
　

第46回日本歯科医療管理学会総会・学術大会　報告

プログラムはこちら 　 大会写真はこちら

第46回日本歯科医療管理学会総会・学術大会

　 大会長　 尾崎 哲則

大会長挨拶 　第46回日本歯科医療管理学会の開催にあたって　 大会長　尾崎 哲則

　 ～安全・安心・信頼を求めて～ 詳細はこちら

お知らせとお願い 　

　 ご挨拶 準備委員長　小板橋　誠

　「現状で満足をしていたら、その時点で組織の進歩は止まってしまう。否定の集積と現状に対しての

不満足が、進化に必要な栄養である」と言われております。歯科医療についても、変えてはいけないも

の、変えなければならないものを整理し、受け入れ、実行できるよう、柔軟な組織作りが求められるこ

とは論を待ちません。

　第46回は「歯科医療の危機、歯科診療所の危機」と題し、日本大学歯学部および関東支部を主管と

し、日本歯科医師会をはじめとする関係諸団体のご後援を頂き開催する運びとなりました。

　また新たな試みとして、広く一般の方々にも参加を呼びかけ、歯科をより身近なものとして理解して

頂けるよう、市民公開講座も企画しております。

　開催にあたり、ご尽力頂きました関係各位に対し感謝の意を表しますとともに、ご参加頂いた皆様に

とって、本学会が有意義なものとなることを心より願っております。

概要と日程
会期 平成17年6月25日(土)～26日(日)

会場 品川区立総合区民会館　「きゅりあん」

東京都品川区東大井5－18－１　℡　03－5479－4100

大会テーマ 『歯科医療の危機，歯科診療所の危機－これからの新しい展望を目指して－』

日程 6月24日（金）

　　16:00～17:00　　支部長会議　　　　　(大会議室)

　　17:00～19:00　　理事会　　　　　　　　(大会議室)

6月25日(土)

　　 9:20～10:00　　関東支部総会　　　　(小ホール)

　　10:00～11:30　　口演発表①　　　　　(小ホール)

　　11:45～13:00　　評議員会　　　　　　 (大会議室)

　　13:10～14:00　　総会　　　　　　　　(小ホール)

　　14:00～16:00　　市民公開講座　　　　(小ホール)

　　16:05～17:00　　特別講演　　　　　　(小ホール)

　　17:30～19:30　　懇親会　　　　　　　(大会議室)

6月26日(日)

　　 9:30～10:30　　口演発表②　　　　　(小ホール)

　　10:30～12:30　　スタッフセッション　(大会議室)

　　11:30～13:30　　ポスターディスカッション　(イベントホール)



特別講演 「日本を変えるプランB」

講師　村尾 信尚 先生　(関西学院大学教授)

座長　小板橋　誠　　　　(日本歯科医療管理学会関東支部長)

市民公開講座 テーマ『健康な歯とからだは元気の源』

「ながら体操で元気な体づくり」　湯浅 景元 先生 (中京大学体育学部教授)

「歯・口から始めよう　健康長寿の秘策」　安井 利一 先生　(明海大学歯学部教授)

「かかりつけ歯科医との上手な付き合い方」　丸山 進一郎 先生　(東京都開業) 　

スタッフセッション テーマ『信頼・安心　―安全が見えるスタッフの仕事―』

基調講演

　　「ヒヤリ・ハットと歯科医療の安全」　井上 孝 先生　(東京歯科大学教授)

現場からの報告

　　伊藤　陽子 先生 (なみき歯科医院)

　　鍔本　容子 先生　(医療法人財団　桜会　桜会病院)

学会参加者の皆様へ

1．5月31日（火）をもちまして、前納登録は終了しております。

　 なお、前納による参加費はご返金いたしかねますので、ご了承下さい。

　 当日はきゅりあん1階・小ホールの事前登録者受付にお寄り下さい。

2．当日受付による参加費は以下のようになります。

　　きゅりあん1階・小ホールの当日登録者受付にて登録をお済ませ下さい。

区分 大会参加費 懇親会参加費

学会員 9,000円 6,000円

非会員 11,000円 6,000円

歯科衛生士

歯科技工士

その他スタッフ

5,000円 4,000円

3．会場内では必ず参加章を胸にお付け下さい。

4．関連器材展示会場について

　　会期中は両日とも7階、イベントホールにて関連器材展示を行っております。

5．クロークについて

　　会期中は両日ともクロークを開設いたしますが、貴重品は身に付けてお持ち下さい。

懇親会にご出席の方へ

　懇親会は25日(土)、17:30より、きゅりあん6階の大会議室にて開催されます。

　学会当日の受付も可能ですので、是非ご参加下さい。

理事の方へ
理事会は24日(金)、17:00～19:00に、きゅりあん6階の大会議室で行います。

評議員の方へ
評議員会は25日(土)、11:45～13:00に、きゅりあん6階の大会議室で行います。

関東支部会員の方へ
関東支部総会は25日(土)、9:20～10:00に、きゅりあん1階の小ホールで行います。

座長の方へ

1．座長の方は時間通りの進行にご協力下さい。



　　口演･･･発表7分・質疑応答3分　（１演題10分）

　　ポスター･･･発表５分・質疑応答2分　（１演題7分）

2．10分前までに次座長席に待機願います。

3．ご担当発表の内容を収録したカセットテープを、学会終了後に郵送いたします。

　　事後抄録掲載用の「座長まとめ」は7月末日までに準備委員会までお送り下さい。

口演発表者の方へ

1．発表は液晶プロジェクターを使用し、1台しか使用できません。

2．液晶プロジェクターの使用に際し、以下の注意に従がって下さい。

　　1）ご自身の発表当日は午前9時30分までに小ホールの口演受付にお越し下さい。

　　2）データはUSBフラッシュメモリーで持参して下さい。

　　3）コンピュータはこちらで用意したWindows PC を使用して下さい。

　　4）OSはWindows、ソフトはMicrosoft社のPower Pointのみに限らせて頂きます。

　　5）コンピュータの操作時間(データ読出時間)も発表時間に含めます。

　　 なお発表時の操作はご自身でお願いします。

3．発表時間は7分間、質疑応答は3分間です。

　　円滑な会の進行を実現させるために、発表時間を超過しないように特に注意して下さい。

ポスター発表者の方へ

1．概要

　　1）ポスター会場は7階イベントホールです。

　　2）掲示は25日(土)、9:30～10:00の間に行い、26日(日)、13:30に全てのポスター発表が終了するまで

　　 掲示し、その後、14:00までの間に撤去して下さい。

　　掲示には画鋲を使用し、指定ボードの中央に掲示して下さい。

　　 なお、画鋲は各自でご用意ください。

2．ポスターの様式

　　1）ポスター掲示用ボードを用意いたしますので、横90cm×縦180cmの範囲で掲示して下さい。

　　2）ボード左上に演題番号(20cm×20cm)を表示しておきますので、番号を確認の上、掲示願います。

　　3）ポスター上部(横70cm×縦20cm)の範囲に演題名、発表者名、所属を明記の上、

　　　発表者の顔写真(約・縦8cm×横5cm)を貼付して下さい。

　　4）ポスターには目的・方法・結果・考察・結論・文献などの必要事項を簡潔に、

　　わかりやすく記載して下さい。

　　図表はわかりやすい大きさにして下さい。

　　なお、文字などの大きさは自由ですが、おおむね2m離れた場所からでも

　　 明確にわかる程度の大きさとして下さい。

3．ポスターディスカッションの進行

　　1）ポスターディスカッションは6月26日(日)の11:30～13:30です。

　　2）座長の先生はご担当時間の10分前には、担当ポスター前にて待機願います。

　　また、座長用のリボンを用意いたしますので、ご着用下さい。

　　3）発表者の方は開始時間にはご自分のポスターの前にて待機して下さい。

　　　また、演者用のリボンを用意いたしますので、ご着用下さい。

　　4）1演題につき発表5分、質疑2分の計７分です。

　　　司会は座長に一任いたしますので、指示に従がって時間通りの進行にご協力ください。

お問合せ先
　　<大会事務局>

〒170-0003　東京都豊島区駒込1-43-9　駒込TSﾋﾞﾙ 3F



(財)口腔保健協会 コンベンション事業部内　

第46回日本歯科医療管理学会学術大会事務局

　 　

　 準備委員長：小板橋 誠　（関東支部長）

　 担当：掃部関（かもんぜき） 真

　 TEL：03-3947-8761

　 FAX：03-3947-8873

　 Ｅ-mail：gakkai1@kokuhoken.or.jp

会場案内図

【会場への交通】

○東京駅→（JR京浜東北線）→大井町駅　　

所要時間　14分

○品川駅→（JR京浜東北線）→大井町駅　　

所要時間　4分

○羽田空港　リムジンバス　大井町駅西口　

所要時間20～25分

スタッフセッションに参加を希望される方へ

1．スタッフセッションは登録制（定員100人）です。参加者には軽食が付きます。

2．参加を希望される方は「スタッフセッション申込書」の申込欄に必要事項を記入し、

　　 6月20日（月）までにFAXにてお申し込み下さい。
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第46回日本歯科医療管理学会の開催にあたって

第46回日本歯科医療管理学会総会・学術大会

　 大会長　 尾崎 哲則

安全・安心・信頼を求めて　　　　　　　　　　　　

　この数年来、従来の日本社会では考えられなかったような事故が起きてきています。経済界をはじめ

に航空機や鉄道などの交通業界、そして医療界においても起きています。従来は、ほとんどの業務が

「人間力」によるものであり、どの業務にも熟達が要求されていまし、企業のみならず組織でも、人が大

きな資産でありました。経済状況の問題などから、機械化が進み、海外への生産拠点の移動に伴い、リ

ストラと呼ばれる「人減らし」が横行し、ベテランと呼ばれる「熟達した人」たちが減ってきました。その一

方、現場のシステムの変更ばかりが進み、指示系統の中枢での変革はほとんど変わる事がないため

か、社会構造改革が遅々として進まず、情報開示もなされないなど、市民が中心の社会としての成熟

化はなされないまま至っています。人々の生命に直接関連する医療に対する市民意識も少しずつ変

わろうとしていますが、医療界の方の体質改善が遅れているのは、周知のことであります。

　「人は必ずミスを犯すものであり、その頻度を如何に低くしていくのか。もし、起きた場合のフォローア

ップはどのように設定していくのか。」これらの危機管理は、直接、生産性にかかわることは低いもの

が、どの業界でも要求されるものでしょう。ちょうど、火災が起きることが少ないなら消防署を減らそう、と

いうようなことはあまり論議されませんが、これと同等でありましょう。

　医療管理というは、基本的に患者のみならず市民の健康を預かる医療機関が「市民からの安全・安

心・信頼」を求めて、医療技術（感染対策も含む）管理・情報管理・経営管理などを適切にしていくこと

ではないでしょうか。このために、理論や実践を考究していくために本学会の役割は大きなものと考え

ています。

さて、本学術大会では、このようなことを踏まえて、「歯科医療の危機，歯科診療所の危機－これからの

新しい展望を目指して－」というテーマを掲げていますが、「危機は変革のチャンスである」ことを念頭

において本大会の企画・運営をしています。すなわち従来とは若干変わった開催方法・市民公開な

ど、いくつかの新しい試みを行なっています。また、本大会は、同一の建物で、特別講演やシンポジウ

ムをはじめ一般口演・ポスターセッション・スタッフセッションさらに懇親会までの全てを、コンパクトにし

て行うこととしています。会場としては、すこし狭いかもしれませんが、駅前という利便性を考慮していた

だければと思います。

今回の大会開催の地・東京・品川は、古くからの東海道の宿場であり、東海道散歩・都区内でありなが

らイルカが泳ぐ水族館もあり、東京国際空港（羽田）にも近く、品川への新幹線停車と便利な場所でも



あります。ぜひ本大会へおいでください。



　

第46回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム

第46回日本歯科医療管理学会総会・学術大会タイムテーブル

小ホール
6月25日（土)

10：00～10：48 口演発表　＜座長　小松崎　明＞

　 １． 歯科医院の開業形態の地域格差　その１　開業時間、標榜など

　
○ 佐藤光保2)，加藤由美子2)，池谷茂樹2)，上原裕美子1)，野村真弓3)，尾崎哲則1)

日本大学歯学部医療人間科学教室1)，日本大学歯学部学生2)，千葉大学3)

２． 歯科診療所の予防歯科への転向と一般治療と予防のコスト比較

　
○ 山中美季，内野泰樹

内野歯科クリニック

３． マイクロスコープ治療の有効性と将来展望

　
○ 辻本恭久1)，小塚昌宏1)，坂本大輔1)，高橋宏2)，山本昭夫3)

日本大学松戸歯学部1)，日本大学医学部2)，松本歯科大学3)

４． 歯科診療における幼児へのインフォームド・コンセントの必要性

　
○ 丸山静江，安達恵子，加藤佐知恵

丸山幼児心理歯科研究所

10：48～11：24 口演発表　＜座長　中久木　一乘＞

　 ５． 歯科医療の危機管理・最高裁初インプラントの歯科医師100％勝訴例

―主文：上告棄却により「患者の受診態度が悪い｣高裁判決が確定―

　
○ 福西啓八1)，小林正三2)

福西歯科口腔外科1)，小林歯科医院2)　

６． 某県歯科医師会会員の喫煙状況の検討

　
○ 西尾信宏1)，今村知明2)

関西医科大学衛生学教室1)，東京大学医学部附属病院企画経営部2）

７． 就業歯科衛生士の年次推移　その１　平均年齢・就業場所について

　
○ 上原任1)，上原裕美子1)，立澤敦子2)，鳥越有貴1)，尾崎哲則1，2)

日本大学歯学部医療人間科学教室1)，日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校2）

14：00～16：00　 市民公開講座　＜座長　榎本　一彦＞

　 テーマ『健康な歯とからだは元気の源』

「ながら体操で元気な体づくり」 湯浅 景元 先生 (中京大学体育学部教授)

「歯・口から始めよう　健康長寿の秘策」 安井 利一 先生　(明海大学歯学部教授)

「かかりつけ歯科医との上手な付き合い方」 丸山 進一郎 先生　(東京都開業)

16：05～17：00　 特別講演　＜座長　小板橋　誠＞

　 「日本を変えるプランB」

講師　村尾 信尚 先生　(関西学院大学教授)
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6月26日（日）

9：30～10：06　 口演発表　＜座長　川上　智史＞

　 ８． ネットワーク型ISO9001システムによる改善の実績

　
○ 橋本桜

歯科ネットワーク会　事務局　兼　りょうき歯科クリニック所属　

９．
歯科診療ユニットの予約に関する研究

―とくに診療用ユニットの予約時間と実稼動時間について―

　

○ 瀧川智義1，2)，高梨冬樹1），伊藤公一1，3)

日本大学歯学部附属歯科病院医療情報管理部1），日本大学歯学部保存学教室

修復学講座2），日本大学歯学部保存学教室歯周病学講座3）

10． 遠隔歯科診療コンサルテーションシステムの概要と今後の展望

　
○ 瀬川　洋1)，山崎信也2)，川合宏仁2)，池嶋一兆2)，齋藤高弘2)，天野義和2)

奥羽大学歯学部口腔衛生学講座1)，奥羽大学歯学部附属病院2）　

10：06～10：30　 口演発表　＜座長　白土　清司＞

　 11． 徳島市における歯科医師需給状況　～歯科診療所の地域偏在について～

　
○ 齋賀明彦，岡重徳

徳島市歯科医師会　

12． 歯科医院と歯科衛生士のマッチングの試み

　
○ 康本征史

康本歯科クリニック

イベントホール

ポスター掲示 6月25日(土)　10:00 　～　6月26日(日)　14:00

ポスターディスカッション 6月26日（日）11：30～13：29

11：30～12：05 　 ポスター発表　＜座長　平田　幸夫＞

　 13． ＷＥＢを利用した各種会議録制作システム

　
○ 渓裕司，斉藤善司，渡辺茂，植山恵史，瀬野登，蛭間信彦，奥森直人

　　　　神奈川県歯科医師会情報処理委員会　

14． フッ化物歯面塗布費用に関するインターネット質問調査

　
○ 外山敦史1，2)，森田一三1)，外山康臣1，2)，福澤歌織1)，中垣晴男1)

愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座1)，外山歯科医院2）

15． 　 徳島市歯科休日救急診療所における患者来院状況と診療内容

　
○ 齋賀明彦　岡重徳

徳島市歯科医師会

16． 　 千葉市歯科医師会会員における税務調査アンケート

　
○ 橋本邦彦　亀澤隆

千葉市歯科医師会

17． 　 歯科診療所の開設・廃止に関する動向について

　

○ 石井瑞樹1)，末高武彦1)，小松崎明1)，黒川裕臣2)，藤井一維3)，長谷川優4)

日本歯科大学新潟歯学部衛生学講座1)，

日本歯科大学新潟歯学部附属病院総合診療科2) ，

日本歯科大学新潟歯学部附属病院歯科麻酔・全身管理科3)，

日本歯科大学新潟歯学部附属病院矯正歯科4）

12：05～12：40 ポスター発表　＜座長　瀬川　洋＞



27． 歯科診療所における高齢患者の通院・在宅医療の動向に関する一考察

　

○ 坂本亮，柳澤智仁，磯谷美重，小林武士，武藤光央，窪田明久，柏木勝，

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

　 18． 歯科医療管理卒後教育に対する歯科診療所開設者の認識

　

○ 小松崎明1)，江面晃2)，長谷川優3)，石井瑞樹1）

日本歯科大学新潟歯学部衛生学講座1），

日本歯科大学新潟歯学部附属病院総合診療科2)，

日本歯科大学新潟歯学部附属病院矯正歯科3）

19．
歯科医療従事者の法に基づいて行われる2年ごとの届出状況について

―歯科・医科大学病院に対する調査―

　

○ 末高武彦1)，石井瑞樹1)，長谷川優2） 

日本歯科大学新潟歯学部衛生学講座1)，

日本歯科大学新潟歯学部附属病院矯正歯科2）

20． 健康日本21・成人期の歯周病予防のための「歯の健康通信講座」の試み

　
○ 小山圭子，金澤紀子，鷺岡靖子，高野ひろみ

　　　　財団法人日本口腔保健協会

21． 政府管掌健康保険歯科保健モデル事実実施状況に関する研究

　

○ 福田雅臣1，2)，岩崎茂則2)，根岸哲夫2)，森田芳和2)，桜庭幸夫2) 

日本歯科大学東京短期大学歯科衛生学科1)，

日本歯科医師会産業保健委員会2）

22．
質問紙による歯周疾患スクリーニングに関する研究　

―年次的観察による検討―

　

○ 高砂由美子，森本直美，柏木勝，柳澤明美，坂本亮，柳澤智仁，日野優理，

黒瀬和代，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

12：40～13：08 ポスター発表　＜座長　福田　雅臣＞

　 23． 新潟県中越地震における歯科医療活動報告

　

○ 羽鳥孝郎，藤本洋士，中川淳，前坂秀行，渡辺徹，坂本搖子，岸本幸郎，

鶴岡裕亮，鈴木雄一， 斉藤善司，原秀一，大森一昌

神奈川県歯科医師会　救急医療委員会

24．
介護老人保健施設における口腔保健に関する研究 

―全身疾患と要治療状況の検討―

　

○ 窪田明久，黒瀬和代，大森道男，日野優理，柳澤智仁，豊間隆，佐藤義隆，

福島直，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

25．
横浜市緑区歯科医師会における歯科訪問診療の試み

～第５報　診療対応に難渋した症例について～

　
○ 山本真樹，中島丘，岡田春夫，遠見治，中島俊明，渓裕司，礒部博行，加藤喜夫

横浜市緑区歯科医師会

26．
歯科診療所に通院する高齢者患者の受診状況に関する研究

―調査項目の検討―

　

○ 大森道男，柏木勝，柳澤明美，菊地正樹，竹内ヒロ子，高砂由美子，森本直美， 山

本一臣，木下正道，水口泰代，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

13：08～13：29 ポスター発表　＜座長　福澤　洋一＞

　



28． 高齢者における口腔状態と医療費との関連性2

　

○ 有川量崇1），小椋正之2），近藤いさを1），山口秀紀1），内山敏一1），

吉田芳子1）， 出町千景1），小林清吾1）

日本大学松戸歯学部附属歯科病院口腔健康管理科1），国立保健医療科学院2）

29． 歯科衛生士講習会アンケート結果について(第２報)

　

○ 片山繁樹，大森一昌，小沢操，松下豊士，山中浩，井上俊彦，杉之内俊郎，

上田由利子

神奈川県歯科医師会医療管理委員会
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一般口演-3 一般口演-4


	日本歯科医療管理学会
	大会長挨拶
	第46回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム
	第46回日本歯科医療管理学会総会・学術大会写真

