
令和 2年度宮崎県歯科医師会事業報告 

◎総会 

令和 2年 6月 27日(土) 

【議  題】 

第 1 号議案 令和元年度収支決算(貸借対照表及び正味財産増減計算書)の承認を求める件 

第 2 号議案 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人の選出並びに同選挙人の選出に係る経費補助金の

配賦方法について承認を求める件 

【協議事項】 

( 1) 時局対策について 

( 2) その他 

 

令和 3年 3月 27日(土) 

【議  題】 

第 1 号議案 令和 3年度事業計画(案)に関する件 

第 2 号議案 令和 3年度収支予算(案)に関する件 

第 3 号議案 コロナ禍における会費減額(案)について承認を求める件 

【協議事項】 

( 1) 時局対策について 

( 2) その他 

 

◎理事会 

第 12回理事会 令和 2年 4月 16日(木) 

【協議事項】 

( 1) 九州厚生局との意見交換会について 

( 2) 新型コロナウイルス感染症に関する緊急アンケートへの協力について 

( 3) 政府調達マスクの配布ならびに手指消毒用エタノールの優先供給について 

( 4) 令和 2年度「歯と口の健康週間事業」について 

( 5) 令和 2年度第 1回小規模県歯科医師会役員懇話会「世話人会」の開催について 

( 6) 新型コロナウイルス感染症への対応について 

( 7) WEB会議で開催された会議旅費に関する取扱いについて 

( 8) 退会会員について 

( 9) 会館使用申込みについて 

(10) 新型コロナウイルス感染症対応下での歯科医業経営状況に関するアンケートへの協力について 

(11) 定時総会までのスケジュールについて 

(12) 日本歯科医師会館の敷地内全面禁煙への移行について 

(13) 検視実務専科における講師派遣について 

(14) 第 61回日本歯科医療管理学会総会・学術大会について 

(15) 日本歯科医師会第 193回定時代議員会について 

(16) 第 19回宮崎県各歯科大学歯学部同窓会・校友会懇話会について 

(17) 令和 2年度九州地区学校歯科医会役員連絡協議会について 

(18) 令和 2年度歯科医師の認知症対応力向上研修会の開催について 



(19) 令和 2年度障がい児者歯科保健医療推進事業研修会の開催について 

(20) 令和 2年度日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト養成講習会について 

(21) 令和 2年度県スポーツ協会認定アスレティックトレーナー養成講習会の名義後援について 

(22) 2020年度がん征圧全国大会の名義後援について 

(23) 第 81回国民スポーツ大会・第 26回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会委員への就任に 

ついて 

(24) 令和 2年度宮崎県保険者協議会委員への就任について 

(25) 宮崎県学校保健会役員の推薦について 

(26) 無歯科医地区巡回診療について 

(27) 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人の選出について 

(28) ピンクリボン活動みやざき賛同団体の継続確認ならびに協賛金について 

(29) 令和 2年度開催予定の施設基準講演会について 

(30) 宮崎大学歯科口腔外科における実習について 

(31) 令和 2年度いきいき歯つらつ健診事業の実施について 

(32) 令和 2年度全国歯科技工士教育協議会｢総会､理事長・校長会議、教務主任会議」の現地開催中止

および書面開催について 

(33) 学生確保対策について 

(34) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(35) 5・6月行事予定について 

(36) その他 

 

第 13回理事会 令和 2年 5月 28日(木) 

【議  題】 

第 1 号議案 第 16回定時総会の招集及び附議する事項に関する件 

第 2 号議案 各郡市歯科医師会会長会議の招集及び附議する事項に関する件 

第 3 号議案 令和元年度収支決算(貸借対照表及び正味財産増減計算書) の承認を求める件 

第 4 号議案 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人の選出並びに同選挙人の選出に係る経費補助金 

の配賦方法について承認を求める件 

【協議事項】 

( 1) 職員の退職について 

( 2) 新型コロナウイルス感染症対策指針について 

( 3) 新型コロナウイルス感染症に関する会員からの質問について 

( 4) 新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書について 

( 5) 第 130回都道府県会長会議の WEB会議開催について 

( 6) 小規模県歯科医師会役員懇話会について 

( 7) 第 16回定時総会に係る諸会議の中止または延期について 

( 8) 第 16回定時総会当日の諸会議について 

( 9) 宮崎県歯科医師会 定款・諸規則の整備について 

(10) 宮崎県歯科医師会 財政基盤の検討について 

(11) 宮崎県歯科医師会 福祉共済制度の検討について 

(12) 令和 2年度予算 その他会計 他 3 宮崎歯科技術専門学校校内修繕工事による補正について 

(13) 宮崎県歯科医師会会費の減免申請について 

(14) 宮崎県歯科医師会福祉共済給付申請について 

(15) 退会会員について 

(16) 会館使用申込みについて 



(17) 宮崎県後期高齢者医療広域連合運営懇話会委員の確認ならびに推薦について 

(18) 令和 2年度公益財団法人宮崎県スポーツ協会第 1回スポ―ツ医・科学委員会への出席について 

(19) 宮崎県競技力向上対策本部第 3回コンディショニングサポート専門委員会への出席について 

(20) 全国共通がん医科歯科連携(DVD)講習会の延期について 

(21) 日学歯生涯研修制度 更新研修・基礎研修の開催について 

(22) 第 34回宮崎県学校歯科保健研究協議大会の開催について 

(23) 令和元年度｢いきいき歯つらつ健診」検証結果について 

(24) 令和 2年度｢いきいき歯つらつ健診」について 

(25) 施設基準講演会における WEB会議の活用について 

(26) 施設基準講演会におけるアンケート結果について 

(27) 新型コロナウイルス感染症に関する周知文書について 

(28) 学生確保対策について 

(29) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(30) 6・7月行事予定について 

(31) その他 

1) 会館使用申込みについて 

 

第 14回理事会 令和 2年 6月 17日(水) 

【協議事項】 

( 1) 医療管理担当者会の WEB会議開催日程について 

( 2) 県内レセコン三社との打合せ会について 

( 3) オンライン資格確認導入について 

( 4) 第 16回定時総会当日の諸会議について 

( 5) 宮崎歯科技術専門学校卒業生(令和 3年 3月卒業)の初任給について 

( 6) 宮崎歯科技術専門学校講師会委員並びに国家試験対策臨時委員会委員の委嘱について 

( 7) 宮崎歯科技術専門学校歯科技工士科専任教員の採用について 

( 8) 宮崎県歯科医師会福祉共済給付申請について 

( 9) 新入会員について 

(10) 施設基準講演会の開催について 

(11) 宮崎県福祉保健部との意見交換会について 

(12) 警察歯科及び災害時対策会議の開催について 

(13) 宮崎県糖尿病・慢性腎臓病(CKD)対策検討会構成員の推薦について 

(14) 令和 2年度「いきいき歯つらつ健診事業」の中止に係る広報について 

(15) 第 60回宮崎県精神保健福祉大会の後援について 

(16) 宮崎県歯科衛生士会広報誌の周知について 

(17) 重度障がい者(児)医療費助成制度の外来の現物給付化に係る事務取扱要領案の周知について 

(18) 第 1回みやざき総合美術展への賞金提供について 

(19) 在宅医療人材育成研修会の開催について 

(20) 令和 2年度「在宅歯科医療推進事業」について 

(21) 令和 2年度「地域医療支援病院等における医科歯科連携推進事業」について 

(22) 在宅歯科医療相談窓口(地域歯科医療連携センター)ならびに在宅歯科医療連携協力医の報告依

頼について 

(23) 特定健診等受診率向上啓発ポスターについて 

(24) 職員賞与について 



(25) 宮崎県歯科医師会ホームページ(一般向け・会員向け)における動画掲載スペースの設置について 

(26) 令和 2年度「歯科医療関係者感染症予防講習会」の開催について 

(27) 学生確保対策について 

(28) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(29) 7・8月行事予定について 

(30) その他 

 

第 1回理事会 令和 2年 7月 16日(木) 

【協議事項】 

( 1) 会館使用申込みについて 

( 2) 宮崎県社会福祉審議会臨時委員の推薦について 

( 3) 宮崎県プライマリ・ケア研究会役員への就任について 

( 4) 宮崎県プライマリ・ケア研究会世話人会・総会について 

( 5) 新入会員との面談について 

( 6) 施設基準講演会の開催について 

( 7) 入会予定者の施設基準講演会への参加について 

( 8) ｢生目の杜医療防災拠点」及び「三師会施設移転新築工事」竣工式について 

( 9) 第 35回国民文化祭宮崎県実行委員会、第 20回全国障害者芸術・文化祭実行委員会第 5回総会に

ついて 

(10) 九州各県歯科医師会会長会・第 1回九地連協議会・九地連総会について 

(11) 福祉保健部との意見交換会における提出協議題について 

(12) ｢日本口腔インプラント学会認定講習会」案内の同封依頼について 

(13) 宮崎歯科技術専門学校内規の追加事項について 

(14) 初再診に関する医事処理について 

(15) 本会ホームページへの新型コロナウイルス関連記事の掲載について 

(16) 各郡市歯科医師会会長会議ならびに第 16回定時総会における主なご意見・ご要望について 

(17) 退会会員について 

(18) 会館使用申込みについて 

(19) 本会ホームページにおける動画掲載スペースの設置について 

(20) 社保打合せ会(診療報酬説明動画撮影)の開催について 

(21) E-systemを活用した施設基準に係る臨時的な研修について 

(22) アスレティックトレーナー養成講習会への講師派遣について 

(23) 令和 3年度厚生行事補助金に関する各厚生部代表者との意見交換会について 

(24) 九州各県歯科医師会社保担当者会について 

(25) 九州各県歯科医師会学術担当者会について 

(26) 九州各県歯科医師会歯科医療安全対策担当者会について 

(27) 九州各県歯科医師会広報担当者会について 

(28) 令和 2年度｢九州｣｢中国・四国｣地区歯科医師会役員連絡協議会について 

(29) ｢第 50回公益社団法人日本口腔インプラント学会記念学術大会」チラシの同封依頼について 

(30) 災害歯科口腔医療シンポジウムの周知について 

(31) エフエム宮崎｢こどもお助け救急 BOOK Vol.9｣の監修について 

(32) 九地連協議会における提出協議題への回答について 

(33) 什器備品の廃棄処分について 

(34) 法人会計予備費流用(案)について 



(35) 連携室巡回車(タント)の再リース契約について 

(36) ｢糖尿病と歯周病｣リーフレットの配布ならびに増刷について 

(37) 歯科医療従事者に対する感染症予防講習会の収容人数について 

(38) 歯科医療安全管理対策マニュアルの作成について 

(39) ｢歯科からの新しい生活様式の提案」チラシの作成について 

(40) 役員研修旅行について 

(41) 各郡市歯科医師会への補助助成金について 

(42) 令和 2年度厚生労働省第二次補正予算について 

(43) 大規模災害用備蓄品について 

(44) 宮崎歯科技術専門学校における学生確保対策について 

(45) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(46) 8・9月行事予定について 

(47) その他 

 

第 2回理事会 令和 2年 8月 20日(木) 

【協議事項】 

( 1) 宮崎県医療審議会委員の推薦について 

( 2) 九州地方社会保険医療協議会臨時委員の推薦について 

( 3) 臨時各郡市歯科医師会会長会議の開催について 

( 4) 都道府県歯科医師会 医療管理・情報管理担当理事連絡協議会について 

( 5) 都道府県歯科医師会学術担当理事連絡協議会について 

( 6) 九州各県歯科医師会第 1回専務理事会について 

( 7) 感染拡大防止支援事業、慰労金交付事業の申請について 

( 8) 各郡市歯科医師会会長会議ならびに第 15回総会、第 16回定時総会における主なご意見・ご要望

について 

( 9) 日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人の選出について 

(10) 入会会員について 

(11) 退会会員について 

(12) 九州厚生局との個別指導についての打合せ会の開催について 

(13) 歯科医療関係者感染症予防講習会の開催について 

(14) 九州各県歯科医師会地域保健担当者会について 

(15) 第 60回宮崎県精神保健福祉大会について 

(16) 宮崎県歯科医学会の開催について 

(17) 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について 

(18) 九州各県各担当者会への本県提出協議題について 

(19) いい歯の日キャンペーン等事業への協力について 

(20) 令和 4年度九地連公募研究事業のテーマについて 

(21) 連携室巡回車(タント)のリース契約について 

(22) 在宅歯科医療相談窓口(地域歯科医療連携センター)の更新について 

(23) 大規模災害用備蓄品について 

(24) 法人会計予備費流用(案)について 

(25) 宮崎歯科技術専門学校教室(旧館)のスピーカー増設について 

(26) 宮崎歯科技術専門学校歯科衛生士科のプロジェクター購入について 

(27) 遠隔授業に関する学生へのアンケートについて 



(28) 宮崎歯科技術専門学校における学生確保対策について 

(29) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(30) 9・10月行事予定について 

(31) その他 

1) 支払基金幹事の推薦について 

 

第 3回理事会 令和 2年 9月 17日(木) 

【協議事項】 

( 1) 第 42回九州口腔衛生学会幹事会・総会について 

( 2) 令和 2年度第 1回九州各県専務理事会について 

( 3) 令和 3年度いきいき歯つらつ健診実施に向けた課題について 

( 4) 令和 2年度予算(その他会計 他 3)の補正について 

( 5) 宮崎県歯科医師会福祉共済給付申請について 

( 6) 宮崎県歯科医師会福祉共済給付申請について 

( 7) 新型コロナウイルス感染被害見舞金について 

( 8) 宮崎県歯科医師会厚生行事関係補助金について 

( 9) 入会会員について 

(10) 日本歯科医療管理学会団体会員登録の確認について 

(11) 令和 3年度九地連公募研究事業応募・採択要領について 

(12) 令和 4年度九地連公募研究事業のテーマについて 

(13) 九州各県各担当者会の出席者ならびに会場レイアウトについて 

(14) 九州各県歯科医師会医療管理担当者会の開催について 

(15) 歯科医療関係者感染症予防講習会の開催について 

(16) 宮崎県スポーツ協会認定アスレティックトレーナー養成講習会への講師派遣について 

(17) 令和 2年度社会保険指導者研修会について 

(18) 令和 2年度災害歯科保健医療体制研修会及びアドバンス研修会について 

(19) 第 120回九州医師会連合会総会について 

(20) 歯科衛生士専任教員講習会Ⅵ・第 11回日本歯科衛生教育学会について 

(21) 歯科診療車「歯ッピーひむか号」の派遣について 

(22) 会報誌「静岡県歯報」の発送停止について 

(23) ｢いい歯の日」企画全国地方紙広告掲載について 

(24) 歯科技工士への慰労金について 

(25) 宮崎県皮膚科医会講演会の周知について 

(26) 第 24回日本歯科医学会学術大会ホームページとのリンクについて 

(27) 事業所健診の推進に係る申し合わせについて 

(28) 県庁職員の歯科健診について 

(29) 令和 2年度個別指導について 

(30) 受託事業関係講演会の開催について 

(31) 宮崎歯科技術専門学校における新型コロナウイルス感染症対策について 

(32) 什器備品(歯科衛生士科)の廃棄処分について 

(33) 歯科医療従事者養成学校教育体制支援事業補助金について 

(34) 宮崎歯科技術専門学校における学生確保対策について 

(35) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(36) 10・11月行事予定について 



(37) その他 

 

第 4回理事会 令和 2年 10月 15日(木) 

【協議事項】 

( 1) WEB会議用カメラの購入について 

( 2) 令和 2年度第 1回「日本臨床歯周病学会九州支部教育研修会」案内の同封について 

( 3) ｢じぶんをもっと愛そうよ 2020」への名義後援について 

( 4) 宮崎県医療介護推進協議会委員の推薦について 

( 5) 九州各県歯科医師会医療管理担当者会の開催について 

( 6) 令和 2年度九州地区連合歯科医師会役員会について 

( 7) 令和 2年度新規個別指導対策講習会の開催について 

( 8) 令和 2年度九州各県事務局長連絡会について 

( 9) 令和 2年度宮崎歯科医学会の開催について 

(10) 宮崎県歯科医師会会長表彰の表彰式について 

(11) 本会・連盟合同会議の開催について 

(12) 予備費流用(案)について 

(13) 宮崎県歯科医師会福祉共済給付申請について 

(14) 宮崎県歯科医師会福祉共済給付申請について 

(15) 会館使用申込みについて 

(16) 令和 2年度災害歯科保健医療アドバンス研修会への演習協力者派遣について 

(17) 令和 2年度第 1回小規模県歯科医師会役員懇話会「世話人会」の開催について 

(18) 宮崎県医療事故調査支援団体連絡協議会及び宮崎県医師会医療事故調査支援委員会合同会議に

ついて 

(19) 県民一斉防災行動訓練「みやざきシェイクアウト」への協力について 

(20) 保険支払機関代表者との連絡協議会について 

(21) 災害歯科保健医療体制研修会への演習協力者派遣について 

(22) 都道府県歯科医師会専務理事連絡協議会について 

(23) 都道府県歯科医師会事務長事務連絡会について 

(24) 鑑識専科における講師派遣について 

(25) 宮崎県健康長寿社会づくり推進会議について 

(26) 自立支援型ケアマネジメント推進事業への講師派遣について 

(27) 第 20回日本スポーツ・健康づくり歯学協議会の中止について 

(28) 学校歯科医制度 90周年及び法人設立 50周年事業記念文部科学大臣表彰被表彰候補者の推薦につ

いて 

(29) 第 59回全日本学校歯科保健優良校の推薦について 

(30) 次期会長選定選挙までのスケジュールについて 

(31) 次年度予算骨子について 

(32) 令和 2年度指導・監査について 

(33) ｢歯科診療所の医事法制マニュアル」の会員配布について 

(34) 大規模災害発災直後の「初動持ち出し緊急セット」について 

(35) 令和 2年度社会保険指導者研修会統計資料について 

(36) 会員アンケートについて 

(37) 在宅歯科医療連携センター窓口について 

(38) 令和 2年度委託事業について 



(39) いい歯の日ポスターの作成について 

(40) 宮崎歯科技術専門学校における学生確保対策について 

(41) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(42) 11・12月行事予定について 

(43) その他 

 

第 5回理事会 令和 2年 11月 19日(木) 

【協議事項】 

( 1) 歯科医師国民年金基金代議員候補者の推薦について 

( 2) 令和元年度宮崎県歯科医師会・宮崎歯科医師連盟合同各種表彰式について 

( 3) 本会・連盟合同会議の資料について 

( 4) スポーツデンティスト協議会令和 2年度第 1回通常総会について 

( 5) 宮崎歯科技術専門学校宮崎駅設置の電照広告について 

( 6) 次年度予算骨子について 

( 7) 旧 歯科技術専門学校会計(その他会計他 3)事業 令和 3年度予算について 

( 8) 補正予算(案)について 

( 9) 会計顧問契約について 

(10) 新型コロナウイルス感染被害見舞金申請について 

(11) 宮崎県歯科医師会福祉共済給付申請について 

(12) 会館使用申込みについて 

(13) 宮崎県歯科衛生士会主催「在宅歯科医療人材育成研修会」案内の同封について 

(14) 歯科診療車借用申込みについて 

(15) 宮崎県スポーツ協会国体候補選手のメディカルチェックに係わる協力について 

(16) 九州各県臨時会長会議について 

(17) ｢医療系サービスの理解と在宅医療に係る多職種事例検討会」への講師派遣について 

(18) 在宅歯科医療推進事業における多職種連携会議の開催について 

(19) 令和 2年度歯科技工士国家試験引率について 

(20) 第 30回歯科衛生士国家試験引率について 

(21) 新春年賀広告について 

(22) 日本歯科医師会会員種別に関するアンケートについて 

(23) ｢医療管理関係緊急会員アンケート」結果の報告について 

(24) 日本糖尿病協会登録歯科医制度の更新等について 

(25) 令和 2年度委託事業の進捗について 

(26) 在宅歯科支援における歯科衛生士の復職支援事業について 

(27) リモート講演会の検証について 

(28) 職員の再雇用について 

(29) 職員賞与について 

(30) 宮崎歯科技術専門学校における学生確保対策について 

(31) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(32) 12・1月行事予定について 

(33) その他 

 

第 6回理事会 令和 2年 12月 17日(木) 

【協議事項】 



( 1) 補正予算案について 

( 2) 第 81回国民スポーツ大会・第 26回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会｢宿泊・衛生専門

委員会」委員の推薦について 

( 3) 宮崎県歯科保健推進協議会について 

( 4) 九州各県歯科医師会第 2回専務理事会について 

( 5) 次年度予算案について 

( 6) 第 2回選挙管理委員会報告について 

( 7) 宮崎県歯科医師会福祉共済給付申請について 

( 8) 会館使用申込みについて 

( 9) 新入会員について 

(10) 令和 2年度新入会員オリエンテーションについて 

(11) ｢健康診断活用教室」への講師派遣について 

(12) 宮崎県歯科医師会ゴルフ部ゴルフコンペについて 

(13) みやざき東京オリンピック・パラリンピックおもてなしプロジェクト連携会議について 

(14) 令和 2年度九州管区広域緊急援助隊(刑事部隊) の合同訓練への派遣について 

(15) 都道府県歯科医師会医療安全担当理事連絡協議会及び医療安全研修会について 

(16) 令和 2年度医療事故調査制度研修会について 

(17) 九州各県歯科医師会会長会並びに九地連協議会について 

(18) 次年度九地連諸会議開催計画について 

(19) 宮崎県医師会健康スポーツ医学委員会委員の推薦について 

(20) 令和 2年度一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会研究大会の名義後援について 

(21) 宮崎大学白菊会への運営支援について 

(22) 宮崎県歯科衛生士会主催「在宅歯科医療人材育成研修会」案内ならびに広報誌の同封について 

(23) 福岡歯科大学同窓会主催「第 33回 WEB学術講演会」案内の同封について 

(24) 災害時歯科保健医療提供体制設備整備事業について 

(25) ｢宮崎県糖尿病発症予防・糖尿病性腎症重症化予防指針(第一期)｣の改訂による意見照会について 

(26) 診療所の事業承継について 

(27) 歯科補てつ物製作過程等の情報提供推進事業ポスターについて 

(28) ｢令和 2年度宮崎県歯科医学会」アンケート結果について 

(29) 県歯グループ保険・県歯年金の募集お願いについて 

(30) 第 59回全日本学校歯科保健優良校表彰文部科学大臣賞受賞のお祝いについて 

(31) 県民公開講座について 

(32) 歯科衛生士復職支援相談会の新聞広告について 

(33) 宮崎歯科技術専門学校歯科衛生士科のプロジェクター購入について 

(34) 宮崎歯科技術専門学校における学生確保対策について 

(35) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(36) 1・2月行事予定について 

(37) その他 

1) 歯ッピーひむか号(歯科診療車)の令和 2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 

(医療分支援金)の概算交付申請(案)について 

 

第 7回理事会 令和 3年 1月 21日(木) 

【協議事項】 



( 1) 宮崎県知事への要望書について 

( 2) 宮崎県歯科衛生士会主催「在宅歯科医療人材育成研修会～口腔アセスメント・口腔ケア実習編～」

案内の同封について 

( 3) 糖尿病連携手帳を活用した医科歯科連携への協力について 

( 4) 令和 2年度宮崎県ロコモティブシンドローム対策協議会委員の選任について 

( 5) 令和 2年度宮崎県献血推進協議会について 

( 6) 復職支援相談会の開催について 

( 7) 令和 3年 1月の新規・個別指導について 

( 8) 在宅歯科医療推進事業における多職種連携会議の開催について 

( 9) 令和 2年度小規模県歯科医師会役員懇話会について 

(10) 日本学校歯科医会加盟団体長会(WEB会議)について 

(11) 次年度予算(案)について 

(12) 補正予算(案)について 

(13) 新型コロナウイルス感染被害見舞金申請について 

(14) 会館使用申込みについて 

(15) 新入会員について 

(16) 九州各県臨時会長会議(WEB会議)について 

(17) 第 3回九州各県事務局長連絡会(WEB会議)について 

(18) 学校歯科医制度 90周年及び法人設立 50周年記念式典・祝賀会について 

(19) ｢宮崎県歯科保健推進協議会｣公募委員の募集に係るチラシの配布について 

(20) 日本顎咬合学会主催「第 38回・39回日本顎咬合学会学術大会」パンフレットの同封について 

(21) 災害時歯科保健医療提供体制整備事業について 

(22) 郡市歯科医師会等への補助助成金について 

(23) 地域保健小冊子「どげんかせんといかん！」について 

(24) 宮崎歯科技術専門学校学費について 

(25) 宮崎歯科技術専門学校における学生確保対策について 

(26) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(27) 2・3月行事予定について 

(28) その他 

 

第 8回理事会 令和 3年 2月 18日(木) 

【議  題】 

第 1 号議案 第 17回総会の招集及び附議する事項に関する件 

第 2 号議案 各郡市歯科医師会会長会議の招集及び附議する事項に関する件 

第 3 号議案 令和 3年度事業計画(案)に関する件 

第 4 号議案 令和 3年度収支予算(案)に関する件 

第 5 号議案 コロナ禍における会費減額(案)について承認を求める件 

第 6 号議案 次期会長の選定選挙並びに公益社団法人日本歯科医師会次期代議員の選挙に関する件 

【協議事項】 

( 1) 第 17回総会に係る諸会議の中止等について 

( 2) 第 17回総会当日の諸会議について 

( 3) 会員表彰について 

( 4) 宮崎県歯科衛生士会主催｢在宅歯科医療人材育成研修会(オンライン開催)｣案内の同封について 

( 5) 日本臨床歯周病学会主催「第 2回九州支部教育研修会」案内の同封について 



( 6) 確定申告用ポスターの同封について 

( 7) 宮崎県健康づくり推進協議会委員の推薦について 

( 8) 歯科衛生士科専任教員の求人について 

( 9) ｢STOP！コロナ差別～オールみやざき共同宣言～」への賛同ならびに発出式への出席について 

(10) 第 131回都道府県会長会議について 

(11) 令和 3年度プロジェクト研究費公募用テーマについて 

(12) 医療従事者等に対する新型コロナウイルスワクチンの接種について 

(13) 令和 3年度「いきいき歯つらつ健診(後期高齢者歯科健診)」事業について 

(14) 新型コロナウイルス感染被害見舞金申請について 

(15) 宮崎県歯科医師会福祉共済給付申請について 

(16) 会館使用申込みについて 

(17) 宮崎県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会委員の推薦について 

(18) 宮崎県歯科保健推進協議会委員の推薦について 

(19) 宮崎県留置施設視察委員会委員の推薦について 

(20) 臨時各郡市歯科医師会会長会議の開催について 

(21) 宮崎県スポーツ協会第 3回スポーツ医・科学委員会について 

(22) 主任介護支援専門員リーダー養成カリキュラムに基づく研修講師の推薦について 

(23) 日本歯科医師会第 194回臨時代議員会について 

(24) ｢学校歯科医生涯研修制度｣基礎研修・更新研修の開催について 

(25) 令和 3年度宮崎県総合防災訓練における訓練内容について 

(26) 日歯広報コラム「都道府県通信」の執筆について  

(27) 九州歯界への寄稿について 

(28) ｢第 45回九州デンタルショー2021｣案内の同封について 

(29) ｢第 43回学術セミナー｣チラシの周知について 

(30) ｢学校安全教育調査研究委員会｣報告書への連絡先掲載について 

(31) パンフレットへの本会名義掲載について 

(32) 旭化成株式会社延岡支社との令和 3年度歯科健診委託契約について 

(33) ｢歯科補綴関連の生涯学習公開セミナー」共催者募集について 

(34) 令和 3年度における指導監査等について 

(35) 令和 2年度小規模県歯科医師会アンケート集計､分析結果報告並びに日歯への要望書(案)について 

(36) 新型コロナウイルス感染症対策について 

(37) ｢歯科医療従事者養成所」に関する要望について 

(38) 令和 2年度県民公開講座について 

(39) 令和 3年度「歯と口の健康週間」事業について 

(40) 宮崎歯科技術専門学校学費について 

(41) 宮崎歯科技術専門学校における学生確保対策について 

(42) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(43) 3・4月行事予定について 

(44) その他 

 

第 9回理事会 令和 3年 3月 18日(木) 

【協議事項】 



( 1) 第 81回国民スポーツ大会・第 26回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会第 1回宿泊・衛生

専門委員会について 

( 2) 医療従事者等への新型コロナワクチン接種計画に対する意見について 

( 3) 令和 3年宮崎県交通安全対策推進本部総会の書面審議について 

( 4) 健診等受診率向上に係る啓発グッズの会員配布について 

( 5) 第 17回総会当日の諸会議について 

( 6) 各郡市歯科医師会会長会議資料について 

( 7) 法人会計予備費流用(案)について 

( 8) 補正予算(案)について 

( 9) 新入会員について 

(10) 新型コロナウイルス感染被害見舞金申請について 

(11) 会館使用申込みについて 

(12) ｢第 10回いのちの講演会」への名義後援について 

(13) 宮崎産業保健総合支援センター運営協議会委員への就任について 

(14) 宮崎県国民健康保険運営協議会委員の推薦について 

(15) 宮崎県保険者協議会委員の推薦について 

(16) 令和 3年・4年度公益財団法人宮崎県スポーツ協会スポーツ医・科学委員会の委員改選に伴う推

薦について 

(17) 九州各県災害対策検討委員会委員の推薦について 

(18) 宮崎県移植推進財団賛助会員の募集について 

(19) ｢安全な歯科医療を提供するバイタルサインセミナー」の企画について 

(20) 新型コロナワクチン接種券付予診票の送付等について 

(21) 職員人事について 

(22) 職員の定期昇給について 

(23) 復職支援相談会の検証について 

(24) 令和 3年度歯と口の健康週間について 

(25) 高齢者のよい歯のコンクールポスターについて 

(26) 歯と口の健康週間事業に係る歯科診療車借用申込について 

(27) 日本学校歯科医会生涯研修制度｢基礎研修｣の受講承認について 

(28) 宮崎歯科技術専門学校県校長 OBの顧問採用について 

(29) 宮崎歯科技術専門学校(歯科衛生士科)臨床実習施設の追加について 

(30) 宮崎歯科技術専門学校における学生確保対策について 

(31) 第 42回全国歯科保健大会の開催について 

(32) 令和 3年度年間行事予定について 

(33) その他 

 

 

  



日　　付 事　業　名 場　所 出　席　者　名

第10回常務理事会 県歯 三役、常務

宮崎県プライマリ・ケア研究会学術広報委員会 県医師会館 安楽理事

三役会 県歯 三役

支払基金幹事会（持ち回り形式） 県歯 会長

4月15日 水 第7回広報委員会 県歯 崎山常務、黒木理事、委員

九州厚生局との意見交換会 県歯
上窪副会長、専務、根井常務、
松永理事

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第12回理事会 県歯 全役員

4月23日 木 検視実務専科講義 県警察学校 丸山委員長、西山副委員長

都道府県歯科医師会新型コロナウイルス感染症
担当者連絡協議会(Web会議)

県歯 会長、専務

第3回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

5月8日 金
地域保健Ⅰ小委員会（高齢者のよい歯のコン
クール一次審査）

県歯
佐野常務、青山理事、
遠目塚委員長、谷山委員

支払基金幹事会（持ち回り開催） 県歯 会長

第4回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

臨時各郡市歯科医師会会長会議（Web会議） 県歯 三役、常務、各郡市会長

第11回常務理事会 県歯 三役、常務

第5回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

5月19日 火 フェイスシールド贈呈式 県医師会館 会長

第3回会計勉強会 県歯 三役、常務

一般監査 県歯
監事、会長、専務、根井常務、
佐野常務

第6回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

5月22日 金 九州各県臨時会長会議（Web会議） 診療所 会長

5月26日 火
九州地方社会保険医療協議会（第140回宮崎部
会）

九州厚生局
宮崎事務所

髙橋副会長

第42回全国歯科保健大会に係る陳情 宮崎市保健所 専務、佐野常務

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第13回理事会（Web会議）
県歯

各会場
全役員

5月29日 金 第130回都道府県会長会議（Web会議） 診療所 会長

職員採用試験 県歯 髙橋副会長、専務

第4回医療管理委員会 県歯
専務、崎山常務、濵田理事、
今井委員長、井上副委員長

第12回常務理事会 県歯 三役、常務

第7回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

6月9日 火 県内レセコン三社との打合せ会 県歯
上窪副会長、根井常務、
松永理事

6月11日 木 宮崎県健康づくり協会第1回理事会 県総合保健センター 上窪副会長

6月12日 金 第8回広報委員会 県歯 崎山常務、黒木理事、委員

宮崎県体育協会第1回スポーツ医・科学委員会 県医師会館 山﨑副委員長

宮崎県競技力向上対策部第3回コンディショニ
ングサポート専門委員会

県医師会館 山﨑副委員長

6月4日 木

6月15日 月

5月13日 水

5月14日 木

5月21日 木

5月28日 木

5月30日 土

4月2日 木

4月8日 水

4月16日 木

4月28日 火

令和２年度　事業報告（４月～３月）



日　　付 事　業　名 場　所 出　席　者　名

支払基金幹事会（持ち回り開催） 県歯 会長

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第14回理事会 県歯 全役員

6月18日 木 第3回学校歯科臨時委員会 県歯
佐野常務、野間副委員長、
堀委員

6月23日 火
九州地方社会保険医療協議会（第141回宮崎部
会）

九州厚生局
宮崎事務所

髙橋副会長

第4回会計勉強会 県歯 三役、常務

第8回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

臨時理事会 県歯 全役員

各郡市歯科医師会会長会 県歯 全役員、各郡市会長

第16回定時総会 県歯 全役員

6月29日 月 宮崎県糖尿病対策推進会議幹事会 県医師会館 佐野常務

第1回常務理事会 県歯 三役、常務

第9回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

7月8日 水 支払基金幹事会 支払基金 会長

新入会員との面談 県歯 専務、松永理事

第1回学術委員会(Web会議)
県歯

各会場
上窪副会長、安楽理事、
長友理事、委員

宮崎県プライマリ・ケア研究会世話人会 県医師会館 佐野常務

令和2年度宮崎県プライマリ・ケア研究会総会 県医師会館 佐野常務

施設基準講演会(Web会議)
県歯

各郡市会場
髙橋副会長、専務、根井常務、
松永理事、委員、IT担当

第1回宮崎県国民健康保険運営協議会 県庁 上窪副会長

7月15日 水 歯科医療従事者復職支援相談会 県歯 佐野常務

永山副知事着任のご挨拶 県歯 三役、常務

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第1回理事会 県歯 全役員

7月17日 金 宮崎県医療審議会（持ち回り開催） 県歯 会長

7月18日 土
「生目の杜医療防災拠点」及び「三師会施設移
転新築工事」竣工式

宮崎市大字有田 髙橋副会長

7月21日 火 社保打合せ会（診療報酬説明会の動画撮影） 県歯 根井常務、松永理事

九州地方社会保険医療協議会（第142回宮崎部
会）

九州厚生局
宮崎事務所

髙橋副会長

宮崎県健康増進課との打合せ会 県歯 専務、佐野常務

社保打合せ会（診療報酬説明会の動画撮影） 県歯 松永理事

7月29日 水 第10回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

第1回九州各県歯科医師会会長会（Web会議） 県歯 会長

第1回九地連協議会（Web会議） 県歯 三役、常務

九地連総会（Web会議） 県歯 三役、常務

第11回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

臨時各郡市歯科医師会会長会議（Web会議） 県歯 三役、常務、各郡市会長

第12回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

第2回常務理事会 県歯 三役、常務

7月28日 火

8月1日 土

8月5日 水

8月6日 木

7月2日 木

7月10日 金

7月11日 土

7月14日 火

7月16日 木

6月17日 水

6月25日 木

6月27日 土



日　　付 事　業　名 場　所 出　席　者　名

8月17日 月 第1回広報委員会 県歯 崎山常務、黒木理事、委員

8月19日 水
都道府県歯科医師会医療管理・情報管理担当理
事連絡協議会（Web会議）

県歯 専務、崎山常務、今井委員長

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第2回理事会（Web会議）
県歯

各会場
全役員

宮崎県医療審議会（持ち回り開催） 県歯 会長

8月25日 火
九州地方社会保険医療協議会（第143回宮崎部
会）

九州厚生局
宮崎事務所

髙橋副会長

8月26日 水
都道府県歯科医師会学術担当理事連絡協議会
（Web会議）

各会場 安楽理事、長友理事

8月31日 月 健康増進課との打合せ 県歯 専務、佐野常務

第3回常務理事会 県歯 三役、常務

第13回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

9月6日 日
第42回九州口腔衛生学会幹事会・総会（Web会
議）

診療所 佐野常務

9月9日 水 第2回広報委員会 県歯 崎山常務、黒木理事、委員

9月12日 土
九州各県歯科医師会第1回専務理事会（Web会
議）

県歯 専務

9月15日 火 九州厚生局との個別指導についての打合せ会 県歯
上窪副会長、専務、根井常務、
松永理事

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第3回理事会(Web会議)
県歯

各会場
全役員

地域歯科医療連携センター歯科衛生士の面接 県歯 専務、佐野常務

第1回歯科医療安全対策小委員会 県歯 専務、松永理事、小委員

9月28日 月 新入会員との面談 県歯 専務、松永理事

九州地方社会保険医療協議会（第144回宮崎部
会）

九州厚生局
宮崎事務所

髙橋副会長

第1回警察歯科及び災害時対策会議委員会 県歯 専務、委員

9月30日 水 第1回医療管理委員会 県歯
専務、崎山常務、濵田理事、
今井委員長

第4回常務理事会 県歯 三役、常務

第14回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

支払基金幹事会（持ち回り開催） 県歯 会長

九州各県医療管理担当者会前打合会（Web会
議）

県歯
専務、崎山常務、濵田理事、
今井委員長

九州各県医療管理担当者会（Web会議） 県歯
会長、髙橋副会長、専務、
崎山常務、濵田理事、委員

九州各県社保担当者会（Web会議） 県歯
上窪副会長、根井常務、
松永理事、委員

アスレティックトレーナー養成講習会
ひなた宮崎県
総合運動公園
受付案内所

山崎副委員長、副島委員

歯科医療関係者感染症予防講習会 県歯
会長、専務、崎山常務、
濵田理事、委員

10月5日 月 九州地区連合歯科医師会役員会（Web会議） 診療所 会長

宮崎県プライマリ・ケア研究会学術広報委員会 県医師会館 安楽理事

新入会員との面談 県歯 専務、松永理事

10月3日 土

10月4日 日

10月7日 水

9月3日 木

9月17日 木

9月25日 金

9月29日 火

10月1日 木

8月20日 木



日　　付 事　業　名 場　所 出　席　者　名

診療所 上窪副会長

県歯 根井常務、松永理事

10月9日 金 新規個別指導対策講習会 県歯 根井常務、松永理事

九州各県学術担当者会（Web会議） 県歯 安楽理事、長友理事

九州各県歯科医療安全担当者会（Web会議） 県歯 専務、松永理事、小委員

支払基金幹事会 支払基金 会長

第3回広報委員会 県歯
崎山常務、黒木理事、
藤崎委員長、黒木委員

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第4回理事会 県歯 全役員

九州各県広報担当者会（Web会議） 県歯 崎山常務、黒木理事、委員

九州各県地域保健担当者会（Web会議） 県歯 佐野常務、青山理事、林理事

10月18日 日
令和２年度災害歯科保健チーム養成支援事業災
害歯科保健医療アドバンス研修会（Web会議）

各会場 後藤副委員長

10月22日 木 自立支援型ケアマネジメント推進事業打合せ会 県庁 青山理事

宮崎県がん診療連携協議会
宮崎大学医学部

附属病院
佐野常務

介護施設・障がい児者施設等における口腔ケア
マニュアル作成の打合せ

県歯 佐野常務、青山理事、林理事

10月24日 土 歯科医師の認知症対応力向上研修会 県歯

髙橋副会長、専務、佐野常務、
青山理事、林理事、
遠目塚委員長、谷山委員、
甲斐委員、松田委員、横山委員

令和2年度第1回小規模県歯科医師会役員懇話会
「世話人会」（Web会議）

県歯
会長、上窪副会長、専務、
根井常務

九州地方社会保険医療協議会（第145回宮崎部
会）

九州厚生局
宮崎事務所

髙橋副会長

10月28日 水 第1回保健事業支援・評価委員会 国保連合会 青山理事

10月29日 木
宮崎県医療事故調査支援団体連絡協議会及び宮
崎県医師会医療事故調査支援委員会合同会議

県医師会館 崎山常務

10月30日 金
令和2年度宮崎県糖尿病・慢性腎臓病（CKD）対
策検討会

県防災庁舎 佐野常務

11月5日 木 地域歯科医療連携センター歯科衛生士の面接 県歯 専務、佐野常務

宮崎県医療介護推進協議会 県電ホール 会長

宮崎県医療審議会 県電ホール 会長

社保カルテチェック 県歯 根井常務、松永理事

第5回常務理事会 県歯 三役、常務

第15回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

保険支払機関代表者との連絡協議会 県歯 三役、根井常務、松永理事

支払基金幹事会 支払基金 会長

第2回保健事業支援・評価委員会 国保連合会 青山理事

社保カルテチェック 県歯 根井常務、松永理事

社保カルテチェック 県歯 根井常務、松永理事

宮崎県訪問看護推進協議会 県看護協会 佐野常務
11月13日 金

10月27日 火

11月6日 金

11月10日 火

11月11日 水

11月12日 木

10月10日 土

10月14日 水

10月15日 木

10月17日 土

10月23日 金

10月8日 木 社会保険指導者研修会（Web会議）



日　　付 事　業　名 場　所 出　席　者　名

令和2年度宮崎県歯科医学会 県歯
会長、髙橋副会長、
上窪副会長、安楽理事、委員

地域歯科医療連携センター歯科衛生士の面接 県歯 佐野常務

令和2年度災害歯科保健医療チーム養成支援事
業（東日本ブロック）（Web会議）

各会場 後藤副委員長

11月15日 日
令和2年度災害歯科保健医療チーム養成支援事
業（東日本ブロック）（Web会議）

各会場 後藤副委員長

11月16日 月 宮崎県国民健康保険運営協議会 県庁 上窪副会長

九州厚生局との打合せ JA・AZM 根井常務、松永理事

第1回歯科医療従事者復職支援検討臨時委員会 県歯 委員

11月18日 水
都道府県歯科医師会専務理事連絡協議会（Web
会議）

県歯 専務

日本歯科医師会社会保険委員会（Web会議） 県歯 上窪副会長

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第5回理事会 県歯 全役員

鑑識専科における講義 県警察学校 丸山委員長、西山副委員長

11月20日 金 乳幼児歯科健診マニュアル作成の打合せ 県歯
佐野常務、青山理事、林理事、
櫛山先生

令和元年度宮崎県歯科医師会・宮崎県歯科医師
連盟合同各種表彰式

県歯 顧問、全役員、各郡市会長

本会・連盟合同会議 県歯 全役員、各郡市会長

11月22日 日 メディカルチェック ひなた武道館 山﨑副委員長、副島委員

第59回全日本学校歯科保健優良校表彰優秀賞候
補校実地審査

宮崎県立延岡
しろやま支援学校

佐野常務、阪元先生

九州地方社会保険医療協議会（第146回宮崎部
会）

九州厚生局
宮崎事務所

髙橋副会長

第120回九州医師会連合会総会 シーガイア 会長

障がい児者歯科保健医療推進事業研修会（1日
目）（Web会議）

県歯
佐野常務、青山理事、林理事、
遠目塚委員長、谷山委員、
濵田委員、藤本委員

歯科医療従事者復職支援打合せ会 県歯 崎山常務、末原理事

11月29日 日
障がい児者歯科保健医療推進事業研修会（2日
目）（Web会議）

県歯
佐野常務、青山理事、林理事、
遠目塚委員長、谷山委員

11月30日 月 宮崎県体育協会第1回スポーツ医・科学委員会 県医師会館 山崎副委員長

12月1日 火 第2回警察歯科及び災害時対策会議委員会 県歯
西山副委員長、後藤副委員長、
弓場委員

第6回常務理事会 県歯 三役、常務

第16回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

第3回警察歯科及び災害時対策会議委員会 県歯
西山副委員長、後藤副委員長、
弓場委員

九州各県臨時会長会議（Web会議） 診療所 会長

第2回宮崎県保険者協議会 県庁 根井常務

第4回広報委員会 県歯 崎山常務、黒木理事、委員

第1回中間監査 県歯
監事、会長、専務、根井常務、
佐野常務

第2回選挙管理委員会 県歯 会長、専務、佐野常務、委員

支払基金幹事会 支払基金 会長

第3回保健事業支援・評価委員会 国保連合会 青山理事

11月25日 水

11月28日 土

12月3日 木

12月7日 月

12月9日 水

11月14日 土

11月17日 火

11月19日 木

11月21日 土



日　　付 事　業　名 場　所 出　席　者　名

介護施設・障がい児者施設等における口腔ケア
マニュアル作成の打合せ

県歯 佐野常務、青山理事、林理事

社保カルテチェック 県歯 根井常務、松永理事、愛甲委員

12月13日 日 第2回歯科医療従事者復職支援相談会 県歯 末原理事、柿崎委員

12月14日 月 宮崎県健康長寿社会づくり推進会議 県庁 会長

江藤法律顧問へ年末挨拶 江藤法律事務所 会長、専務

支払基金支部長来館 県歯 会長

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第6回理事会（Web会議）
県歯

各会場
全役員

12月18日 金 九州厚生局との打合せ 県防災庁舎 根井常務、松永理事

12月19日 土
医療系サービスの理解と在宅医療に係る多職種
事例検討会（Web会議）

各会場 青山理事

12月21日 月
地域支援病院等における医科歯科連携推進事
業・在宅歯科医療推進事業打合せ会（Web会
議）

県歯
各会場

専務、佐野常務、青山理事、
林理事

宮崎県医療審議会法人等部会 県庁 会長

九州地方社会保険医療協議会（第147回宮崎部
会）

九州厚生局
宮崎事務所

髙橋副会長

12月26日 土 乳幼児歯科健診マニュアル作成の打合せ 県歯
佐野常務、青山理事、林理事、
櫛山先生

県民公開講座 挨拶動画収録 県歯 会長

会長より職員への訓示 県歯 三役

第7回常務理事会 県歯 三役、常務

第17回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

1月12日 火 第4回保健事業支援・評価委員会 国保連合会 青山理事

第6回宮崎県がん診療連携協議会5専門部会合同
研修会（Web会議）

各会場 佐野常務

九州各県歯科医師会第2回専務理事会（Web会
議）

県歯 専務

令和2年度災害歯科保健医療チーム養成支援事
業（中日本ブロック）（Web会議）

各会場 後藤副委員長

令和2年度災害歯科保健医療チーム養成支援事
業（中日本ブロック）（Web会議）

各会場 後藤副委員長

第7回宮崎JRAT研修会（Web会議） 各会場 倉茂委員

理事会前打合せ（Web会議）
県歯

各会場
三役、常務

第7回理事会（Web会議）
県歯

各会場
全役員

1月25日 月 九州各県臨時会長会議（Web会議） 診療所 会長

第1回会計勉強会 県歯 三役、常務

第18回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

介護施設・障がい児者施設等における口腔ケア
マニュアル作成の打合せ

県歯 佐野常務、青山理事、林理事

1月29日 金 第1回社保小委員会（Web会議）
県歯

各会場
上窪副会長、根井常務、
松永理事

1月30日 土
令和2年度災害歯科保健医療チーム養成支援事
業（西日本ブロック）（Web会議）

各会場 後藤副委員長、弓場委員

1月31日 日
令和2年度災害歯科保健医療チーム養成支援事
業（西日本ブロック）（Web会議）

各会場 後藤副委員長、弓場委員

12月11日 金

12月17日 木

12月23日 水

1月7日 木

1月16日 土

1月17日 日

1月21日 木

1月27日 水



日　　付 事　業　名 場　所 出　席　者　名

県民公開講座 講演動画収録 県歯 江藤敏治先生

第20回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

第8回常務理事会 県歯 三役、常務

2月5日 金 第5回保健事業支援・評価委員会（Web会議） 各会場 青山理事

第18回警察歯科医会全国大会(Web会議) 各会場 専務、安楽理事、委員

乳幼児歯科健診マニュアル作成の打合せ 県歯
佐野常務、青山理事、林理事、
櫛山先生

支払基金幹事会 支払基金 会長

第2回中間監査 県歯
監事、会長、専務、根井常務、
佐野常務

第42回全国歯科保健大会打合せ 県歯 専務、佐野常務

第4回歯科医療従事者復職支援相談会 県内4地区
佐野常務、林理事、黒木理事、
末原理事、中崎先生、田崎先生

都道府県歯科医師会医療安全担当理事連絡協議
会(Web会議)

県歯 専務、松永理事

医療安全研修会（Web会議）
県歯

各会場
専務、松永理事、濵田委員長

医療事故調査制度研修会（Web会議） 県歯 専務、崎山常務、松永理事

第2回社保小委員会(Web会議)
県歯

各会場
上窪副会長、根井常務、
松永理事

第5回広報委員会 県歯 崎山常務、黒木理事、委員

日本学校歯科医会加盟団体長会（Web会議） 診療所 上窪副会長

介護施設・障がい児者施設等における口腔ケア
マニュアル作成の打合せ（Web会議）

各会場 佐野常務、青山理事、林理事

第21回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第8回理事会 県歯 全役員

2月19日 金 日本歯科医学会第104回評議員会（Web会議） 診療所 会長

第2回九州各県歯科医師会会長会（Web会議） 県歯 会長

第2回九地連協議会（Web会議） 県歯 三役、常務

九州地方社会保険医療協議会（第149回宮崎部
会）

九州厚生局 髙橋副会長

ワクチン接種に係る知事と医療関係団体との意
見交換

県防災庁舎 会長

「STOP！コロナ差別-オールみやざき共同宣言-
」発出式

県防災庁舎 会長

第3回選挙管理委員会 県歯 会長、専務、黒木常務、委員

第22回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

臨時各郡市歯科医師会会長会議（Web会議）
県歯

各会場
三役、常務、各郡市会長

第59回全日本学校歯科保健優良校表彰文部科学
大臣賞伝達

宮崎県立延岡
しろやま支援学校

林理事、阪元先生

第131回都道府県会長会議(Web会議) 診療所 会長

宮崎産業保健総合支援センター運営協議会 県医師会館 髙橋副会長

宮崎県歯科保健推進協議会打合せ 県歯 専務

2月24日 水

2月25日 木

2月4日 木

2月6日 土

2月10日 水

2月13日 土

2月15日 月

2月26日 金

2月17日 水

2月18日 木

2月20日 土



日　　付 事　業　名 場　所 出　席　者　名

第23回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

第9回常務理事会 県歯 三役、常務

宮崎県体育協会第3回スポーツ医・科学委員会 県医師会館 山﨑副委員長

3月10日 水 支払基金幹事会 支払基金 会長

新入会員との面談 県歯 専務、松永理事、陶山理事長

主任介護支援専門員リーダー養成研修 県防災庁舎 佐野常務

第24回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

理事会前打合せ 県歯 三役、常務

第9回理事会 県歯 全役員

3月23日 火
九州地方社会保険医療協議会（第150回宮崎部
会）

九州厚生局 髙橋副会長

基金宮崎支部長来館 県歯 会長

第25回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 県歯 三役、常務

第2回会計勉強会 県歯 三役、常務

宮崎県医療審議会法人等部会 県防災庁舎 会長

3月25日 木 宮崎県健康づくり協会第2回定例理事会 県総合保健センター 上窪副会長

臨時理事会 県歯 全役員

各郡市歯科医師会会長会議 県歯 全役員、各郡市会長

第17回総会 県歯 全役員

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（Web会議）

県歯 佐野常務

宮崎県介護支援専門員研修向上委員会（Web会
議）

各会場 青山理事

受託事業打合せ会 県歯
専務、佐野常務、青山理事、
林理事

3月27日 土

3月31日 水

3月4日 木

3月11日 木

水3月24日

木3月18日



◎令和 2年度無歯科医地区巡回診療日程報告(延岡市島浦地区巡回診療) 

 

 

回数 月 日 

1回 
6月 

11日(木) 

2回 25日(木) 

3回 

7月 

2日(木) 

4回 16日(木) 

5回 30日(木) 

6回 

9月 

10日(木) 

7回 17日(木) 

8回 24日(木) 

9回 

10月 

1日(木) 

10回 15日(木) 

11回 22日(木) 

12回 29日(木) 

13回 

11月 

5日(木) 

14回 19日(木) 

15回 26日(木) 

16回 

12月 

3日(木) 

17回 17日(木) 

18回 24日(木) 

19回 1月 7日(木) 

 

 



日　　付 事　業　名 場所

4月6日 月 始業日 県歯

入学式 県歯

第6回教務会 県歯

4月10日 金 新入生オリエンテーション 県歯

5月11日 月 結核検診 県歯

第7回教務会 県歯

学生確保対策臨時委員会 県歯

5月15日 金 第6回国家試験対策臨時委員会 県歯

5月20日 水 イブニングオープンキャンパス 県歯

内科検診 県歯

抗原抗体反応検査 県歯

6月4日 木 消防設備点検 県歯

6月20日 土 体験入学会 県歯

7月11日 土 体験入学会 県歯

7月21日 火 第1回国家試験対策臨時委員会 県歯

8月22日 土 体験入学会 県歯

9月7日 火 2021年度AO(Ⅰ期)入試願書受付開始 県歯

9月11日 金 イブニングオープンキャンパス 県歯

9月16日 水 2021年度AO(Ⅰ期)入学願書受付締切 県歯

9月23日 水 前期試験開始 県歯

9月26日 土 2021年度AO(Ⅰ期)入試 県歯

9月29日 火 臨床実習担当者講師･担当者会 県歯

10月1日 木 2021年度指定校推薦､推薦入試(Ⅰ)願書受付開始 県歯

避難訓練 県歯

DH3 DT2 合同レクレーション 市体育館

2021年度AO入試(Ⅰ)合格発表 県歯

10月9日 金 第2回国家試験対策臨時委員会 県歯

10月10日 土 体験入学会 県歯

10月12日 月 2021年度指定校推薦､推薦入試(Ⅰ)願書受付締切 県歯

10月15日 木 2021年度指定校推薦､推薦入試(Ⅰ) 県歯

10月22日 木 第2回教務会 県歯

2021年度指定校推薦､推薦入試(Ⅰ)合格発表 県歯

2021年度推薦(Ⅱ)･社会人特別入試願書受付開始 県歯

10月24日 土 医院説明会 県歯

10月29日 木 第1回講師会 県歯

11月1日 日 医院説明会 県歯

11月4日 水 2021年度推薦(Ⅱ)･社会人特別入試願書受付締切 県歯

11月7日 土 推薦入試(Ⅱ) 社会人特別入試 県歯

11月9日 月 2021年度一般入試(Ⅰ)願書受付開始 県歯

口頭試問 県歯

2021年度推薦(Ⅱ)･社会特入試合格発表 県歯

11月12日 木 医院説明会 県歯

11月13日 金 イブニングオープンキャンパス 県歯

11月17日 火 DH3後期試験開始 県歯

11月20日 金 DT2後期試験開始 県歯

11月25日 水 2021年度一般入試(Ⅰ)願書受付締切 県歯

11月26日 木 医院説明会 県歯

11月27日 金 2021年度一般(Ⅰ期)入試 県歯

12月1日 火 第3回国家試験対策臨時委員会 県歯

12月2日 水 2021年度一般入試(Ⅰ)合格発表 県歯

12月3日 木 実地試験 県歯

12月4日 金 宮崎市エイズ･性感染症講話 県歯

12月8日 火 消防設備点検 県歯

12月9日 水 イブニングオープンキャンパス 県歯

12月15日 火 第3回教務会 県歯

12月16日 水 第2回講師会 県歯

12月22日 火 DH3 DT2終業日 県歯

12月23日 水 国家試験対策補講 県歯

12月24日 木 DH1･2､DT1終業日 県歯

1月8日 金 始業日 県歯

1月12日 火 2021年度AO(Ⅱ)･一般入試(Ⅱ)願書受付開始 県歯

1月15日 金 第4回国家試験対策臨時委員会 県歯

◎宮崎歯科技術専門学校年間行事報告

4月9日 木

5月12日 火

11月11日 水

10月23日 金

5月21日 木

10月2日 金



日　　付 事　業　名 場所

1月27日 水 2021年度AO(Ⅱ)､一般入試(Ⅱ)願書受付締切 県歯

1月30日 土 2021年度AO(Ⅱ)､一般(Ⅱ)入試 県歯

2月3日 水 2021年度AO入試(Ⅱ期)･一般入試(Ⅱ)合格発表 県歯

2月13日 土 職員採用面接 県歯

2月15日 月 2021年度一般入試(Ⅲ)願書受付開始 県歯

2月22日 月 第4回教務会 県歯

2月28日 日 歯科技工士国家試験 福岡県

3月2日 火 第3回講師会 県歯

3月3日 水 2021年度一般入試(Ⅲ)願書受付締切 県歯

3月6日 土 2021年度一般入試(Ⅲ) 県歯

3月7日 日 歯科衛生士国家試験 福岡県

3月9日 火 卒業式 県歯

3月19日 金 終業日 県歯


