
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

　　

平成３０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

○専門的口腔ケア研修会

注１）　生涯研修はすべて日本歯科衛生士会　第４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）

　　　＊第４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）　受講の際は必ず 会員証 をご持参ください。

注３）　諸事情により、講師・会場等が変更になることもあります。その際は、通知、長野県歯科衛生士会ＨＰ、
　　　　会報等でお知らせをいたします。

注４）　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５）　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。

・病院・施設部門



　　　＊） 第４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。

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

9 月 2 日（日）

13：00　～　15：00 東京大学大学院

受付　　12：30　～ 　　「オーラルフレイル最前線 医学系研究科 B　リフレッシュコース

～今、歯科に求められるフレイルの視点～」 加齢医学講座　研究員 c 最新・歯科診療の補助

2単位

岡谷市 クリニックにおけるオーラルフレイル改善 田中　友規　先生

テクノプラザおかや プログラム、口腔機能低下症などに関して

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2 9日（日）

10：00　～　13：00

受付　　9：30～   「これから歯科衛生士が学ぶべきこと 小林歯科医院 Ａ　臨床研修コース

～歯と咬むことを守るために、 歯科衛生士・歯科技工士 ａ　歯周治療の基本技術 7月6日（金）

  口腔に関わる力の基礎を学ぼう～」 Ⅳ－E

伊那市 小林　明子　先生 3単位

　　保健センター

■ 受講料

・会員　1,000円　　　会員外　3,000円

　　施設・養成校）・歯周病研修会・地域歯科保健研修会・専門的口腔ケア研修会を行っております。

　　当会では、日本歯科衛生士会 第４次生涯研修制度＊）に基づき、生涯研修会・部門連絡会主催研修会（病院・

8月17日（金）

■ 受講料　　無料

 【生涯研修会】

【
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・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。

【

上
伊
那
支
部
主
催

】

県民公開講座
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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

7 月 22 日（日）

10：00　～　12：15 　　　　「嚥下障害を引き起こす 諏訪赤十字病院 A　臨床研修コース

受付　　9：30　～ 　　　　　　　　　　　疾病と薬剤」 リハビリテーション科部長 ｂ　摂食嚥下機能療法

　 巨島　文子　先生 Ⅲ－B

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

8月26日（日）

10：00　～　15：00 　     　「歯科衛生課程の 金子歯科医院院長 B　リフレッシュコース

受付　9：30 ～ 　　　　　　　　　     　臨床応用法」 金子　至　先生 ｇ　歯科衛生ケアプロセス 　7月27日(金）

（歯科衛生過程）

長野市 講義およびグループワーク 金子歯科医院勤務 4単位

  長野平青学園　2号館 歯科衛生士

 【部門連絡会主催研修会】

　☆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
・
施
設
部
門

7月6日（金）

■ その他連絡事項等
・お弁当を持参してください。
・申し込み後のキャンセルは8月24日（金）昼　12：00　までに歯科衛生士会事務局までお願いします。
・やむを得えず、当日欠席する場合は、長野平青学園歯科衛生士科（℡026－224－8383）までご連絡ください。

■ 受講料

・会員　1,000円　　会員外　3,000円

養
成
校
部
門

■ 受講料

・会員　2,000円　　会員外　5,000円
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　　　　診療室・病院・行政・地域,それぞれの現場で相手に寄り添った支援が出来る歯科衛生士を目指しましょう。

■研修会の目的  　

【研修日程】

日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

　7月8日（日）

　14：00　～　16：00

受付　13：30　～     「歯科従事者が知っておきたい 信州大学医学部附属病院 Ｂ リフレッシュコース

　　　　　　　     　発達障害の基礎知識」 子どものこころ診療部教授 b 幼児・学童期歯科保健 　6月22日（金）

　安曇野市 本田　秀夫　先生 2単位

豊科ふれあいホール

■ 受講料

■研修会の目的  　

PFAの被災者のニーズに沿った現実的な支援を学習し、ひいては日々接している患者様、同僚へも配慮できる歯科衛生士を目指す。

日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

　11月4日（日） 日本歯科衛生士会 長野県歯科衛生士会

　10：00　～　10：45 災害支援フォーラム報告 宮嶋 典子 ・ 小山 代子

受付　9：30　～ Ｂ リフレッシュコース

　11：00　～　15:00 東京英語いのちの電話 　f　災害支援活動 10月19日（金）

　安曇野市
荻原　かおり　先生 3単位

豊科ふれあいホール

■ 受講料

・会員 2,000円　　会員外 5,000円

・昼食を持参して下さい。

ＰＦＡ(Psychological First Aid/心的応急措置)とは、被災者のニーズに沿った現実的な支援を提供し、被災者が現状以上のダメージを

受けることのないように配慮しながら、人間のこころに本来備わっているレジリエンス(回復力)を引き出し、高めることを目的とした支援法。

JAICO®一般社団法人 産業カウンセラー協会 中信支部 ホームページより引用

「PFA研修会(サイコロジカル・ファーストエイド
／心理的応急処置）：災害時におけるこころ

のケア研修会)」

 【地域歯科保健研修会】

　　　　歯科衛生士業務は益々広がりを見せています。

発達障害に対する知識を増やし障害児支援を充実させよう！

・会員　1,000円　　会員外　3,000円

―　３　―



 ■研修会の目的

     歯周病治療の臨床的・実践的な知識や技術の習得を図り、日本歯科衛生士会　認定研修受講に必要な単位取得を目指す。　

        

【研修コース日程】

回 日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

6月17日（日） オリエンテーション 　

10：00　～　15：30 「検査と評価」 Ａ　臨床研修コース

受付　　9：30～ ・歯周組織検査(視診・プロービング等) 金子歯科医院 ａ　歯周治療の基本技術

・細菌検査 栁澤　陽華　委員 Ⅱ－ABCD　

塩尻市 ・口腔内写真撮影と活用法 4単位

松本歯科大学衛生学院 ・エックス線写真の読影・CTの知識

8月26日（日） 「スケーリング、ルートプレーニング（SRP）」

10：00　～　15：00 ・手用スケーラーのインスツルメンテーション Ａ　臨床研修コース

受付　　9：30～ ・超音波スケーラー(エアスケーラー含む) メディケア歯科クリニック ａ　歯周治療の基本技術

  インスツルメンテーション 長野三輪 Ⅴ－ABCD

・シャープニング 米沢　ひとみ　委員 4単位

塩尻市 ・プロフェッショナルケア（歯肉縁上、縁下

松本歯科大学衛生学院   のプラークコントロール　PTC,PMTC）

9月30日（日） 「口腔衛生指導と生活習慣指導」

10：00　～　15：00 ・セルフケアについて Ａ　臨床研修コース

受付　　9：30～ ・行動変容に必要な知識と技術 宮下歯科医院 ａ　歯周治療の基本技術

  (カウンセリング等) 橋爪　由美子　委員 Ⅳ－ＡＢDE

安曇野市 ・食生活改善指導 4単位

豊科ふれあいホール ・咬合力や力に関する知識とアプローチ

11月11日（日）

10：00　～　15：00 東京都 Ａ　臨床研修コース

受付　　9：30～ 『歯周治療におけるチーム医療の実践
　  

長谷川歯科医院　院長 ａ　歯周治療の基本技術

塩尻市  　～30年の臨床から見えてきたこと～』 長谷川　嘉昭　先生 Ⅰ－F、Ⅶ－B　2単位

塩尻総合文化センター Ⅵ－AC　2単位

中央公民館　大会議室

■ 受講資格及び受講料

　各回とも単回受講可能。（会員以外の方は入会後に申し込みをしてください。）※コース受講者の方優先とさせて頂きます。

　第1～3回定員30名（コース受講者優先になります。定員になり次第締切らせていただきます。）

　コース受講料　5,000円（初回時に持参、返金不可）

　単回受講料　各回　2,000円

　第4回　11月11日は公開講座となります。

　第4回　受講料　会員　2,000円　　会員外5,000円

■ その他　連絡事項等

 　各回昼食を持参してください。

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

 　第1回の研修会では顎模型・上履きが必要です。各自ご用意ください。

 　第2回の研修会は実習になります。必要機材についてはホームページをご確認下さい。

 【歯周病研修会】

　　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。歯周病治療に対する基礎から応用までをコース

　　制で学んでみませんか。今回は各回とも単回での受講も可能です。興味のある研修会には是非お申込みください！

第
1
回

6月1日(金)

コース受講は
6月1日(金)

までにお申し
込みください

8月10日(金)

9月14日(金)

10月26日(金)

第
４
回

第
2
回

第
3
回

公開講座
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　在宅や施設などの訪問に携わる会員の皆さまのために研修会を企画いたしました。

　これから地域包括ケアシステムにおいて歯科衛生士の役割を果たすことができるように在宅診療・摂食嚥下障害分野でご活躍の

　講師にお願いしました。　また施設実習では実際に要介護高齢者の方のアセスメントをおこない口腔ケアを実施していただきます。

　訪問診療・摂食嚥下障害について学びたい会員の皆さまの参加をお待ちしております。

　　　■研修会の目的

　　　　口腔保健の重要性や口腔ケアの必要性、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。

回 日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

　6月10日（日） 　「口腔ケア超入門編」 在宅療養管理指導　 Ａ　臨床研修コース

10:00　～　15:00 　　　・専門的口腔ケアとは 認定歯科衛生士　 ｂ　摂食嚥下機能療法の

　受付　　9:30～ 　　　・介護保険について 小澤　智里　委員 基本技術　Ⅰ‐Ｅ　１単位

　　　・要介護高齢者について 摂食嚥下リハビリテーション VⅢ‐A　１単位　B　１単位

　安曇野市 　　　・施設・病院における口腔ケア 認定歯科衛生士 C　特定コース ｂ周術期の

　　豊科ふれあいホール 　　　・口腔ケアの手技・相互実習 酒井　文恵　会員 口腔ケアⅡ‐C　１単位

　7月1日（日） Ａ　臨床研修コース

13:30　～　16:30 　「高齢者の 『食』 を多角的に 公立能登総合病院 ｂ　摂食嚥下機能療法の

　受付　　13:00～ 　　　　　　　観る！診る！看る！ 歯科口腔外科　部長 基本技術 6月15日（金）

　佐久市 　　～「カニや白えび」の関係から 長谷　剛志　先生 VⅡ‐A　１単位　E‐１単位

　　佐久平交流センター 　　　　　　　導く食支援の方向性～」 V　B‐１単位

　8月5日（日） 　「発達期障害に対する摂食嚥下障害 日本歯科大学 Ａ　臨床研修コース

13:00　～　16:00 　　の基礎知識～食べる機能を理解 口腔リハビリテーション ｂ　摂食嚥下機能療法の

　受付　　12:30～ 　　　　　　　　して臨床に生かそう～」 多摩クリニック　歯科衛生士 基本技術 7月20日（金）

　安曇野市 　「施設・在宅・病院における症例発表」 水上　美樹　先生 Ⅱ‐１単位

　　豊科ふれあいホール 　　　　　　　　　※介護福祉委員にて Ⅲ‐A　１単位　B　１単位

　10月21日（日） 　「信大病院で行っている 信州大学医学部附属病院 Ａ　臨床研修コース

10:00　～　12:30 　　　　　　　　　チーム介入について」 摂食嚥下障害看護　認定看護師 ｂ　摂食嚥下機能療法の

　受付　　9:30～ 　「摂食嚥下障害における 宮坂　由紀乃　先生 基本技術 10月5日（金）

　安曇野市 　　　　　　　　　　機能訓練について」 リハビリテーション部言語聴覚士 VⅡ‐G　１単位

　　豊科ふれあいホール 寺島　さつき　先生 V　A‐１単位

■ 受講資格及び受講料

  全4回受講料：会員4,000円　単回受講可能

　単回受講料：第1回　会員2,000円  /第2回　公開講座　会員1,000円　会員外3,000円　/第3回　会員1,000円　/第4回　会員1,000円　

■ その他　連絡事項等　　　　　　　　　　

　第1回のみ昼食を持参してください。

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

日時・場所 内　　　容 講　　師 単位 （1単位60分） 申込締切日

８月１日　～　１０月３１日 　　・要介護者の方のアセスメント 摂食嚥下リハビリテーション Ａ　臨床研修コース

   （内 1日3時間） 　　・要介護者の方の口腔ケア 認定歯科衛生士 ｂ　摂食嚥下機能療法の

・社会福祉法人賛育会 　　・多職種との連携について 多羅澤　朋美　委員 基本技術 6月8日（金）

 　豊野清風園(長野市) 　　・食事観察 在宅療養管理指導　 VⅢ‐A　１単位　B　１単位

・かりんの里複合福祉　 　　・食事形態について 認定歯科衛生士　 IV‐C　１単位

　 施設(諏訪市) 小澤　智里　委員

                 ※施設実習の20日前までに各自「日本歯科衛生士会」歯科衛生士賠償責任保険に加入してください。

≪詳細は別途お知らせいたします≫

【介護施設実習】

会
員
の
み

第
３
回

第
４
回

　　　　　　　　　　　                   　【専門的口腔ケア研修会】 

第
１
回

第
２
回

5月25日（金）

認定更新研修

公開講座
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　■職歴・経歴

　（現職）東京大学リーディング大学院
　「活力ある超高齢社会を共創するグローバル・リーダー養成プログラム」(2015-)
　（現職）茨城県立医療大学　非常勤講師 (2016-)

　日本老年薬学会最優秀演題賞（2017）

　1976年　東京歯科技工専門学校卒業
　1996年　日本医学院歯科衛生士専門学校卒業
 現在
　東京医科歯科大学口腔保健学部口腔工学科　非常勤講師
　日本歯周病学会認定歯科衛生士
　日本臨床歯周病学会認定歯科衛生士
　日本歯科審美学会認定士
　日本額咬合学会認定指導衛生士
　日本口腔インプラント学会認定インプラント専門歯科衛生士

巨島　文子　先生　：　諏訪赤十字病院　リハビリテーション科部長(医師)
　■職歴・経歴

　日本神経学会神経内科専門医/指導医
　日本内科学会　認定内科医
　日本リハビリテーション学会臨床認定医

　■職歴・経歴

 ・日本臨床歯周病学会認定医、指導医、歯周インプラント指導医

　慶應義塾大学大学院　健康マネジメント研究科　修了（健康マネジメント学）

田中　友規　先生　：　東京大学大学院　医学系研究科加齢医学講座

　日本老年医学会優秀演題賞（2017）

 ・日本臨床歯周病学会指定研修施設

 ・米国歯周病学会　International member

 医療法人創志会　金子歯科医院
 ・歯科医師臨床研修指導歯科医

 ・日本歯周病学会指定研修施設

 ・日本口腔インプラント学会会員

 ・日本歯周病学会理事、認定歯周病専門医、指導医、専門医委員会委員

金 子 　至　先生　：　金子歯科医院　院長

  1983年　大町市で金子歯科医院開業　現在に至る
 現在
 ・スタディーグループ「綾の会」代表

  1955年　長野県生まれ　松本深志高校を経て
  1981年　松本歯科大学卒業

【講師紹介】

　日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　評議員
　日本静脈経腸栄養学会認定医、代議員
　日本嚥下医学会　　理事

　■職歴・経歴

　東京大学高齢社会総合研究機構　学術支援専門職員（2013-2015）
　（現職）東京大学大学院　医学系研究科　加齢医学　医学博士課程 (2015-)

　日本未病システム学会優秀演題賞（2013, 2014)

小林　明子　先生　：　小林歯科医院　歯科衛生士　歯科技工士

　（現職）日本学術振興会　特別研究員 (2017-)

　賞歴：

　日本老年学会合同ポスターノミネート賞（2017)
　日本静脈経腸栄養学会フェローシップ賞（2014)
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　■職歴・経歴

 2009年　横浜市リハビリテーションセンター発達支援担当部長　兼　横浜市西部地域療育センター長

 2013年　信州大学医学部附属病院　子どものこころ診療部　部長・診療教授
 2018年　信州大学医学部　子どものこころの発達医学教室　教授

　

荻原　かおり　先生　：　東京英語いのちの電話　TELLカウンセリング心理士
　■職歴・経歴

 2011年の東日本大震災の際には、国際NGOインターナショナルメディカルコープスより
 心理的応急処置（PFA）のトレーナーとしての訓練を受け、2011年4月から同年12月の間、PFAプロジェ
 クトチームの一員としてNPOを中心とする20の被災地支援団体のおよそ400名に対して東京や東北3県
 を含む6 箇所でPFA研修やトレーナー育成を実施。2012年には国立精神・神経医療研究センター災害
 時こころの情報支援センター主催のWHO版PFA指導者研修を受け、以後認定講師として全国各地で
 PFA研修を実施している。

　■職歴・経歴

 2014年　日本臨床歯周病学会インプラント指導医

長谷　剛志　先生　：　公立能登総合病院　歯科口腔外科　部長
　■職歴・経歴

 2001年　北海道医療大学　歯学部　卒業
 2006年　金沢大学大学院　医学系研究科　修了　医学博士
 2009年　公立能登総合病院　歯科口腔外科　医長
 2015年　公立能登総合病院　歯科口腔外科　部長
　　　　　金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎顔面口腔外科学分野　非常勤講師
　　　　　「食力の会」代表
　　　　　市立輪島病院　歯科口腔外科　非常勤講師
　　　　　石川県立田鶴浜高校　衛生看護科　非常勤講師

水上　美樹　先生　：　日本歯科大学　口腔リハビリテーション多摩クリニック　歯科衛生士
　■職歴・経歴

 日本女子衛生短期大学（現　神奈川歯科大学短期大学部）別科卒業
 日本摂食嚥下リハビリテーション学会理事　（社）日本障害者歯科学会評議員
 （公社）日本歯科衛生士会　認定歯科衛生士（摂食嚥下リハビリテーション分野）
 （公社）日本歯科衛生士会　認定歯科衛生士（障害者歯科分野）
 日本障害者歯科学会　指導歯科衛生士　日本摂食嚥下リハビリテーション学会　認定士

宮坂　由紀乃　先生　：　信州大学医学部附属病院
　■職歴・経歴

 信州大学医学部附属病院 看護部
 摂食・嚥下障害看護認定 看護師

寺島　さつき　先生　：　信州大学医学部附属病院
　■職歴・経歴

 信州大学医学部附属病院 
 リハビリテーション部 言語聴覚士

 2007年　日本臨床歯周病学会指導医
 2008年　東京都中央区にて移転開業
 2009年　日本歯周病学会評議員

　　　　　　東京医科歯科大学非常勤講師

【講師紹介】

本田　秀夫　先生　：　信州大学医学部　子どものこころの発達医学教室　教授

 1988年　東京大学医学部　医学科卒業
 1988年　東京大学医学部附属病院　精神神経科勤務
 1990年　国立精神・神経センター　武蔵病院精神科勤務

長谷川　嘉昭　先生　：　東京都　長谷川歯科医院　院長

 1988年　日本大学歯学部卒業
 1993年　東京都葛飾区にて開業
 1998年　日本歯周病学会専門医

 1991年　横浜市リハビリテーションセンター発達精神科勤務

 2011年　山梨県こころの発達綜合支援センター所長

　　日本青年精神医学会評議員　日本自閉症協会理事　特定非営利法人ネスト・ジャパン代表理事

―　７　―
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