
庶　務　報　告　( 諸会議等開催 )

開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R3.4.11 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

R3.4.13 第1回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.報告事項
　　(1)支部運営委員会規則の制定について
　　(2)参与の委嘱・解嘱について
　　(3)令和3年4月期職員の人事異動について
　　(4)令和3年事業年度保健医療情報等の活用に関する取組に係る支払基金予算
　 　　ア　保健医療情報会計収入支出予算(案)
　　 　イ　医療機関等情報化補助関係特別会計収入支出予算(案)
　　(5)令和3事業年度財政調整等特別会計予算
　　　 ア　前期高齢者特別会計等予算(案)
　　　 イ　認可事業特別会計特別保健福祉事業費勘定予算(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の認可
　　(7)公益代表役員等の公募
　　(8)「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」の公表(第6回)
　　(9)本部・支部総合監査結果報告(令和2年11月～令和3年2月実施分)
 　(10)オンライン資格確認(医療関係向けポータルサイトアカウント登録状況及び
　　　 顔認証付きカードリーダー申込状況)の進捗状況について
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3年1月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

支払基金佐賀支部(佐賀市)
門司会長

R3.4.17
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)日歯地区推薦理事の推薦について
　(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委員の選定について
　(6)次期九地連役員の互選について
　(7)その他

Web会議
門司会長

R3.4.27
第151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

R3.4.28 佐賀県介護保険事業連合会理事会

議　事
　審議事項
　　議案第1号　令和2年度事業報告及び決算について
　　議案第2号　令和3年度通常総会の開催日時、場所及び議事に付すべき事項
　その他
　　1.役員改選について

佐賀メディカルセンター(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

R3.4.28
佐賀県居宅サービス事業者協議会総会
佐賀県居宅介護支援事業者協議会総会

議　題
　議案第1号　令和2年度事業実施結果及び決算について
　議案第2号　令和3年度事業計画について
　議案第3号　令和3年度予算について

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
門司会長

R3.4.28

佐賀県居宅サービス事業者協議会総会
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総会
佐賀県地域包括・在宅介護支援ｾﾝﾀｰ協議会総会

議　題
　議案第1号　令和2年度事業実施結果及び決算について
　議案第2号　令和3年度事業計画について
　議案第3号　令和3年度予算について
　議案第4号　監事の交代について

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
江口理事

R3.5.11 第2回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.報告事項
　　(1)社会保険診療報酬支払基金保有資産活用基本方針(案)
　　(2)令和3事業年度社会保険診療報酬支払基金事業計画及び予算の認可
　　(3)審査支払機能の在り方に関する検討会
　　(4)令和2年度監事監査振り返り及び令和3年度監事監査計画
　　(5)令和3年度内部監査計画
　　(6)支払基金改革の進捗状況
　　(7)令和2年度支部の取組み結果及び令和3年度支部の取組みについて
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3年2月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

支払基金佐賀支部(佐賀市)
門司会長

R3.5.14 佐賀県薬事審議会

議　題
　(1)佐賀県薬事審議会における認定薬局に係る調査審議方法について
　(2)都道府県知事裁量について
　(3)その他

佐賀県薬剤師会(佐賀市)
江口理事

R3.5.17
第16回佐賀県合同輸血療法委員会
世話人会

議　題
　(1)第15回世話人会議事録確認
　(2)令和3年度｢佐賀県合同輸血療法委員会｣の活動について
　　 ア.「第12回佐賀県合同輸血療法委員会」の開催について
　　 イ.アンケート調査内容について
　(3)令和3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
　(4)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

R3.5.20 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
　(2)その他
議　事
　第1号議案　令和2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　令和2年度佐賀県健康づくり財団決算(案)について
　第3号議案　令和3年度定時評議員会の日時・場所・議案(案)について

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
林田副会長

R3.5.20
佐賀県「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動実行委員会

議　題
　(1)令和2年度佐賀県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施結果等について
　(2)令和3年度佐賀県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施計画について
　(3)その他

佐賀県庁(佐賀市)
宮原理事

R3.5.27 九州各県災害対策検討委員会

報　告
　(1)九州各県災害対策検討委員会の設置について
協　議
　(1)九州各県災害対策検討委員会委員長の選定について
　(2)九州各県災害対策検討委員会の開催月の検討について
　(3)各都道府県における災害歯科支援チームの編成について
　(4)他諸協議題について

Web会議
林田副会長

R3.5.28 第132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

R3.6.3 令和3年度第1回佐賀県医療審議会

協　議
　(1)医療審議会会長等の選任
報　告
　(1)第7次佐賀県保健医療計画の進捗状況について
　(2)第7次佐賀県保健医療啓作の中間見直しについて
　(3)医療型障害児入所用ベッドの増床について(社会福祉法人　佐賀整肢学園)
  (4)佐賀県循環器病対策推進計画について

佐賀県庁(佐賀市)
門司会長

R3.6.5 令和3年度歯科医療安全対策講習会

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：佐賀県歯科医師会　総合対策委員会　歯科医療安全対策部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　吉田　陽一
　演題：「弁護士から見た医療事故対応」
　講師：安永法律事務所　弁護士　安永　治郎

Web開催
門司会長
梅津常務理事
宮原理事
塚本部長
総合対策委員
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

R3.6.8 第3回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.報告事項
　　(1)支部運営委員の委嘱・解嘱について
　　(2)請求関係帳票データ変換ツールにおける個人情報の格納について
　　(3)令和3年度委託金の状況
　　(4)令和2年度診療報酬等債権譲渡・差押等処理状況
　　(5)審査委員の改選状況について(佐賀支部)
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3年3月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

支払基金佐賀支部(佐賀市)
門司会長

R3.6.13
令和3年度第1回佐賀県学校歯科保健研修会
「学校歯科医生涯研修制度」基礎研修

研修会
　その1：学校歯科保健の概念を把握する
　　　　　佐賀県学校歯科医会委員会　委員長　泉福　浩志
　その2：学校歯科保健における保健教育を理解する
　　　　　佐賀県歯科医師会地域保健委員会　委員長　古川　直樹
　その3：学校歯科保健による保健管理を理解する
　　　　　佐賀県学校歯科医会　理事　舛元　康浩
　その4：学校歯科保健による組織活動を理解する
　　　　　佐賀県歯科医師会成人産業保健委員会　委員　沖　　宜親

Web開催
門司会長
陣内常務理事
舛元理事
地域保健部員　外　会員

R3.6.17
令和3年度「糖尿病と特定健診／糖尿病と
歯周病」に関する啓発動画制作業務
委託に係る企画コンペ審査会

内　容
　1)挨拶
　2)参加者によるプレゼンテーション
　3)審査及び結果発表

佐賀県庁(佐賀市)
古川地域保健委員長

R3.6.22 令和3年度第1回地域医療支援病院委員会

議　題
　(1)令和2年度事業実績報告・地域医療研修報告
　(2)令和3年度事業計画
　(3)その他(御意見、御要望)

好生館(佐賀市)
門司会長

R3.6.23 第103回日本学校歯科医会定時代議員会

議　題
　第1号議案　令和2年度貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
　　　　　　 並びに財産目録の承認
　第2号議案　役員選任

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

R3.6.25 第195回日歯定時代議員会

報告事項
　令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)事業報告の件
決議事項
  1.令和2年度(令和2年4月1日から令和3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.役員報酬算定審議会委員承認の件
　3.役員退職慰労金支給の件
  4.理事選任の件
  5.監事専任の件

日歯会館(東京都)
門司会長

R3.6.28
第153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

R3.7.6
令和3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2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3年度役員(案)について
　(4)令和3年度事業計画(案)及び予算(案)について
  (5)その他

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
江口常務理事
舛元理事

R3.7.7 令和3年度第1回佐賀県保険者協議会

議決事項
　(1)令和2年度事業実績及び歳入歳出決算について
　(2)令和3年度補正予算について
報告事項
　(1)医療費適正化計画の報告について
　(2)保険者協議会における日本健康会議の達成要件(宣言3)について
　(3)令和3年度事業計画について

佐賀県国保連合会(佐賀市)
松尾副会長

R3.7.10
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)
江口常務理事
小栁理事
地域福祉委員　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

R3.7.13 第4回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.報告事項
　　(1)請求・支払領域における本稼働の延伸について
 　 (2)公益代表役員等の選任(案)
　　(3)令和2事業年度事業状況及び決算(案)
　　　 ア　一般会計
　　　　 ・事務費勘定
　　　　 ・診療報酬等概算前払補助勘定
　　　　 ・社会保障・税番号制度勘定
　　 　イ　医療機関等情報化補助関係特別会計等
　　 　ウ　前期高齢者関係特別会計等
　　　 　・前期高齢者特別会計事業費勘定
　　　 　・後期高齢者医療特別会計事業勘定
　　(4)本部監事監査結果報告
　　(5)審査委員会規程(省令)の一部改正
　　(6)令和3年6月審査委員改選の状況
　　(7)令和2年度の支払基金の取扱状況
　　　 ア　診療報酬等確定状況(令和2年4月～令和3年3月診療分)
　　 　イ　審査状況(令和2年5月～令和3年4月審査分)
　　　 ウ　特別審査委員会の取扱状況(令和2年5月～令和3年4月審査分)
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3年4月審査分)
  　(2)佐賀支部における事業状況について

支払基金佐賀支部(佐賀市)
門司会長

R3.7.14
令和3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2年度　歯科保健事業について
協　議
　令和3年度　歯科保健事業の計画について

佐賀県庁(佐賀市)
江口常務理事

R3.7.16
令和3年度第1回九州各県歯科医師会
事務局長連絡会

報告事項
　(1)九地連関係について
　(2)その他
協議事項
　(1)第73回九州歯科医学大会の準備状況(熊本県)
　　 ①開催日時、開催方法
 　　②講演内容
　　 ③広報関係
 　　④厚生行事
　　 ⑤その他
　(2)令和3年度九州各県事務職員研修会の開催計画について
　　 令和3年11月19日20日(長崎県)
　(3)令和2年度九地連職員互助会会計決算及び令和3年度収支現況報告
　(4)各県提出議題についての情報交換(各県)
　(5)その他

Web開催
山口事務局長
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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

R3.7.28
第154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

R3.7.31 佐賀緩和ケア研究会世話人会
特別講演
　演題：「循環器疾患に関する緩和ケアの提言を紐解く」
　講師：飯塚病院　連携医療・緩和ケア科　兼　心不全ケア科　大森　崇史

Web開催
小栁理事

R3.8.3
佐賀県スポーツ協会
スポーツ医・科学委員会

議　事
　①令和3･4年度(公財)佐賀県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会副委員長の
　　指名について
　②令和3年度(公財)佐賀県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会事業計画について
　③令和3年度国民体育大会佐賀県代表選手のメディカルチェックの実施について
　④令和3年度JSPO委託事業「アンチ･ドーピング教育･啓発事業」の実施について

佐賀県スポーツ会館(佐賀市)
宮原理事

R3.8.6
令和3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

協議事項
　(1)部会長・副部会長の選任について
　(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)医療費適正化計画の報告について
　(5)保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり事業について
　(6)その他

佐賀県国保会館(佐賀市)
舛元理事

R3.8.6 フッ化物洗口マニュアル委員会
議　題
　(1)フッ化物洗口マニュアルの内容について
　(2)その他

佐賀県庁(佐賀県)
舛元理事

R3.8.7
令和3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)他諸協議題について

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

R3.8.7 令和3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
　(1)令和2度一般会計決算について
　(2)令和2年度積立金会計決算について
　(3)令和3年度事業実施計画について
　(4)令和3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

R3.8.7 令和3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2年度諸会計決算報告について
　(4)令和3年度事業計画について

Web会議
門司会長　外　役員

R3.8.10 第5回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.報告事項
　  (1)支払基金役員等について
　  (2)令和2年事業年度前期高齢者関係特別会計等の決算の承認
　  (3)審査支払新システムへの移行について
  　(4)審査関係の数値目標に対する実施状況
　　(5)オンライン請求資格前確認及び顔認証システムに係る取組み状況
　　(6)出産育児一時金に係る(紙)申請に対する取組み状況
　　(7)地方単独医療費助成事業に係る審査支払業務の拡大に向けた取組み
　　(8)レセプト電算処理システムのレセプト画面に関する主な変更概要について
　2.定例報告
  　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3年5月審査分)
　  (2)佐賀支部における事業状況について

支払基金佐賀支部(佐賀市)
門司会長

R3.8.21
「令和3年度佐賀県医師会及び佐賀県歯科医師会
の連携のための糖尿病等対策事業」
医科－歯科連携のための人材育成研修会

研修会
　演題：「歯周病から全身の疾患をみすえる」
　講師：大阪大学大学院歯学研究科予防歯学　教授　天野　敦雄

　演題：「糖尿病の食事療法について」
　講師：佐賀大学医学部附属病院　食育指導センター　副センター長　射場　裕美子

Web開催
門司会長
江口常務理事
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

R3.8.25
第1回「糖尿病と特定健診/糖尿病と歯周病」に
関する啓発動画制作検討委員会

内　容
　(1)挨拶
　(2)動画内容の検討
　(3)今後の予定

Web参加
泉福成人産業保健委員会委員長

R3.8.27
第155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

R3.8.28
令和3年度九州地区学校歯科医会
役員連絡協議会

議　題
　(1)令和3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

Web開催
舛元理事
尾鷲委員長
江越副委員長

R3.9.9
令和3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
　(2)その他
議　事
　(1)佐賀県健康づくり財団個人情報安全管理規則の一部改正(案)について
　(2)その他

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
林田副会長

R3.9.11 令和3年度第1回九州各県歯科医師会専務理事会

協議事項
　(1)令和3年度各県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

R3.9.14 第6回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.報告事項
　  (1)支払基金改革の進捗状況について
　  (2)支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)の公表(第7回)
　  (3)オンライン資格確認の本格運用に向けた現在の状況
　2.定例報告
  　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3年6月審査分)
　  (2)佐賀支部における事業状況について

支払基金佐賀支部(佐賀市)
門司会長

R3.9.14
令和3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)「ノート機能」を用いた連絡運用について
　(4)その他

好生館(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

R3.9.25
令和3年度歯科医師の認知症対応力
向上研修会

講演1
　演題｢認知症に関する基礎知識｣
　講師：医療法人すずらん会たろうクリニック　院長　内田　直樹
講演2
　演題｢認知症の方への歯科としてのかかわり方～訪問専門歯科医の立場から～｣
　講師：医療法人福和会別府歯科医院　副院長　中尾　祐

Web開催
門司会長
小栁理事
地域福祉委員　外　会員

R3.9.28
令和3年度第2回佐賀県国民健康保険団体連合会
保健事業支援・評価委員会

内　容
　1)データヘルス進捗重点支援保険者の取組状況について
　2)後期高齢者医療広域連合のデータヘルス計画及び高齢者の保健事業と
　　介護予防の一体的実施の事業計画について
　3)血清アルプミンにかかる多変量解析の分析結果について
　4)佐賀県の医療費分析の取組について
　5)令和3年度保健事業支援･評価委員会の事業計画について

佐賀県国保会館(佐賀市)
江口常務理事

R3.9.28
第156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

R3.9.30 第15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
　3.構成団体からの提出議題について
　4.その他

Web開催
江口常務理事

R3.10.1
第2回「糖尿病と特定健診/糖尿病と歯周病」に
関する啓発動画制作検討委員会

内　容
　1)挨拶
　2)動画内容の検討
　3)今後の予定及び次年度の広報計画について

佐賀県庁(佐賀市)
舛元理事

R3.10.2 九州各県歯科医師会学術担当者会

議　題
　(1)令和3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
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

R3.10.2 九州各県歯科医師会地域保健担当者会

議　題
　(1)令和3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
門司会長
原専務理事
江口常務理事
舛元理事
小栁理事
地域保健部員
地域福祉委員

R3.10.8 令和3年度社会保険指導者研修会

研修会内容
　「歯科医療現場に求められる感染症対策～コロナ禍そして今後～」
報　告
　「最近の歯科医療の動向について（保険診療）」
　　　　　　　　　厚生労働省保険局　歯科医療管理官　宮原　勇治
　「歯科における新規技術や期中導入について」
　　　　　　　　　　　　　日本歯科医師会　常任理事　林　　正純
研　修
　「新たなパンデミックに備える－歯科の対応－」
　　　　　　　　　　　　　日本歯科大学口腔外科　教授　小林　隆太郎

Web会議
武部理事
医療保険委員

R3.10.9 九州各県歯科医師会社保担当者会

議　題
　(1)令和3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

R3.10.9 九州各県歯科医療安全対策担当者会

議　題
　(1)各県歯科安全対策関係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
近藤総合対策委員会委員
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

R3.10.12 第7回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.報告事項
　  (1)理事長特任補佐の辞職および選任
　  (2)審査支払新システムの稼働におけるシステム障害の状況
　  (3)令和3事業年度保健医療情報会計　情報分析活用勘定の設定および予算(案)
  　(4)令和3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
　　(5)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
　　(6)第25次審査情報提供(医科)及び第20次審査情報提供(歯科)
　2.定例報告
  　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3年7月審査分)
　  (2)佐賀支部における事業状況について

支払基金佐賀支部(佐賀市)
門司会長

R3.10.15
令和3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)後期高齢者の現況について
　(2)令和3年度の保険料の賦課状況について
　(3)新型コロナウイルス感染症への対応について
　(4)長寿健康づくり事業について
　(5)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業について
　(6)マイナンバーカード取得促進について

佐賀市大和支所(佐賀市)
江口常務理事

R3.10.16 九州各県歯科医師会広報担当者会

議　題
　(1)令和3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
遠山理事
原田会員情報委員会委員長

R3.10.16 九州各県歯科医師会医療管理担当者会

議　題
　(1)令和3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
梅津常務理事
宮原理事
北村医療管理学術委員会委員長
平山医療管理学術委員会副委員長

R3.10.17 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

R3.10.22
令和3年度九州地区連合歯科医師会
役員会

議　事
　(1)第73回九州歯科医学大会の運営について
　(2)JDATの創設について
　(3)令和3年度災害歯科保健医療アドバンズ研修会の出席者について
　(4)日本在宅歯科医療・介護連携推進連絡協議会の委員交替について
　(5)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

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

R3.10.23 第73回九州歯科医学大会

基調講演1
　演題｢歯科医療と口腔健康管理の過去・現在・未来」
　講師：公益社団法人日本歯科医会　会長　堀　憲郎
基調講演2
　演題｢認知症と歯科～認知症になる前にすること、認知症になったらすること～｣
　講師：日本歯科大学　教授　菊谷　武
特別講演
　演題｢この国の行方‐日本の在るべき姿‐｣
　講師：ジャーナリスト　櫻井　よしこ

Web開催
門司会長　外　役員　会員

R3.10.24 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

R3.10.25 さが健康維新県民会議2021
講　演
　からだと心の健康経営
　株式会社タニタ　代表取締役社長　谷田　千里

ホテルマリターレ創世(佐賀市)
門司会長
江口常務理事
舛元理事

R3.10.26
令和3年度佐賀県学校保健会
第2回理事及び評議員会

協　議
　(1)令和3年度佐賀県学校保健会表彰被表彰者の審査について
　(2)その他
その他
　(1)令和3年度佐賀県学校保健会事業計画について
　(2)令和3年度学校保健に関する研究会開催要項について
　(3)令和3年度佐賀県「歯と口の健康づくり」研修会の開催要項について
　(4)その他

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
江口常務理事
舛元理事

R3.10.27
第157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

R3.10.31 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

R3.11.6 第1回食支援連携推進研修会

講演Ⅰ
　演題：口腔機能低下症に関する基本的な考え方
　講師：医療法人井上会　篠栗病院　歯科医長　鈴木　宏樹
講演Ⅱ
　演題：訪問歯科診療における口腔機能低下症と算定
　講師：医療法人福和会　別府歯科医院　副院長　中尾　祐
実習・講演Ⅲ
　演題：口腔機能精密検査　デモ実習
　講師：医療法人井上会　篠栗病院　歯科医長　鈴木　宏樹
　　　　医療法人福和会　別府歯科医院　副院長　中尾　祐
　　　　佐賀県歯科医師会　地域福祉部員

佐賀県歯会館(佐賀市)及びWeb開催
江口常務理事
小栁理事
地域福祉委員　外　会員

-16-
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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

R3.11.7 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

R3.11.9 第8回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.報告事項
　  (1)令和3年度社会保険診療報酬支払基金関係功労者厚生労働大臣表彰について
　  (2)審査支払新システムの稼働におけるシステム障害の状況
　  (3)支払基金改革の進捗状況
  　(4)監事監査結果報告(令和3年7月、9月実施分)
　　(5)監事意見書に対する取組の進捗状況
　　(6)支部総合監査結果報告(令和3年6月～8月実施)
　　(7)審査関係訴訟事件
　2.定例報告
  　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3年8月審査分)
　  (2)佐賀支部における事業状況について

支払基金佐賀支部(佐賀市)
門司会長

R3.11.12 令和3年度佐賀県「歯と口の健康づくり」研修会

講　演
　演題｢子ども達にみられる口腔機能の発達不全と健康教育について｣
　講師：福岡歯科大学 成長発達歯学講座　生育小児歯科学分野　教授　尾崎　正雄
実践発表
　発表主題｢笑顔で生き生きと歯と口の健康づくりに取り組む児童の育成｣
　発表者：元佐賀市立若楠小学校　教諭　深草　裕子
　　　　　元佐賀市立若楠小学校　養護教諭　坂井　規子
指導助言
　佐賀県歯科医師会　地域保健担当理事　舛元　康浩

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
門司会長
江口常務理事
舛元理事

R3.11.13 第42回全国歯科保健大会
特別講演
　演題：「私の柔道哲学」
　講師：東京2020オリンピック男子柔道代表監督/金メダリスト　井上　康生

メディキット県民文化センター(宮崎県)
門司会長
松尾副会長

R3.11.14 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

R3.11.17 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

R3.11.17 佐賀県要保護児童対策協議会

議　題
　(1)要保護児童等支援の取組について
　(2)各機関の取組等について
　(3)その他

Web出席
尾鷲成人産業保健委員

-17-
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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

R3.11.17 佐賀県「ストップ糖尿病」対策会議

議　事
　(1)糖尿病にかかる佐賀県の現状と課題
　(2)糖尿病対策Ⅰ(体制整備、1次予防を中心に)
　(3)糖尿病対策Ⅱ(重病化予防を中心に)
　(4)関係団体
　(5)その他

Web開催
舛元理事

R3.11.19 令和3年度九州各県事務職員研修会

講　演
　演題：こころとからだの健康づくり～セルフケアの大切さについて
　講師：長﨑産業保健総合支援センター　産業保健専門職(保健師)　山下　美和子
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

Web開催
山口事務局長　外

R3.11.21 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

R3.11.22 SSPコンベンション2021

SSP構想推進協議会
　・SSP構想取組状況説明
　・佐賀を拠点とする社会人アスリート及びアスリート採用企業のご紹介
　・スペシャル対談(高校選抜大会・高校総体上位入賞監督)など
SSPアワード2021
　・スポーツ功労者・佐賀県スポーツ賞などを表彰
　・東京オリンピック出場選手紹介
　・スペシャル対談(東京オリンピック出場佐賀ゆかりの選手)など

グランデはがくれ(佐賀市)
陣内常務理事

R3.11.24
第9回糖尿病・地域連携パス作成検討会議
作業部会

協議事項
　1.糖尿病・地域連携パスの見直しについて
　 (1)佐賀県糖尿病連携手帳(第5版)の改定案について
　2.その他

Web開催
江口常務理事

R3.11.25 第2回九州各県災害対策特別委員会

主要報告事項
　(1)第1回九州各県災害対策特別委員会について
　(2)日歯災害歯科保健医療連絡協議会について
　(3)その他
主要協議事項
　(1)九地連災害対策のマニュアルについて
　(2)災害時支援物資一覧の確認について
　(3)その他

Web開催
林田副会長

-18-
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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

R3.11.26 都道府県歯科医師会事務長事務連絡会

協　議
　(1)令和2年度職員互助会決算
　(2)令和2年度職員福祉年金決算
　(3)都道府県提出議題
　(4)その他

Web会議
山口事務局長

R3.11.29
第158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

R3.12.2
「令和3年度佐賀県医師会及び佐賀県歯科
医師会の連携のための糖尿病等対策事業」
に係る打合会

協　議
　①(県歯科医師会主催)医科-歯科連携のための人材育成研修会
　　(令和3年8月21日）について
　②(県医師会主催)医科-歯科連携のための人材育成研修会
　　(令和4年1月19日)について
　③令和3年度医科歯科連携のための医科歯科交流研修について
　④その他

Web開催
江口常務理事
舛元理事
古賀地域保健委員会委員長
小野地域保健委員会副委員長

R3.12.8 令和3年度在宅医療多職種連携推進研修会

講演1
　演題：「在宅･終末期医療へ多職種はどう関わるか」
　講師：医療法人慈孝会　七山診療所　医師　阿部　智介
講演2
　演題：「在宅･終末期医療へ多職種はどう関わるか」
　講師：松尾歯科医院　歯科医師　松尾　憲篤

佐賀県歯科医師会館(佐賀市)
及びWeb開催
江口常務理事
小栁理事
地域福祉委員　外　会員

R3.12.10 第2回フッ化物洗口マニュアル制作委員会
議　題
　(1)フッ化物洗口マニュアルの内容について
　(2)その他

佐賀県庁(佐賀市)
舛元理事

R3.12.10
佐賀県口腔ケア研修会
【リピート13日】

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
江口常務理事
小栁理事
地域福祉委員　外　会員

R3.12.11
令和3年度「中国・四国」「九州」
地区歯科医師会役員連絡協議会

協　議
　(1)口腔機能発達不全症に対する小児口腔機能管理料、並びに口腔機能低下症に
　　 対する口腔機能管理料の普及について
　(2)日本歯科医師会、都道府県歯科医師会、地区歯科医師会における会員種別の
　　 整合性について

Web開催
門司会長
林田副会長
松尾副会長
原専務理事
陣内常務理事
江口常務理事
梅津常務理事
山口事務局長

-19-
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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

R3.12.14 第9回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.報告事項
　　(1)審査支払新システムの稼働におけるシステム障害の状況
　　(2)「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
　　　 一部改正法執行に伴う支払基金連結情報提供業務関係業務方法書の策定等(案)
　　(3)審査委員会規程(省令)の一部改正に伴う審査決定方法等
　　(4)基金関係功績者に対する厚生労働大臣表彰
　　(5)令和3事業年度保健医療情報会計収入支出変更予算の認可
　2.定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3年9月審査分)
　　(2)佐賀支部における事業状況について

支払基金佐賀支部(佐賀市)
門司会長

R3.12.15 第104回日本学校歯科医会臨時代議員会

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

TKP市ヶ谷ビル(東京都)
門司会長

R3.12.16
佐賀災害リハビリテーション推進協議会
世話人会議

報告事項
　(1)「災害時におけるリハビリテーション支援に関する協定書」について
　(2)佐賀JRATチーム員登録について
　(3)研修計画について
協議事項
　(1)佐賀リハビリテーション研究会の共催について
　(2)発災時の初期対応および連絡体制について
　(3)世話人会の開催方法について

佐賀大学医学部附属病院(佐賀市)
江口常務理事

R3.12.18 令和3年度歯科医療関係者感染予防講習会

講演1
　演題：「在宅･終末期医療へ多職種はどう関わるか」
　講師：独立行政法人労働者健康安全機構　大阪労災病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯科口腔外科　部長　吉岡　秀郎
講演2
　演題：「新型コロナウイルス感染症の流行の現状と今後の見通し
　　　　：ストレス無く過ごすために」
　講師：佐賀大学医学部国際医療学講座付属病院感染制御部　部長　青木　洋介

メートプラザ佐賀(佐賀市)
及びWeb開催
梅津常務理事
宮原理事
医療管理部員　外　会員

R3.12.20
令和3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

協議事項
　(1)健康づくりに取り組む5つの実行宣言2025について
　(2)加入者の健康づくりの推進等について
　(3)データヘルス計画の推進について
　(4)令和4年度事業計画及び歳入歳出予算(案)について
　(5)その他

佐賀県国保会館(佐賀市)
泉福成人産業委員会委員長

-20-
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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

R3.12.23
令和3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
　○協議事項
　　(1)救急救命士の気管挿管病院実習対象者認定について
　　(2)検証医の交代について
　　(3)救急救命士法改正に伴う病院救命士による救急救命処置実施に関して

Web開催
宮原理事

R3.12.24 令和3年度第2回佐賀県保険者協議会

協議内容
　(1)健康づくりに取り組む5つの実行宣言2025について
　(2)令和4年度事業計画及び歳入歳出予算(案)について
　(3)専門部会での協議内容等について
　(4)その他

佐賀県国保会館(佐賀市)
松尾副会長

R3.12.24 令和3年度第1回佐賀県循環器病対策推進協議会
議　題
　①佐賀県循環器病対策推進計画(案)について
　②今後のスケジュールについて

Web会議
舛元理事

R3.12.27
第159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

R4.1.15
令和3年度九州各県歯科医師会
第2回専務理事会

議　題
　(1)令和4年度事業計画立案構想について
　(2)令和4年度予算編成構想について
  (3)令和5年度九地連公募研究事業テーマの選定について
　(4)施設基準対応講習会の対応について
　(5)九州管内歯科関係大学との協議会開催について
　(6)各県提出協議題について
　(7)その他
　　 ①各県開催の学会・研修会等の他県への配信について

Web開催
原専務理事

R4.1.17 令和3年度佐賀県障害者等歯科保健推進研修会

講演1
　演題：｢障害者の歯科健康診断-総論-｣
　講師：社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園　歯科部長　久保田　智彦
講演2
　演題：｢障がい者歯科健診における留意点｣
　講師：栗林歯科医院　院長/
　　　　社会福祉法人めぐみ厚生センター　めぐみ園　理事長　栗林　恵一
講演3
　演題：「当院における障害者歯科健診の取り組みとコツ」
　講師：下平歯科医院　副院長/社会福祉法人はる　歯科健診医　平居　久典

Web開催
江口常務理事
小栁理事
地域福祉委員　外　会員

-21-
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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

R4.1.19
「令和3年度佐賀県医師会及び佐賀県歯科医師会
の連携のための糖尿病等対策事業」
医科－歯科連携のための人材育成研修会

講演1
　演題：「医科歯科連携の実際と今後の課題～歯科医師の立場から～」
　講師：佐賀県歯科医師会地域保健部地域保健委員会　副委員長　小野大輔先生
講演2
　演題：「医科歯科連携の実際と今後の課題～医師の立場から～」
　講師：あおぞらクリニック院長　今村洋一先生

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
小野地域保健委員会副委員長
外　会員

R4.1.19 佐賀県アレルギー疾患医療連絡協議会

内　容
　(1)医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について
　(2)アレルギー疾患アンケート調査について
　(3)その他

佐賀県庁(佐賀市)
梅津常務理事

R4.1.25 令和3年度第2回地域医療支援病院委員会
議　題
　(1)令和3年事業実績状況報告・地域医療研修報告
　(2)その他(御意見、御要望)

好生館(佐賀市)
門司会長

R4.1.28
令和3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)豪雨災害及び新型コロナウイルス感染症への対応について
　(3)令和4・5年度の保険料について
　(4)令和4年度当初予算及び主要事業について
　(5)窓口負担の見直し等に係る対応について
　(6)マイナンバーカードの被保険者証利用について

佐賀市大和支所(佐賀市)
江口常務理事

R4.1.29 第12回佐賀県合同輸血療法委員会

議　題
　(1)コロナ禍における血液製剤の使用状況に係るアンケート結果報告
　(2)医療機関の事例報告
　　 独立行政法人国立病院機構　佐賀病院
　(3)コロナ禍における血液確保対策について
　(4)特別講演1
　　 「鹿児島県における新型コロナ禍における輸血医療に対する取り組み」
　　　 鹿児島大学医学部附属病院　輸血・細胞治療部　部長　古川　良尚　先生

Web開催
宮原理事

R4.1.29 第2回食支援連携推進研修会

講演Ⅰ
　　演題：歯科訪問診療の意義と実際
講師：医療法人井上会　篠栗病院　歯科医長　鈴木　宏樹
講　演Ⅱ
　演題：難解から軟解へ　歯科訪問診療算定
　講師：医療法人福和会　別府歯科医院　副院長　中尾　祐
ワークショップ
　講師：医療法人福和会　別府歯科医院　副院長　中尾　祐
　　　　佐賀県歯科医師会　地域福祉部　地域福祉委員長　田代　剛
　　　　佐賀県歯科医師会　地域福祉部員

Web開催
江口常務理事
小栁理事
地域福祉委員　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

R4.2.2
令和3年度佐賀県医療事故調査等
支援団体連絡協議会

議　案
　(1)医療事故調査制度の現況と課題について
　(2)参加団体からの質問・要望について
　(3)その他

Web開催
塚本総合対策委員会委員長
德久事務局次長

R4.2.3 令和3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3年活動実績について
　(3)その他

Web開催
塚本総合対策委員会委員長

R4.2.5
令和3年度障がい(児)者のための「笑顔とお口の
健康づくり手帳」活用研修会

特別講演
　内容：「手帳活用について」
　講師：佐賀県健康福祉部健康増進課　技術監　西村　賢二
講演1
　演題：「ひとりひとりの人生に寄り添うために～笑顔とお口の健康づくり手帳～」
　講師：佐賀県歯科医師会　経営管理部理事　宮原　昭
講演2
　演題：「障害福祉サービス　現場での活用～利用者と支援者と
        歯科通院等をつなぐ～」
　講師：佐賀中部障がい者ふくしネット　副理事長　宮原　里美
講演3
　演題：「障害者の口の健康が重要な理由～口腔の問題と定期的な歯科健康診断の
　　　　必要性～」
　講師：社会福祉法人若楠　療育医療センター若楠療育園　歯科部長　久保田　智彦

Web開催
江口常務理事
小栁理事
地域福祉委員　外　会員

R4.2.8
令和3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
　医政局歯科保健課長　小椋　正之
　医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室長　小嶺　祐子
　労働基準局安全衛生部労働衛生課長　髙倉　俊二
　老健局老人保健課医療・介護連携技術推進官　粟田　哲也
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
令和3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)地域保健に係るICT活用について
　(2)その他
8020推進財団報告
　8020推進財団理事　小玉　剛
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
小栁理事
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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

R4.2.9 令和3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)PDCAサイクルについて(緩和ケア)
　(3)本年度がん拠点病院ニュース内容について
　(4)都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会及び各部会等の報告について
　　　①都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会について
　　　②がん登録部会
　　　③情報提供・相談支援部会
　　　④緩和ケア部会
　　　⑤PDCAサイクルフォーラム
　(5)令和2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
　(6)令和3年度佐賀県緩和ケア研修会実施状況について
  (7)がん等関連データ活用調査研究
  (8)県民公開講座（R4.1.1～3.31公開)について
  (9)佐賀大学医学部附属病院がんセンター講演会
　　 「がん妊孕性温存治療」をご存じですか？(R4.1.11 開催)について
 (10)令和3年度第8回九州・沖縄ブロック 地域相談支援フォーラム
　　 in 佐賀の開催について
 (11)“佐賀県がん化学療法チーム研修会”の実施について

Web会議
門司会長

R4.2.9
令和3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

報告･協議
　1.令和3年度8020運動推進特別事業について
　2.佐賀県の歯科保健対策と現状について
　3.令和4年度「8020運動推進特別事業」の計画について
　4.歯科保健医療に関する最近の動向

Web開催
江口常務理事

R4.2.15 第5回佐賀県地域包括ケア推進会議

行政説明
　・令和3年度保険者機能強化推進交付金等の評価結果について
　・県の認知症対策について
事例紹介
　・介護予防・日常生活支援総合事業の充実のための厚生労働省職員
　　派遣事業を受け・・・神埼市
　・武雄市における生活支援コーディネーターの取り組み
　　・・・武雄市生活コーディネーター
　・医療専門職による市町支援の状況・・・県リハビリテーション3団体協議会
意見交換

Weｂ開催
小栁理事
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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

R4.2.16
令和3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)令和4年度の大きな事業(大会等)について
　(4)各種委員会報告及びお願い
　(5)第85回全国学校歯科保健研究大会報告及び
　　 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクールへの応募のお願い
　(6)その他
協議事項
　(1)第105回臨時代議員会の議案について
　(2)全国学校歯科保健研究大会開催地の選定について
　(3)その他

Web開催
門司会長

R4.2.18 令和3年度佐賀県健康プラン推進審議会

議　題
　(1)令和3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

R4.2.21 令和3年度禁煙サポート地域システム検討会

議　題
　(1)令和3年度たばこ対策事業の実施状況について
　(2)令和4年度たばこ対策事業の実施計画について
　(3)その他

佐賀県庁(佐賀市)
舛元理事

R4.2.22
「令和3年度佐賀県医師会及び佐賀県歯科医師会
の連携のための糖尿病等対策事業」医科‐歯科
連携促進のための医科歯科交流研修会

演題1
　演題：「佐賀県医師会における糖尿病対策の取り組み～医科-歯科の連携に向けて～」
　講師：佐賀県医師会　副会長　志田　正典
演題2
　演題：「開業医の立場から感じる糖尿病連携の現状について」
　講師：佐賀県歯科医師会　地域保健部　成人産業保健委員会　委員長　泉福　浩志

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
泉福先人産業保健委員長
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

R4.2.24 令和3年度小規模県歯科医師会役員懇話会

協　議
　(1)アンケート調査について
　　 ①令和2･3年度行政指導の状況並びに予定
　　 ②施設基準届状況等について
　　 ③総点数、総件数、1件あたりの点数、1医療機関あたりの点数の
 　　　対前年変化について
　　 ④指導･監査について(日歯への質問･要望等)
　　 ⑤訪問歯科診療に関する自由記載
　 　⑥令和4年度歯科保健関係予算･地域医療介護総合確保基金の進捗状況について
　　 ⑦新型コロナウイルス感染症に伴う医療機関への影響について
　　 ⑧新型コロナウイルス感染症に関する自由記載
　 　⑨会務一般に関する質問や要望の自由記載
　(2)その他
講　演
　「指導・監査について」(仮)
　　日本歯科医師会　常務理事　林　正純

Web開催
梅津常務理事

R4.2.25 第133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

R4.2.27
令和3年度第1回佐賀県学校歯科保健研修会
「学校歯科医生涯研修制度」更新研修

研修会
　その1：教育関連法規の理解と改訂のポイントについて
　　　　 (1)教育関連法規等と学校歯科保健について学ぼう
　　　　　　佐賀県学校歯科医会委員会　副委員長　　江越　良輔
　　　　 (2)ポイントを理解しよう
　　　　　　佐賀県学校歯科医会委員会　委員長　尾鷲　俊行
　その2：学校歯科健康診断の改正点
　　　　　　佐賀県学校歯科医会委員会　理事　舛元　康浩

Web開催
門司会長
江口常務理事
舛元理事
地域保健部員　外　会員

R4.3.2
令和3年度第3回九州各県歯科医師会
事務局長連絡会

協　議
　(1)令和4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4年度九州各県事務局員研修会実施構想の検討について
　(3)令和3年度九地連職員互助会会計現況報告並びに令和4年度予算について
　(4)各県提出協議題について

Web会議
山口事務局長

R4.3.3
令和3年度佐賀県地域リハビリテーション
広域支援センター連絡会議

議　題
　1.各センターの令和3年度事業実績報告
　2.佐賀県における自立支援・介護予防の推進の取組みについて
　3.「佐賀県地域リハビリテーション市町等支援事業」に関する意見交換
　4.その他

Web開催
江口常務理事
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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

R4.3.7 佐賀県介護支援専門員協議会

報告事項
　1.令和3年度事業実績結果について
　2.令和3年度決算見込みについて
　3.役員改選について
　4.協議会加入業況について
審議事項
　議案第1号　令和4年度事業計画(案)について
　議案第2号　令和4年度予算(案)について

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
小栁理事

R4.3.8 第12回佐賀支部運営委員会

議　題
　1.協議事項
　　令和4年度支部運営委員会開催予定日(案)
　2.報告事項
　　(1)支払基金定款の一部変更(案)
　　(2)令和4事業年度社会保険診療報酬支払基金事業計画(案)
　　(3)令和4事業年度審査支払会計収入支出予算(案)
　　(4)令和4事業年度保健医療情報会計収入支出予算(案)
　　(5)保険者との契約の改定(案)
　　(6)高崎オフィスモデル事業における在宅審査・在宅審査事務の試行的実施結果
　　(7)第26次審査情報提供(医科)及び第21次審査情報提供(歯科)
　　(8)令和3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
　　　 予算変更の承認
　　(9)令和4年度4月期職員の人事異動について
　3．定例報告
　　(1)佐賀支部における審査状況について(令和3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

R4.3.8
令和3年度第4回佐賀県国民健康保険団体連合会
保健事業支援・評価委員会

内　容
　1)データヘルス推進重点支援保険者の取組について
　2)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組について
　3)都道府県国保ヘルスアップ事業に関する評価及び次年度計画について
　4)第2期データヘルス計画実施状況情報交換会について
　5)令和4年度保健事業支援・評価委員会の事業計画について

佐賀県国保会館(佐賀市)
江口常務理事

R4.3.11
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4年度診療報酬改定内容について
　　 ○厚生労働省保険局医療課　課長補佐　大平　貴士
　　 ○日本歯科医師会　常務理事　林　正純
　(2)歯初診の追加研修について
　　 ○日本歯科医学会　総務理事　小林　隆太郎
　(3)その他

Web開催
梅津常務理事
武部理事
医療保険委員会委員
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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

R4.3.15
令和3年度佐賀県口腔保健支援センター
事業委員会

議　題
　(1)令和3年度の事業実施状況について
　(2)令和4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

R4.3.15
令和3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会議
松尾副会長

R4.3.15
令和3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3年度事業実施及び決算見込みについて
　(2)令和4年度事業計画(案)及び予算(案)について
　(3)その他

Web開催
江口常務理事
舛元理事

R4.3.16 令和3年度佐賀県死因究明等推進協議会
議　題
　・死因究明等施策の推進について
　・その他

佐賀県庁(佐賀市)
宮原理事

R4.3.17 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
　(2)その他
議　事
　第1号議案　令和4年度佐賀県健康づくり財団事業計画について
　第2号議案　令和4年度佐賀県健康づくり財団収支予算について
　第3号議案　令和4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について
　第4号議案　令和3年度佐賀県健康づくり財団特定資産積立金について
　第5号議案　公益財団法人佐賀県健康づくり財団育児・介護休業等に
　　　　　　 関する規則の一部改正について

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
林田副会長

R4.3.18
令和3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)その他

Web出席
舛元理事

R4.3.18 令和3年度エイズ対策連絡協議会

内　容
　・エイズの現状と県のエイズ対策事業について
　・各機関の現状と取組(情報交換)
　・今後の対策(意見交換)

Web出席
宮原理事
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開  催
年月日

会    議    名 議　　　　　題 出　席　者

R4.3.18 佐賀県居宅介護支援事業者協議会

報告事項
　1.令和3年度事業実績結果について
　2.協議会加入業況について
審議事項
　議案第1号　令和3年度決算見込みについて
　議案第2号　令和4年度事業計画(案)について
　議案第3号　令和4年度予算(案)について
　議案第4号　役員改選について

佐賀メディカルセンター(佐賀市)
小栁理事

R4.3.23 第105回日本学校歯科医会臨時代議員会

目的事項
　第1号議案　公益社団法人日本学校歯科医会 令和4年度事業計画
　第2号議案　公益社団法人日本学校歯科医会 令和4年度収支予算
　第3号議案　公益社団法人日本学校歯科医会 令和4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

R4.3.24 SAGA2024実行委員会第11回総会

議　題
　(1)報告事項
　　①委員の変更について
　　②各種方針等の改正について
　　③式典実施計画(概要編)について
　(2)審議事項
　　①令和3年度収支予算の変更(案)について
　　②令和4年度事業計画(案)について
　　③令和4年度収支予算(案)について

ホテルマリターレ創世(佐賀市)
梅津常務理事

R4.3.28 令和3年度第1回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)
江口常務理事

R4.3.29
第162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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