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掲 示 板
手洗い励行・むやみに顔を

さわらない！
　Stay home  Stay home  Stay home!
　サイト始めました！

歯科衛生士職業紹介所オープン
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　大人気の綾野理加先生の摂食嚥下障害の研修会を今年
度も開催することができました。小児の摂食機能の発達
は摂食嚥下機能の基本を知る上で大変役立つ内容とな
り、参加者からは「正しい知識をしっかり身につけなけ
ればいけないと再確認できた！」等、今回も多くのご好
評の声を頂きました。午後の実習ではインストラクター
の先生方に、細かい部分まで聞くことができ大変有意義
な研修会となりました。次年度も開催予定ですので研修
会情報をご確認ください。

　今回は歯科医療を安全に行うための“全身疾患とその
対応”についてご講演いただきました。
　歯科衛生士として必要な知識である、脳卒中・心疾患・
糖尿病などの生活習慣病をたいへんわかりやすくご教示
いただきました。安心安全な歯科治療を行うために歯科
医療従事者として全身疾患の知識はとても重要であるこ
とを改めて考えさせられました。

第3回 学術研修会
テーマ：「基礎から学ぶ摂食嚥下障害
　　　　　～摂食機能の発達を知り、成人高齢者との違いを知る～」
講　師：綾野　理加 先生（昭和大学歯学部 小児成育歯科学講座 兼任講師）
場　所：アポロ歯科衛生士専門学校

11/3㈰ 第4回 学術研修会
テーマ：「安心安全な歯科医療を実現するために
 全身疾患を復習しましょう」
講　師：野村　武史 先生（東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座）
場　所：東邦歯科医療専門学校

12/15㈰

【午前】
　認知症の方の視界や混乱を引き起こし
てしまう場面を、VR（バーチャル・リア
リティー）を使用して３D 体験をできる
セミナーを提供しているシルバーウッド
社と共に、認知症の体験実習を企画しま

した。参加者から「VR 体験を通じてリアルな体験がで
き、すごく勉強になった」「実際に VR 体験をして認知
症の方の気持ち、介助する側の対応を感じることができ、
今後の声かけの参考にとてもなりました。」と初めての
経験に参加者も感動していました。

【午後】
　地域に根ざし訪問歯科診療でもご活躍の寺本浩平先生
に認知症の摂食嚥下障害障害の患者への食支援について
ご講義いただきました。
　患者との接し方や寄り添う事の大切さを、愛情あふれ
る熱い講演で私達受講生は心を打たれ、先生の温かさも
伝わり、充実した研修会となっておりました。

第5回 学術研修会
テーマ①：「認知症VR体験を通して認知症の対応を考える」
講　師：石田　香澄 先生（シルバーウッド　VR事業部）
場　所：日本歯科大学生命歯学部　 132講堂（テーマ①）
テーマ②：「認知症を踏まえた要介護高齢者への食支援」
講　師：寺本　浩平 先生（寺本内科・歯科クリニック 理事長）
場　所：日本歯科大学生命歯学部　 131講堂（テーマ②）

1/12㈰

石田香澄 先生
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日　時：2019 年 10 月 20 日（日）10:00 ～ 12:00
会　場：日本歯科大学　生命歯学部　九段ホール
演　題：『小児の口腔機能不全とその取り組み方』
講　師：外木 徳子　先生（とのぎ小児歯科　院長）
　昨年に引き続き外木徳子先生に小児歯科の立場から小児
期からの口腔機能の育成の大切さについて詳しくご講演い
ただきました。離乳食の進め方の関係性、重要性が詳しく

分かり、各発達のステージにあったポイントを学ぶことが
できました。

日　時：令和元年10月20日（日）13:00～15:00
会　場：日本歯科大学　生命歯学部　九段ホール
演　題：スポーツアスリートに学べ‼
　　　　スポーツを支える歯科医療の最前線 
講  師：芳賀秀郷 先生
　　　　（昭和大学歯学部歯科矯正学講座講師）
  臼井裕二 先生
　　　　（日本スノーボード協会公認デモンストレーター）
　東京 2020 オリンピックを目前に公開講座ではスポーツ
歯科に携わる歯科医師芳賀秀郷 先生とスノーボーダー選
手である臼井裕二 先生に対談形式で講演をして頂きまし
た。芳賀先生の講演では世界で活躍する選手を歯科も支え
ていると知ることができ、わかりやすく今のスポーツ界と

歯科との関わりをお話しいただきました。
　対談の中の「伝わらないと教えたことにはならない」「ス
クール生の動きを見てレッスンを行う」という臼井先生
の言葉は歯科衛生士が行う TBI と共通すると感じました。
またスポーツから見た歯科医療を理解することができまし
た。

都民向け公開講座都民向け公開講座
10/20
（日）

令和２年度
第２回フレッシュアップセミナー
令和２年度
第２回フレッシュアップセミナー

10/20
（日）

東京都委託事業
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11 月 4日
　午前：「在宅訪問歯科に関わる歯科衛生士の心構え」
　午後： 「情報共有の必要性とその方法」「多職種連携にお

ける歯科衛生士の役割」「訪問診療と診療報酬・
介護報酬」

　講師： 豊島区歯科医師会口腔保健センター豊島区あぜり
あ歯科診療所　高田　靖 先生

11 月 24日
　午前・午後「在宅における口腔ケアの意義」
　講師：歯科衛生士　猪野貞子 先生
12 月 1日
　午前・午後「在宅訪問歯科診療における
　　　　　　　　　　　～口腔ケアの意義・実際～」
　講師：日本大学歯学部摂食機能療法学講座
　　　　教授　植田耕一郎 先生

　第５回目となった在宅訪問歯科衛生士応援セミナー、そ
の一歩を踏み出して頂くための研修会となっています。

〔参加者の感想から〕
・これから訪問を始めようとしている人には勇気が持て、
背中を押してもらえる。また、今携わっている人には自分
の行っていることや考え方は間違っていないんだと自信が
持てる研修会だったと思います。どの先生の講義も心に刺
さりました。ありがとうございました。
・感染予防対策を充分にすること、リスクがある現場は、
複数人で行くなどリスクマネージメントとして意識が高
まった。要介護者の方々の QOL を上げるカギを歯科衛生
士が握っている。使命感を抱くきっかけになりました。

第 5回 在宅訪問歯科衛生士応援セミナー報告第 5回 在宅訪問歯科衛生士応援セミナー報告
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時流に即した最新機器・材料の展示や様々なセミナー開催など、歯科の「今とこれから」を知る事ができる大規模なイ
ベントです。当会は広いブースを生かして、会の紹介・体験コーナーや物販品紹介など歯科衛生士とその活動の PR に
努めています。

「看護の日」にちなみ開催される保健医療福祉イベントです。
多職種が参加し、都民の健康増進のための相談やミニセミナーなどを実施します。当会では相談ブースにて個別アドバ
イスをしています。
今年度は秋の実施の予定です。

協力施設に訪問し、歯みがき指導と共に歯科講話や体操・ゲームなどをし、お口の大切さやサッパリ感を体感してもら
います。初めて施設に伺う会員もベテランと一緒に活躍しています。

年に一度、都内で催される大規模な歯科イベントです。会場は毎年変わり、地域の歯科医師会の先生方と共に市民区民
の方々に情報発信します。当日はシンポジウムも開催されその予告は新聞等にも掲載されます。本会はお口の体操など
をパネル展示し、来場者に個別に口腔衛生についてアドバイスしています。

歯と口の健康週間行事として開催されます。
上野動物園内で、来場するお子様、ご家族に歯や口の大切さ、有効なケアの方法などを、集団講話コーナー、個別相談コー
ナーでお伝えしています。リピーターも多く、毎年楽しみにしてくれる子ども達のために張り切って臨んでいます。

京デンタルショー：大東京歯科用品商協同組合主催

護フェスタ：東京都看護協会主催

祉施設 歯みがきボランティア

ンタルフェスティバル：東京都歯科医師会主催

野動物園行事：東京都主催

東

看

福

デ

上
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18：00	 会長挨拶	 会　長　藤山　美里
 
	 来賓挨拶	 東京都福祉保健局医療政策部　歯科担当課長　三ツ木　浩

	 	 公益社団法人東京都歯科医師会　副会長　井上　恵司

	 	 一般社団法人東京都歯科技工士会　会　長　石川　功和

	 表　　彰

	 　「歯科衛生士賞」　活躍されていている歯科衛生士へ
	 	 東京都立心身障害者口腔保健センター　吉岡真由美
	 　「感謝状」　19年間会長職をまっとうされた前会長へ
	 	 東京都歯科衛生士会　顧問　富田　基子

	 乾　　杯	 公益社団法人日本歯科衛生士会　	顧問　金澤　紀子

	 理事紹介　新執行体制となり各担当映像での紹介をさせてもらった

	 職業紹介所紹介　2月 10日から本格始動した職業紹介所を紹介

	 ブロック長紹介　各地域のまとめ役であるブロック長を壇上にて紹介

	 受託事業紹介　各受託責任者と関係団体である先生方と壇上にて挨拶

	 賛助会員紹介　東京都歯科衛生士会運営に賛同いただいている各企業の方々を壇上にて紹介

20：00	 会員の部「懇親会」

『新春のつどい』報告 令和２年２/1日（土）会場・アルカディア市ヶ谷

「感謝状」
富田基子 顧問

「歯科衛生士賞」
吉岡真由美 様



会員のためだけの保  険
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東京都歯科衛生士連盟とは?
　東京都歯科衛生士会では行えない政治活動を、会員相互の協力

のもとで行う任意団体です。

この活動は、歯科保健医療の向上のために必要です。

歯科衛生士会と歯科衛生士連盟が車の両輪のように協力してまいりま

す。連盟未入会の歯科衛生士の皆さま！ひとりでも多くの方の
ご入会をお待ちしております。

入会をご検討の方は、ぜひ一度 連盟事務局へご連絡ください。
不在時は留守番電話にメッセージを。後ほど折り返しさせていただきます。

東京都歯科衛生士連盟 ☎ 03−5689−3353



公益社団法人東京都歯科衛生士会紹介事業

に名称を変更します！
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　歯科衛生士の職業紹介事業は 2月 10 日のオープン
から、早いもので 2か月が経ちました。この間、別
表の通り、歯科医院や、行政、歯科衛生士養成学校の
皆様からお申込み頂きました。決して順風満帆とは言
えないかもしれませんが、その分、先生方とお電話や
メール、FAXを通し密にお話することができました。
お話すれば、するほど、本当に歯科衛生士のことを大
切に思い、歯科衛生士に活躍してほしいと願っている
ことが良くわかりました。その声に応えたいと、心か
ら思います。

皆様の周りに、復職を考えている方はいらっしゃいませんか ?
新卒の方で、まだ、就業が決まっていない方は ?

　「ai あ る 歯 科 衛 生 士 さ ぽ
one」のサイトに訪れてみてく
ださい。
　月・水・金の午前 10 時から
午後 3 時まで、相談窓口も開
いています。インターネットや、
SNS が苦手の方も大丈夫です。
印刷した求人票を閲覧下さい。
また、その他にも当会の受託
事業 ( 歯科検診や、歯科保健指
導等 ) のご案内も行っておりま
す。

　また、メールマガジンにご登録頂きますと、求人情報だけ
でなく、研修会情報、イベント情報などいち早くお届けして
おります。是非ご登録下さい。その際にはくれぐれもアドレ
スの間違いが無いようにお気を付けください。また、確認メー
ルには必ず承認頂きませんと登録が完了致しませんのでお気
を付けください。( 間違いが多いようです !!)

東京労働局許可書

相 談 窓 口
TEL  0 3 - 5 8 0 1 - 0 8 3 8
FAX  0 3 - 5 8 0 1 - 0 8 3 9
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　ここで、嬉しい報告がございましたのでお知らせ致します。
　足立区の臨時職員の求人に応募され、就業が決まった方か
らのメールです。( 全文そのまま掲載 )

　なかなか求人サイトでは載っていないよう
な情報もあり、自分の考えていた希望通りの
条件の職場と出会うことができとても役に立
ちました。
　その都度、最新情報がメルマガで配信され

るのも良いですね♬
　足立区の保健センターの求人は足立区のホームページ
には掲載されていましたが、それぞれの区のホームペー
ジの求人を見ることもしないので、衛生士会からの情報
がありがたかったです。これから頑張ります。

　このメールを頂いた私達が、とても嬉しかったです !!!
ご報告ありがとうございました！
　右記の表が今まで求人を頂い
た皆様です。是非一度、求人情
報をご覧ください。
　また、直接お電話や、各医院
等の HP を検索、ご確認下さい。
　さて、ai ある DH ナビと名
付けオープン致しましたが、酷
似した名称があり、名称を変更
することと致しました。
　新しい名称は「ai ある歯科
衛生士さぽ one」です。歯科衛
生士をサポートする一番の組織

でありたいと名付けまた。

　「さぽわん」と呼んでください。

〈所長挨拶〉
　「ai ある歯科衛生士さぽ one」は歯科衛生士による歯科衛
生士のための職業紹介所です。
　まだ小さいけれども大きく力強く、たくましく頼りになる
機関となるように皆さんご協力よろしくお願いします。

医　院　名 地域 電話番号

氷川台たんぽぽ歯科医院 練馬区 03-6914-8211
高尾歯科 世田谷 03-3309-7771
マークシテイ酒井歯科室 渋谷区 03-5459-4400
粟屋歯科医院 世田谷区 03-6379-6836
小林歯科医院 板橋区 03-3559-8020
東邦歯科医療専門学校 日野市 042-591-5364
医療法人社団ゆうみらい歯会 北区 080-8873-6776
医療法人社団明匠会大楽歯科医院 世田谷区 03-5430-8240
森下駅前歯科クリニック 墨田区 03-3633-4618
赤坂見附磯谷歯科室 港区 03-3582-4011
医療法人松高会松下歯科医院 台東区 03-3832-6566
医療法人社団スマイルプラス
宇田川歯科医院 墨田区 03-3625-8241

医療法人社団晋和会
市川矯正歯科医院 八王子市 042-626-8375

医療法人社団晋和会
いちかわ小児歯科医院 八王子市 042-626-8375

医療法人社団晃史会
ヒロ歯科クリニック 足立区 03-3880-6000

医療法人社団有秀会名報歯科 千代田区 03-3503-1180
朋愛歯科医院 杉並区 03-3331-2506
足立区保健所 終了しました紹介事業責任者認定書
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サンスター㈱
㈱ジーシー
㈱プローデント
ライオン㈱
新東京歯科衛生士学校

医歯薬出版㈱
太陽歯科衛生士専門学校
ネオ製薬工業㈱
㈱デンタルダイヤモンド社
川本産業㈱

ウエルテック㈱
一世印刷㈱
㈱グッピーズ
長田電機工業㈱
日本医歯薬専門学校

㈱クオキャリア
㈱ハーモニック
㈱セレモア
東京医薬専門学校

本会の事業にご理解・ご賛同いただきました、賛助会員をご紹介致します。 （順不同・敬称略）
賛助会員紹介

上野動物園行事開催のお知らせ
いい歯いきいき上野動物園行事が6月7日(日)に行われます。当会は今年も歯みがき相談やお話しコー
ナーを設け、来場者の方々にお口の健康の大切さや歯科衛生士についてピーアールします。ボランティ
ア未経験の方でも楽しく参加できます。ぜひ一緒に活動しましょう！

救急救命研修会のお知らせ救急救命研修会のお知らせ
一次救命を習っただけで満足していませんか？
質の高いCPRが出来てこそ人命を救えます。患者さんの命を守るため救急救命研修会で手技を体に
叩き込みましょう。



新入会員 令和元年10月7日～令和２年２月23日
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第８回理事会
　日　時：2019年12月22日（日）　11：04～13：04
　場　所：公益社団法人東京都歯科衛生士会２F
　　　　　東京都文京区本郷2-21-3
　出席者：15名
　・協議事項
　　⑴ 2020年度事業計画・収支予算案に関する件
　　⑵ 職員規定に関する件
　　⑶ 会報誌に関する件
　　⑷ 復職支援研修会に関する件
　　⑸ 新春のつどい　タイムスケジュールに関する件
　　⑹ 関東信越ブロック連絡協議会に関する件
　　⑺ 受託事業に関する件
　　⑻ 看護フェスタに関する件
　　⑼ 第5回学術研修会に関する件

　　⑽ 日衛単位申請に関する件
　　⑾ 足立区はつらつ教室に関する件
　　⑿ その他

第９回理事会
　日　時：2020年２月23日(日)　11：00～12：33
　場　所：公益社団法人東京都歯科衛生士会２F
　　　　　東京都文京区本郷2-21-3
　出席者：15名
　・協議事項
　　⑴ 2020年度事業計画・収支予算案に関する件
　　⑵ 2021年度要望書に関する件
　　⑶ 2019年度　会長表彰者と副賞に関する件
　　⑷ 会報（108号）に関する件
　　⑸ 上野動物園行事に関する件
　　⑹ 受託事業に関する件
　　⑺ 2020年度第1回学術研修会に関する件
　　⑻ 日衛単位申請に関する件
　　⑼ その他

新入会員（12名）
中央 (0) 東	(0) 南 (1) 東北 (2) 西北 (2)

森　　寛子 石垣友理子
佐藤かおり

藤枝佐知子
林　　美和

西 (2) 西南 (0) 西多摩 (0) 南多摩 (3) 北多摩 (2)
廣瀬　美樹
星野　　翠

眞鍋　淳子
稲葉華奈子
谷口　礼奈

松本　美佐
宮本真巳子

再入会（８名）
中央 (1) 東	(1) 南 (0) 東北 (1) 西北 (1)

山崎　　桜 堀江　桃子 本間由紀子 落合いずみ

西 (2) 西南 (1) 西多摩 (0) 南多摩 (0) 北多摩 (1)
小泉　幸子
森下　琴以

村瀬　仁美 本田　　彩

移動入会（０名）

学術誌のお知らせ
2020年度学術誌37号へ投稿しませ
んか？ 会員からの投稿を募集してい
ます。 応募される方は本会事務所へ
電話かファックスにてご連絡くださ
い。 詳しくは学術誌に掲載されてい
る投稿規定をご覧ください。
（締め切り7月31日必着）

理 事 会 報 告

会員動態（令和２年２月23日現在）
ブロック新入会再入会移動 新入会再入会移動合計 ブロック 合計
中 央
　東　
　南　
東 北
西 北

156
74
76
134
185

18
9
5
10
22

141
183
29
79
108
1165

17
27
4
11
8

131

　西　
西 南
西多摩
南多摩
北多摩
合 計

※歯科衛生士学科Ⅰ部も対象（指定講座）です
納入金額などはお問い合わせください



関東信越ブロック連絡協議会関東信越ブロック連絡協議会
ブロック別・災害歯科保健歯科衛生士フォーラムブロック別・災害歯科保健歯科衛生士フォーラム

2/9
（日）
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　アルカディア市ヶ谷にて表記、連絡協議会が開催され
ました（１都９県：参加者 42 名）。当初 10 月に２日間
で予定されていましたが、大型台風 19 号の接近により
延期を余儀なくされ、日を改めての１日開催となりまし
た。台風が列島に残した爪痕は大きく、広い範囲で記録
的な大雨や暴風、高潮となり、複数の河川が氾濫するな
ど、平常時からの災害への備えが大切ということを知る
機会となりました。
　午前中は中久木康一先生を講師にお迎えし、「災害時
の歯科保健支援演習（DHUG）をやってみよう！」をテー
マにグループワークを行い、午後は日本歯科衛生士会の
武井会長から「歯科衛生士を取り巻く環境変化と対応～
歯科衛生士を高めて社会ニーズに応えるために～」と題
し、職能団体が今後取り組むべき課題をご提示いただき
ました。その後の協議会では、会員増に向け各歯科衛生
士会がどのような取り組みをしているか等、事例を含め
た報告があり、意見交換の貴重な場となりました。

一世出版株式会社
〒 161-8558　東京都新宿区下落合 2-6-22

TEL：03-3952-5141
FAX：03-5982-7751

歯科診療の補助
コンプリートBOOK
共同動作編 Part 1

ス
マ
ホ
で
学
ぼ
う
！

好評発売中

定価：本体3,600円＋税
B5判・並製・172ページ・フルカラー
　お求めは amazon、書店、各材料店
　または直接弊社（送料実費）まで

監修 木下 淳博
執筆 竹之内 茜　大谷 悦世
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監修  木下 淳博　　執筆  竹之内 茜　大谷 悦世

治療を円滑に進めるための
動作の流れが一目で分かる！

写真で！ 動画で！ 
共同動作をコンプリート！


