忠廣

助言者：鹿児島市立病院救命救急センター長 吉原

秀明

シンポジスト
鹿児島南警察署 署長 今村 勝志
鹿児島市危機管理局危機管理課 課長 児玉 博史
鹿児島県看護協会 前専務理事 原田 ケイ子
鹿児島県歯科医師会立口腔保健センター長 上橋

陸海

参加者：７４６名
第１８回警察歯科医会全国大会 大会誌

７００冊

第１８回警察歯科医会全国大会 ブルーレイ １００枚
（財源）

会費、日本歯科医師会事業助成金、日本歯科医師会大会補助金

３．公衆衛生啓発推進事業
（１）機関紙頒布事業 広報委員会
「鹿歯会報（ティースフル）」の発行を通じて歯科医師及び歯科関係団体、公的機関、
各種広報媒体、高等学校等に、広く本会の活動並びに歯科保健事業の情報を提供する。
１

鹿歯会報（ティースフル）の発行
ア

「ティースフル」発行
発行部数：１，１００部

配布先：歯科医師、行政、公立図書館、研究機関、高等学校、
都道府県歯科医師会、医療関係団体
無償配布：年３回
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、３回休刊となった。
（財源）

会費、日本歯科医師会事業助成金、広告掲載料

（２）公衆衛生情報発信事業 情報・対外ＰＲ委員会
本会ホームページ及びメールマガジン等で県民への口腔保健の普及、啓発を図るとと
もに県下医療機関情報や休日急患診療及び地域における障害者（児）歯科診療などの利
用可能な歯科医療サービスの情報を提供する。
１

ホームページ（住民サイト）の運営
ア

ホームページによる情報提供
地域住民の生きがいを支える歯科医療を提供する本会の活動状況について、
ホームページを通して情報提供を行っている。
アクセス数：２６３，９７６件

２

メールマガジンの配信
ア

メールマガジンの配信による情報提供
鹿児島県歯科医師会、日本歯科医師会の事業活動や歯に関する情報を県内の
各種広報媒体に必要に応じて配信して、歯の健康を増進する本会事業への理解
を深める。
対象者：県内各種広報媒体と配信希望する県民
配信日：不定期配信

（財源）

会費、日本歯科医師会事業助成金

（３）公衆衛生啓発事業 情報・対外ＰＲ委員会
県民への口腔保健の普及向上のため、各種広報媒体を有効に活用して広く県民に情報
提供を行う。
１

歯科保健事業の情報提供事業
ア

ＰＲラジオスポット
県民の歯科口腔衛生意識の向上を目指す内容のラジオスポットを提供する。
対象者：県民
ラジオスポット：１００本

２

歯の感謝祭行事
ア

歯の感謝祭
毎年６月４日松原神社境内において抜去歯を奉納し神事を行う事で、健康な
歯のありがたさや歯と全身の健康との関連性、健康寿命を延ばす歯科医療、歯
科保健活動の重要性などを啓発するために昭和４３年頃から毎年開催している。
松原神社境内には、歯の神様として崇められた平田純貞入道純喜の墓がある。
参加団体：報道関係、本会
参加者数： １８名
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小して開催。

３

報道機関との連携
ア

「歯のはなし」
正しい歯科の知識や口腔健康状態の実態を、わかりやすく新聞で情報提供を
行う。掲載された記事は本会ホームページで公開している。
対象者：県民
毎月第３火曜日に南日本新聞に定期的に掲載。本会ホームページで公開

（財源） 会費、日本歯科医師会事業助成金

４．行政及び関連団体との連携と協力等の事業
行政・教育機関・研究機関、歯科関係団体との相互協力や情報交換など、地域医療に
関する緊密な連携により、地域歯科医療に関する事業の展開を検討、協議し、県民の地
域医療と口腔保健の増進を図る。
（１）－１ 関連団体との連携交流に関する事業
ア

鹿児島大学歯学部との連絡協議会
鹿児島大学歯学部と地域医療についての貢献と方策のあり方について協議し、
県民への情報発信についての意見交換を行う。歯科医学、歯科保健の向上に寄
与する事業及び研修に対して、公募型研究助成を実施している。
鹿児島大学歯学部・鹿児島県歯科医師会連絡協議会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止。

イ

九州地区学校歯科医会役員連絡協議会 学校歯科委員会
九州地区の学校歯科担当者が各県の学校歯科保健活動について協議し、学校
歯科保健活動の活性化に繋げる。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面会議へ変更。

開催方法：書面会議
ウ

九州地区連合歯科医師会が主催する関連会議
九州地区の各県歯科医師会が連携して、県民の歯科保健向上を目的とした実
施事業の検討と情報交換を行う事業。
また、輪番制で県民の歯科保健の向上のため歯科医学大会を開催するととも
に、歯科医学、歯科保健の向上に寄与する事業及び研修に対して公募型研究助
成を実施している。

エ

九州各県担当者会議
九州各県歯科医師会の事業部担当者が各県の歯科保健活動や事業活動につい
て情報を交換し、各県の歯科保健活動の活性化を図る会議。
対象者：各県歯科医師会事業担当者
学術担当者会

熊本県開催（Ｗｅｂ開催）

社会保険担当者会

沖縄県開催（Ｗｅｂ開催）

医療管理担当者会

宮崎県開催（Ｗｅｂ開催）

地域保健担当者会

長崎県開催（Ｗｅｂ開催）

広報担当者会

佐賀県開催（Ｗｅｂ開催）

医療安全対策担当者会 長崎県開催（Ｗｅｂ開催）
オ

九州歯科医学大会 総務課
開催担当県による歯科保健の向上を目的に開催される大会。
対象者：県民、歯科医師、歯科医療従事者
担当：熊本県歯科医師会
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和３年度に延期。

（１）－２ 行政・教育庁との協議に関する事業
ア

歯科保健医療問題協議会
地域医療がかかえる問題点について、鹿児島県と協議し、県民の口腔保健の
向上に寄与する。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面会議へ変更。
開催方法：書面会議

イ

鹿児島県教育庁保健体育課との連絡協議会 学校歯科委員会
鹿児島県教育庁と本会が、年間の学校歯科保健活動事業について協議する。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面会議へ変更。
開催方法：書面会議

ウ

鹿児島県教育庁保健体育課との学校保健・安全・歯科保健講習会の反省会
鹿児島県教育庁と本会が、学校歯科保健・安全・歯科保健講習会の検討及び
次年度の事業について協議する。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面会議へ変更。
開催方法：書面会議

エ

九州厚生局との連絡協議会 社会保険委員会
本県における歯科医療保険診療を歯科医療関係者に、正しく理解してもらう
ための協議及び医療保険担当者の指導についての打ち合わせ。
開催日：令和２年４月６日（月）
出席者：九州厚生局３名、鹿児島県１名、本会３名
開催日：令和２年８月６日（木）
出席者：九州厚生局３名、鹿児島県１名、本会３名

（１）－３ 歯科関係団体との協議・支援
ア

鹿児島大学公開講座への協力と支援 学術委員会
鹿児島大学歯学部が提供する県民への歯科医療の現状や、最新医療技術等の
研究成果について県民に伝える事業に対して支援する事業。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止。

イ

ブロック別研修会

・鹿児島ブロック
鹿児島市歯科医師会
「第３３回市民のための歯科健康講座」
※新型コロナウイルス感染予防の観点から表彰式中止。
推薦のあった該当者に表彰状を授与した。
開催日：令和２年１１月下旬
「令和２年度 後期学会」
開催日：令和３年２月１３日（土）
開催場所：Ｗｅｂ配信（Ｚｏｏｍ）
演題１：歯周治療における動揺歯へのアプローチ
講師：本会会員
演題２：動揺歯のある義歯設計
講師：本会会員
参加者：歯科医師、歯科医療従事者
参加者数：６４名

・南薩ブロック
指宿市歯科医師会
「指宿医療センターとの医科歯科連携事業において口腔ケアチェック票研修
会」
実施事業
・医科歯科連携を推進するため、委員会を継続
・指宿医療センターとの医科歯科連携事業において口腔ケアラウンド及
び医科歯科連携協議会を実施
開催日：令和２年１２月１日（火）
、令和３年１月１３日（水）
、
令和３年２月１０日（水）
講師：本会会員
・北薩ブロック
出水郡歯科医師会
「第１４回出水郡医科歯科連携研究会」
開催日：令和２年１１月２７日（金）
開催場所：出水郡医師会広域医療センター
演題：口腔機能管理～連携による治療前から入院中の管理について～
講師：鹿児島大学病院 歯科口腔ケアセンター副センター長 山口泰平
参加者：医師、歯科医師等
参加者数：３７名
・姶良・伊佐ブロック
姶良地区歯科医師会
「医療管理研修会」
開催日：令和２年１１月１７日（火）
開催場所：姶良地区歯科医師会館（Ｗｅｂ配信（Ｚｏｏｍ）併催）
演題：
「安心で安全な歯科医療に向けて―まずは落ち着くことから―
ｉｎ姶良ｐａｒｔ４」
講師：鹿児島大学 歯科麻酔全身管理学 教授 杉村 光隆
参加者：歯科医師
「姶良地区歯科医師会学会」
開催日：令和２年１２月５日（土）
開催場所：Ｗｅｂ配信（Ｚｏｏｍ）
演題：「歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ最前線」真のデジタル診療とは？
講師：北道歯科医院 院長
参加者：歯科医師

北道 敏行

ウ

歯科衛生士確保対策事業 （協同組合）
歯科衛生士確保対策事業は、結婚、出産等により離職した歯科衛生士を再教育

し、離職期間の知識、技術を補い、業務復帰を促進することで、県内歯科衛生士
の人的確保を図ることを目的とする。
・講習、実習等
実施場所：会員診療所（鹿児島市、鹿屋市）
受講者数：３名
就業実績者数：３名
・鹿児島歯科衛生士会における相談ブース設置
歯科衛生士研修会
開催日：令和３年１月２４日（日）
開催場所：ＵＫデンタル鹿児島店
デンタルハイジニストスキルアップセミナー
開催日：令和３年２月７日（日）
開催場所：かごしま県民交流センター
・ポスター、チラシ、ホームページ、イベント等による広報活動
・ＳＮＳ広告掲載
・公共職業安定所等へのチラシ配布、設置
（１）－４ 行政及び歯科関係団体との連携と協力等に関する事業
ア

口腔機能管理推進協議会 医療介護連携委員会
本会が主催する協議会で、高齢者等の口腔の機能の保持増進を図るために、
関係機関・職種が連携を密にし、相互連携・協力のもと情報交換を行い、高齢
者等の口腔の機能の状況の把握や支援対策を図ることを目的としている。
開催日：令和３年３月５日（金）
開催場所：鹿児島県歯科医師会館
参加者： 行政及び鹿児島大学歯学部、医療関係団体、施設管理者等
参加者数：４０名

イ

歯科医療関係団体協議会
歯科医療・保健に携わる団体で協議会を組織し、事業の円滑な展開に協力す
る事業
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止。

ウ

歯科関係団体

・鹿児島県歯科衛生士会
「歯科衛生士の生涯研修に関する事業」
１．スキルアップのための研修会
実施日：令和２年１０月２５日（日）
１１月１５日（日）
令和３年 ２月 ７日（日）
参加者：歯科衛生士
参加者数：５９名
２．歯科衛生士研修会
実施日：令和３年 １月２４日（日）
参加者：歯科衛生士
参加者数：２０名
「歯科衛生の普及啓発及び広報活動に関する事業」
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
・第６２回歯科基礎医学会学術大会（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科）
実施日：令和２年９月１１～１０月９日 Ｗｅｂ開催
参加者：歯科医師・学部生・県民市民
参加者数：１，２９３名
市民公開講座演題：「ウイルス感染症とその最新治療薬～新型コロナウイルス
感染症からエイズまで～」
講師：鹿児島大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター
センター長 馬場 昌範
（２）－１

行政機関等が行う各種審査会・協議会・委員会へ歯科医師を派遣し、健康増

進事業への助言、提言を行うことにより行政の施策に反映させ、県民の医療・
保健・福祉の推進に貢献する事業 総務課
ア

歯科医師派遣：延べ８１件（行政４２件、関連団体２１件、その他１８件）

（財源） 会費、地域医療介護総合確保基金事業（歯科衛生士確保対策事業業務委託金）

５．口腔保健センター事業

口腔保健センター管理委員会

口腔保健センターは、休日急患歯科診療及び地域における障害者（児）歯科医療の中

核として、その機能を担っている。また、一次歯科医療機関の機能を補完し、公益の増
進に寄与する。
（１）－１ 休日等の急患に対応する歯科医療の提供
ア

休日急患に対する歯科診療
休日（日祝日、うら盆、年末年始）における歯科診療の確保を図る。
診療日：７５日
受診者数：７１８名

（１）－２ 障害者（児）等に対する歯科医療の提供
ア

障害者（児）等に対する歯科診療
障害者歯科協力医として県下１４５以上の医療機関が登録。また、障害者（児）

に対して有効な笑気吸入鎮静法を２４医療機関が実施している。さらに有効な静
脈内鎮静法と日帰りでの全身麻酔については鹿児島大学病院、鹿児島市立病院、
本会口腔保健センター等が実施し、障害者（児）歯科の二次医療機関的役割を担
っている。
口腔保健センター受診者数：年間延べ１，４８１名
（１）－３ 研修会及び歯科医師、歯科衛生士派遣
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
（１）－４ 研修歯科医育成及び研修
歯科医師臨床研修制度に伴う研修歯科医の育成に協力し地域医療に貢献する。
ア

研修医育成及び研修
鹿児島大学病院の研修歯科医の受け入れ、口腔保健センターの障害者（児）歯

科診療で研修に協力し、歯科医師の育成に寄与する。
対象者： 鹿児島大学病院研修歯科医
参加者数：３６名
（１）－５ 行政事業の協力
乳幼児、就学前児に対する歯科医療の提供に関する事業
乳幼児歯の健康づくり事業
乳幼児の乳歯及び永久歯のむし歯を予防し、健全な口腔機能の育成を図るため、
歯科健診、保健指導及びフッ化物歯面塗布を行う。
事業の種類：１歳児歯科健康診査
２歳児、２歳６か月児及び就学前児フッ化物歯面塗布
対象者：１歳児歯科健康診査
２歳児フッ化物歯面塗布

２歳６か月児フッ化物歯面塗布
就学前児フッ化物歯面塗布
（１）－６ 災害時の対策整備事業・身元確認協力推進事業への協力
本県においては一般災害、地震災害、津波災害に加えて火山災害のリスクが懸念
される。有事の際に、特に避難所での口腔ケアは誤嚥性肺炎による災害関連死等を
回避させるため、口腔ケアにとどまらず歯科治療も提供できるポータブルユニット
及び周辺機器の整備を実施した。

（財源）

県障害者等歯科診療所運営事業委託金、鹿児島市休日等歯科診療事業運営費補
助金、鹿児島市乳幼児歯の健康づくり事業委託料、診療収入、災害時歯科保健
医療提供体制整備事業補助金

６．巡回診療車事業

口腔保健センター管理委員会

巡回診療車による障害者（児）及び離島、へき地における歯科診療及び口腔保健の提
供により、地域格差あるいは、移動の困難による格差の解消を図り、公益の増進に寄与
する。
（１）－１ 離島、へき地に対する歯科医療の提供
ア

無歯科医地区等巡回歯科診療
対象者：三島村（竹島、硫黄島、黒島）
、
十島村（口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、
宝島） 、屋久島町（口永良部島）の住民
実施日数：２８．５日
受診者数：延べ３０３名

イ

離島無歯科医地区学校歯科健診
受診者数：三島村 ６４名、十島村 ８３名

ウ

離島歯科医療等体制充実事業
対象者：十島村（中之島）の住民
実施日数：２．５日
受診者数：延べ２１名

（１）－２ 障害者（児）等に対する歯科医療の提供（障害者等歯科診療普及事業）

ア

移動が困難な障害者（児）等に対する歯科医療の提供
市町村母子保健事業の利用勧奨、歯科巡回診療車の利用を促進し、保護者・施

設指導員等への歯科保健知識習得のための研修及び地域の歯科医師に対する障害
者（児）歯科診療に関する研修を行う。
対象者：障害者支援施設入所者及び施設の周辺地域に在住の障害者（児）
受診者数：５施設 延べ２３７名
（１）－３ 研修会及び歯科医師、歯科衛生士の派遣
障害者（児）歯科医療について研修し、障害者（児）歯科への理解を深め、鹿児
島県における障害者（児）歯科医療の充実を図る。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
（１）－４ 研修歯科医育成及び研修
歯科医師臨床研修制度に伴う研修歯科医の育成に協力し地域医療に貢献する。
ア

研修医育成及び研修
鹿児島大学病院の研修歯科医を受け入れ、歯科巡回診療車の無歯科医地区等巡

回歯科診療で研修に協力し、歯科医師の育成に寄与する。
対象者： 鹿児島大学病院研修歯科医
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
（１）－５ 行政事業の協力
無歯科医地区における母子（乳幼児）保健指導、就学前歯科検診、学校歯科検診
等を行う。
天候不良等により口之島の離島診療が実施できなかったため、十島村役場からリ
モートで歯科健診を実施した。
実施日：令和３年３月２４日（水）
対象者：十島村（口之島）１０名
（財源）県障害者等歯科診療普及事業委託金、県歯科巡回診療車運営事業委託金、
地域医療介護総合確保基金（離島歯科医療体制充実事業委託金）、歯周病検診委託
料、診療収入

７．歯科衛生士・歯科技工士養成事業

学校運営委員会

（１）－１ 地域的、経済的格差解消を伴う学生募集
ア

離島学生優遇制度及び奨学金制度
離島の学生を対象とした学費減額の離島学生優遇制度実施、さらに十分な学力

や能力を備えているにも関わらず、地域的・経済的な理由により進学が難しい学
生に対し、学費や生活費の支援を無償でする奨学金制度の実施
離島優遇学生：平成３０年度入学 １名
令和 ２年度入学 ６名

平成３１年度入学 ２名
計９名

奨学金：歯科衛生士科 ２年生 ２名、３年生 ２名 給付
歯科技工士科 ２年生 ２名 給付
イ

父子、母子学生優遇の制度導入
父子家庭、母子家庭の学生を対象とした学費減額の父子、母子学生優遇制度を

実施し、学費や生活費の支援を図る制度
平成３０年度入学 ５名

平成３１度入学 ６名

令和 ２年度入学 ２名 計 １３名
（１）－２ 歯科衛生士の養成事業
ア

歯科衛生士養成
県民への良質な医療提供と口腔保健向上に果たす歯科衛生士の役割は増大して

いる。しかしながら、県内の養成校の募集停止や少子化等の要因もあり、県内の
歯科衛生士養成数は減少傾向にある。本会の歯科学院専門学校においては、３年
課程の中で基礎歯科医学や臨床実習及び歯科保健指導、むし歯予防及びスケーリ
ングなど歯科衛生士としての必要な知識・技術の習得のための教育を受けた歯科
衛生士の養成を安定的に行い県民の医療・保健・福祉に貢献している。
令和２年度在籍数：１年生

３１名、２年生 ４７名、３年生 ３６名

卒業累積数：２，６１８名
（１）－３ 歯科技工士の養成事業
ア

歯科技工士養成
本校は沖縄、鹿児島で唯一歯科技工士科を有し、これまで多くの歯科技工士を

養成し、県民の医療・保健・福祉に貢献している。
令和２年度在籍数：１年生

１２名、２年生 １４名

卒業累積数：１，１１０名
（１）－４ 医療弱者に対するカリキュラムを設定した教育
ア

医療弱者に対するカリキュラムを設定した教育
障害者（児）の特性を理解し、障害者（児）の歯科医療、口腔保健に関する知

識と実技を習得するため、
「障害者歯科学」のカリキュラムを設定している。また、
直接的な触れ合いによる障害者（児）歯科への理解と実技の習得のため、本会に
附属する口腔保健センターにおいて研修を行い、卒業後も障害者（児）の歯科医
療、保健に積極的に関わる歯科衛生士、歯科技工士を養成する事業。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
（１）－５ 保健指導、啓発活動
ア

保健指導、啓発活動
歯と口の健康週間において、歯科衛生士科にあっては、幼稚園、小学校、高等

学校、特別支援学校において、むし歯や歯周病の発症原因の説明、歯磨き指導等
を行い、子どもたちの歯の健康増進に努めている。
幼稚園 ２園、小学校 ２６校、高等学校 １校、特別支援学校 １校
県民を対象とした歯科健康相談及び技工物作製等の体験実習については、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。
（１）－６ 指定校推薦制度、出水市、離島等での入試の実施
ア

指定校推薦制度、出水市・離島での入試実施
歯科衛生士、歯科技工士不足や地域的偏在等の解消の一環として、高等学校指

定校推薦制度、離島での入試実施などの導入を進めている。
指定校推薦制度（平成２４年度から実施 ） ２５校指定
対象：歯科衛生士、歯科技工士が不足している地域の拠点校及び本校に入学
の実績のある高等学校
令和２年度指定校の入学者数
地 域

数

衛生士科

鹿児島市地域 １０校

技工士科

１１名

０名

指宿市地域

２校

０名

０名

南薩摩地域

２校

２名

０名

枕崎市地域

１校

０名

０名

いちき串木野日置地区

１校

２名

１名

薩摩川内地域

１校

２名

１名

出水郡地域

１校

０名

０名

伊佐市地域

１校

０名

０名

姶良地区地域

４校

３名

２名

鹿屋市地域

２校

０名

１名

出水市入試実施 衛生士科

１名 技工士科 ０名

離島入試実施（奄美市）
（台風接近により中止）
（１）－７ 歯科技工士専攻科運営に関する事業
ア

歯科技工士専攻科運営
歯科技工の更なる技術向上を図り、技術の進歩に対応できる技工士育成のため、

歯科技工士科に専攻科を設置し充実を図る。

令和２年度在籍：０名
（財源）職業訓練「歯科技工士養成科」の実施・就職支援業務及び定着支援業務委託料、
授業料、実習費、試験料

収１ 会館賃借事業
会館賃借件数０件 会議室貸出０件、会館貸１件（鹿児島県歯科衛生士会）
他１ 会員事業
情報提供事業
社保だより発行

１３回（月１回、臨時１回） 社会保険委員会

保険診療ガイドブック 改定年度１回発行 社会保険委員会
医療管理委員会だより 年４回発行 医療管理委員会
ＫＤＡメール通信 ５５件（号外含む） 情報・対外 PR 委員会
ＫＤＡネット

３７件

Ｗｅｂ配信システムの構築

情報・対外 PR 委員会
配信実績１０件（主要会議５件、研修会５件）
情報・対外 PR 委員会

福祉厚生事業
クラブ補助

１０件

福祉厚生委員会

物故会員慰霊祭

令和２年１１月７日（土） 福祉厚生委員会

他２ 福祉共済事業
死亡共済給付

４名

終身会員一時金 １７名（平成３１年度終身会員対象者２１名へ案内）
傷病共済給付
長期療養見舞金
災害共済給付
障害共済給付
一律支援金

３５名（延べ日数：１，０８３日）
４名（延べ月数：２０ヶ月）
６０名（豪雨３件、台風５７件）
２名
８０６名（令和２年７月時点加入者）

管

理

部 門

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）
会員在籍状況（令和３年３月末）
正会員 ８００名
準会員
５６名
会員異動
入 会 正会員
６名
準会員
５名
退 会 正会員 １２名（死亡退会 ６名、その他 ６名）
準会員
７名（正会員への異動 ４名、その他 ３名）
文書取扱件数
受信文書 ２，３０６件
発信文書
４５７件

１．理事会
４月定例理事会
開 催 日 令和２年４月７日（火）１９時３０分～２１時１７分
開催場所 大黒町（県歯科医師会事務局 会議室）
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 第１８回警察歯科医会全国大会の開催日について議決を求める件
第２号議案 会員の入会・退会について議決を求める件
第３号議案 平成３１年度補正予算（案）について議決を求める件
第４号議案 職員の退職金支給について議決を求める件
第５号議案 職員給与手当について議決を求める件
第６号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第７号議案 令和２年度終身会員対象者の承認について議決を求める件
第８号議案 令和２年度終身会員会費減免申請書について議決を求める件
第９号議案 令和２年度終身会員対象者の会費について議決を求める件
第１０号議案 平成３１年度地域保健部活動報告―歯科関連データ―見積について議決を求
める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．第１６回定時総会について
２．令和２年度第１回市郡会長専務理事会議について
３．令和２年度事務分掌について
４．クールビズの期間について
５．新型コロナウイルスに対する歯科における対応について
６．新型コロナウイルス感染症に対する対策について
７．兼業申請書について
８．日歯選挙人の選挙について
９．口腔保健センター診療業務委嘱契約について

１０．鹿児島県臨床栄養連携研究会について
１１．新会館エレベーターの色について
１２．令和２年度の指導・監査について
１３．薬価基準による歯科関係薬剤点数表について
１４．日本健康倶楽部 被扶養者検診における歯科健診マニュアルについて
１５．令和３年度の地域医療介護総合確保基金（介護分）を活用して実施する取り組みにつ
いて
１６．令和３年度以降の休日等急患歯科診療について
１７．その他

５月定例理事会
開 催 日 令和２年５月１日（金） １９時３５分～２０時４５分
開催場所 Ｗｅｂ会議
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第２号議案 ＭＢＣラジオスポットＣＭ契約について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．令和２年度第１回市郡会長専務理事会議について
２．第１６回定時総会について
３．令和２年度第２回市郡会長専務理事会議について
４．人事給与規程等改正委員会への諮問について
５．新型コロナウイルス対策について
６．職員の退職について
７．日歯「選挙人」及び「補欠選挙人」の選出について
８．令和３年度九州歯科医学大会のテーマについて
９．歯の感謝祭について
１０．鹿歯会報ティースフルの発行について
１１．新会館における外壁の色について
１２．その他
５月臨時理事会
開 催 日 令和２年５月１８日（土） １４時３０分～１４時４６分
開催場所 サンプラザ天文館 ６階ホール
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 第１６回定時総会関係書類印刷見積りについて議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．令和２年度第１回市郡会長専務理事会議について
２．会館建設について
３．新型コロナウイルス対策について
４．その他

５月臨時理事会
開 催 日 令和２年５月２１日（木）１９時３０分～２０時２３分
開催場所 Ｗｅｂ会議
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案

第２号議案

総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定について議決を求め
る件
平成３１年度事業報告の承認について議決を求める件

第３号議案 平成３１年度補正予算（案）について議決を求める件
第４号議案 平成３１年度予算流用について議決を求める件
第５号議案 平成３１年度計算書類の承認について議決を求める件
協議事項
１．日歯代議員個人質問について
２．新型コロナウイルス対策について
３．その他
６月定例理事会
開 催 日 令和２年６月２日（火）１９時３２分～２１時２５分
開催場所 Ｗｅｂ会議
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 会員の入会・退会について議決を求める件
第２号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第３号議案 令和２年度保険診療ガイドブック印刷業者選定について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．令和２年度第２回市郡会長専務理事会議について
２．職員の退職について
３．日歯選挙人選挙について
４．令和２年度の九地連関係の会議等について
５．新型コロナウイルス感染症対策について
６．新型コロナウイルス感染症への福祉共済の対応について
７．福祉共済制度検討委員会への諮問について
８．新会館の会議室等貸出について
９．新会館南側の看板について
１０．会館建設譜、寄贈品の取り扱いについて
１１．新会館落成広告について
１２．常務理事会議・理事会・委員会の開催通知について
１３．１１月７日歯科医師記念日行事について
１４．令和３年度休日等急患歯科診療の受付募集について
１５．新口腔保健センターにおける医療ガス点検について
１６．その他
６月臨時理事会
開 催 日 令和２年６月１３日（土）１３時３０分～１３時５５分
開催場所 サンプラザ天文館
出 席 者 理事１８名 監事２名

決議事項
第１号議案 ホルマリンガス殺菌器購入について議決を求める件
第２号議案 歯科衛生士科備品購入に対し議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．令和２年度第２回市郡会長専務理事会議について
２．第１６回（通算１３１回）定時総会について
３．第３３回全九州硬式少年野球かごしま大会広告協賛のお願いについて
４．その他
７月定例理事会
開 催 日 令和２年７月７日（火）１９時３５分～２１時２０分
開催場所 Ｗｅｂ会議
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 会員の入会・退会について議決を求める件
第２号議案 終身会員会費等申告書について議決を求める件
第３号議案 福祉共済資格の復活について議決を求める件
第４号議案 鹿児島県歯科医師会福祉共済制度一律支援金の支給について議決を求める件
第５号議案 令和２年度補正予算（案）について議決を求める件
第６号議案 Ｗｅｂ会議手当について議決を求める件
第７号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第８号議案 １階口腔保健センター吸引・圧縮空気配管設備工事及び３階歯科学院専門学校
吸引・圧縮空気配管設備工事について議決を求める件
第９号議案 新会館センターのユニット納入業者選定について議決を求める件
第１０号議案 新会館センターの麻酔器・人工呼吸器の納入業者及びリース会社の選定につ
いて議決を求める件
第１１号議案 現在センターで使用中のユニット等廃棄業者選定について議決を求める件
第１２号議案 新会館センターの医療用ガス設備保守点検業務委託業者選定について議決を
求める件
第１３号議案 歯科技工士科備品購入について議決を求める件
第１４号議案 新会館への引越し業者について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．日本法歯科医学会への参加について
２．人事給与規程等改正委員会の答申書について
３．職員の休暇について
４．令和２年度第１回九州各県会長会並びに九地連協議会・総会の開催について
５．１０月理事会の日程について
６．令和２年度歯科保健医療問題協議会の開催について
７．令和３年度事業計画案・予算案について
８．福祉共済制度検討委員会からの答申書について
９．１１月７日歯科医師記念日行事について
１０．骨粗鬆症医歯連携文書について
１１．成人期の歯科口腔保健対策事業について
１２．鹿児島市立病院研修協力施設について
１３．その他

８月定例理事会
開 催 日 令和２年８月４日（火）１９時３０分～２１時１８分
開催場所 Ｗｅｂ会議
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 会員の入会・退会について議決を求める件
第２号議案 終身会員対象者の承認について議決を求める件
第３号議案 終身会員会費減免申請書について議決を求める件
第４号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第５号議案 令和２年度表彰状・感謝状贈呈対象者（案）について議決を求める件
第６号議案 タービン、コントラ納入業者選定について議決を求める件
第７号議案 口腔保健センター歯科用ユニット４台のリース契約について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．災害関係の事業継続計画（ＢＣＰ）と新型コロナウイルス等の感染症に関する事業継続
計画（ＢＣＰ）について
２．県歯安否情報と診療情報マップについて
３．令和２年度九州、中国・四国地区歯科医師会役員連絡協議会について
４．令和２年度九州各県歯科医師会第１回専務理事会について
５．新会館での事務局体制について
６．第３回市郡会長専務理事会議について
７．令和２年度歯科保健医療問題協議会（紙面会議）について
８．令和２年度第３１回中規模県歯科医師会連合会会議の協議題について
９．新型コロナウイルス感染症対策としての各種事業について
１０．世界アルツハイマー月間の啓発に係るリーフレットについて
１１．コロナ対策支援金などについて
１２．会館建替えに伴う一時移転終了の案内について
１３．新入会員研修会について
１４．新会館について
１５．新会館の会議室、研修室貸出料について
１６．１１月７日歯科医師記念日行事について
１７．新会館口腔保健センター看板と駐車場について
１８．離島巡回診療の旅費について
１９．その他
９月定例理事会
開 催 日 令和２年９月１日（火）１９時３０分～２１時３５分
開催場所 Ｗｅｂ会議
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 第１８回警察歯科医会全国大会の開催方法及び請負業者の決定について議決を
求める件
第２号議案 照国総合事務所との労務顧問契約書について議決を求める件
第３号議案 学会・研修会への助成金について議決を求める件
第４号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第５号議案 令和２年度事業業務委託契約について議決を求める件
第６号議案 令和２年度 表彰状・感謝状贈呈対象者について議決を求める件
第７号議案 歯科保健文化賞について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」

協議事項
１．令和４年度九地連公募研究事業のテーマについて
２．令和２年度第１回九州各県専務理事会各県提出協議題について
３．令和２年度第３回市郡会長専務理事会議について
４．会館建設について
５．新会館について
６．人事異動について
７．豪雨災害等に対する災害共済金について
８．新会館の研修室等使用料について
９．会館管理運営に関する細則の一部修正について
１０．
「いい歯の日」企画 全国地方紙広告掲載について
１１．都道府県医療管理・情報管理担当者会について
１２．高等学校学校歯科医へのアンケートについて
１３．その他
９月臨時理事会
開 催 日 令和２年９月２６日（土）１４時３０分～１４時５６分
開催場所 サンプラザ天文館
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 新会館の管理人業務委託について議決を求める件
第２号議案 パート職員賃金について議決を求める件
第３号議案 衛生用品の配布業者選定について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．令和２年度第３回市郡会長専務理事会議について
２．職員採用について
３．令和３年度重点事業方針（案）について
４．新鹿児島県歯科医師会館の建築費の負担額について
５．会館建設について
１０月定例理事会
開 催 日 令和２年９月２９日（火）１９時３５分～２１時２０分
開催場所 Ｗｅｂ会議
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 会員の入会及び退会について議決を求める件
第２号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第３号議案 終身会員会費等申告書について議決を求める件
第４号議案 新鹿児島県歯科医師会館の建築費の負担額の決定について議決を求める件
第５号議案 令和２年度補正予算（案）について議決を求める件
第６号議案 職員給与手当について議決を求める件
第７号議案 令和２年度 表彰者・感謝状贈呈者対象者について議決を求める件
第８号議案 会館管理運営に関する細則の修正案について議決を求める件
第９号議案 令和３年度重点事業方針（案）について議決を求める件
第１０号議案 医療用ＵＰＳ（医療用無停電装置）について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項

１．事務局職員の産前産後、育児休暇について
２．事務局職員の育児短時間勤務申出について
３．新会館落成祝いの新聞広告について
４．中規模県歯科医師会連合会会議の各県提出協議題の回答について
５．令和２年度事務局職員の人事考課について）
６．第５７回献血運動推進全国大会に伴う赤十字への車両寄贈について
７．新型コロナウイルス感染症に係るアンケート調査について
８．新会館の備品などについて
９．新会館使用に関する覚書について
１０．結核感染症患者の歯科治療時の対応について
１１．口腔保健センター専用駐車場の表示について
１２．口腔保健センターのパノラマＸＰ装置について
１３．その他
１１月定例理事会
開 催 日 令和２年１１月４日（水）１９時３０分～２１時０２分
開催場所 鹿児島県歯科医師会館 研修室１
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 役員選挙について議決を求める件
第２号議案 令和４年度九州歯科医学大会（鹿児島県担当）について議決を求める件
第３号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第４号議案 災害共済金の支給について議決を求める件
第５号議案 口腔保健センターのデジタルパノラマＸＰ機器の導入について議決を求める件
第６号議案 歯科技工士科成績管理システムのソフト購入に関して議決を求める件
第７号議案 歯科技工士科専任用パソコン購入に関して議決を求める件
第８号議案 歯科衛生士科プロジェクター購入に関して議決を求める件
第９号議案 特定建築物における環境衛生管理業務委託について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．第１８回警察歯科医会全国大会誌の印刷業者選定について
２．令和４年度九地連公募研究事業のテーマについて
３．会館建設のアンケートについて
４．職員の退職願について
５．人事異動について
６．兼業申請書について
７．令和３年度事業計画（案）予算（案）について
８．新会館使用に関する覚書について
９．福祉共済制度検討委員会からの答申書について
１０．新会館について（関係団体の案内サイン、バックボードのデザイン）
１１．その他
１２月定例理事会
開 催 日 令和２年１２月１日（火）１９時３０分～２１時１２分
開催場所 鹿児島県歯科医師会館 研修室１
出 席 者 理事１８名、監事２名
決議事項
第１号議案 会員の入会・退会について議決を求める件
第２号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件

第３号議案 災害共済金の支給について議決を求める件
第４号議案 職員給与手当について議決を求める件
第５号議案 日歯終身会員の推薦について議決を求める件
第６号議案 会館ＷｉＦｉ設置について議決を求める件
第７号議案 歯科助手資格認定の申請について議決を求める件
第８号議案 歯科助手訓練計画承認申請について議決を求める件
第９号議案 「口腔がん検診マニュアル」の増刷について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．災害時優先電話について
２．令和３年度年間主要行事予定表について
３．令和３年役員選挙の事前お知らせについて
４．令和２年度第４回市郡会長専務理事会議の開催について
５．第１７回臨時総会について
６．事務局のネット決済やクラウド化について
７．職員の退職願について
８．人事給与規程等改正委員会の答申書について
９．職員の採用について
１０．会員名簿送付依頼について
１１．会館建設のアンケートについて
１２．可動式階段の手摺と補強について
１３．令和２年度九州各県歯科医師会第２回専務理事会の開催について
１４．令和３年度九地連諸会議日程について
１５．鹿児島市歯会の備品使用について
１６．福祉共済規則、福祉共済規則施行細則修正案について
１７．地域活性化事業助成費について
１８．会員種別に関するアンケート調査について
１９．会議等開催の通知方法について
２０．その他
１月定例理事会
開 催 日 令和３年１月５日（火）１９時３０分～２０時４５分
開催場所 鹿児島県歯科医師会館 研修室１
出 席 者 理事１７名 監事２名
決議事項
第１号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第２号議案 会員の入会・退会について議決を求める件
第３号議案 災害共済金の支給について議決を求める件
第４号議案 職員採用について議決を求める件
第５号議案 公益社団法人鹿児島県歯科医師会歯科保健に関する地域活性化事業に対する助
成事業実施要領について議決を求める件
第６号議案 職員の退職金支給について議決を求める件
第７号議案 職員給与手当について議決を求める件
第８号議案 令和３年度空調設備保守点検業務について議決を求める件
第９号議案 本館、東館のトイレ清掃委託業務について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．令和３年度年間主要行事予定表について
２．令和２年度第４回市郡会長専務理事会議について

３．中規模県歯科医師会連合会について
４．九州各県歯科医師会会長会並びに九地連協議会の開催について
５．３６協定について
６．育児休業対象児出生届、育児休業期間変更申出書について
７．職員の退職について
８．令和３年度予算案について
９．令和３年度ブロック別協議会について
１０．事務局規程について
１１．表彰弔意規則内規について
１２．その他
１月臨時理事会
開 催 日 令和３年１月２３日（土）１４時３０分～１４時５２分
開催場所 鹿児島県歯科医師会 ４階研修室２
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 令和３年実施の選挙実施要領並びに会長予備選挙の告示（案）について議決を
求める件
第２号議案 事務局規程について議決を求める件
第３号議案 令和３年度休日等急患歯科診療業務委託契約書について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．令和２年度第４回市郡会長専務理事会議について
２．鹿児島県赤十字有功会への入会のお願いについて
３．人事考課について
４．その他
２月定例理事会
開 催 日 令和３年２月２日（火）１９時３０分～２１時
開催場所 鹿児島県歯科医師会館 研修室１
出 席 者 理事１７名 監事２名
決議事項
第１号議案 会員の入会・退会について議決を求める件
第２号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第３号議案 災害共済金の支給について議決を求める件
第４号議案 赤十字血液事業用車両の寄贈について議決を求める件
第５号議案 かごしま国体の企業協賛変更契約書について議決を求める件
第６号議案 令和２年度補正予算（案）について議決を求める件
第７号議案 臨時総会関係書類印刷業者の選定について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．令和３年度鹿児島県歯科医師会主要行事予定（案）について
２．令和２年度第５回市郡会長専務理事会議について
３．第１７回臨時総会について
４．九地連協議会について
５．人事給与規程等改正委員会の諮問について
６．定款改正委員会の中間答申書について
７．令和３年度鹿児島県口腔保健支援センター非常勤歯科医師委嘱候補の推薦について

８．歯科医師会館所有区分に関する覚書について
９．新型コロナウイルス感染症Ｗｅｂ講習会について
１０．新会館修正工事について
１１．新会館追加工事について
１２．医療管理研修会について
１３．令和３年度デンタルスタッフ教育講座日程表について
１４．オンライン研修の進め方について
１５．令和２年度鹿児島県医療施設等設備整備費補助金（災害歯科保健医療体制整備事業）
について
１６．その他
２月臨時理事会
開 催 日 令和３年２月１６日（火）１９時３０分～２０時５０分
開催場所 鹿児島県歯科医師会館 研修室１
出 席 者 理事１８名 監事２名
議決事項
第１号議案 令和３年度事業計画（案）について議決を求める件
第２号議案 令和３年度会費等の徴収案について議決を求める件
第３号議案 令和３年度収支予算（案）、正味財産増減予算書（案）、資金調達及び備品投資
の見込み（案）について議決を求める件
第４号議案 備品廃棄処分について議決を求める件
第５号議案 総会の日時及び場所等について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．令和２年度第３２回中規模県歯科医師会連合会会議について
２．令和３年度鹿児島県歯科医師会主要行事予定（案）について
３．福祉共済引当資産への返済について
４．ＡＩ検温モニタについて
５．その他
３月定例理事会
開 催 日 令和３年３月２日（火）１９時３０分～２０時２７分
開催場所 鹿児島県歯科医師会館 研修室１
出 席 者 理事１８名 監事２名
決議事項
第１号議案 福祉共済金の支給について議決を求める件
第２号議案 災害共済金の支給について議決を求める件
第３号議案 歯科学院副校長の採用について議決を求める件
第４号議案 令和２年度補正予算（案）について議決を求める件
第５号議案 歯科医師会館所有区分に関する覚書について議決を求める件
第６号議案 終身会員の推薦について議決を求める件
第７号議案 終身会員会費等の申告ならびに会費の減免申請について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は全員賛成により可決決定した」
協議事項
１．第１７回臨時総会について
２．令和３年度第５回市郡会長専務理事会議について
３．人事給与規程等改正委員会の答申書について

４．事務局職員の育児短時間勤務申出について
５．兼業申請書について
６．新型コロナウイルス感染症による休業の取り扱いについて
７．歯科医療連携室の組織図、機能体系図への記載箇所について
８．ＫＤＡメール通信「理事コラム」執筆順（案）について
９．歯科医師記念日行事について
１０．その他
３月臨時理事会
開 催 日 令和３年３月１３日（土）１３時３０分～１３時５５分
開催場所 鹿児島県歯科医師会館 ２階会議室
出 席 者 理事１８名 監事２名
協議事項
１．第５回市郡会長専務理事会議について
２．第１７回（通算第１３２回）臨時総会について
３．令和４年九州歯科医学大会について
４．令和３年度歯と口の健康週間行事の主催について
５．パートタイマー職員給与（案）について
６．福祉共済制度検討委員会からの答申書について
７．オンライン資格確認について
８．口腔保健センター診療業務委嘱契約について
９．その他

２．常務理事会議（主な協議題）
令和 ２年 ４月 ７日（火） ４月定例理事会について
令和 ２年 ５月 １日（金） ５月定例理事会について
令和 ２年 ６月 ２日（火） ６月定例理事会について
令和 ２年 ７月 ７日（火） ７月定例理事会について
令和 ２年 ８月 ４日（火） ８月定例理事会について
令和 ２年 ９月 １日（火） ９月定例理事会について
令和 ２年 ９月２９日（火）１０月定例理事会について
令和 ２年１１月 ４日（火）１１月定例理事会について
令和 ２年１２月 １日（火）１２月定例理事会について
令和 ３年 １月 ５日（火） １月定例理事会について
令和 ３年 ２月 ２日（火） ２月定例理事会について
令和 ３年 ３月 ２日（火） ３月定例理事会について
３．臨時常務理事会議（主な協議題）
令和 ２年 ４月２１日（火）新型コロナウイルス対策について
令和 ２年 ５月２１日（木）新型コロナウイルス対策について
令和 ２年 ６月１６日（火）赤十字活動資金へのご協力について
令和 ２年 ７月２１日（火）令和２年度第１回九地連協議会について
令和 ２年 ８月１８日（火）会館建設における竣工式について
令和 ２年 ９月１５日（火）新型コロナ緊急包括支援金対象商品のお知らせについて
令和 ２年１０月２０日（火）新会館の火災保険について
令和 ２年１１月１７日（火）令和２年度事務局職員の人事考課について
令和 ２年１２月１５日（火）多目的ホールの移動式手すり、補強工事について
令和 ３年 １月１９日（火）人事考課について
令和 ３年 ２月１６日（火）県歯会組織図、機能体系図について

４．監査
令和 ２年 ５月２０日（木）決算監査
令和 ２年 ９月２４日（木）中間監査
令和 ２年１１月２６日（木）中間監査
令和 ３年 ２月２５日（木）中間監査
５．総会
第１６回（通算１３１回）定時総会
開 催 日 令和２年６月１３日（土）１５時～
開催場所 サンプラザ天文館７階ホール
議決権数 ８０７名
（出席者数５５名、議決権行使書提出者数２８名、表決委任状提出者数５３５名、
合計６１８名）
議案
第１号議案 平成３１年度計算書類の承認について議決を求める件
第２号議案 終身会員の資格の変更について議決を求める件
第３号議案 公益社団法人鹿児島県歯科医師会入会、退会、及び会員に関する規則の一部
の変更について議決を求める件
第４号議案 公益社団法人鹿児島県歯科医師会会費等に関する規則の一部変更について議
決を求める件
第５号議案 公益社団法人鹿児島県歯科医師会会館の管理運営に関する規則の一部変更に
ついて議決を求める件
第６号議案 名誉会員について議決を求める件
第７号議案 備品廃棄処分の承認について議決を求める件
第８号議案 物品収受について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は賛成多数により可決決定した」
協議事項
１．新型コロナウイルス感染症への福祉共済の対応について
第１７回（通算１３２回）臨時総会
開 催 日 令和３年３月１３日（土）１５時～
開催場所 鹿児島県歯科医師会館 ４階多目的ホール
議決権数 ８０１名
（出席者数４６名、議決権行使書提出者数３７名、表決委任状提出者数４９３名、
合計５７６名）
議案
第１号議案 令和３年度事業計画（案）について議決を求める件
第２号議案 令和３年度会費等の徴収（案）について議決を求める件
第３号議案 令和３年度収支予算書（案）、正味財産増減予算書（案）、資金調達及び設備
投資の見込み（案）について議決を求める件
第４号議案 備品廃棄処分について議決を求める件
「審議の結果、全ての議案は賛成多数により可決決定した」
協議事項
１．公益社団法人鹿児島県歯科医師会福祉共済規則の一部修正について
２．公益社団法人鹿児島県歯科医師会福祉共済規則施行規則の一部修正について
３．その他
６．市郡会長専務理事会議（主な協議題）

令和２年 ５月１６日（土）選挙人及び補欠選挙人の選挙について
６月１３日（土）日歯会長候補を選挙する選挙権を有する「選挙人」及び「補欠
選挙人」の選出について
９月２６日（土）新会館研修室等の貸出について
令和３年 １月２３日（土）各市郡歯科医師会における終身会員の資格取得条件について
３月１３日（土）正会員（２条１号会員）会費減免申請書について
７．総会議事運営委員会
令和２年 ６月１０日（水）第１６回定時総会の運営等について
令和３年 ３月１０日（水）第１７回臨時総会の運営等について
８．選挙管理委員会
令和 ２年 ４月 ３日（金）選挙人及び補欠選挙人の選挙について
４月２４日（金）日歯会長候補を選挙する選挙権を有する「選挙人」の選挙候補
者の資格審査について
１０月２２日（木）令和２・３年度（２０２０・２０２１年度）選挙について
１１月３０日（月）外部監事について
令和 ３年 １月１２日（火）令和３年（２０２１年）実施の選挙実施要領について
２月 ８日（月）会長候補予備選挙候補者の資格審査について
２月１３日（土）立会演説会の開催について
２月２７日（土）開票について
２月２７日（土）投票結果及び当選について
９．機構改革委員会
な し
１０．日本歯科医師会諸会議
令和 ２年 ４月２８日（火）都道府県歯科医師会新型コロナウイルス感染症担当者連絡協
議会（Ｗｅｂ会議）
５月２９日（金）第１３０回都道府県会長会議（Ｗｅｂ会議）
６月 ３日（水）第１０３回日本歯科医学会評議員会（紙面会議）
６月３０日（火）第１９３回定時代議員会（欠席）
７月２２日（水）第４回災害時対策・警察歯科総合検討会議（Ｗｅｂ会議）
８月１９日（水）都道府県歯科医師会医療管理・情報管理担当理事連絡協議会
（Ｗｅｂ会議）
８月２６日（水）都道府県歯科医師会学術担当理事連絡協議会（Ｗｅｂ会議）
９月３０日（水）第１回裁定審議会（Ｗｅｂ会議）
１０月 ８日（木）社会保険担当指導者研修会（Ｗｅｂ会議）
１１月 ４日（水）第５回災害時対策・警察歯科総合検討会議（Ｗｅｂ会議）
１１月１８日（水）都道府県歯科医師会専務理事連絡協議会（Ｗｅｂ会議）
１１月１８日（水）都道府県歯科医師会事務長事務連絡会（Ｗｅｂ会議）
令和 ３年 ２月１３日（土）都道府県歯科医師会医療安全担当理事連絡協議会（Ｗｅｂ会

議）
２月１６日（火）第１２回災害歯科保健医療連絡協議会（Ｗｅｂ会議）
２月１９日（金）第１０４回日本歯科医学会評議員会（Ｗｅｂ会議）
２月２６日（金）第１３１回都道府県会長会議（Ｗｅｂ会議）
３月１２日（金）第１９４回臨時代議員会（欠席）
３月３１日（水）都道府県歯科医師地域保健・産業保健・介護保険担当理事連
絡協議会（Ｗｅｂ会議）
１１．日本学校歯科医会
令和 ２年 ４月１５日（水）第１回理事会（中止）
５月２０日（水）第２回理事会（Ｗｅｂ開催）
６月１０日（水）第３回理事会（Ｗｅｂ開催）
６月２４日（水）第１００回定時代議員会
７月１５日（水）第４回理事会・勉強会
９月１６日（水）第５回理事会（Ｗｅｂ開催）
１０月１４日（水）第６回理事会（Ｗｅｂ開催）
１１月１８日（水）第７回理事会
１２月１６日（水）第８回理事会（Ｗｅｂ開催）
令和 ３年 １月２０日（水）第９回理事会（Ｗｅｂ開催）
２月１０日（水）第１０回理事会（欠席）
２月１７日（水）加盟団体長会議（Ｗｅｂ開催）
３月１０日（水）第１１回理事会
３月２４日（水）第１０１回臨時代議員会
１２．中規模県歯科医師会連合会
第３１回中規模県歯科医師会連合会（紙面会議）
第３２回中規模県歯科医師会連合会（紙面会議）
１３．九州地区歯科医師連合会会議
令和 ２年 ５月２２日（金）九州各県臨時会長会（Ｗｅｂ開催）
７月１７日（金）九州各県事務局長連絡会（Ｗｅｂ開催）
７月２１日（火）九州地区連合会幹事会（Ｗｅｂ開催）
８月 １日（土）令和２年度第１回九州各県歯科医師会会長会（Ｗｅｂ開催）
令和２年度第１回九地連協議会（Ｗｅｂ開催）
令和２年度九地連総会（Ｗｅｂ開催）
１０月 ５日（月）九州地区連合会歯科医師会役員会（Ｗｅｂ開催）
１０月３０日（金）九州各県事務局長連絡会（Ｗｅｂ開催）
１２月 ７日（月）九州各県歯科医師会臨時会長会（Ｗｅｂ開催）
令和 ３年 １月１６日（土）令和２年度九州各県歯科医師会専務理事会（Ｗｅｂ開催）

１月２５日（月）九州各県歯科医師会臨時会長会（Ｗｅｂ開催）
２月２０日（土）令和２年度第２回九州各県歯科医師会会長会（Ｗｅｂ開催）
令和２年度第２回九地連協議会（Ｗｅｂ開催）
３月 １日（月）九州各県歯科医師会事務局長連絡会（Ｗｅｂ開催）
１４．二地区歯科医師会会議
「中国・四国」
「九州」地区歯科医師会役員連絡協議会
（紙面会議）

事業報告附属明細書
令和２年度事業報告書には、
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条
第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」がないので作成しない。

