
平成２６年度事業報告書 

    平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

 

法人の概況 

 

１ 設立年月日 

昭和５５年５月２１日 

 

２ 定款に定める目的   

歯科衛生士の資質の向上と倫理の高揚並びに歯科衛生士の実践に根ざした学術研究を推進す

ることにより歯科衛生の普及啓発を図り、もって府民に 

対する健康と福祉の増進に寄与することを目的とする 

 

３ 定款に定める事業内容 

 

 

 

 

 

４ 行政庁に関する事項 

大阪府知事 

 

５ 事務所の所在地 

    大阪府大阪市天王寺区生玉寺町４番１６号 

藤和シティホームズ夕陽ヶ丘四天王寺１０１号 

 

（１） 歯科衛生の学術研究・研修に関すること 

（２） 歯科衛生の普及啓発及び広報に関すること 

（３） 歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚に関すること 

（４） 歯科衛生業務の改善及び向上に関すること 

（５） 日本歯科衛生士会及び関係団体等との連携協力に関すること 

（６） 歯科衛生士の無料職業紹介に関すること 

（７） その他本会の目的達成のために必要なこと 
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事 業 

 

【Ⅰ】公益目的事業 

歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚を図り、歯科衛生士の実践に根ざした学術研究を推進することで、

より質の高い歯科衛生の普及啓発を実施した。 

 

１．歯科衛生の普及啓発に関する事業 

ア）公開講座、イベント等による歯科衛生の普及啓発 

（１）公開講座開催  

期  日 平成２６年 ７月２０日（日） 

会    場 大阪府歯科医師会館大ホール 

テ ー マ 「災害に備えよう！お口のケアが命を守る ～歯科からの提言～」 

講  師 足立 了平 先生 (神戸常盤大学短期大学部 口腔保健学科 教授) 

受講者数 １１７名 

（２）公益社団法人移行及び創立６０周年記念事業「家族でハッピー健口フェア」開催 

  開 催 日  平成２６年１０月５日（日） 

  開催場所 大阪市立天王寺動物園 レクチャールーム 

    来場者数 ３０７名  

（３）健康展等における普及啓発活動 

大阪市城東区、吹田市、豊中市、岸和田市、大阪狭山市、堺市美原区 

 

イ）歯科治療困難な施設での歯科衛生の普及啓発 

 （１）重度障がい者施設での歯科保健指導 

奉仕活動 

①豊里学園 

   ②日本ライトハウス 

 

ウ）市町村、関係団体における歯科衛生の 

普及啓発 

（１）母子歯科保健活動事業（受託事業） 

①摂津市委託事業 

②大阪府歯科医師会委託事業  

③その他幼稚園、保育所における 

歯科保健指導 

（２）学校歯科保健活動事業（受託事業） 

①大阪市教育委員会委託事業   

②岸和田市教育委員会委託事業 

③河内長野市教育委員会委託事業 

 

④千早赤阪村教育委員会委託事業 

⑤大阪市こども青少年局委託事業 

⑥東大阪市東・西学校歯科医会委託事業 

⑦大阪府歯科医師会委託事業 

⑧小・中学校、高等学校における 

歯科保健指導 

（３）高齢者の口腔機能の向上事業及び 

在宅寝たきり等訪問歯科協力事業 

平成２６年度は受託事業なし 

（４）会員（歯科衛生士）派遣による普及啓発 

事業 

①歯科医師会委託事業 

ⅰ）地区健康展における啓発事業 

ⅱ）「歯と口の健康講座」 

ATC エイジレスセンター 

ⅲ）障がい者施設歯科保健事業 

ⅳ）幼稚園、保育所、小・中学校、 

高等学校における歯科保健指導 

４ 



ⅴ）介護予防事業 

ⅵ）在宅歯科口腔保健推進事業 

②堺市障がい者歯科保健事業 

③堺市歯科口腔保健多職種連携づくり事業 

④企業における歯科保健指導 

⑤企業等講師派遣 

  （５）その他 

①大阪府歯科衛生士会 

「ハイジニストセンターだより」発行 

第１号  第２号  第３号 

第４号  第５号  第６号 

 

②事業等出務者の登録に関すること 

  登録票の管理 

エ）機関誌等による普及啓発 

（１）大阪府歯科衛生士会機関誌   

公益社団法人移行及び創立６０周年記念号 

「ＳＭＩＬＥ88号」発行 

（２）大阪府歯科衛生士会ホームページの 

充実・拡大による府民への情報提供 

 （３）その他 

普及啓発用パネルの作成 

２．歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚に関する事業 

ア）研修会の開催  

（１）ベーシック研修会（学術講演会） 年３回開催              ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 会  場 テ ー マ 講   師 受講者数 

平成２６年 

６月１５日（日） 

大阪府歯科医師会館 

大ホール 

「野菜と口腔と健康の 

意外な関係」 

南部 隆之 先生 

（大阪歯科大学細菌学講座 

講師） 

１２０名 

平成２６年 

８月２４日（日) 

【 同日 2回開催 】 

大阪府歯科衛生士会 

事務所 
「救急蘇生法を学ぼう」 

山下 智砂子 先生 

（日本救急医学会 

認定インストラクター） 

３３名 

平成２６年 

１０月１９日(日) 

大阪府歯科医師会館 

大ホール 

「これならできる！ 

院内感染予防対策」 

上原 弘美 先生 

（神戸常盤大学短期大学部 

口腔保健学科 准教授） 

１０１名 

 

（２）訪問口腔ケア研修会 年７回開催                        ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 会    場 テ ー マ 講  師 受講者数 

平成２６年 

５月１８日（日） 

大阪府歯科医師会館大

ホール 

総 論 

「高齢者によく見られる

病態を知ろう」 

狭間 研至 先生 

（医師：ファルメディコシス

テムズ（株）代表取締役） 

１９９名 

平成２６年 

６月１日（日） 

大阪府歯科医師会館 

大ホール 

リカバリー 

「聞いてみよう、 

やってみよう、 

専門的口腔ケア」 

山下 政代 先生 

（歯科衛生士） 
７４名 

平成２６年 

７月１３日（日） 

大阪府歯科衛生士会 

事務所 

トピックス 

「安全な口腔ケア 

～吸引器を使って  

みよう～」 

雨師 みよ子 先生 

（（公社）大阪府看護協会 

教育研修部参事） 

午前１５名 

午後１４名 
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期  日 会    場 テ ー マ 講  師 受講者数 

平成２６年 

９月２３日（火・祝） 

大阪市 

天王寺区民センター 

初級 

「安全安楽に口腔ケアを

実施するための呼吸に関

する基礎知識」 

石川 朗 先生 

（神戸大学大学院保健学 

研究科 地域保健学領域 

健康科学分野 教授） 

６３名 

平成２６年 

６月２８日～ 

８月２０日 

介護老人保健施設 

「つるまち」 

中級実習 

「食支援を知ろう！～施

設での見学実習～」 

金子 信子 先生 

（歯科衛生士） 
５名 

平成２６年 

１１月３０日（日） 

大阪市社会福祉 

研修・情報センター 

中級座学 

「摂食嚥下訓練を食支援

に活かそう」 

金子 信子 先生 

（歯科衛生士） 
５５名 

平成２７年 

２月８日（日） 

大阪社会福祉指導 

センター 研修室 

上級座学 

「栄養ケアを学ぼう 

～ワンランク上の 

口腔ケアを目指して～ 

大石 麻衣 先生 

（大阪赤十字病院  

管理栄養士） 

４７名 

 

（３）歯周病講座 年６回開催                             ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 会    場 テ ー マ 講  師 受講者数 

平成２６年 

５月２５日（日） 

午前・午後 

大阪府歯科医師会 

附属 

歯科衛生士専門学校 

歯周病講座 実習編 

トピックス 

「口腔内写真の撮影と活

用について」 

～自信をもって撮影 

するために～ 

正岡 明子 先生 

(歯科衛生士） 

歯周病講座担当歯科衛生士 

福田夏子・丸山直美 

笹田美喜子・山本 桂子 

梶屋 紀子 

２９名 

平成２６年 

７月２７日（日） 

午前 

大阪府歯科衛生士会 

事務所 

歯周病講座 実習編 

パワーアップコース 

「シャープニングを極め

る」 

歯周病講座担当歯科衛生士 

福田夏子・丸山直美 

笹田美喜子・山本 桂子 

梶屋 紀子・野村美千代 

２１名 

平成２６年 

７月２７日（日） 

午後 

大阪府歯科衛生士会 

事務所 

歯周病講座 実習編 

超基本コース 

「思い出そう！ 

インスツルメントの 

使い方」 

歯周病講座担当歯科衛生士 

福田夏子・丸山直美 

笹田美喜子・山本桂子 

梶屋紀子・野村美千代 

２４名 

平成２６年 

１２月７日（日） 

午前 

大阪府歯科衛生士会 

事務所 

歯周病講座 実習編  

パワーアップコース 

フォローアップ研修 

「シャープニング」 

歯周病講座担当歯科衛生士 

福田夏子・笹田美喜子 

山本桂子・梶屋紀子  

野村美千代 

１５名 

平成２６年 

１２月７日（日） 

午後 

大阪府歯科衛生士会 

事務所 

歯周病講座 実習編  

パワーアップコース 

フォローアップ研修 

「インスツルメントの使

い方」 

歯周病講座担当歯科衛生士 

福田夏子・笹田美喜子 

山本 桂子・梶屋紀子 

野村美千代 

１５名 
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期  日 会    場 テ ー マ 講  師 受講者数 

平成２７年 

３月１日（日）午後 

大阪府歯科医師会館 

大ホール 

歯周病講座 講義編 

「歯周治療におけるプレ

ゼンテーション 

－症例発表に必要な情報

と整理—」 

大住 祐子 先生 

臨床歯周病学会 

     認定歯科衛生士 

医療法人貴和会 

   新大阪歯科診療所 

８９名 

 

（４）病院・診療所研修会 年１回開催                            ＊日本歯科衛生士会生涯研修 

期  日 平成２６年８月３日（日） 

会  場 大阪歯科大学附属病院臨床講義室 

テ ー マ 

施設紹介・交流会 

研修会「病院歯科衛生士が実施する周術期口腔衛生管理～質の高い支援を目指して～」 

講 師 サンスター株式会社医科歯科営業部学術歯科衛生士 辻本 好恵 先生 

受講者数 １２９名 

 

（５）未就業歯科衛生士の為の研修会の開催  単独は開催なし、リカバリー研修会にて開催 

（６）その他 

①大阪府歯科衛生士会｢研修会のお知らせ｣発行 

②資質向上支援及び再就職支援のための研修会の開催及び協力 

ⅰ）関西女子短期大学「歯科衛生士リフレッシュ講座」後援 

ⅱ）新大阪歯科衛生士専門学校「新大阪臨床セミナー」後援 

イ）その他歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚に関する事業 

（１）訪問口腔ケアステーション交流会開催 

平成２６年１２月１４日 南部地域 

平成２７年 ３月 １日 中部地域 

 

 

３．歯科衛生の学術研究の振興に関する事業 

ア）学術集会の開催等 

（１）第２０回大阪府歯科衛生士会学術集会開催 

期  日 平成２７年１月１８日（日） 

場  所  大阪府歯科医師会館 大ホール 

特別講演 

「歯科衛生士として歩んだ道＆歯科衛生士が研究するということ」 

～歯科衛生士として４５年 今伝えたいこと～ 

講 師 原 久美子 先生（広島大学大学院 医歯薬保健学研究院  

総合健康科学部門口腔発達機能学研究室 講師 歯学博士 歯科衛生士） 

会員発表 ３ 題 

受講者数 １０６名 

   

（２）学術誌第２４号発行  
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イ）その他歯科衛生の学術研究の振興に関すること 

（１）「認知症の人に対する口腔保健の手引書」作成協力 

（２）「糖尿病と歯周病に関わる医科・歯科合同研修会」シンポジウム シンポジスト協力 

（３）口腔衛生に関する意識調査 

公益社団法人移行及び創立６０周年記念事業 

「家族でハッピー健口フェア」来場者アンケート集計 

 

【Ⅱ】その他の事業 

日本歯科衛生士会及び関係団体との連携をはかるとともに、会員の連携協調性を促進し、 

公益事業の実施基盤を図るための事業を行った。 

 

 

１．日本歯科衛生士会及び関係団体との連携に 

関する事業 

ア）日本歯科衛生士会との連携に関すること 

（１）近畿ブロック連絡協議会に出席 

（２）生涯研修委員会に出席 

（３）認定歯科衛生士審査会に出席 

（４）日本歯科衛生学会に出席 

（５）全国病院歯科衛生士連絡協議会に出席 

（６）災害支援歯科衛生士フォーラムに出席 

（７）各都道府県歯科衛生士会会長会に出席 

（８）歯科衛生推進フォーラムに出席 

（９）定時代議員会・会長表彰式出席 

イ）大阪府・府下市町村との連携・協力 

（１）大阪府生涯歯科保健推進審議会出席 

（２）大阪府生涯歯科保健推進審議会 

大阪府歯科口腔保健計画部会出席 

（３）大阪府生涯歯科保健推進審議会８０２０ 

運動推進特別事業検討評価部会出席 

（４）大阪市健康局健康推進部健康づくり課 

すこやかパートナー意見交換会出席 

（５）富田林市在宅寝たきり老人等訪問歯科 

事業推進協議会出席 

（６）太子町・河南町・千早赤阪村在宅寝たきり 

老人等訪問歯科事業推進協議会合同会議 

出席 

（７）堺市歯科口腔保健推進計画懇話会出席 

ウ）関係団体との連携・協力 

（１）大阪府地域医療推進協議会に出席  

（２）大阪府口腔衛生協会 

①評議員会及び理事会に出席 

②認知症対応施設歯科口腔保健推進事業 

 マニュアル作成 

（３）大阪府歯科医師会 

①大阪府歯科医師会高齢者歯科保健部部会 

出席 

②地区歯科医師会行事に出席 

③第１９回大阪歯科保健大会、第３５回 

全国歯科保健大会後援及び参加・協力 

④「糖尿病と歯周病に関わる医科・歯科合同 

研修会」協力 

⑤大阪府 HIV 感染者等歯科診療連携体制構築事

業における協力歯科診療所向け研修会協力 

⑥8020運動推進特別事業歯と口の健康 

サポーター養成プログラム検討会出席 

⑦歯科医療安全管理体制推進協議会出席 

（４）第６３回「全大阪よい歯のコンクール」 

後援及び表彰式出席 

（５）大阪府学校歯科保健研究会に出席 

（６）大阪市学校歯科医会平成２６年度合同 

事業打ち合わせ会に出席 

（７）新大阪歯科衛生士専門学校関係者評価 

委員会に出席 

（８）新大阪歯科衛生士専門学校 教育課程 

編成委員会に出席 

（９）大阪府医師会「医療モニター」への 

協力 
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（10）関西障害者歯科臨床研究会への協力 

  及び後援 

（11）大阪府介護支援専門員協会への協力 

（12）全国大学歯科衛生士教育協議会 

２０周年記念大会出席 

（13）小児歯科学会近畿地方会幹事会出席   

（14）学会等後援 

（15）関係団体行事に出席 

エ）表彰の推薦  

（１）公益社団法人大阪府歯科衛生士会の 

推薦により受賞     

①大阪府憲法記念日知事表彰 

②大阪府歯科保健活動事業功労者知事表彰 

③日本公衆衛生協会公衆衛生事業功労者表彰 

④大阪公衆衛生協会公衆衛生事業功労者表彰 

⑤大阪府衛生教育功労者知事感謝状 

⑥日本歯科衛生士会会長表彰 永年精励賞 

⑦日本歯科衛生士会会長表彰 功労賞 

（２）大阪府歯科衛生士会赤十字奉仕団の 

推薦により受賞 

①大阪府社会福祉ボランティア表彰 

②赤十字奉仕団業務功労者被表彰銀色有功章 

③赤十字奉仕団業務功労者被表彰銀枠感謝状 

 

２．会員の拡大、管理、育成に関する事業 

ア）入会促進に関する事業 

（１）新卒歯科衛生士への入会促進 

①府下歯科衛生士養成機関１１校に 

おいて入会説明会実施 

（２）未入会者への入会促進 

①未入会者へのアンケート調査実施 

 平成２６年８月３日（日） 

４５枚配布４３枚配布 

（３）入会案内の作成と配布 

①入会案内パンフレットの作成 

②入会案内パンフレットの配布 

（４）会長奨励賞の授与 

①賛助会員校の卒業生に授与（１１名） 

 

 

（５）賛助会員制度の推進 

  ①ホームページへの掲載 

（６）その他 

①継続入会の促進 

イ）情報提供に関する事業 

（１）大阪府歯科衛生士会機関紙 

「ＯＤＨＡお知らせ」発行 

第１９号 第２０号 第２１号  

第２２号 第２３号 第２４号  

（２）大阪府歯科衛生士会ホームページ 

ウ）歯科衛生士の就業相談及び無料職業紹介 

に関する事業 

（１）大阪府歯科衛生士会ハイジニストセンター 

無料職業紹介事業に関すること 

①登録・情報提供と運営に関すること 

求人：７６件 相談：１９件  

閲覧：７件 紹介：１５件 決定：４件  

②会員の紹介 

     ⅰ）休日緊急歯科診療所 

     ⅱ）夜間緊急歯科診療所 

     ⅲ）障がい者歯科診療所   

ⅳ）訪問歯科診療 

ⅴ）幼稚園、保育所、小・中学校、 

高等学校における歯科検診補助 

     ⅵ）大阪府歯科医師会関連事業 

エ）大阪府歯科衛生士会赤十字奉仕団活動に 

関する事業 

（１）献血への協力 

   期 日 平成２６年 ８月９日（土）  

場 所 難波グリーンガーデン 

（２）各種研修会への参加  

    委員長研修会 

    ボランティア防災研修会 

（３）その他 

①豊里学園歯科衛生指導事業 

②日本ライトハウス歯科衛生指導事業 

③「赤十字ボランティアフェスティバル」 

に参加 

④赤十字ボランティア保険に加入 
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⑤赤十字ボランティアのつどい実行委員会に

出席 

⑥赤十字ボランティアフェスティバル 

実行委員会に出席 

⑦日本赤十字社大阪府支部特殊奉仕団 

委員長会議に出席 

オ）支部長会の開催 

支部長会を４回開催し支部の活動や 

組織強化について協議した。 

カ）学生会員に関する事業 

（１）大阪府歯科衛生士会機関誌  

「ＳＭＩＬＥ88号」配布 

キ）会員の福利に関すること 

（１）団体保険の紹介 

①団体ガン保険、賠償責任保険への加入促進 

（２）会員への慶弔 

①会員への慶弔電報の打電 

（３）その他 

①会員福祉給付 

（日本歯科衛生士会への申請） 

②日本旅行パック旅行商品割引制度の継続  

③歯科衛生材料の斡旋 

３．その他本会の目的達成のために必要なこと 

ア）歯科衛生士実態調査 

  ７月２０日（日）８５枚配布６５枚回収 

イ）防災、災害等緊急事態への対応 

ウ）要望書の提出 

（１） 吹田市への要望 

・吹田市における歯科衛生士の 

定員増について 

・吹田市非常勤歯科衛生士の 

報償費について 

・歯科衛生士の研修について 

・母子歯科保健の充実について 

 

（２）大阪府への要望 

・大阪府における歯科衛生士の定員化に 

ついて 

・歯科衛生士の卒後教育の理解と研修会 

開催の周知についての支援 

・生涯歯科保健推進事業(大阪府下の地域 

歯科保健従事者連絡会の開催)について 

・８０２０運動推進特別事業について 

・医科歯科連携におけるチーム医療の 

構築のための施策 

（３）大阪市への要望 

・大阪市における歯科衛生士の定員化に 

ついて 

     ・大阪市の地域歯科保健事業の充実に 

ついて 

（４）大阪府地域医療推進協議会より要望書提出 

     大阪府、大阪市 

エ）傷害保険への加入 

（１）団体傷害保険 

（２）レクリエーション保険 

オ）公益社団法人移行及び創立６０周年記念 

事業 

（１）公益社団法人移行及び創立６０周年記念 

表彰式開催 

開催日 平成２６年７月２０日（日） 

会 場 大阪府歯科医師会館 

表彰者 １６名  

①大阪府知事表彰  

②大阪府知事感謝状 

     ③大阪府歯科衛生士会会長表彰 

     ④大阪府歯科衛生士会会長感謝状 

 

【Ⅲ】執行機関 

       副会長   常務理事      理事（学術部担当） 

                       理事（広報部担当）  

  会長         専務理事      理事（組織・調査部担当） 

                       理事（総務部担当） 

       副会長   常務理事      理事（ﾊｲｼﾞﾆｽﾄｾﾝﾀｰ部担当）  
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【Ⅳ】諸会議 

１．総 会   １回開催 

（１）平成２６年度定時総会 

期 日 平成２６年 ６月１５日（日） 

場 所 大阪府歯科医師会館 大ホール 

出席者 総正会員数   １０４７名 

出席正会員数 ７１０名 

（内訳 本人出席４０名 書面出席６７０名） 

出席理事数   １９名 

出席監事数    ２名 

議  長   藤岡 恭子（南河内支部） 

議事録署名人 西田 登代子（三島支部） 

小杉 公子（紀和支部） 

議  事    

第１号議案   

社団法人大阪府歯科衛生会 

平成２５年度事業報告（案）に関する件 

第２号議案  

 社団法人大阪府歯科衛生士会  

平成２５年度収支決算報告（案）に 

関する件 

 

２．理事会  ７回開催 

期 日  

平成２６年 ４月１３日（日） 

平成２６年 ５月１７日（土） 

平成２６年 ７月 ５日（土） 

平成２６年 ９月２０日（土） 

平成２６年１１月２４日（月・祝） 

平成２７年 ２月１１日（水・祝） 

平成２７年 ３月１５日（土） 

 

第１回 

１）業務執行理事（副会長、専務理事、 

常務理事）の選定について 

２）平成２６年度の事業計画と予算に 

ついて 

３）後援名義の使用の依頼について 

４）事務員の採用と賃金について 

５）新入会員の承認（賛助会員）について 

６）新入会員の承認（正会員）について 

７）梅花大学口腔保健学科の開設について 

８）入会促進について 

９）賛助会員への継続案内について 

10）学術誌投稿規定について 

11）「すこやかパートナー」への参加に 

ついて 

12）名誉会員の推薦について 

13）訪問口腔ケアステーション登録者 

   への連絡方法について 

14）各規程の整備について 

15）会旗作成デザインについて 

第２回 

１）名誉会員の推薦について 

２）後援名義の使用依頼について 

３）平成２５年度事業報告及び決算報告 

について 

４）公益社団法人大阪府歯科衛生士会 

 平成２６年度定時総会について 

５）選挙管理委員の承認について 

６）新入会員の承認について 

７）大阪府歯科衛生士会赤十字奉仕団 

副委員長の変更について 

８）入会案内パンフレットについて 

９）協賛依頼について 

10）事務職員について 

第３回 

１）新入会員の承認について 

２）後援名義の使用許可について 

３）正味財産について 

４）公益社団法人大阪府歯科衛生士会 

無料職業紹介所会員外サービスの 

件について 

５）事務職員の採用について 

６）要望書について 

７）規程について 

第４回 

１）後援名義の使用許可について 

２）新入会員の承認について 
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３）後援名義使用許可にかかる手続きに 

ついて 

４）書面又は電磁的記録による決議を 

する時の手続きについて 

５）中間監査の件 

６）無料職業紹介所相談員について 

７）ホームページについて 

   第５回 

    １）新入会員の承認について 

    ２）賛助会員の承認について 

    ３）日本歯科衛生士会終身会員の推薦に 

ついて 

    ４）支部編成について 

   第６回 

    １）賛助会員の登録について 

    ２）後援名義使用許可について 

    ３）後援名義使用許可にかかる手続き 

      内規変更について 

    ４）支部編成について 

    ５）新入会員承認について 

    ６）研修会開催時の緊急連絡方法について 

    ７）機関紙の掲載記事の規定に関して 

 第７回 

    １）平成２７年度事業計画（案）について 

    ２）平成２７年度収支予算（案）について 

    ３）平成２７年度定時総会について 

４）新入会員の承認について 

５）後援名義使用許可について 

みなし決議による理事会 

・６月３日（月）事務職員の採用に関する件 

・７月２７日（日）後援名義の使用許可に 

ついて 

・８月２９日（金）後援名義の使用許可に 

ついて 

 

３．支部長会 ４回開催 

期 日 平成２６年 ５月２４日（土） 

平成２６年 ９月２８日（日） 

平成２６年１２月１４日（日） 

平成２７年 ３月 ８日（日） 

４．常務理事会 １１回開催 

期 日 平成２６年 ４月 ６日（日） 

平成２６年 ４月２７日（日） 

平成２６年 ５月 ６日（火） 

平成２６年 ６月２８日（土） 

平成２６年 ８月３１日（日） 

平成２６年 ９月１５日（月） 

平成２６年１１月 ８日（土） 

平成２６年１１月１５日（土） 

平成２６年１２月１３日（土） 

平成２７年 ２月 １日（日） 

平成２７年 ３月 ８日（日） 

 

【Ⅴ】監査   

   監査会 ２回開催 

期 日 平成２６年 ５月１７日（土） 

平成２６年１２月１３日（土） 

第１回出席者  

監事２名 会長 副会長 専務理事  

常務理事 会計担当理事 事務職員 

第２回出席者  

監事２名 会長 副会長 専務理事  

常務理事 会計担当理事 事務職員 

 

【Ⅵ】委員会 

１．歯科衛生推進委員会 

（１）訪問口腔ケア委員会 

期 日 平成２６年 ４月１５日（火） 

平成２６年 ６月１７日（火） 

平成２６年 ８月１９日（火） 

平成２６年１１月 ４日（火） 

平成２７年 １月２０日（火） 

平成２７年 ２月２５日（水） 

（２）病院・診療所等臨床委員会 

期 日 平成２６ 年 ４月４日（金） 

平成２６年 ７月１１日（火） 

平成２６年１０月３０日（木） 

２．会務管理整備委員会 

  期 日 平成２６年 ８月３１日（日） 

平成２７年 ３月２５日（水） 

12 



 

 

３．選挙管理委員会 

   期 日  平成２７年 ２月２８日（土） 

 

４．公益社団法人移行及び創立６０周年 

記念事業実行委員会 

期 日  平成２６年 ４月 ４日（金） 

平成２６年 ４月２９日（火） 

平成２６年 ６月 ７日（土） 

平成２６年 ７月２０日（日） 

平成２６年 ８月２４日（日） 

平成２６年 ９月２７日（土） 
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