
平成 26年度事業報告書 

自 平成２６年 ４月 １日 

至 平成２７年 ３月３１日 

公益社団法人 京都府歯科衛生士会 

［１］事    業 

１．資質向上及び生涯研修に関すること 

（１）学術研修会 

第 1回：6月 22 日（日）於：中丹勤労者福祉会館 

    演 題：「他職種と連携して療養者や家族を支えたい」 

～おいしい、食べてほしいに寄り添う～   

    講 師：樹山 敏子先生（管理栄養士） 

    演 題：「食べたい、食べさせたい」～本人と家族の思いを前に～ 

    講 師：宮崎 圭子先生（管理栄養士） 

    参加者：会員 29名 他府県会員 1名 

第 2回：10 月 5日（日）於：（株）松風 

    演 題：「歯周病と喫煙」～歯科衛生士の役割～ 

        講 師：沼部 幸博先生（歯科医師）日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座教授 

    参加者：会員 27名 他府県会員 6名 会員外 4名 歯科医師 1名 学生 2名 

    （グラクソ・スミスクライン株式会社共催） 

第 3回：3月 1日（日）於：京都府歯科医師会館 

    演 題：「歯科衛生士が行う科学的なケアの基盤」 

～歯科衛生ケアプロセスの概念を学ぶ～ 

講 師：佐藤 陽子先生（歯科衛生士）宮城高等歯科衛生士学院 教務主任 

    参加者：会員 61名 予備会員 2名 会員外 101名 学生 89名 

    （京都府歯科医師会共催） 

（２）訪問歯科衛生士養成講座 

 1日目：8月 23日（土）於：京都テルサ 

        演 題：「Drugs＆Drsphagia」～まずは薬のチェックから～ 

        講 師：豊田 義貞先生（管理薬剤師）㈲ﾌｧｰﾏﾍﾞｽﾄ松井調剤薬局まつばら 

        演 題：「リハビリテーション栄養と口腔の関連」 

講 師：若林 秀隆先生（医師） 

横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科助教授 

     参加者：会員 45 名 他府県会員 5 名 会員外 4 名 

 2日目：8月 24日（日）於：京都テルサ 

        演 題：「歯科衛生士が行う摂食・嚥下リハビリテーション」 

～その役割と間接訓練について～ 

     講 師：岸田 文枝先生（歯科衛生士）南口腔ケアセンター 

     演 題：「歯科衛生士が知っておきたいオーラルマネージメント」 

     講 師：岸本 裕充先生（歯科医師）兵庫医科大学歯科口腔外科主任教授 

参加者：会員 52 名 他府県会員 6 名 会員外 5 名 

（３）その他研修会 

・リフレッシュセミナー：5月 25日（日）於：京都テルサ 

    演 題：「歯みがき剤を科学する」～効能別にみた最近の歯みがき剤の傾向～ 

    講 師：平松 智子先生（日本歯磨工業会専任講師） 

    参加者：会員 36名 会員外 1名 
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・設立 50周年記念講演：12月 7日（日）於：京都ブライトンホテル 

        演 題：「タニタの社員食堂健康セミナー」 

～500kcalで満足!美味しい！綺麗になる！～ 

        講 師：堀田 幸代先生（管理栄養士）株式会社タニタヘルスリンク 

       参加者：会員 77 名 会員外 30名  

    ・京都府歯科衛生士会・京都府歯科保険医協会共催学術講演会：1月 25 日(日)於：登録会館 

        演 題：「唾液腺の機能を理解したドライマウスに対する口腔ケア」 

        講 師：阪井 丘芳先生（歯科医師） 

            大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座顎口腔機能治療学講座教授 

        参加者：会員 62名 予備会員 3名 会員外 101名 

 

２．地域歯科保健の推進及び歯科疾患の予防に関する研究と指導に関すること 

（１）各種イベントを通じての口腔衛生普及活動の推進 

  ①精華町歯のひろば：11/16 

  ②歯のひろば、いい歯の日他（歯科医師会）（京都市内 16ヶ所、府下 12ヶ所） 

5/24 大山崎町 9/7 北区 11/8 いい歯の日 

5/31 宇治久世 9/20.21 SKYふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 11/9 左京区 

6/1 伏見区 9/27 右京区 11/9 綾部市 

6/8 歯科医師会 10/4 中京区 11/9 下京区 

6/14 向日市 10/19 八幡市 11/9 木津川市 

6/28 長岡京市 10/19 東山区 11/15 南区 

6/28 西京区 10/25 城陽市 11/23 上京こどもまつり 

7/5 久御山町 10/26 亀岡市 12/20.21 市民すこやかフェア 

9/6 山科区 10/26 上京ふれあいまつり   

9/7 京田辺市 11/2 丹後   

 

  ③京都府医療推進協議会イベント：11/9 

④劇団キュレットの助成 

   公演日程・7/5 久御山歯のひろば ・9/6山科歯のひろば 

・9/27 右京歯のひろば  ・10/25城陽歯のひろば  

（２）口腔ケア普及啓発活動の推進 

  ①SKYふれあいフェスティバルへ介護予防ブース出展（京都府）：9/20、21 

②口腔機能向上教室（宇治市、八幡市、京都市） 

すこやか教室・二次予防事業（柔道整復師会） 

③家族介護者向け医療的ケア口腔ケア実践講習会（京都市）：7/16,8/27,10/8,11/26 

④京都府立医科大学健康づくり高齢者体力測定調査事業：5/18、6/1 

⑤在宅医療連携拠点事業（歯科医師会） 

⑥歯科保健医療サービス提供困難者普及啓発等推進事業（23 施設） 

⑦訪問歯科衛生士登録制度の活用 

⑧介護予防に関わる情報の提供及び指導者育成 

  ⑨その他口腔衛生指導等 

   ・金閣学区すこやか教室：2/21 

   ・鷹峯学区すこやか教室：3/28 
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（３）乳幼児・学童への口腔衛生普及活動の推進 

 ①幼稚園・小学校歯みがき巡回指導（府、市教育委員会） 

  府下小 133校、市立小 258校、市立幼 17園、私立小 7校、私立幼 12園、 

  附属小 3校、附属幼 1園、総合支援学校 21校         延  452校（園） 

・幼稚園・小学校歯みがき巡回指導打合せ会及び研修会：5/11 

・幼稚園・小学校歯みがき巡回指導反省会：8/10 

②へき地小学校歯科巡回指導（京都市教育委員会） 

  宕陰小学校：5/21、花背小学校：5/29 

③市立保育所歯みがき指導（京都市）22ヶ所 

 ・京都市立保育所歯みがき指導打合せ会：8/10 

④年齢に応じた集団指導についての研修会：5/11 

⑤口腔衛生巡回指導：舞鶴市立池内小学校 7/4 

  ⑥その他口腔衛生指導等 

・京田辺こども発達支援センター：5/20.21.22 10/14.15.16 

・安井児童館親子歯みがき指導：5/16 

・大原野保育園歯みがき指導：6/4 

・つみき保育園歯みがき指導：6/9 

・紫野保育園歯みがき指導：6/20 

・精華町立東光小学校歯みがき指導：6/24 

・養正児童館歯みがき指導：6/24 

・カトリック聖母保育園歯みがき指導：9/6 

・小栗栖小学校親子歯みがき指導：10/22 

・白川児童館歯みがき指導：11/11 

・田辺東小学校歯みがき指導：11/20 

・山科保育園歯みがき指導：3/7 

（４）地域・年齢などに応じた歯科保健事業の推進 

①１歳８ヶ月児健診（宇治市、久御山町） 

 ②２歳６ヶ月児健診（久御山町） 

③３歳児健診（宇治市、久御山町） 

④成人歯科健診（久御山町） 

⑤障がい者診療（宇治市） 

⑥施設出張歯科健診及び保健指導（歯科医師会） 

・施設出張歯科健診登録歯科衛生士連絡会：4/2 

⑦休日診療（宇治市、八幡市、歯科医師会（中央、伏見）） 

 ・休日診療打合せ会 

⑧休日診療事業従事歯科衛生士を対象とした講習会開催 

・普通救命講習：9/13（参加者 32名） 

（５）職域等に応じた口腔衛生普及活動の推進 

  ①京都府事業所健診働き盛り歯周病予防啓発事業（京都府） 

  ②産業歯科（歯科医師会）：2ヶ所 

（６）行政・関係団体との連携・協力 

   ①きょうと食育ネットワーク：6/22 

②京都禁煙推進研究会 

③京都府医療推進協議会代表者会議：6/13、7/25、12/24、3/31 

④京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構 

⑤京滋摂食嚥下を考える会 
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⑥京都地域包括ケア推進機構 

⑦京都 8020 運動推進協議会、京都 8020運動推進特別事業検討評価委員会：3/20 

⑧京都市食育推進協議会 

⑨京都府保健福祉部関係団体人権研修：3/12 

⑩京都市民健康づくり推進会議：3/24、25 

⑪京都府糖尿病療養指導士認定機構スキルアップ委員会 

 （７）他職種研修会等へ講師派遣 

・青丹学園 介護福祉学科口腔ケア講義・実習：5/14 

・相楽医師会 認知症ケア講習会：5/17 

・歯科医師会再就職支援研修会：9/18、10/19 

・京都市身体障害者リハビリテーションセンター：11/28 

・訪問介護ステーション笑み ヘルパー研修：1/8 

・在宅医療「神経・筋難病シリーズ」：1/24 

 （８）災害支援活動のための基盤整備 

    ・歯科医師会、歯科技工士会と災害協定を締結：9/10 

 

３．歯科衛生士の活動と歯科衛生の普及啓発及び広報に関すること 

（１）新聞「KYOTO HYGIENIST CLUB 通信」vol.118～123 

（２）京歯衛報 vol.80 

（３）対外広報活動 ホームページの管理運営、関連誌への原稿掲載 

 

４．組織強化及び歯科衛生士の業務の発展充実に関すること 

（１）組織の充実強化 

  ①支部組織の強化・支部活動を支援 

  ②歯科衛生士養成機関及び、同窓会との連携 

・京都文化医療専門学校入学式：4/4 

・新大阪歯科衛生士専門学校入学式：4/8 

・京都歯科医療技術専門学校入学式：4/9 

・京都歯科医療技術専門学校同窓会懇親会：4/13 

・京都歯科医療技術専門学校卒業研究発表：11/27 

・京都歯科医療技術専門学校入会案内：2/5 

・京都歯科医療技術専門学校卒業式・謝恩会・卒業生への記念品贈呈：3/4 

   ③日本歯科衛生士会 学生部加入者…28名 

④予備会員制度…3名 

⑤潜在歯科衛生士の活用 求人広告の掲載等…7件 

⑥未入会歯科衛生士へ本会事業を案内し、入会の促進を図る。 

 （２）各自治体へ歯科衛生士の配置に対する要望書の提出 

    京都府、京都市、宇治市、八幡市、京丹後市 

（３）京都府歯科医師会へ事業運営充実に向けての協力要請：1/24、3/4 

（４）設立 50周年記念事業：12/7 

    打合せ：11/9、11/15、11/20、11/22、11/30、12/3、12/5 

 

５．会員の福祉に関すること 

（１）福祉給付規定 

   ・被災見舞金 床上浸水 １件 

（２）会員の慶弔に対する打電 
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［２］会    議 

１．総  会 

・第 39 回通常総会：5月 25日（日） 

総出席者数 254 名（内委任状 226通） 

    議   長 伊藤 真友美（左京支部） 

議事録署名人 藤井 富美子（南支部）、谷内 妙子（右京支部） 
 

    第 1号議案 「平成 25 年度事業報告」に関する件 

    第 2号議案 「平成 25 年度収支決算報告」に関する件 

           監査報告 

 

２．理 事 会 10 回開催 

   ・第 1回 4月 5日（土） 出席者：12名 

   議事内容①平成 25年度事業報告及び収支決算について 

②第 39 回通常総会について 

③設立 50 周年記念事業について 
④幼稚園・小学校歯磨き巡回指導打合せ会及び研修会について 

        ⑤ＫＨＣ通信 vol.118について 

     ⑥訪問歯科衛生士養成講座について 

       ⑦歯科医師会 再就職支援事業の協力について 
       ⑧講師派遣依頼について 
       ⑨後援依頼について 
       ⑩会費未納者について 
       ⑪新入会員について 

 ・第 2回 5月 10 日（土） 出席者：12名 

   議事内容①平成 25年度事業報告及び収支決算について 

②第 39 回通常総会について 

③リフレッシュセミナーについて 

④設立 50 周年記念事業について 
        ⑤高齢者歯科ジャンパーについて 

⑥高齢者歯科事業従事条件について 

⑦普通救命講習について 

⑧ＫＨＣ通信 vol.119について 

⑨歯科保健事業功労者表彰候補者の推薦について 

⑩協定書(案)について 

⑪講師派遣依頼について 

       ⑫会費未納者について 
         ⑬新入会員について 

   ・第 3回 6月 7日（土） 出席者：11名 

    議事内容①第 1 回学術研修会（北部）について 

②第１回近畿ブロック連絡協議会について 
③京都府糖尿病療養指導士認定委員会委員推薦について 
④第１回支部長会について 

 ⑤設立 50 周年記念事業について 
⑥講師派遣依頼について 
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⑦後援依頼について 
⑧新入会員について 

   ・第 4回 8月 2日（土） 出席者：13名 

  議事内容①設立 50周年記念事業について 

       ②幼稚園・小学校歯みがき巡回指導反省会及び保育所歯みがき指導説明会について 
       ③訪問歯科衛生士養成講座について 
       ④京都歯科医療技術専門学校の学生が行う卒業研究の協力依頼について 

         ⑤救急処置講習会について 
         ⑥第 2回学術研修会について 
         ⑦ＫＨＣ通信 vol.120について 
         ⑧京歯衛報 vol.80について 
         ⑨京都府医療推進協議会イベントについて 

       ⑩講師派遣依頼について 
       ⑪京都府歯科保険医協会より研修会の共催について 

⑫会費未納者について 

       ⑬新入会員について 

   ・第 5回 8月 30日（土） 出席者：12名  

   議事内容①設立 50周年記念事業について 

       ②要望書について 

         ③京都府歯科衛生士会福祉給付規定について 

         ④第 2回学術研修会について 

         ⑤講師派遣依頼について 

      ⑥後援依頼について 

   ・第 6回 10 月 4日（土） 出席者：11名 

   議事内容①設立 50周年記念事業について 

       ②役員改選について 

         ③ＫＨＣ通信 vol.121について 

         ④京都府医療推進協議会イベントについて 

         ⑤第 2回学術研修会について 

         ⑥京都府歯科衛生士会・京都府歯科保険医協会共催学術講演会について 

         ⑦被災見舞金について 

⑧事業ヒアリングについて 

⑨講師派遣依頼について 

         ⑩新入会員について 

   ・第 7回 11 月 1日（土） 出席者：13名 

  議事内容①設立 50周年記念事業について 

         ②役員改選について 

         ③第 2回近畿ブロック連絡協議会及びブロック研修会について 

         ④ＫＨＣ通信 vol.122について 

       ⑤京歯衛報 vol.80について 

         ⑥講師派遣依頼について 

・第 8回 12月 6日（土） 出席者：11名 

     議事内容①設立 50周年記念事業について 

         ②京都府歯科衛生士会・京都府歯科保険医協会共催学術講演会について 

         ③京都府医療推進協議会における決議文の採択について 

         ④第 3回学術研修会について 
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         ⑤後援依頼について 

・第 9回 1月 10日（土） 出席者：13名 

     議事内容①第 2回支部長会について 

②平成 27年度事業計画案及び予算案について 

③京都府歯科衛生士会・京都府歯科保険医協会共催学術講演会について 

④第 3回学術研修会について 

⑤近畿デンタルショーにおける活動及び入会案内について 

⑥ＫＨＣ通信 vol.123について 

⑦講師派遣依頼について 

    ・第 10 回 3月 7日（土） 出席者：12名 

         ①平成 27年度事業計画案及び予算案について 

②平成 26年度事業報告について 

③第 40 回通常総会について 

④リフレッシュセミナーについて 

⑤表彰について 

⑥近畿デンタルショーについて 

⑦京都府委託事業「歯科検診推進事業」について 

⑧ＫＨＣ通信 vol.124について 

⑨講師派遣依頼について 

⑩応援団体名称の紙面掲載について 

 

３．常 務 会 13 回 開催 

4/26、5/24、6/21、7/12、8/10、9/20、10/25、11/16、12/20、1/25、2/7、2/26、3/14 

 

 ４．支部長会 

     第１回：7/13 

第 2回：2/22 

 

[３］そ  の  他 

１．日本歯科衛生士会事業に参加 

・近畿ブロック連絡協議会：7/6、12/21 

ブロック研修会：12/21 

・日本歯科衛生学会：9/13～15 

・代議員会：6/22 

・全国病院歯科衛生士連絡協議会：9/13 

・災害支援フォーラム：12/14 

・会長会：2/14 

・再就職支援対策連絡協議会：2/14 

・歯科衛生業務推進フォーラム：2/15 

   ２．関係団体行事へ出席 

・柔道整復師会社団法人設立 60周年協同組合 25周年記念式典：6/8 

・歯科技工士会野々口元会長叙勲祝賀会：8/3 

・三歯会：9/10 

・京都歯科サービスセンター北部診療所オープニングセレモニー：11/26 

・日本口腔インプラント学会近畿･北陸支部学術大会：1/31 
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［４］表    彰 

   １．日本歯科衛生士会永年精励賞：藤井 富美子（南支部） 
   ２．京都府知事表彰：辻 久子（乙訓支部） 
   ３．京都市長表彰：上田 登美子（中京支部）、白波瀬 由香里（丹波支部） 

   ４．京都府歯科衛生士会会長表彰（在会満 50 年）(以下、支部省略) 
       
 
   ５．京都府歯科衛生士会会長表彰（在会満 20 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［５］会  員  数：360 名 

野添 和子 渡辺 澄子 川勝 和子 永田 倫子 計 4名 

有井 真弓 家嶋 かほる 岩井 緑 岩崎 香代 上野 司真子 

大川 知津 大澤 みゆき 大塚 幸代 大八木 香里 岡田 歩美 

岡本 妙子 小澤 陽子 鍛冶村由美子 片山 昭子 勝川 美奈子 

門野 節子 金子 みどり 瘧師 裕里 小枝 道子 後藤 忍 

後藤 路子 小西 歩 小林 愛 澤井 美枝子 澤田 真由美 

下村 和子 杉原 真理子 杉山 万里子 瀬戸口 晴子 滝上 和香子 

田中 裕美 田村 享子 丹後 扶美子 辻 久子 戸田川 りさ 

中谷 恵 西尾 久佐子 西村 弘子 畠田 祐美子 濱上 宣子 

柊 亜友美 樋口 真理 姫野 加津代 廣瀬 友美 藤林 由利安 

舟瀨 幸子 保木 真由美 細川 稚代 本庄 裕代 松川 有美子 

松田 敬子 水上 久美子 南 さゆり 森 直美 八木 友子 

山形 美紀 山田 好美 山本 泰子 八幡 明子 湯浅 妙子 

吉本 美枝 計 61名 
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