
庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R2.4.14 第838回支払基金幹事会

議　題
　1．報告事項
　　(1)参与についての委属について
　　(2)審査事務集約化計画工程表について
　　(3)令和2事業年度前期高齢者関係特別会計予算、事業計画及び資金計画について
　　(4)令和2事業年度医療機関等情報化補助関係特別会計予算、事業計画及び
　　　 資金計画について
　　(5)令和2事業年度社会保障・税番号制度会計事業計画及び収入支出予算について
　　(6)審査支払新システム開発状況について
　　(7)内部監査結果報告(令和元年度下半期)について
　　(8)「令和元年度特定B型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」の許可について
　　(9)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について
　 (10)理事長特任補佐の辞職について
　 (11)令和2年4月期職員の人事異動について
　2．定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2年1月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

書面開催
門司会長

R2.4.28
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

連絡協議
　(１)各７地区の状況について
　　・代表の都道府県歯科医師会から各地区内の状況報告
　(２)その他

Web会議
門司会長
原専務
梅津常務

R2.5.12 第839回支払基金幹事会

議　題
　1．報告事項
　　(1)規制改革推進会議第11回医療・介護ワーキング・グループへの報告
　　(2)緊急事態宣言の発令に対する対応状況
　　(3)審査関係訴訟事件
　　(4)令和元年度監事監査振り返り及び令和2年度監事監査計画
　　(5)令和2年度内部監査計画
　　(6)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
　　(7)令和2事業年度一般会計及び特別会計の予算等の認可
　　(8)令和2年度佐賀支部の取組み
　　　 ア．令和元年度の取組み結果
　　　 イ．令和2年度における主な取組み事項
 　　　ウ．事業効率化への取組み
　2．定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2年2月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

書面開催
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

R2.5.15 佐賀県介護保険事業連合会　総会

議　題
　議案第１号　令和元年度事業報告及び決算について
報告事項
　1.令和２年度事業計画及び予算について

書面決議
門司会長

R2.5.22 九州各県臨時会長会義
議　題
　(1)今後の九地連関係会議等の開催について
　(2)他諸協議題について

Web会議
門司会長

R2.5.22
佐賀県「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動実行委員会

議　案
　第１号　令和元年度佐賀県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施結果等について
　第２号　令和２年度佐賀県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施計画(案)について
　第３号　佐賀県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実行委員会設置要綱の改定について

書面開催
宮原理事

R2.5.25
第70回“社会を明るくする運動”
佐賀県推進委員会

議　題
　議題１　第70回“社会を明るくする運動”佐賀県実施要綱(案)の採択について
　議題２　主要行事計画について
　議題３　作文コンテスト実施要領(案)の採択について
　議題４　少年サッカー教室開催要領(案)の採択について

書面表決
陣内常務理事

R2.5.26 佐賀県健康づくり財団第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
議　事
　第1号議案　令和元年度佐賀県健康づくり財団事業報告(案)について
　第2号議案　例左眼年度佐賀県健康づくり財団収支決算(案)について
　第3号議案　令和2年度定時評議員会の日程・場所・議案(案)について
　第4号議案　定時評議員会において選任さえた理事による理事長、副理事長、
　           専務理事及び常務理事の選定(互選)方法(案)について
　第5号議案　職務代理に係る副理事長の順序の決定方法(案)について
　第6号議案　顧問の委嘱方法(案)について
　第7号議案　新型コロナウイルスに対応するための運転資金借入及び
             返済計画(案)について

書面決議
林田副会長

R2.5.26
第140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

R2.5.29 第130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

Web会議
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

R2.5.29 佐賀リハビリテーション研究会

議　題
　(1)令和元年度事業報告(72回研究会、特別研修会、73回研究会)
　(2)令和元年度会計報告(令和元年度決算)
　(3)令和2年度事業予定案(74回研究会、75回研究会等)
　(4)令和2年度事業予算案
　(5)その他

書面会議
陣内常務理事

R2.6.3 第41回佐賀県高齢者保健福祉推進委員会

協議事項
　高齢者保健福祉推進委員会会長選出について
報告事項
　第8期さがゴールドプラン21改定に向けたスケジュール等について

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事

R2.6.9 第840回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　  (1)法改正に伴う支払基金定款の一部変更等について
　  (2)公益代表役員の公募について
　  (3)緊急事態措置に対する審査支払業務の対応方針について
  　(4)監事意見に対する取組の進捗状況ついて
　　(5)令和2年度委託金の状況について
　　(6)令和元年度診療報酬等債務譲渡・差押等処理状況について
　　(7)令和2年度佐賀支部の取組み
　　　 ア．令和元年度の取組み結果
　　　 イ．令和2年度における主な取組み事項
　　　 ウ．業務効率化への取組み
　2.定例報告
  　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2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)
門司会長

R2.6.24
日本学校歯科医会
第100回定時代議員会

議　事
　第1号議案　令和元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
　　　　　　 並びに財産目録の承認
　第2号議案　令和２年度補正予算

書面議決
門司会長

R2.6.29
第141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
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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

R2.6.30 第193回日歯定時代議員会

報告事項
　令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)事業報告の件
決議事項
  1.令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)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
  2.裁定審議会委員指名の件
  3.選挙管理委員会委員指名の件

書面議決
門司会長

R2.7.1
令和2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13回佐賀県食育賞について
　(4)令和2年度食育事業の概要について
協議事項
　(1)令和元年度活動報告及び令和2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
　(3)第4次食育推進基本計画の策定に向けて

ｱﾊﾞﾝｾ(佐賀市)
舛元理事

R2.7.1 令和2年度第1回佐賀県保険者協議会

協　議
　(1)役員の選任について
　(2)令和元年度事業実績及び歳入歳出決算について
　(3)令和2年度補正予算について
　(4)保険者協議会における日本健康会議
　　「健康なまち・職場づくり宣言2020」の取組について
　(5)令和2年度事業計画について
　(6)その他

佐賀県国保連合会(佐賀市)
松尾副会長

R2.7.13
第15回佐賀県合同輸血療法委員会
世話人会

議　題
　(1)第14回世話人会議事録確認
　(2)2020年度｢佐賀県合同輸血療法委員会｣の活動について
　　 1.世話人の交代及び新任世話人の紹介
　　 2.年間計画について
　　 3.アンケート調査内容について
　　 4.「第11回佐賀県合同輸血療法委員会」の開催について
　(3)2020年度｢厚生労働省血液製剤使用適正化方策調査研究事業｣について
　　 1.募集要綱について
　　 2.応募企画について
　(4)その他
　　 1.「九州各県合同輸血療法委員会関係者会」について
　　 2.その他

Web会議
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

R2.7.14 第841回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　  (1)令和元事業年度事業状況及び決算(案)
　　　 ア．一般会計
　　　 イ．前期高齢者特別会計等
　  (2)令和2事業年度一般会計収入支出予算変更(案)
　  (3)法改正に伴う支払基金定款の一部変更及び社会保障・税番号制度会計収入
　　　 支出予算変更(案)
  　(4)政府の緊急事態宣言による基金業務への影響
　　(5)令和2年5月診療分の診療報酬等概算前払の実施状況
　　(6)令和元年度の支払基金の取扱状況
　　　 ア．診療報酬等確定状況(平成31年4月～令和2年3月診療分)
　　　 イ．審査状況(令和元年5月～令和2年4月審査分)
　　　 ウ．特別審査委員会の取扱状況(令和元年5月～令和2年4月審査分)
　　(7)本部監事監査結果報告
　　(8)介護給付金の算定に係る新たな業務手順の作成
　2.定例報告
  　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2年4月審査分)
　  (2)佐賀支部における事業状況について

書面開催
門司会長

R2.7.16
令和2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
　令和元年度　歯科保健事業について
協　議
　令和2年度　歯科保健事業の計画について

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事

R2.7.17 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)令和元年度九地連職員互助会会計決算並びに令和2年度収支現況報告について
　(2)各県提出協議題について
　(3)その他

Web会議
德久事務局次長
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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

R2.7.28
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2回医事・衛生部会

報告事項
　・委員の変更について
議題事項
　・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

R2.7.28
令和2年度佐賀県学校保健会
第1回理事及び評議員会

協　議
　(1)令和元年度事業及び決算の報告について
　(2)監査報告について
　(3)令和2年度役員(案)について
　(4)令和2年度事業計画(案)及び予算(案)について
  (5)その他

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
陣内常務理事
舛元理事

R2.7.21
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7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10～12回常任委員会における審議決定事項について
　　　決定事項①　国スポ(正式競技)会場地の第6次内定について
　　　決定事項②　全障スポ(正式競技)会場地の第6次内定について
　　　決定事項③　国スポ(正式競技)会場地における実施種別の決定及び変更について
　　　決定事項④　国スポ(公開協議)の会場地内定について
　　　決定事項⑤　デモンストレーションスポーツ実施競技及び
　　　　　　　　　会場地(1･2次)内定について
　　　決定事項⑥　開催準備総合計画(第3次)について
　　　決定事項⑦　県民運動基本方針及び県民運動基本計画について
　　　決定事項⑧　式典基本構想について
　　　決定事項⑨　第1次競技施設設備計画について
　　　決定事項⑩　競技施設基準の改正について
　　　決定事項⑪　輸送・交通基本計画について
　　　決定事項⑫　警備・消防専門委員会の設置について
　　　決定事項⑬　警備・消防基本方針について
　　　決定事項⑭　専門委員会規程の改正について
　(2)審議事項
　　　第1号議案　 令和元年度事業報告(案)について
　　　第2号議案　 令和元年度補正予算の専決処分について
　　　第3号議案　 令和元年度収支決算(案)について
　　　第4号議案　 令和2度事業計画(案)について
　　　第5号議案　 令和2度暫定収支予算の専決処分について
　　　第6号議案　 令和2度収支予算(案)について
　　　第7号議案　 会則の改定(案)について
　(3)その他

ﾎﾃﾙﾏﾘﾀｰﾚ創世(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

R2.7.28
第142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

R2.7.30 佐賀県要保護児童対策地域協議会

議　題
　(1)要保護児童等の現状について
　(2)各機関の取組等について
　(3)意見交換

ﾎﾃﾙﾏﾘﾀｰﾚ創世(佐賀市)
尾鷲成人産業委員会委員長

R2.8.1
令和2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)日歯次期会長選挙に向けた会長候補者の推薦について
　(4)九州大学大学院歯学研究院「災害歯科口腔シンポジウム」の開催について
　(5)施設基準対応オンラインセミナーの開催について
　(6)他諸協議題について

Web会議
門司会長

R2.8.1 令和2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)令和元度一般会計決算について
　(2)令和元年度積立金会計決算について
　(3)令和2年度事業実施計画について
　(4)令和2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

Web会議
門司会長　外　役員

R2.8.1 令和2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)令和元年度諸会計決算報告について
　(4)令和2年度事業計画について
　(5)令和2年度一般会計予算報告について

Web会議
門司会長　外　役員
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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

R2.8.4
令和2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31年度事業実績及び決算
　(3)令和2年度補正予算
協議事項
　(1)予防・健康づくり事業について
　(2)データヘルス計画の推進について
　(3)佐賀県糖尿病・人工透析予防対策研究事業
　　 (平成30年度特定健診結果に基づく報告)
　(4)その他

佐賀県国保会館(佐賀市)
舛元理事

R2.8.7 令和2年度佐賀県救急医療協議会理事会

内　容
　(1)令和元年度事業報告(案)及び収支決算(案)について
　(2)令和2年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
　(3)その他、報告事項

書面開催
林田副会長
田中監事

R2.8.8
令和2年度九州地区学校歯科医会
役員連絡協議会

議　題
　(1)令和２年度九州各地区学校歯科関係事業計画について
　(2)各県学校歯科保健関係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

書面開催
学校歯科医会委員

R2.8.11 第842回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　  (1)理事会役員の選任(案)
　  (2)幹事会幹事の選任(案)
　  (3)「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」の公表(第5回)
  　(4)令和2年7月豪雨に伴う被災医療機関等の概算請求の届出状況
　　(5)令和2年5月診療分の診療報酬等概算前払の清算状況
　　(6)岡山支部監事監査結果報告
　　(7)予算及び決算の認可等
　　　 ア．医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・
　　　　　 提供の業務の実施に伴う定款の一部変更の許可等
　　　 イ．一般会計(診療報酬等概算前払補助勘定)収入支出予算の許可
　　　 ウ．令和元事業年度前期高齢者特別会計等の予算の承認
　　(8)支払基金改革の進捗状況
　　　 ア．審査事務集約化計画工程表の取組状況
　　　 イ．規制改革実施計画の公表
　　(9)公益代表役員公募の応募状況
　2.定例報告
  　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2年5月審査分)
　  (2)佐賀支部における事業状況について

書面開催
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

R2.8.19
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

報　告
　(1)「みんなで安心マーク」の発行について
　(2)キャッシュレス決済について
　(3)オンライン資格確認について

Web会議
原専務理事
宮原理事
武部理事

R2.8.20 令和2年度第1回アンチ・ドーピング部会

内　容
　(1)令和2年度部会活動報告について
　(2)令和2年度スポーツ医・科学専門家育成事業について
　(3)スポーツ医・科学委員会事業費について
　(4)JSPO委託事業「アンチ・ドーピング教育・啓発事業」について
　(5)その他

佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ会館(佐賀市)
宮原理事

R2.8.26
都道府県歯科医師会
学術担当理事連絡協議会

協議題
　(1)令和2年度日歯生涯セミナーの開催中止および令和3年度へのスライド開催について
　(2)令和2･3年度日歯生涯研修事業実施要領の改訂について
　(3)Eシステムの運用および会員の生涯研修の促進と今後の活用について
　(4)新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた今後の学術事業全般について
　(5)その他

Web開催
梅津常務理事
宮原理事

R2.8.26 さが健康維新県民会議2020

内　容
　(1)開会
　(2)主催者メッセージ
　　 今こそ　さが健康維新！～みんなで取り組もう！「さが健康維新県民運動」～
　　 さが健康維新県民会議　会長　佐賀県知事　山口　祥義
　(3)挨拶
　　 さが健康維新県民会議　副会長　佐賀県医師会　会長
　　 さが健康維新県民会議　副会長　佐賀県商工会議所連合会　会長
　(4)健康経営企業(事業所)の取組紹介
　　 優秀企業(事業所)の紹介
　　 佐賀さいこう表彰(健康経営部門)発表・表彰状授与
　(5)さが健康維新県民運動サポート企業等の取組紹介
　　 SAGATOCOミッションイベントにおける企業の協力内容を紹介
　　 　令和2年 2月　明治×セブンイレブン
　　　　　　　 5月　大塚製薬×セブンイレブン
　　　　　　　 9月　明治×ファミリーマート
　　　　　　　11月　伊藤園×セブンイレブン
　　　 令和3年 2月　大塚製薬×ローソン
　(6)次回の会議開催に向けて
　　 佐賀県健康福祉部　部長　大川内　直人
　(7)閉会

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀(佐賀市)
門司会長
事務局 栗丸主事
事務局 碇主事
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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

R2.8.27
第143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

R2.8.29
令和2年度歯科医師の認知症対応力
向上研修会

講演1
　演題｢認知症の歯科治療に必要な内科学｣
　講師：福岡歯科大学総合医学講座　内科学分野　教授　大星　博明
講演2
　演題｢認知症に対する歯科の役割について｣
　講師：福岡歯科大学総合歯科学講座　訪問歯科センター　準教授　牧野　路子

ｱﾊﾞﾝｾ(佐賀市)
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部員　外　会員

R2.9.1 第42回佐賀県高齢者保健福祉推進委員会
協議事項
　第7期さがゴールドプラン21の進捗管理及び評価
　第8期さがゴールドプラン21の策定について

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事

R2.9.8 第843回支払基金幹事会

議　題
　1.報告事項
　　(1)幹事会幹事の選任について
　　(2)公益代表役員の選任(案)
　　(3)令和2事業年度医療機関等情報化補助関係特別会計収入支出予算等の
　　　 一部変更(案)
　　(4)理事長特任補佐の選任
　　(5)役員選任の認可
　　(6)参与の選任
　　(7)公益代表役員の公募
　　(8)令和2年7月豪雨に伴う被災医療機関等の概算請求に係る確定状況等
　　(9)令和2年5月診療分の診療報酬等概算前払の精算状況
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2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

R2.9.12 九州各県歯科医師会臨時専務理事会

協議事項
　(1)令和2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)各県提出協議題について
　(4)その他

Web会議
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

R2.9.24
令和2年度佐賀県健康づくり財団
第2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
　　(第1回通常理事会未報告分)
　(2)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(今回分)
　(3)その他
議　事
　第1号議案　評議員の辞任に伴う後任評議員の選任議案の評議員会への提出について
　第2号議案　公益財団法人佐賀県健康づくり財団就業規則の一部改正(案)について
　第3号議案　公益財団法人佐賀県健康づくり財団給与規定の一部改正(案)について
　第4号議案　公益財団法人佐賀県健康づくり財団事務決裁規定の一部改正(案)について
　第5号議案　公益財団法人佐賀県健康づくり財団事業推進員会規程の
　　　　　　 一部改正(案)について
　第6号議案　公益財団法人佐賀県健康づくり財団臨床検査精度管理員会
　　　　　　 規則の一部改正(案)について
　第7号議案　公益財団法人佐賀県健康づくり財団学校検診委員会規則の
             一部改正(案)について
　第8号議案　公益財団法人佐賀県健康づくり財団学校心臓検診専門委員会
             規則の一部改正(案)について

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
林田副会長

R2.9.25 令和2年度構成市町保健事業研修会
講　話
　生活に寄り添う歯科医療

佐賀市大和支所(佐賀市)
陣内常務理事

R2.9.27 松島巡回歯科診療
  ・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

R2.9.29
第144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

R2.9.30 佐賀県医療関係団体連合会役員会
第1号議案　令和2年度役員について
第2号議案　令和元年度収支現況について
第3号議案　令和2年度の会費徴求について

署名開催
門司会長

R2.10.1
令和2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2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)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について
　(5)第2期長寿健康づくり事業実施計画の中間見直しについて
　(6)新型コロナウイルス感染症への対応について

佐賀市大和支所(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

R2.10.3 九州各県歯科医師会医療管理担当者会

議　題
　(1)令和2年度各県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

Web会議
梅津常務理事
宮原理事
平山医療管理学術委員会副委員長

R2.10.3 九州各県歯科医師会社保担当者会

議　題
　(1)令和2年度九州各県歯科医師会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

Web会議
梅津常務理事
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
医療保険委員　外

R2.10.5
令和2年度九州地区連合歯科医師会
役員会

議　題
　(1)令和2年度災害歯科保健医療体制研修会及び災害歯科保健医療アドバンスの
　　 研修会の出席者について
　(2)災害対策の対応について
　(3)九地連歯科医学大会中止に伴う大会交付金の配分について
　(4)他諸議題について

Web会議
門司会長

R2.10.8 令和2年度社会保険指導者研修会

研修会内容
　「新型コロナウイルス感染症を知る」
報　告
　「新型コロナウイルス感染症に係る特例対応について」
　　　　　　　　　厚生労働省保険局　歯科医療管理官　小椋　正之
　　　　　　　　　　　　　日本歯科医師会　常任理事　林　　正純
研　修
　「新型コロナウイルス感染症の実像」
　　　　　　　　　　　　　東北大学大学院歯学研究科
　　　　　　　　　　　　　国際歯科保健学分野　教授　小坂　　健

Web会議
梅津常務理事
武部理事
藤瀬医療保険委員会委員長
井上医療保険委員会委員

R2.10.10 九州各県歯科医療安全対策担当者会

議　題
　(1)令和2年度各県事業計画及び予算について
　(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

Web会議
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
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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

R2.10.10 九州各県歯科医師会学術担当者会

議　題
　(1)令和2年度各県学術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

Web会議
梅津常務理事
宮原理事
北村医療管理学術委員会委員長

R2.10.12
令和2年度佐賀県医師会及び佐賀県歯科医師会と
連携した糖尿病等対策事業キックオフ会議

・令和2年度佐賀県医師会及び佐賀県歯科医師会と連携した糖尿病等対策事業概要説明
・情報交換
・その他

佐賀県庁(佐賀市)
陣内常務理事
事務局村岡主事

R2.10.13 第844回支払基金幹事会

議　題
　1.議事
　　(1)公益代表役員選任の認可
　　(2)役員の選任(案)
　　(3)支払基金定款の一部変更
　　(4)令和2事業年度社会保障・税番号制度会計収入支出予算変更
　　(5)令和2事業年度医療機関等情報化補助関係特別会計収入支出予算等の
　　　 一部変更の認可
　　(6)審査関係訴訟事件
　　(7)第18次審査情報提供(歯科)
　　(8)令和2年7月豪雨に伴る被災医療機関等の概算請求に係る確定状況
　　(9)新潟支部監事監査結果報告
　 (10)支払基金佐賀支部の取組みに係る医療機関等への文書連絡
　 (11)支払基金改革の進捗状況
　 (12)令和2年10月期職員の人事異動
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2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

R2.10.17 九州各県歯科医師会地域保健担当者会

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

Web会議
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
地域保健部員　外
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

R2.10.17 九州各県歯科医師会広報担当者会

議　題
　(1)令和2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

Web会議
門司会長
原専務理事
陣内常務理事
森寺対外情報委員会委員長
遠山会員情報委員会委員長
広報部員　外

R2.10.20 第43回佐賀県高齢者保健福祉推進委員会
議　題
　(1)第8期さがゴールドプラン21の策定について

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事

R2.10.22 第14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)
陣内常務理事

R2.10.25 小川島巡回歯科診療
  ・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

R2.10.27
第145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

R2.11.3 令和2年度特定保健指導研修会
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(佐賀市)
古川地域保健委員会委員長
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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

R2.11.10 第845回支払基金幹事会

議　題
　1.議事
　　(1)幹事の委嘱について
　　(2)認可報告
　　　 ア．役員選任の認可
　　　 イ．支払基金定款の一部変更の認可
　　(3)懲戒処分
　　(4)令和2事業年度における予算及び決算(見込)の状況
　　(5)第23次審査情報提供(医科)
　　(6)コンピュータチェックに関する公開(更新及び試行的公開)
　　(7)基金関係功績者に対する厚生労働大臣表彰
　　(8)支払基金改革の進捗状況
　　　 審査支払機能の在り方に関する検討会(10月9日開催)
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2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

R2.11.13
令和2年度佐賀がん対策等推進協議会
がん診療連携部会

議　題
　(1)難治性がんに対する県内の医療体制の整備について
　(2)その他

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事

R2.11.15 神集島巡回歯科診療
  ・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

R2.11.18
令和2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

佐賀県庁(佐賀市)
舛元理事

R2.11.18 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

Web会議
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

R2.11.18 都道府県歯科医師会事務長事務連絡会

協　議
　(1)令和元年度歯科医師会職員互助会会計決算
　(2)令和元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

Web会議
德久事務局次長

R2.11.20 SSPコンベンション2020

SSP構想推進協議会
　・SSP構想取組状況説明
　・県内で活躍する社会人アスリート及びアスリートを支える企業のご紹介
　・スペシャルトーク（日本フェンシング協会　会長　太田雄貴氏）など

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀(佐賀市)
陣内常務理事

R2.11.20
令和2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)2022年度以降のピカピカリンク運営サポート委託に係る費用の負担について
　(3)ID-Linkの新機能(口頭同意機能・救急連携機能)について
　(4)その他

佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館(佐賀市)
德久事務局次長
栗丸事務局主事

R2.11.24 第44回佐賀県高齢者保健福祉推進委員会
協　議
　第8期さがゴールドプラン21の策定について

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事

R2.11.27
第146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

R2.11.28
全国共通がん医科歯科連携講習会
【DVD講習会】

内　容
　(1)がん治療総論
　(2)がん手術と口腔健康管理
　(3)がん薬物療法を受ける患者の口腔健康管理
　(4)頭頸部放射線療法、化学放射線療法の患者への口腔健康管理
　(5)薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の予防と治療
　(6)がん医療における緩和ケアと口腔健康管理
　(7)口腔がんについて

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　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

R2.11.29 向島巡回歯科診療
  ・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

R2.12.6 カルテ記載（カルテンジャー）研修会

講　演
　演題「保険戦隊カルテンジャーの有効的な活用方法について
　　　　　　　　　　～個別指導や医事紛争に対応できるカルテを作成しよう～」
　講師：医療法人社団ビクトリア会小野歯科医院 理事長　小野　清一郎

アバンセ(佐賀市)
梅津常務理事
武部理事
医療保険委員　外　会員

R2.12.6 馬渡島巡回歯科診療
  ・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

R2.12.7 九州各県臨時会長会議
主要議題
　(1)今後の九地連関係会議等の対応について

Web開催
門司会長

R2.12.8 第846回支払基金幹事会

議　題
　1．議事
　　(1)公益代表役員の選任(案)
　　(2)監事意見に対する取組の進捗状況
　　(3)永野支部監事監査結果報告
　　(4)令和2年度「協会けんぽ・共済組合・健保組合及び自衛官等との打合せ会」
　　　 の開催
　2．定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2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

R2.12.12 スポーツ歯科医学研修会

講演１
　演題「スポーツ歯科医学について－スポーツデンティストの役割と取り組み－」
　講師：公認スポーツデンティスト、小城多久歯科医師会会員　副島　渉
講演２
　演題「スポーツと栄養」
　講師：公認スポーツ栄養士、県栄養士会会員　川原田　華織

Web開催
梅津常務理事
宮原理事
医療管理学術委員　外　会員

R2.12.13 加唐島巡回歯科診療
  ・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

R2.12.16 令和2年度在宅医療多職種連携推進研修会

講演１
　演題「嚥下障害の評価とその対応」
　講師：たなか耳鼻咽喉科クリニック　院　長　田中　雅博
講演２
　演題「在宅医療における歯科の関わり方」
　講師：エイト歯科クリニック　院　長　　　江口　隆郎
　　　　　　　　　　　　　　　歯科衛生士　　堤　清子

アバンセ(佐賀市)
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部員　外　会員

R2.12.17 第5回佐賀県地域包括ケア推進会議
報告事項
　第8期さがゴールドプラン21の策定状況

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ佐賀(佐賀市)
江口理事

R2.12.17
令和2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

R2.12.18
令和2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3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)
尾鷲成人産業委員会委員長

R2.12.20 高島巡回歯科診療
  ・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

R2.12.23 令和2年度第2回佐賀県保険者協議会

協　議
　(1)令和3年度事業計画及び歳入歳出予算(案)について
　(2)専門部会での協議内容等について
　(3)その他

佐賀県国保会館(佐賀市)
松尾副会長

R2.12.25
第147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

R2.12.26
「令和2年度佐賀県医師会及び佐賀県歯科医師会
と連携した糖尿病等対策事業」
医科-歯科連携のための人材育成研修会

「地域医科歯科連携の進め方～人生100年時代における歯科医院のありかた～」
　　かすもり・おしむら歯科　院　長　押村　憲昭
　　　　　　　　　　　　歯科衛生士　山村　加奈

アバンセ(佐賀市)
陣内常務理事
舛元理事
地域保健部員　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

R3.1.12 第847回支払基金幹事会

議　題
　1．報告事項
　　(1)公益代表役員選任の認可
　　(2)理事長互選会の選任結果について
　　(3)役員の選任(案)
　　(4)社会保険診療報酬支払基金高齢者医療制度関係及び病床転換助成事業関係等
　　　 業務方法書の一部変更(案)
　　(5)令和2年3月末現在における診療報酬等収支整理不能額の処理
　　(6)支部総合監査結果報告(令和2年8月～10月実施分)
　2．定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和2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

R3.1.13
新型コロナウイルスワクチン接種に
関する関係者会議

議　題
　①ワクチン接種準備体制について
　②その他

佐賀県庁(佐賀市)
門司会長
原専務理事
德久事務局次長

R3.1.14
令和2年度第2回
佐賀県メディカルコントロール協議会

議　題
　○報告事項
　　(1)特定行為認定人数及び実施件数について
　　(2)救急救命士の各種認定状況について
　　(3)救急救命士が行うビデオ硬性挿管用喉頭鏡について
　○協議事項
　　(1)佐賀県防災航空隊が救急処置等を行う際に必要となる事項についての協議
　　(2)佐賀県メディカルコントロール協議会要綱の改正について
　　(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)
宮原理事

R3.1.14
令和2年度第2回
佐賀県国民健康保険運営協議会

議　題
　(1)佐賀県国民健康保険運営方針の改正に係る諮問への答申について
　(2)その他

佐賀県庁(佐賀市)
門司会長

R3.1.15 SAGA2024実行委員会第3回医事・衛生部会

議　題
　(1)審議事項
　　・SAGA2024国スポ医療救護要項(案)について
　(2)その他
　　・医療従事者派遣スケジュール

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

R3.1.16
令和2年度九州各県歯科医師会
第2回専務理事会

議　題
　(1)令和3年度事業計画立案構想について
　(2)令和3年度予算編成構想について
  (3)令和4年度九地連公募研究事業テーマの選定について
　(4)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
　(5)災害対策について
　(6)令和3年実施の会長予備選選挙における開票立会人の選出について
　(7)令和3年度生涯研修セミナーの開催計画について
　(8)各県提出議題について
　(9)その他

Web開催
原専務理事

R3.1.19 第45回佐賀県高齢者保健福祉推進委員会
協　議
　第8期さがゴールドプラン21の策定について

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事

R3.1.19
令和2年度第1回佐賀県地域医療審議会及び
令和2年度第1回佐賀県地域医療介護総合確保促
進会議

(1)佐賀県地域医療介護総合確保促進会議
　協議事項
　　(1)議長選任
　報告事項
　　(1)医療分
　　　 ・令和元年度地域医療介護総合確保基金事業の実績
　　　 ・令和２年度地域医療介護総合確保基金の配分
　　(2)介護分
　　　 ・令和元年度地域医療介護総合確保基金事業の実績
　　　 ・令和２年度地域医療介護総合確保基金の配分
　その他
(2)佐賀県医療審議会
　協議事項
　　(1)会長選任
　　(2)医療連携推進認定及び代表理事の選任について
　　(3)特例診療所に係る一般病床(地域包括ケア病床)の増床について
　　(4)新公立病院建設に伴う医療機関の統合について
　報告事項
　　(1)医療法人の設立及び解散認可数について
その他

佐賀県庁(佐賀市)
門司会長

R3.1.25 九州各県臨時会長会議

議　題
　(1)今後の九地連関係会議等の開催について
　(2)日本歯科医師会理事の選任について
　(3)九州各県災害対策検討委員会の設置について
　(4)その他

Web会議
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

R3.1.27
第148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

R3.2.5
令和2年度禁煙サポート
地域システム検討会

議　題
　(1)令和2年度たばこ対策事業の実施状況について
　(2)令和3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

Web出席
舛元理事

R3.2.6 第18回警察歯科医会全国大会

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
　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
　「災害救護活動（受援と支援を繋ぐ切れ目のない支援を目指して）」
　　〈座長〉公益社団法人日本歯科医師会　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
　　　　公益社団法人鹿児島県看護協会　前専務理事　原田　ケイ子
　　　　公益社団法人鹿児島県歯科医師会立口腔保健センター長　上橋　陸海
ディスカッション

Web開催
門司会長
寺尾特別研究員
東島特別研究員
近藤特別研究員
平山特別研究員
井上特別研究員
宮原特別研究員

R3.2.6 第1回食支援連携推進研修会

講　演
　演題　地域の中で食べる力を楽しく鍛えるオーラルフレイル予防の取り組み
　　　  ～笑った分だけ強くなる『くちビルディング選手権』～
　講師　一般社団法人 グッドネイバーズカンパニー 代表理事　　清水　愛子

Web開催
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部
森寺対外情報委員会委員長　外　会員

R3.2.8
SAGA2040実行委員会
第4回宿泊・医事・衛生専門委員会

議　題
　審議事項
　　①SAGA2024国スポ合同配宿実施方針(案)
　　②SAGA2024国スポ医療救護要項(案)
　　③SAGA2024環境衛生対策要項(案)

書面開催
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

R3.2.9 令和2年度第2回地域医療支援病院委員会

議　題
　(1)新型コロナウイルス　好生館での現状について(仮)
　(2)令和2年事業実績状況報告・地域医療研修報告
　(3)その他(御意見、御要望)

Web会議
門司会長

R3.2.9 第848回支払基金幹事会

議　題
　1．報告事項
　　(1)参与の委嘱・解嘱について
　　(2)認可報告
　　　 ア．役員選任の認可
　　　 イ．社会保険診療報酬支払基金高齢者医療制度関係及び病床転換助成事業関係等
　　　　　 業務方法書一部変更の認可
　　(3)医療事務電算システムのクラウド移行に伴うシステム障害の状況について
　　(4)支払基金定款の一部変更(案)
　　(5)令和3事業年度審査支払手数料等
　　(6)令和2年5月診療分の診療報酬等概算前払の精算状況
　　(7)支払基金改革の進捗状況
　　(8)令和2年度支部総合監査(佐賀支部)の実施について
　2．協議事項
　　令和3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2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

R3.2.10
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

議　題
　(1)報　告
　　 令和2年度歯科保健事業について
　(2)議　題
　　 令和3年度歯科保健事業の計画について
　(3)その他

Web出席
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

R3.2.13
都道府県歯科医師会医療安全担当理事連絡協議
会及び医療安全研修会

担当理事連絡協議会
　連絡協議
　　(1)新型コロナウイルス感染症について
　　(2)事前質問に対する回答
　　(3)その他
医療安全研修会
　研修
　　(1)講演
　　　「医療安全施策の動向」
　　　　　厚生労働省医政局総務課医療安全推進室室長　諸冨　伸夫
　　　「歯科における医療安全について(仮)」
　　　　　日本歯科医師会歯科医療安全対策委員会副委員長　望月　亮
　　(2)発表：都道府県歯科医師会の取り組み
　　　〈埼玉県、滋賀県、香川県、鹿児島県〉
　意見交換

Web開催
塚本歯科医療安全対策部会部長
秋山歯科医療安全対策部会副部長
西村歯科医療安全対策部会部員
吉田歯科医療安全対策部会部員

R3.2.15 令和2年度佐賀県医療安全推進協議会
議　題
　(1)医療安全支援センターの概要及び令和2年活動実績について
　(2)その他

Web開催
塚本総合対策委員会委員長

R3.2.15
佐賀県「ストップ温暖化」
県民運動推進会議総会

議　事
　(1)令和2年度事業報告(見込み)及び収支決算(見込み)について
　(2)令和3年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
講演会
　演題　温暖化による佐賀への影響と将来予測
　講師　佐賀地方気象台　調査官　伊澤慶司

佐嘉神社記念館(佐賀市)
山口事務局長

R3.2.17
令和2年度日本学校歯科医会
加盟団体長会

報告事項
　(1)会務報告
　(2)会計現況報告・会計事務連絡
　(3)学校歯科医制度90周年及び法人設立50周年記念式典・祝賀会について
　(4)公益法人移行について
　(5)令和3年度の大きな事業(大会等)について
　(6)養護教諭及び歯科衛生士に対する研修会への協力について
　(7)その他
協議事項
　(1)第101回臨時代議員会の議案について
　(2)その他

Web開催
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

R3.2.17 第4回日本歯科医師会広報委員会
議　題
　(1)対内・対外広報活動の企画等について
　(2)その他

Web開催
陣内常務理事

R3.2.19 令和2年度佐賀県健康プラン推進審議会

議　題
　(1)令和2年度の取組状況について
　(2)地域と職域の連携について
　(3)その他

Web開催
舛元理事

R3.2.20
令和2年度第2回九州各県歯科医師会
会長会

報　告
　(1)令和3年度九地連公募研究事業について
　(2)令和4年度九地連公募研究事業テーマについて
議　題
　(1)協議会の運営及び付議事項について
　(2)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
　(3)九州各県災害対策検討委員会の設置について
　(4)日歯会長予備選挙における開票立会人の選出について
　(5)次期会長候補者打合せ会の開催について
　(6)共同指導の対応について
　(7)他諸協議題について

Web開催
門司会長

R3.2.20 令和2年度第2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
議　事
　(1)令和3年度事業実施計画について
　(2)令和3年度一般会計予算について
　(3)九州各県災害対策検討委員会の設置について
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

Web開催
門司会長
松尾副会長
原専務理事
山口事務局長

R3.2.20 第2回食支援連携推進研修会

講演・ケーススタディ
　　内容  「訪問歯科診療における医療保険と介護保険の役割」
　　講師　 武部　祥宗　（佐賀県歯科医師会　医療保障部）
　　　　　 江口　隆郎　（佐賀県歯科医師会　地域福祉部）

Web開催
陣内常務理事
江口理事
地域福祉部
酒井医療管理学術委員会委員　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

R3.2.22
「令和2年度佐賀県医師会及び佐賀県歯科医師会
と連携した糖尿病等対策事業」に係る打合会

協　議
　①医科-歯科連携のための人材育成研修会(3月5日)について
　②佐賀県歯科医師会が開発する糖尿病者等支援のための
　　医科及び歯科の連携に係る資材について
　③その他

Web開催
陣内常務理事
舛元理事
尾鷲成人産業保健委員会委員長
古賀地域保健委員会副委員長

R3.2.24 第46回佐賀県高齢者保健福祉推進委員会
協　議
　第8期さがゴールドプラン21の策定について

佐賀県庁(佐賀市)
江口理事

R3.2.25
第149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

メートプラザ佐賀(佐賀市)
門司会長

R3.2.26 第131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

Web開催
門司会長

R3.3.5
「令和2年度佐賀県医師会及び佐賀県歯科医師会
と連携した糖尿病等対策事業」医科-歯科連携の
ための人材育成研修会

講演１
　演題「糖尿病重症化予防と医科-歯科連携について」
　講師：佐賀県歯科医師会　地域保健委員会　副委員長　古賀　真
講演２
　演題「糖尿病重症化予防と医科-歯科連携について」
　講師：佐賀大学医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科　教授　安西　慶三

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
古賀地域保健委員会副委員長

R3.3.8 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2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2年度決算見込みについて
　　議案第2号　令和3年度事業計画(案)について
　　議案第3号　令和3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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庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R3.3.9 第849回支払基金幹事会

議　題
　1．報告事項
　　(1)支払基金定款の一部変更(案)
　　(2)令和2事業年度一般会計収入支出予算変更(案)
　　(3)令和3事業年度社会保険診療報酬支払基金事業計画(案)
　　(4)令和3事業年度審査支払会計収入支出予算(案)
　　(5)保険者との契約の改定(案)
　　(6)令和2事業年度特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計収入支出
　　　 予算等の一部変更(案)
　　(7)第24次審査情報提供(医科)及び第19次審査情報提供(歯科)
　　(8)医療費の動向(令和2年7月～9月診療分　医科・歯科・調剤)～被用者保険等分～
　　(9)令和4年度新規職員採用計画
　 (10)令和2年度支部総合監査(佐賀支部)の実施結果について
　2．協議事項
　　令和3年度佐賀支部運営委員会開催予定日(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2年12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

R3.3.11 佐賀県循環器対策推進協議会

協議事項
　(1)循環器病の現状と取組状況について
　　 ・循環器病対策推進法(平成30年12月14日公布　令和元年12月1日施行)
　　 ・循環器病対策基本計画(令和2年10月27日閣議決定)
　　 ・佐賀県循環器病対策推進計画の策定について
　　 ・スケジュール
　(2)循環器病の現状と取組状況について
　　 ・現状
 　　・取組状況(関係課)

佐賀県庁(佐賀市)
舛元理事

R3.3.11 佐賀県口腔ケア研修会
講　演
　演題　「医療に口腔ケアは外せない～周術期口腔機能管理を中心に～」
　講師　佐賀県医療センター好生館　館長　佐藤　清治

Web開催
陣内常務理事
江口理事
地域福祉委員　外　会員

R3.3.12 第194回日歯臨時代議員会

決議事項
　第1号議案　令和3年度事業計画の件
　第2号議案　令和3年度入会金及び会費の額の件
　第3号議案　令和3年度収支予算の件
　第4号議案　令和3年度資金調達及び設備投資の見込みの件
　第5号議案　公益社団法人日本歯科医師会役員選挙規則の一部改正の件

日歯会館(東京都)
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

R3.3.12 令和2年度佐賀県献血推進協議会
議　事
　令和3年の佐賀県献血推進計画(案)について

書面開催
宮原理事

R3.3.15 障害者等歯科保健推進研修会①

特別講演
　演題　「佐賀県における障害福祉の現状」
　講師　佐賀県健康福祉部障害福祉課　課長　森　満
講演・実習１
　演題　「障害者の行動管理(鎮静法と全身麻酔・緊急時の対応を含む)」
　講師　社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園　歯科　久保田　智彦
講演２
　演題　「口腔内の問題に対する考察とその対応(口腔衛生管理)」
　講師　社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園　歯科　寶亀　幸子

Web開催
陣内常務理事
江口理事
地域福祉委員　外　会員

R3.3.16 障害者等歯科保健推進研修会②

講演・実習１
　演題　「障害者別の対応のポイント」
　講師　おがた小児歯科医院　理事長　石倉　行男
講演２
　演題　「障害者への歯科保健指導のポイント～日常の口腔ケアを主として～」
　講師　おがた小児歯科医院　歯科衛生士　原田　順子

Web開催
陣内常務理事
江口理事
地域福祉委員　外　会員

R3.3.16
令和2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)副会長の指名について
　(2)ピカピカリンクの現状について
　(3)2022年度以降のピカピカリンク運営サポート委託に係る費用の負担について
　(4)報告事項
　   ・ID-Link強化機能(最新データ取得定時実行機能)について
　(5)その他

佐賀県医療ｾﾝﾀｰ好生館(佐賀市)
林田副会長

R3.3.16
令和2年度第3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

協議内容
　(1)医療費及び健診データ分析について
　(2)佐賀県糖尿病・人工透析予防対策研究事業について
　(3)佐賀県医療費適正化計画【第3期】進捗状況について
報告事項等
　(1)広報事業等について
　(2)データヘルス計画の推進について
　(3)佐賀県糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて
　(4)その他

佐賀県国保会館(佐賀市)
舛元理事

-27-



庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R3.3.16
令和2年度佐賀県学校保健会
第3回理事及び評議員会

議　題
　(1)令和2年度事業実施及び決算見込みについて
　(2)令和3年度事業計画(案)及び予算(案)について
　(3)その他

佐賀県庁(佐賀市)
陣内常務理事
舛元理事

R3.3.17 障害者等歯科保健推進研修会③
講演・実習１
　演題　「障害者歯科の現状と課題」
　講師　福岡歯科大学成長発達歯学講座　障害者歯科学分野　教授　小島　寛

Web開催
陣内常務理事
江口理事
地域福祉委員　外　会員

R3.3.17 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2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2年度決算見込みについて
　　議案第2号　令和3年度事業計画(案)について
　　議案第3号　令和3年度予算(案)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

R3.3.18
令和2年度佐賀県健康づくり財団
第4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
議　事
　第1号議案　令和3年度佐賀県健康づくり財団事業計画(案)について
　第2号議案　令和3年度佐賀県健康づくり財団収支予算(案)について
　第3号議案　令和3年度佐賀県健康づくり財団資金調達及び設備投資の
　　　　　　 見込み(案)について
　第4号議案　令和2年度特別資産積立金(案)について

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
林田副会長

R3.3.18
令和2年度第2回佐賀県地域医療介護
総合確保促進会議

議　題
　令和3年度地域医療介護総合確保基金事業の要望について

書面開催
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

R3.3.22 令和2年度フッ化物洗口推進事業連絡協議会

議　題
　(1)令和2年度「フッ化物推進事業」について
　(2)来年度新規事業「フッ化物洗口推進事業委託」について
　(3)各市町におけるフッ化物洗口の実施状況について

佐賀県歯科医師会館(佐賀市)
地域保健部員

R3.3.22
令和2年度第1回佐賀県地域医療構想
調整会議

議　題
　(1)報告事項
　　 ・令和元年度及び令和2年度病床機能報告の結果について
　　 ・来年度の地域医療構想調整会議の進め方について
　　 ・良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
       医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について
　(2)その他

佐賀県庁(佐賀市)
門司会長

R3.3.23 口腔保健支援センター事業委員会

議　題
　(1)令和2年度の事業実施状況について
　(2)令和3年度の事業計画について
　(3)佐賀県口腔保健支援センターについて
　(4)その他

Web出席
原専務理事

R3.3.23
令和2年度佐賀県肝疾患対策委員会及び
肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

議　題
　(1)佐賀県肝疾患対策委員会追跡委員会からの報告
　(2)佐賀県健康増進課がん撲滅特別対策室からの報告
　(3)佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センターからの報告
　(4)その他

Web出席
松尾副会長

R3.3.24 第101回日本学校歯科医会臨時代議員会

目的事項
　第1号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　会費及び負担金に関する規則変更
　第2号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　入会及び退会に関する規則変更
　第3号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　令和3年度事業計画
　第4号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　令和3年度収支予算
　第5号議案　一般社団法人日本学校歯科医会　令和3年度資金調達及び設備投資の
             見込みについて

日歯会館(東京都)
門司会長

R3.3.24 第47回佐賀県高齢者保健福祉推進委員会
協　議
　第8期さがゴールドプラン21の策定について

佐賀県庁(佐賀市)
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

R3.3.24 第56回佐賀県防災会議

議事
　議題1　佐賀県地域防災計画の修正
報告事項
　報告1　県の防災の取組
　　　　 ・防災アクション推進事業
　　　　 ・航空消防防災体制の整備
　報告2　佐賀県地方気象台から
　報告3　唐津海上保安部から
　報告4　九州地方整備局から
　報告5　福岡財務支局　佐賀財務事務所から
　報告6　佐賀県国際交流会から

佐賀県庁(佐賀市)
林田副会長

R3.3.25 令和2年度スポーツ医・科学委員会

内　容
　・令和2年度スポーツ医・科学委員会事業報告について
　・令和3年度スポーツ医・科学委員会事業報告について
　・国民体育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
　・その他

佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ会館(佐賀市)
梅津常務理事

R3.3.26 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2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2年度決算見込みについて
　　議案第2号　令和3年度事業計画(案)について
　　議案第3号　令和3年度予算(案)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

R3.3.26 佐賀県介護保険事業連合会理事会

議　題
　報告事項
　　代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況について
　　　1.令和2年度事業実施結果について
　　　2.各協議会の加入状況について
　　　3.令和2年度決算見込みについて
　審議事項
　　　議案第1号　令和3年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
　　　議案第2号　専決規程の一部改正について
　　　議案第3号　経理規程の一部改正について
　　　議案第4号　研修部会委員の選任について
　その他
　　決算理事会の開催について

佐賀ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ(佐賀市)
松尾副会長
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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

R3.3.29
第150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

R3.3.29 第3回佐賀県保険者協議会

協議内容
　(1)保険者協議会の事業について（専門部会での決定事項等）
　(2)医療費及び健診データ分析について
　(3)佐賀県糖尿病・人工透析予防対策研究事業について
　(4)佐賀県医療費適正化計画【第3期】進捗状況について
　(5)その他

佐賀県国保会館(佐賀市)
松尾副会長

R3.3.31
令和2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

講演
　「事業場における歯科口腔保健等の取り組みについて」
　　労働基準局安全衛生部労働衛生課長　髙倉　俊二
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　髙田　淳子
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2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)コロナ禍における歯科保健活動の在り方について
　(2)その他
8020推進財団報告
　8020推進財団理事　山本　秀樹
日本歯科総合研究機構報告
　日本歯科総合研究機構主任研究員　恒石　美登里

Web開催
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

R3.3.31 令和2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)佐賀県がん地域医療連携クリティカルパスについて
　(3)PDCAサイクルについて(緩和ケア)
　(4)がん登録データの収集、分析及び評価等について
　(5)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
　(6)平成31年度(令和元年度)佐賀県・地域がん診療連携拠点病院研修実績について
　(7)令和2年度佐賀県緩和ケア研修会実施状況について
  (8)がん等関連データ活用調査研究
  (9)本年度がん拠点病院ニュース発行について
 (10)意見交換(各病院の課題等)
 (11)その他

Web会議
門司会長

R3.3.31 令和2年度佐賀県がん対策等推進協議会

会議概要
　1　第3次計画(平成30年度～)の進捗状況について
　2　各部会での検討概要について
　3　その他

佐賀県庁(佐賀市)
陣内常務理事
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