
第 1号議案 平成 30年度事業報告（案）に関する件 

 

平成３０年度事業報告（案） 
自   平成 30 年 4 月  1 日 

              至  平成 31 年 3 月 31 日  
  

平成 30年度会員数 

 会員数 備 考 

継続会員 612名  

新入会員 60名 新入会 27名・学生部より入会 22名・再入会 11名      

会員総数 672名 終身会員 6名含む 

 

１． 事 業 

１） 研修に関すること 

（１）生涯研修制度研修会 専門研修Ⅰ• 

実施
月日 研 修 タ イ ト ル 講  師 主催団体 

参加歯科衛生士数  
会員外 
参加者数   
(多職種） 

会員 
（学生会員） 

会員外 
（学生会員外） 

4/15 
歯科衛生士のための 
患者対応に必要な接遇マナー 

有限会社 オフィスＫ 
代表取締役 藤本恭子先生 

函館支部 19名 
8名 

（28名） 
3名 

4/21 
炎症でつながる歯周病と糖尿病 
～内科医が語る歯科医療の貫き力～ 

にしだわたる糖尿病内科 
院長 西田亙先生 

室蘭 
歯科医師会 

15名 6名 37名 

4/22 
デンタルインタビュー・セミナー 
～笑顔と賞賛が生まれる外来を育むために～ 

にしだわたる糖尿病内科 
院長 西田亙先生                                                                               

              

              
                     

室蘭 
歯科医師会 

 

 
 
 

3名 3名 19名 

4/22 クラウンブリッジ補綴の種類と特徴 
株式会社札幌デンタル・ラボラトリー 

歯科技工士 成瀬雅宥先生 
岩見沢支部 6名 3名 ― 

5/20 
平成 30年度診療報酬改定から 
1ヵ月を経過して 

一般社団法人北海道保険医会 

歯科部副部長 政策部副部長 
芦田眞治先生 

札幌支部 24名 3名  ― 

5/27  
認知症の方の摂食嚥下機能 
～在宅診療だからこそのポイント～ 

独立行政法人 
東京都健康長寿医療センター 

歯科医師 枝広あや子先生 
本会 

99名 
（12名） 

2名 3名 

6/9 
摂食嚥下障害の治療・ 
リハビリテーションの取り組み 

東京医科歯科大学 
准教授 戸原玄先生 

北海道大学 

歯学部 

同窓会 

15名 16名 79名 

6/23 実践で学ぼう！口腔内写真 
株式会社松風 

歯科衛生士 朝見友香先生 

 

オホーツク 

支部 
14名 1名 ― 

7/1 口腔粘膜炎に対する口腔ケアの効果 
社会医療法人北楡会札幌北楡病院 

歯科衛生士 原田晴子先生 
小樽支部 9名 2名 2名 

7/7 補綴を学ぼう！ 
株式会社松風 
      歯科技工士  政氏勲先生  

釧路支部 14名 1名 ― 

7/7 超音波スケーラーP-MAX実習 
白水貿易株式会社 

歯科衛生士 横山沙織先生 
十勝支部 9名 9名 ― 

7/8 クラウンブリッジ補綴の種類と特徴 
株式会社札幌デンタル・ラボラトリー 

歯科技工士 成瀬雅宥先生 
札幌支部 

29名 
（47名） 

1名 
（13名） 

― 

7/8 
函館歯科衛生士専門学校 
平成 30年度第 1回卒後研修会 

北海道医療大学病院 
教授 川上智史先生 

北海道医療大学病院 
歯科衛生士 末永智美先生 

函館 
歯科衛生士
専門学校 

23名 
9名 

（10名） 
1名 

7/29 
 
口腔ケア実践セミナー㏌札幌 2018 
 

札幌市立大学看護学部 
准教授 村松真澄先生 

独立行政法人国立病院機構 

北海道がんセンター 
歯科衛生士 江戸美奈子先生 

㈱ T&K 10名   ― 17名 

8/5 TBIについて語ろう！！ 
南大通り歯科クリニック 

院長 森山雅史先生 

オホーツク

社会福祉 
専門学校 

5名 2名 14名 

8/19 
第 71回北海道歯科学術大会 
モーニング・ラウンジ with DH 

十勝支部 斎藤可奈氏 
オホーツク支部 西田紗萌氏 

十勝支部 新田恵氏 

北海道 

歯科医師会 

56名 
（1名） 

78名 
（2名） 

20名 

8/19 回復期病床での歯科衛生士の役割 
社会医療法人仁生会 西堀病院 
歯科衛生士 敦賀美香子先生 

函館支部 28名   ― ― 



 

 

8/25 
 
口腔ケア実践セミナー㏌札幌 2018 
 

札幌麻生脳神経外科病院 
言語聴覚士 源間隆雄先生 

札幌市立大学看護学部 
准教授 松村真澄先生 

㈱ T&K 6名 6名 24名 

9/2  
函館歯科衛生士専門学校 
平成 30年度第 2回卒後研修会 

（株）プラスアルファ 
歯科衛生士 黒川綾先生 

函館 

歯科衛生士
専門学校 

 

9名 31名 ― 

9/2 口腔ケア実践セミナー㏌旭川 2018 
札幌麻生脳神経外科病院 

言語聴覚士 源間隆雄先生 
㈱ T&K ― 1名  23名 

9/9 
 
口腔ケア実践セミナーin札幌 2018 
 

札幌麻生脳神経外科病院 

言語聴覚士 源間隆雄先生 
医療法人社団 響 さくら歯科クリニック 
歯科衛生士 山梨しのぶ先生 

㈱ T&K 3名 
 

6名 
 

13名 

9/22 
 
口腔ケア実践セミナー㏌帯広 2018 
 

札幌麻生脳神経外科病院 
言語聴覚士 源間隆雄先生 

公益財団法人北海道医療団 

帯広第一病院 
管理栄養士 木村千恵里先生 

㈱ T&K 3名 7名 13名 

9/23 
 
口腔ケア実践セミナー㏌帯広 2018 
 

JA北海道厚生連帯広厚生病院 

看護師  河本友香先生 
札幌麻生脳神経外科病院 

言語聴覚士 源間隆雄先生 

㈱ T&K ― 6名 9名 

9/27 
感染管理認定看護師による感染対策 
第 2弾 

旭川赤十字病院 
看護師長 市川ゆかり先生 

旭川支部 14名 5名  6名 

 9/28 
ケア茶論北見口腔ケア 
～多職種で考える口腔ケア～ 

北見赤十字病院 

歯科衛生士 涌井絵里先生 

北見 
摂食嚥下ケア
研究会 

11名 
（1名） 

1名 31名 

9/29 

がん患者さんの支援として 
歯科衛生士ができること 
～がん化学療法をうける患者さんの 
   治療と生活を支える～ 

独立行政法人国立病院機構 
北海道がんセンター 
歯科衛生士 江戸美奈子先生 

苫小牧支部 
12名 

（1名） 
1名 ― 

9/29 歯科衛生士力は、歯科医院を変える 
多田歯科医院 

院長 多田和弘先生 
室蘭支部 15名 1名  2名 

9/30 
北海道・東北ブロック別 
災害支援歯科衛生士フォーラム 

北海道歯科衛生士会 

専務理事 川平景子先生 
公益社団法人日本歯科衛生士会 

顧問 金澤紀子先生 

   本会 
    
 43名 

 
3名 2名 

10/6 口腔ケア実践セミナー㏌旭川 2018 

医療法人社団 響 さくら歯科クリニック 

  歯科衛生士 山梨しのぶ先生 
訪問看護ステーションめぐみ 

  看護師 白瀬幸絵先生 

㈱ T&K 2名 1名 38名 

10/13 
 
口腔ケア実践セミナー㏌函館 2018 
 

市立函館病院 
  歯科衛生士 大津久子先生 

社会医療法人仁生会 西堀病院 
   歯科衛生士 敦賀美香子先生 

㈱ T&K 7名 6名 6名 

10/14 口腔ケア実践セミナー㏌函館 2018 
札幌麻生脳神経外科病院 

言語聴覚士 源間隆雄先生 
㈱ T&K 7名 7名  12名 

10/14 セルフケア製品のアイテムを理解しよう！ 
モリタ北海道支店 
  歯科衛生士 鈴木智美先生 

小樽支部 11名 1名 1名 

10/14 サルコペニアの栄養療法 
 旭川医科大学病院  
管理栄養士長 山内明美先生 

旭川支部 12名 3名 34名 

10/21 
 
口腔ケア実践セミナー㏌札幌 2018 
 

社会医療法人ピエタ会 石狩病院 

看護師 畠山誠先生 
札幌麻生脳神経外科病院 
  言語聴覚士 源間隆雄先生 

㈱ T&K 3名 7名 31名 

10/21 
平成 30年札幌市地域口腔機能向上 
専門職派遣事業  
派遣登録者のための介護予防研修会 

札幌市保健福祉局保健所  
母子保健・歯科保健担当部長   

秋野憲一先生 
札幌市保健福祉局 高齢保健福祉部 
介護保険課 地域支援推進担当係長 

        飯村祥子先生 
一般社団法人札幌歯科医師会 
 歯科衛生士 木本恵美子先生

一般社団法人北海道歯科衛生士会 
     会長 武藤智美先生 

本会 42名 47名 1名 

10/28 

第 11回北海道歯科衛生士会学術大会 
口演発表 
特別講演 
今日から矯正歯科に強くなる 

～臨床で役に立つ豆知識～ 

医療法人社団スマイル矯正歯科 

院長 高木伸治先生  
本会 

58名 
（35名） 

8名 
（3名） 

4名 

11/10 明日から使える！口腔ケアの基本 
サンスターグループ オーラルカンパニー 

 歯科衛生士 河原木美咲先生 
苫小牧支部 9名 4名 ― 



 

 

11/11 
もっとステップアップ 
新人歯科衛生士研修会 

一般社団法人北海道歯科衛生士会  
理事 寺島麻理子先生 

         工藤裕子先生 

本会 4名 1名 ― 

11/18 口腔ケア実践セミナーin札幌 2018 

独立行政法人国立病院機構  
北海道がんセンター 

歯科衛生士 江戸美奈子先生 
札幌麻生脳神経外科病院 
  言語聴覚士 源間隆雄先生 

㈱ T&K 8名 
 

9名 
 

18名 

11/18 
摂食嚥下機能リハビリテーションの 
最新の知見と実際 

愛知学院大学心身科学部健康科学科 

准教授 牧野日和先生 

釧路・十勝 

オホーツク 

3支部合同 

43名 8名 26名 

11/18 やさしく学ぶ周術期口腔機能管理 
独立行政法人 国立病院機構  

函館病院 歯科口腔外科 
医長 白石剛士先生 

函館支部 22名 － ― 

11/23 障がい者の特性と歯科治療の実際 
東京歯科大学                                  

准教授 松浦信幸先生 
オホーツク 
支部 

25名 
（22名） 

6名 
（5名） 

 8名 

12/2 口腔ケア実践セミナーin札幌 2018 

医療法人社団 響 さくら歯科クリニック 

  歯科衛生士 山梨しのぶ先生
社会医療法人ピエタ会 石狩病院 

看護師 畠山誠先生 

㈱ T&K 7名 4名 25名 

12/8 クラウンブリッジ補綴の種類と特徴 
株式会社札幌デンタル・ラボラトリー 

 吉岡洋忠先生 
室蘭支部 10名 1名 2名 

12/8 
噛む教室～乳幼児期から高齢期での間食
の役割と重要性～ 

カルビー株式会社  
管理栄養士 江島知枝先生 

函館支部 16名 
1名 

（96名） 
― 

12/9 
歯科衛生士として知っておきたい 
糖尿病と歯周病 

医療法人盟陽会富谷中央病院        
歯科衛生士長 中澤正絵先生 

札幌支部 
44名 

（20名） 
15名 

（1名） 
― 

12/22 
明日から変わる摂食支援のエッセンス 
    ～難問題を乗り越えよう～ 

愛知学院大学心身科学部健康科学科 

    准教授 牧野日和先生 

北見摂食嚥下

ケア研究会 

14名 
（2名） 

3名 107名 

12/22 
在宅歯科診療支援歯科衛生士 
スキルアップセミナー 

公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 

公益社団法人日本歯科衛生士会
会長 武井典子先生 

本会 56名 5名 ― 

12/23 

 
在宅歯科診療支援歯科衛生士 
スキルアップセミナー 
 

公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 

公益社団法人日本歯科衛生士会
会長 武井典子先生 

医療法人渓仁会 

札幌渓仁会リハビリテーション病院 
言語聴覚士 髙橋春香先生 

社会医療法人恵愛会 

札幌南三条病院 
  管理栄養士 市川真紀先生 
社会福祉法人三草会 

札幌市東区第2地域包括支援センター 
ケアマネジャー 村山文彦先生 

本会 

 
58名 

 

 
5名 
 

1名 

2/10 

食・口腔機能改善専門職等養成研修会 
～地域ケア会議・一般介護予防等にて 
専門的助言を的確に行える歯科衛生士
を目指して～（函館） 

北海道保健福祉部 
健康安全局地域保健課 

歯科医師 高橋収先生 

函館市地域包括支援センターときとう   
 東清美先生（函館支部長） 

公益社団法人日本歯科衛生士会 

一般社団法人福岡県歯科衛生士会
専務理事 久保山裕子先生 

本会 
（北海道 

委託事業） 

35名 6名 5名 

2/23 
地元の歯科技工士に聞く最新の 
歯科技工物 

十勝歯科技工士会  

千葉真一先生 
十勝支部 17名 

4名 
（5名） 

2名 

2/23 
研磨の達人になろう！ 
～歯科技工士からのワンポイントアドバイス～ 

（株）札幌デンタル・ラボラトリー 
歯科技工士 瀬川幸雄先生 

苫小牧支部 5名 1名 1名 

2/24 

食・口腔機能改善専門職等養成研修会 
～地域ケア会議・一般介護予防等にて 
専門的助言を的確に行える歯科衛生士
を目指して～（オホーツク） 

北海道保健福祉部 
健康安全局地域保健課 

歯科医師 高橋収先生 
公益社団法人日本歯科衛生士会 
一般社団法人福岡県歯科衛生士会

専務理事 久保山裕子先生 
公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 
公益社団法人日本歯科衛生士会

会長 武井典子先生 

本会 
（北海道 

委託事業） 

32名 
（22名） 

12名 
（8名） 

9名 

3/3 

食・口腔機能改善専門職等養成研修会 
～地域ケア会議・一般介護予防等にて 
専門的助言を的確に行える歯科衛生士
を目指して～（釧路） 

北海道保健福祉部 
健康安全局地域保健課 

歯科医師 高橋収先生 
一般社団法人釧路歯科医師会 

釧路・根室圏域在宅歯科医療連携室 

相談員 小林清美先生（釧路支部長） 
公益社団法人日本歯科衛生士会 
一般社団法人福岡県歯科衛生士会 

専務理事 久保山裕子先生 

本会 
（北海道 

委託事業） 

26名 16名 10名 

 



 

 

（２）学術団体研修事業への協力・参加 

 

（３）平成 30年度北海道委託 食・口腔機能改善専門職等養成事業 

食・口腔機能改善専門職等養成研修会の実施 

   平成 31年 2月 10日（日）   於：函館歯科医師会館 

   平成 31年 2月 24日（日）  於：北見歯科医師会館 

    平成 31年 3月 3 日（日）    於：釧路歯科医師会館 

 

２）歯科衛生に関する普及啓発事業 

（１）道民に対する普及啓発事業 

①「歯と口の健康週間」への協力 

②「北海道歯・口腔の健康づくり 8020推進週間」への協力 

③いきいき健康・福祉フェア 2018への参加 

  平成 30年 10月 12～14日  於：アクセスサッポロ  担当者数 40名（うち学生 10名） 

④ＪＡさっぽろ 20周年記念イベントへの参加 

  平成 30年 9月 24日     於：アクセスサッポロ  担当者数 11名 

  ⑤その他、市町村・企業からの依頼によりイベントに協力参加 

事 業 名 派 遣 先 派 遣 月 派遣者数 

① 親と子の良い歯のコンクール 
審査会 

北海道歯科医師会 7月 3名 

② サンスター歯磨き相談 サンスター  6・7・8・9・10月 7名 

③ ライオン歯みがき相談室 ライオン    4・5・6・8・9・11月 45名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開 催 日 会 場 

日本歯科衛生学会第 13回学術大会 9月 15～17 日 福岡県福岡市 

 
 
 
 

日
本
歯
科
衛
生
士
会 

認
定
分
野 

Ａ 
  

生活習慣病予防 
（特定保健指導－食生活改善指導担当者研修） 

8月 25･26日 
10月 6～8 日 

東京都 

摂食嚥下リハビリテーション 
8月 25･26日 
10月 6～8 日 

東京都 

在
宅
療
養
指
導
・ 

 

口
腔
機
能
管
理 

北海道・東北ブロック 
関東信越ブロック 

8月 4 ･ 5 日 
8月 11･12日 

神奈川県横浜市 

東海北陸ブロック 
近畿ブロック 

7月 7 ･ 8 日 
8月 18･19日 

東京都 

中国四国ブロック 
7月 28･29日 
9月 29･30日 

広島県広島市 

九州ブロック 
7月 21･22日 
10月 27･28日 

熊本県熊本市 

糖尿病予防指導 
10月 13･14日 
11月 10･11日 

徳島大学歯学部 

医科歯科連携・口腔機能管理 

①  9月3～7日 
②  前期 7月 5～7日 
後期(いずれか 2日間) 

7月 30･31日 
8月 6 ･ 7 日 
8月 13･14日 
8月 20･21日 
8月 27･28日 

① 九州歯科大学 
② 東京歯科大学 



 

 

（２）歯科保健指導及び歯科診療補助事業 

①介護老人福祉施設における訪問歯科衛生指導事業 

実 施 先 実 施 月 担当者数 

① 新川エバーライフ 5・8・12月 18名 

 

②児童・生徒に対する歯科保健指導事業 

派 遣 先 派 遣 月 派遣者数 

① 中頓別町 9月 2名 

② 札幌市（札幌歯科医師会主催） 5・6・7・8・9・10・11月 58名 

・指導者への歯科保健推進研修の実施 

 平成 30年 4月 15日   於：北海道歯科衛生士会事務所  参加者数  20名 

・媒体、教材の貸し出し    75件  

 

③離島歯科診療（受託事業） 

派 遣 先 派 遣 月 派遣者数 

① 天売島 6・10・1月 6名 

② 焼尻島 6・11・2月 6名 

 

④市町村歯科保健事業（受託事業） 

派 遣 先 派 遣 月 派遣者数 

① 中頓別町 5・9月 6名 

 

⑤企業検診（受託事業） 

派 遣 先 派 遣 月 派遣者数 

① (財)日本口腔保健協会     ・キリンビール 他 3件 7・3月 4名 

② サンスター財団        ・山崎製パン 6月 8名 

③ 綜合健康促進保健協会     ・札幌フコク生命 6月 2名 

④ 労衛健康管理協会 東北支部  ・ANA新千歳空港 他 20件 6・7・8・9・1月 59名 

 

⑥講師派遣（受託事業） 

派 遣 先 派 遣 月 派遣者数 

① 宮の森幼稚園 保護者向け講座 6月 1名 

② 札幌高等裁判所 三庁合同健康管理講習会 10月 1名 

③ 釧路鶴ヶ岱啓生園 職員研修会 11月 1名 

 

⑦その他、各年齢に応じた歯科保健活動 

（３）情報媒体による普及啓発 

①広報誌発行 

・「会誌 98号」発行（9月）  

・道衛だより「きらら通信第 7号」発行（2月） 

  ②ホームページの充実・更新・管理 

  ③関連機関等への広報活動 

  ④北海道医療技術者団体連絡協議会におけるパネル展事業 

    平成 30年 8月 18日   於：札幌地下歩行空間 

  ⑤その他、歯科衛生の広報活動に関すること 



 

 

３）組織強化に関すること 

（１）日本歯科衛生士会 北海道・東北ブロック連絡協議会 

平成 30年 9月 29日   於：函館市 

（２）支部長会の開催 

平成 30年 5月 26日   於：北海道歯科医師会館 

（３）各支部の事業把握  

6・9・12・3月（3ヵ月毎）  各支部より活動報告提出 

（４）未加入者への入会勧誘活動 

入会促進リーフレットの配布  再入会キャンペーンの周知 

（５）歯科衛生士養成校との連携強化 

  ① 学生部加入校との交流 

学生部加入校 学 校 名 学 生 数 

小樽歯科衛生士専門学校 61名 

北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校 9名 

北海道ハイテクノロジー専門学校 62名 

吉田学園医療歯科専門学校 146名 

池見札幌歯科衛生士専門学校 16名 

オホーツク社会福祉専門学校 32名 

北海道歯科衛生士専門学校 10名 

札幌歯科学院専門学校 3名 

札幌医学技術福祉歯科専門学校 3名 

                                       総計 342名 

②学生部未加入校への働きかけ 

③歯科衛生士学生対象研修会の開催  

実施月日 研 修 タ イ ト ル 
学生 

会員 

学生 

会員外 

5月 27日 
トピックス研修会  

認知症の方の摂食嚥下機能～在宅歯科診療だからこそのポイント～ 
12名 － 

10月 28日 第 11回  北海道歯科衛生士会学術大会 35名 3名 

④歯科衛生士学生への入会案内 

項  目 学 校 名 実施月日 

卒業生対象入会案内説明会 

 

オホーツク社会福祉専門学校 1月 18日 

池見札幌歯科衛生士専門学校 1月 22日 

北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校 1月 31日 

札幌医学技術福祉歯科専門学校 2月 25日 

吉田学園医療歯科専門学校 2月 27日 

札幌歯科学院専門学校 3月 4日 

北海道ハイテクノロジー専門学校 3月 4日 

旭川歯科学院専門学校 3月 5日 

北海道歯科衛生士専門学校（昼間部） 3月 6日 

 

 

北海道歯科衛生士専門学校（夜間部） 3月 7日 

函館歯科衛生士専門学校 3月 7日 

小樽歯科衛生士専門学校 3月 8日 

 

項  目 学 校 名 実施月日 

載帽式 小樽歯科衛生士専門学校  4月 7 日 

学生部入会案内説明会 吉田学園医療歯科専門学校  5月 7 日 

登院式 吉田学園医療歯科専門学校 9月 11日 

臨床実習激励式 北海道ハイテクノロジー専門学校 11月 17日 



 

 

（６）その他 

  ①新人研修会の開催 

実施月日 研 修 タ イ ト ル 会 員 会員外 

11月 11日 
歯周治療の基礎知識を学ぶ 
医療安全対策 KYT(危険予知トレーニング) 4名 1名 

 

②災害時の対応 

ａ災害時連絡網実施訓練   訓練実施日：平成 30年 9月 1日 

支部名 札 幌 旭 川 小 樽 苫小牧 釧 路 函 館 岩見沢 ｵﾎｰﾂｸ 室 蘭 十 勝 合 計 

実施時会員数 223 64 42 36 42 75 23 61 35 61 662名 

登録者数 90 21 41 34 40 42 23 18 33 51 393名 

未連絡者数 3 0 0 0 0 0 0 1 1 16  21名 
 

   ｂ平成 30年北海道胆振東部地震災害支援対策 

北海道胆振東部地震災害連絡網発動             平成 30年 9月 6日 

日本歯科衛生士会 HP災害特別ページ安否確認発動       平成 30年 9月 7日（～18日まで） 

災害対策本部対策会議出席（武藤会長：於 北海道歯科医師会） 平成 30年 9月 10日 

苫小牧支部、苫小牧保健所との打合せ（於 苫小牧市）     平成 30年 9月 12日 

北海道歯科衛生士会災害支援ボランティア活動開始       平成 30年 9月 15～24日（土日祝道衛対応） 

避難所歯科相談撤収～地元保健所への引継ぎ         平成 30年 9月 24日 
 

＊北海道胆振東部地震災害支援ボランティア活動（苫小牧支部・札幌支部会員）  

活動日 参加歯科衛生士数 活動場所 主な活動内容 

9月 15日 6名 

厚真町 

安平町 

鵡川町 

・行政や赤十字を通しての歯科要請対応 

・避難所での歯科相談ブースの設置、周知、相談 

・各避難所１２施設を巡回 

・口腔に関するニーズの聞き取り 

・口腔清掃用品の設置、補充 など 

9月 16日 6名 

9月 17日 10名 

9月 22日 6名 

9月 23日 6名 

9月 24日 7名 

延歯科衛生士数           43名   
 

③ 北海道・東北ブロック別災害支援歯科衛生士フォーラム   平成 30年 9 月 30日  於：北海道函館市 

④ 日本歯科衛生士会災害支援歯科衛生士フォーラムへの参加  平成 30年 12月 16日    於：東京都 

 

４）会員管理等に関すること 

（１）北海道歯科衛生士会会員管理 

（２）北海道歯科衛生士会学生会員管理 

（３）日本歯科衛生士会及び各支部会員管理 

（４）北海道歯科衛生士会在宅歯科診療支援歯科衛生士名簿管理 

（５）北海道歯科衛生士会口腔機能向上支援歯科衛生士名簿管理 

 

５）歯科衛生士業務の向上及び就業環境整備に関すること 

   就業現場の現状から重点課題を定め改善・整備に向けて各方面に働きかけを行う。 

   また、職域の拡大及び公的機関等への歯科衛生士配置を促進する。 

（１）関係省庁と関係団体との連携・協力 

北海道・北海道教育庁・市長会・町村会・北海道歯科医師会 

 

６）関係団体及び関係諸機関との連携強化 

（１）北海道歯科医師会    

（２）関係官庁     

（３）関係団体 

 

 

 

 

 



 

 

 

２．諸 会 議 

・第６回通常総会    5月 27日  

・理事会           11回（災害支援活動のため、9月理事会中止） 

・監査会            3回  5月 9日・9月 13日・1月 31日 

 

３． 委 員 会 

・諸規則整備委員会           委 員 長：鈴木 知子 

                 委  員：今村 理子・瀧井百合子 

 

・選挙管理委員会             委 員 長：溝口 範子 

                 委  員：米田 文江・有澤 志乃 

                   予備委員：金山 優子・細田 眞理・森  成子 

 

・公衆衛生活動委員会          委 員 長：末永 智美 

                  委  員：中川  愛・松岡  円 

 

４．執 行 機 関               会  長  武藤 智美 

副 会 長  小山田貴子（ 研修・ 組織 ） 

      瀧川 裕子（ 庶務・会計 ） 

      末永 智美（ 公衆衛生・広報 ） 

専務理事  川平 景子 

理  事  竹内 聖子（ 会計 ） 

      田中 麻衣（ 庶務 ） 

      小林 由佳（ 広報 ） 

      澤谷 幸絵（ 広報 ） 

      鈴木真亜子（ 広報 ） 

      市川 智恵（ 研修・公衆衛生 ） 

      久保 直美（ 研修 ） 

      工藤 裕子（ 研修 ） 

      寺島麻理子（ 研修 ） 

           原田 晴子（ 組織 ） 

 伊藤 紀子（ 組織 ） 

      桶谷 淑恵（ 公衆衛生 ） 

      金渕亜有美（ 公衆衛生 ） 

 

 

５．監 事                   富樫 七苗 

                       野谷美輝子 

 

  

６．顧 問                  岡田 牧子 


