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お知らせとお願い

�．概要と日程

会 期：2020 年 6 月 12 日（金)〜14 日（日）

会 場：総会・学術大会

奈良春日野国際フォーラム 甍〜I・RA・KA〜 http:／／www.i-ra-ka.jp／

〒 630-8212 奈良県奈良市春日野町 101 Tel：0742-27-2630

【懇親会】

奈良春日野国際フォーラム 甍 の 庭園

大会テーマ：多様化する歯科医療への挑戦

―医療安全・地域連携・情報管理・医院経営を掘り下げる―

�．参加者の方へ

当日参加登録受付

参加登録は，6月 13 日（土），14 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，国際フォーラム 甍〜I・RA・KA〜 1 階の総合受付で，当日参加費をお支払いいただき，参加章，プログ

ラム集をお受け取りください．

※懇親会費用は，大会サイトで別途お知らせ致します．

3,000

6,000

12,000

参加費＜当日登録＞区分 参加費＜事前登録＞

非学会員 10,000

学生

コ・デンタルスタッフ 4,000

学会員 8,000 10,000

1,000

事前参加登録の方へ

国際フォーラム甍 1 階の総合受付で，参加章，プログラム集をお受け取りください．

懇親会

6月 13日（土）17：30 から，国際フォーラム 甍〜I・RA・KA〜の庭園で開催いたします．事前登録を済ませて

いない方は，総合受付で当日会費をお支払いのうえ，参加章にチェックを受けて下さい．古都奈良の情緒を満喫

できる素晴らしい庭園での懇親会，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，認定医申請並びに更新時に必要ですので，各自で保管して下さい．

企業展示

6月 13日（土）12：00〜17：00，6 月 14 日（日）9：30〜14：30に企業展示会場（2階レセプションホール）で，

企業展示を行っています．皆様には各社の製品をご覧いただきたいと思います．

�．発表者の方へ

口頭発表

�) 発表会場は，口演会場（1F 能楽ホール）です．

�) 発表時間は，発表 7 分，討論 2 分です．時間厳守でお願いします．
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�) 発表の 30 分前までに総合受付横の口頭発表受付で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．

�) プロジェクター 1 台，スクリーンは 1 面仕様です．動画や音声出力，DVD は使用できません．

�) PowerPoint 原稿はなるべく大きな文字で，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．また，フォントは画面レイアウトのバランスや文字化けを防ぐため，OS に標準でインス

トールされているものでお願いいたします．

【データのお持込み，講演用 PC について】

・当日使用する PC は，大会事務局が準備したものに限らせていただきます．持込み PC での口演発表はお受

けできません．ただし，特別講演，教育講演，企画講演の講師の先生を除きます．

・データは USB メモリにいれてお持ちください．USB メモリには当日発表されるデータ以外は保存しないよ

うにしてください．

・OSとアプリケーションは以下のものをご準備いたします．

OS：Windows アプリケーション：Microsoft PowerPoint

※Mac版，その他の PowerPoint や互換ソフトで作成された場合は，必ず Windows版 PowerPoint で動作をご

確認いただきますようお願いします．

・ファイル名は，「演題番号_演者氏名．pptx」として下さい．

・念のためウイルスチェックをお願いします．

・発表時のページ送りは，演台上のマウスにて演者自身で行って下さい．

・発表に使用したデータは，学会終了後に大会事務局で消去致します．

※大会サイトの「発表者へのご案内」と併せてご確認いただければ幸いです．

http:／／www.jsdpa.jp／61th／presenter／

ポスター発表

�) ポスター会場は，2階レセプションホールです．

�) 縦 150 cm×横 90 cm の範囲で，上部に演題名，発表者

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．

�) ポスターは，6月 13 日（土），6 月 14 日（日）の 2日

間通して掲示していただきます．取り替えはございま

せん．

�) 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．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．

�) 展示に必要なピンは大会事務局でご準備いたします．

�) ポスターの貼付，討論，撤収は下記の時間帯に行って

下さい．

①ポスター貼付：6月 13 日（土），10：00〜12：00

指定の位置に貼付願います．演題番号は大会事務局

で準備したものを貼り付けていただきます．

②ポスター討論：6月 14 日（日），11：30〜12：30

ポスター発表される方は，上記の時間にご自身のポスター前で待機してください．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．

※討論時間中，発表者はリボンを着用し，ポスターの前から離れないで下さい．
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③ポスター撤収：6月 14 日（日），14：30〜15：00

撤収されない場合は，大会事務局で処分します．

�．口頭発表・ポスター発表座長の先生方へ

口頭発表・ポスター発表座長の先生方におかれましては，時間厳守のうえ，活発な討論となるようお願いします．

口頭発表座長の先生は，担当時間帯の 10 分前までに次座長席にお越しください．ポスター発表座長の先生は，ポ

スター会場に討論開始時刻の 5 分前までにお越しください．

�．大会事務局

第 61回日本歯科医療管理学会総会・学術大会事務局

〒 581-0085 大阪府八尾市安中町 6-5-14

内野歯科クリニック内 実行委員長 内野泰樹

E-mail：61th@jsdpa.jp
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交通案内

奈良春日野国際フォーラム 甍〜I・RA・KA〜

・徒歩：近鉄奈良駅 2 番出口より徒歩 20分

・バス：（1）近鉄奈良駅 5 番出口より奈良交通バス 1 番のりば（2）JR 奈良駅より奈良交通バス東口 2

番のりば，（1）（2）とも「春日大社本殿」行き「奈良春日野国際フォーラム甍前」下車

または「市内循環（外回り）」バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車，大仏殿交差点東へ

12 日本歯科医療管理学会雑誌 第 55 巻第 1 号
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第 61回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム

＜会場＞

奈良春日野国際フォーラム 甍〜I・RA・KA〜

総合受付：エントランスホール（1階)

口演会場：能楽ホール（1階)

ポスター会場・企業展示会場：レセプションホール（2 階)

6月 13日（土)

9：00 受付開始（総合受付)

9：30〜9：45 開会式（口演会場)

10：00〜12：00 ポスター貼付（ポスター会場)

11：00〜12：00 認定医研修会（口演会場)

12：00〜17：00 ポスター展示（ポスター会場)

12：00〜17：00 企業展示（企業展示会場)

10：00〜11：00 口頭発表① ［座長：平田創一郎］（口演会場)

O-1．就労者の歯科受療状況に関する調査研究

○上條英之，小野瀬祐紀1)
，高柳篤史1)

，髙橋義一1)
，杉原直樹1)

東京歯科大学歯科社会保障学，

1)東京歯科大学衛生学講座

O-2．ナッジ理論におけるデフォルトの選択としての後期高齢者の歯科保険診療の再評価

○野村眞弓1,4)
，尾﨑哲則2,5)

，上原 任2,5)
，三澤麻衣子2,5)

，網干博文3,5)

1)ヘルスケアリサーチ株式会社，

2)日本大学歯学部医療人間科学分野，

3)日本大学歯学部法医学講座，

4)自然

医科学研究所，

5)日本大学総合歯学研究所

O-3．高血圧症患者における抜歯及び口腔内外消炎手術時の歯科治療時医療管理料の算定実態

○守下昌輝1,2)
，村岡宏祐1)

，林 政成3)
，月足俊博4)

，上坂昌弘5)
，瀧上 悟5)

，冨永和宏6)
，粟野秀慈1)

1)九州歯科大学口腔機能学講座クリニカルクラークシップ開発学分野，

2)九州歯科大学附属病院診療情報管

理室，

3)九州歯科大学附属病院病院事務部，

4)株式会社アシスト，

5)キヤノンメディカルシステムズ株式会

社，

6)九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野

12：30〜13：30 教育講演 1 ［座長：玉川裕夫］（口演会場)

「歯科医療管理と口腔診査情報標準コード仕様｣

斎藤孝親 先生（日本大学松戸歯学部)

13：30〜14：30 企画講演 1 ［座長：古本敦士］（口演会場)

「歯科医院の事業承継｣

上田久之 先生（上田公認会計士事務所)

14：30〜15：30 教育講演 2 ［座長：内野泰樹］（口演会場)

「コーチングの基礎と実演―行動を引き出す進め方 10分間デモコーチング―｣

西村雅司 先生（株式会社 燦)

14：30〜15：00 認定医試験

16：00〜17：00 雅楽演奏

17：30〜20：00 懇親会（国際フォーラム 甍〜I・RA・KA〜 庭園)
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6月 14日（日)

9：00 受付開始（総合受付)

12：00〜14：30 ポスター展示（ポスター会場)

12：00〜14：30 企業展示（企業展示会場)

12：30〜13：00 会務報告（口演会場)

9：30〜10：30 口頭発表 ［座長：上條英之］（口演会場)

O-4．日本歯科大学附属病院における歯科治療に関する医療の質を評価する取り組み―第 2 報 技工物の再製

率について―

○宮下 渉，長谷部俊一，石垣佳希，三代冬彦

日本歯科大学附属病院

O-5．かかりつけ歯科医療機関の有無と口腔状態・口腔管理との関連

○山口摂崇，越智守生，村松真澄1)

北海道医療大学歯学部，

1)札幌市立大学看護学部

O-6．島根県における歯科技工状況の実態把握

○大島克郎，安藤雄一1)
，澄川裕之2)

，前田憲邦2)
，角 篤2)

，末森一彦2)
，内田朋良2)

日本歯科大学東京短期大学，

1)国立保健医療科学院，

2)（一社）島根県歯科医師会

10：30〜11：30 企画講演 2 ［座長：山下茂子］（口演会場)

「歯科診療所および歯科技工所のための働き方改革対応と労務管理の基本｣

佐藤有佳子 先生（社会保険労務士事務所ミッション Plus)

11：30〜12：30 ポスター発表 ［座長：小向井英記］（ポスター会場)

P-1．義歯への情報付与の手段に関する検討―文献的考察およびアンケートに基づくニーズ調査―

○井田有亮，松崎正樹1)
，佐藤圭一1)

，瀬賀吉樹1)

東京大学大学院医学系研究科高度医療経営人材育成プログラム，

1)（一社）新潟県歯科医師会

P-2．口腔と栄養を結ぶ①―管理栄養士卒後研修での口腔機能勉強会の試み―

○川島貴重，本橋佳子1,2)
，川口美喜子3)

新宿医療専門学校，

1)東京都健康長寿医療センター研究所，

2)日本大学歯学部医療人間科学，

3)大妻女子大

学家政学部食物学科

P-3．歯科衛生士離職防止を目的とした研修効果に関する検討：受講生を対象とした質問票調査

○倉脇由布子1)
，相見礼子1)

，西村瑠美1,2)
，松本厚枝1,3)

，竹本俊伸1,3)
，内藤真理子1,2)

1)広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター，

2)広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学，

3)広島大

学大学院医系科学研究科口腔保健管理学

P-4．東京歯科保険医協会が実施した 2019 年「会員の意識と実態調査」アンケートにおける診療報酬関係の結

果について

○坪田有史1,2)
，松島良次1,3)

，矢野正明1,4)
，中川勝洋1,5)

1)東京歯科保険医協会，

2)坪田デンタルクリニック（東京都），3)松島歯科医院（東京都），4)小豆沢歯科（東

京都），5)さくらだ歯科医院（東京都）

P-5．市町村類型からみた中学生のう�有病と社会経済要因との関連

○窪田明久1,2)
，坂本 亮1)

，相馬親良1)
，小林武士1)

，磯谷美重1)
，日野優理1)

，堀内 登1)
，柏木 勝1)

，北村

中也1)
，清水秋雄1)

1)（特非）口腔保健医療研究所，

2)（一社）富士宮市歯科医師会

P-6．口腔と栄養を結ぶ②―歯科専門職を中心とした勉強会の試み―

○本橋佳子，川島貴重2)
，深澤佳世2)

，畑山範子2)
，細野 純3)

，川口美喜子4)
，佐藤裕二5)

，尾﨑哲則1)
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東京都健康長寿医療センター研究所，

1)日本大学歯学部医療人間科学分野，

2)新宿医療専門学校，

3)細野歯

科クリニック（東京都），4)大妻女子大学家政学部食物学科，

5)昭和大学歯学部高齢者歯科学

P-7．第 3次産業勤労者の口腔保健行動と意識

○志倉興紀，富田美穂子

松本歯科大学大学院歯学独立研究科健康増進口腔科学口腔健康政策学

14：30〜15：00 口頭発表 ［座長：鶴田 潤］（口演会場)

O-7．義歯需要と就業歯科技工士数の将来予測

○安藤雄一，大島克郎1)

国立保健医療科学院生涯健康研究部，

1)日本歯科大学東京短期大学

O-8．保険外併用療養（選定療養）の「特別の料金」における都道府県格差について ―5．金属床による総義

歯の提供：金合金（上顎）および白金（上顎)―

○川上智史，岡村敏弘1)
，永易裕樹，田辺 隆2)

，�田眞治3)

北海道医療大学歯学部，

1)北海道医療大学予防医療科学センター，

2)タナベ歯科医院（札幌市），3)あしだ歯

科医院（札幌市）

O-9．保険外併用療養（選定療養）の「特別の料金」における都道府県格差について ―6．金属床による総義

歯の提供とう�に罹患している患者の指導管理との比較―

○岡村敏弘，川上智史1)
，永易裕樹1)

，田辺 隆2)
，�田眞治3)

北海道医療大学予防医療科学センター，

1)北海道医療大学歯学部，

2)タナベ歯科医院（札幌市），3)あしだ歯

科医院（札幌市）

O-10．公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医のウェブサイト広告表記の実態について

○山中大寛，山口摂崇，久原啓資1)
，横関健治2)

，井田有亮3)
，仲西康裕，廣瀨由紀人，永易裕樹1)

，越智守生

北海道医療大学歯学部クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野，

1)顎顔面口腔外科学分野，

2)組織再建

口腔外科学分野，

3)東京大学大学院医学系研究科高度医療経営人材育成プログラム

O-11．愛知県の在宅療養支援歯科診療所による訪問歯科診療体制の変化―2016 年と 2019 年の比較―

○外山敦史，冨田健嗣，藤井肇基

愛知県歯科医師会

15：00〜15：30 閉会式（口演会場)
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大会開催前の学会雑誌には，「今回，長い歴史を紡いで

きた奈良で第 61 回日本歯科医療管理学会総会・学術大

会を開催する運びとなりました．61 回目ですので，人間

でいいますと還暦を過ぎたところであり，人生 100年の

2 周目に入ったところ…」という開催案内を記しました

が，残念ながら，皆様に現地にお集まりいただくかたち

で実施することはできませんでした．奈良で知己に会え

ることを期待しておられるコメントも多数お寄せいただ

きましたのに，それも叶いませんでした．

当時は COVID-19 の影響が未知数であったことから，

何より会員の皆様の健康と日常生活のたしかな継続を前

提に，第 61回大会は誌上開催することにいたしました．

決定にいたるまで，実に種々の議論がございましたが，

尾﨑哲則理事長，柴垣博一専務理事をはじめ，関係者の

皆様のお力添えのおかげで，いまから思えば正しい選択

をできたと感じております．

誌上開催ということで振り返ってみますと，演者の皆

様から演題をきっちりとご登録いただき，教育講演 2題，

企画講演 2題，口頭発表 11 題，ポスター発表 7 題を学会

雑誌に掲載できました．読み直してみますと，興味深い

内容が目白押しで，奈良に実際にお集まりいただき，直

接発表を聞いていただけていたらと，改めて思います．

誌上開催が苦渋の決定であったことは，学会雑誌や

ホームページをご覧いただくとおわかりいただけると存

じますが，開催準備にあたっていた近畿北陸歯科医療管

理学会のメンバーも，たいへん残念な思いをいたしまし

た．

やはり，年次総会というものは場所と時間を共有して，

あれこれ話をすることにも大きな意義があると，改めて

気がついた次第です．そこに美酒とうまい肴が加われば，

いうことなしです．次回以降の年次総会は，「場所と時間

を共有すること」を念頭に企画，開催されることを願っ

ております．

大会報告は，個人の感想を綴る場所ではございません

が，郵送されてきたままの真新しい参加証を見ながら，

大会長として正直なところを書かせていただきました．

第 61 回大会の開催に関係されたすべての皆様に重ねて

感謝の意を表し，大会報告といたします．
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会期：令和 2年 6月 13 日（土），14日（日)

誌上開催

第 61回日本歯科医療管理学会総会・学術大会を終えて

第 61回日本歯科医療管理学会総会・学術大会

大会長 玉 川 裕 夫

大会報告


