＜貸出し可能 視聴覚資料ライブラリ・リスト＞

事務局で貸出可能な視聴覚資料（過去 5 年間）のリストです。本会で実施した研修会の DVD も作製
しています。
会員の方ならどなたでも借りられますので、是非ご活用下さい。
（平成 22 年以前の資料もあります）
№
視聴覚資料リスト（本会で実施した研修会 DVD）
H22.1.24 平成 21 年度第 4 回生涯研修会
1
演題「第 31 回学校歯科保健研修会参加報告 関東Ａブロック開催」
発表者 ㈳茨城県歯科衛生士会学校保健委員 染谷 有子
H22.2.14 平成 21 年度第 4 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
2
演題「介護予防における口腔ケア Part4－口腔機能向上教室などの個人評価票と報告書の作成法－ 」
講師 日本歯科衛生士会認定歯科衛生士 佐竹 幸栄
H22.2.28 茨城県歯科医学会企画研修会(平成 21 年度第 5 回生涯研修会)
3
演題「歯周病治療の最前線 ～歯周病患者の基本情報～」
講師 北海道大学名誉教授 加藤 熙先生
H22.3.28 平成 21 年度第 6 回生涯研修会
4
演題「第 4 回日本歯科衛生学会学術大会発表報告」
発表者 佐竹 幸栄 池田 明美
H22.5.30 平成 22 年度第 1 回生涯研修会
5
演題「保険点数改正について」
講師 茨城県歯科医師会社会保険担当理事 鈴木 信治先生
H22.7.4 平成 22 年度第 2 回生涯研修会「歯周治療の基本技術」
6
演題「原因、病状の説明に必要な知識（組織学、病理学、細菌学等）
」
「禁煙指導について」
講師 茨城県歯科医師会地域保健理事
渡辺 進先生
H22.9.12 平成 22 年度第 3 回生涯研修会
演題「学校歯科保健活動の過去・現在・未来～食育への広がり～」
7
講師 茨城県歯科医師会 鹿行支部 山口 将日先生
H22.11.18 平成 22 年度第 1 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
8
演題「摂食・嚥下障害とリスク管理」
講師
東京歯科大 市川 敬一先生
H22.12.12 平成 22 年度第 2 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
演題「訪問指導時における感染予防対策」
講師 茨城県土浦心身障害者歯科治療センター 高木 伸子先生
9
演題「口腔ケアの実践」
（実習）
講師 ㈳茨城県歯科衛生士会 訪問口腔ケア部長 竹中 京子
H23.2.6 茨城県歯科医学会企画研修会(平成 22 年度第 4 回生涯研修会)
10 演題「全身的健康を維持するためのプロフェッショナルケアとセルフケア」
講師 花村歯科医院・井荻歯科医院勤務 歯科衛生士 小森 朋栄先生
H23.5.29 平成 23 年度第 1 回生涯研修会
11
演題「第 5 回日本歯科衛生学会学術大会発表報告」 講師 ㈳茨城県歯科衛生士会 佐竹 幸栄
H23.6.19 平成 23 年度第 2 回生涯研修会
12 演題「小中学校における食育の現状について」「食生活の改善指導について」
講師 大洗町立南中学校栄養教諭
梶 智香先生
H23.8.28 平成 23 年度第 3 回生涯研修会
演題「SRP に必要な知識」
「手用スケーラーのインスツルメンテーション」
「シャープニング」
13
講師 杉田歯科医院院長・歯周病専門医
杉田 裕一先生
和歯科医院院長・歯周病専門医
安藤 和成先生
H23.10.16 平成 23 年度第 1 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
14
演題「多職種地域連携について」
講師 大石歯科医院院長
大石 善也先生
H23.11.27 平成 23 年度第 2 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
15 演題「摂食・嚥下障害（小児・中途障害者・高齢者）」「機器を使用した検査と評価」
講師 日本大学歯学部摂食機能療法学講座准教授 戸原 玄先生
H23.12.18 平成 23 年度第 3 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
16 演題「摂食、嚥下障害のリスク管理」 講師 東京歯科大学水道橋病院病院長
一戸 達也先生
演題「口腔ケアの現場について」 講師 まちの看護ステーション訪問看護師
関谷 美香先生
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H24.1.22 平成 23 年度第 4 回生涯研修会「
『寄り添う』ということ」
講師 歯科医師 小林 ゆかり先生
H24.2.19 茨城県歯科医学会企画研修会(平成 23 年度第 5 回生涯研修会)
演題「歯周治療に必要な『判断』について」
講師 東京医科歯科大学歯学部 臨床教授、オーラルバイオサイエンス研究所 代表
鶴見大学客員教授 浦口 良治先生
H24.3.25 平成 23 年度第 6 回生涯研修会
ポスター「K 中学校３年生に９年間の『ブラッシング教室』を受講してのアンケート集計」
発表者 ㈳茨城県歯科衛生士会学校保健部長 秋山 孝子
第 33 回学校歯科保健研修会参加報告
報告者 ㈳茨城県歯科衛生士会学校保健委員長 大島 宏子
㈳茨城県歯科衛生士会地域保健副部長
堀 浩智
H24.5.27 平成 24 年度第 1 回生涯研修会
演題「患者満足 2012 ～かかりつけの歯科衛生士になるための心構えと作法～」
講師
小澤歯科医院 歯科医師 小澤 永久先生
H24.7.22 平成 24 年度第 2 回生涯研修会
演題「乳幼児の口腔保健 ～私たちにどんな子育て支援が出来るのか～」
講師 たかぎ歯科医院院長、茨城県土浦心身障害者歯科治療センター歯科医師 高木 伸子先生
H24.9.9 平成 24 年度第 3 回生涯研修会
演題「日常の業務で心がけること」
講師 臨床心理士 佐藤 みよ子先生
H24.10.21 平成 24 年度第 1 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
演題「摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際」
講師 日本大学歯学部摂食機能療法学講座 准教授 戸原 玄先生
H24.11.25 平成 24 年度第 2 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
演題「指導しない歯科保健指導・・・やる気を起こす生活歯援プログラム」
講師 香川県歯科衛生士会会長 木戸 みどり先生
H24.12.16 平成 24 年度第 3 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
演題「歯科衛生士が歯周治療へかかわるために」
講師 日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座 准教授 関野 愉先生
H25.1.20 平成 24 年度第 4 回生涯研修会
演題「介護予防事業に関する報告と実際」
座 長
㈳茨城県歯科衛生士会 訪問口腔ケア部長 竹中 京子
発表者
㈳茨城県歯科衛生士会 在間 朋子・伊藤 敦子・川又 純子・内田 由美子
H25.2.3 平成 24 年度第 5 回生涯研修会
演題「歯科衛生士ミッションを再考する 今後歯科衛生士に求められることとは」
講師 村上歯科医院 歯科衛生士 村上 恵子先生
H25.3.3 平成 24 年度第 6 回生涯研修会
演題「四位一体 究極のチームアプローチ ～プロフェッショナルだからできること～」
講師 安藤歯科医院歯科医師 安藤 智也 先生、歯科衛生士 安藤 陽子先生
H25.6.16 平成 25 年度第 1 回生涯研修会
演題「見方を変えると幸せに気づく」
講師 菊蓮寺住職
安西 仁人先生
H25.9.8 平成 25 年度第 2 回生涯研修会
演題「歯科衛生士の為の薬の基礎知識」
講師 公益社団法人茨城県薬剤師会 理事 樗木 昭先生
H25.11.7 平成 25 年度第 1 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
演題「歯科衛生士が歯周治療へかかわるために パート２」
講師 日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座准教授
関野 愉先生
H25.12.8 平成 25 年度第 2 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
講師 昭和大学口腔衛生学教室教授 弘中 祥司先生
演題「発達と加齢による変化」
H26.1.19 平成 25 年度第 3 回生涯研修会
演題「歯科恐怖症患者への対応～静脈麻酔の有効性とその注意点～」
演題「患者急変時の対応～BLS のすすめ～」講師 森永歯科医院 歯科医師 森永 桂輔先生
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H26.2.9 平成 25 年度第 4 回生涯研修会
演題「歯周組織をもういちどみなおす —なぜ歯肉は健康でいられるの? 歯肉の炎症とは?—」
講師 東京歯科大学生物学研究室 橋本 貞充先生
H26.5.18 平成 26 年度第 1 回生涯研修会
演題「嚥下障害のある患者の早期経口摂取を目指すための口腔ケア」
「病院歯科衛生士の活動と役割」 講師 茨城県立中央病院看護師
加倉井 真紀先生
茨城県立中央病院歯科衛生士 笹木 日出美先生
H26.7.27 平成 26 年度第 2 回生涯研修会
演題「フッ化物応用によって推進する個人と地域の歯科口腔保健」
講師 神奈川歯科大学 大学院口腔衛生学講座 教授 荒川 浩久先生
H26.11.23 平成 26 年度第 1 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
演題「在宅歯科医療に必要な基礎知識-疾患を中心に-」
講師 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所
社会科学系専門副部長 平野 浩彦先生
H26.12.21 平成 26 年度第 2 回茨城県歯科保健事業従事歯科衛生士研修会
演題「多職種連携における歯科衛生士の役割」
講師 石岡第一病院 口腔外科部長 萩原 敏之先生
石岡第一病院 歯科衛生士
原田 和子先生
H27.1.18 平成 26 年度第 3 回生涯研修会
演題「私の人生の目印は何だろう」
講師 菊蓮寺 住職 安西 仁人先生
H27.5.31 平成 27 年度第 1 回生涯研修会
演題「歯科衛生士として障がい者との関わり〜車いすを中心に〜」
講師 土浦厚生病院 作業療法士 濱田 剛利先生

視聴覚資料リスト（他団体 DVD）
歯の健康づくり推進 DVD「みんな知ってる？ 合言葉はめざせ 6424」
（茨城県保健福祉部保健予防課企画 DVD・ビデオ版あり）

2

「摂食・嚥下のメカニズム 解剖・生理編」
（医歯薬出版 CD－ROM、各支部にも 1 枚ずつ配布）

3

「嚥下体操～いつまでもおいしく食べるために」
（杉山総子歯科衛生士の企画 DVD）

4

「生活習慣病予防ビデオ教材」全 3 巻（県・茨城県医師会企画 DVD）

5

「裁判員－選ばれ、そして見えてきたもの」
（裁判員制度広報用映画 DVD、会員寄贈）

貸出期間は 2 週間です。
事務局で貸出申込書に記入し、必ず期限内にご返却ください。
郵送での貸出・返却を希望する場合は、送料は会員負担となります。
お問い合わせは、
（公社）茨城県歯科衛生士会 事務局までお願いいたします。
TEL・FAX：029－253－5807
E-mail：jimu@ibaraki-dh.net

