
平成 26年度 事業報告 

 

指針 

宮城県歯科衛生士会は、人生の生涯を通じた口腔の健康の保持増進を支援する専門職の団体として、

歯科衛生士の倫理の高揚と資質向上に努め、地域の方々の保険医療福祉の向上に貢献できるように

行動し、活動することを目標としています。 

 

１、研修事業 

（１）研修会（８回） 

    ５月１８日  第 1回研修会 

            「地域連携における歯科衛生士の役割」 

             ～周術期から見えてきた口腔支援～ 

            講師：東北大学大学院歯学研究科 

             医学・歯学イノベーションリエゾンセンター 

              歯科衛生士 伊藤 恵美 先生 

９月２８日  第 2回研修会 

            「歯科インプラント治療の基本知識と 

インプラントセンターの紹介」 

            講師：東北大学大学院歯科インプラントセンター 

             センター長・特命教授 小山 重人 先生 

    １１月３０日  第 3回研修会 

             「ＮＳＴからみた口腔管理機能と地域連携」 

               ～これから始める医科、歯科連携～ 

            講師：仙台市医療センター仙台オープン病院 

             副院長・外科主任部長・連携センター長 

                  土屋 誉 先生 

    １２月６日  日本口腔看護協会研究会 第１回宮城地区セミナー協力 

 

    １２月７日  第４回研修会歯朋星陵会（東北大学歯学部同窓会宮城支部）学術講演 

             「周術期における病診連携パート３」 

          ～歯科医師・歯科衛生士の立場から患者さんとどう向き合うか～ 

              「がん治療を口腔から支える取組」 

          講師：上野 尚雄先生（国立がんセンター中央病院 歯科医長） 

              「周術期の口腔管理とケア」 

          講師：中村奈都美先生（国立がんセンター中央病院歯科衛生士） 



   「静岡がんセンターでの地域歯科医療連携の取組と新しいがん治療薬 Update」 

        講師：百合草 健佳志 先生（静岡県立静岡がんセンター歯科口腔外科部長 

    「周術期口腔支援―その重要と地域連携 

    講師：末永 華子先生（東北大学病院予防歯科・周術期口腔支援外来） 

 平成２７年２月１日 第 5回研修会 

            「認知症サポーター養成講座」 

             ～認知症について学びましょう～ 

          講師：社会福祉法人透谷福祉会せんだんの館 

生活支援部長 新沼 清孝 先生 

                          「南三陸町での歯科支援と復興状況そして今後の課題」 

           講師：静川仮設歯科診療所 歯科衛生士 三浦 夕 先生 

      ２月８日 第 6回研修会 

             「地域の歯科医院が障がい児（者）を受け入れるには」 

          ～青森県の障がい児（者）歯科支援ネットワークについて～ 

           講師：青森県歯科医師会理事 

                   波多野 厚 先生 

             「宮城県の現状」 

            講師：宮城県歯科医師会常務理事 

                    山崎 猛男 先生 

  ３月８日  第 7回研修会 

             「嚥下障害からの回復のために」 

              ～仙南ＮＳＮの胃ろうファイルの取組～ 

              白石地区における多職種連携の試み 

             講師：白石市開業 千木良デンタルクリニック 

                   院長 千木良 尚志 先生 

                           講師：公立刈田総合病院 

                   言語聴覚士 新田 留美子 先生 

             講師：白石地域包括支援センター 

                   歯科衛生士 別司 美津子 先生 

      ３月１１日 第８回研修会 

             「災害時の歯科保健医療体制の標準化」 

           講師：東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科 

                  中久木 康一 先生 

             「歯科保健活動報告と今後について」 

           講師：宮城県歯科医師会医療班 

                     大内 康弘 先生 

 



２、公衆衛生事業 

（１）歯の衛生週間 市民のつどい 

       ６月６日   宮城・仙台口腔保健センター 

              来場者    ６６２名 

              フッ化物塗布  ５５名 

              フッ素洗口   ７０名 

              歯ぐきを守る大人の歯みがき １４名 

              協力歯科衛生士  ８名 

 

（２）デンタルファミリーボランティア（5回） 

        義歯の名入れ    １６８ 床   

        口腔ケア人数     ３６ 名 

        協力歯科衛生士数   １２ 名 

日程・場所 

            ５月 11日  医療法人翠十字「杜都千愛病院」 

６月 15日 ＪＣＨＯ仙台南病院付属介護老人保健施設 

            ８月 3日 老人保健施設「はくれい」 

10月 ５日 サニーライフ仙台 

12月 14日 介護老人保健施設「ハート五橋」 

 

（３）親子歯みがき教室（歯ぴかぴかママズカフェ ３回） 

    １０月 ５日  大郷町保健センター 

     乳幼児 17名 保護者 11名  歯科衛生士  ６名  歯科医師 １名  

 

    １１月２４日  蔵王町地域福祉センター 

     乳幼児 １２名  保護者 １２名 歯科衛生士 ６名  歯科医師 １名 

 

    12月 ７日  石巻市保健相談センター 

     乳幼児 １８名  保護者 １７名 歯科衛生士 ９名  歯科医師 1名 

     7歳以上 1名 

     

 

（４）学校歯科健診  ４月～６月（ 31 校） 

      小学校 13校   中学校 6 校   高等学校 12校 

      協力歯科衛生士数：91名 

 

（５）事業所歯科検診    



   警察署歯科健診 31回 サンスター 5回 旺歯会 １回 その他 4回 

   口腔保健協会  9回 

        協力歯科衛生士数：75名 

 

（６）障害者施設  

     就労支援センター （2カ所） 

     講話・歯科保健指導 （33名） 

     協力歯科衛生士数：4名 

 

（７）いい日いい汗 栄養まつり（平成 26年 11月 23日） 

    アエル 5階 

    協力歯科衛生士  ２名  保健指導、歯科相談 

 

（８）仙台豊齢まつり（仙台市介護予防）イベント事業 （平成 25年 11月 9日） 

    シルバーセンター   10：00～15：00 

    協力歯科衛生士  ３名  保健指導・歯科相談・口腔機能向上（56名） 

 

（９）介護予防事業 

     （１）介護予防教室及び元気応援教室 （平成 26年 4月～平成 27年 3月） 

          開催   49回    協力歯科衛生士 49名 

          研修会   10回    協力歯科衛生士  12名 

 

（１０）石巻市障害者（児）施設歯科健診および歯科保健指導 

           7月～12月（20施設） 

           協力歯科衛生士：76名 

 

 ＊気仙沼支部活動報告 

   （１） 6月 8日  歯と健康のつどい  

             歯みがき指導 協力歯科衛生士数：7名 

（２） 6月 12日  赤岩児童館 歯科保健指導  協力歯科衛生士 2名 

（３） 10月  2日  恵風荘（特別養護老人ホーム）職員研修会 

          「老人介護現場における基本的な口腔ケアについて」 職員 30 名  

協力歯科衛生士数：6名 

   （４） 10月 22日  知的障害者授産施設 松峰園 

               歯科保健指導  50名  協力歯科衛生士 4名 

 

 



   （５） 11月 20日  恵潮苑（特別養護老人ホーム）職員研修会 

            「適した口腔ケア用品の選び方と正しい使い方」 

～自分の口で体験しよう～   職員 50名 

                協力歯科衛生士数：5名 

   （６）歯科口腔保健事業（震災復興基金事業）（H25.４～H26.3）15回 

             対象：仮設住宅入居者  協力歯科医師 １5名 歯科衛生士 30名 

   （７）２歳６か月児歯科健診 （H.25.4～H26.3）19回 

              歯科保健指導・フッ化物塗布  協力歯科衛生士 19名 

   （８）知的障害者施設 高松園（H26.6～H27.3）４回 

        歯科保健指導 20～70歳 52名  協力歯科衛生士 6名 

 

  ＊仙北石巻支部活動報告 

   （１）6月  8日 歯と口の健康市民の集い  協力歯科衛生士 12名 

   （２）10月 13日 石巻市食育健康フェステバル 

             歯科相談、歯科健診、フッ化物塗布、歯科保健指導   

協力歯科衛生士 3名 

   （３）11月 15日 世界糖尿病デー 

             糖尿病と歯周病の関係について 

             唾液検査  歯科保健指導 

             協力歯科衛生士数：2名 

 ３．会議 

 

 （１）定例総会   １回    平成２６年５月１８日 

     

 （２）定例理事会  13回    4/16・5/13・5/18・6/17・7/8・8/19 

9/24・10/15・11/25・12/9・1/21・2/24・3/24 

     

 （３）公営法人日本歯科衛生士会代議員会・総会    ６月 22日 

 

 （４）歯と健康づくり・市民のつどい 

         実行委員会                 5月 26日 

                           11月 4日 

                           3月 17日（Ｈ27） 

 

 （５）第 1回 8020運動特別事業検討評価委員会    9月 9日 

    第 2回 8020運動特別事業検討評価委員会    3月 26日（Ｈ27） 

宮城県歯科保健推進協議会           6月 23日・10月 16日  



（６）歯と口の健康づくネットワーク会議及びむし歯予防推進部会  3月 10日(H27) 

                                                   

（７）北海道・東北ブロック連絡協議会（宮城県）    11月 29日 

   北海道・東北ブロック連絡研修会         11月 30日 

 

（８）第 1回都道府県介護予防担当者・アドバイザー合同会議 4月 25日 

 

（９）宮城県介護予防に関する事業評価・市町村委員会  3月 6日（H,27） 

                                                                 

（１０）日本歯科衛生士会 会長会        2月 14日（H,27） 

 

（１１）日本歯科衛生士会推進協議会       2月 15日（Ｈ27） 

 

（１２）宮城県歯科衛生士会行政部会       12月 15日 

 

（１３）口腔ケア連絡会 

 

（１４）宮城県病院歯科連絡協議会       9月 28日・ 3月 8日 （H27 ） 

 

（１５）無料職業紹介所・教育教材作成委員会・みやぎ訪問歯科相談室運営委員会 

                      

４．その他 

＊ 宮城高等歯科衛生士学院入学式      4月 8日 

＊ 歯の塚供養               6月 4日 

＊ 宮城県歯科保健大会           11月 1日 

   ＊仙台歯科医師会 

歯科福祉プラザ創立 20周年記念式典・祝賀会  8月 30日 

   ＊ 宮城県歯科医師会新年会                          1月 10日（Ｈ27） 

   ＊宮城県歯科技工士会新年会             1月 11日（H27） 

   ＊ 仙台市歯科医師会新年会                          2月 7日（Ｈ27） 

＊ 宮城高等歯科衛生士学院卒業式           3月 7日（Ｈ27） 

     ＊ 宮城高等歯科衛生士学院謝恩会                    3月 7日(H27) 

 

５． 会員便り          年５回      

６． 会誌（けやき）発行    1回 


