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大会長挨拶

第 53 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会開催にあたって
第 53 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長 比 嘉 良 喬
ハイサイ，グスーヨーチュウガナビラ（こんにちは，皆様ご機嫌いかがですか？）
，メンソーレ，ウチナー（よ
うこそ，沖縄へ！）大会長の比嘉良喬デービル（です）
．
おもてなしの心で，沖縄県民を代表して皆様をお待ちしております．
大会テーマを「楽しい歯科医院」といたしました．できれば行きたくない，我慢できなくなったら来院する，
痛みがなくなれば遠のいてしまう歯科医院．また削る音が嫌で，なんとなく我慢して先延ばしにしてしまう歯科
特有の受診抑制．来院してよかったと思ってもらうためには，技術だけではなく，院長をはじめとしたスタッフ
のおもてなしの心が必要ではないでしょうか．
今学会では，特別講演におきまして石川県和倉温泉 加賀屋客室係教育リーダーである岩間慶子様から「おもて
なしの心

先代女将に学んだこと」と題して講演していただくことになりました．

また髙津茂樹前会長からは，
「
『院内でうれしいことをメモする』と歯科医院はどんどん楽しくなる―楽しい歯
科医院の源を科学する―」をテーマに講演をしていただきます．
教育講演といたしましては，永山正人新会長に「楽しい歯科医院にするための経営の基礎」と題した，これか
らの日本歯科医療管理学会の新たなステージへの幕開けとなる講演をしていただきます．
院長をはじめ歯科衛生士を含む全スタッフに対して，木尾哲朗 九州歯科大学准教授から「楽しい歯科医院のた
めのグッドコミュニケーション」をテーマに Dr ＆スタッフセミナーを開催いたします．また，歯科衛生士やこ
れからの歯科医療を担う歯科衛生士学校の学生に対して，尾﨑哲則 日本大学歯学部教授から「歯科衛生士の業
務って何だろう？」との演題で歯科衛生士学校生・歯科衛生士セミナーを開催いたします．
今回は，テーブルクリニックやランチョンセミナーも並行して行いますので，学会会員はもとより，スタッフ
にとっても楽しめる学会となっています．
沖縄は守禮の邦でもあります．訪れる方々に対しましてイチャリバチョーデー（会えば兄弟）の精神をもって
います．
沖縄は青い海と空が広がるなか，太陽の日差しが強いので，単なるクールビズではなく脱スーツでお越しくだ
さいますようお願いいたします．
イッペーニフェーデービル（誠に，有難う御座います）
．
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お知らせとお願い
概要と日程

第 53 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
会

期：平成 24 年 7 月 6 日（金)〜8 日（日)

会

場：
【理事会・支部長会・合同委員会・総会・学術大会 7／6〜8】
／
沖縄県男女協同参画センター&てぃるる*
〒 900-0036 那覇市西 3 丁目 11 番 1 号
TEL

098-866-9090

【評議員会 7／7】
／
パシフィックホテル沖縄「ワイケレ｣
【懇親会 7／7】
／
パシフィックホテル沖縄「万座の間｣
〒 900-0036 那覇市西 3 丁目 6 番 1 号
TEL

098-868-5162

大会テーマ：「楽しい歯科医院｣
会場地図（沖縄県男女協同参画センター/てぃるる3およびパシフィックホテル沖縄)

※那覇空港よりタクシーでおおよそ 10 分（約 1,000 円)
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参加登録・参加費
参加登録は 7 月 7 日（土）
・8 日（日）の両日ともに 9：00 より行います．
1 階総合受付にて当日会費をお支払いのうえ，参加章をお受け取りください．
※学会期間中，クールビズ（かりゆしウェアなど）着用でお願いします
区

大会参加費

懇親会参加費

学会員

分

9,000 円

8,000 円

学会員外

10,000 円

8,000 円

歯科衛生士・技工士・その他

3,000 円

4,000 円

3,000 円

4,000 円

学

生

一般口演
ઃ) 発表会場は 1 階ホールです．
) 発表時間は 6 分，質疑応答 3 分，演者交代 1 分です．時間厳守でお願いします．
અ) 発表者は 5 分前には次演者席にお着きください．
આ) 発表の 30 分前には 1 階ホール前パソコン受付にて試写を済ませてください．
ઇ) 液晶プロジェクター 1 台，スクリーンは 1 面使用となります．35 mm スライドやビデオテープは使用でき
ません．
ઈ) 発表データは，USB メモリー等のデータでお持ちいただくか，パソコン本体でお持ちください．動画を使
用する場合（アニメーションを除く）や Macintosh で発表される方は，必ずご自身のパソコンをお持ちく
ださい．
【データ（USB メモリー，CD-R／RW）をお持ち込みになる場合（Windows
／
のみ）】
ઃ) お持ちいただけるメディアは USB メモリー，CD-R／RW
／
のみです．MO，フロッピーディスクは使用でき
ません．
) CD-R／RW
／
の書き込みはハイブリッド（ISO9660）フォーマットをお使いください．
અ) 持ち込まれるデータには当日発表されるデータ以外は入れないようにしてください．
આ) MO，フロッピーディスクは一切受け付けできません．会場に設置される機材のスペックは下記のとおり
です．
OS：Windows XP，Microsoft PowerPoint 2003，2007，2010，ディスプレイ解像度：1,024×768 ドット（XGA）
ઇ) Macintosh で発表される場合および動画を使用する場合は，必ずご自身のパソコンをご持参ください．
ઈ) 保存時のデータファイル名は「演題番号 演者氏名．
ppt」としてください．
ઉ) データ作成後，必ずウイルスチェックとほかのパソコンでの試写をしてください．
ઊ) 使用フォントは Windows 標準搭載のものをご使用ください．
ઋ) 発表用データにほかのデータ（静止画・グラフなど）をリンクさせている場合は，必ず元データも保存し，
事前にほかのパソコンで動作確認を行ってください．
10) お預かりしたメディアは，受け付け後ご返却いたしますが，念のため，発表時にご持参ください．発表は
演台に設置されているキーボードとマウスで操作してください．発表に使用したデータは学会終了後，大
会事務局にて消去いたします．
【パソコンをお持ち込みになる場合（Windows，Macintosh とも可能）】
ઃ) コネクターの形状は，D-sub 15 ピン（通常のモニター端子）です．変換コネクターを必要とする場合は必
ず AC アダプターとともにご用意ください．
) 発表中にスクリーンセーバーや省電力機能が働かないように設定してください．
અ) 電源のオプションを「常にオン」もしくは「プレゼンテーション」にしてください．
આ) スリープからの復帰時，起動時のパスワードは解除しておいてください．
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ઇ) ご自分のパソコン本体とともに，バックアップ用のデータ（USB メモリー，CD-R）をお持ちください，
ઈ) パソコン受付にて試写終了後，発表者自身で発表会場の PC オペレーター席にパソコン本体をお持ちくだ
さい．発表は演台に設置されているキーボードとマウスを使用してください．発表終了後，会場内の PC
オペレーター席で返却します．
ポスター発表
ઃ) ポスターは 7 月 7 日（土）
・8 日（日）の 2 日間通して展示してい
ただきます．取り替えはございません．
) ポスター展示はフィットネスルームです．発表者は会場前の受付
にて，リボンを着用してください．
અ) ポスターの貼付，発表，徹収は下記の時間帯に行ってください．
ポスター貼付
7 月 7 日（土）10：30〜11：30（所定の位置に貼付願います）
ポスター討論
，
7 月 7 日（土）15：30〜16：10（P-1〜P-8，P-9〜P-15）
2 箇所同時進行
17：40〜18：20（P-16〜P-23，P-24〜P-28），
2 箇所同時進行
ポスター発表をされる方は，上記の時間に座長によるポスター討
論を行いますので，自身のポスター前でご準備ください．発表時
間は 3 分，質疑応答 2 分です．時間厳守でお願いします．
ポスター撤収
7 月 8 日（日）12：00〜13：00（撤収されない場合は大会事務局で処分します）
આ) パネルには大会事務局であらかじめ演題番号（20 cm×20 cm）を掲示します．
ઇ) 演題名，氏名，所属（縦 20 cm×横 70 cm）は各自ご用意ください．ポスターはその下（縦 160 cm×横 90
cm）の展示スペースに展示ください．
ઈ) 展示に必要な押しピンは大会事務局で用意いたします．
お知らせ
ઃ) 支部長の方へ
7 月 6 日（金）14：30〜16：00，2 階会議室 1・2 において支部長会を開催いたします．
旅費の支弁はありませんので，ご了承ください．
) 理事の方へ
7 月 6 日（金）16：00〜18：00，3 階研修室 1・2 において理事会を開催いたします．
食事・旅費はご用意いたしませんので，ご了承ください．
અ) 各委員の方へ
7 月 6 日（金）18：00〜19：00，2 階会議室 1・3，3 階研修室 1・2 において各委員会を開催いたします．
旅費の支弁はありませんので，ご了承ください．
આ) 評議員の方へ
7 月 7 日（土）12：30〜13：30，パシフィックホテル沖縄ワイケレルームにおいて評議員会を開催いたしま
す．昼食は準備いたします．旅費の支弁はありませんので，ご了承ください．
ઇ) 九州支部役員の方へ
7 月 7 日（土）9：10〜9：30，1 階ホールにおいて九州支部総会を開催いたします．
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ઈ) 座長の方へ
一般口演の発表時間は 6 分，質疑応答 3 分，演者交代 1 分（合計 10 分）です．円滑な進行にご協力くださ
い．担当時間の 10 分前には次座長席へお越しください．
ઉ) 参加者の方へ
7 月 7 日（土）19：00〜21：00 パシフィックホテル沖縄「万座の間」で懇親会を開催いたします．ふるっ
てご参加ください．参加費（当日）
：8,000 円．
大会事務局
〒 901-2134 沖縄県浦添市港川 1 丁目 36 番 3 号
第 53 回
TEL

沖縄県歯科医師会

日本歯科医療管理学会総会・学術大会事務局

098-877-1811，FAX

E-mail：53gakkai@okisi.org

098-877-7925

※ポスター展示は、8 日も 1 階フィットネスルームにて行います
(12：00〜ポスター撤収)。
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第 53 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム
7 月 7 日（土)
10：10〜10：40

口演発表① ［座長 藤井一維］

O-1．
（10：10-10：20）厚生労働省標準規格「標準歯科病名」の目的と現状
○玉川裕夫，齊藤孝親1)，岡峯栄子2)，江島堅一郎3)，佐々木好幸4)，鈴木一郎5)，多貝浩行6)，冨山雅史7)，
日高理智8)，森本徳明9)，紀 山枚2)，遠藤

明2)

大阪大学歯学部附属病院，1)日本大学松戸歯学部，2)一般財団法人医療情報システム開発センター，3)日本
大学歯学部，4)東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科，5)新潟大学医歯学総合病院，6)保健医療福祉情
報システム工業会，7)社団法人日本歯科医師会，8)日本医療情報学会課題研究会，9)矯正歯科森本（三次市）
O-2．（10：20-10：30）歯科医療の情報化投資を考える
―データに基づく評価と説明責任への対応―

○野村眞弓，尾﨑哲則1,2)
ヘルスケアリサーチ株式会社，1)日本大学歯学部医療人間科学教室，2)日本大学総合歯学研究所
O-3．（10：30-10：40）歯科大学病院において電子カルテシステムを運用しての考察と今後について
○瀧川智義1,2)，上原
1)

任2,3)，瀬崎基史4)，清水典佳2,5)，宮崎真至1)

日本大学歯学部保存学教室修復学講座，2)日本大学歯学部付属歯科病院歯科医療情報管理部，3)日本大学

歯学部医療人間科学教室，4)㈱岡山情報処理センター，5)日本大学歯学部歯科矯正学講座
10：30〜11：40

歯科衛生士学校生・歯科衛生士セミナー

「歯科衛生士の業務って何だろう？」
尾﨑哲則 先生（日本大学歯学部医療人間科学教室教授）
10：40〜11：10

口演発表② ［座長 末高武彦］

O-4．
（10：40-10：50）歯科衛生士不足についての考察―卒業生のアンケート調査結果から―
○竹下憲治
熊本歯科衛生士専門学院同窓会，
（社）熊本県歯科医師会
O-5．
（10：50-11：00）神奈川県歯科医師会で行った歯科衛生士復職支援事業の報告
―講習会受講歯科衛生士アンケート結果から見えてくるもの（第

○井上

2 報)―

泰，長崎康俊，鹿郷満保，宇佐美貴弘，寺崎浩也，間宮京子，澤井幸一，遠藤則子，藤原

潤，

髙階光博，中島三晴，山本昭二，藤原浩彦，上田由利子，弥郡彰彦，片山繁樹，浅川章光，高橋紀樹
神奈川県歯科医師会医療管理委員会
O-6．
（11：00-11：10）歯科医師と歯科衛生学生の歯科医療職協働に関する意識調査
―歯科診療所における協働の実態を中心として―

○室賀

麗，鶴田 潤，森尾郁子

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯学教育開発学分野
11：10〜11：50

口演発表③ ［座長 福西啓八］

O-7．
（11：10-11：20）新たな指標としての Oral moisture の予備的調査
○瀬川

洋，橋本直樹，島村和宏，齋藤高弘

日本歯科医療管理学会東北支部
O-8．
（11：20-11：30）障害者の全身麻酔下歯科治療が BMI に及ぼす影響について
○川合宏仁，山崎信也，佐々木重夫，釜田
奥羽大学歯学部附属病院

朗，清野晃孝，島村和宏，瀬川 洋，齋藤高弘

11

O-9．
（11：30-11：40）歯科外来診療環境体制加算の施設基準に対する考察
―アンケート結果から推測した採算ライン―

○城山

博，宇治郷好彦，谷 俊彦，本郷

弘，竹下信義，南 哲之介，西田宜可

岡山県歯科医師会医療管理部
O-10．
（11：40-11：50）歯科補綴物の製作委託に関する調査研究
○末瀬一彦，阿部 智1)，佐藤博信2)
大阪歯科大学歯科技工士専門学校・歯科衛生士専門学校，1)帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座，2)福岡
歯科大学咬合修復学講座
11：50〜12：20 口演発表④ ［座長 齋藤高弘］
O-11．
（11：50-12：00）平成 12 年〜平成 22 年における都道府県別外来歯科医療費の類型化
○恒石美登里1)，山本龍生2)，酒寄孝治3)，平田創一郎3)，眞木吉信3)，平田幸夫2)，石井拓男1,3)
1)

日本歯科総合研究機構，2)神奈川歯科大学歯科医療社会学分野，3)東京歯科大学社会歯科学研究室

O-12．
（12：00-12：10）歯科大学病院と地域歯科医療機関との連携に関する意識調査
○福泉隆喜，永松 浩1)，中原孝洋，木尾哲朗1)，日髙勝美2)，寺下正道1)，西原達次3)
九州歯科大学総合教育学分野，1)九州歯科大学総合診療学分野，2)九州歯科大学口腔保健学科，3)九州歯科
大学感染分子生物学分野
O-13．
（12：10-12：20）平成 23 年度神奈川県歯科医師会医業経営実態調査結果について
○間宮京子，長崎康俊，鹿郷満保，宇佐美貴弘，寺崎浩也，井上

泰，澤井幸一，遠藤則子，藤原

潤，

髙階光博，中島三晴，山本昭二，藤原浩彦，片山繁樹，浅川章光，高橋紀樹
神奈川県歯科医師会医療管理委員会
14：20〜15：30 教育講演

認定医研修会（10 単位）

「楽しい歯科医院にするための経営の基礎」
永山正人 先生（日本歯科医療管理学会会長）
15：45〜17：15

Dr & スタッフセミナー

「楽しい歯科医院のためのグッドコミュニケーション
―安心・安全・信頼を阻害するコミュニケーションエラーを考える―」

木尾哲朗 先生（九州歯科大学医療人間形成学講座総合診療学分野准教授）
16：20〜17：00

口演発表⑤ ［座長 北村隆行］

O-14．
（16：20-16：30）歯科医師敗訴の地裁判決
―家族ぐるみ患者に

4,000 万円提訴される時代―

1)

○福西啓八，日浦成彦，小林正三 ，西山和範2)，藤田亜津美3)，田中
1)

学4)

2)

福西歯科口腔外科（大阪市）
， 小林歯科医院（大阪市）
， 西山歯科（大阪市）
，3)あづみ歯科クリニック（大
阪府堺市），4)一瀬歯科医院（大阪市）
O-15．
（16：30-16：40）沖縄県歯科医師会に寄せられた過去 3 カ年のインプラント関連の苦情・相談事例の考
察
○石川正人，石川末子，渡慶次 彰，城間吉弘，高良政憲，比嘉良喬
沖縄県歯科医師会医療管理委員会
O-16．
（16：40-16：50）川崎市歯科医師会会員診療所における患者からの暴言，暴力，クレームに関する調査
―川崎市歯科医師会会員への労働衛生に関するアンケートより―

○中川貴志，藤原

潤，梅田和裕，松山知明，井田満夫

川崎市歯科医師会医療管理部委員会
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O-17．
（16：50-17：00）沖縄県歯科医師会に寄せられた過去 3 カ年の医療苦情・相談の事例と対応の考察
○石川末子，石川正人，渡慶次 彰，城間吉弘，高良政憲，比嘉良喬
沖縄県歯科医師会医療管理委員会
17：00〜17：40

口演発表⑥ ［座長 山内六男］

O-18．
（17：00-17：10）インターネット調査による歯科診療所での歯科健康診断受診と口腔清掃補助用具の使
用の関係
1,2)

，森田一三1)，外山康臣1,2)，中垣晴男1)

○外山敦史
1)

愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，2)外山歯科医院（愛知県豊明市）

O-19．
（17：10-17：20）若手歯科医師に対する昭和大学歯科病院総合診療歯科の POS を基盤とした臨床教育
システム
―第

1 報 昭和大学歯科病院総合診療歯科の POS 基盤型臨床教育システムについて―

○勝部直人，長谷川篤司
昭和大学歯学部歯科保存学講座総合診療歯科学部門
O-20．
（17：20-17：30）若手歯科医師に対する昭和大学歯科病院総合診療歯科の POS を基盤とした臨床教育
システム―第 2 報 若手歯科医師の症例報告から―
○勝部直人，長谷川篤司
昭和大学歯学部歯科保存学講座総合診療歯科学部門
O-21．
（17：30-17：40）患者に信頼される医療面接に関する研究
―模擬患者による信頼評価と発話分析について―

○喜多慎太郎，鬼塚千絵，木尾哲朗，永松

浩，寺下正道

九州歯科大学医療人間形成学講座総合診療学分野
7 月 8 日（日)
9：10〜9：50

口演発表⑦ ［座長 白圡清司］

O-22．
（9：10-9：20）歯科医院・歯科医師会における災害対策
○木村哲也，長野敏朗
大分県歯科医師会医療管理委員会
O-23．
（9：20-9：30）これまでの仙台歯科福祉プラザ（（社）仙台歯科医師会 在宅訪問・障害者・休日夜間歯
科診療所）の実績と将来
―東日本大震災を乗り越えて―

○三浦啓伸，入野田昌史，伊藤勢津子，高橋健一，澤野和則，矢尾板由紀子，長田純一
社団法人仙台歯科医師会
O-24．
（9：30-9：40）歯科の受診頻度と社会的イメージの関係
○岸本知弘1,2)，森田一三2)，中垣晴男2)
1)

きしもと歯科医院（京都市）
，2)愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座

O-25．
（9：40-9：50）歯科保健条例及び歯科口腔保健法に関する検討
―都道府県及び都道府県歯科医師会に対するアンケート調査結果―

○日髙勝美，福泉隆喜1)，西原達次2)
九州歯科大学健康管理学講座，1)九州歯科大学総合教育学分野，2)九州歯科大学感染分子生物学分野
9：30〜10：40

歯科衛生士学校生・歯科衛生士セミナー

「歯科衛生士の業務って何だろう？」※前日と同一内容
尾﨑哲則 先生（日本大学歯学部医療人間科学教室教授）

13

10：00〜11：00 特別講演Ⅰ
「
『院内でうれしいことをメモする』と歯科医院はどんどん楽しくなる
―楽しい歯科医院の源を科学する―」

髙津茂樹 先生（日本歯科医療管理学会前会長）
11：30〜12：30 特別講演Ⅱ
「おもてなしの心 先代女将に学んだこと」
岩間慶子 様（株式会社加賀屋 客室係教育担当）
ポスター発表
7 月 7 日（土)
ポスター発表①

質疑応答 15：30〜16：10

（P-1〜P-8［座長 楠

一文，陶山直昭］
，P-9〜P-15［座長

宮嶋良嗣，牟田悟朗］）
，2 箇所同時進行

P-1．社会歯科学講義の学生の感想について
―最近の学生の歯科医療観―

○外山康臣1,2)，外山敦史1,2)，加藤一夫1)，中垣晴男1)
愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，2)外山歯科医院（愛知県豊明市）

1)

P-2．一般の人々の歯科に対するイメージと未処置歯保有に関する調査研究
○森田一三，松井和博1)，外山敦史，中村文彦，中垣晴男
愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，1)愛知県歯科医師会
P-3．第一大臼歯の萌出遅延をきっかけに発見された歯牙腫の一例
―学校歯科健康診断への考察―

○福澤洋一1,2,3)，貝沢詩織2)，島田裕子2)，谷村秀樹3)，斉藤 淳3)，木村 充3)，上原
金

任1)，本田雅彦4)，

博和5)，尾﨑哲則1)

日本大学歯学部医療人間科学教室，2)福沢歯科（東京都）
，3)（社）東京都港区芝歯科医師会，4)日本大学歯

1)

学部口腔外科学教室第 2 講座，5)日本大学歯学部歯科麻酔学教室
P-4．成人歯科健診への口腔機能評価ガム応用に関する研究
○福田雅臣，前野正夫1)，高野直久2)
日本歯科大学生命歯学部衛生学講座，1)日本大学歯学部衛生学講座，2)東京都歯科医師会
P-5．中学生の生活習慣セルフチェックの年間推移と歯科保健との関連
○窪田明久，磯谷美重，竹内ヒロ子，日野優理，柳澤明美，柏木 勝，田辺晴康，佐藤義隆，北村中也，
清水秋雄
特定非営利活動法人口腔保健医療研究所
P-6．埼玉県医科歯科連携推進会議を立ち上げて
―2

年間の取り組み―

○遠藤浩正，深井穫博1)，三木昭代1)，島田

篤1)，申

基喆2)，深井智子3)，竹下 玲3)，安井利一3)

埼玉県熊谷保健所（前埼玉県保健医療部健康づくり支援課）
，1)埼玉県歯科医師会，2)明海大学歯学部口腔生
物再生医工学講座歯周病学分野，3)明海大学歯学部社会健康科学講座
P-7．八幡歯科医師会の地域医療連携への取り組みについて
○笠井史朗1,2)，野田邦治1,3)，大蔵雅文1,4)，楠本俊司1,5)，姫田東高1,6)，

利貞1,7)，原田孝昭1,8)，三箇正人1,9)

社団法人八幡歯科医師会，2)かさい歯科医院（北九州市）
，3)野田歯科医院（北九州市）
，4)おおくら歯科医

1)

，6)ひめだ歯科医院（北九州市）
，7)歯科医院（北九州市）
，
院（北九州市）
，5)くすもと歯科医院（北九州市）
8)

原田歯科医院（北九州市）
，9)三箇歯科医院（北九州市）
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P-8．この 10 年間での介護施設スタッフの口腔ケアに対する知識と意識の変化
○小向井英記1,2)，東浦正也1,2)，青木久美子2)，今井裕一郎2)，桐田忠昭2)
1)

小向井歯科クリニック，2)奈良県立医科大学口腔外科学講座

P-9．わが国の「歯科医師過剰」に関する考え方
○須賀康夫，須賀雅彦1)
須賀歯科医院（名古屋市）
，1)日本産業歯科保健研究所
P-10．川崎市歯科医師会会員の労働衛生に関する意識調査
○梅田和裕，中川貴志，藤原

潤，松山知明，井田満夫

川崎市歯科医師会医療管理部委員会
P-11．未就業歯科衛生士の希望する就業形態に関連のある要因について
○佐々木好幸，井上真衣1)，遠藤圭子2)，藤原愛子3)，髙木裕三1)
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学講座う制御学分野，1)同 口腔機能発育学講
座小児歯科学分野，2)同 医歯理工学専攻口腔疾患予防学分野，3)静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科
P-12．就業歯科衛生士数の分布に関する経年的研究
―都道府県別一歯科診療所当り歯科衛生士数について―

○押川麻衣子，野々峠美枝，上原

任，尾﨑哲則

日本大学歯学部医療人間科学教室
P-13．オフィースブリーチ材（TiON in Office）の松風ハイライトならびにピレーネに対する漂白効果
○西谷知子，内山敏一，矢野 弦1)，横田容子，有川量崇2)，竹内麗理3)，上松丈裕，近藤誠彦，染井千佳子，
長濱文雄，福本雅彦4)，和田守康
日本大学松戸歯学部再生歯科治療学，1)日本大学松戸歯学部口腔外科，2)日本大学松戸歯学部公衆予防歯科
学，3)日本大学松戸歯学部口腔分子薬理学，4)日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学
P-14．歯科用 CT による 3 次元再構築画像の立体視に関する研究
―LRL

○上原

形式プリントによる両眼視差の検討―

任，川嶋祥史1)，本田雅彦2)，押川麻衣子，尾﨑哲則

日本大学歯学部医療人間科学教室，1)日本大学歯学部歯科放射線学教室，2)日本大学歯学部口腔外科学教室
第 2 講座
P-15．歯科用 CT による 3 次元構築画像の立体視に関する研究
―3D

対応液晶ディスプレイによる両眼視差の検討―

○川嶋祥史，上原

任1)，本田雅彦2)，押川麻衣子1)，尾﨑哲則1)

日本大学歯学部歯科放射線学教室，1)日本大学歯学部医療人間科学教室，2)日本大学歯学部口腔外科学教室
第 2 講座
7 月 7 日（土)
ポスター発表② 質疑応答 17：40〜18：20
（P-16〜P-23［座長 村橋

護，翁長武一郎］
，P-24〜P-28［座長

林田俊彦］），2 箇所同時進行

P-16．歯科医療機関における患者にとって必要な情報は何か
○堀口逸子，阿部 智1)
順天堂大学医学部公衆衛生学教室，1)帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座
P-17．Web 調査による歯科診療所ホームページの利用状況に関する検討
―都市部と地方との比較―

○石井瑞樹，小松﨑 明，黒川裕臣1)，藤井一維2)，小野幸絵1)
日本歯科大学新潟生命歯学部衛生学講座，1)日本歯科大学新潟病院総合診療科，2)日本歯科大学新潟病院歯
科麻酔・全身管理科
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P-18．患者が歯科医院を継続受診する理由
―新来・再来患者の違い―

○伊藤祐嗣，礪波健一1)，佐々木好幸2)，俣木志朗3)
伊藤歯科医院（埼玉県八潮市）
，東京医科歯科大学
合研究科

2)

1)

歯学部附属病院歯科総合診療部，同 大学院医歯学総

3)

う制御学分野， 歯科医療行動科学分野

P-19．当院における新患患者アンケートの結果と有効活用について
○佐藤由佳，佐竹麻里，江良謙次，伊藤直美
江良歯科医院（山形市）
P-20．オーストラリアにおける歯学教育管理制度に関する研究
○鶴田

潤，森尾郁子

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯学教育開発学分野
P-21．シミュレーション実習の評価
―平成

21 年度と平成 23 年度との比較―

朗，清野晃孝，佐々木重夫1)，瀬川 洋2)，川合宏仁3)，山崎信也3)，齋藤高弘

○釜田

奥羽大学歯学部診療科学講座，1)奥羽大学歯学部歯科保存学講座，2)奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，3)奥
羽大学歯学部口腔外科学講座
P-22．知的障害者に対するボランティア・スタッフの意識調査
―スペシャルオリンピックスにおけるアンケートから―

○佐々木重夫，釜田

朗，河合宏仁，島村和宏，瀬川 洋，山崎信也，齋藤高弘

奥羽大学歯学部附属病院
P-23．独立行政法人大学評価・学位授与機構における「学士（口腔保健学）専攻区分：口腔保健技工学」の取
得について
○雲野泰史，近藤健示，小口春久
日本歯科大学東京短期大学
P-24．歯科治療中の患者ストレス緩和における自記入式心理テストの有用性
―Dental

Fear Scale とラザルス式ストレスコーピングインベントリーの比較―

1)

○礪波健一 ，梅森 幸1)，新田 浩2)，俣木志朗2)
東京医科歯科大学

1)

歯学部附属病院歯科総合診療部，2)医歯学総合研究科歯科医療行動科学

P-25．北海道医療大学における安心・安全なインプラント治療を目的としたタイムアウトの導入
○草野

薫1,2)，仲井太心1,3)，廣瀬由紀人1,3)，本多真由美4)，五十嵐博恵4)，有末 眞2)，越智守生1,3)

北海道医療大学歯科内科クリニック口腔インプラント科，2)北海道医療大学生体機能・病態学系顎顔面口

1)

腔外科学分野，3)北海道医療大学口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野，
4)

U クリニック五十嵐歯科（仙台市）

P-26．沖縄県歯科医師会会員のエピペン登録医の推移と院内常備に関するアンケート調査
○渡慶次

彰，石川末子，石川正人，城間吉弘，高良政憲，比嘉良喬

沖縄県歯科医師会医療管理委員会
P-27．当会高齢者歯科診療関連事業における医療安全への取り組み
○渡辺真人，片山正昭，鈴木聡行，富田

篤，和田穣治，吉田耕一，堀田祐二，児嶋彰仁，北村隆行

藤沢市歯科医師会
―第

P-28．参加型院内感染セミナーにおける行動変容に関する検討
1)

2)

4)

4)

2 報―

○永易裕樹 ，池田和博 ，齋藤正人 ，佐藤 淳 ，杉浦千尋 ，鳥谷部純行5,6)，佐々木
北海道医療大学歯学部

3)

健7)

1)

顎顔面口腔外科学，2)高齢者・有病者歯科学，3)小児歯科学，4)北海道大学大学院口

腔病態学講座口腔内科診断学，5)大西病院歯科口腔外科，6)北海道歯科医師会，7)北海道保健福祉部保健医
療局
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第 53 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会を終えて
会期：平成 24 年 7 月 7 日（土）
，8 日（日)
会場：沖縄県男女共同参画センター�てぃるる�
第 53 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長

比嘉良喬
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1958（昭和 33）年の日本歯科医療管理学会設立後，53
年目にして初めての沖縄県での開催となる，第 53 回日
本歯科医療管理学会総会・学術大会が「楽しい歯科医院」

にて次年度の沖縄大会をアピールして多くの方々の参加
を呼びかけました．
大会ポスターを 4 名の先生（永山学会長，髙津前会長，

をメインテーマに行われ，500 名余の参加をいただきま

野田九州支部長，比嘉大会長）のお顔をイラストにして，

した．当日は厳しい暑さのなか，色とりどりのかりゆし

首里城を背景に玉手箱から登場させるコメディータッチ

ウェアが会場に華を添えました．

で興味を引くように作成しました．学会本部，支部，都

ご存知のとおり第 53 回大会は，平成 22 年 7 月の第 51

道府県歯科医師会，政令都市歯科医師会，歯科大学，大

回岩手大会での理事会，評議員会，総会にて，2 年後の平

学歯学部にポスターを送付し大会への口演・ポスター発

成 24 年に九州支部主管で沖縄県にて開催することが決

表依頼，参加を呼びかけました．
また県歯広報委員会の協力の下，県歯のホームページ

定されました．
東日本大震災翌日の平成 23 年 3 月 12 日，飛行機も大
幅に遅れるなか，福岡での九州支部役員会で大会テーマ

を利用して第 53 回沖縄大会の周知を図り，学会本部の
ホームページにリンクをいたしました．
口演発表 25 題，ポスター発表 28 題の応募があり最近

を「楽しい歯科医院」と決定しました．
比嘉良喬沖縄県歯科医師会会長を大会長として県歯内

の本学会ではまれにみる多数の発表となりました．
また，

に実行委員会を立ち上げました．メインテーマを意識し

ランチョンセミナー 4 題，テーブルクリニック 4 題，カ

た「おもてなし」についての特別講演をと考えた結果，

タログ展示 10 社の申し込みがありました．

ザ・リッツカールトン，帝国ホテルなどの候補のなかか

懇親会におきましては，オープニングの鼓衆

若太陽

ら「プロが選ぶ日本のホテル・旅館 100 選」で 30 年以上

の演舞で参加者の心を掴み一体感を演出することができ

アンケート総合 1 位を獲得されている，石川県七尾市和

ました．また，九州各県の学会理事の先生方のみならず

倉温泉 加賀屋の岩間慶子さんにご講演を依頼しました．

北海道支部をはじめ全国の先生方からご当地の焼酎，日

そのほか本学会では，今年度から発足しました認定医

本酒，ワインをご提供いただき 50 本を超える名酒を用

制度の研修対象である永山正人会長の教育講演「楽しい

いた，九州では恒例の利き酒会やお楽しみ抽選会を行っ

歯科医院にするための経営の基礎」をはじめとして，髙

たところ，180 名余の参加をいただきたいへん好評でし

津茂樹前会長の特別講演Ⅰ「
『院内でうれしいことをメ

た．次期開催県の磯﨑先生には良いプレッシャーになっ

モする』と歯科医院はどんどん楽しくなる」
，木尾哲朗先

たのではないでしょうか．

生の Dr & スタッフセミナー「楽しい歯科医院のための

本会の理事，各委員会の先生方，支部の先生方，委員

グッドコミュニケーション」
，尾﨑哲則先生の歯科衛生

の先生方，事務局をはじめ多くの皆さまの絶大なるご協

士学校生・歯科衛生士セミナー「歯科衛生士の業務って

力のおかげで無事大会を終えることができました．本当

何だろう？」を行いました．

にありがとうございました．

今回，会立の歯科衛生士学校生のみならず，私立の歯

次回（第 54 回）は磯﨑篤則先生（朝日大学歯学部教授）

科衛生士学校生にも参加を呼びかけました．尾﨑先生に

を大会長として岐阜県で開催されることになっていま

は 2 日間にわたって講師をしていただき，誌面を借りて

す．皆さまとまたお会いできることを楽しみにしており

感謝申し上げます．

ます．

昨年 7 月の第 52 回神奈川大会では，懇親会と閉会式
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