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第 54回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム

6月 29日（土)

9：00〜9：10 開会式（A会場）

磯﨑篤則 先生（第 54 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会大会長)

永山正人 先生（日本歯科医療管理学会会長)

9：10〜9：50 口頭発表① 〔座長 高田晴彦〕

O-1．（9：10-9：20）患者満足度による歯科医療の評価

―第 1 報 歯科診療所新築移転による影響―

○藤原 周，柴田俊一，山内六男

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野

O-2．（9：20-9：30）患者満足度による歯科医療の評価

―第 2 報 CSポートフォリオ分析による検討―

○藤原 周，柴田俊一，山内六男

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野

O-3．（9：30-9：40）新規開設した福岡歯科大学口腔医療センター初診患者の動向について

○原賀真理子，米田雅裕，菅 亜里沙

福岡歯科大学口腔医療センター

O-4．（9：40-9：50）福岡歯科大学口腔医療センターにおける口臭治療について

○菅 亜里沙，原賀真理子，米田雅裕

福岡歯科大学口腔医療センター

9：50〜10：30 口頭発表② 〔座長 齋藤高弘〕

O-5．（9：50-10：00）正式な歯科医療とは？

○小笠原久明

小笠原歯科診療所（福井市)

O-6．（10：00-10：10）リメディアル教育と歯科医療に関する早期体験型学習についての意識調査

―基礎学力および目的意識の形成―

○柴田 潔，傘 孝之

日本歯科大学生命歯学部化学講座

O-7．（10：10-10：20）POS 基盤型システムに基づく診療管理

―症例報告における�疾患の要因�に関する研究―

○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-8．（10：20-10：30）新たな時代の乳歯う�のリスク評価

―う�減少期における予防プログラムの再検討―

○八木 稔

新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命福祉学講座口腔保健学分野

10：30〜11：00 口頭発表③ 〔座長 伊東隆利〕

O-9．（10：30-10：40）歯科における専門医制度の現状

○山内六男，安藤雅康1)
，梶本忠保1)

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野，

1)一般社団法人中部インプラントアカデミー
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O-10．（10：40-10：50）神奈川県歯科医師会で行った歯科衛生士復職支援講習会の報告

―講習会受講後のアンケート結果から見えてくる就業状況についての評価―

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

O-11．（10：50-11：00）オーラルモイスチャーとペリオスクリーン®の関連性

○瀬川 洋，橋本直樹1)
，菊地佳奈美2)

，藤巻恵美2)
，齋藤高弘

奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，

1)はしもと歯科医院（福島県郡山市），2)スマイルの歯科クリニック（青森

市）

11：00〜11：30 口頭発表④ 〔座長 末瀬一彦〕

O-12．（11：00-11：10）自走式ロボットを用い病院内の部署間で医療材料を搬送する試み

○玉川裕夫，小畑充彦，廣田映二，多賀義晃，池田 稔1)
，稲田 拓1)

，森口智規2)
，前田芳信

大阪大学歯学部附属病院医療情報室，

1)株式会社日本シューター，

2)村田機械株式会社

O-13．（11：10-11：20）歯科大学病院における技工指示書，技工装置及び技工材料調査からの医療経営について

○瀧川智義，上原 任1)
，押川麻衣子1)

，瀬崎基史2)
，升谷滋行，宮崎真至

日本大学歯学部保存学教室修復学講座，

1)日本大学歯学部医療人間科学教室，

2)（株）岡山情報処理センター

O-14．（11：20-11：30）歯科病院外来の診療用材料コストの検討

○佐藤裕二

昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

11：30〜12：20 大会長講演 〔座長 白圡清司〕

「私の考える歯科医療管理学｣

磯﨑篤則 先生（朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保健学分野教授）

12：20〜13：10 ランチョンセミナー（B会場)

12：30〜13：20 評議員会（A会場)

13：20〜13：50 総会（A会場)

14：00〜14：30 ポスター発表（3グループ同時開始)

第 1グループ 〔座長 尾﨑哲則〕

P-1．ICTからの感染制御に関連した情報提供についてのアンケート調査

○尾立達治，岩尾一生1)
，永易裕樹2)

，池田和博3)
，川上智史

北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系高度先進保存学分野，

1)同 薬学部病院薬学講座，

2)同 歯学

部生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野，

3)同 歯学部生体機能・病態学系高齢者・有病者歯科学分野

P-2．メスに関連する医療事故防止と医療廃棄物減量への試み

○式守道夫1,2)
，住友伸一郎1)

，村松泰徳1)
，笠井唯克1)

1)朝日大学歯学部，

2)岐阜県歯科医師会

P-3．東京医科歯科大学歯学部附属病院における 5S活動の取り組みについて

○三浦佳子1)
，月川和香奈1)

，内田達郎1)
，小畑佳代子1)

，小西富代1)
，原田安子1)

，深山智子1)
，吉田ひとみ1)

，

和達礼子2)
，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-4．浜松市北遠地域における在宅医療連携拠点事業について

○小澤亨司1,2)
，大橋たみえ1)

，石津恵津子1)
，廣瀬晃子1)

，岩田幸子1)
，磯﨑篤則1)

1)朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保健学分野，

2)小澤歯科医院（浜松市）
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第 2グループ 〔座長 藤井一維〕

P-5．岐阜県における歯科医療安全管理体制推進特別事業の 4年間の取り組み

○福田幸泰1)
，小林正典1)

，勝 峰雄1)
，小川真奈1)

，良盛典夫1)
，阿部馨三1)

，竹田明夫1)
，藤井敬太郎1)

，

市橋宗篤1)
，横山雅也1)

，川合良介1)
，桐山光生1)

，西村 朗1)
，各務勲次1)

，髙木幹正1)
，式守道夫1,2)

，

高橋秀徳3)

1)岐阜県歯科医師会，

2)朝日大学歯学部，

3)岐阜県健康福祉部医療整備課

P-6．岐阜県の歯科診療所における医療安全管理マニュアル，ヒヤリ・ハット事例と対処の作成

○良盛典夫1)
，小林正典1)

，勝 峰雄1)
，小川真奈1)

，福田幸泰1)
，阿部馨三1)

，藤井敬太郎1)
，竹田明夫1)

，

市橋宗篤1)
，横山雅也1)

，川合良介1)
，桐山光生1)

，西村 朗1)
，各務勲次1)

，髙木幹正1)
，式守道夫1,2)

1)岐阜県歯科医師会，

2)朝日大学歯学部

P-7．歯科診療所における BLS・一次救命処置

○横山雅也1)
，小林正典1)

，勝 峰雄1)
，小川真奈1)

，良盛典夫1)
，福田幸泰1)

，阿部馨三1)
，市橋宗篤1)

，

川合良介1)
，桐山光生1)

，竹田明夫1)
，西村 朗1)

，藤井敬太郎1)
，各務勲次1)

，髙木幹正1)
，式守道夫1,2)

1)岐阜県歯科医師会，

2)朝日大学歯学部

P-8．訪問歯科診療における医療安全―チェックリストを用いた訪問歯科診療―

○阿部馨三1)
，小林正典1)

，勝 峰雄1)
，小川真奈1)

，良盛典夫1)
，福田幸泰1)

，市橋宗篤1)
，横山雅也1)

，

川合良介1)
，桐山光生1)

，竹田明夫1)
，西村 朗1)

，藤井敬太郎1)
，各務勲次1)

，髙木幹正1)
，式守道夫1,2)

，

玄 景華2)

1)岐阜県歯科医師会，

2)朝日大学歯学部

第 3グループ 〔座長 松原充直〕

P-9．インプラント治療に特化した患者参加型タイムアウトの導入効果

○草野 薫1,2)
，仲井太心1,3)

，廣瀬由紀人1,3)
，五十嵐博恵4)

，有末 眞2)
，越智守生1,3)

1)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)北海道医療大学顎顔面口腔外科学分野，

3)北

海道医療大学クラウンブリッジ・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-10．当科における DEPIM法を用いた細菌数測定装置が口腔インプラント手術管理に及ぼす影響

○建部廣明1,2)
，草野 薫2,3)

，松原秀樹1,2)
，廣瀬由紀人1,2)

，有末 眞3)
，越智守生1,2)

1)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，

2)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，

3)北海道医療大学生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野

P-11．訪問歯科診療におけるインプラント上部構造の修理

○外山康臣1,2)
，外山敦史1,2)

，森田一三2)
，加藤一夫2)

，山内六男3)

1)外山歯科医院（愛知県豊明市），2)愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，

3)朝日大学歯学部口腔機能修復学

講座歯科補綴学分野

P-12．ノンメタルクラスプデンチャーの臨床応用時の問題点

○山内六男，安藤雅康1)
，梶本忠保1)

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野，

1)一般社団法人中部インプラントアカデミー

14：40〜15：20 口頭発表⑤ 〔座長 福西啓八〕

O-15．（14：40-14：50）知的障がい者や自閉症患者に対するミダゾラム経口投与について

○川合宏仁，山崎信也，佐々木重夫，釜田 朗，清野晃孝，島村和宏，瀬川 洋，齋藤高弘

奥羽大学歯学部附属病院

O-16．（14：50-15：00）歯科診療所における環境汚染度に関する研究―間接接触感染のリスク調査について―

○兼田陽介，本多真由美，五十嵐博恵，平田創一郎1)
，藤井一維2)

，越智守生3)
，國島広之4)

Uクリニック五十嵐歯科（仙台市），1)東京歯科大学社会歯科学研究室，

2)日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全

身管理科，

3)北海道医療大学歯学部インプラント補綴学分野，

4)東北大学大学院感染症診療地域医療連携講座
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O-17．（15：00-15：10）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

○三浦啓伸，入野田昌史1)
，高橋健一，澤野和則，矢尾板由紀子，清野浩昭，佐藤英明，長田純一

社団法人仙台歯科医師会，

1)日本歯科医療管理学会東北支部

O-18．（15：10-15：20）歯科救急ビデオ作製過程で明らかとなった歯科ユニットチェアの課題

○式守道夫1,2)
，良盛典夫1)

，福田幸泰1)
，小林正典1)

，阿部馨三1)
，勝 峰雄1)

，小川真奈1)
，市橋宗篤1)

，

横山雅也1)
，川合良介1)

，桐山光生1)
，竹田明夫1)

，西村 朗1)
，藤井敬太郎1)

，各務勲次1)
，髙木幹正1)

1)岐阜県歯科医師会，

2)朝日大学歯学部

15：20〜16：00 口頭発表⑥ 〔座長 越智守生〕

O-19．（15：20-15：30）歯科医療過誤の一症例

―下顎インプラントにより下口唇知覚麻痺を来し，1,941 万円の損賠提訴―

○福西啓八，日浦成彦，小林正三1)
，西山和範2)

，藤田亜津美3)
，田中 学4)

，秋田恭宏5)

福西歯科口腔外科（大阪市），1)小林歯科（大阪市），2)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），5)秋田歯科（大阪市）

O-20．（15：30-15：40）他医院からの紹介によるインプラント問題症例に対する処置

○梶本忠保

アピカ歯科医院（岐阜県本巣郡)

O-21．（15：40-15：50）他院からの紹介によるインプラント症例

○安藤雅康，梶本忠保，山内六男1)

一般社団法人中部インプラントアカデミー，

1)朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野

O-22．（15：50-16：00）徳島県歯科医師会「歯科治療電話相談」のテキストマイニングによる分析

○石田和之，杉山 忍1)
，柴田 享1)

徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部公共政策科学分野財政学研究室，

1)徳島県歯科

医師会

16：00〜16：40 口頭発表⑦ 〔座長 川上智史〕

O-23．（16：00-16：10）東日本大震災被災者の歯科受療状況と口腔内状況との関連

○岸 光男，相澤文恵，阿部晶子，南 健太郎，杉浦 剛，三浦廣行1)

岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野，

1)岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座歯科矯正学

分野

O-24．（16：10-16：20）地震災害被災時対応に関する短期大学生の意識

○藤原愛子，中村和美

静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科

O-25．（16：20-16：30）災害（津波）ハザードマップにおける，歯科診療所の役割の分析

○久保田あゆみ，杉田武士

久保田歯科医院（神奈川県平塚市)

O-26．（16：30-16：40）ブラックボードの意識調査

○篠崎真貴，市川奈乃，山口紗世，佐藤やす美，杉田武士，久保田あゆみ

久保田歯科医院（神奈川県平塚市）

16：40〜17：40 教育講演 〔座長 小澤亨司〕

「歯科医療における医療紛争の対策―裁判が歯科医師に求めているあるべき医療水準とは―」

永松榮司 先生（永松・横山法律事務所所長，弁護士）
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17：40〜18：20 イブニングセミナー 〔座長 外山康臣〕

「知覚過敏抑制剤『ナノシール』に関する学会発表報告抜粋」

常川勝由 先生（日本歯科薬品株式会社研究本部）

「お薬手帳リーダーと診療支援システム」

藤井一維 先生（日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科教授）

18：30〜 懇親会（6号館 1F）

6月 30日（日)

9：00〜10：30 シンポジウム 1 歯科医療管理学教育の現状と今後 〔座長 山内六男 先生〕

「経営管理について｣

永山正人 先生（日本歯科医療管理学会会長，永山ファミリー歯科院長）

「医療安全管理について｣

伊東隆利 先生（医療法人伊東会伊東歯科口腔病院理事長・院長）

「診療管理について｣

大橋たみえ 先生（朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保健学分野准教授）

10：30〜11：00 ポスター発表（3グループ同時開始)

第 1グループ 〔座長 笠井史朗〕

P-13．高齢者の 20 歯以上保有者率の変化―性差について―

○磯谷美重，窪田明久，小林武士，竹内ヒロ子，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-14．多床室型および個室型特別養護老人ホーム入所者の口腔内補綴状況の比較

○外山敦史，外山康臣，加藤一夫1)
，森田一三1)

外山歯科医院（愛知県豊明市），1)愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座

P-15．混合歯列期児童を対象にした咀嚼機能の評価

○加藤一夫

愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座

P-16．咬合分析装置「BiteEye BE-Ⅰ」の有効性

○山内六男，福原隆久

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野

第 2グループ 〔座長 片山繁樹〕

P-17．訪問看護ステーションと歯科医療機関との連携―1．連携による口腔状況の把握の差異について―

○押川麻衣子，上原 任，野々峠美枝，三澤健一郎1)
，尾﨑哲則

日本大学歯学部医療人間科学分野，

1)丸ビル歯科（東京都）

P-18．人間ドックでの歯科健診受診者の推移（2001〜2011 年度）

○岩田幸子，大橋たみえ，石津恵津子，廣瀬晃子，磯﨑篤則

朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保健学分野

P-19．中学生のたばこに関する知識・意識と生活習慣との関連

○窪田明久1,2)
，磯谷美重2)

，佐藤義太郎2)
，日野優理2)

，山本一臣2)
，坂本 亮2)

，中川正晴2)
，関根 透2)

，

北村中也2)
，清水秋雄2)

1)窪田歯科医院（静岡県富士宮市），2)特定非営利活動法人口腔保健医療研究所
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P-20．歯科臨床に生かす歯科医のための内科学

○江田 正，小川邦彦1)
，高田晴彦2)

，宮川 修3)
，矢吹秀哉4)

江田歯科医院（横浜市），1)JOY矯正歯科クリニック（横浜市），2)高田歯科医院（横浜市），3)宮川デンタル

クリニック（横浜市），4)矢吹歯科医院（横浜市）

第 3グループ 〔座長 玉川裕夫〕

P-21．新潟大学医歯学総合病院における歯科予約・患者誘導システムの構築

○新美奏恵，鈴木一郎

新潟大学医歯学総合病院地域保健医療推進部

P-22．歯科衛生士の雇用・求人の有無による歯科医師の特性の相違

○佐々木好幸，井上真衣1)
，遠藤圭子2)

，藤原愛子3)

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座う�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-23．歯科診療室における医療従事者のストレスマネジメントについて

―特性・活力測定を活用したメンタルヘルスのセルフ・ラインによるケア―

○升谷滋行，瀧川智義，宮崎真至

日本大学歯学部保存学教室修復学講座

P-24．大学附属病院所属歯科医師の腰痛に関する意識調査

○福井達真，塚原隆司1)
，藤原 周

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野，

1)朝日大学歯学部総合医科学講座外科学分野

11：10〜12：10 特別講演 〔座長 磯﨑篤則〕

「私立歯科大学の現状と未来｣

大友克之 先生（朝日大学学長)

12：20〜13：10 東海支部総会（5号館 2F 第 1会議室)

12：20〜13：10 ランチョンセミナー（B会場）

13：20〜14：50 シンポジウム 2 継承される歯科医院のノウハウは 〔座長 髙津茂樹〕

「当医院における継承と現在の現状｣

織田展輔 先生（織田歯科医院)

「友誠会有馬歯科医院の四代にわたる事業承継について」

有馬誠亮 先生（医療法人社団友誠会理事長）

「医院継承における営業権とは」

角田祥子 先生（株式会社ネクサスパートナーズ代表取締役社長）

15：00〜16：00 認定医教育講座 〔座長 笠井史朗〕

「安全・安心・信頼の歯科医療」

白圡清司 先生（日本歯科医療管理学会副会長)

16：00〜16：10 閉会式

山内六男 先生（第 54 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会準備委員長）

越智守生 先生（第 55 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会大会長）
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