
令和４年度 神奈川県歯科医師会在宅歯科医療推進研修会 

◆目的◆ 

高齢者・障害者の在宅歯科医療にかかわる診療・口腔ケア等について研修を実施し、在宅歯科医療・周

術期医療連携に対応できる歯科医療従事者を育成し、地域における在宅歯科医療の推進を図ります。 

◆日程・内容◆ 次ページに記載 

◆会場◆ 神奈川県歯科医師会館5F 501･502研修室［横浜市中区住吉町６-68／案内図参照］ 

◆受講区分、受講対象者(受講できる方)、受講料、定員、その他の取扱い◆ 

受講区分「全 日 程」：研修会全日程を受講できます。 

受講区分「講義単日」：研修会全日程のうち第４日目を除いた日を１日単位で受講できます。 

受講区分 受講対象者(受講できる方) 受 講 料 定員 

全 日 程 

神奈川県歯科医師会会員 30,000円 

50名 

神奈川県歯科医師会の会員診療所に勤務し

ている歯科衛生士、神奈川県歯科医師会未入

会の歯科医師 

歯科衛生士 30,000円 

未入会歯科医師 110,000円 

地域歯科医師会運営の歯科診療所(休日・障

害)に勤務している歯科衛生士、神奈川県歯

科医師会未入会の歯科医師 

歯科衛生士 30,000円 

未入会歯科医師 30,000円 

講義単日 

神奈川県歯科医師会会員 5,000円／１日 

10名/

１日 

神奈川県歯科医師会会員診療所に勤務して

いる歯科衛生士、神奈川県歯科医師会未入会

の歯科医師 

歯科衛生士 5,000円／１日 

未入会歯科医師 20,000円／１日 

＊受講区分｢全日程｣を希望される方は全日程を受講いただくことが前提となります。受講できない日

程があった場合の取扱いとして、当該日が第４日目の場合は、研修会の修了といたしません。 

当該日が第４日目を除く日の場合、１日に限り欠席届を提出の上、下記のとおり指定している補講

を受講いただくことで当該日程を受講したこととします。（下記の日程以外に補講は行いません。） 

第１日目 10月16日（日） 
補講日 

12月１日（木）9：30～17：30 
第２日目 10月23日（日） 

第３日目 11月20日（日） 

＊受講区分｢全日程｣を修了した方には修了証をさらに神奈川県歯科医師会会員には「神奈川県歯科医

師会 在宅歯科医療相談医」の標札を交付します。 

＊修了判定については、神奈川県歯科医師会地域保健委員会にて審査し、決定いたします。 

＊本研修会は日歯生涯研修事業に該当します。 

＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、内容が変更または中止になる可能性がございま

すのであらかじめご了承ください。 

◆申込方法、受講決定の取扱い◆ 

受講区分 申込方法 受講決定の取扱い 

全 日 程 

８月19日（金）までに全日程申込書にご記入

の上、所属する地域歯科医師会に提出して

ください（地域歯科医師会が神奈川県歯科

医師会に受講希望者［会員、歯科衛生士、未

入会歯科医師］を推薦します）。 

神奈川県歯科医師会の受講決定を受けて地

域歯科医師会より受講の可否の連絡があり

ます。受講可となった受講希望者には別途

神奈川県歯科医師会より書面通知します。 

講義単日 

８月19日（金）までに講義単日申込書にご記

入の上、神奈川県歯科医師会に提出してく

ださい。 

神奈川県歯科医師会が受講の可否を決定し

連絡します。受講可となった受講希望者に

は別途書面通知します。 

※応募多数の場合は受講できないこともありますのでご了承願います。 
◆お問合せ先◆ 公益社団法人 神奈川県歯科医師会 事務局 事業第３課 景山［☎ 045-681-2172］ 



令和４年度 神奈川県歯科医師会在宅歯科医療推進研修会 日程･内容 

日 程 時  間 内   容 講   師 

第１日目 

10月16日 

(日) 

9:30～10:00（30分） 開講・受講案内 

神奈川県歯科医師会 副会長 小笠原美由紀 

神奈川県歯科医師会 地域保健委員会 副委員長 田中裕

三 

10:00～11:30（90分） 在宅歯科医療総論・在宅歯科診療の実際 
五島 朋幸／日本歯科大学附属病院口腔リハビリテー

ション科 臨床准教授 

11:30～12:30（60分） 休憩  

12:30～14:00（90分） 多職種連携の実際 大橋 博樹／多摩ファミリークリニック 院長 

14:00～14:10（10分） 休憩  

14:10～15:40（90分） 歯科衛生士の摂食嚥下リハビリテーション 
山田 あつみ／日本医歯薬専門学校歯科衛生士学科 

講師 

15:40～15:50（10分） 休憩  

15:50～17:20（90分） 在宅歯科治療に必要な全身管理 
西村 晶子／昭和大学歯学部全身管理歯科医学講座 

歯科麻酔科学部門 講師 

第２日目 

10月23日 

(日) 

9:30～11:00（90分） 摂食嚥下障害の診断 河合 敏／河合耳鼻咽喉科医院 院長 

11:00～11:10（10分） 休憩  

11:10～12:40（90分） MSWの役割・多職種連携 
福田 美香／東名厚木病院 医療福祉相談室、一般社

団法人神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 会長 

12:40～13:40（60分） 休憩  

13:40～15:10（90分） 在宅診療における多職種連携 
青地 千晴／そらいろケアプラン管理者 主任介護支

援専門員 

15:10～15:20（10分） 休憩  

15:20～16:50（90分） 医療的ケア児の訪問診療 横山 雄士／横山歯科医院 院長 

第３日目 

11月20日 

(日) 

9:30～11:00（90分） 在宅での食と栄養の実際 稲山 未来／Kery栄養パーク代表 管理栄養士 

11:00～11:10（10分） 休憩  

11:10～12:40（90分） 食支援の実際 

宮下 剛／森田病院 認定言語聴覚士、津久井お口を想

う会 代表、神奈川摂食嚥下リハビリテーション研究

会 副会長 

12:40～13:40（60分） 休憩  

13:40～15:10（90分） 緩和ケア・医科歯科連携について 太田 嘉英／東海大学医学部医学科 教授 

15:10～15:20（10分） 休憩  

15:20～16:50（90分） 訪問看護の実際・医科歯科連携 
島田 珠美／川崎大師訪問看護ステーション 

療養通所介護まこと 

第４日目 

12月11日 

(日) 

9:30～12:00（150分） 講義・実習（摂食嚥下間接法・頚部聴診法） 
昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔

衛生学部門 

12:00～13:00（60分） 休憩  

13:00～17:30（270分） 講義・実習（摂食嚥下直接法・咽頭吸引・VE） 
昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔

衛生学部門 



◆ 全日程申込書 ◆ 
【令和４年度 神奈川県歯科医師会在宅歯科医療推進研修会】 

下記の受講希望者欄には研修会を受講される方(代理人の受講は不可)、申込者欄には受講希望者にか

かわる神奈川県歯科医師会会員の方の情報を漏れなくご記入の上、提出先にご提出願います。 

受講希望者 
ふりがな  

区 分 
いずれかに○印を記入 

歯科医師・歯科衛生士 氏 名  

申込者 

 

＊受講希望者

にかかわる

神奈川県歯

科医師会会

員の情報を

記入 

＊受講希望者

と同一でも

記入 

ふりがな  所属地域 

歯科医師会 

※横浜市、平塚 等と記入 

     歯科医師会 会員氏名  

診療所 

 

＊受講(希望)

者への連絡

先となりま

す 

名 称  

所在地 

〒 

 

 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

 

提 出 先 申込者が所属する地域歯科医師会 

提出期日 令和４年８月19日（金）まで 

 

研修会 

会場 

案内図 

 

 

 



● 講義単日申込書 ● 
【令和４年度 神奈川県歯科医師会在宅歯科医療推進研修会】 

下記の受講希望者欄には研修会を受講される方(代理人の受講は不可)、申込者欄には受講希望者にかかわ

る神奈川県歯科医師会会員の方の情報を漏れなくご記入の上、受講希望日を選択し提出先にご提出願います。 

受講希望者 
ふりがな  

区 分 
いずれかに○印を記入 

歯科医師・歯科衛生士 氏 名  

申込者 

 

＊受講希望者

にかかわる

神奈川県歯

科医師会会

員の情報を

記入 

＊受講希望者

と同一でも

記入 

ふりがな  所属地域 

歯科医師会 

※横浜市、平塚 等と記入 

     歯科医師会 会員氏名  

診療所 

 

＊受講(希望)

者への連絡

先となりま

す 

名 称  

所在地 

〒 

 

 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

 

受講希望日 

受講希望日を○印で囲む 

第１日目 第２日目 第３日目 

10月16日(日) 10月23日(日) 11月20日(日) 

 

提 出 先 神奈川県歯科医師会 FAX 0120-681-786 

提出期日 令和４年８月19日（金）まで 

 

研修会 

会場 

案内図 

 

 


