
申込み・問合せ先

NPO法人長野県歯科衛生士会　事務所

＜住所＞　　　　　〒387－0006　千曲市粟佐1128－2
＜TEL・FAX＞　　026－273－6366
＜Ｅ－mail＞　　　nagano_dha@ybb.ne.jp

諸事情により、日程・講師・会場等が変更になる場合があります。
その際は長野県歯科衛生士会HP、会報等でお知らせします。
随時ご確認ください。

長野県歯科衛生士会HP

　　　＊第５次生涯研修制度、認定歯科衛生士についての詳細は、日本歯科衛生士会ＨＰをご覧ください。

注２）　受講・申し込みの際は必ず 会員証 をご準備ください。

注３）　研修会についてのお問い合わせは、事前に事務所までご連絡ください。

注４）　長野県歯科衛生士会員で、卒業後３年以内の方は、すべての受講料が免除になります。

令和3年度

　　　＊日本歯周病学会認定歯科衛生士制度　生涯研修単位を修得できます。

○生涯研修会

○地域歯科保健研修会

○歯周病研修会

○口腔健康管理研修会

注１）　生涯研修はすべて日本歯科衛生士会　第５次生涯研修制度に従って企画運営しています。

　　　＊日本歯科衛生士会の専門研修（基本研修）単位・認定生涯研修単位が修得できます。

○部門連絡会主催研修会

（問い合わせ時間　　10：00～14：00　月～金曜日）

・病院部門

・施設部門



※日程等は、決まり次第、広報・長野県歯科衛生士会HPでお知らせします。

主催名 日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

11月 信州大学内科学第一教室

    「誤嚥性肺炎 教授 　　　　C　特定コース

WEB配信 　　　～正しい理解と予防法～」（仮） 花岡　正幸　先生 ｂ周術期等の口腔機能管理

Ⅱ-A　1単位 申込みフォーム

詳細は決まり次第 Ⅷ-A　1単位

ご案内いたします

主催名 日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

WEB研修 「乳幼児・学童時期の口腔機能」 大町市 Ｂ リフレッシュコース

オンデマンド配信 にこにこデンタルクリニック a幼児・学童期歯科保健

徳山岳志　先生 2単位 申込みフォーム

配信期間

ホームページにて
お知らせします。

・申し込み方法につきましては、長野県歯科衛生士会ホームページに掲載いたします。
・欠席の場合には必ず事務所へ前週の金曜日14：00までにご連絡をお願いいたします。
・受講料の返金は致しかねます。

■ その他　連絡事項等

■ 受講料　　無料

【
県
歯
科
衛
生
士
会
主
催

】

■ 受講料

・会員　1,000円　　　会員外　3,000円

【生涯研修会】　　　　

・どなたでも受講が可能です。患者さん、ご家族、お知り合いの方など、より多くの方をお誘い合わせのうえご参加ください。

【
支
部
主
催

】

ホームページで
ご確認ください

ホームページで
ご確認ください

県民公開講座

認定更新研修

①

②
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主催名 日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

８月８日（日）

10：00　～　12：15 神戸常盤大学 Ｃ　特定コース 7月16日(金)

受付　　9：30　～ 「病院での口腔ケアを行う際の注意点」 ｂ周術期等の口腔機能管理

①WEB(ライブ配信） Ⅷ－A ・C 申込みフォーム

②会場受講(希望者） 澤田　美佐緒　先生

安曇野市 2単位

豊科ふれあいホール

主催名 日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

7月4日（日）

13：00　～　15：15 「新型コロナウィルス感染症について」 長野県看護大学 C　特定コース 6月18日(金)

受付　12：30 ～
a　歯科診療所等における

医療安全管理対策

①WEB(ライブ配信） 　　　～コロナ禍における　 Ⅴ－Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆ・Ｇ 申込みフォーム

②会場受講(希望者） 　　スタンダードプリコーション～ 中畑　千夏子　先生

安曇野市 2単位

豊科ふれあいホール

・欠席の場合には必ず事務所へ前週の金曜日14：00までにご連絡をお願いいたします。
・受講料の返金は致しかねます。

・会場受講の方は「感染対策チェックシート」をご確認の上ご参加ください。

■ その他　連絡事項等

【部門別連絡会研修会】　　　　

　☆現在従事している職域に関係なく、どなたでも受講可能です。

病
院
部
門

短期大学部
口腔保健学科　講師

■ 受講料

・会員　1,000円　　会員外　3,000円

施
設
部
門

■ 受講料　　

・会員　1,000円　　会員外　3,000円

認定更新研修

③

④

―　２　―



■目的：健康寿命延伸のため県民への情報提供と予防法の普及に努める。

■ 内容　1、診療室・病院・施設・地域などで働く歯科衛生士がオーラルフレイルに対応できるスキルを身につける。

　　　　　　2、県からの受託事業である「お口の健康講座」に出務できる歯科衛生士を養成する。

※第2,3回については新型コロナウイルスの感染状況により変更になる場合があります。

回 日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

8月22日(日)

10:00～12:15 医療法人和合の里 Ｃ　特定コース

受付9:30～ 「口腔機能の基礎知識と 小川歯科クリニック院長 ｃ　在宅歯科医療の基礎

①WEB配信 　　　　　口腔機能低下症について」 小川　浩樹　先生 Ⅳ－B・C・Ｄ 申込みフォーム

②会場受講(希望者) 2単位

安曇野市

豊科ふれあいホール

9月5日(日) C　特定コース

※ｵｰﾗﾙﾌﾚｲﾙに対応できるスキルとは 長野県歯科衛生士会 ｃ　在宅歯科医療の基礎

13:00～16:15 ・チェックのための手技・測定機器の使

受付12:30～ 　用法を学ぶ（チェックと評価） 丸山　安基子　会員　他 Ⅳ－E　

・改善プログラムを知り指導できるよう Ⅷ－G ・H

会場受講のみ 　になる（口腔機能向上間接訓練法等） 3単位 申込みフォーム

安曇野市

豊科ふれあいホール ・チェック結果（事例提示）から改善の

　ためのプログラムを考える

9月26日(日) 長野県歯科衛生士会 C　特定コース

・お口の健康講座の内容と流れの説明 ｃ　在宅歯科医療の基礎

13:00～16:15 ・チェック票・記録票について 丸山　安基子　会員　他 Ⅷ－Ｂ・Ｃ・Ｄ

受付12:30～ ・講義内容（配布資料）について 3単位 申込みフォーム

会場受講のみ ・ゲームについて

安曇野市 ・単回講座への対応について 長野県歯科衛生士会

豊科ふれあいホール ・事務用書類説明 監事

太田　あつこ　会員

・各回とも単回受講可能です。

・第2回・第3回は会場受講のみ、定員30名　（定員になり次第締切らせていただきます。）

・県委託事業出務歯科衛生士の受講を優先します。

・欠席の場合には必ず事務所へ前週の金曜日14：00までにご連絡をお願いいたします。

・受講料の返金は致しかねます。

・会場受講の方は「感染対策チェックシート」をご確認の上ご参加ください。

基礎から学ぶことができ、今後必ずニーズが増える分野です。大勢の皆さまのご参加をお待ちしております。

■ その他　連絡事項等

・第1回は公開講座のため、受講料無料、多職種の方の参加可能です。 　

・第2回・第3回受講料　　各回　会員1000円　会員外3000円

第
１
回

第
２
回

■ 受講資格及び受講料

第
３
回

「口腔機能向上教室（お口の健康講座）
の実際を学ぶ」

「フレイル・オーラルフレイルに対応でき
るスキルを身につける」

9月10日(金)

8月20日(金)

8月6日(金)

歯科衛生士がオーラルフレイルに対応できるスキルを身につけるための研修会を計画しました。

歯科医療関係者の取り組みが求められています。地域で業務を行う歯科衛生士だけでなく、診療室や施設等様々な職場の

オーラルフレイル対策は介護予防対策として必要不可欠なものとなっています。口腔機能低下症として保険適用にもなり、

 【地域歯科保健研修会】

公開講座⑤

⑥

⑦

―　３　―



県内を代表する歯周治療のスペシャリストによる講演や実習です。

新型コロナウイルス感染症予防のため、WEB研修といたします。

第1回から4回までの連続講座となります。第4回のみ、公開講座として単回受講できます。

　歯周病治療の臨床的・実践的な知識や技術の習得を図る。　

回 日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

6月20日（日） オリエンテーション 　 Ａ　臨床研修コース

13:00～16:30 「歯周治療の基礎」 ａ　歯周治療の基本技術

受付　　12：30～ ・歯周病とは 小林歯科医院 Ⅰ-ABC　3単位 コース受講

・歯周組織のしくみと役割 栁澤陽華委員 5月28日(金)

ＷＥＢ配信 ・歯周治療の基本的な流れと進め方

8月29日（日） 「歯周治療の補助に必要な知識と技術・ Ａ　臨床研修コース

13:00～16:15 　　　　　　口腔衛生指導と生活習慣指導」 宮下歯科医院 ａ　歯周治療の基本技術

受付　　12：30～ ・歯周基本治療について 橋爪由美子委員 Ⅴ-A　2単位

ＷＥＢ配信 ・セルフケアについて Ⅲ－A　1単位

9月12日（日） 「スケーリング、ルートプレーニング（SRP）」 Ａ　臨床研修コース

13：00～16：30 ・手用スケーラーのインスツルメンテーション メディケア歯科クリニック ａ　歯周治療の基本技術

受付　　12：30～ ・シャープニング 長野三輪 Ⅳ-AB　2単位

・超音波スケーラー(エアスケーラー含む) 米沢ひとみ委員 Ⅳ-C　1単位

  のインスツルメンテーション

　※実習になります。持ち物はHP参照

　　　11月14日（日） Ａ　臨床研修コース

13:00～16:15 「患者さんとのコミュニケーションを考える」 長野県公衆衛生専門学校 ａ　歯周治療の基本技術

受付　　12：30～ 非常勤講師 Ⅲ－BC　3単位 申込みフォーム

心理カウンセラー

ＷＥＢ配信 赤羽　恵子　先生

・コース受講（1～4回）　3,000円　（会員のみ受講可能、会員以外の方は入会後の申し込みをしてください。）

 【歯周病研修会】

第
3
回

第
4
回

日本歯科衛生士会認定研修受講に必要な単位修得できます。　

基礎から応用まで学べる研修会です。是非お申込みください！

■研修会の目的

第
1
回

第
2
回

申込みフォーム

10月22日(金)

WEB配信

■ 受講資格及び受講料

・定員30名（定員になり次第締切らせていただきます。）

・第3回の研修会は実習になります。必要器材についてはホームページをご確認下さい。

・受講料の返金は致しかねます。

・第4回　11月14日は公開講座となります。単回受講料　会員　1,000円　　会員外3,000円

・欠席の場合には必ず事務所へ前週の金曜日14：00までにご連絡をお願いいたします。

■ その他　連絡事項等

認定更新研修

公開講座

認定更新研修

⑧ ⑧

⑨

―　４　―



さらに訪問診療・摂食嚥下障害について学びたい方々のご参加をお待ちしております。

回 日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

　10月17日（日） Ａ　臨床研修コース

10：00　～　12：30 「高齢者の食支援」 特定医療法人　研精会 ｂ　摂食嚥下機能療法の基本技術

　受付　　9：30～ 　　認知症高齢者の 稲城台病院 Ⅲ‐B１単位 申込みフォーム

　　　　　　　　誤嚥リスクと食事・栄養 院長補佐兼食支援センター長 Ⅶ-A１単位

WEB配信 芳村　直美　先生

11月7日（日） 「今知りたい！口腔健康管理」 Ａ　臨床研修コース

10：00　～　12：30 ～コロナ禍での感染対策について～ ｂ　摂食嚥下機能療法の基本技術

　受付　　9：30～ 　・事例報告（病院・施設・在宅） 介護福祉委員 Ⅰ‐Ｅ１単位　 申込みフォーム

　・口腔機能評価における器材紹介
在宅訪問診療に関わる

歯科衛生士
Ｃ特定コース

WEB配信 　・コロナ禍での工夫など情報交換 C在宅歯科医療の基礎

Ⅷ－Ｅ・Ｈ　1単位

■ 受講資格及び受講料

・受講料　各回　会員1,000円　会員外3,000円  　　

※第1回は公開講座のため、多職種の方の参加可能です。

・欠席の場合には必ず事務所へ前週の金曜日14：00までにご連絡をお願いいたします。

・受講料の返金は致しかねます。

「口腔健康管理」とは歯科専門職が行う「口腔衛生管理」　「口腔機能管理」　を指します。

　　　　　　　　　　　　【口腔健康管理研修会】 

歯科医院に勤務している歯科衛生士も、有病者の口腔健康管理を自信をもって実施することを目指す研修会です。

■研修会の目的

■ その他　連絡事項等

　口腔保健の重要性や口腔健康管理の必要性、有効性を理解し高齢者及び要介護者に対して専門職としてアセスメント、

　口腔機能維持管理について計画を立て、指導・実施することのできる歯科衛生士の養成。

第
１
回

第
２
回

10月1日(金)

10月22日(金)

公開講座

認定更新研修

⑩

⑪

―　５　―



■職歴・経歴

平成 1年 5月～　信州大学医学部付属病院及び関連病院にて臨床研修

平成13年 5月　　信州大学医学部付属病院第一内科　助手

平成17年11月　 米国コロラド大学医学部リサーチフェロー（NorbertF.Voelkel教授）

平成20年10月　 信州大学医学部内科学第一講座　准教授

平成25年 9月　　信州大学医学部内科学第一講座　教授

平成26年 4月～ 信州大学学術研究院医学系医学部内科学第一講座　教授

平成29年 4月～ 信州大学医学部付属病院　副病院長

平成31年 4月～ 令和 2年 3月　信州大学医学部　副学部長

■現職

信州大学医学部付属病院　副病院長

信州大学学術研究院医学系医学部内科学第一教室　教授

信州大学医学部付属病院呼吸器・感染症・アレルギー内科　科長

平成11年　医学博士（信州大学）

■専門

呼吸器内科学　特に閉塞性肺疾患、肺循環器障害

■職歴・経歴

1996年　松本歯科大学　卒業
1996年　医療法人日吉会牧野歯科医院（静岡県）　勤務
1999年　桐原歯科医院（長野県）　勤務
2002年　中条村歯科診療歯科（長野県）　勤務
2005年　中条歯科診療所　開業
現在に至る
■資格　　

ケアマネージャー
■所属

国際歯周病内科学研究会会員

床矯正研究会会員

澤田　美佐緒　先生：　神戸常盤大学短期大学部　口腔保健学科　講師
■職歴・経歴

昭和56年 3月　兵庫県立総合衛生学院　歯科衛生士学科　卒業
平成29年 2月　徳島大学大学院　口腔科学教育部　修了
昭和56年 4月～平成 8年 5月　神戸市立中央市民病院　他　2病院で勤務
平成 9年 4月～平成20年10月　上伊那口腔保健センター
平成21年 4月～　神戸常盤大学短期大学部　口腔保健学科　非常勤講師
平成22年 4月～　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　助教
平成26年 4月～　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　講師
現在に至る

■資格・認定

日本歯科衛生士会　認定歯科衛生士「在宅療養指導（口腔機能管理）」「摂食嚥下リハビリテーション」
介護支援専門員
認知症ケア専門士

平成 1年　信州大学医学部医学科　卒業

信州大学医学部付属病院呼吸器センター　センター長

徳山岳志先生　：　にこにこデンタルクリニック　院長　歯科医師　

【講師紹介】

■学歴・学位

花岡　正幸　先生　：　信州大学　内科学第一教室　教授　

平成15年 6月　  信州大学医学部内科学第一講座　講師
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■職歴・経歴

1997年　　山形大学医学部看護学科卒業。その後、国立小児病院、長野県立こども病院勤務を経て
2006年　　長野県看護大学大学院博士前期課程修了。
2006年4月より長野県看護大学に勤務。
2011年～2016年　　認定看護師教育課程感染管理分野の主任教員を兼務
現在は人間基礎科学講座　病態・治療学分野の講師として勤務している。
主に微生物学的手法を用いた感染予防に関する研究を専門としている。

■資格・所属学会

資格：看護師、保健師
所属学会：日本環境感染学会、日本看護科学学会、日本看護福祉学会

松本歯科大学地域連携歯科学講座　非常勤講師（2017年～）
松本歯科大学摂食嚥下リハビリテーションセンター　非常勤講師（2017年～）

法人本部食支援プロジェクト推進本部長/稲城台病院院長補佐/食支援センター長 
■職歴・経歴

2019年5月～　稲城台病院に食支援センターを開設し、院内の摂食嚥下ケアの充実とともに地域の食支援を開始

■資格

1970年3月　長野県公衆衛生学院　伊那分院卒業

1997年1月　 ヘルスカウンセリング学会認定　心理カウンセラー取得

2010年10月～上伊那郡宮田村心の相談カウンセラー

日本摂食嚥下リハビリテーション学会
日本看護技術学会
聖路加看護学会

1990年　　信州大学医学部付属病院歯科口腔外科　医員

赤羽　恵子　先生　：長野県公衆衛生専門学校非常勤講師、心理カウンセラー

日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

2018年～   　  特定医療法人研精会食支援プロジェクト推進本部長として勤務

芳村　直美　先生　：特定医療法人研精会法人本部　／　稲城台病院　

同年5月～　   法人全体の食と栄養に関する食支援プロジェクトチームを発足

■職歴・経歴

1988年　　岐阜歯科大学卒業（現　朝日大学歯学部）

【講師紹介】

看護師　看護学修士

中畑　千夏子　先生　：　長野県立看護大学　講師

小川　浩樹先生：長野県歯科医師会　（医療法人和合の里　小川歯科クリニック）

1994年　　小川歯科クリニック開業

同年　　　 信州大学医学部付属病院歯科口腔外科　研修医

■現職

2019年10月～長野県公衆衛生専門学校　スクールカウンセラー

2005年　　医療法人和合の里　小川歯科クリニックに変更
2011年　　松本市歯科医師会福祉医療部　理事
2013年　　長野県歯科医師会学術部員
2015年　　松本市歯科医師会学術部　理事

1982年～2009年3月    長野県公衆衛生専門学校　専任教員

■現在

2010年4月～ 長野県公衆衛生専門学校非常勤講師(科目コミュニケーション論・カウンセリング）
2009年10月～上伊那郡飯島町心の相談カウンセラー

2016年4月～ 長野県南信工科短期大学校　スクールカウンセラー

■職歴・経歴

■所属学会

2016年　　長野県摂食嚥下リハビリテーション研究会世話人
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