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2018年1月 128号 田村 加藤
◎年頭所感
行歯会会長（江戸川区葛西健康サポートセンター）　長優子

○【報告】第38回全国歯科保健大会及び第25回全国歯科保健推進
研修会
富山県厚生部健康課主幹　片岡照二郎
○第25回全国歯科保健推進研修会 in 富山参加報告
市原市保健センター　高澤みどり

≪若手奮闘記　No.１８≫
【厚生労働省歯科保健医療行政実務研修レポート】
神奈川県鎌倉保健福祉事務所　小瀧由貴
神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センター　隈井めぐみ

◇全身に目を向けて変わる、広がる口腔機能の発達支
援　PartⅢ
プール学院大学短期大学部幼児教育保育学科非常勤
講師、修士（社会学）、地域歯科保健分野認定歯科衛
生士　赤井綾美

○都道府県世話役のつぶやき
１３．兵庫県のつぶやき
神戸市保健所口腔保健支援センター　渡辺雅子
１４．茨城県のつぶやき
茨城県水戸保健所　石塚英子

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2017年12月 127号 田村 加藤

【災害時の歯科保健の取組 No.４】
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科額顔面外科学助教
日本公衆衛生歯科研究会世話人
日本歯科医師会災害歯科保健医療連絡協議会ワーキンググルー
プ委員　中久木康一

○柏市における長寿社会のまちづくりの取り組みと歯科行政職の関
わりについて
柏市保健福祉部福祉政策課　吉田みどり
○第39回むし歯予防全国大会 in KUMAMOTO 参加報告
東京都多摩小平保健所企画調整課　田村光平
○第76回日本公衆衛生学会に参加して
鹿児島県川薩保健所健康企画課　栗野孝子

◇全身に目を向けて変わる、広がる口腔機能の発達支
援　PartⅡ
プール学院大学短期大学部幼児教育保育学科非常勤
講師、修士（社会学）、地域歯科保健分野認定歯科衛
生士　赤井綾美

○都道府県世話役のつぶやき
１１．広島県のつぶやき
広島県西部東厚生環境事務所・保健所　谷尚美
１２．北海道のつぶやき
北海道上川総合振興局保健環境部保健行政室（上川
保健所）兼 北海道立旭川高等看護学院　佐々木健

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2017年11月 126号 田村 加藤
○歯科口腔保健の推進に関する専門委員会に出席して
大分県福祉保健部健康づくり支援課　大津孝彦

【フッ化物洗口の取組～各地のレポート～】No.７
「長崎県のフッ化物洗口推進の道のり」
長崎県福祉保健部国保・健康増進課（長崎県口腔保健支援セン
ター）　重政昭彦

◇全身に目を向けて変わる、広がる口腔機能の発達支
援　PartⅠ
プール学院大学短期大学部幼児教育保育学科非常勤
講師、修士（社会学）、地域歯科保健分野認定歯科衛
生士　赤井綾美

○都道府県世話役のつぶやき
９．岐阜県のつぶやき
岐阜県立衛生専門学校歯科衛生学科　兼　岐阜県健
康福祉部医療福祉連携推進課　安井真奈美
１０．群馬県のつぶやき
群馬県太田保健福祉事務所　石川博美

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2017年10月 125号 田村 加藤
【災害時の歯科保健の取組 No.３】
平成28年熊本地震での歯科支援に関する意見交換報告
熊本県・熊本市の行政歯科職有志

○歯科衛生士・歯科技工士の安定供給に向けて
平成28年度厚生労働科学研究「歯科衛生士及び歯科技工士の復
職支援等の推進に関する研究 （研究代表者：安藤雄一）」の概要報
告
日本歯科大学東京短期大学　大島克郎

≪若手奮闘記　No.１７≫
埼玉県保健医療部健康長寿課　小泉伸秀

○都道府県世話役のつぶやき
７．福岡県のつぶやき
北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課　仲山智
恵
８．福島県のつぶやき
福島県衛生研究所　沼田匠

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2017年9月 124号 田村 加藤
○「市町村栄養士の人材育成ビジョン」から得てほしいこと
埼玉県三芳町健康増進課保健センター所長（管理栄養士）　池田康
幸

【フッ化物洗口の取組～各地のレポート～】No.６
「熊本県におけるフッ化物洗口事業の取り組み」
熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課　井上秀代
○平成29年度第２回行歯会理事懇談会報告
千葉県市原市保健センター　高澤みどり

≪若手奮闘記　No.１６≫
ＣＦＤＨ（Chiba Fresh Dental Hygienists）　吉野ゆかり、伊東里
美、前田亜優

○都道府県世話役のつぶやき
５．愛媛県のつぶやき
愛媛県東予地方局今治支局健康福祉環境部（今治保
健所）　高橋直樹
６．福井県のつぶやき
福井県福井健康福祉センター健康増進課　市川郁恵

2017年8月 123号 田村 加藤

【災害時の歯科保健の取組 No.２】
～東日本大震災後の岩手県における災害時歯科保健医療の取組
について～
岩手県保健福祉部健康国保課／岩手県口腔保健支援センター　森
谷俊樹

○夏ゼミ in 愛知　に参加して
名古屋市中川保健所　橋本佳奈
○後ゼミ（夏ゼミ in 愛知2017）報告
豊川市保健センター（愛知県）　中村恵奈

○都道府県世話役のつぶやき
３．青森県のつぶやき
青森県中南地域県民局地域健康福祉部保健総室（弘
前保健所）　乾明成
４．千葉県のつぶやき
千葉市教育委員会保健体育課　菊地薫

2017年7月 122号 吉野 田村
【フッ化物洗口の取組～各地のレポート～】No.５
・「老舗 新潟」における最近の動きと取組の考え方
新潟県三条地域振興局健康福祉環境部　清田義和

〇都道府県世話役紹介
≪若手奮闘記　No.１５≫
長崎市口腔保健支援センター（長崎市市民健康部健康づくり課）
相場亜美奈

○都道府県世話役のつぶやき
１．愛知県のつぶやき
愛知県一宮保健所　坪井信二
２．秋田県のつぶやき
秋田県健康福祉部健康推進課　田所大典

2017年6月 121号 吉野 田村
【災害時の歯科保健の取組 No.１】
・「災害時の地域保健活動について」
国立保健医療科学院　健康危機管理研究部　奥田博子

○第66回日本口腔衛生学会・総会報告
山形県健康長寿推進課健康づくりプロジェクト推進室　吉田雪絵
○事務担当理事紹介

≪若手奮闘記　No.１４≫
群馬県健康福祉部保健予防課　群馬県歯科口腔保健支援セン
ター　石田圭吾

2017年5月 120号 吉野 田村

≪行歯会第４期役員挨拶②≫
●副会長挨拶
行歯会副会長　森木大輔（宮崎県健康増進課）
○ブロック理事紹介

○平成29年度第１回行歯会理事懇談会報告
千葉県松戸市健康推進課中央保健福祉センター　石川明美

≪若手奮闘記　No.１３≫
愛知県名古屋市千種保健所　歯科衛生士　池野舞子

≪お知らせ≫夏ゼミ ｉｎ 愛知2017　第35回地
域歯科保健研究会

2017年4月 119号 吉野 田村

≪行歯会第４期役員挨拶①≫
●会長挨拶
行歯会会長　長優子（江戸川区健康部健康サービス課葛西健康サ
ポートセンター）
●副会長挨拶
行歯会副会長　高澤みどり（千葉県市原市保健センター）
行歯会副会長　山田善裕（東京都教育庁）
●事務局長挨拶
行歯会事務局長　安藤雄一（国立保健医療科学院）

○第４期（H29－32）行歯会役員一覧
≪若手奮闘記　No.１２≫
岡山県保健福祉部健康推進課　沖野雄一郎

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2017年3月 118号 吉野 田村
○糖尿病予防指導認定歯科衛生士は未病の人々を救う
にしだわたる糖尿病内科　院長　西田亙

○研修報告：長崎フロリデーション協会15周年記念講演会「健康格
差のない社会を目指して」に参加して
千葉県船橋市西部保健センター　吉野ゆかり
○平成28年度第３回行歯会理事懇談会報告

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2017年2月 117号 吉野 田村

【特定健診・特定保健指導の取組み～各地のリポート～】No.５
・歯科専門職による保健指導が肥満に及ぼす効果について
香川県健康福祉部健康福祉総務課がん糖尿病対策・健康づくりグ
ループ（兼）医務国保課　国民健康保険室　林浩範

○第１回日本子ども虐待防止歯科研究会学術大会報告
行歯会会長　長優子

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2017年1月 116号 原田 吉野

○『年頭所感』
行歯会長（江戸川区葛西健康サポートセンター）　長優子
○厚生労働省医政局歯科保健課長特別寄稿
厚生労働省医政局歯科保健課　課長　田口円裕

【フッ化物洗口の取組～各地のレポート～】No.４
・研究紹介：学校フッ化物洗口のう蝕の都道府県格差縮小効果が科
学的に立証される
東北大学大学院歯学研究科　国際歯科保健学分野　松山祐輔
【第75回日本公衆衛生学会総会報告】
・第75回公衆衛生学会 in 大阪に参加して
東京都豊島区池袋保健所　健康推進課　　歯科衛生士　芦田慶子
・第75回日本公衆衛生学会総会での自由集会に参加して
堺市南保健センター　主幹　黒田千恵

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2016年12月

2016年11月

2016年10月

2016年9月

114号

【特定健診・特定保健指導の取組み～各地のリポート～】No.３
○特定健診・特定保健指導の取組について
千葉県衛生研究所　技監　佐藤眞一
○邑南町の成人歯科保健～特定健診から特定保健指導、生活習
慣病予防教室へ
邑南町役場保健課　歯科衛生士　渡部由紀子

〇平成28年度第２回行歯会理事懇談会報告
行歯会会長（江戸川区葛西健康サポートセ ンタ ー）　長優子
【夏ゼミ in ちば2016】
〇「夏ゼミ in ちば2016」に参加して
安城市保健センター　主事　山下昌子
○後ゼミ＜夏ゼミ in ちば2016＞報告
江戸川区葛西健康サポートセンター　長優子
○神奈川県における新任期歯科衛生士育成マニュアルの作成につ
いて
神奈川県平塚保健福祉事務所保健福祉課　田村彩

原田 吉野

115号 原田 吉野
【特定健診・特定保健指導の取組み～各地のリポート～】No.４
・歯科領域における適切な禁煙支援の確立をめざして
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課　佐々木健

○第11回日本歯科衛生学会学術大会レポート
江戸川区葛西健康サポー トセンタ-　長優子

〇先輩からのエール　No.４
女子栄養大学短期大学部食物栄養学科　教授　長田
斎

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！
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2016年8月 113号 原田 吉野

〇特別寄稿：日学歯会長に就任して
一般社団法人日本学校歯科医会　会長　丸山進一郎
〇日本学校歯科医会との会談報告
行歯会会長（江戸川区葛西健康サポートセンター）　長優子

【特定健診・特定保健指導の取組み～各地のリポート～】No.２
・各地レポート特定保健指導に歯科の要素を組み込んだ事例
三重県津保健所保健衛生室地域保健課　石濵信之
【フッ化物洗口の取組～各地のレポート～】No.３
・鎌ケ谷市のフッ化物洗口事業の取り組みとその効果
鎌ケ谷市健康福祉部健康増進課　歯科衛生士　山崎典子
〇第25回日本健康教育学会報告～結でつくる健康教育・ヘルスプ
ロモーション～
江戸川区葛西健康サポートセンター　長優子

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2016年7月 112号 高橋 原田

【フッ化物洗口の取組～各地のレポート～】No.２
・秋田県におけるフッ化物洗口取組の経緯とその効果等について
秋田県健康福祉部健康推進課健康づくり推進班　口腔保健支援セ
ンター副センター長　小畑充彦

○ウォーターフロリデーションファンド総会記念シンポジウム～水道
水フロリデーションBoth Win in Dentistry～に参加して
岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課　主任技師　安井真奈美

≪若手奮闘記　No.１１≫
福岡市保健福祉局健康医療部口腔保健支援センター　安永愛

〇先輩からのエール　No.３
働かないアリだって、やるときはやるのだ！
佐賀県健康福祉部副部長（兼）歯科医療総括　岩瀬達
雄

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2016年6月 111号 高橋 原田

○保健所所長に就任して
埼玉県東松山保健所長　遠藤浩正
【フッ化物洗口の取組～各地のレポート～】
○ワーストからの脱却にむけたフッ化物洗口への取り組みについて
福島県保健福祉部健康増進課　安齋さや香

○熊本地震について≪現地レポート第２報≫
・滋賀県支援隊第２, ３班報告
滋賀県衛生科学センター副所長井下英二
＜他職種からみた歯科保健活動＞
高知県安芸福祉保健所健康障害課（保健師）　山本和栄
○厚生労働省医政局歯科保健課との会談（報告）
行歯会会長（江戸川区葛西健康サポートセンター）　長優子
○平成２８年度行歯会理事懇談会報告
東京都西多摩保健所　田村光平

≪若手奮闘記　No.１０≫
愛知県大治町保健センター健康館　歯科衛生士　小林達矢

○平成28年度研修等のご案内
●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2016年5月 110号 高橋 原田

○熊本地震によせて
行歯会会長（江戸川区葛西健康サポートセンター）　長優子
≪現地レポート第１報≫
富山県厚生部健康課　片岡照二郎

○日本歯科医師会との会談レポート
行歯会会長（江戸川区葛西健康サポートセンター）　長優子

≪若手奮闘記　No.９≫
山口県健康福祉部健康増進課健康づくり班　原田志織

〇先輩からのエール　No.２
兵庫県但馬県民局豊岡健康福祉事務所　歯科衛生士
高橋千鶴

○平成28年度研修等のご案内
●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2016年4月 109号 高橋 原田
○口腔衛生学会理事会報告
・口腔衛生学会での行政職の役割と今後の展望
口腔衛生学会理事長　宮崎秀夫

○【近畿ブロック会議】
近畿地区府県・政令市歯科保健主管課長会議報告
奈良県健康福祉部健康づくり推進課堀江博
（１）府県協議報告
滋賀県健康医療福祉部健康医療課　小幡鈴佳
（２）政令市協議報告
京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課　橋野恵衣
（３）中核市協議報告
大津市健康保険部保健所健康推進課　藤﨑ともみ
○千葉県新任歯科衛生士研修会
千葉県健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班　林瞳
千葉県船橋市西部保健センター　吉野ゆかり

≪若手奮闘記　No.８≫
高知県須崎福祉保健所健康障害課　歯科衛生士　柳本祥子

○平成28年度研修等のご案内
●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2016年3月

2016年2月

2016年1月 107号 片岡 高橋

○『年頭所感』
行歯会会長（江戸川区葛西健康サポートセンター）　長優子
○歯科界及び地域で活躍する行歯会会員へのエール～今一度、歯
科領域のヘルスプロモーションを考える～
東洋大学ライフデザイン学部健康スポーツ学科教授　齊藤恭平

○平成27年度第３回行歯会理事懇談会報告
神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター保健福祉課　加藤
千鶴子

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2015年12月

2015年11月

2015年10月 105号 片岡 高橋
○特別寄稿　歯科医療・口腔保健は、予防医療・予防医学の最前線
日本歯科医師会常務理事(地域保健・産業保健・介護保険担当）
深井穫博

○日本歯科衛生学会報告　第10回学術ワークショップ開催
藤沢市役所保健医療部健康増進課健康づくり担当三澤洋子
○平成27年９月関東・東北豪雨に伴う被災地派遣
東京都多摩府中保健所　歯科保健担当課長　柳澤智仁

≪若手奮闘記　No.５≫
東京都北区健康福祉部健康いきがい課滝野川健康相談係　歯
科衛生士　渡部沙慧子

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2015年9月

2015年8月

2015年7月

2015年6月 103号 藤川 片岡
○口腔衛生学会報告
滋賀県甲賀健康福祉事務所（甲賀保健所）健康づくり担当　上野路
子

≪若手奮闘記　No.３≫
栃木県健康福祉部健康増進課生活習慣病医療担当　中山竜司

●書籍紹介「災害時の歯科保健医療対策連携と標準
化に向けて」
東京医科歯科大学顎顔面外科　中久木康一

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2015年5月

2015年4月

2015年3月

2015年2月

2015年1月 100号 森木 藤川
○行歯会だより１００号発行に寄せて
東京都江戸川区健康部健康サービス課　行歯会会長　長優子

○１００回号記念特集「水道水フロリデーション」
１）解説　ウォ－ター・フロリデーション
鶴見大学歯学部地域歯科保健学教室　教授　鶴本明久
２）日本における水道水フロリデーションの経緯と現状
国立保健医療科学院　生涯健康研究部　安藤雄一
３）韓国釜山にフロリデーション視察研修に参加して！
宮崎県福祉保健部健康増進課母子・歯科保健担当　森木大輔
４）行政医師の目から見たフロリデーション
宮崎県福祉保健部健康増進課　瀧口俊一

＜おしらせ＞｢ザ･クインテッセンス｣で行歯会会員によるリレー連
載が始まりました！
「ザ・クインテッセンス」編集部　多田裕樹

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2014年12月

2014年11月

104号

〇第33回地域歯科保健研究会（夏ゼミ in しが2015）を終えて
滋賀県南部健康福祉事務所　若栗真太郎
〇特別寄稿　超高齢社会に求められる歯科衛生士のキャリア
公益社団法人日本歯科衛生士会　会長　武井典子

○平成27年度第２回行歯会理事懇談会報告
東京都福祉保健局医療政策部歯科担当課　白井淳子

≪若手奮闘記　No.４≫
熊本県熊本市健康福祉子ども局健康づくり推進課　江頭陽子

●書籍紹介「呆けたカントに「理性」はあるか大井玄著
（新潮新書）」
静岡県健康福祉部東部健康福祉センター　中村宗達

≪若手奮闘記　No.６≫
茨城県保健福祉部予防課　主任　瀧澤伸江

高橋 原田108号
≪若手奮闘記　No.７≫
木更津市役所市民部健康推進課　歯科衛生士　山口真己

〇先輩からのエール　No.１
初代行歯会会長　石上和男（現新潟医療福祉大学医
療情報管理学科教授　前新潟県監査委員　元新潟県
福祉保健部長）

【フッ化物洗口の取組～各地のレポート～】No.１
・教育委員会・歯科医師会と連携したフッ化物洗口の推進
北海道後志総合振興局保健環境部保健行政室（北海道倶知安保
健所）髙橋収

106号

○第23回全国歯科保健推進研修会『開催記』
山梨県福祉保健部健康増進課　歯科保健主幹　岡安こずえ
○第23回全国歯科保健推進研修会『受講報告』
奈良県健康福祉部健康づくり推進課　堀江博

〇第74回日本公衆衛生学会総会自由集会「他職種で考える・進め
る歯科保健－公衆衛生から見たフッ化物応用－」
岡山市保健所　河本幸子
〇【報告】第38回むし歯予防全国大会 in SAGA
熊本県有明保健所　楠田美佳

片岡 高橋

【特定健診・特定保健指導の取組み～各地のリポート～】No.１≪日
本歯科衛生学会報告≫
・全域で「特定健診･特定保健指導」に歯科関連プログラムが組み込
まれた事例について
香川県歯科医師会常務理事〔日本歯科医師会地域保健委員長〕
岡田寿朗

99号 藤川森木

●ＨＩＶ感染症歯科診療ネットワーク取組事例集（改訂版）が発行さ
れました
厚生労働科学研究「HIV感染症の医療体制の整備に関する研究：歯
科のHIV診療体制整備」研究班（札幌市保健福祉局保健所）　秋野
憲一

○特定健診・特定保健指導への歯科関連プログラム導入に向けた
意見交換会
１）概要及びグループワーク報告
北海道保健福祉部健康安全局地域福祉課　佐々木健
２）発表者報告
三重県健康福祉部医療対策局健康づくり課　石濵信之
３）発表者報告
三重県志摩市健康増進課　岡憲子

101号 片岡

102号 藤川 片岡

〇平成27年度第１回行歯会理事懇談会報告
神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課　中條和子
〇第１回災害歯科保健医療推進協議会報告
東京都多摩府中保健所歯科保健担当課　柳澤智仁

〇行歯会会員による歯科大・歯科衛生士学校での講義請負の業務
実態調査報告
千葉県松戸市中央保健福祉センター　石川明美
〇５歳児歯科健康診査の集計に係る調査について
東京都西多摩保健所企画調整課　田村光平

≪若手奮闘記　No.２≫
神奈川県鎌倉保健福祉事務所保健福祉課　古川清香

藤川 片岡

藤川
≪若手奮闘記　No.１≫
福島県南保健福祉事務所健康増進課　後藤優子

○平成26年度第３回行歯会理事会報告
山口県健康福祉部健康増進課　矢野淳也

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

●世界会議2015に参加して
東京都江戸川区健康部健康サービス課　長優子

○日本公衆衛生学会 ｉｎ 栃木（11/5～11/7）メインテーマ『連携と協
働：理念から実現にむけて』に参加しました！
京都市右京保健センター健康づくり推進課　歯科衛生士　北尾佳美

○地域の活動だより
北海道　森町から
森町保健センター　歯科衛生士　松山さゆり

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

●「これからの歯科保健推進への展望」～エピソード２
より～
歯科衛生士・修士（社会学）　赤井綾美

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！
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2014年10月 98号 森木 藤川
●日本歯科衛生学会第９回学術大会に参加しました
足立区足立保健所竹の塚保健総合センター　横田志緒

●むし歯予防全国大会 in 岐阜が開催されました
１）東海４県のフッ化物洗口10年間の変遷の背景をさぐる
滋賀県健康医療福祉部健康医療課　小幡鈴佳
２）｢フッ化物洗口で街が変わった！！」参加レポート　｢山県市の三
位一体で取り組んだ歯科保健」フッ化物洗口と健康教育
滋賀県南部健康福祉事務所（草津保健所）　若栗真太郎

●「これからの歯科保健推進への展望」～エピソード１
より～
歯科衛生士・修士（社会学）　赤井綾美
★～厚生労働省医政局歯科保健課事業紹介～★
「歯科診療情報の標準化に関する実証事業」について
厚生労働省医政局歯科保健課課長補佐　大島克郎

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

2014年9月

2014年8月

2014年7月

2015年6月

2015年5月

2014年4月

2014年3月

2014年2月 94号 比良 森木
●地域活動歯科衛生士の育成プログラムの取り組みから
島根県出雲保健所健康増進課　歯科衛生士　中島和子

●平成25年度行歯会理事会が開催されました！
葛飾区保健所　田村光平

2014年1月 93号 石濱 比良

◇年頭の挨拶◇
１）『年頭所感～午年～』
行歯会会長　長優子（江戸川区東部健康サポートセンター）
２）ブロック理事
３）事務担当理事
４）事務局長

平成25年度第３回行歯会理事懇談会記録

2013年12月

2013年11月

2013年10月

2013年9月 91号 石濱 比良
●平成25年度第２回行歯会理事懇談会記録
神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課　加藤千鶴子

★深めよう災害時公衆衛生歯科機能の極み★
～歯科職の行うリスクマネージメントとラピッドアセスメントを考える
～災害時公衆衛生歯科機能について考える盛岡ワークショップ報
告
岩手県保健福祉部健康国保課 森谷俊樹

●第72回日本公衆衛生学会総会自由集会の
ご案内

2013年8月

2013年7月

2013年6月 89号 廣瀬 石濱
★「標準的な成人歯科健診プログラム・保健指導マニュアル（通称：
生活歯援プログラム）」の普及と今後の活用
日本歯科医師会地域保健委員会　深井穫博　佐藤徹

●生活歯援プログラムの実践に向けた研修会（報告）
日本歯科医師会地域保健委員会ワーキングメンバー　木戸みどり
山田智子
●第62回日本口腔衛生学会・総会（報告）
岡山市保健所 河本幸子

●地域歯科保健研究会（夏ゼミ）のお知らせ

2013年5月 88号 廣瀬 石濱
★平成25年度第１回行歯会理事懇談会開催される！～日本国民に
世界最高水準の歯科保健（口腔環境）を提供するために～
市原市保健センター　高澤みどり

●平成24年度社会歯科学研究会冬季研修会報告
江東区健康部（保健所）　歯科保健･医療連携担当　椎名惠子
●シンポジウム　口腔の公衆衛生・疫学研究の世界の最前線　講
演内容紹介
東北大学大学院歯学研究科　長谷晃広　相田潤

【地域紹介 vol.１３】
初めての長野県
長野県健康福祉部健康長寿課　永井明子

2013年4月 87号 廣瀬 石濱
☆会長挨拶＆訪問記☆
江戸川区健康部健康サービス課東部健康サポートセンター　長優
子

●歯科医師の９割が行歯会に加入！～『行歯会』会員数550名突破
～
江戸川区健康部健康サービス課東部健康サポートセンター　長優
子

●日Ｆ会議研修会報告：置き去りにされた公衆衛生「水
道水フロリデーション」　このままでいいんでしょうか？
福岡歯科大学口腔保健学講座　筒井昭仁

2013年3月

2013年2月

2013年1月 85号 廣瀬 石濱
★睦月雑感★
全国行政歯科技術職連絡会（行歯会）会長
佐賀中部保健福祉事務所　副所長　岩瀬達雄

★日本における集団応用でのフッ化物洗口に関する実態調査を担
当して★-フッ化物洗口実態調査2012（確定値）より-
NPO法人日本むし歯予防フッ素推進会議（NPO日Ｆ会議）理事
神奈川歯科大学健康化学講座口腔保健学分野准教授　木本一成

2012年12月 84号 秋野 廣瀬

★具体化してきた歯科衛生士法改正を見据えて歯科衛生士業務に
ついて考える★
福島県歯科医師会「歯科衛生士業務に関する研修会」報告
北海道空知総合振興局保健環境部　秋野憲一

★全国トップレベルの施設実施率に至った島根県フッ化物洗口事業
の取組み★
島根県内におけるフッ化物洗口の取組み
島根県健康福祉部健康推進課　医療調整監　梶浦靖二

2012年11月 83号 秋野 廣瀬

★健康日本２１（第２次）特集記事★
地域での歯科保健計画を策定するにあたって－健康日本２１（第２
次）をどのように策定していったか－
日本大学歯学部医療人間科学分野　尾崎哲則

★日本公衆衛生学会（山口）自由集会事後報告★
山口県健康福祉部健康増進課　主幹　矢野淳也

2012年10月 82号 秋野 廣瀬

★厚生労働科学研究研究班からのお知らせ★
厚生労働省新規事業「HIV感染者・エイズ患者の在宅医療・介護の
環境整備事業」においてＨＩＶ医療講習会（歯科医師、歯科衛生士対
象）が始まります
平成24年度厚生労働科学研究「HIV感染症の医療体制の整備に関
する研究：歯科のHIV診療体制整備」分担研究者　前田憲昭

★現場からの情報発信★
飲み込みを生理（整理）しましょう！
北海道稚内保健所医療参事　和田聖一

【地域紹介 vol.１２】
栃木県
栃木県保健福祉部健康増進課　青山旬

2012年9月 81号 秋野 廣瀬
★厚生労働省　小椋歯科口腔保健推進室長特別寄稿★
歯科口腔保健の推進について
厚生労働省医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室長　小椋正之

★夏ゼミ30周年記念報告第２弾★
「夏ゼミ30年の歩みとこれからの地域歯科保健（夏ゼミ湘南2012）」
に参加して
元北海道穂別町ふれあい健康センター長　鈴木惠三

【地域紹介 vol.１１】
読んでみませんか？
東京都多摩市　廣瀬友美

森木 藤川97号

★第32回地域歯科保健研究会（夏ゼミ） in 東京2014を開催しました
★
①開催報告
江東区健康部（江東区保健所）　歯科保健・医療連携担当課長　椎
名惠子（実行委員長）
②夏ゼミ実行委員を経験して
荒川区保健所健康推進課　高橋貴子
③「夏ゼミ in 東京2014」に参加して
桑名市副市長　田中謙一

★歯科保健行政担当者のスキルアップ～プレゼミを終えて～★
１）「プレゼミのコンセプト」
東京都多摩府中保健所　歯科保健担当課長　柳澤智仁
２）「若手から元気をもらったプレゼミ～講演者からの報告～」
行歯会会長　長優子（江戸川区健康部健康サービス課）
★「行政の歯科保健担当者に関する全国実態調査」を健康教育学
会のラウンドテーブルで発表しました★
国立保健医療科学院　生涯健康研究部　安藤雄一

96号
★平成26年度第１回行歯会理事懇談会報告★
千葉県松戸市健康推進課　石川明美

★第23回日本健康教育学会学術大会の開催報告★
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課　医療参事　佐々木健
★初参加の健康教育学会にて★
高知県健康政策部健康長寿政策課よさこい健康プラン21推進室
主幹　吉田有里

比良 森木

比良 森木

95号
★厚生労働省　鳥山歯科保健課長特別寄稿★
村の鍛冶屋
厚生労働省異性局歯科保健課長　鳥山佳則

86号
☆国立保健医療科学院における「歯科衛生士研修」と「歯科保健研
修」の17年間の軌跡とこれから☆
国立保健医療科学院　生涯健康研究部　安藤雄一

☆国立保健医療科学院研修報告☆
杉並区立高円寺保健センター歯科衛生士　柳澤洋子

☆都道府県世話役が決まりました！☆
行政歯科技術職員連絡会会長
佐賀中部保健福祉事務所　副所長　岩瀬達雄

★第31回地域歯科保健研究会（夏ゼミ）報告
埼玉県熊谷保健所広域調整担当　医幹　遠藤浩正

●都道府県予算からみた歯科保健推進体制の検討
葛飾区保健所健康推進課　田村光平

90号 石濱 比良

廣瀬 石濱

●第72回日本公衆衛生学会総会のお知らせ

92号 石濱 比良
●第72回日本公衆衛生学会シンポジウム「地域で口腔保健活動を
どのように進めるか－歯科口腔保健法に基づくアプローチ」報告
北海道岩見沢保健所　秋野憲一

●第72回日本公衆衛生学会自由集会報告
三重県松阪市保健部健康推進課　歯科衛生士　西智子

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

●「歯っとサイト」掲載コンテンツ募集！

【地域紹介 vol.１４】
佐賀県　2013年度のトピックス
佐賀県健康福祉本部健康増進課　小川千秋
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2012年8月 80号 秋野 廣瀬

★夏ゼミ30周年記念報告★
・第30回地域歯科保健研究会（夏ゼミ30湘南2012）を開催して
第30回実行委員長　北原稔（神奈川県厚木保健福祉事務所）
・夏ゼミ30周年湘南2012をお手伝いして
江東区健康部　歯科保健・医療連携担当課長　椎名惠子
・夏ゼミ30周年にあたって～伝承と変革
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所　十亀輝
・夏ゼミエネルギー保存の法則
東京都清瀬市健康福祉部健康推進課歯科衛生士　牟田口郷子
・第30回地域歯科保健研修会（夏ゼミ30湘南2012）参加して
神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所子育てｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　新家みどり
・〜夏ゼミ30湘南2012　夏ゼミ30年の歩みとこれからの地域歯科保
健〜
愛知学院大学歯学部　福山龍我

★社会歯科学研究会総会・公開研究集会報告★
新宿区健康部　健康企画・歯科保健担当副参事　矢澤正人

【地域紹介 vol.１０】
ユタカな国へ「あきたびじょん」
秋田県健康福祉部健康推進課　大島克郎

2012年7月 79号 秋野 廣瀬
★特別寄稿：行歯会前会長が綴る熱きメッセージ★
行歯会の皆さんへ伝えたいこと、期待すること
前行歯会会長（現新潟県監査委員）　石上和男

★研修報告★　井下保健所長「地域保健活動としての歯科保健・医
療」について熱く語る（平成24年度愛媛県歯科保健担当者研修会報
告）
愛媛県中予保健所健康増進課担当係長　高橋直樹

【地域紹介 vol.９】
愛媛においでんかなもし
愛媛県中予保健所健康増進課担当係長　高橋直樹

2012年6月 78号 北尾 秋野
★情報発信　第30回地域歯科保健研究会開催予告（夏ゼミ30湘南
2012）
神奈川県厚木保健福祉事務所　北原稔

★学会報告　「第61回口腔衛生学会・総会」～「フッ化物応用による
デンタルプラークのコントロール」を中心に～
神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課　中條和子

【地域紹介 vol.８】
中核市になって
豊中市福祉保健部保健所保健予防課　加藤佐知子

2012年5月 77号 北尾 秋野

★報告　厚生科学審議会　地域保健健康増進栄養部会歯科口腔保
健の推進に関する専門委員会およびワーキンググループでの議論
の論点について
滋賀県甲賀保健所長　井下英二

★情報発信　特定非営利活動法人日本むし歯予防フッ素推進会議
のご紹介
NPO法人日本むし歯予防フッ素推進会議（NPO日Ｆ会議）　田浦勝
彦　田口千恵子　大橋たみえ　木本一成　境脩

【地域紹介 vol.７】
みえ歯と口腔の健康づくり条例について
三重県津保健福祉事務所　石濱信之

2012年4月 76号 北尾 秋野
★情報発信　「芝エビ研究会」って何者ですか？
（社）東京都港区芝歯科医師会　芝エビ研究会代表　矢吹義秀

【地域紹介 vol.６】
ダウンタウン尼崎市
尼崎市保健所　岡田浩美

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その１３・完）
大阪府岸和田保健所　大西宏昭

2012年3月 75号 北尾 秋野

●口腔機能向上サービスを含めた選択的サービス複数実施加算に
ついて
国立長寿医療研究センター　口腔感染制御研究室長　渡邊裕
（厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護予防における口腔機
能向上サービスの推進に関する総合的研究事業」研究代表者）

★報告　台風12号災害による被災地支援活動報告
奈良県吉野保健所　巽友美

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その１２）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2012年2月 74号 北尾 秋野

★速報　平成24年度介護報酬改定と介護予防マニュアル改訂版に
ついて～口腔機能向上サービス等歯科関係項目の改正内容～
神奈川県厚木保健福祉事務所　保健福祉部長　北原稔
北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課　技師　秋野憲一

★報告　「歯科口腔保健の推進に関する法律」成立記念シンポジウ
ム～生きる力を支える歯科医療の実現に向けて～
岡山市保健所保健課　医療副専門監　河本幸子

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その１１）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2012年1月 73号 北尾 秋野
●会長新年あいさつ“睦月雑感”
佐賀県伊万里保健福祉事務所　岩瀬達雄

★報告　歯科口腔保健の推進に関する専門委員会中間レポート
滋賀県衛生科学センター　井下英二

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その１０）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2011年12月 72号 堀江 北尾
★理事懇談会報告
平成23年度理事懇談会開催
行歯会副会長（市原市保健センター）　高澤みどり

★社歯研研修会＠宮城
平成23年度社歯研秋季研修会・宮城「大震災と歯科医師会」
東京歯科大学社会歯科学研究室　平田創一郎

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その９）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2011年11月 71号 堀江 北尾

★秋は学会の季節です２
「多職種連携」をテーマに自由集会が開催される（日本公衆衛生学
会＠秋田）
北海道保健福祉部健康安全局　佐々木健

★報告　東日本大震災による被災地派遣活動報告～７－８月活動
編～
奈良県行政歯科衛生士連絡会　会長（奈良県桜井保健所）　狩田留
美子

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その８）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2011年10月 70号 堀江 北尾

★秋は学会の季節です１
第60回日本口腔衛生学会・総会への参加に寄せて
京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課歯科保健係長　薬
師寺健太郎

★報告　東日本大震災による被災地派遣活動報告～５月活動編～
奈良県行政歯科衛生士連絡会　会長（奈良県桜井保健所）　狩田留
美子

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その７）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2011年9月 69号 堀江 北尾
★歯科口腔保健法ができました
歯科口腔保健法の制定によせて
東京歯科大学社会歯科学研究室 石井拓男

★報告　「夏ゼミ2011 in 愛知」へようこそ
愛知県半田保健所　井後純子

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その６）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2011年8月

2011年7月

2011年6月 67号 金森 堀江

★研修報告　国立保健医療科学院卒後研修会報告「公衆衛生の原
点に返って」～井下英二先生に学ぶ～
東京都清瀬市健康福祉部健康推進課　愛と勇気の歯科衛生士　牟
田口郷子

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その４）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2011年5月 66号 金森 堀江

◆シリーズ≪…になったらいいな≫条例舞台裏PartⅢ
千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例の制定と千葉県歯・口腔
保健計画の策定について
君津健康福祉センター（君津保健所）　吉森和宏 （旧所属　千葉
県健康福祉部健康づくり支援課）

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その３）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2011年4月 65号 金森 堀江

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その２）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

2011年3月 64号 金森 堀江
●日本、がんばれ！みんな、頑張ろう！
行歯会会長　岩瀬達雄

◆情報発信（東京都から）　歯科保健目標「いい歯東京」の概要
東京都福祉保健局医療政策部　椎名惠子
◆会議報告　平成22年度近畿地区府県・政令市歯科保健主管課長
会議レポート
奈良県健康福祉部健康づくり推進課　堀江博

◆シリーズ≪…になったらいいな≫条例舞台裏PartⅡ
島根県歯と口腔の健康を守る８０２０推進条例について
島根県総務保健部医事難病支援グループ課長　梶浦靖二

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その１）
大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課　大西宏昭

2011年2月 63号 金森 堀江

●熊本県が全国知事会先進政策バンク優秀政策に選ばれまし
た！！産科・歯科・行政が連携した早産予防対策について～平成
19年度を振り返って～
熊本県健康福祉政策課　楠田美佳

◆情報発信（仙台から）　むし歯予防講演会2011仙台に参加して～
集団応用フッ化物洗口拡大のために～
仙台市青葉区保健福祉センター　天野三榮子

◆シリーズ≪…になったらいいな≫条例舞台裏PartⅠ
長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例成立までの「聞いたお話」
長崎県福祉保健部国保・健康増進課　係長　重政昭彦

2011年1月 62号 金森 堀江
●行歯会会長からの新年のご挨拶「睦月雑感」
佐賀県伊万里保健福祉事務所　岩瀬達雄

◆地域のゆるキャラ紹介（奈良編）

68号 堀江 北尾

★研修報告
【専門課程Ⅰ】保健福祉行政管理分野－分割前期（基
礎）受講報告（その５）
大阪府枚方保健所　大西宏昭

★報告　H13滋賀県歯科保健将来構想の10年後の評価について
滋賀県衛生科学センター副所長　井下英二
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2010年12月 61号 佐々木 金森

●北海道認知症医療機関実態調査から
「認知症の方を対象とする訪問歯科診療において歯科医師が直面
する課題や困りごとについて」
北海道保健福祉部健康安全局　佐々木健

◆お知らせ（むし歯予防講演会2011仙台～集
団応用フッ化物洗口の拡大のために～）

2010年11月 60号 佐々木 金森

●新たなる成人歯科健診のあり方をめざして
日本歯科医師会「標準的な成人歯科健診プログラム・保健指導マ
ニュアルブロック別研修会（三重会場）」に参加して
三重県伊勢保健福祉事務所　石濵信之

◆わたしの仕事紹介します◆
保健福祉センター管理課業務紹介～診療所立入検査業務～
仙台市青葉区保健福祉センター　菅かおり

◆地域のゆるキャラ紹介（名古屋編）

2010年10月 59号 佐々木 金森
●歯科衛生士会はこんな活動をしています「歯科衛生士会の活動
～全国歯科衛生士会の歯科保健活動状況調査結果から～」
社団法人日本歯科衛生士会　会長　金澤紀子

◆報告します◆　大規模災害時の歯科保健医療について（平成19
年～21年度厚生労働科学研究事業）
東京医科歯科大学顎顔面外科　助教　中久木康一
●「パタカ」自動測定器「健口くん」にハンディタイプが登場しまし
た！その２
新潟県福祉保健部健康対策課　山下萌

2010年9月 58号 佐々木 金森
●日歯大久保会長、行歯会岩瀬会長と大いに語る
事務担当理事　静岡県　中村宗達

●夏ゼミ報告！今年は浜松で開催されました
「第28回地域歯科保健研究会（夏ゼミ）開催報告」
第28回地域歯科保健研究会事務局長　坂本友紀
●「パタカ」自動測定器「健口くん」にハンディタイプが登場しまし
た！その１

2010年8月

2010年7月

2010年6月 56号 楠田 佐々木
●保健所がコーディネートした医科・歯科連携事業に期待！
滋賀県健康福祉部健康推進課　参事　井下英二

【地域紹介 vol.５】
「山形に来てけらっしゃ～い」
山形県健康福祉部保健薬務課　歯科保健主査　鍛治山徹

●今月のおまけ「みみよりニュース」

2010年5月 55号 楠田 佐々木
●茨城県市町村歯科連絡研修事業
茨城県水戸保健所　新井節子

●新規保険導入された舌接触補助床（PAP：Palatal Augmentation
Prosthesis）について
日本大学歯学部摂食機能療法学講座　戸原玄

【地域紹介 vol.４】
「茂原市の取組み」
茂原市健康管理課茂原市保健センター　北田つねこ

2010年4月 54号 楠田 佐々木
●在宅療養者の口腔機能向上のためのスタッフ勉強会報告
浦安市健康センター健康増進課　主任歯科衛生士　橋本弥生

●認知症高齢者の食べる機能の課題
-実態調査から見えてきたこと-
東京都健康長寿医療センター研究所　専門副部長　平野浩彦

【地域紹介 vol.３】
「新宿区の取り組みより」
新宿区健康部健康推進課（新宿区保健所）　白井淳子

●異動情報を担当理事までご連絡ください！

2010年3月 53号 楠田 佐々木

●ご存知ですか？口腔機能向上の介護報酬が算定しやすくなった
こと～介護予防における口腔機能向上サービスの推進に関する総
合的研究事業研修会報告～
東京歯科大学市川総合病院　歯科医師　渡邊裕

●禁煙支援歯科医療従事者指導講習会を受講して
北海道渡島保健福祉事務所保健福祉部　新里勝宏

【地域紹介 vol.２】
「秋田県の歯科保健」
秋田県健康福祉部健康推進課　田村光平

●お知らせとお願い

2010年2月

2010年1月

2009年12月

2009年11月

2009年10月 50号 井下 楠田

●「モンゴル歯科探検隊」体験記～行ってきました！ボランティア活
動８日間～
東京都清瀬市健康福祉部健康推進課　愛と勇気の歯科衛生士　牟
田口郷子

『地域事例紹介』
地域における摂食・嚥下機能支援への取り組み
八王子市保健所　歯科衛生士　宮下順子

●新理事の独り言（その４６）
井の中の蛙、井の中も知らず…
東京都荒川区保健所　小室貴子

●学会・研修会のご案内

2009年9月 49号 井下 楠田
●標準的成人歯科健診プログラムを実施して
雪印乳業株式会社人事部人事労務グループ歯科相談室　歯科衛
生士　一本麻保子

●口腔衛生学会雑誌第５９巻第３号巻頭言
「口腔衛生学会総会を語り合いの場にしよう」
滋賀県健康福祉部健康推進課健康づくり支援室　室長　井下英二

●新理事の独り言（その４５）
関東IIブロック・埼玉だより
埼玉県越谷保健所　石川清子

●学会・研修会のご案内

2009年8月 48号 井下 楠田

●必見！成人歯科健診の新しい考え方とプログラム
（日本歯科医師会提案）標準的成人歯科健診プログラム・保健指導
マニュアル
日本歯科医師会地域保健委員会委員長　深井穫博

●第27回地域歯科保健研究会（夏ゼミ2009in千葉）開かれる！
埼玉県保健医療部健康づくり支援課　遠藤浩正（第27回地域歯科
保健研究会　実行副委員長）

●新理事の独り言（その４４）
「○○先生の陰にかくれて・・・」
京都市山科保健所　北尾佳美

●学会・研修会のご案内
●お知らせとお願い

2009年7月 47号 井下 楠田
●可決！北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例
北海道保健福祉部保健医療局健康安全室　佐々木健

●「社会歯科学研究会第３回総会・シンポジウム」レポート
奈良県福祉部健康安全局健康増進課　堀江博

●新理事の独り言（その４３）
歯科は道連れ、世は情け･･･
高知県健康政策部健康づくり課　高橋環

●学会・研修会のご案内
●お知らせとお願い

2009年6月

2009年5月

2009年4月 45号 高橋 井下

●世界最高水準の歯科保健の実現に向けて新執行部がスタートし
ました！●
会長　岩瀬達雄（佐賀県健康福祉部　健康増進課長）
副会長　高澤みどり（千葉県市原市保健センター　歯科衛生士）

●平成20年度地域保健総合推進事業「歯科・医科連携による歯周
病アプローチ」に関する報告書ができました。
滋賀県健康福祉部健康推進課健康づくり支援室　井下英二

●新理事の独り言（その４１）
東京都福祉保健局医療政策部　副参事（歯科担当）
椎名惠子

●研修会のご案内

2009年3月 44号 高橋 井下
●新しい成人歯科健診』が日歯から提示される！
～日本歯科医師会・８０２０財団と行歯会との打合せ会議報告～
千葉県市原市保健センター　高澤みどり

●速報「平成20年度学校保健統計調査・都道府県表が発表されま
した。」

＊事業紹介＊vol.３４
高知市の介護予防の取り組み～かみかみ百歳体操で口を元気
に～
高知市保健所健康づくり課　歯科医師　上田佳奈
＊事業紹介＊vol.３５
医療連携で歯科のすばらしさを伝える～歯科医師が参加する
NST回診～
岩手県奥州市国保衣川歯科診療所　佐々木勝忠

●理事の独り言（その４０）
栃木県における医科・歯科連携推進のお話
栃木県保健福祉部健康増進課主幹　青山旬（栃木県
立衛生福祉大学校歯科技術学部長）

●研修会のご案内

2009年2月 43号 高橋 井下
●「新潟県歯科保健推進条例の制定と今後の展開」
新潟県福祉保健部長　石上和男
（口腔衛生学会雑誌第59巻第1号巻頭言転載）

●長崎は一つの大きな病院～医科歯科連携のモデル視察～
岡山市保健所健康づくり課　河本幸子
●国立保健医療科学院歯科衛生士短期研修受講報告～見えた！
私のミッション～
東京都清瀬市健康福祉部健康推進課　愛と勇気の歯科衛生士　牟
田口郷子

＊事業紹介＊vol.３３
～歯ぐき元気プロジェクト事業～
富山県高岡厚生センター氷見支所 （兼県厚生部健康課歯科保
健担当）　竹内智子

●理事の独り言（その３９）
行歯会東京ブロック理事　長優子（江戸川区鹿骨健康
サポートセンター歯科衛生士）

●国立保健医療科学院の研修のご案内

2009年1月 42号 高橋 井下
●年頭に寄せて
行歯会会長　石上和男（新潟県福祉保健部長）

●連携のみえた歯周病対策事業視察レポート
兵庫県西播磨県民局県民生活部　龍野健康祉事務所　井ノ原珠紀

『地域紹介・事業紹介』vol.３１
～バンザイ！フッ素洗口元年！！～
沖縄県企画部八重山支庁　八重山福祉保健所健康推進班　西
里八重子
『地域紹介・事業紹介』vol.３２
「地域住民と共に歩む歯科保健事業」～学び育てる、まちの歯
科衛生士を目指して～
宮城県名取市保健センター（歯科保健事業所）　小齋薫

●理事の独り言（その３８）：ギドーさん
行歯会東海ブロック理事　中村宗達（静岡県厚生部医
療健康局　技監）

●研修会のご案内

57号 佐々木 金森

51号 井下 楠田

52号 楠田 佐々木

◎『北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例」が制定・施行さ
れました◎

●学会・研修会のご案内
●新理事の独り言（その４２）：「徒然に・・・」
三重県伊勢保健福祉事務所（伊勢保健所）　石濵信之

●『少子高齢化時代の歯科保健について』～第79回市町村を対象
とするセミナー～
千葉県市原市保健センター　歯科衛生士　藤田美由紀

●第19回全国歯科保健推進研修会に参加して
滋賀県湖東健康福祉事務所　歯科衛生士　小幡鈴佳

●新理事の独り言（その４７）：宮崎だより
宮崎県中央保健所　森木大輔

46号 高橋 井下
●食品による窒息の要因分析
（平成20年度厚生労働科学特別研究事業）
主任研究者：昭和大学歯学部口腔衛生学教室　教授　向井美惠

★歯科衛生士初受賞！厚生労働大臣表彰を受賞して
東京都江戸川区健康部健康サービス課　総括係長　国藤静子
◎メーリングリストの話題から◎

●新理事の独り言（その４８）：独り言・・・
奈良県福祉部健康安全局健康増進課　堀江博

●お知らせとお願い

●「行歯会の皆様へ」
厚生労働省医政局歯科保健課長 上條英之

＊事業紹介＊vol.３６
企業にアタック！「標準的な成人歯科健診プログラム・保健指
導」実践奮闘中
（社）北海道歯科衛生士会　三上和恵
＊事業紹介＊vol.３７
フッ化物塗布を定期的には受けていない子どもの生活状況は他
の課題も多い
岡山市保健所健康づくり課　課長補佐　河本幸子

●「北海道歯科保健医療推進計画」（素案）について
北海道保健福祉部保健医療局健康安全室　佐々木健

【地域紹介 vol.１】
「あさひかわ市の８０２０」
旭川市保健所　歯科医師　上林宏次
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2008年12月 41号 矢澤 高橋

●『第32回むし歯予防全国大会 ｉｎ 大分』　参加報告
・なかなかやるじゃん！日Ｆ会議
行歯会東海ブロック理事（静岡県厚生部医療健康局技監）　中村宗
達
●第32回むし歯予防全国大会 ｉｎ 大分
・テーマ「健康格差の是正を目指すこれからの歯科保健」～フッ化物
応用による健康づくり～
大分県歯科医師会地域保健担当理事  難波亮二

●霞ヶ関通信「近況報告」
厚生労働省歯科保健課　和田康志

『地域紹介』vol.３０
みんなで楽しく元気になる秘訣
退職して思うこと～ヘルスプロモーションと健康あだち２１～
フリー歯科衛生士　出口みや子

●理事の独り言（その３７）：地域連携と人材育成
名古屋市中村保健所　金森いづみ

●国立保健医療科学院の研修のご案内

2008年11月 40号 矢澤 高橋
●解説　学校保健法が学校保健安全法にかわります
滋賀県南部振興局地域健康福祉部 （草津保健所）　井下英二

＊事業紹介＊vol.２８
～「ねりま  お口すっきり体操」ができるまで～
東京都練馬区保健所健康推進課　本橋信子
＊事業紹介＊vol.２９
『スマイルアップ！ちば体操』でみんなでGO！GO！８０２０！！
千葉県市原市保健センター　高澤みどり

●理事の独り言（その３６）
～今こそ新８０２０運動の展開を～
島根県雲南保健所医事・難病支援グループ　梶浦靖二

●国立保健医療科学院の研修のご案内

2008年10月 39号 矢澤 高橋
●政令指定都市初！「京都市フッ化物洗口」について
～京都市立全小学校での実施に向けた取組み～
教育委員会体育健康教育室　大塚雅世

●第57回日本口腔衛生学会シンポジウムⅡ報告
埼玉県北足立福祉保健総合センター・鴻巣保健所医幹　遠藤浩正
●榊原悠紀田郎先生を偲ぶ会開催される
神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所保健福祉課長　北原稔

●理事の独り言（その３５）
多摩市健康福祉部健康推進課　廣瀬友美

●学会・研修会のご案内

2008年9月 38号 矢澤 高橋
●社会歯科学研究会定例研修会　開催報告
東京都福祉保健局多摩立川保健所　矢澤正人

『地域紹介』vol.２７
地域関係者との連携を育み、広げる歯科保健施策
埼玉県越谷保健所　石川清子

◇アドバイザーは語る（その１３）
歯科衛生士、波に乗って！
東京医科歯科大学口腔保健学科　吉田直美

●理事の独り言（その３４）
新型インフルエンザ発生時には戒厳令を！
新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部副部長　永瀬
吉彦

●学会・研修会のご案内

2008年8月 37号 矢澤 高橋

●全国初　新潟県で「歯科保健推進条例」が制定されました。
行歯会会長（新潟県福祉保健部長）　石上和男
●集団FMR実施人口比　全国一位　フッ化物応用の推進
佐賀県健康福祉本部健康増進課　岩瀬達雄
●第26回地域歯科保健研究会　夏ゼミ2008 in 北海道開催報告
第26回地域歯科保健研究会実行委員長　秋野憲一（北海道岩見沢
保健所）

■オーラルディアドコキネシス（「パタカ」）自動測定器「健口くん」が
遂に完成！！■
行歯会会長（新潟県福祉保健部長）　石上和男
■行政歯科衛生士のみなさんへ　あなたの≪EBOHP≫を支援しま
す～日本口腔衛生学会「歯科衛生士研究活動支援事業」のご案内
～
日本口腔衛生学会歯科衛生士委員会　大内章嗣

●学会・研修会のご案内

2008年7月 36号 矢澤 高橋
●東京都・東京都歯科医師会・東京都医師会が連携してすすめる
在宅歯科医療の新たな取組み
東京都福祉保健局医療政策部歯科担当副参事　椎名惠子

●報告　保健所長の資格要件の緩和で見直し勧告～地方分権改革
推進委員会　第１次勧告～
新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部　永瀬吉彦
●速報　都道府県別における集団応用でのフッ化物洗口実施施設
数と実施人数
NPO法人日本むし歯予防フッ素推進会議　田浦勝彦
●第２回社会歯科学研究会総会・シンポジウム報告
埼玉県北足立福祉保健総合センター　遠藤浩正

●全国初　新潟県で「歯科保健推進条例」が制定・施行 ●お知らせ（研修会等）

2008年6月 35号 矢澤 高橋
●特定健診・保健指導への歯科のかかわり－観音寺市国保ヘルス
アップ事業での取り組み例から－（後）
三豊総合病院歯科保健センター　木村年秀

●危機管理ルポ～採血用穿刺器具の不適当な使用に関する事件
の対応～
島根県雲南保健所　梶浦靖二
☆ツール紹介☆「ぶくぶくテストを利用した口腔機能評価と支援のヒ
ント」マニュアルを作成
東京都多摩小平保健所　榎本智子

●お知らせ（研修会等）

2008年5月

2008年4月

2008年3月 33号 得津 矢澤
●医療連携体制とその仕組み
新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部　永瀬吉彦

『地域紹介』vol.２５
東京都港区みなと保健所健康推進課　寺田薫

●理事の独り言（その３２）
東京都多摩立川保健所歯科保健担当副参事　矢澤正
人

●お知らせ（研修会等）

2008年2月 32号 得津 矢澤
●口腔機能向上　リレーで伝える各地の取組　番外編Ⅱ
歌う喜び♪、喋る喜び、食べる喜び　お口の健康づくり全国へ発
信！～口腔機能向上エプロンとともに～

『地域紹介』vol.２４
歯科から広がるネットワークの輪！
東京都清瀬市健康福祉部健康推進課　愛と勇気の歯科衛生士
牟田口郷子

●理事の独り言（その３１）
和歌山県福祉保健部健康局健康づくり推進課　得津康
子

●お知らせ（研修会等）
●質問コーナーを活用しよう！

2008年1月 31号 得津 矢澤

●（報告）地方分権改革推進委員会　中間的な取りまとめ（保健所
長医師資格要件の廃止）の支持について日本歯科医師会長等関係
団体に要請しました
新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部　永瀬吉彦

『地域紹介』vol.２３
口腔機能向上　リレーで伝える各地の取組　番外編Ⅰ
～東京の田舎・西多摩から「西多摩かむかむレシピ」をお届けし
ます～
東京都西多摩保健所　石井直美

●理事の独り言（その３０）
神奈川県鎌倉保健福祉事務所　歯科衛生士　堀正子

●お知らせ（研修会等）

2007年12月 30号 得津 矢澤
●緊急課題対応社歯研ワークショップ（報告）
滋賀県大津健康福祉センター　井下英二（社会歯科学研究会事業
担当幹事）

『地域紹介』vol.２２
高知県東部福祉保健所　高橋環

●理事の独り言（その２９）
杉並区保健福祉部副参事　山田善裕

●お知らせ（学会・研修会等）

2007年11月 29号 永瀬 得津
●第66回日本公衆衛生学会総会及び自由集会（報告）
愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課　髙橋直樹

●再び「保健所長医師資格要件」見直し論～地方分権改革推進委
員会～
新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部　永瀬吉彦

●理事の独り言（その２８）
とりとめもないひとりごと
市原市保健センター（歯科衛生士）　高澤みどり

●お知らせ（学会・研修会等）

2007年10月 28号 永瀬 得津

●地震　その時あなたは何をどうする
・二度の地震（新潟県中越大震災と中越沖地震）を経験して
行歯会会長（新潟県福祉保健部副部長）　石上和男
・中越沖地震における歯科保健医療救護活動
新潟県福祉保健部健康対策課　清田義和

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.２１
めんそーれ！沖縄県へ
沖縄県福祉保健部健康増進課　玻名城恭子

◇アドバイザーは語る（その１２）
東京医科歯科大学歯学部附属口腔保健教育研究セン
ター　佐々木好幸

●理事の独り言（その２７）
仙台市宮城野区保健福祉センター管理課企画係　高
橋明子

●お知らせ（学会・研修会等）

2007年9月 27号 永瀬 得津

●口腔機能向上　リレーで伝える各地の取組④
・口腔機能の向上で、おいしく楽しく安全に！～江戸川区の取り組
みをご紹介します～
江戸川区小松川健康サポートセンター（歯科衛生士）　佐藤昌美
・特集「口腔機能向上」を総括して
神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所　北原稔

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.２０
宮崎県福祉保健部健康増進課　森木大輔

●理事の独り言（その２６）
札幌市中央区保健福祉部健康・子ども課健やか推進
係（札幌市中央保健センター）　檜田淑子

●お知らせ（学会・研修会等）

2007年8月 26号 永瀬 得津

●口腔機能向上　リレーで伝える各地の取組③
・通所型介護予防事業「かむ・のみこむ・パワーアップセミナー」につ
いて
新潟市保健所健康衛生課　藤山友紀
・静岡市における口腔機能向上事業「おいしく食べよういきいきプラ
ン」の取り組みについて
静岡市健康づくり推進課　秋山穂奈美
・口からはじまる介護予防～「健口体操」のビデオを是非見て、活用
してください。
行歯会会長　石上和男（新潟県福祉保健部副部長）

●第25回地域歯科保健研究会（報告）
広島市社会局高齢福祉課　宮城昌治
●広島は「ええとこさがし」の夏だった！！（夏ゼミ参加感想）
市原市保健センター　歯科衛生士　高澤みどり

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１９
シルクロードの終着点　歴史と世界遺産の都市　奈良県
奈良県健康増進課　堀江博

●理事の独り言（その２５）
熊本県健康福祉部健康づくり推進課生活習慣病対策
室　楠田美佳

●お知らせ（学会・研修会等）

34号 得津 矢澤
●特定健診・保健指導への歯科のかかわり－観音寺市国保ヘルス
アップ事業での取り組み例から－（前）
三豊総合病院歯科保健センター　木村年秀

『地域紹介』vol.２６
八千代市でも待望のフッ化物洗口モデル事業が開始！
千葉県八千代市母子保健課　尾留川裕実子

●理事の独り言（その３３）
岡山市保健所健康づくり課東保健センター歯科衛生士
藤田幸子

●お知らせ（研修会等）
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2007年7月 25号 永瀬 得津

●口腔機能向上　リレーで伝える各地の取組②
・歯っぴーかむカムひごまる体操を活用した口腔機能低下予防の普
及啓発について
熊本市中央保健福祉センター　吉良直子
・北九州市における口腔機能向上を目指して「お口の元気度アップ
事業」のご紹介
北九州市保健福祉局健康推進課　島田直子

●地域支援事業先進地視察　グルメ紀行報告！
滋賀県大津健康福祉センター　井下英二

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１８
神話の国　島根にようこそ
島根県出雲保健所 山本祐子

●理事の独り言（その２４）
神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所　北原稔

●近刊紹介
●お知らせ（学会・研修会等）

2007年6月 24号 永瀬 得津

●日本公衆衛生協会の補助を受けて地域保健総合推進事業を実
施しました
行歯会会長　石上和男（新潟県福祉保健部副部長）
●口腔機能向上　リレーで伝える各地の取組①
・なぜ、今、口腔機能向上への取組みか？そして、行歯会版啓発ビ
デオはどう活用すべきか？
神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所　北原稔

●みんなでワッ歯ッ歯　地域歯科保健25年の成果
新潟県福祉保健部副部長 石上和男

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１７
水と緑の町　国際平和文化都市　広島
広島市社会局児童福祉課　石井のり子

◇アドバイザーは語る（その１１）
地域医療連携の話２
長崎大学医学部・歯学部附属病院地域医療連携セン
ター　川崎浩二

●理事の独り言（その２３）
滋賀県大津健康福祉センター　井下英二

2007年5月 23号 高澤 永瀬
●仕事に、勉強に、行歯会の皆さんを支援します
保健医療科学院院長　篠崎英夫

●日本公衆衛生協会・平成18年度地域保健総合推進事業の報告
書が刊行されました
国立保健医療科学院口腔保健部　安藤雄一

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１６
長野県の紹介をします！
長野県社会部障害福祉課　清宮利花

◇アドバイザーは語る（その１１）
地域医療連携の話１
長崎大学医学部・歯学部附属病院地域医療連携セン
ター　川崎浩二

●理事の独り言（その２２）
「歯科衛生士法第２条第２項」
北海道保健福祉部保健医療局健康推進課　秋野憲一

●お知らせ（学会・研修会等）

2007年4月 22号 高澤 永瀬
●全国行政歯科技術職連絡会第２回理事会報告
北海道保健福祉部保健医療局健康推進課　秋野憲一

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１５
山形県の歯科保健について
山形県　鍛治山徹

◇アドバイザーは語る（その１０）
『今後の歯科衛生士に期待すること・課題となること』
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科　吉田直美

●理事の独り言（その２１）
栃木県保健福祉部健康増進課（栃木県立衛生福祉大
学校歯科技術学部）　青山旬

●お知らせ（学会・研修会等）

2007年3月 21号 高澤 永瀬
●弥彦速報「空気のような歯科保健活動」
市原市保健センター　高澤みどり

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１４
ようこそ！鳥取県へ
鳥取県東部総合事務所福祉保健局健康支援課（鳥取保健所）
田中由美

◇アドバイザーは語る（その９）
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科　吉田直美

●理事の独り言（その２０）『母はがんばるべさ！』
北海道保健福祉部保健医療局健康推進課歯科栄養グ
ループ　専門員　木内真智子

●お知らせ（学会・研修会等）

2007年2月 20号 高澤 永瀬
●８０２０推進財団について
８０２０推進財団専務理事　新井誠四郎

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１３
『おいでんせぇ　おかやまへ』
岡山市保健所健康づくり課 河本 幸子

◇アドバイザーは語る（その８）
『首尾一貫感覚（コヒーレンス）とは何か』
国立保健医療科学院口腔保健部✤花田信弘✤

●理事の独り言（その１９）『人生の目的』
佐賀県健康福祉部健康増進課長　岩瀬達雄

●国立保健医療科学院の研修のお知らせ●
●先進地視察研修募集●

2007年1月 19号 高澤 永瀬
●新年のご挨拶
行歯会会長（新潟県福祉保健部副部長）石上和男

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１２
岐阜県の歯科保健の概要について
岐阜県健康福祉部医療整備課　高橋秀徳

◇アドバイザーは語る（その７）
『健康生成論の概要』
国立保健医療科学院口腔保健部✤花田信弘✤

●理事の独り言（その１８）～パソコンさまさま！？～
江戸川区鹿骨健康サポートセンター（歯科衛生士）長
優子

●お知らせ（学会・研修会等）

2006年12月 18号 高澤 永瀬
●「第27回全国歯科保健大会・第17回全国歯科保健推進研修会 in
長崎」
北九州市保健福祉局健康推進課　島田直子

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１１
群馬県沼田保健福祉事務所長　小泉信雄

◇アドバイザーは語る（その６）
お口から始まる健康支援事業
財団法人日本予防医学協会九州センター産業保健
サービス企画室　山本良子　伊豆丸美恵
ZEAL代表　久野説子

●理事の独り言（その１７）
静岡県東部健康福祉センター技監　中村宗達

●お知らせ（学会・研修会等）

2006年11月 17号 中村 高澤
●「公衆衛生学会よいとこ、一度はおいで」　これ、どこかで見たよう
な？　日本公衆衛生学会へのお誘い
日本公衆衛生学会理事　遠藤明

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１０
梨の里鎌ケ谷市は、むし歯ナシ・歯周病ナシを目指します
千葉県鎌ケ谷市健康管理課　山崎典子

◇アドバイザーは語る（その５）
産業医科大学よいとこ　一度はおいで（１）
産業医科大学産業生態科学研究所 井手玲子

●理事の独り言（その１６）
名古屋市健康福祉局健康部健康増進課成人保健係
歯科衛生士　金森いづみ

●会員勧誘のお願い
●ブロック代表理事連絡先一覧
●お知らせ（学会・研修会等）

2006年10月 16号 中村 高澤

●理事長の中垣先生曰く「口腔衛生学会よいとこ、一度はおい
で！」　日本口腔衛生学会へのお誘い　全国行政歯科技術職連絡
会への期待
日本口腔衛生学会理事長　中垣晴男

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.９
遷都1200年の古都の隠れた魅力を楽しんでみては！
京都市保健福祉局保健衛生推進室健康増進課　中村雅子

◇アドバイザーは語る（その４）
フロリデーション装置紹介（２）
日本大学松戸歯学部社会口腔保健学　田口千恵子

●理事の独り言（その１５）
益田保健所健康増進グループ課長　梶浦靖二

●お知らせ（学会・研修会等）

2006年9月 15号 中村 高澤
●日本歯科医師会地域保健・産業保健担当常務理事池主憲夫先
生からのメッセージ

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.８
スイカの名産地 三浦 は 元気の名産地！
神奈川県三崎保健福祉事務所　長島聡美

◇アドバイザーは語る（その３）
フロリデーション装置紹介（１）
日本大学松戸歯学部社会口腔保健学　田口千恵子

●理事の独り言（その１４）
多摩市立健康センター　廣瀬友美

●お知らせ（学会・研修会等）

2006年8月

2006年7月

2006年6月 13号 中村 高澤 ●日本歯科医師会・８０２０財団・行歯会で新たな日本の歯科保健を ●第一回理事会報告
『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.６
「大和のふるさと  海色の歴史回廊・くれ そして」
広島県呉市保健所健康増進課　保科尚美

◇アドバイザーは語る（その１）
福岡歯科大学（社会歯科学）　渡辺猛

●理事の独り言（その１２）
岡山市保健所健康づくり課東保健センター　歯科衛生
士　藤田幸子

●お知らせ（学会・研修会等）

2006年5月 12号 長 中村 ●日本歯科医師会・大久保会長と会談
『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.５
「北海道、北東北３県・北のくに健康づくり推進会議、そして・・・」
北海道保健福祉部保健医療局健康推進課　秋野憲一

○厚生統計紹介⑤
住民（国民）の歯科保健状況を示す統計について（その
３）
栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部　青山旬

●理事の独り言（その１１）
東京都福祉保健局多摩立川保健所　矢澤正人

●お知らせ（学会・研修会等）

2006年4月 11号 長 中村

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.４
「みちのくの玄関口  福島県」
福島県保健福祉部健康衛生領域健康増進グループ　医長　沼
田匠

●理事の独り言（その１０）
和歌山県福祉保健部健康局健康づくり推進課　得津康
子

●ニュース
●お知らせ（学会・研修会等）
●質問コーナー！

2006年3月 10号 長 中村
●平成17年度特定研修臨床研修指導歯科養成コース（保健所）を
終えて
三重県南勢志摩県民局保健福祉部　石濱信之

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.３
「自然と文化の街  兵庫県の魅力」
兵庫県健康生活部健康局健康増進課　足立ちあき

●理事の独り言（その９）～南伊豆日帰りの旅～
茨城県保健福祉部保健予防課　鳥山佳則

●お知らせ（学会・研修会等）
●質問コーナー！

2006年2月 9号 長 中村
『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.２
「いろいろな長崎県のおはなし」
長崎県福祉保健部国保健康増進課 　重政昭彦

●理事の独り言（その８）
神奈川県鎌倉保健福祉事務所　堀正子

●お知らせ（学会・研修会等）
●書籍紹介
●質問コーナー！

2006年1月 8号 長 中村
●臼井和弘氏を偲ぶ（御功績を中心に）
行歯会会長　石上和男

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.１
「いい歯 カムカム すこやか富山」 をめざして
富山県厚生部健康課母子・歯科保健係　片岡照二郎

○厚生統計紹介④
住民（国民）の歯科保健状況を示す統計について（その
２）
栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部　青山旬

●理事の独り言（その７）
江東区保健所保健予防課　山田善裕

●お知らせ（学会・研修会等）
●書籍紹介
●「質問コーナー」新設の御連絡

2005年12月 7号 長 中村

● 事業紹介４
健康なごやプラン21の目標達成にむけて
名古屋市中保健所　柏木雅宣
名古屋市健康福祉局　金森いづみ

●理事の独り言（その６）
市原市保健センター（歯科衛生士）　高澤みどり

●お知らせ（学会・研修会等）
●「質問コーナー」新設の御連絡

2005年11月 6号 安藤 長 ●メーリングリストの発言数の推移

○厚生統計紹介③
住民（国民）の歯科保健状況を示す統計について（その
１）
栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部　青山旬

●理事の独り言 （その５）：秋の夜長のmono-logue
仙台市宮城野区保健福祉センター管理課（歯科衛生
士）　高橋明子

●ニュース（各種調査の報告書等）
●お知らせ（学会・研修会等）
●書籍紹介
●「質問コーナー」新設の御連絡

2005年10月 5号 安藤 長
●歯科技術職の「行歯会」への加入状況は？
－自治体種類・職種別にみると－

●メーリングリストの話題から
東京都江戸川区鹿骨健康サポートセンター歯科衛生士　長優子

●事業紹介３
滋賀県歯科保健将来構想と歯科保健関係資料集をホームペー
ジにアップしましたよ！
滋賀県大津健康福祉センター　井下英二
滋賀県健康福祉部健康推進課　那須保代

●理事の独り言 （その４）：学会へのひとり言
北海道苫小牧保健所 主任技師（歯科医師）　佐々木健

●お知らせ（学会・研修会等）

『地域紹介 わたしの街自慢！』vol.７
日本で一番元気な町　名古屋
愛知県名古屋市東保健所保健予防課　加藤愛子

◇アドバイザーは語る（その２）
福岡歯科大学（社会歯科学）　渡辺猛

●理事の独り言（その１３）
巨額の財政赤字～後世に残る負の遺産～
新潟県十日町地域振興局健康福祉部　参事　企画調
整課長　永瀬吉彦

●お知らせ（学会・研修会等）14号 中村 高澤
☆介護新時代の地域歯科保健に熱く燃えた夏ゼミ☆
東京都多摩立川保健所　矢澤正人
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2005年9月 4号 安藤 長

●「行歯会」会員数300名突破！歯科技術職の約3分の1が参加
●「第23回地域歯科保健研究会（夏ゼミ2005 in 奈良）の報告」
第23回地域歯科保健研究会実行委員会　実行委員長
（奈良県福祉部健康安全局健康増進課）　堀江博

●行歯会発足前夜（その３）
－これは使える！メールやインターネットによる情報交換－
静岡県東部健康福祉センター技監　中村宗達
●メーリングリストの話題から
東京都江戸川区鹿骨健康サポートセンター歯科衛生士　長優子
国立保健医療科学院・口腔保健部　安藤雄一

○厚生統計紹介②
厚生統計における歯科保健医療の統計とその応用
栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部　青山旬

●副会長の独り言 （その２）
神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所　北原稔
●副会長の独り言 （その３）
熊本県健康福祉部健康づくり推進課　楠田美佳

●お知らせ（学会・研修会等）

2005年8月 3号 安藤 長 ●「行歯会」会員数250名突破！

●行歯会発足前夜（その２）
－ワッ！こんな簡単な研修で変わってしまった？－
静岡県東部健康福祉センター技監　中村宗達
●メーリングリストの話題から
東京都江戸川区鹿骨健康サポートセンター歯科衛生士　長優子

●事業紹介２
島根県の成人歯科保健対策
島根県益田保健所・健康増進グループ課長　梶浦靖二

●活動報告（日歯・日衛・8020財団表敬訪問）
●ニュース（各種調査の報告書等）
●お知らせ（学会・研修会等）
●書籍紹介

2005年7月 2号 安藤 長 ●「行歯会」始動！メーリングリストが稼働！
●行歯会発足前夜（その１）
－フッ化物応用に関する不思議な調査結果－
静岡県東部健康福祉センター技監　中村宗達

○厚生統計紹介①
厚生統計における歯科保健医療の統計とその応用
栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部　青山旬

●副会長の独り言 （その１）
滋賀県健康福祉センター　健康福祉推進課長　井下英
二

●ニュース（各種調査の報告書等）
●お知らせ（学会・研修会等）
●巻末資料 「行歯会」メーリングリスト（Yahoo!
グループ）の使用方法

2005年6月 1号 安藤 長

●行歯会の発足に寄せて
何でもやれる行政マンをめざそう！行歯会はいろいろな情報を提供
します！
行歯会会長　石上和男（新潟県福祉保健部健康対策課長）

●事業紹介１
インターネットを利用したモニタリングシステム
佐賀県杵藤保健所　副所長　岩瀬達雄

●ニュース（各種調査の報告書等）
●お知らせ（学会・研修会等）
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