
庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

H31.4.9 第826回支払基金幹事会

1．報告事項
　(1)参与の委嘱について
　(2)審査委員の改選について
　(3)平成31事業年度特別会計予算、事業計画及び資金計画について
　　　ア　後期高齢者医療関係
　　　イ　前期高齢者関係
　　　ウ　病床転換助成事業関係
　　　エ　認可事業関係
　　　オ　退職者医療関係
　　　カ　介護保険関係
　　　キ　特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係
　(4)後期高齢者支援金等の平成31年度第1期(5月)納付期限繰下げについて
　(5)｢平成30事業年度特定B肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計予算、
　　　事業計画及び資金計画の変更｣の認可について
2．定例報告
　(1)佐賀支部における審査状況について(平成31年1月審査分)
　(2)佐賀支部における事業状況について
3．その他
　平成31年4月期職員の人事異動について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
寺尾会長

H31.4.13 佐賀県介護支援専門員協議会総会

審議事項
　議案第1号　平成30年度事業実施結果および決算について
　議案第2号　2019年度事業計画(案)について
　議案第3号　2019年度予算(案)について
その他

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ(佐賀市)
陣内理事

H31.4.14 向島巡回歯科診療①
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

向島(唐津市)
地域保健部員　外

H31.4.16 平成31年度生涯研修セミナーDVD版収録 平成31年度生涯研修セミナー収録
日歯会館(東京都)
林田常務理事

H31.4.20
九州各県歯科医師会次期会長候補者
事前打合せ会

議　題
　(1)日本歯科医師会理事候補者の推薦について
　(2)規則に基づく委員等の推薦について
　(3)日歯各種委員会委員等の推薦について
　(4)8020推進財団評議員の推薦について
　(5)全歯連役員及び各種員の選定について
　(6)次期九地連役員の互選について

福岡県歯科医師会(福岡県)
門司専務理事

H31.4.21 加唐島巡回歯科診療①
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

加唐島(唐津市)
地域保健部員　外
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

H31.4.22

佐賀県居宅サービス事業者協議会
佐賀県居宅介護支援事業者協議会　総会
佐賀県介護保険施設連絡協議会
佐賀県地域包括・在宅介護
支援センター協議会

議　題
　議案第1号　平成30年度事業実施結果及び決算について
　議案第2号　2019年度事業計画について
　議案第3号　2019年度予算について
　議案第4号　役員の退任及び就任について

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ佐賀(佐賀市)
在宅歯科医療推進連携室田中主事

H31.4.24
新公益認定等総合情報システム
(PICTIS)移行に係る説明会

説明および質疑応答
ｱﾊﾞﾝｾ(佐賀市)
徳久次長

H31.4.24
平成31年度
食育ネットワークさが幹事会

報告事項
　(1)会員の加入状況について
　(2)第3次佐賀県食育推進基本計画の指標について
　(3)第12回佐賀県食育賞について
　(4)平成31年度食育事業の概要について
協議事項
　(1)平成30年度活動報告及び平成31年度活動計画案について
　(2)｢食育ネットワークさが｣定期総会について

佐賀県庁(佐賀市)
在宅歯科医療推進連携室田中主事

H31.4.25
第127回九州地方社会保険医療協議会
佐賀部会

議　事
　1.保険医療機関及び保険薬局の指定について(諮問)
　2.その他

九州厚生局佐賀事務所(佐賀市)
塚本副会長

R1.5.11 令和元年度訪問歯科人材育成研修会
講　演
　演題｢食べること　生きること～最期まで口から食べられる街づくり～｣
　講師：東京都 ふれあい歯科ごとう　院長　五島　朋幸

佐賀県歯会館(佐賀市)
松尾常務理事
陣内理事
地域福祉部員　外　会員

R1.5.12 小川島巡回歯科診療①
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

小川島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.5.14 第827回支払基金幹事会

1.報告事項
　(1)平成31年度介護保険納付金に係る基礎数値の誤りについて
　(2)平成30年度監事監査振り返り及び平成31年度内部監査方針について
　(3)平成30年度内部監査結果報告及び平成31年度内部監査方針について
　(4)平成31事業年度一般会計及び特別会計の予算等の認可について
　(5)第20次審査情報提供(医科)の追加について
　(6)2019年度佐賀支部の取組みについて
　　　○平成30年度の取組み結果
　　　○2019年度における審査関係の主な取組み事項
　　　○業務効率化等への取組み
　(7)｢医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を
　　 改正する法律案｣の審議状況について
2.定例報告
　(1)佐賀支部における審査状況について
　(2)佐賀支部における事業状況について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
寺尾会長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.5.15
ひがなつみ先生と山下雄平議員との
語る会

次　第
　(1)開　会
　(2)挨　拶
　(3)来賓挨拶
　(4)支援者代表紹介
　(5)時局講演
　(6)質疑応答
　(7)閉　会

佐賀県歯会館(佐賀市)
寺尾会長　外　会員

R1.5.18 令和元年度医療安全対策講習会

医療安全対策部講演
　演題｢最近の相談事例の傾向と注意すべき事項について｣
　講師：歯科医療安全対策部　副部長　秋山　兼範
講演
　演題｢どうすれば舌神経・下歯槽神経の神経障害を起こさずに
　　　　安全に智歯抜歯が行えるのか？
　　　　～100余例の医原性の舌神経・下歯槽神経障害に対する
　　　　　顕微鏡視下修復術の経験から顧みた予防と対策～｣
　講師：和歌山県立医科大学　口腔顎顔面外科学講座　教授　藤田　茂之

佐賀県歯会館(佐賀市)
塚本副会長
林田常務理事
辻理事
歯科医療安全対策部員　外　会員

R1.5.23
佐賀県健康づくり財団令和元年度
第1回通常理事会

報　告
　1.代表理事及び業務執行理事の職務執行状況に関する報告について
　2.その他
議　題
　1.平成30年度事業報告(案)について
　2.平成30年度収支決算(案)について
　3.令和元年度定時評議員会の日時・場所・議案(案)について
　4.公益財団法人健康づくり財団給与規定の一部改正(案)について

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ(佐賀市)
前山副会長

R1.5.24 第128回都道府県会長会議
主な議題
　(1)時局問題について
　(2)その他

日歯会館(東京都)
塚本副会長

R1.5.26 馬渡島巡回歯科診療①
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

馬渡島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.5.27

佐賀県、一般社団法人佐賀県医師会、
一般社団法人佐賀県歯科医師会、
一般社団法人佐賀県薬剤師会、
公益社団法人佐賀県看護協会による
県民の健康寿命の延伸に向けた
相互連携・協力協定の締結式

次　第
　1.開会
　2.出席者の紹介
　3.協定の趣旨説明
　4.知事挨拶
　5.協定書署名
　6.記念撮影
　7.歓談
　8.閉式

佐賀県庁(佐賀市)
寺尾会長
原理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.5.28 デンタルミーティング

講　演
　演題｢行政との付き合い方
　　　 －歯科医師会として、組織の考え方・方針等を実現していくための方法－｣
　講師：一般社団法人唐津東松浦歯科医師会　顧問　松尾　公志

佐賀県歯会館(佐賀市)
寺尾会長　外　役員

R1.5.28
第128回九州地方社会保険医療協議会
佐賀部会

議　事
　1.保険医療機関及び保険薬局の指定について(諮問)
　2.その他

九州厚生局佐賀事務所(佐賀市)
塚本副会長

R1.5.29
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ
大会佐賀県準備委員会第6回総会

議　題
　(1)報告事項
　　①委員・役員等の変更について
　　②第8～9回常任委員会における審議決定事項について
　(2)審議事項
　　①国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会佐賀県準備員会
　　　会則の改正(案)について
　　②平成30年度事業報告(案)について
　　③平成30年度補正予算の専決処分の承認について
　　④平成30年度収支決算(案)について
　　⑤平成31年(2019年)度事業計画(案)について
　　⑥平成31年(2019)度暫定収支予算の専決処分の承認について
　　⑦平成31年(2019)度収支予算(案)について
　(3)その他

ｸﾞﾗﾝﾃﾞはがくれ(佐賀市)
前山副会長

R1.6.3
令和元年度第1回
佐賀県メディカルコントロール協議会

報　告
　(1)特定行為認定人数及び実施件数　下半期(10月1日～3月31日)
　(2)救急救命士の各種認定状況について
協　議
　(1)佐賀県MC救急活動プロトコール(改訂案)
　(2)検証医師について
　(3)救急救命士の気管挿管病院実習対象者認定について

佐賀県庁(佐賀市)
辻理事

R1.6.3 令和元年度佐賀県救急医療協議会理事会

議　題
　(1)第1号議案　平成30年度事業報告(案)及び収支決算(案)について
　(2)第2号議案　令和元年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
　(3)その他
　　　①大規模災害時の｢保健医療調整本部｣の設置について

佐賀県庁(佐賀市)
前山副会長
今泉監事

R1.6.4
食育ネットワークさが
令和元年度定期総会

議　事
　第1号議案　役員の選任について
　第2号議案　平成30年度活動報告及び令和元年度活動計画(案)について

ｸﾞﾗﾝﾃﾞはがくれ(佐賀市)
原理事

R1.6.9 松島巡回歯科診療①
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

松島(唐津市)
地域保健部員　外
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.6.11 第828回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　  (1)公益代表監事の公募について
　  (2)平成31年度介護保険納付金に係る基礎数値誤りに対する支払基金の
　　　 再発防止策等の対応状況について
　  (3)審査関係訴訟事件について
  　(4)令和元年度委託金の状況ついて
　　(5)平成30年度診療報酬等債権譲渡・差押等処理状況について
　　(6)支払基金法案の国会審議状況について
　　(7)令和元年6月審査委員の改選状況について
　2.定例報告
  　(1)佐賀支部における審査状況について(平成31年3月審査分)
　  (2)佐賀支部における事業状況について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
寺尾会長

R1.6.13
第190回日歯定時代議員会
【14日まで】

報告事項
　平成30年度事業報告の件
決議事項
  第1号議案　平成30年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに
　　　　　　 これらの附属明細書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書
　　　　　　 承認の件
  第2号議案　理事選任の件
  第3号議案　監事選任の件
  第4号議案　役員報酬算定審議会委員承認の件
　第5号議案　役員退職慰労金支給の件
協　議
　(1)時局対策
　(2)その他

日歯会館(東京都)
寺尾会長

R1.6.13
令和元年度糖尿病重症化予防事業
に係る研修会

講演Ⅰ
　演題｢糖尿病に関する基礎知識｣
　講師：糖尿病コーディネート看護師　永渕　美樹
講演Ⅱ
　演題｢栄養から考える糖尿病重症化予防｣
　講師：管理栄養士・糖尿病療養指導士　熊川　景子
講演Ⅲ
　演題｢歯科口腔から考える糖尿病重症化予防｣
　講師：佐賀県歯科医師会理事・日本糖尿病協会登録歯科医　陣内　重雄

佐賀市役所大和支所(佐賀市)
陣内理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.6.19 がん拠点病院との協議会

協　議
　(1)口腔ケア研修会について
　(2)各病院の診療状況について
　(3)その他
　○佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座　教授　山下　佳雄
　○佐賀県医療センター好生館　口腔外科部長　野口　信宏
　○唐津赤十字病院　口腔外科部長　　林田　淳之介
　○嬉野医療センター　口腔外科部長　井原　功一郎
　○佐賀県健康福祉部健康増進課　副課長　西村　賢二

佐賀県歯会館(佐賀市)
松尾常務理事
陣内理事
地域福祉部員
在宅歯科医療推進連携室田中主事

R1.6.22
第19回日本スポーツ・健康づくり
歯学協議会

報　告
　(1)平成30年度日本スポーツ・健康づくり歯学協議会事業報告について
　(2)日本スポーツ・健康づくり歯学協議会役員について
　(3)平成30年度日本スポーツ・健康づくり歯学協議会会計収入支出決算について
　(4)｢第19回日本スポーツ・健康づくり歯学協議会｣
　　 ｢日本スポーツ歯科医学会第30回総会・学術大会｣合同懇親会の運営について
　(5)その他
議　事
　(1)日本スポーツ・健康づくり歯学協議会の解散ついて
　(2)日本スポーツ・健康づくり歯学協議会会計決算残金について

かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ(鹿児島県)
平山医療管理学術委員会副委員長

R1.6.22
日本体育協会公認
スポーツデンティスト協議会
令和元年度第1回通常総会

審議事項
　第1号議案　役員選任の件
　第2号議案　顧問及び相談役委嘱の件
　第3号議案　平成30年度事業報告
　第4号議案　平成30年度収支決算
　第5号議案　令和元年度事業計画
　第6号議案　令和元年度収支予算

かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ(鹿児島県)
上田敏雄先生

R1.6.22
令和元年度第1回
佐賀県学校歯科保健研修会

報　告
　演題｢平成30年度口腔育成事業活動報告について｣
　講師：佐賀県学校歯科医会委員　尾鷲　俊行
講　演
　演題｢小児の口腔機能を育成する口腔管理を考える｣
　講師：鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　小児歯科学分野講師　稲田　絵美

佐賀県歯会館(佐賀市)
寺尾会長
松尾常務理事
原理事
地域保健部員　外　会員

R1.6.23 高島巡回歯科診療①
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

高島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.6.26
日本学校歯科医会
第97回定時総会

議　事
　第1号議案　平成30年度貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
　第2号議案　令和元年度補正予算
　第3号議案　公益社団法人移行に伴う日本学校歯科医会定款変更
　第4号議案　役員選任

日歯会館(東京都)
寺尾会長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.6.30 第44回むし歯をなくそう会
  ・健診
  ・ブラッシング指導
  ・フッ化物塗布

佐賀県歯科医師会館(佐賀市)
宮原地域保健委員会委員長
沖地域保健委員会副委員長
一瀬成人産業保健委員会委員長
尾鷲成人産業保健委員会副委員長
泉福成人産業保健委員会委員

R1.7.2
令和元年度佐賀県学校保健会
第1回理事及び評議員会

協　議
　(1)平成30年度事業報告について
　(2)平成30年度決算報告及び監査報告について
　(3)令和元年度佐賀県学校保健会役員(案)について
　(4)令和元年度事業計画(案)について
  (5)学校保健会各地区・高等学校保健会負担金(案)について
　(6)令和元年度予算(案)について
　(7)令和元年度佐賀県｢歯と口の健康づくり｣研修会について
　(8)佐賀県学校保健会報第16号の発行について
　(9)その他
その他
　(1)令和元年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会について
　(2)佐賀県学校保健会表彰関係規定について
　(3)各事業担当地区輪番について
　(4)令和元年度全国学校保健・安全研究大会について
　(5)その他

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ(佐賀市)
陣内常務理事
舛元理事

R1.7.2
令和元年度第1回
佐賀県診療情報地域連携システム協議会

議　事
　(1)ピカピカリンクの現状について
　(2)第3回ピカピカリンク研究会の開催結果について
　(3)松浦市立鷹島診療所(長崎県松浦市)の参加について
　(4)訪問看護ステーション及び介護事業所の参加に係る例外取扱承認
　　 申請事案について
　(5)死亡患者の取扱ついて
　(6)報告事項
　　　a 白石地区における調剤情報自動アップロード機能
　　　　(ファルモクラウドID-Link連携サービス)の試験導入の進捗状況
　　　b 県民への適切な救急医療の提供を目的とした全患者の属性情報登録の
　　　　取組について

佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館(佐賀市)
林田副会長

R1.7.7 神集島巡回歯科診療①
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

神集島(唐津市)
地域保健部員　外
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.7.9 令和元年度第1回佐賀県保険者協議会

議　事
　(1)平成30年度事業実績及び歳入歳出決算について
　(2)令和元年度補正予算について
協　議
　(1)日本健康会議の2019年における保険者協議会の達成要件(宣言3)について
　(2)令和元年度事業計画について
　(3)その他

佐賀県国保連合会(佐賀市)
松尾副会長

R1.7.21
嚥下機能評価研修会
～嚥下内視鏡検査実習～

【プログラム】
　1)嚥下機能および嚥下障害に関わる総論　兵頭　政光(高知大学)
　　(1)嚥下機能および嚥下障害に関わる総論
　　(2)摂食・嚥下のメカニズム、神経調節機構
　　(3)嚥下障害の代表的疾患
　2)嚥下障害の評価・診断法(VF検査を含む)　藤本　保志(名古屋大学)
　　(1)嚥下障害の評価の評価
　　(2)現状を把握するツール
　　(3)病態の背景を探る
　　(4)全身状態の把握
　　(5)スクリーニング検査
　　(6)口腔・咽頭の審査
　　(7)嚥下機能の精査
　3)嚥下内視鏡検査の実際　兵頭　政光(高知大学)
　　(1)嚥下内視鏡検査の目的、方法
　　(2)嚥下内視鏡検査のスコア評価法
　　(3)嚥下内視鏡検査の限界と留意点
　4)栄養管理・気道管理　津田　豪太(聖隷佐倉市民病院)
　　(1)代替栄養法(胃瘻を含む)の適応と管理
　　(2)気道管理の要点
　5)摂食嚥下機能療法　唐帆　健浩(杏林大学)
　　(1)摂食嚥下機能療法とは
　　(2)嚥下指導について
　　(3)嚥下訓練について
　6)嚥下障害の外科的治療　田山　二朗(国立国際医療ｾﾝﾀｰ病院)
    (1)外科的治療の考え方
　　(2)嚥下機能改善手術について
　　(3)誤嚥防止術

国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ病院(東京都)
江口理事

R1.7.22 第1回在宅歯科医療推進連携室運営会議

報　告
　(1)平成30年度佐賀県在宅歯科医療推進連携室実績報告について
　(2)令和元年度地域福祉委員会　実施事業・研修会について
　(3)各地区報告
　(4)その他
協　議
　(1)佐賀県歯科医師会ホームページ｢会員診療所の検索システム｣について
　(2)佐賀県歯科衛生士会との連携状況について
　(3)その他
　　 　①ピカピカリンクについて

佐賀県歯会館(佐賀市)
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部員　外
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.7.23
令和元年度第1回佐賀県保険者協議会
企画調査部会・保健活動部会合同会議

報告事項
　(1)役員の選任について
　(2)平成30年度事業実績及び決算
　(3)平成30年度補正予算
協議事項
　(1)日本健康会議の2019年における保険者協議会の達成要件(宣言3)の達成について
　(2)予防・健康づくり事業について
　(3)データヘルス計画の推進について
　(4)その他

佐賀県国保会館(佐賀市)
泉福地域保健委員会委員

R1.7.24 WEB会議(Webex)に係る説明会

説明事項
　(1)WEB会議用ソフト｢Webex｣について
　(2)生涯研修セミナー｢サテライト形式｣の機材対応について
　(3)その他

日歯会館(東京都)
宮原理事

R1.7.24 第1回広報委員会

議　題
　(1)正副委員長の互選について
　(2)今後の活動内容について
　(3)その他

日歯会館(東京都)
陣内常務理事

R1.7.26 九州各県歯科医師会事務局長連絡会

報　告
　(1)九地連関係について
　(2)その他
協　議
　(1)第72回九州歯科医学大会の開催準備について
　(2)令和元年度九州各県事務職員研修会の開催計画について
　(3)その他

長崎県歯科医師会館(長崎県)
井手事務局長

R1.7.28 向島巡回歯科診療②
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

向島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.7.29
令和元年度第1回8020運動及び歯科口腔
保健の推進に関する検討評価委員会

報　告
　(1)平成30年度歯科保健事業について
議　題
　ア.令和元年度歯科保健事業の計画について
　イ.その他

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事
宮原理事

R1.8.3
令和元年度第1回
九州各県歯科医師会会長会

協　議
　(1)協議会の運営及び付議事項について
　(2)総会の運営及び付議事項について
　(3)九州歯科大学｢災害口腔医学研修会｣への後援依頼について
　(4)他諸協議題について

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀(佐賀市)
門司会長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.8.3 令和元年度第1回九地連協議会

報　告
　(1)日歯関係報告
　(2)九地連関係会務報告
　(3)監査報告
議　事
　(1)役員の選任について
　(2)平成30年度一般会計決算について
　(3)平成30年度積立金会計決算について
　(4)令和元年度事業実施計画について
　(5)令和元年度会員表彰について
協　議
　(1)次期協議会の開催について
　(2)各県提出協議題について
　(3)その他

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀(佐賀市)
門司会長　外　役員

R1.8.3 令和元年度九州地区連合歯科医師会総会

報　告
　(1)庶務報告について
　(2)事業報告について
　(3)平成30年度諸会計決算報告について
　(4)令和元年度事業計画並びに予算報告について

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀(佐賀市)
門司会長　外　役員

R1.8.4 加唐巡回歯科診療②
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

加唐島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.8.6 第830回支払基金幹事会

議　題
　1．報告事項
　　(1)役員の選任について
　　(2)参与の選任について
　　(3)公益代表役員の選任について
　　(4)支払基金の組織の見直しに係る検討状況について
　　(5)平成30事業年度後期高齢者医療等特別会計の決算の承認について
　　(6)社会保険診療報酬支払基金定款の変更の認可について
　　(7)富山支部監事監査結果報告について
　2．定例報告
　  (1)佐賀支部における審査状況について(令和元年5月審査分)
　  (2)佐賀支部における事業状況について
　3.その他
　　(1)台風8号における影響について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
門司会長

R1.8.9 歯科に関する健康講話
講演内容
　演題｢歯周病、歯の健康等について｣

佐賀県警察本部(佐賀市)
泉福地域保健委員会委員
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.8.24
令和元年度九州地区学校歯科医会
役員連絡協議会

議　題
　(1)令和元年度九州各地区学校歯科関係事業計画について
　(2)各地区提出協議題について
　(3)日本学校歯科医会への質問及び要望事項について
　(4)その他

大分県歯科医師会館(大分県)
舛元理事
泉福学校歯科医会委員会委員長
古賀学校歯科医会委員会委員

R1.8.25 小川島巡回歯科診療②
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

小川島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.8.27 佐賀県要保護児童対策地域協議会

議　題
　(1)市区町村子ども家庭総合支援拠点の状況について
　(2)里親制度の進捗状況と啓発活動について
　(3)各機関の取組等について
　(4)意見交換

佐賀県庁(佐賀市)
古川地域保健委員会委員長

R1.8.30
令和元年度独立行政法人
日本スポーツ振興センター
学校安全業務運営会議

議　事
　(1)報告等
　　　①地域の関係団体との連携における学校安全情報について
　　　②平成30年度事業報告等
　(2)意見交換
　　　①災害共済給付｢医療機関及び学校の負担軽減策について｣
　　　②学校安全支援業務｢これまでにJSCが作成した事故防止に資する
　　　　資料において、改善すべき点は何か｣

ｱﾊﾞﾝｾ(佐賀市)
浦常務理事

R1.9.5
令和元年度佐賀産業保健総合
支援センター第一回運営会議

議　題
　(1)事業の実施状況について
　(2)令和元年度の実施計画について
　(3)産業保健関係助成金について
　(4)両立支援事業の取組状況について
　(5)その他

佐賀県健康づくり財団(佐賀市)
松尾副会長

R1.9.9 令和元年度社会保険指導者研修会

研修会内容
　｢最新医療機器の展望とICTの利活用」
講　演
　講演1｢歯科保健医療を取りまく環境｣
　講師：厚生労働省保険局　歯科医療管理官　小椋　正之
　講演2｢歯科医療の現状と課題｣
　講師：日本歯科医師会　常務理事　林　正純
研　修
　研修1｢最新医療機器の現状と展望｣
　講師：日本歯科器械工業協同組合　副理事長　須貝　辰生
　研修2｢最新のCT、MRIとAI時代の画像診断｣
　講師：日本大学松戸歯学部　放射線学講座　教授　金田　隆
　研修3｢医療とICT｣
　講師：日本歯科コンピューター協会　副会長　石井　規

日本教育会館(東京都)
梅津常務理事
武部理事
木村医療保険委員会副委員長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.9.10 第831回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　　(1)2019年8月の大雨による災害への対応等について
　　(2)第16次審査情報提供(歯科)について
　　(3)資格関係誤りレセプト発生防止のための取組みについて
　　(4)未コード化傷病名解消のための取組みについて
　　(5)適正なレセプト提出促進のための取組みについて
　　(6)審査事務の集約に向けた実証テストの実施結果について
　　(7)｢保険医療機関数等の状況｣の誤りについて
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和元年6月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
門司会長

R1.9.11
令和元年度第2回佐賀県診療情報
地域連携システム協議会

議　事
　(1)ピカピカリンクの現状について
　(2)死亡患者の取扱について
　(3)県民への適切な救急医療の提供を目的とした全患者の属性情報
　　 アップロード等の取組について
　(4)報告事項

佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館(佐賀市)
林田副会長

R1.9.12 第191回日歯臨時代議員会

決議事項
　第1号議案　日本歯科医師会代議員会議長及び副議長選出の件
　第2号議案　予算決算特別委員会委員承認の件
　第3号議案　議事運営特別委員会委員承認の件

日歯会館(東京都)
門司会長

R1.9.13 アセスメント研修会

報告事項
　(1)豪雨災害を受けての県歯の対応について
　(2)避難所の状況について
　(3)今後の対応について
研修会
　(1)避難所のアセスメントについて
　(2)質疑応答

佐賀県歯会館(佐賀市)
林田副会長
松尾副会長
原専務理事
梅津常務理事
陣内常務理事
舛元理事
江口理事
宮原理事
地域保健部員
地域福祉部員
医療管理学術委員　外　会員
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.9.23 第41回九州口腔衛生学会

テーマ｢生涯現役社会と口腔保健｣
　
【基調講演】
　演題｢生きることは食べること、すべては食育につながる｣
　講師：佐世保市立広田小学校　福田　泰三
【シンポジウム】
　テーマ｢地域保健事業のすすめ方－ここがポイント｣
　　①演題｢地域保健事業、地域歯科医師会の取り組み－糸島市の例｣
　　　講師：糸島歯科医師会長　木下　俊則
　　②演題｢市町をまきこんだ歯科保健事業－これまでの実践｣
　　　講師：豊前築上歯科医師会長　筒井　修一
　　③演題｢長崎県五島市における大学と連携した保健事業｣
　　　講師：長崎大学大学院教授　齋藤　俊行
【特別講演】
　演題｢共に食べることを通じた介護予防の可能性
　　　　－国内外のフィールド栄養学調査から｣
　講師：大阪大学大学院　人間科学研究科　木村　友美

北九州国際会議場(福岡県)
舛元理事

R1.9.26
第132回九州地方社会保険医療協議会
佐賀部会

議　事
　1.保険医療機関及び保険薬局の指定について(諮問)
　2.その他

九州厚生局佐賀事務所(佐賀市)
門司会長

R1.9.26
アセスメント研修会
(武雄・杵島地区歯科医師会)

研修会
　(1)避難所のアセスメントについて
　(2)質疑応答

武雄ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ(武雄市)
平山医療管理学術委員会副委員長

R1.9.27
佐賀県医療センター好生館
地域医療連携懇談会

テーマ「映像で見る最先端の治療と診断」
　【講演】
　　　①演題｢好生館でのアブレーション治療｣
　　　　講師：佐賀県医療センター好生館　循環器内科　部長　江島　健一
　　　②演題｢カテーテルによる大動脈弁治療『TAVI』をご存知でしょうか？
　　　　講師：佐賀県医療センター好生館　心臓血管外科　部長　里　学
　　　③演題｢最先端の脳卒中治療[脳血管内治療]｣
　　　　講師：佐賀県医療センター好生館　脳血管内科　部長　上床　武史
　　　④演題｢最先端の脳卒中治療[脳外科治療]｣
　　　　講師：佐賀県医療センター好生館　脳神経外科　部長　松本　健一
　　　⑤演題｢新しい気管支鏡検査『クライオ生検』｣
　　　　講師：佐賀県医療センター好生館　呼吸器内科　部長　岩永　健太郎
　　　⑥触知不能肺病変に対する術中マーキング法
　　　　講師：佐賀県医療センター好生館　呼吸器外科　部長　寺﨑　泰宏
　　　⑦演題｢子宮筋腫に対するUAE｣
　　　　講師：佐賀県医療センター好生館　放射線科　医長　安座間　真也
　　　⑧演題｢下肢動脈血管内治療の進歩｣
　　　　講師：佐賀県医療センター好生館　放射線科　医長　西原　雄之介

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀(佐賀市)
陣内常務理事
古川地域保健委員会委員長
木下地域福祉委員会副委員長
在宅歯科医療推進連携室田中主事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.9.27 天皇陛下御即位佐賀県奉祝委員会設立総会

議事
　第1号議案　奉祝委員会の目的、役員、規約
　第2号議案　奉祝事業計画
　第3号議案　予算

佐嘉神社記念館(佐賀市)
門司会長

R1.9.27 第35回佐賀県警察法歯学連絡協議会

講演1
　演題｢第17回警察歯科医会全国大会について｣
　講師：佐賀県警察法歯学連絡協議会特別研究班　研究員　平山　輝久
講演2
　演題｢歯牙鑑定の現状｣
　講師：佐賀県警察本部刑事部鑑識課　課長　川原　重樹
質疑・連絡等

ﾎﾃﾙﾏﾘﾀｰﾚ創世(佐賀市)
門司佐賀県警察法歯学会長
外 役員

R1.9.28 九州各県歯科医師会臨時専務理事会

協議事項
　(1)令和元年度各県会員厚生関係事業計画及び予算について
　(2)災害対策について
　(3)九州歯科医学大会抄録等への広告記事掲載について
　(4)日本在宅歯科医療・介護連携推進連絡協議会への委員交代について
　(5)各県提出協議題について
　(6)その他

福岡県歯科医師会館(福岡県)
原専務理事

R1.9.29 松島巡回歯科診療②
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

松島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.10.1
令和元年度佐賀県学校保健会
第2回理事会及び評議員会

協　議
　(1)令和元年度学校保健功労者の審査について
　(2)学校保健に係る意見交換
　(3)その他

佐賀県医師会ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
陣内常務理事
舛元理事

R1.10.2 第98回日本学校歯科医会臨時総会

議　事
　第1号議案　総会議長・副議長の選出の件
　第2号議案　予算決算特別委員会員の選任の件
　第3号議案　議事運営特別委員会員の選任の件

市ヶ谷ﾋﾞﾙ(東京都)
門司会長

-14-



庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.10.3 令和元年度国保直診・口腔保健研修会

メインテーマ｢離島僻地歯科診療の現状と国保直診歯科の展望｣
(1)開　会
(2)講　演
　　演題｢離島歯科診療と蝕支援活動の現状｣
　　講師：佐賀県歯科医師会副会長　松尾　繁樹
(3)取組発表・ディスカッション
　　｢各地域における歯科保健活動・国保直診歯科の過去・現在・未来！｣
　　　レクチャー：佐久市立国保浅間総合病院医療技術部長兼
　　　　　　　　　歯科口腔外科部長　奥山　秀樹
　　　発表①：鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所長　澤田　弘一
　　　発表②：竜王町国保歯科診療所長　小島　宏司
　　　発表③：三豊総合病院歯科保健センター医長　後藤　拓朗
　　　コーディネーター：全国国民健康保険診療施設協議会
　　　　　　　　　　　　歯科保健委員会委員　長谷　剛志
(4)閉　会
(5)情報交換会

ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎(長崎県)
松尾副会長

R1.10.5 九州各県歯科医師会地域保健担当者会

議　題
　(1)日本歯科医師会への要望及び質問
　(2)各県提出議題について
　(3)その他

沖縄県歯科医師会館(沖縄県)
舛元理事
江口理事
古川地域保健委員会委員長
古賀地域保健委員会副委員長
田代地域福祉委員会委員長
木下地域福祉委員会副委員長

R1.10.5 九州各県歯科医師会社保担当者会

議　題
　(1)令和元年度各県社会保険関係事業計画及び予算について
　(2)各県提出議題について
　(3)日本歯科医師会への要望及び質問について
　(4)その他

鹿児島県歯科医師会館(鹿児島県)
武部理事
藤瀬医療保険委員会委員長
木村医療保険委員会副委員長

R1.10.5 九州各県歯科医師会学術担当者会

議　題
　(1)令和元年度九州各県学術関係事業計画並びに予算について
　(2)各県提出議題について
　(3)日本歯科医師会への要望及び質問について
　(4)その他

長崎県歯科医師会館(長崎県)
梅津常務理事
北村医療管理学術委員会委員長

R1.10.5 九州各県歯科医師会医療管理担当者会

議　題
　(1)令和元年度各県医療管理関係事業計画及び予算について
　(2)各県提出議題について
　(3)日本歯科医師会への要望及び質問について
　(4)その他

熊本県歯科医師会館(熊本県)
宮原理事
平山医療管理学術委員会副委員長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.10.5 九州各県歯科医師会広報担当者会

議　題
　(1)令和元年度各県広報関係事業計画及び予算について
　(2)各県提出議題について
　(3)日本歯科医師会への要望及び質問について
　(4)その他

福岡県歯科医師会館(福岡県)
新冨理事
森寺対外情報委員会委員長
遠山会員情報委員会委員長

R1.10.6 馬渡島巡回歯科診療②
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

馬渡島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.10.7
さが健康維新県民会議2019
～日本健康会議 in 佐賀～

講演1
　演題｢日本健康会議が目指すもの｣～｢健康なまち・職場づくり宣言2020｣～
　講師：日本健康会議　事務局長　渡辺　俊介
講演2
　演題｢歩くことがもたらすこと｣
　講師：株式会社つくばウェルネスリサーチ　取締役　福林　孝之

ｸﾞﾗﾝﾃﾞはがくれ(佐賀市)
門司会長
古賀地域保健委員会副委員長
泉福地域保健委員会委員
尾鷲成人産業保健委員会委員長
山口成人産業保健委員会委員

R1.10.8 第832回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　　(1)参与の委嘱について
　　(2)2019年8月の大雨による災害への対応状況について
　　(3)｢医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための
　　　　健康保険法等の一部を改正する法律｣の一部の施行等について
　　(4)公益代表監事の再公募について
　　(5)第21次審査情報提供(医科)について
　　(6)社保・国保審査委員会審査連絡会議(医科)の開催状況について
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和元年7月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
門司会長

R1.10.8
第17回肝疾患診療連携拠点病院等
連絡協議会

内　容
　(1)佐賀県健康増進課からのがん撲滅特別対策室からの報告
　(2)佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センターからの報告
　(3)患者会からの現状報告
　(4)講演｢地域と一体化する新たな医療連携への挑戦
　　　　　～肝炎用診療情報提供書の運用とその効果～｣
　　 講師：名古屋市立大学病院中央臨床検査部　井上　貴子先生
　(5)総合討論

佐賀大学医学部(佐賀市)
田代地域福祉委員会委員長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.10.8 第13回佐賀県糖尿病対策推進会議

議　題
　(1)佐賀県糖尿病対策推進会議の委員について
　(2)今年度の糖尿病対策推進会議の事業について
　　　①｢世界糖尿病デー｣イベント事業について
　(3)構成団体からの提出議題について
　　　①糖尿病に関する市民公開講座の開催について
　　　②佐賀県医師会推薦糖尿病登録医療機関について
　　　③糖尿病・地域連携パス(佐賀県糖尿病連携手帳)について
　(4)その他

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
泉福地域保健委員会委員

R1.10.9 第40回佐賀県高齢者保健福祉推進委員会
議　題
　(1)第7期さがゴールドプラン21の進捗状況について

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事

R1.10.13 ばぶばぶフェスタ2019
  ・健診
  ・ブラッシング指導
  ・歯科相談

ｱﾊﾞﾝｾ(佐賀市)
地域保健部員

R1.10.19 九州各県歯科医療安全対策担当者会

議　題
　(1)令和元年度九州各県歯科医師会歯科医療安全対策関係事業計画並びに
　　 予算について
　(2)各県提出協議題について
　(3)日本歯科医師会への要望及び質問について
　(4)統一フォーマットによる事例報告
　(5)その他

福岡県歯科医師会館(福岡県)
塚本総合対策委員会委員長
秋山総合対策委員会副委員長
西村総合対策委員会委員
吉田総合対策委員会委員

R1.10.20 高島巡回歯科診療②
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

高島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.10.24
アセスメント研修会
(伊万里・有田地区歯科医師会)

研修会
　(1)避難所のアセスメントについて
　(2)質疑応答

伊万里・有田地区歯科医師会館
(伊万里市)
平山医療管理学術委員会副委員長

R1.10.26
令和元年度九州地区連合歯科医師会
役員会

議　事
　(1)第72回九州歯科医学大会の運営について
　(2)令和元年台風第15号の被害に伴う千葉県歯会に対する
　　 義援金の対応について
　(3)日本在宅歯科医療・介護連携推進連絡協議会への委員交代について
　(4)他諸議題について
協　議
　(1)年度末諸会議及び諸連絡協議会開催予定について
　(2)その他

長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ(長崎県)
門司会長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.10.26 第72回九州歯科医学大会

基調講演1
　演題｢日本の医療を口から変えよう！～嚥下障害と誤嚥性肺炎の基礎知識～
　講師：長崎大学病院リハビリテーション部　准教授　医学博士　高畠　英昭
基調講演2
　演題｢｢口から食べる｣ための低栄養・サルコペニア対策としての栄養ケア｣
　講師：一般社団法人昰真会　長崎リハビリテーション病院
　　　　法人本部人材開発部副部長　兼　栄養管理室室長　西岡　心大
特別講演1
　演題｢希望のご飯｢おいしい｣がずっと続く未来｣
　講師：料理研究家・介護食アドバイザー　Curiko　保森　千枝
特別講演2
　講師：漫画家　岡野　雄一

長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ(長崎県)
門司会長　外　役員

R1.10.26
第57回日本糖尿病学会九州地方会
市民公開講座

　・歯周病チェック
　・歯科相談

佐賀市文化会館(佐賀市)
舛元理事
小野地域保健委員会委員
尾鷲成人産業保健委員会委員長
沖成人産業保健委員会委員
山口成人産業保健委員会委員

R1.10.27 令和元年度特定保健指導研修
講義内容
　演題｢口腔衛生に関する保健指導｣

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ(佐賀市)
眞島地域保健委員会委員

R1.10.29
佐賀県国民健康保険団体連合会
介護給付費等審査委員会審査部会

協議事項
　(1)介護給付費の年度推移について
　(2)介護給付費の審査支払状況について
　(3)令和元年度介護報酬改定について
　(4)介護給付適正化について
　(5)その他

佐賀県国民健康保険団体連合会
(佐賀市）
副島洋人

R1.10.30
第133回九州地方社会保険医療協議会
佐賀部会

議　事
　1.保険医療機関及び保険薬局の指定について(諮問)
　2.その他

九州厚生局佐賀事務所(佐賀市)
門司会長

R1.10.30 在宅医療多職種連携推進研修会

講演
　演題｢食支援～食べさせることの難しさ・食べさせ方｣
　講師：佐賀大学医学部附属病院　先進総合機能回復センター
　　　　佐賀県言語聴覚士会　副会長　森本　邦子

佐賀県歯会館(佐賀市)
門司会長
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部員　外　会員

R1.11.2 第40回全国歯科保健大会
特別講演
　演題｢夢を叶える生き方｣
　講師：元プロテニスプレイヤー/コメンテーター/オリンピアン　杉山　愛

ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま(福島県)
門司会長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.11.2 第10回佐賀県合同輸血療法委員会

議　題
　1.佐賀県内の輸血療法の適正化促進に関するアンケート集計報告
　2.当院における輸血療法の現状と課題
　3.血液センターからの情報提供
講　演
　1.演題｢I&A受審について」
　　講師：長崎大学病院　細胞治療部　講師　長井　一浩
　2.演題｢在宅輸血の現状と課題｣
　　講師：赤坂クリニック　院長　赤坂　浩司

佐賀県庁(佐賀市)
宮原理事

R1.11.7
特別支援学校における歯科保健指導
支援事業

  ・健診
  ・ブラッシング指導
  ・歯科相談

佐賀県立中原特別支援学校(三養基郡)
三養基・鳥栖地区会員

R1.11.9
令和元年度｢九州｣｢中国・四国｣
地区歯科医師会役員連絡協議会

協　議
　(1)医療情報ネットワークの各県の現況及び問題点について
　(2)各県の歯科保健条例制定後の評価と今後の展望について
　(3)｢歯科口腔保健の推進に関する条例｣制定後の啓発活動の取り組みについて

ﾎﾃﾙ日航大分ｵｱｼｽﾀﾜｰ(大分県)
門司会長
林田副会長
原専務理事
井手事務局長

R1.11.10 第8回がばい歯っぴーいい歯の日
　・歯科相談
　・ブラッシング指導
　・RDテスト

ｲｵﾝﾓｰﾙ佐賀大和店(佐賀市)
古賀地域保健委員会委員長
尾鷲成人産業保健委員会委員長

R1.11.12 第833回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　　(1)公益代表監事の選任について
　　(2)基金関係功績者に対する厚生労働大臣表彰ついて
　　(3)支部総合監査結果報告(令和元年度上半期)について
　　(4)令和元年度協会けんぽ・共済組合・健保組合・自衛官等との
　　　 事務打合せ会の開催について
　　(5)社保・国保審査委員会審査連絡会議(歯科)の開催状況について
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和元年8月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
門司会長

R1.11.13
都道府県歯科医師会
専務理事連絡協議会

主なる議題
　(1)時局問題について
　(2)その他

日歯会館(東京都)
原専務理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.11.13
令和元年8月豪雨災害に伴う
保健医療活動の振り返り

1.事前の準備
　(1)平成30年度佐賀県地域防災計画修正について
2.災害時の対応について
　(1)災害豪雨災害の概要など
　(2)県庁に登庁したDMATより
　(3)被災病院に出動したDMATより
3.本部並びに現地本部に関する振り返り
　(1)保険医療調整本部に関する振り返り
　(2)DHEATの視点からの振り返り
　(3)現地保険医療調整本部に関する振り返り
4.全体の振り返り

佐賀県庁(佐賀市)
宮原理事

R1.11.15 第119回九州医師会連合会総会・医学会

特別講演Ⅰ
　演題｢心血管不全の病態と治療｣
　講師：佐賀大学医学部循環器内科教授　野出　孝一
特別講演Ⅱ
　演題｢明治維新における佐賀・九州(仮題)｣
　講師：公益財団法人鍋島報效会　微古館　主任学芸員　富田　紘次

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀(佐賀市)
門司会長

R1.11.16 佐賀県障害者等歯科保健事業研修会

講演1
　演題｢障害者歯科治療について～総論～｣
　講師：若楠療育医療センター　若楠療育園　久保田　智彦
講演2
　演題｢開業医における障害者歯科の考え方｣
　講師：おがた小児歯科医院　理事長　石倉　行男
講演3
　演題｢医療と福祉、障害者歯科におけるかかりつけ歯科医｣
　講師：おがた小児歯科医院　道脇　信恵

佐賀県歯会館(佐賀市)
門司会長
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部員　外　会員

R1.11.17 神集島巡回歯科診療②
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

神集島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.11.17 2019年世界糖尿病デーinさが
　・歯周病チェック
　・歯科相談

ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖(鳥栖市)
古賀地域保健委員会副委員長　外
三養基・鳥栖地区会員

R1.11.18
令和元年度佐賀県｢ストップ糖尿病｣
対策会議

議　事
　(1)これまでの取組について
　(2)各地区での取組と課題について
　(3)事業評価について
　(4)第7次佐賀県保健医療計画の進捗状況について
　(5)今後の取組について

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
舛元理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.11.20
令和元年度第1回佐賀県後期高齢者医療
広域連合運営懇話会

協　議
　(1)後期高齢者医療の現状について
　(2)令和元年度保険料の賦課状況について
　(3)長寿健康づくり事業について
　(4)令和2･3年度保険料について
　(5)その他

佐賀市大和支所(佐賀市)
陣内常務理事

R1.11.20 佐賀県アレルギー疾患対策に係る準備会

内　容
　(1)アレルギー疾患医療連絡協議会設置要綱について
　(2)アレルギー疾患医療拠点病院について
　(3)その他

佐賀県庁(佐賀市)
梅津常務理事

R1.11.21
令和元年度佐賀県
歯と口の健康づくり研修会

講　演
　演題｢小児歯科医療について｣
　講師：九州歯科大学 健康増進学講座 口腔機能発達学分野　教授　牧　憲司
実践発表
　発表主題｢校医の立場で感じた理想と現実｣
　発表者：神埼市立神埼小学校　歯科校医　泉福　浩志
指導助言
　佐賀県歯科医師会　地域保健担当理事　舛元　康浩

吉野ヶ里町三田川健康福祉ｾﾝﾀｰ
｢ふれあい館｣(吉野ヶ里町)
門司会長
陣内常務理事
舛元理事

R1.11.22 令和元年度第1回SSP構想推進協議会

第1部
　SSP構想推進協議会設立総会
　　･議事(役員承認等)
　　･フェルナンド･トーレス氏応援メッセージ
　　･アスリートを支える企業のご紹介　など
第2部
　SSPアワード2019
　　･国体入賞者、監督、スポーツ功労者などを表彰
第3部
　出席者懇親会

佐賀県庁(佐賀市)
陣内常務理事

R1.11.22 佐賀県障害者等歯科保健事業研修会

講演
　演題｢自閉症患者と歯科医療｣
　講師：社会福祉法人佐賀整肢学園　佐賀整肢学園こども発達医療センター
　　　　歯科室　立川　義博

佐賀県歯会館(佐賀市)
門司会長
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部員　外　会員

R1.11.23 令和元年度九州ブロック連絡協議会
講　演
　演題｢災害時の歯科保健活動を体験するDHUGⅢ｣
　講師：日本歯科衛生士会　常務理事　久保山　裕子

佐賀川上峡温泉(佐賀市)
門司会長

R1.11.24
令和元年度ブロック別災害歯科保健
歯科衛生士フォーラム

意見交換会及び実践
佐賀川上峡温泉(佐賀市)
宮原理事
平山医療管理学術委員会副委員長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.11.27
第134回九州地方社会保険医療協議会
佐賀部会

議　事
　1.保険医療機関及び保険薬局の指定について(諮問)
　2.その他

九州厚生局佐賀事務所(佐賀市)
門司会長

R1.11.29 都道府県歯科医師会事務長事務連絡会

協　議
　(1)平成30年度歯科医師会職員互助会会計決算
　(2)平成30年度歯科医師会職員福祉年金会計決算
　(3)都道府県提出議題について
　(4)その他

日歯会館(東京都)
井手事務局長

R1.11.29
アセスメント研修会
(武雄・杵島地区歯科医師会)

研修会
　(1)避難所のアセスメントについて
　(2)質疑応答

佐賀県歯会館(武雄市)
平山医療管理学術委員会副委員長

R1.11.30
令和元年度歯科医師の認知症対応力
向上研修会

講演1
　演題｢認知症について｣
　講師：おそえがわ脳神経内科　院長　小副川　学
講演2
　演題｢認知症への歯科的アプローチ～摂食嚥下を中心に～｣
　講師：九州歯科大学口腔保健学科多職種連携教育ユニット　教授　藤井　航

佐賀県歯会館(佐賀市)
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部員　外　会員

R1.11.30
第45回九州各県歯科医師会
事務職員研修会【12月1日まで】

講　演
　演題｢日常にも仕事にも使えるアンガーマネジメント
　　　　～怒りやイライラに振り回されないために～」
　講師：株式会社　ユー・ジュエル　代表　根岸　由紀江
グループディスカッション
　(1)庶務・事業グループ
　(2)会計グループ
　(3)事務局長連絡会

大分県歯科医師会館(大分県)
井手事務局長　外

R1.11.30
｢佐賀県糖尿病連携手帳｣
普及・活用のためのセミナー

講演内容
　演題｢糖尿病と歯周病～医科歯科連携の必要性｣

佐賀中部保健福祉事務所(佐賀市)
古川地域保健委員会委員長

R1.12.4
特別支援学校における歯科保健指導
支援事業

  ・健診
  ・ブラッシング指導
  ・歯科相談

佐賀県立唐津特別支援学校(唐津市)
唐津東松浦地区会員

R1.12.4 第2回広報委員会
議　題
　(1)対内・対外広報活動の企画等について
　(2)その他

日歯会館(東京都)
陣内常務理事

R1.12.7
｢佐賀県糖尿病連携手帳｣
普及・活用のためのセミナー

講演内容
　演題｢糖尿病と歯周病～医科歯科連携の必要性｣

鳥栖総合庁舎(鳥栖市)
古賀地域保健委員会副委員長

-22-



庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.12.8 向島巡回歯科診療③
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

向島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.12.8
叙勲並びに大臣表彰受章(彰)者の
合同祝賀会

　1.開会
　2.主催者挨拶
　3.受章者紹介
　4.来賓祝辞
　5.来賓紹介
　6.記念品・花束贈呈
　7.受賞者代表謝辞
　8.祝電披露
　9.祝宴
 10.閉会

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀(佐賀市)
門司会長

R1.12.10 第834回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　　(1)役員選任の認可について
　　(2)令和元年台風第19号に伴う被災医療機関等の概算請求状況ついて
　　(3)令和元年度協会けんぽ・共済組合・健保組合・自衛官等の事務打合せ会の
　　　 開催状況について
　　(4)コンピューターチェックに関する公開について
　　(5)社保・国保審査委員会審査連絡会議(調剤)の開催状況について
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和元年9月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
門司会長

R1.12.11
令和元年度第2回佐賀県保険者協議会
企画調査部会・保健活動部会合同会議

報告事項
　(1)加入者の健康づくりの推進等について
　(2)データヘルス計画の推進について
　(3)令和2年度の事業計画について
　(4)その他（報告事項）

佐賀県国保会館(佐賀市)
舛元理事

R1.12.12
令和元年度佐賀県健康づくり財団
第3回通常理事会

報　告
　1.代表理事及び業務執行理事の職務執行状況に関する報告について
　2.その他
議　事

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
林田副会長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.12.14 2019年度災害歯科保健医療体制研修会

講　演
　①演題｢研修会の目的(オリエンテーション)｣
　　講師：日本歯科医師会災害時対策・警察歯科総合検討会議委員長　工藤　祐光
　②演題｢災害歯科医療概論｣
　　講師：日本歯科医師会常務理事　小玉　剛
　③演題｢歯科災害派遣チームの実現に向けて｣
　　講師：全国行政歯科技術職連絡会　柳澤　智仁
　④演題｢災害時における歯科医師会の対応｣
　　講師：岩手県歯科医師会専務理事　大黒　英貴
　⑤ディスカッション：国における災害対応
　⑥講義・ロールプレイ：心理的応急処置
　⑦演題｢JMAT等との連携｣
　　講師：日本医師会常任理事　石川　広己
　⑧演題｢災害時における身元確認体制との連携｣
　　講師：日本歯科医師会災害時対策・警察歯科総合検討会議委員長　工藤　祐光

日歯会館(東京都)
宮原理事
江口医療管理学術委員会委員

R1.12.15 2019年度災害歯科保健医療体制研修会

①講義・演習
　演題｢被災市町村におけるコーディネート｣
　講師：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・顎顔面外科学助教　中久木　康一
②講義・演習
　演題｢都道府県におけるコーディネート｣
　講師：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・顎顔面外科学助教　中久木　康一
③総評、質疑

日歯会館(東京都)
宮原理事
江口医療管理学術委員会委員

R1.12.17
特別支援学校における歯科保健指導
支援事業

  ・健診
  ・ブラッシング指導
  ・歯科相談

佐賀県立うれしの特別支援学校(嬉野市)
鹿島・藤津地区会員

R1.12.22 加唐島巡回歯科診療③
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

加唐島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.12.24 令和元年度第2回佐賀県保険者協議会

協　議
　(1)令和2年度事業計画及び歳入歳出予算(案)について
　(2)内規の改正について
　(3)九州ブロック会議について
　(4)地域・職域連携推進ガイドラインの改定について
　(5)その他

佐賀県国保会館(佐賀市)
松尾副会長

R1.12.24 令和元年度第1回スポーツ医・科学委員会

議　事
　報告事項
　　①本年度本協会スポーツ医・科学委員会のメンバーについて
　協議事項
　　①本年度事業計画について
　　②佐賀国スポ大会におけるスポーツ医・科学委員会の取り組みについて

佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ会館(佐賀市)
梅津常務理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R1.12.26
第135回九州地方社会保険医療協議会
佐賀部会

議　事
　1.保険医療機関及び保険薬局の指定について(諮問)
　2.その他

九州厚生局佐賀事務所(佐賀市)
門司会長

R2.1.10
国民スポーツ大会・全国障害者
スポーツ大会佐賀県準備委員会
第1回医事・衛生部会

議　題
　(1)報告事項
　　①令和5年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の概要について
　　②宿泊・医事・衛生専門委員会のこれまでの取組状況について
　(2)審議事項
　　①令和5年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会防疫対策要項(案)
　　②令和5年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会食品衛生対策要項(案)
　　③令和5年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会環境衛生対策要項(案)

佐賀県庁(佐賀市)
梅津常務理事

R2.1.11 令和元年度九州各県歯科医師会専務理事会

議　題
　(1)令和2年度事業計画立案構想について
　(2)令和2年度予算編成構想について
　(3)各県提出議題について
　(4)その他

佐賀県歯会館(佐賀市)
原専務理事

R2.1.12 小川島巡回歯科診療③
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

小川島(唐津市)
地域保健部員　外

R2.1.14
令和元年度第2回
佐賀県メディカルコントロール協議会

報　告
　(1)特定行為認定人数及び実施件数　上半期(4月1日～9月30日)
　(2)救急救命士の各種認定状況について
　(3)気管挿管病院実習中の事故について
議　題
　(1)検証医師の変更について
　(2)救急救命士の気管挿管病院実習対象者認定について
　(3)救急救命士が行うビデオ硬性挿管用喉頭鏡について

佐賀県庁(佐賀市)
宮原理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R2.1.14 第835回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　　(1)｢地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律｣の施工に伴う
　　　 社会保険診療報酬支払基金定款の一部変更等について
　　　　ア．社会保険診療報酬支払基金定款の一部変更
　　　　イ．医療機関等情報化補助業務関係業務方法書の策定
　　　　ウ．医療機関等情報化補助関係特別関係規定の基本的事項の策定
　　　　エ．令和元事業年度医療機関等情報化補助関係特別会計予定、
　　　　　　事業計画及び資金計画の策定
　　(2)オンライン請求の促進に向けた取組みついて
　　(3)社会保険診療報酬支払基金退職者医療関係業務方法書の一部変更について
　　(4)令和元年台風19号に伴う被災医療機関等の概算請求に係る確定状況等について

　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和元年10月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
門司会長

R2.1.18
｢佐賀県糖尿病連携手帳｣
普及・活用のためのセミナー

講演内容
　演題｢糖尿病と歯周病～医科歯科連携の必要性｣

唐津保健福祉事務所(唐津市)
沖成人産業保健委員会委員

R2.1.18
全国共通がん医科歯科連携講習会
【DVD講習会】

内　容
　(1)がん治療総説
　(2)がん手術と口腔ケア
　(3)がん薬物療法を受ける患者の歯科治療・口腔ケア
　(4)頭頸部放射線療法、放射線化学療法への患者への歯科治療・口腔ケア
　(5)BMAの使用に関連する顎骨壊死と歯科治療・口腔ケア
　(6)がん医療における緩和ケアと歯科治療・口腔ケア
　(7)がん患者における歯科治療の実際

佐賀県歯会館(佐賀市)
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部員　外　会員

R2.1.19 馬渡島巡回歯科診療③
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

馬渡島(唐津市)
地域保健部員　外

R2.1.20
国民スポーツ大会・全国障害者
スポーツ大会佐賀県準備委員会
第3回宿泊・医事・衛生専門委員会

議　題
　(1)報告事項
　　①委員の変更について
　　②会期(案)について
　　③いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会の視察報告
　　④第78回国民スポーツ大会第1次仮配宿実施結果について
　(2)審議事項
　　①第78回国民スポーツ大会宿泊施設充足対策要項(案)
　　②令和5年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会防疫対策要項(案)
　　③令和5年国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会食品衛生対策要項(案)

佐賀県庁(佐賀市)
梅津常務理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R2.1.24 第22回佐賀県市町行政講演会
内　容
　○基調講演
　○トークセッション

佐賀県庁(佐賀市)
陣内常務理事

R2.1.26 令和元年度日歯生涯研修セミナー

第1講演
　演題｢診療ガイドラインに沿ったう蝕治療
　　　 ～カリエス・マネジメントに基づく臨床戦略～｣
　講師：大阪大学大学院歯学研究科 口腔分子感染制御学講座　教授　林　美加子
第2講演
　演題｢行動科学に基づいたブラッシング用具の選択と使い方｣
　講師：高柳歯科医院　副院長　高柳　篤史
ディスカッション

佐賀県歯会館(佐賀市)
門司会長
陣内常務理事
梅津常務理事
小栁理事
宮原理事
医療管理学術委員会委員
ｻﾃﾗｲﾄ合同委員会委員　外　会員

R2.1.26 医療事故調査制度研修会

講　演
　①講師：厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長　渡邉　顕一郎
　②講師：日本医療安全調査機構常務理事　木村　壯介
　③講師：福岡県医師会副会長　上野　道雄
研　修
　①ビデオ研修
　②歯科における対応事例
　　日本歯科医学会連合医療事故調査委員会副委員長　佐藤　慶太
　③グループワーク
　④発表
解　説
　日本歯科医学会連合医療事故調査委員会副委員長　佐藤　慶太

日歯会館(東京都)
秋山歯科医療安全対策部会副部長

R2.1.28 第2回地域医療支援病院委員会
議　題
　(1)令和元年度事業実績報告・地域医療研修報告
　(2)その他

佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館(佐賀市)
門司会長

R2.1.29
令和元年度都道府県歯科医師会
地域保健・産業保健・介護保険
担当理事連絡協議会

厚生労働省報告
　医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室長　宮原　勇治
　医政局歯科保健課課長　小嶺　祐子
　老健局老人保健課医療・介護連携技術推進官　田上　真理子
地域保健関係報告
　日本歯科医師会副会長　佐藤　保
　日本歯科医師会常務理事　山本　秀樹
　日本歯科医師会常務理事　小玉　剛
平成元年度地域保健・産業保健・介護保険関係アンケート結果報告
　①地域保健の現況と保健医療施策
　②小児歯科保健・食育
　③成人歯科保健・産業歯科保健
　④高齢者歯科保健・介護保険(在宅歯科医療を含む)
協　議
　(1)都道府県の取組について
　(2)その他

日歯会館(東京都)
舛元理事
江口理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R2.1.31
令和元年度第2回佐賀県後期高齢者医療
広域連合運営懇話会

協　議
　(1)医療費の現状について
　(2)令和2･3年度保険料について
　(3)令和2年度当初予算及び主要事業について
　(4)その他

佐賀市大和支所(佐賀市)
陣内常務理事

R2.2.5
令和元年度禁煙サポート
地域システム検討会

議　題
　(1)令和元年度たばこ対策事業の実施状況について
　(2)令和2年度たばこ対策事業の実施計画について
　(3)｢健康増進法の一部を改正する法律｣への対応について
　(4)その他

佐賀県庁(佐賀市)
古川地域保健委員会委員長

R2.2.5 佐賀県要保護児童対策地域協議会

議　題
　(1)令和元年度における各機関の取り組み等について
　(2)意見交換事項について
　(3)児童福祉法等の一部を改正する法律について
　(4)その他意見交換等

ﾎﾃﾙﾏﾘﾀｰﾚ創世(佐賀市)
舛元理事

R2.2.7
オンライン資格確認の導入に関する
医療関係団体説明会

議　事
　○医療保険のオンライン資格確認の概要
　　　説明者：厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課 保険データ企画室
　○質疑応答・意見交換

福岡第二合同庁舎(福岡県)
梅津常務理事
宮原理事
武部理事
井上医療保険委員会委員
小笠原医療保険委員会委員

R2.2.9 松島巡回歯科診療③
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

松島(唐津市)
地域保健部員　外

R1.2.11
令和元年度日歯生涯研修セミナー
(中国四国地区・愛媛県会場)

第1講演
　演題｢口腔機能の評価と支援～発達不全と低下～｣
　講師：昭和大学歯学部　教授　弘中　祥司
第2講演
　演題｢認知症高齢者の口腔健康管理～食を通じた生活支援のために～｣
　講師：東京都健康長寿医療センター研究所　研究員　枝広　あや子
ディスカッション

佐賀県歯会館(佐賀市)
陣内常務理事
梅津常務理事
小栁理事
宮原理事
医療管理学術委員会委員
ｻﾃﾗｲﾄ合同委員会委員　外　会員
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R2.2.12 第836回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　　(1)介護給付金の策定に係る諸係数の誤り(報告)について
　　(2)令和2事業年度審査支払手数料等について
　　(3)医療機関等情報化補助業務の実施に伴う認可及び承認について
　　(4)退職者医療関係業務方法書の一部変更の認可について
　　(5)令和元年台風19号に伴う被災医療機関の概算請求に係る確定状況等について
　　(6)未コード化傷病名解消のための訪問懇談等の実施状況について
　　(7)資格関係誤りレセプト発生防止のための訪問懇談等の実施状況について
　  (8)適正なレセプト提出促進のための訪問懇談の実施状況について
　2.協議事項
　　令和2年度幹事会開催予定日(案)について
　3.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和元年11月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

社会保険診療報酬支払基金
佐賀支部会館(佐賀市)
門司会長

R2.2.13 令和元年度佐賀県医療安全推進協議会

議　題
　(1)委員長の選任について
　(2)医療安全支援センターの概要及び令和元年活動実績について
　(3)その他

佐賀県庁(佐賀市)
塚本総合対策委員会委員長

R2.2.13 令和元年度第1回佐賀県がん診療連携協議会

議　題
　(1)佐賀県におけるがんゲノム連携について
　(2)がん薬物療法専門医新制度について
　(3)佐賀県がん診療連携協議会サイトについて
　(4)｢緩和ケア研修会運営委員会WG｣名称変更について
　(5)PDCAサイクルについて(緩和ケア)
　(6)がん登録データの収集、分析及び評価等について
　(7)都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会について
　　　①がん登録部会
　　　②情報提供・相談支援部会
　　　③緩和ケア部会
　　　④PDCAサイクルフォーラム
　(8)平成30年度佐賀県・地域がん診療連携拠点病院研修実績について
　(9)令和元年度佐賀県緩和ケア研修会実施状況について
 (10)がん等関連データ活用調査研究
 (11)令和元年度第8回九州・沖縄ブロック地域相談支援フォーラム㏌佐賀の開催
　　 について
 (12)本年度がん拠点病院ニュース発行について
 (13)意見交換(各病院の課題等)
 (14)その他

佐賀大学医学部(佐賀市)
門司会長

R2.2.15
｢佐賀県糖尿病連携手帳｣
普及・活用のためのセミナー

講演内容
　演題｢糖尿病と歯周病～医科歯科連携の必要性｣

伊万里総合庁舎(伊万里市)
舛元理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R2.2.15
令和元年度第2回九州各県歯科医師会
会長会

議　題
　(1)協議会の運営及び付議事項について
　(2)パラジウム合金価格高騰問題への対応について
　(3)九州デンタルショーにおける施設基準対応講習会の対応について
　(4)災害時相互応援の行動マニュアルの作成について
　(5)令和3年度以降の九州各県歯科医師会専務理事会の開催について
　(6)他諸協議題について

城山ﾎﾃﾙ鹿児島(鹿児島県)
門司会長

R2.2.15 令和2年度第2回九地連協議会

議　題
　(1)令和2年度事業実施計画について
　(2)令和2年度一般会計予算について
　(3)九州デンタルショーにおける施設基準対応講習会の対応について
協　議
　(1)次期協議会の開催について
　(2)各県提出協議題について
　　　・日歯災害歯科保健医療体制研修会の研修内容の郡市会への伝達方法について
　　　・口腔がん検診について
　　　・在宅歯科医療連携室の設置状況及び事業費について
　(3)その他

城山ﾎﾃﾙ鹿児島(鹿児島県)
門司会長
松尾副会長
原専務理事
井手事務局長

R2.2.16 九州各県事務局長連絡会

議　題
　(1)令和2年度各県事業並びに予算に関する情報交換について
　(2)令和2年度九州各県事務職員研修会実施構想の検討について
　(3)各県からの協議事項について

鹿児島県歯科医師会館(鹿児島県)
井手事務局長

R2.2.17 令和元年度佐賀県健康プラン推進審議会

議　題
　(1)令和元年度からの会議改編について
　(2)さが健康維新県民運動について
　(3)第2次佐賀県健康プランの推進について
　(4)地域と職域の連携について
　(5)各団体の取組状況について
　(6)その他

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
舛元理事

R2.2.18
令和2年度第2回8020運動及び
歯科口腔保健の推進に関する
検討評価委員会

(1)報告
　令和元年度｢8020運動推進特別事業｣の報告について
　　・｢障害者等歯科保健推進事業｣について
  佐賀県の歯科保健対策と現状について
(2)協議
　令和2年度｢8020運動推進特別事業｣の計画について
　　・｢障害者等歯科保健推進事業｣について
(3)その他
　　・令和2年度｢県民歯科疾患実態調査(案)｣について

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事
宮原理事

R2.2.19 令和元年度糖尿病重症化予防講演会
講演内容
　演題｢後期高齢者医療制度被保険者及び民生委員等の地域のリーダー｣

佐賀市文化会館(佐賀市)
陣内常務理事
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R2.2.19
令和元年度日本学校歯科医会
加盟団体長会

協議題
　(1)令和2年度事業計画案の大網について
　(2)令和2年度収入支出予算案の大綱について
　(3)その他

日歯会館(東京都)
門司会長

R2.2.21
令和元年度佐賀県在宅医療・介護連携
サポート体制強化事業研修会

(1)事業説明
　演題｢佐賀県における在宅医療・介護連携の取組みについて｣
　講師：佐賀県健康福祉部長寿社会課地域包括ケア推進室
(2)特別講演
　演題｢患者意思決定支援に必要な基礎知識｣
　講師：医療法人あおばクリニック　院長　伊藤　大樹

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ佐賀(佐賀市)
江口理事
木下地域福祉副委員長

R2.2.22
｢佐賀県糖尿病連携手帳｣
普及・活用のためのセミナー

講演内容
　演題｢糖尿病と歯周病～医科歯科連携の必要性｣

武雄総合庁舎(武雄市)
尾鷲成人産業保健委員会委員長

R2.2.23 高島巡回歯科診療③
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

高島(唐津市)
地域保健部員　外

R2.2.25 支払基金の現況報告会 支払基金の現況および今後の取組等に係る報告会
ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀(佐賀市)
門司会長

R2.2.26
第137回九州地方社会保険医療協議会
佐賀部会

議　事
　1.保険医療機関及び保険薬局の指定について(諮問)
　2.その他

九州厚生局佐賀事務所(佐賀市)
門司会長

R2.2.27
佐賀中部・難病患者地域ケアシステム
ネットワーク会議
(佐賀中部・難病対策地域協議会)

内　容
　①就労部会報告
　②災害時における在宅人工呼吸器装着患者の避難について
　③その他

佐賀中部保健福祉事務所(佐賀市)
江口理事

R2.2.28 第129回都道府県会長会議
主なる議題
　(1)時局問題について
　(2)その他

佐賀県歯会館(佐賀市)web会議
門司会長

R2.3.1
令和元年度佐賀県食支援連携推進事業
第1回食支援連携推進研修会

講演
　演題『口腔機能低下症を｢知る｣｢診る｣｢治す｣Ⅰ』
　講師：医療法人井上会　篠栗病院　歯科医長　鈴木　宏樹

佐賀県歯会館(佐賀市)
陣内常務理事
江口理事
小栁理事
地域福祉部員
森寺対外情報委員会委員長　外　会員
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R2.3.8 神集島巡回歯科診療③
  ・歯科健診
  ・歯科衛生士によるブラッシング指導
  ・歯科診療

神集島(唐津市)
地域保健部員　外

R2.3.10 佐賀県介護支援専門員協議会理事会

議　題
　報告事項
　　①令和元年度実施結果について
　　②協議会加入状況について
　審議事項
　　議案第1号　令和元年度決算見込みについて
　　議案第2号　令和2年度事業計画(案)について
　　議案第3号　令和2年度予算(案)について
　　第4号議案　役員改選について
　その他

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
江口理事

R2.3.10
都道府県歯科医師会社会保険担当理事
連絡協議会

連絡事項
　(1)令和2年度診療報酬改定内容について
　(2)オンライン資格確認について

佐賀県歯会館(佐賀市)web会議
梅津常務理事
武部理事
藤瀬医療保険委員長
木村医療保険副委員長
辻医療保険副委員長

R2.3.13 第192回日歯臨時代議員会

決議事項
　第1号議案　令和2年度事業計画の件
　第2号議案　令和2年度入会金及び会費の額の件
　第3号議案　令和2年度収支予算の件
　第4号議案　令和2年度資金調達及び設備投資の見込みの件
協　議
　(1)時局対策
　(2)その他

日歯会館(東京都)
門司会長

R2.3.18 佐賀県居宅介護支援事業者協議会理事会

議　題
　報告事項
　　①令和元年度実施結果について
　　②協議会加入状況について
　審議事項
　　議案第1号　令和元年度決算見込みについて
　　議案第2号　令和2年度事業計画(案)について
　　議案第3号　令和2年度予算(案)について
　　第4号議案　役員改選について
　その他

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
江口理事

R2.3.27
第138回九州地方社会保険医療協議会
佐賀部会

議　事
　1.保険医療機関及び保険薬局の指定について(諮問)
　2.その他

ﾒｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ佐賀(佐賀市)
門司会長
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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R2.3.31 佐賀県居宅サービス事業者協議会理事会

議　題
　報告事項
　　①令和元年度実施結果について
　　②協議会加入状況について
　審議事項
　　議案第1号　令和元年度決算見込みについて
　　議案第2号　令和2年度事業計画(案)について
　　議案第3号　令和2年度予算(案)について
　　第4号議案　役員改選について
　その他

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
江口理事
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