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大会長挨拶

第 58 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 58 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長 西 原 達 次
平成 29 年度，公立大学法人九州歯科大学が第 58 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会を開催させていただ
くことになりました．今回は，幅広く会員の皆様に興味をもっていただけるプログラム作りを心掛け，実行委員
長を本学の木尾哲朗歯学部長，準備委員長を日本歯科医療管理学会の村橋護九州支部長にお願いし，万全の布陣
で進めてまいりました．そこで，
「歯科医療職の自立と自律

〜プロフェッショナル・オートノミー〜」
を大会テー

マとすることを決定し，大会長として，歯学教育を行う歯科大学の立場から，歯科医療職の生涯研修に関する本
学の試みをお話しし，会員各位からのご意見をお聞かせいただければと考えております．
歯科医療を取り巻く環境が大きく変化しているなかで，歯科医療管理学という観点からも，正しい意味でのブ
ランド戦略が求められます．そこで，特別講演で，歯科におけるブランディングについて話題提供させていただ
きますが，そこではビジネス戦略という話題提供を加味しておりますので，会員各位にとっても興味深い内容を
お伝えできるのではないかと思っています．併せて，昨年，九州の熊本・大分を襲った地震については，余震も
続いているなか，いまも皆さんの記憶に強く残っているということから，特別報告では，歯科医療チームの震災
における活動を紹介し，生活の医療を謳う歯科医療の本質に迫るような意見交換ができればと思っています．こ
のような特別講演，特別報告に加え，基調講演，教育講演を通して，本学会が今後の歯科医療の正しい方向性を
示すことができれば，九州で開催される本大会が意義深いものになると考えております．そのほかにも，市民公
開講座などを通じて，歯科医療職だけでなく多職種の方々に聞いていただけるような大会となるように，プログ
ラム作りに工夫を凝らしましたので，7 月 15，16 日の 2 日間，北九州でお楽しみいただければ幸甚に存じます．
今回の開催地である北九州市は，本州と九州をつなぐ，いわば九州の玄関口に位置しています．開催時期は，
気候的には蒸し暑いときになるかとは思いますが，会員各位の歯科医療管理学に対する熱意をもって，暑さを忘
れるような熱き議論と意見交換の場を提供できるよう，丁寧な準備を進めてまいります．併せて，参加者に温か
いホスピタリティーを感じていただけるような運営を心掛けますので，多くの会員の方々の参加を心からお待ち
申し上げます．
結びに，今回の大会が会員各位にとって，明日の診療を豊かにする情報を得る場となることを切に願って，大
会長のご挨拶とさせていただきます．
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お知らせとお願い
．概要と日程
会

期：平成 29 年 7 月 14 日（金)〜16 日（日)

会

場：旧大連航路上屋（うわや)
〒 801-0841 北九州市門司区西海岸 1-3-5
プレミアホテル門司港
〒 801-0852 北九州市門司区港町 9-11
北九州国際会議場
〒 802-0001 北九州市小倉北区浅野 3-9-30
リーガロイヤルホテル小倉
〒 802-0001 北九州市小倉北区浅野 2-14-2

大会テーマ：「歯科医療職の自立と自律

〜プロフェッショナル・オートノミー〜｣

．参加者の方へ
当日参加登録受付
参加登録は，7 月 15 日（土）
，16 日（日）の両日ともに 9：00 より行います．参加申込書に必要事項をご記入の
うえ，北九州国際会議場（1 階）の総合受付にて当日参加費をお支払いのうえ，参加章，抄録集をお受け取りくだ
さい．

区

分

学術大会参加費

懇親会参加費

学 会 員

8,000 円

10,000 円

非学会員

10,000 円

10,000 円

コ・デンタル

4,000 円

10,000 円

事前参加登録の方へ
北九州国際会議場（1 階）の学会総合受付にて抄録集をお受け取りください．
懇親会
7 月 15 日（土）18：30 から，リーガロイヤルホテル小倉で開催いたします．事前登録を済ませていない方は総合
受付にて当日会費をお支払いのうえ，参加章にチェックを受けてください．リーガロイヤルホテル会場での受付
も可能です．北九州の夜景を楽しめる会場での懇親会，奮ってご参加ください．
認定医申請ならびに更新予定の方へ
参加章ならびに認定医研修会受講証は，認定医申請ならびに更新に必要ですので，各自で保管ください．
企業展示
7 月 15 日（土）10：00〜18：00，16 日（日）9：00〜15：00，イベントホール（ポスター会場）にて企業展示を
行っております．皆様には各社の製品をご覧いただきたいと思います．
九州支部総会
7 月 16 日（日）11：45〜12：30 に第 21 会議室（2 階）にて九州支部総会を開催いたしますので，九州支部会員の
方はお集まりください．
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．発表の方へ
口頭発表
) 発表会場はメインホールです．
) 発表時間は，発表 6 分，討論 3 分です．時間厳守でお願いいたします．
) 発表の 30 分前までに総合受付横の口頭発表受付にて試写をお済ませください．
) 発表者は発表 15 分前に次々演者席にお着きください．
) 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．会場内設置のモニターにて，スクリーンと
同内容が映されます．動画，音声出力，35 mm スライドや DVD は使用できません．
) PowerPoint 原稿はなるべく大きな字で，発表内容がわかるよう簡潔に，かつ要領よくまとめるよう心がけ
てください．
【講演用 PC について】
・会場では Windows PC をご用意しております．データでお持ち込みの際は USB メモリにてお持ちください．
・会場準備の PC アプリケーションは PowerPoint 2007／2010／2013／2016 です．
・ご自身の PC でご発表される場合は必ず変換コネクタおよび電源をお持ちください．
（Windows，Mac どちらでも対応可)
※大会 HP「発表者の皆様へ」と併せてご確認いただければ幸いです．
http:／／www.orbit-cs.net／jsdpa58／
ポスター発表
) ポスターは 7 月 15 日（土）
・16 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．
) ポスター展示会場はイベントホールとなっておりま
す．発表者用リボンはポスターボードにあらかじめ貼
り付けてありますので，発表時に着用してください．
) ポスターの貼付，発表，撤収は下記の時間帯に行って
ください．
①ポスター貼付
7 月 15 日（土）9：00〜10：00（所定の位置に貼付願
います)
演題番号は，こちらで用意した物を貼り付けていた
だきます．
②ポスター討論
演題番号 P-1〜P-8 7 月 15 日（土）16：30〜17：00
演題番号 P-9〜P-18

7 月 16 日（土）9：00〜9：30

ポスター発表をされる方は，上記の時間にご自身の
ポスター前で待機ください．演題ごとに発表時間 5
分，質疑応答 2 分の時間を設けます．座長の指示に
従って発表してください．
③ポスター撤収
7 月 16 日（日）15：00〜15：30（撤去されない場合は大会事務局で処分します）
) パネルには大会事務局であらかじめ演題番号（縦 20 cm×横 15 cm）を掲示します．
) 縦 150 cm×横 90 cm の範囲で，上部に演題名，氏名，所属（縦 20 cm×横 75 cm）
，下部に，発表内容（縦
130 cm×横 90 cm）をご準備ください．
) 展示に必要なピンは大会事務局でご用意いたします．
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．口頭発表・ポスター発表座長の方へ
口頭発表・ポスター発表座長の先生におかれましては，時間厳守のうえ，活発な討論となるようお願いいたしま
す．口頭発表座長の先生は，担当時間の 10 分前までに次座長席へお越しください．ポスター発表座長の先生は，
ポスター会場に討論開始時間 5 分前までにお越しください．
．大会事務局
〒 803-8580 福岡県北九州市小倉北区真鶴 2-6-1
公立大学法人九州歯科大学

総合診療学分野内

第 58 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会事務局
E-mail：2017jsdpa@gmail.com

担当：曽我部
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旧大連航路上屋

■北九州空港（北九州空港から門司港レトロへのアクセス）
．北九州エアポートバス「小倉駅ノンストップバス」に乗り，JR 小倉駅
新幹線口で降車（所要時間：33 分）
．JR 小倉駅から門司港行きの電車に乗ると到着です（所要時間：15 分）
■福岡空港（西鉄バスを利用）
．福岡空港から「福岡空港〜小倉行き」に乗り，JR 小倉駅で降車（所要
時間：1 時間 20 分）
．JR 小倉駅から門司港行きの電車に乗ると到着です（所要時間：15 分）
■ JR 小倉駅から利用
JR 小倉駅からは門司港行きの電車に乗ると到着です（所要時間：15 分）
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北九州国際会議場
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第 58 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム
＜総会・学術大会＞
北九州国際会議場
7 月 15 日（土)
受付開始

9：00

9：00〜10：00 ポスター貼付（イベントホール)
9：40〜9：50 開会式（メインホール)
10：00〜18：00 ポスター展示・企業展示（イベントホール)
9：50〜10：30 大会長講演 ［座長：白圡清司］
（メインホール)
「オートノミーを重視した歯学教育―生涯教育をあらためて考える―｣
西原達次 先生（九州歯科大学理事長・学長)
10：40〜11：20 口頭発表①（1〜4）［座長：玉川裕夫］
（メインホール)
O-1．
（10：40-10：49）福島県における仮設住宅入居者に対する口腔ケア推進事業
○瀬川

洋1,2)，大橋明石1,2)，齋藤高弘2)

1)

奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，2)日本歯科医療管理学会東北支部

O-2．
（10：50-10：59）小規模歯科診療所へのアジャイル導入例
○副島

渉，片渕

恵

副島歯科医院（佐賀県小城市)
O-3．
（11：00-11：09）平成 27 年度沖縄県における医療相談，苦情
○下地雅一，長嶺義一郎，渡慶次

彰，城間吉弘

（一社）沖縄県歯科医師会医療管理委員会
O-4．
（11：10-11：19）大分県歯科医師会の平成 28 年熊本地震における災害支援活動の報告
―南阿蘇村における口腔機能支援活動を通して学んだこと―

○和田孝介，陶山直昭，長野敏朗，馬場一彰，松成

篤，飯田哲也，木村哲也

（一社）大分県歯科医師会
11：20〜12：00 口頭発表②（5〜8）［座長：山内六男］
（メインホール)
O-5．
（11：20-11：29）施設基準から見た医療安全に関する意識調査
―とくに「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準について―

○高階光博，鹿郷満保，寺崎浩也，井上
島田優子，藤波一典，前谷

泰，中島三晴，山本昭二，二家本

晃，近藤博希，清水真一郎，

久，遠藤則子，鴨志田義功，鈴木駿介

（一社）神奈川県歯科医師会医療管理委員会
O-6．
（11：30-11：39）岩手医科大学附属病院歯科医療センターにおける感染対策標準化
○岸
1)

光男1,2)，八重柏

隆1,3)，野村太郎1,4)，岡田伸男1,5)，野田 守1,5)

岩手医科大学附属病院歯科医療センター感染対策推進委員会，2)岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯

科学分野，3)岩手医科大学歯学部歯科保存学講座歯周療法学分野，4)岩手医科大学歯学部補綴・インプラン
ト学講座補綴・インプラント学分野，5)岩手医科大学歯学部歯科保存学講座う�治療学分野
O-7．
（11：40-11：49）歯科用ユニット給水系の細菌汚染の実態およびその対策，経年的経過の研究
○矢島孝浩
やじま歯科医院（山梨県甲斐市)
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O-8．
（11：50-11：59）仙台市における歯科医療機関に対する保健所立入検査の実態について

3 報―

1)

○澤野和則，入野田昌史 ，高橋健一，矢尾板由紀子，清野浩昭，佐藤英明，今野賢克，三浦啓伸，駒形守俊
（一社）仙台歯科医師会，1)入野田歯科医院（仙台市)
12：10〜13：30

評議員会（第 21 会議室)

12：20〜13：10

ランチョンセミナー（メインホール)

13：40〜14：20

総会（メインホール)

14：30〜15：20

基調講演 ［座長：村橋

護］
（メインホール)

「歯科医療職におけるオートノミー（自律性）
｣
藤崎和彦 先生（岐阜大学医学教育開発研究センターセンター長・教授)
15：30〜16：20

教育講演 ［座長：瀬川

洋］
（メインホール)

「医学系研究に求められる倫理・利益相反について―制定の経緯と基本的事項に関して―｣
尾﨑哲則 先生（日本大学歯学部医療人間科学分野教授)
16：30〜17：00

ポスター発表①（1〜4，5〜8）［座長：川上智史，蓮井義則］
（イベントホール)

P-1．岩手医科大学附属病院における医科歯科連携の現状―医科より歯科への依頼状況の 5 年間の推移―
○阿部晶子，須田美樹，佐藤俊郎，大石泰子，南 健太郎，岸

光男

岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野
P-2．訪問診療会議録のテキストマイニング分析
○久世恵里子，小嶋千栄子1)，関根源太，服部景太1)，横矢隆二1)，藤原 周1)
朝日大学 PDI 岐阜歯科診療所，1)朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野
P-3．臼杵市医療・介護情報連携システム「うすき石仏ねっと」の利用状況―歯科医師会のかかわり方―
○小名川良輔，伊東理夫，陶山直昭，藤澤昭彦，白圡清司，木村哲也1)，小野清史2)，西岡

隆2)，舛友一洋2)

（一社）臼津歯科医師会，1)（一社）大分県歯科医師会，2)うすき石仏ねっと運営協議会
P-4．臼杵市医療・介護情報連携システム「うすき石仏ねっと」の概要（第 2 報)
○藤澤昭彦，伊東理夫，小名川良輔，陶山直昭，白圡清司，木村哲也1)，小野清史2)，西岡

隆2)，舛友一洋2)

（一社）臼津歯科医師会，1)（一社）大分県歯科医師会，2)うすき石仏ねっと運営協議会
P-5．歯科医師国民年金基金における「特定加入員」の加入状況と今後について
○片山繁樹，長崎康俊
歯科医師国民年金基金
P-6．都道府県の歯科保健計画における具体的指標に関する調査
○磯部彩香，日髙勝美1)
九州歯科大学大学院歯学研究科，1)九州歯科大学歯学部口腔保健学科
P-7．北海道，東北，関東，中部地方における矯正歯科標榜歯科医療機関数と日本矯正歯科学会認定医数について
○黒石加代子，木尾哲朗1)，郡司掛香織，川元龍夫
九州歯科大学歯学部顎口腔機能矯正学分野，1)九州歯科大学歯学部総合診療学分野
P-8．近畿，中国，四国，九州地方における矯正歯科標榜歯科医療機関数と日本矯正歯科学会認定医数について
○郡司掛香織，木尾哲朗1)，黒石加代子，川元龍夫
九州歯科大学歯学部顎口腔機能矯正学分野，1)九州歯科大学歯学部総合診療学分野
17：15〜18：15 日本歯科医療管理学会認定医研修会 ［座長：笠井史朗］
（メインホール)
「連携を視野に入れた有病高齢者の歯科診療における注意点｣
大渡凡人 先生（九州歯科大学口腔保健・健康長寿推進センター教授)
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＜会員懇親会＞
18：30〜20：30 会員懇親会（リーガロイヤルホテル小倉)
7 月 16 日（日)
＜学術大会＞
北九州国際会議場
9：00

受付開始

9：00〜15：00 ポスター展示・企業展示（イベントホール)
9：00〜9：30 ポスター発表②（9〜11，12〜15，16〜18）［座長：中村裕志，大金

誠，比嘉良喬］
（イベント

ホール)
P-9．歯科技工士のインタラクション感情と歯科技工指示書による歯科医師と歯科技工士との意思疎通
○杉本花織，雲野泰史1)，佐藤 勉1)，小口春久2)
株式会社ジーシー，日本歯科大学東京短期大学1)，日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座2)
P-10．老人施設における歯科衛生士による専門的訪問口腔ケアの間接的効果―OHAT-J を用いた比較―
○外山敦史，外山康臣，外山敬久1)
外山歯科医院（愛知県豊明市）
，1)愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
P-11．沖縄県における歯科衛生士の実態調査から復職支援を考察する
○長嶺義一郎，下地雅一，渡慶次

彰

（一社）沖縄県歯科医師会医療管理医業経営委員会
P-12．東京医科歯科大学歯学部附属病院における 5S 活動の 6 年間の取り組みについて
○三浦佳子1)，月川和香奈1)，小西富代1)，佐藤佑介2)，原田安子1)，深山智子1)，本山靖治1)，俣木志朗1,2)，
嶋田昌彦1,2)
1)

東京医科歯科大学歯学部附属病院，2)東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

P-13．大分県歯が作成した大規模災害歯科医療マニュアルについて
○長野敏朗，馬場一彰，松成

篤，和田孝介，飯田哲也，木村哲也

（一社）大分県歯科医師会
P-14．日本歯科大学附属病院における時間外受診患者の臨床統計的観察
○石垣佳希，安藤文人，小林清佳，北 大樹，大津光寛，三代冬彦，内川喜盛
日本歯科大学附属病院医療安全管理委員会
P-15．歯科医療の質向上・管理に関する新たな方策の検討―国民・歯科医療従事者対象の共通制度として―
○鶴田

潤，蓮井義則1)，丸尾修之1)，都倉達生1)，漆川 卓1)，豊嶋健治1)，俣木志朗2)

東京医科歯科大学統合教育機構，1)（公社）香川県歯科医師会，2)東京医科歯科大学大学院歯科医療行動科
学分野
P-16．訪問歯科診療における患者状態のコード化の試み
○笠井史朗，大蔵雅文，野田邦治，原田孝昭，姫田東高
（一社）八幡歯科医師会
P-17．歯科診療室内における歯科衛生士業務のマニュアル作成に関する試み
―新卒歯科衛生士の入職をきっかけとして―

○山下政代，濵元一美1)
三好歯科医院（大阪市）
，1)関西女子短期大学歯科衛生学科
P-18．歯科衛生士学生卒業時の意識とステークホルダー調査の比較
―短期大学における教育の改善と質の向上をめざして―

○市川順子1)，小池麻里1)，今井久枝1,2)，関口洋子1)，合場千佳子1)，池田利恵1)，小口春久3)
1)

日本歯科大学東京短期大学，2)桜美林大学，3)日本歯科大学小児歯科学講座
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9：40〜10：10 口頭発表③（9〜11）［座長：末瀬一彦］
（メインホール)
O-9．
（9：40-9：49）地域包括ケアにおける歯科衛生士の潜在的需要についての考察
○前田憲邦，朝比奈 圭，澄川裕之，藤江

徹，佐々木良二，松浦良二

（一社）島根県歯科医師会医療管理部委員会
O-10．
（9：50-9：59）愛知県の在宅療養支援歯科診療所における多職種連携
○外山敦史
（一社）愛知県歯科医師会地域保健部
O-11．
（10：00-10：09）歯科診療所における「訪問歯科・口腔ケアステーション」の開設
○外山康臣，外山敦史
外山歯科医院（愛知県豊明市)
10：10〜10：40 口頭発表④（12〜14）［座長：藤井一維］
（メインホール)
O-12．
（10：10-10：19）義歯装着者の義歯治療（新製・リライン・修理）頻度の実態
―歯科疾患実態調査，人口動態調査，社会医療診療行為別調査からの推定―

○佐藤裕二
昭和大学歯学部高齢者歯科学講座
O-13．
（10：20-10：29）がん対策基本計画と歯科―口腔機能の管理の均てん化が課題―
○尾﨑哲則1,2)，野村眞弓3,4)，三澤麻衣子1,2)，上原 任1,2)，三澤健一郎5)
1)

日本大学歯学部医療人間科学分野，2)日本大学総合歯学研究所，3)ヘルスケアリサーチ株式会社（東京都

中央区）
，4)自然医科学研究所（大阪市）
，5)丸ビル歯科（東京都千代田区)
O-14．
（10：30-10：39）都内歯科大学附属病院の来院患者による基礎疾患と歯科保健状況についての調査研究
―糖尿病患者の歯の喪失状況の比較について―

○上條英之，佐々木眞澄1)，高橋義一2)
東京歯科大学歯科社会保障学，1)（医）晨光会 日本橋デンタルクリニック（東京都中央区）
，2)高橋歯科医
院（東京都文京区)
10：50〜11：40

特別講演 ［座長：西原達次］
（メインホール)

「九州歯科大学のブランド戦略｣
久藤

元 先生（九州歯科大学副理事長)

11：45〜12：30 九州支部総会（第 21 会議室)
12：00〜13：00 ランチョンセミナー（メインホール)
13：10〜14：00 特別報告 ［座長：牛島

隆］
（メインホール)

「熊本地震における南阿蘇村での歯科保健医療支援活動｣
吉岡

泉 先生（九州歯科大学口腔内科学分野教授)

14：10〜14：50 市民公開講座 ［座長：日髙勝美］
（メインホール)
「お口で脳トレ・認知症予防―健口は健康長寿のキーワード―｣
吉野賢一 先生（九州歯科大学口腔保健学科学際教育推進ユニット准教授)
15：00

閉会式 （メインホール)

15：15

閉

場
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第 58 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 29 年 7 月 15 日（土）
，16 日（日)
会場：北九州国際会議場
第 58 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長

西原達次
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メインテーマ「歯科医療職の自立と自律 〜プロフェッ

第 2 日目，特別講演では久藤

元氏（九州歯科大学副

ショナル・オートノミー〜」を掲げて，第 58 回日本歯科

理事長）より「九州歯科大学のブランド戦略」について，

医療管理学会総会・学術大会（平成 29 年 7 月 15 日，16

特別報告では吉岡

日）を北九州国際会議場において開催いたしました．学

本地震における南阿蘇村での歯科保健医療支援活動」に

術大会前日，北九州市旧大連航路上屋において各種委員

ついてご講演をいただきました．口頭発表 6 演題，ポス

会や理事会を開催し，プレミアホテル門司港にて役員懇

ター発表 10 演題の発表があり，各座長の進行のもと，前

親会を開催しましたところ，数多くの来賓ならびに役員

日にも増した活発な討議・意見交換が展開されました．

の方々にお集まりいただきました．

その後，市民公開講座として吉野賢一先生（九州歯科大

泉先生（九州歯科大学教授）より「熊

第 1 日目，基調講演では藤崎和彦先生（岐阜大学医学

学教授）より「お口で脳トレ・認知症予防―健口は健康

部教授）より「歯科医療職におけるオートノミー」のご

長寿のキーワード―」を話していただきました．たいへ

講演をいただき，教育講演では尾﨑哲則先生（日本大学

ん暑い中でしたが，一般市民の参加を得て，たいへん好

歯学部教授）より「医学系研究に求められる倫理・利益

評のうちに終えることができました．

相反について―制定の経緯と基本的事項に関して―」に

本大会には，参加登録者数 228 名という数多くのみな

ついて説明していただきました．口頭発表 8 演題および

さまにご参加いただきました．大会長講演でもお伝えし

ポスター発表 8 演題では，各座長の進行のもと活発な討

ましたが，今後の歯科医療の正しい方向性として「歯科

議・意見交換が展開されました．引き続き，大渡凡人先

医療職の自立と自律 〜プロフェッショナル・オートノ

生（九州歯科大学教授）による認定医研修会「連携を視

ミー〜」が広く認知され，歯科医療管理学の学問の発展

野に入れた有病高齢者の歯科診療における注意点」が行

の一端を担えればと思っております．

われました．その後，リーガロイヤルホテル小倉に移動

結びに，今回の学術大会の開催に際し，日本歯科医療

して会員懇親会が開催されました．本学会白圡清司会長

管理学会関係各位から多大なご協力をいただいたことに

みずから参加しての「九州歯科大学ブルーノーツ OB，

深く感謝申し上げます．併せて，会員各位におかれまし

OG」による演奏やハワイアンダンスなども行われ，会場

ては，明日の診療を豊かにする情報を得る場となること

は最高に盛り上がりました．

を切に願って，大会長の挨拶とさせていただきます．
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