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1 地域歯科保健事業 (公１)
    口腔保健を啓発し県民の健康と福祉の保持増進に貢献する事業
　(１）口腔保健啓発事業
　　口腔保健の普及啓発を目的として、主催、共催、協力して行った事業
　　１）主催　共催事業
　　　新型コロナウイルス感染拡大の影響から地域住民への指導や歯科検診の機会が減少し間接的な普及啓発活動を実施

場所 来場者数

名古屋市東
山動植物園

主催事業
中止

主催事業
　中止

共催事業
　中止

共催事業
　中止

0

　(２）口腔保健地域活動事業
　　口腔保健の普及啓発を目的とし、本会及び県下の１０支部が実施した事業。
　　１）地方自冶体等からの委託事業

実施回数
歯科衛生士

延人数
実施者数 受託先

37 74 1104 安城市

216 344 6,194 豊田市

7 11 235 蒲郡市

21 21 221 豊橋市

260 429 7,533

　　2)行政・愛知県歯科医師会等の協力事業

実施回数
歯科衛生士

延人数
実施者数 依頼先

4 8 225 愛知県歯科医師会

44 44 647 愛知県歯科医師会

1 3 61 愛知県歯科医師会

1 7 180 地区歯科医師会

68 82 13,073 行政

2 4 70 地区歯科医師会

1 1 20 行政

3 3 77 行政、地区歯科医師会

1 1 64 地区歯科医師会

1 1 22 地区在宅医療連携協議会

3 9 46 行政

6 6 27 行政

6 10 129 地区歯科医師会

8 11 218 地区歯科医師会

7 7 136 行政・その他

3 7 159 地区歯科医師会

36 121 1,110 地区歯科医師会

15 32 693 行政、地区歯科医師会

24 24 121 地区歯科医師会

48 255 291 地区歯科医師会

74 101 838 地区歯科医師会

2 11 78 地区歯科医師会

6 6 190 行政

7 56 2,296 地区歯科医師会

高齢者・要介護者歯科保健

各種委員会への参画

愛知西

その他（イベント、講習会等）

母子歯科保健

障害児（者）歯科保健

名古屋

学校歯科保健

尾張東部

各種委員会への参画

障害児（者）歯科保健

休日・救急歯科診療

尾張北部

障害児（者）歯科保健

事業分類実施支部

高齢者・要介護者歯科保健

計

障害児（者）歯科保健

尾張西部

障害児（者）歯科保健

その他（歯の博物館）
本会

障害児（者）歯科保健
三河東部

高齢者・要介護者歯科保健

第1１回県民公開
シンポジウム

豊田みよし

実施支部

成人歯科保健

知多

母子歯科保健

岡崎

高齢者・要介護者歯科保健

学校歯科保健

　　事業は未実施

事業分類

母子歯科保健

障害児（者）歯科保健

各種委員会への参画

その他（イベント、講習会等）

　　　　　　　　　　　　県民公開シンポジウムは中止
　
　　　愛衛だより別冊として「介護の普及啓発」冊子の作成
　　　　「プロに学び自宅で再現！おいしく食べやすい調理方法」
　　　　　　　　　　　　　　ホームページに掲載

成人歯科保健

各種委員会への参画

成人歯科保健

令和 2 年度　事業報告
令和2年4月1日～令和３年3月31日
公益社団法人愛知県歯科衛生士会

事業名 日程

三河南部

内容

11月3日
イベント活用のための普及啓発媒体作成

幼児期のお口の発達パネル、パンフレット作成
ホームページに掲載

合　　　　　計

どうぶつブクブクフェア

障害児（者）歯科保健

子育て応援団
チュウキョ～くんの
すこやかフェスタ

あいち県民健康祭
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16 21 382 地区歯科医師会

26 28 1,242 行政

7 7 111 行政

97 97 8,300 地区歯科医師会

2 11 380 地区歯科医師会

30 36 77 名古屋刑務所豊橋刑務支所

14 43 223 行政・地区歯科医師会

563 1,053 31,486

　　３）民間（企業、学校等）等の協力事業

実施回数
歯科衛生士

延人数
実施者数 依頼先

3 7 224 サンスター

2 2 15 名古屋ﾘﾋﾞﾝｸﾞ新聞社

3 5 76 保育園等

1 2 700 学校

1 1 4 その他

11 11 116 幸田町地域包括支援ｾﾝﾀｰ

1 2 40 三河歯科衛生専門学校

1 1 16 認知症家族会

23 31 1,191

（３）歯と口の健康週間事業
　　歯と口の健康週間事業として、愛知県歯科医師会等と共催で実施した事業

実施回数

1
1
1
3

２　学術普及啓発事業(公２)
　　歯科衛生士の資質向上を図り、県民の健康と福祉の増進のため研修会等の企画運営を図る事業
　（１）歯科衛生士生涯研修事業（日本歯科衛生士会生涯研修制度対応） 受講者延人数439名
　　１）愛知県歯科衛生士会研修会
　・本会実施（オンライン開催）

受講者数

46

36

29

39

38

39

45

46

41

岡崎

高齢者・要介護者歯科保健

歯科衛生士延人数

豊田みよし

摂食障害患者に対する“効果的な”介入

その他

実施支部

三河東部

三河南部

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座
摂食嚥下リハビリテーション学分野

准教授　谷口裕重

講師（敬称略）

支部名

5

その他（イベント、講習会等）

参加者数

124

8月23日（日）

10月18日（日）

成人歯科保健

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座
摂食嚥下リハビリテーション学分野

准教授　谷口裕重
愛知県歯科衛生士会

大島亜希子　　松永奈津希

母子歯科保健

学校歯科保健

計

事業分類

8月30日（日）

テーマ

愛知県歯科衛生士会
藤田未来

歯科衛生士にも分かりやすいがんの病態と
支持療法緩和・終末期の知識

みんなのかかりつけ訪問看護ステーション緑
谷口めぐみ

21
997

1,14222
2

15

豊田みよし

三河東部

成人歯科保健

各種委員会への参画

計

三河南部

本会

学校歯科保健

各種委員会への参画

各種委員会への参画

障害児（者）歯科保健

岡崎
成人歯科保健

学校歯科保健

高齢者・要介護者歯科保健

愛知県歯科衛生士会
渡邉理沙

愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座
主任教授　長尾徹

歯科衛生士も摂食嚥下の精密評価を理解しよう

歯科衛生士が行う口腔機能低下症の実際

患者さんの全身状態を把握しよう！
フレイル・サルコペニアとリハ栄養の知識

12月13日（日）

症例から学ぶ
がん患者への支持療法とがん終末期への

対応方法

愛知県歯科衛生士会
石本多実　　松木里沙

11月22日（日）
日常臨床におけるリスク管理を学ぶ！
呼吸器の基礎知識と肺理学について

歯科衛生士もできる！口腔粘膜疾患の評価方法

実施日

愛知県歯科衛生士会
柴田享子

対応できるようになろう！
小児・障害児の摂食嚥下に関する知識と介入

11月29日（日）

9月27日（日）
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40

40

439

・支部実施 ０回

　２）地域包括ケア対応歯科衛生士養成事業（愛知県委託事業　地域医療介護総合確保基金）
　様々な疾患や障害を抱える住民が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが
　できるよう、医療・介護の多職種と連携し、口から安全に食べるための支援に向けた口腔健康管理を
　マネジメントできる歯科衛生士を養成し、地域包括ケアシステムの推進を図る。
　　・口腔健康管理研修会（基礎研修　5回　受講者延人数　204名、実践研修　5回　受講者延人数　204名）
　　　　ア　基礎研修：在宅歯科医療・口腔ケア初心者、従事予定者対象
　　　　イ　実践研修（技術演習含む）:基礎研修受講者、在宅歯科医療・口腔ケア経験者対象
（オンライン開催）

受講者数 受講者数

9月13日 36 36

10月11日 36 36

11月1日 34 34

11月3日 42 42

204 204

　　・研修会打合せ会議　３回（8月10日　9月27日　11月22日）
　　・多職種連携評価の実施者数　　83名
　　　多職種連携の課題に対する追跡調査実施

　３）歯科衛生士離職防止事業（愛知県委託事業）
　卒後3年以内の歯科衛生士を対象に研修会及び交流会を開催し、臨床現場で求められる実践能力を高め、
　歯科衛生士が果たすべき社会的な役割を認識するとともに、自らの問題解決能力の向上と働きがいを持つ
　ことにより、早期離職防止及び就業定着を図る。

　・卒後3年未満対象歯科衛生士研修会　3回　受講者延人数　48名 （オンライン開催）

受講者数

医療機関から在宅移行する際の情報収集と
多職種との連携方法について
講師　愛知県歯科衛生士会

柴田享子

摂食嚥下障害に対する多職種との連携方法

在宅歯科医療における摂食嚥下障害の基本
知識、対応時の多職種との連携方法について

講師　こじまデンタルクリニック
言語聴覚士・日本摂食嚥下リハビリテーション

学会認定士　小島香

摂食嚥下訓練として行う理学療法士のアセスメントと
姿勢調整・呼吸訓練の実際

講師　藤田医科大学　地域包括ケア中核センター
理学療法士・日本摂食嚥下リハビリテーション

学会認定士   野々山紗矢果

56

地域ケア会議の目的、効果、多職種から捉える
地域ケア会議における歯科衛生士の役割に

ついて
講師　愛知県作業療法士会　理事

作業療法士　太田崇

医療的ケア児の出生から在宅医療に移行する
経過  病態・栄養管理方法・家族指導について

講師　社会医療法人宏潤会大同病院
小児救急看護認定看護師　加藤衣津美

1月17日（日）

病気が見える！
エックス線写真、ＣＴ、ＭＲＩの画像読影

医療的ケア児に関わる際の多職種連携/発育・発達を考慮した対応方法

がん患者の在宅移行における医科歯科連携
(情報提供・収集の方法・多職種との連携方法）について

講師　愛知県歯科衛生士会
　渡邉理沙

検討症例を用いた地域ケアプレ会議を実施し
プレイング形式で実際の会議のイメージを理解する

愛知県歯科衛生士会
高齢者医療福祉委員会

がんの治療期から終末期の病態変化、
在宅に移行する際の医療ー介護の連携について

講師　藤田医科大学岡崎医療センター
緩和ケア認定看護師　小倉和也

12月13日（日）

藤田医科大学医学部歯科・口腔外科学講座
助教　小林義和

56

実施日

地域包括ケアシステムにおける歯科衛生士の役割（地域ケア会議での多職種連携）

日常臨床で知っておきたい全身疾患と薬剤の知識

講師（敬称略）

合計

合計

基礎研修
テーマ・講師（敬称略）テーマ・講師(敬称略）

在宅歯科医療における糖尿病・糖尿病合併症患者の
口腔の特徴、口腔健康管理

講師　株式会社ラルゴ
歯科衛生士・主任ケアマネージャー　小林由紀子

実践研修

12月20日

在宅歯科医療における糖尿病と合併症管理

在宅医療を受ける糖尿病患者への
栄養指導と管理の方法

講師　社会医療法人財団親和会　八千代病院
NST専門療法士・病態栄養専門管理栄養士

　三井豪

地域包括ケアシステと医科歯科連携/がんに関する口腔健康管理

合計

テーマ

愛知県歯科衛生士会
水草あゆみ　永田千里　松永奈津希

実施日
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15

18

15

合計 48

　　・web運営リハーサル4回（10月11日　10月18日　11月1日　11月3日）

（２）専門的人材育成研修事業
　　専門性の高い口腔健康管理ができる歯科衛生士を育成する
　　・専門的口腔ケア対応人材育成コース（講義と約２ケ月間の臨地実習及び症例発表　1年間の研修プログラム）
　　　　新型コロナ感染拡大防止に伴い臨地実習先の確保が難しいことから事業の開催を中止した。

　
（３）愛知県歯科医学大会事業
　　歯科衛生士の資質の向上を目的として、歯科医療関係者との連携を図り、知識と技術の向上に努める。
　　日程　令和3年2月21日（日）
　　場所　愛知県歯科医師会館（オンライン開催）
　　参加歯科衛生士数　　　285  名

受講者数

245

40

　愛知県歯科医学大会打合せ　２回　(9月3日　11月5日）
　
（４）歯科衛生士会学術大会事業
　　歯科衛生士の資質の向上を目的に、発表の場の提供を行う。
　１）第15回愛知県歯科衛生士会学術大会の開催（2月21日　愛知県歯科医師会館） （オンライン開催）

受講者数

３　広報事業
　県民の健康と福祉の増進のため、口腔保健の情報を提供する事業
　１）愛衛だより発行事業（公3）
　　口腔保健に関する情報提供を図ることで、県民の健康の維持増進に寄与する。
　　３回発行（7月第148号　11月第149号　3月第150号）
　　愛衛だより別冊　介護の普及啓発冊子の作成　「プロに学び自宅で再現！おいしく食べやすい調理方法」（県補助金事業）

　２）ホームページ運営事業(他）
　　研修会情報等適宜更新

４　組織強化事業(他)
（１）職能部門別事業(他)
　　　歯科衛生士の資質の向上をめざし、各職域ごとに課題や問題点を検討する。
　１）災害対策委員会
　　　委員会の開催　　3回（8月22日　11月22日　1月24日)
　　　愛知県・安城市総合防災訓練　中止（9月5日）
　　　令和２年7月豪雨の会員安否確認実施（7月14日から7月25日まで確認）
　　　災害支援歯科衛生士の更新と登録者募集 1回（２月20日）
　　　県内10支部の防災活動状況等のアンケート調査（10月）
　２）高齢者医療福祉委員会
　　　委員会の開催　　4回（6月7日　9月19日　11月15日　3月19日）
　　　地域包括ケア対応歯科衛生士養成事業研修　　5回（9月13日　10月11日　11月1日　11月3日　12月20日）

40

名古屋大学大学院医学系研究科
微生物免疫学講座ｳｲﾙｽ学講座

助教　渡辺崇広

愛知県歯科衛生士会　松永奈津希
愛知県歯科衛生士会　谷川紀子

なかしま税務労務事務所代表　中嶋有美

内容

11月23日

講師（敬称略）

村松　彩加

新型コロナウイルスについて
ーウイルス学と歯科臨床の両方の視点でー

簡易口腔機能評価と年齢・残存歯数に関する検討

本会主催講演

演題

第15回愛知県歯科衛生士会学術大会
「会員研究発表」

ワークショップ

中規模自治体病院における歯科衛生士の役割
～常設・常勤化から5年経過して～

会員研究発表

2月7日

名古屋大学大学院医学系研究科ｳｲﾙｽ学講座
助教　渡辺崇広

愛知県歯科衛生士会　村田有希
愛知県歯科衛生士会　西尾いづみ

1月10日

「歯科衛生士の取り巻く環境」
「歯科衛生士と診療報酬」

「労働者としての基礎知識」
先輩歯科衛生士との交流会

「診療室における感染予防の基本と実際」
「診療所歯科衛生士の役割」

「診療所における歯周治療の基礎知識」
先輩歯科衛生士との交流会

水野　淳子

発表者

「在宅における歯科衛生士の役割」
「病院歯科衛生士の役割」

「臨床で必要な全身疾患の基礎知識」
先輩歯科衛生士との交流会

愛知県歯科衛生士会　小林由紀子
碧南市民病院　磯貝由佳

名古屋市立大学病院歯科口腔外科助教　宮本大模
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　３）病院歯科保健委員会
　　　委員会の開催　1回（6月7日）
　　　病院勤務歯科衛生士アンケート調査実施
　　　障害者医療機関勤務歯科衛生士アンケート調査作成
　4）歯科衛生士定着委員会
　　　委員会の開催　　4回（7月12月　10月2日　11月11日　2月17日）
      愛知学院大学短期大学部歯科衛生士リカレント研修講師
　　　　8回（12月3日　12月6日　12月17日　12月20日　2月6日　2月13日　2月25日　2月28日　長縄　柴田　渡邊）
　５）地域保健委員会
　　　委員会の開催　2回（8月29日　11月21日）
　　　イベント活用のための普及啓発媒体（小児のお口発達パネル）作成
　６）生涯研修委員会
　　　委員会の開催　3回（7月12日　8月10日　12月24日）
　７）広報委員会
　　　委員会の開催　　5回（6月6日　7月2日　10月29日　2月8日　2月28日）

（２）人材育成支援事業(他)
　１）無料職業紹介事業

歯科医師 歯科技工士 歯科衛生士 歯科助手 合計

1 0 1 1 3
76 9 185 56 326

　２）歯科衛生士相談事業
　　「歯科衛生士なんでも相談窓口」の開設 相談件数13件

（３）　組織強化活動事業(他)
　１）東海北陸ブロック連絡協議会（愛知、岐阜、三重、静岡、福井、石川、富山）
　　　協議会の開催　　　　1回　（11月8日　オンライン開催）
　　　災害支援歯科衛生士フォーラム　（12月6日　中止）
　２）他団体組織強化事業
　　　○愛知県
　　　　愛知県・小牧市総合防災訓練総合会議（2月26日　書面開催）
　　　　介護予防専門職派遣システム検討会議　（2月22日　書面開催）
　　　　在宅医療推進協議会（11月24日　書面開催）
　　　　健康づくり推進協議会歯科口腔保健対策部会（2月8日　久田）
　　　　健康づくり推進協議会歯科口腔保健対策部会ワーキンググループ（11月20日　中村）
　　　○愛知県歯科医師会
　　　　広報紙「愛歯月報」寄稿　　1回
        在宅歯科医療連携室事業打合せ会　1回（5月16日　金森）
　　　　歯歯塚供養会（8月8日　久田）
　　　　歯科衛生士教育養成機関との協議会（6月18日　10月1日　久田）
　　　　防災に関する歯・技・衛・材連絡協議会（防災訓練中止のため開催なし）
　　　　歯科衛生士カムバック研修会打合せ会（3月11日　渡邊・柴田　）
        歯科衛生士カムバック研修会（9月6日　11月8日　2月7日　谷川）
　　　　メールマガジンNo.16寄稿　1回（柴田）
　　　○愛知県歯科技工士会
　　　○愛知県看護協会
　　　○愛知県小児保健協会
　　　　愛知県小児保健協会理事会（2月21日　久田）
      ○名古屋市医師会
　　　　在宅医療・介護連携推進会議（1月27日　鈴木）
      〇愛知学院短期大学部
　　　　歯科衛生士リカレント研修センター運営協議会（9月17日　金森）
　　　　歯科衛生士リカレント研修センターキックオフウェビナー（2月11日　金森）
　　　　３団体による包括連携協定締結式（3月4日　金森）
　　　○名古屋ユマニテク歯科衛生専門学校教育課程編成委員会（オンライン　11月19日　3月18日　水草）
　　　○名古屋医健スポーツ専門学校学校関係者評価委員会教育課程編成委員会（7月4日　2月13日水草）
　３）学生部活動事業
　　　○歯科衛生士養成機関（県内11校）
　　　　愛知県歯科衛生士会会長賞授与（7校7名）

（４）厚生事業(他)
　１）会員情報提供事業
　　　日衛損害補償制度加入勧奨、災害見舞金制度の周知等
　２）慶弔電報打電事業
　　　0件

求人数

求職数
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５　会議
　１）総会
　　第9回通常総会の開催　令和2年5月31日
　２）理事会
　　 6回開催（5月3日　5月31日　7月12日　10月4日　12月6日　2月7日）
　３）総務会
　　　7回開催（5月28日　6月19日　7月1日　9月24日　11月26日　1月21日　1月31日）
　４）支部長会
　　　4回開催（7月12日　10月4日　12月6日　2月7日）

６　監査
　　監査会
　　　１回開催（4月23日）

７　常任委員会
　（１）選挙管理委員会

　（２）表彰審査会
　　　会員表彰推薦

　　　松井かおる
　２）愛知県歯科医師会会長表彰　
　　　亀井智子　古谷希
　３）日本歯科衛生士会会長表彰　
　　　西尾宮子　白山由利子　天野祥子　小出晶子　佐藤厚子　越知幸子
　４）愛知県表彰条例による県表彰
　　　久田せつ子

（参考）日本歯科衛生士会関連事業
１　令和2年度定時代議員会　令和2年6月14日
２　令和2年度災害支援歯科衛生士フォーラム　中止
３　令和2年度都道府県歯科衛生士会会長会　 令和3年2月14日　金森

　１）愛知県知事感謝状　
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