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白圡清司 先生

(1953〜2019)

白圡清司（しらつち せいじ）先生ご略歴
昭和 53年 3月 福岡県立九州歯科大学卒業

昭和 53年 7月 歯科医籍登録（第 75273 号)

昭和 57年 3月 福岡県立九州歯科大学大学院修了 学位記受領

（歯学博士甲 142 号)

昭和 59年 4月 白圡歯科医院（大分県臼杵市）開設

平成 21年 4月 公立学校法人九州歯科大学非常勤講師

平成 22年 4月 国立学校法人九州大学非常勤講師

＜役員歴＞

平成 6年 4月 大分県歯科医師会理事

平成 6年 4月 大分県歯科医師会歯科医師青色申告会専務理事

平成 12年 4月 日本歯科医師会歯科医師青色申告会全国連合会

理事

平成 15年 4月 大分県歯科医師会常務理事

平成 15年 4月 日本歯科医師会歯科医師青色申告会全国連合会

常任理事

平成 18年 4月 日本歯科医師会税務委員会副委員長

平成 27年 6月 臼津歯科医師会会長

平成 29年 9月 大分県警察嘱託歯科医会副会長

平成 27年 7月 うすき石仏ねっと運営協議会理事

＜表彰歴＞

平成 17年 1月 大分県歯科医師会長表彰

平成 19年 1月 九州地区連合歯科医師会表彰

平成 23年 11 月 大分県知事表彰

平成 28 年 12 月 厚生労働大臣表彰

平成 30 年 11 月 藍綬褒章受章

＜日本歯科医療管理学会歴＞

【会 員 歴】平成 6年 4月 15 日〜

【役 員 歴】平成 14年 4月〜 理事

平成 18年 4月〜 常任理事

平成 24年 4月〜 副会長

平成 28年 4月〜 会長

平成 30年 5月〜 理事長

追 悼
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白圡清司先生を偲ぶ

一般社団法人日本歯科医療管理学会副理事長 片 山 繁 樹

白圡先生！こんなに早くお別れすることになろうとは，思いもよりませんでした．残念でなりません．「青天の霹靂」

とはこういうことを指すのでしょうか！？ 平成 31年 2月 3日，一般社団法人日本歯科医療管理学会理事長 白圡清

司先生の訃報に接し，そのように感じました．また，「とても信じられない，信じたくない」という気持ちでした．

二人のお子様がご結婚され，昨年の秋には藍綬褒章を受章し，地域の歯科医師会では会長職，本学会で理事長職，

日本歯科医学会でも理事職を完璧にこなされていました．「世の中にこんなに幸せな人はほかにはいないのではない

か，これほど充実した生活を送っている歯科医師はほかにはいないだろう」と私は思っていました．「人からの頼みご

とは断らず，真摯に対応する」根っからの九州男児！もしかすると，頑張りすぎだったのかもしれませんね．

ちょうど 1年くらい前になりますが，「臼杵でフグを食べよう」という会を催していただいて，日本歯科医療管理学

会の役員たちと一緒に，家内とともにお邪魔しました．美味しいお酒とフグ，臼杵大仏を見物し，のびのびとした大

分を満喫しました．まるで昨日のことのように記憶に残っています．その節はお世話になり，有難うございました．

最後にバッタリお会いしたのは 1 月 23 日の夜，ニューオータニの玄関でした．私は歯科医師国民年金基金の会議の

後席が終わり帰ろうとしていたところで，先生は日本歯科医学会の会議の後でした．出たばかりのバーにもう一度戻

り，ご馳走になった竹鶴 21，本当に美味しかったです．今度上京されたら，私がご馳走しますと約束したのですが，

果たせぬ約束になってしまいました．

髙津先生に先生と最初に出会ったときのことを伺ったことがありました．お二人は奥羽大学（郡山）での学会の懇

親会で初めて出会ったそうですね．本学会では，平成 6年に評議員になられ，14年理事，18年常任理事，24年副会長，

そして，28年には会長（法人化後は理事長）に就任され，活躍されました．

地元の大分県歯科医師会，日本歯科医師会においても税務委員会などでご活躍されました．医療安全や行政による

医療監視について深い造詣をもたれ，早くからその重要性を認識されていました．また，本学会でもご教示いただき

ましたが，地元「うすき石仏ねっと」では，歯科が全面的に参加し，住民のプライバシーを保護しながら，医療・介

護情報を参加機関（医科・歯科・薬科・介護機関など）で共有し，地域包括ケアの推進を行っています．その立ち上

げから，歯科が参加することに尽力されました．さらには，日本歯科医学会では歯科用語集の編纂にかなりの努力と

時間を注がれておられ，やっと完成したところでした．このように多くの現場で素晴らしい業績を先生は残されまし

た．

先生の笑顔の周りには，多くの素晴らしい仲間が集まります．仁徳というのでしょうか．そのご縁で多くの先生方

が今も本学会で活躍されています．

私ごとになりますが，先日，地域歯科医師会の会長に推薦されました．「先生をお手本にしてこれから頑張っていこ

う，先生のようになりたい」と決意しました．天国から見守っていてください．

結びになりますが，先生が精魂を込めて取り組まれていたこの「日本歯科医療管理学会」は，「医療安全と地域連携」

を二本柱として，尾﨑先生を筆頭に，残された私たちで益々躍進させていくことを誓います．

どうぞ安らかにお眠りください．

合掌
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北海道出張の思い出（白圡清司先生を追悼して)

九州歯科医療管理学会会長 木 村 哲 也

学会誌編集委員会から追悼文のご依頼を受けたとき，白圡先生を偲ぶには「うまいもの」「うまい酒」「それらのお

店」「気分のいい場所」を知り尽くした「生き字引」としての面が最もよく表れているグルメ旅行記をご紹介するのが

一番だろうと考えました．そして，今までご一緒したなかで，一番印象に残っているのが平成 20年の北海道出張なの

で，その道中記をもってそれに代えさせていただくことにしました．

10月 18日（土）の警察歯科医会全国大会への出席のため，前日から二泊三日で出張しました．北海道に行くんだか

ら，研修時以外はおいしいものを食べまくろうと計画しました．会場は札幌なので，前日にまず函館に 1泊して寿司

の名店に行き，寿司屋なら毎日でもいいという二人なので，次の日の札幌でもまた寿司の名店に行こうということに

なりました．ですから大会後の懇親会は欠席で連絡しました．17日金曜日の朝 6時，臼杵を出発するときに「あと 30

分後に到着」と連絡があり，いつものように大分市の私の自宅まで車で迎えに来てくださいました．7時頃に大分空港

着，8時発の羽田行き，11 時の羽田発函館行きと乗り継いで 12時半に函館に着きました．

「函館市内まではまだ時間がかかるので，お昼はここでラーメンにしよう」ということになり，「元祖函館ラーメン

おんじき」で塩ラーメンをいただきました．「空港にしてはずいぶんおいしい処ですね」と言うと「ここは名店の支店

だからおいしいんだよ」とのお返事．

ホテルに荷物を預けて市内に出かけました．レトロ感抜群の路面電車に乗り，すきやきの名店「あさり本店」を目

指します．計画では昼にすきやきを食べることになっていたのですが，空港でラーメンを食したこともあり，夜のこ

とを考えて「やっぱり止めておこう」となりました．代わりに隣接する店舗で評判の「牛肉コロッケ」をいただきま

した．この「あさり本店」の建築は歴史を感じさせる見事な木造建物です．腹ごなしを兼ねて，同じような建物がた

くさんある函館の街を散策しました．特筆すべきは TVでもよくみかける「八幡坂」です．これには目を奪われまし

た．坂の上から函館港までまっすぐ伸びる 270 メートルの一本坂，その勾配も左右に配置された並木も周囲の建物も

すべてにバランスがいいんです．日本の坂で一番人気なのもうなずけます．

いったんチェックインのためにホテルに戻り，夕方以降の予定を立てました．まず五稜郭で 1時間ほど時間をつぶ

したら，函館山に登って夜景を堪能し，待ってもらっているタクシーで最終目的地の寿司の名店「鮨処 木はら」を

目指すというものです．

予約時間の 8時ぴったりに店に到着しました．予定通りに動いているということで，何やら期待感もより大きくな

ります．当たり前のようにカウンターに陣取って右手を見ると，大きな窓が配置されてあり，はるかかなたに小さな

灯が見えます．そうです，この店は海岸沿いにあり，対岸がマグロで有名な青森県の大間なんです．函館と大間は 25

キロしか離れていないそうで，その漁港の灯が見えるんです．私たちはすごく得した気分になり，いやがうえにも気

分は盛り上がります．ちなみに函館側で獲れたマグロも大間産として扱われるそうです．まず生ビールと，お刺身の

盛り合わせをお願いしました．おいしいお刺身を食べていると，次々と店おすすめの珍味が出てきます．大ぶりの生

岩ガキ，自家製イカの塩辛，アワビ，毛ガニのカニ身とカニみそを甲羅に入れて炙ったものなど，そのおいしさに感

動です．全国の銘酒を諳んじている先生はメニューを見ながら「あれもある，これもある」と喜んで，それぞれのつ

まみに合わせた大吟醸を選び，順次 1〜2 合ずつ注文していました．最後に握りずしを 5貫ずつくらいいただいて終了

です．おなかいっぱいです．宿泊先の函館国際ホテルに 10時半頃戻ったら，いつものように飲み直しを提案され，最

上階の函館港が一望できる雰囲気のいいバーで飲み直しました．北海道だからニッカでいかなきゃということで，シ

ングルモルト余市 10 年や竹鶴ピュアモルト 17 年などを大きな丸い氷の浮いたオンザロックでいただきました．

次の日は札幌へ移動です．13 時から大会が始まるため，JR特急スーパー北斗で 7時 40分ごろ函館を出発しました．

3時間 50分もかかります．今回の研修旅行は「おいしいものしか食べない」と決めていることもあり，先生はあらか

じめ有名駅弁の「かにめし」を予約しておいてくれました．自分の席まで届けてくれると聞いてびっくりです．長万部
おしゃまんべ

には 9時過ぎに到着しましたが，1 分の停車時間の間に「かにめし本舗 かなや」のスタッフが私たちの席に届けてく

れました．現在この絶品弁当は，新幹線以外の車内販売の中止を決めた JRの方針により，長万部に下車しないと買え

なくなってしまいました．
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宿泊先の札幌グランドホテルに荷物を預けて，大会会場の京王プラザホテル札幌に行きました．

さて，本日の目的地である札幌の寿司の名店「すし善」本店到着は 6時半です．これも予約時間どおりです．先生

は地元の先生と一緒に 2 度ほど経験済みのため，常連と同じような予約ができました．通されたのは 5〜6 人掛けのカ

ウンターがある離れでした．私たち 2 人のための部屋で，専任のスタッフが配置され，つまみ，握り，お酒を用意し

てくれます．今日は地元に敬意を表してサッポロビールで始めました．瓶ですが，北海道ではよりおいしく感じられ

ます．おすすめのおつまみが次々に出てきます．フグの煮凝り，軽く炙ったカラスミ（大根添え），水タコ，焼きタラ

バガニ，エゾバフンウニ，赤貝，イクラ，マグロの赤身，中トロ，大トロ，ホッキ貝，昆布締めしたヒラメ，ボタン

エビなどです．普段食べているのとは大違いで，別物みたいです．特にボタンエビの青緑色した卵をたくさん集めて，

それを軍艦巻きにしたものをいただいたときは「ここでしか食べられないでしょうね」とそのプリプリ感，おいしさ，

稀少さに感動しました．この日の日本酒は青森の田酒に始まり，いろんな銘酒をいただきました．3時間もいました．

堪能です．一生の思い出ができたとこれ以上ないニコニコ顔で店を後にしました．

次の日の朝「さすが，札幌グランドホテルは朝飯がうまいね」という先生の意見に賛同しつつ，そこには，昼は何

を食べる予定になっているのか，北海道土産はどこで何を買うのがいいのか教えていただこうと，期待を募らせる私

がいました．

お亡くなりになったという実感がわいてきません．いまでも何か長期の旅行に出かけられているような気がしてい

ます．

白圡先生，これまでいろいろな場面でさまざまなご指導をいただき，たいへん感謝しております．ありがとうござ

いました．
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一般社団法人日本歯科医療管理学会理事

佐 藤 勉

近未来の医療管理を考える

巻 頭 言

元号が「令和」に改元され，心新たにされた方も少なくないと思われます．しかし，いつの時代に

あっても人々の一番の望みは，日々を健康に過ごすことでしょう．

「人生百年」時代が到来したといわれています．確かに，わが国の平均寿命は男女ともに 90歳に近

づいており，100 歳以上の高齢者も約 7 万人に達しています．しかしその一方で，入院生活を送ってい

る方や介護を必要とする方も少なくありません．健康寿命は男女ともに 70 歳を少し超えた程度であ

ることが示されています．いうまでもなく，医療の目的はすべての人々が健康で幸福な生涯を送るこ

とができるようにサポートすることです．そして医療管理は安全・安心な医療を国民に提供するため

にあります．本会も，医療安全と地域連携を活動の 2本柱としており，広く国民の健康の保持・増進

に寄与することを目的としています．

平成から令和に変わる節目を迎えた今，これからの医療管理について考えてみました．

疾病・健康障害は人類が地球上に誕生したときから存在していると考えられています．そして，そ

れは時代とともに変化してきました．いつの時代も健康に大きな影響を与えてきたのは，食生活であ

り，労働でした．例えば，う歯は狩猟採集から農耕生活に変わった以降に生じたとする証拠が見いだ

されています．また，職業にかかわる健康障害は古くから知られていますが，産業革命以降は多種多

様の職業性疾患が報告されるようになりました．ちなみにいつの時代も，労働者が抱える一番の健康

上の悩みは腰痛です．食生活については，これからも変化し続けることが容易に想像できますし，仕

事の内容や環境も大きく変わっていくことでしょう．食生活や労働の変化に対応・適応できない人間

の身体は，新たな疾病・健康障害に脅かされることが予想されます．

さて，これからの医療を考えていくうえで，新しいテクノロジーの活用は必須と思われます．その

一つに人工知能（AI）があります．すでに AIが導入された分野もありますが，医療では，画像診断や

検査データの評価といった疾病の診断補助，効果的な治療薬の選択や創薬などへの活用が試みられて

います．AIの導入など，医療を取り巻く環境の変化を考えると，これからの医療管理のあり方・内容

も当然のごとく変わっていくものと思われます．医療の場では AI の信頼性がきわめて重要になって

きますが，AIが医療業務の補助機能を発揮するのであれば，より安全・安心な医療の提供が可能にな

るでしょう．

人間を取り巻く環境が変わり，その結果，疾病・健康障害にも変化が生じることが推測されます．

これからも医療は確実に進歩を続け，人々の健康をサポートしていくはずです．そしていかなる時代

においても，医療管理は重要な役割を担っていくものと確信しています．
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大会長挨拶

第 60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 60回日本歯科医療管理学会総会・学術大会

大会長 尾 﨑 哲 則

7月 13日から 15 日まで，日本大学歯学部本館創設 100周年記念講堂を中心に，第 60回日本歯科医療管理学会

総会・学術大会を開催することとなりました．

従来からの歯科医療は，日本全体の人口や疾病構造の変化に伴い，大きく変わろうとしています．今後，歯科

医療管理学としての大きな課題は，安全安心信頼の医療と地域との連携であると考えます．昨年の診療報酬改定

では，初診と再診の報酬が「感染対策の届出」の有無で区分けされることになりました．感染対策は安全安心の

大きな関心事として国・国民に受け止められています．また，さらに地域包括ケアシステムに代表される地域で

の歯科医療のあり方も，歯科医院完結型から地域完結型へ変容し，地域での多職種との連携も求められています．

このような社会からの要請を踏まえ，�新しい時代の歯科医療管理―「いま改めて」安心安全信頼の地域と繋がる

歯科医療�を本大会のテーマといたしました．

シンポジウムは，本学会の医療保険検討委員会と地域連携委員会が中心となって企画されました．一つは，「歯

科医院の運営と歯科診療報酬」のあり方を考えていくもので，もう一つは，「現在の地域での歯科医療での多職種

との連携」のあり方を各地の事例から考えるものです．これらはほかの学会では企画される機会が少ない，ある

意味で斬新なテーマです．また，特別講演では，安全安心な医療を国民へ提供するにあたり，必要な事項を確認

していくために，歯科診療所での感染対策，再生歯科医療を推進するにあたっての事項などを取り上げました．

これらに加え一般口演 15 題，ポスター演題 14題とバリエーションが豊富な大会となっています．

今年度の大会は，日本歯科医療管理学会の 60回目の節目での開催であることから，周年行事として，本学会の

歴史を振り返る企画も用意いたしました．また，一般社団法人日本歯科医療管理学会が法人化してから，すべて

の行事が行われる最初の大会でもあります．そのため，準備作業に若干手間取ることもありましたが，従前と変

わらぬ学術大会が実施できるものと確信しております．さらに，会場は都心にある大学施設のみで行いますので，

勝手が違う部分も多いかと思いますが，よろしくご協力をお願いいたします．

最後になりますが，大会会場へのアクセスは，JR御茶ノ水駅下車 3分で，きわめて良好です．また近隣には名

店老舗を含む飲食店も多くありますし，古本屋はもとより，スポーツ用品店，楽器屋が多く軒を並べています．

どうか，歴史的名所旧跡も多い神田・御茶ノ水の雰囲気を味わっていただけますよう，多くの方の学会参加を心

から歓迎しております．

3
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東京第 2 回 昭和 36 年 6 月 18 日

小松旅館熱海第 1 回 昭和 35 年 10 月 15 日

大会長会 場開催地開催年月日

日本歯科医療管理学会総会・学術大会開催記録

第 5 回 昭和 39 年 6 月 13 日

広島第 4 回 昭和 38 年 5 月 25 日

東京歯科大学

第 6 回 昭和 40 年 5 月 21 日

福岡

第 7 回 昭和 41 年 5 月 21 日

都道府県会館東京

第 8 回 昭和 42 年 5 月 20 日

愛知県産業貿易館名古屋

第 9 回 昭和 43 年 6 月 12 日

ニューグランドホテル大分

第 48回 平成 19 年 7 月 14，15 日

川上 智史札幌プリンスホテル国際館パミール札幌第 47回 平成 18 年 7 月 1 ， 2 日

尾﨑 哲則品川区立総合区民会館きゅりあん東京第 46回 平成 17 年 6 月 25，26 日

第 10回 昭和 44 年 6 月 15 日

東京歯科大学東京

第 45回 平成 16 年 6 月 26，27 日

中垣 晴男愛知学院大学名古屋第 44回 平成 15 年 6 月 21，22 日

岩崎 庄市福岡県歯科医師会館福岡第 43回 平成 14 年 7 月 13，14 日

第 11回 昭和 45 年 4 月 12 日

歯科医師会館大阪

道津 剛佑長崎ブリックホール長崎

第 42回 平成 13 年 7 月 14，15 日

石橋 寛二ホテルメトロポリタン盛岡盛岡第 41回 平成 12 年 7 月 14，15 日

江間誠一郎主婦会館プラザエフ東京第 40回 平成 11 年 7 月 10，11 日

第 12回 昭和 46 年 5 月 16 日

歯科医師会館東京

末髙 武彦朱鷺メッセ新潟

第 39回 平成 10 年 7 月 4 ， 5 日

北村 中也鶴見大学横浜第 38回 平成 9 年 6 月 28，29 日

門脇 稔神奈川歯科大学神奈川第 37回 平成 8 年 6 月 22，23 日

第 13回 昭和 47 年 5 月 28 日

歯科医師会館東京

神原 正樹大阪歯科大学大阪

第 36回 平成 7 年 6 月 17，18 日

能美 光房奥羽大学福島第 35回 平成 6 年 6 月 18，19 日

農林会館大阪第 3 回 昭和 37 年 5 月 19 日

第 14回 昭和 48 年 5 月 26 日

東京医科歯科大学東京

松田 浩一北海道歯科医師会館札幌

名古屋第 17回 昭和 51 年 6 月 26 日

新国 俊彦日本大学歯学部東京第 16回 昭和 50 年 6 月 21 日

関根 永滋東京歯科大学東京第 15回 昭和 49 年 10 月 5 日

愛知県歯科医師会館名古屋

長谷川二郎愛知学院大学名古屋

神奈川第 21回 昭和 55 年 5 月 24 日

中原 泉日本歯科大学新潟歯学部新潟第 20回 昭和 54 年 6 月 10 日

梅本 芳夫岐阜歯科大学岐阜第 19回 昭和 53 年 6 月 24 日

白数美輝雄大阪歯科大学大阪第 18回 昭和 52 年 5 月 14 日

岡本 清纓愛知学院大学

長野第 25回 昭和 59 年 6 月 9 ，10 日

松本 洋一福岡歯科大学福岡第 24回 昭和 58 年 6 月 11，12 日

尾崎 公日本大学松戸歯学部千葉第 23回 昭和 57 年 5 月 22 日

渡邉富士雄東北歯科大学福島第 22回 昭和 56 年 5 月 23 日

久保 太郎神奈川歯科大学

千葉第 29回 昭和 63 年 6 月 18，19 日

�原悠紀田郎愛知学院大学名古屋第 28回 昭和 62 年 6 月 20，21 日

石川富士郎岩手医科大学歯学部盛岡第 27回 昭和 61 年 6 月 20，21 日

石川 堯雄鶴見大学横浜第 26回 昭和 60 年 6 月 15，16 日

加藤 倉三松本歯科大学

福岡第 33回 平成 4 年 6 月 20，21 日

中原 爽日本歯科大学東京第 32回 平成 3 年 6 月 22，23 日

宮田 侑明海大学千葉第 31回 平成 2 年 6 月 2 ， 3 日

森本 基日本大学会館東京第 30回 平成元年 6 月 17，18 日

能美 光房東京歯科大学

松尾 學宮城県歯科医師会館仙台第 34回 平成 5 年 6 月 19，20 日

嶋村 昭辰九州歯科大学
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日本歯科大学新潟生命歯学部新潟第 59回 平成 30 年 7 月 21，22 日

西原 達次北九州国際会議場福岡第 58回 平成 29 年 7 月 15，16 日

俣木 志朗TKPガーデンシティ御茶ノ水東京第 57回 平成 28 年 7 月 16，17 日

酒井 昭則岡山国際交流センター岡山第 56回 平成 27 年 5 月 30，31 日

藤井 一維

越智 守生ニューオータニイン札幌札幌第 55回 平成 26 年 7 月 19，20 日

第 54回 平成 25 年 6 月 29，30 日

比嘉 良喬沖縄県男女共同参画センター那覇第 53回 平成 24 年 7 月 7 ， 8 日

平田 幸夫神奈川県歯科医師会館横浜第 52回 平成 23 年 7 月 9 ，10 日

第 51回 平成 22 年 7 月 10，11 日

尾﨑 哲則歯科医師会館東京第 50回 平成 21 年 7 月 11，12 日

末瀬 一彦シティプラザ大阪大阪第 49回 平成 20 年 7 月 12，13 日

磯﨑 篤則朝日大学岐阜

米満 正美いわて県民情報交流センター盛岡
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2019 年度認定医研修会のご案内

一 般 社 団 法 人

日本歯科医療管理学会

認 定 医 制 度 委 員 会

2019年度認定医研修会を以下の要領で開催します．希望者は事前にお申し込みください．

本研修会は，日本歯科医療管理学会認定医制度施行規則第 5条 2），第 11条 2）および日本歯科医療管理学会認

定士制度施行規則第 5 条（2）の本学会が主催する認定医研修会に該当いたします．また，日本歯科医療管理学会

指導医制度施行規則第 6 条（1）の認定医研修会に該当し，指導医申請時および指導医更新時までに 2回以上の参

加が必要です．

記

日 時：2019 年 7 月 15 日（月・祝）12：00〜13：00

会 場：日本大学歯学部本館 7 階 創設百周年記念講堂

（〒 101-8310 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13)

参 加 費：会 員 3,000 円

非会員 5,000 円

参 加 人 員：100 名

講演テーマと講師：「歯科臨床における三叉，鼓索神経の障害 評価と対応について｣

日本大学歯学部口腔診断学講座教授

日本大学歯学部付属歯科病院口腔診断科・ペインクリニック科 今村佳樹 先生

お申し込み方法：

裏面申込書に参加申込の旨を記入し，学会事務局宛て FAXにてお送りください．受講証発行のため，FAXで

の事前申し込みをお願いいたします．参加費は，研修会当日に申し受けます．

受講証は，認定医，指導医および認定士申請，更新時に必要ですので各自で保管ください．

お申し込み上のご注意：

今回の認定医研修会は一般社団法人日本歯科医療管理学会会員のご参加を第一義に考えておりますが，非会員

でもお申し込みは可能です．

申し込み先：〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9 駒込 TSビル 4階（一財）口腔保健協会内

一般社団法人日本歯科医療管理学会事務局

FAX：03-3947-8341

申込締切日：2019年 7 月 5 日（金)

以上
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お知らせとお願い

�．概要と日程

会 期：2019 年 7 月 13 日（土)〜15 日（月・祝）

会 場：日本大学歯学部 本館

〒 101-8310 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13

東京ガーデンパレス（懇親会場)

〒 113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5

大会テーマ：「新しい時代の歯科医療管理―「いま改めて」安全安心信頼の地域と繋がる歯科医療―」

�．参加者の方へ

当日参加登録受付

参加登録は，7月 14 日（日)，15 日（月・祝）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，日本大学歯学部本館の総合受付（7 階ホワイエ）にて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．

6,000円

10,000円

10,000円

懇親会参加費区 分 学術大会参加費

学 会 員 8,000円

コ・デンタル

非学会員 10,000円

4,000円

事前参加登録の方へ

日本大学歯学部本館の総合受付（7階ホワイエ）にてプログラム集をお受け取りください．

懇親会

7月 14日（日）18：00 から，東京ガーデンパレスで開催いたします．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．東京ガーデンパレス会場での受付も可能

です．御茶ノ水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時に必要ですので，各自で保管してください．

企業展示

7月 14日（日）10：00〜16：00，7 月 15 日（月・祝）9：00〜14：30，企業展示会場（7階ホワイエ）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．

�．発表者の方へ

口頭発表

�) 発表会場は，口演会場（7階創設百周年記念講堂）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．

�) プロジェクター 1 台，スクリーンは 1 面使用となります．動画や音声出力，DVD は使用できません．

9
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�) 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．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，大会事務局が用意したものに限らせていただきます(特別講演，シンポジウムの講師の

先生は除きます)．持ち込み PCでの口演発表はお受けできません．

・お持ちいただけるデータは USB メモリのみです．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．

・OSとアプリケーションは以下のものをご用意いたします．

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 にて確認を

お願いいたします．

・ファイル名は「演題番号_演者氏名．pptx」としてください．

・念のためウイルスチェックをお願いいたします．

・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ください．

・発表に使用したデータは，学会終了後に大会事務局にて消去いたします．

※大会 HP「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.kokuhoken.jp／jsdpa60／presenter.html

ポスター発表

�) ポスター会場は 6 階会議室となっております．

�) 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．

�) ポスターは 7 月 14 日（日)・7 月 15 日（月・祝）の 2

日間通して掲示していただきます．取り換えはござい

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用意いたします．

�) ポスターの貼付，討論，撤収は下記の時間帯に行って

ください．

①ポスター貼付

7月 14日（日）10：00〜12：00（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ものを貼り付けていた

だきます．

②ポスター討論

7月 15 日（月・祝）13：40〜14：30

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．

※討論時間中は，発表者はリボンを着用し，ポスターの前から離れないでください．

10 日本歯科医療管理学会雑誌 第 54 巻第 1 号
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③ポスター撤収

7月 15日（月・祝）14：30〜15：00（撤去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刻の 5 分前までにポスター会場にお越しください．

�．大会事務局

〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9 駒込 TSビル 402

（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部内

第 60回日本歯科医療管理学会総会・学術大会運営事務局 担当：氏原

TEL 03-3947-8761 FAX 03-3947-8873

E-mail：jsdpa60@kokuhoken.jp

11
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交通案内

�．日本大学歯学部本館

〒 101-8310 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13

・JR中央・総武線，東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅下車徒歩 2〜5 分

・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅下車徒歩 2分

�．東京ガーデンパレス

〒 113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5

・JR中央・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩 5分

・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩 5分

・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩 5分

・東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩 8分

12 日本歯科医療管理学会雑誌 第 54 巻第 1 号
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第 60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＞

日本大学歯学部 本館

口演会場：創設百周年記念講堂（7階)

ポスター会場：会議室（6階)

総合受付・企業展示会場：ホワイエ（7階)

7月 14日（日)

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）

12：00〜16：00 ポスター展示

10：00〜16：00 企業展示（企業展示会場)

9：45〜10：21 口頭発表① ［座長：福田雅臣］（口演会場)

O-1．（9：45〜9：54）未補綴の欠損部位を有する成人の受療行動促進モデルに関する研究

○谷口健太郎，平田創一郎，田代宗嗣

東京歯科大学社会歯科学講座

O-2．（9：54〜10：03）医療安全のための歯科医療機器取り扱いに対する歯科医療機関側の対応に関する調査研究

○末瀬一彦
1,2)

1)
大阪歯科大学，

2)
日本医用歯科機器学会

O-3．（10：03〜10：12）歯科診療所におけるインフェクションコントロール―患者心理のアンケート調査―

○堀川晴久，宮内 舞，粂田有花

ほり川デンタルクリニック（東京都）

O-4．（10：12〜10：21）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のためのワークショッ

プ（WS）の概要と評価

○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

10：21〜10：57 口頭発表② ［座長：有川量崇］（口演会場)

O-5．（10：21〜10：30）就業歯科技工士数の将来推計―歯科技工士は 2026年には約 6千人の減少が見込まれる―

○大島克郎，安藤雄一
1)

日本歯科大学東京短期大学，

1)
国立保健医療科学院

O-6．（10：30〜10：39）レセプトデータを用いた糖尿病と歯周病の関連性の研究

○藤久保美紀
1,2)

1)
株式会社 DentaLight，2)

九州大学大学院医学研究院医療経営・管理学講座医療経営学分野

O-7．（10：39〜10：48）新たに健康保険に導入された口腔機能低下症の検査・管理の実施状況

―実施件数，必要時間および問題点―

○佐藤裕二

昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

O-8．（10：48〜10：57）歯科学生と歯科衛生学生が診療参加型臨床実習で協働する連携実習の効果

○則武加奈子，近藤圭子
1)
，戸田花奈子

2)
，鶴田 潤

3)

東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部，

1)
東京医科歯科大学大学院生涯口腔保健衛生学分野，

2)
東京医科歯科大学大学院口腔疾患予防学分野，

3)
東京医科歯科大学統合教育機構
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11：00〜12：10 シンポジウム 1 歯科医院運営に役立つこれからの歯科診療報酬制度のあり方を考える

―令和 2 年診療報酬改定に向けて考えておくこと―［座長：小塩 裕］（口演会場)

「歯科疾患の重症化予防と継続管理｣

髙橋義一 先生（日本歯科医療管理学会医療保険検討委員会委員長)

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所（「か強診」）の真髄―その後―｣

小野清一郎 先生（日本歯科医療管理学会医療保険検討委員会)

「今後の診療報酬改定と医科歯科連携等について｣

上條英之 先生（東京歯科大学歯科社会保障学)

12：10〜13：10 関東甲信越歯科医療管理学会総会（口演会場)

13：20〜14：35 シンポジウム 2 地域医療の今後のあり方―さまざまな事例から考える―

［座長：平田創一郎，武井典子］（口演会場)

「地域包括ケアの実現に向けて―地域住民が「かかりつけ歯科医」をもつための多職種での取り組み―｣

冨田明子 先生（臼杵市医師会立コスモス病院看護部療養支援室)

「今，これからの高齢者歯科医療を考える！―島根県の事例から―｣

澄川裕之 先生（（一社）島根県歯科医師会医療管理部委員会常任委員)

「高齢化率 45.8％のまちを守れ！―県内一のへき地で民営化した歯科診療所の挑戦―｣

丸岡三紗 先生（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所)

14：45〜15：45 特別講演 1 ［座長：尾﨑哲則］（口演会場)

「歯科診療で役立つ！ウイルス性肝炎の必須知識

―日本歯科医療管理学会会員の実態調査で見えてきた現状と課題―」

長尾由実子 先生（順天堂大学医学部公衆衛生学講座)

16：00〜17：30 60周年記念式典（口演会場)

18：00〜20：00 懇親会（東京ガーデンパレス)

7月 15日（月・祝)

9：00 受付開始（総合受付)

9：00〜14：30 ポスター展示（ポスター会場)

9：00〜14：30 企業展示（企業展示会場)

9：00〜9：20 会員年次報告（口演会場)

9：20〜9：47 口頭発表③ ［座長：鶴田 潤］（口演会場)

O-9．（9：20〜9：29）復興公営住宅入居者に対する口腔ケア推進事業の今後

○瀬川 洋，大橋明石，南 健太郎，齋藤高弘
1)

奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，

1)
奥羽大学

O-10．（9：29〜9：38）（一社）愛知県歯科医師会における新入会員の実態調査について

○藤井肇基，横井隆政，伊藤利樹，浅田一史，根来武史，内堀典保

愛知県歯科医師会

O-11．（9：38〜9：47）仙台歯科医師会会員の医療広告ガイドラインの認識について―第 1報―

○今野賢克，澤野和則，高橋健一，矢尾板由紀子，清野浩昭，佐藤仁彦，入野田昌史，三浦啓伸，駒形守俊，

小菅 玲

（一社）仙台歯科医師会
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9：47〜10：23 口頭発表④ ［座長：上條英之］（口演会場)

O-12．（9：47〜9：56）保険外併用療養の届出内容に係る地方厚生（支）局ホームページにおける掲載内容につ

いて

○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-13．（9：56〜10：05）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

―1．金属床による総義歯の提供：コバルト（上顎)―

○田辺 隆，岡村敏弘
1)
，川上智史

2)
，永易裕樹

2)
，�田眞治

3)

タナベ歯科医院（札幌市），1)
北海道医療大学予防医療科学センター，

2)
北海道医療大学歯学部，

3)
あしだ歯

科医院（札幌市）

O-14．（10：05〜10：14）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

―2．う�に罹患している患者の指導管理：フッ化物局所応用―

○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-15．（10：14〜10：23）賃金構造基本統計調査データを用いた歯科医療労働者の賃金動向分析の試み

○五十嵐 公

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医療経済学分野

10：35〜11：35 特別講演 2 ［座長：柴垣博一］（口演会場)

「歯科で行われている再生医療の現状とその問題点｣

飛田護邦 先生（順天堂大学革新的医療技術開発研究センター)

12：00〜13：00 認定医研修会 ［座長：笠井史朗］（口演会場)

「歯科臨床における三叉，鼓索神経の障害―評価と対応について―｣

今村佳樹 先生（日本大学歯学部口腔診断学講座，日本大学歯学部付属歯科病院口腔診断科・ペインク

リニック科)

13：40〜14：30 ポスター発表 ［2 グループで同時進行］（ポスター会場)

第 1グループ（13：40〜14：30）［座長：佐藤正俊，久保田順子]

P-1．高齢者 20 歯以上保有者率の動向

○磯谷美重，窪田明久，山本一臣，小林武士，竹内ヒロ子，柳澤明美，柏木 勝，堀内 登，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-2．中高年労働者における 5 本以上の喪失歯の有無と職業性ストレス高負荷の有無との関連

○山口摂崇，福泉隆喜
1)
，五十嵐博恵

2)
，越智守生

北海道医療大学歯学部，

1)
九州歯科大学歯学部，

2)
医療法人五葉萌芽会萌芽の森クリニック・歯科（仙台市）

P-3．愛知県の A地区歯科医師会における口腔機能低下症への対応状況

○東松信平，外山敦史，外山康臣，鳥居 恭

愛豊歯科医師会

P-4．歯科衛生士養成校での健康長寿論開講によるキャリアプランや高齢者へのイメージの変化について

○本橋佳子
1,2)

，�渕芳江
3)
，那須郁夫

3)

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分野，

3)
北原学院歯科衛生専門学校
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P-5．歯科衛生士就業状況の現状把握と関連要因の分析―歯科衛生士養成校同窓会員に対する調査―

○田野ルミ，三浦宏子
1)

国立保健医療科学院生涯健康研究部，

1)
国立保健医療科学院国際協力研究部

P-6．歯科衛生士の就業継続意思に影響する要因―外的・内的キャリアとの関連性―

○上浦 環，小笠原 正
1)

長野県公衆衛生専門学校，

1)
松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

P-7．歯科衛生士学生におけるフッ化物応用教育開始前の意識調査

○田口千恵子，山田 孝，中村 茂，岡田優一郎
1)
，竹内麗理

2)
，内山敏一

3)
，多田充裕

4)
，有川量崇

日本大学松戸歯学部衛生学講座，

1)
日本大学大学院松戸歯学研究科，

2)
日本大学松戸歯学部生化学・分子生

物学講座，

3)
日本大学松戸歯学部医療管理学講座，

4)
日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座

第 2グループ（13：40〜14：30）［座長：榎戸 崇，沢﨑和久]

P-8．愛知県における在宅医療介護連携 ICTによる歯科と多職種の連携状況

○外山敦史，内堀典保

愛知県歯科医師会

P-9．介護職員を対象とした摂食嚥下に関する講習会前後の知識及び意識の変化について

○磯部彩香
1)
，日髙勝美

2)
，秋房住郎

1,2)

1)
九州歯科大学高齢者支援学講座，

2)
九州歯科大学口腔保健学科

P-10．歯学科学生が臨床実習を経験することによる「良い歯科医師のイメージ」の変化

○瓜生和彦
1,2)

，鬼塚千絵
1)
，板家 朗

1,3)
，永松 浩

1)
，木尾哲朗

1)

1)
九州歯科大学口腔治療学講座総合診療学分野，

2)
ケイズ歯科・矯正歯科クリニック（福岡県北九州市），

3)
吉田しげる歯科（福岡市）

P-11．歯科学生と歯科衛生学生が診療参加型臨床実習で協働する連携実習に対する協力患者による評価（第 2報）

○鶴田 潤，則武加奈子
1)
，戸田花奈子

2)
，近藤圭子

3)

東京医科歯科大学統合教育機構，

1)
東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部，

2)
東京医科歯科大学

大学院口腔疾患予防学分野，

3)
東京医科歯科大学大学院生涯口腔保健衛生学分野

P-12．平成 28 年熊本地震後の歯科支援からの地域歯科保健医療体制の構築―3年間の継続支援の経験―

○中久木康一

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

P-13．「熊本地震」および「平成 30 年 7 月豪雨」の支援活動における歯科の状況と問題点

―被災地支援活動に参加した一歯科衛生士の視点から―

○後藤百合
1,2,3)

，外山敦史
1)
，外山康臣

1)

1)
外山歯科医院，

2)
熊本地震摂食サポート，

3)
全国訪問ボランティアナースの会キャンナス

P-14．―超高齢社会を見据えた歯科医師国民年金基金の将来―

○長崎康俊，片山繁樹

歯科医師国民年金基金

14：50〜15：45 関東甲信越歯科医療管理学会共同企画 ［座長：赤井淳二］（口演会場)

「腎臓病医療の最前線―東大病院での感染対策について―｣

本田謙次郎 先生（東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科)

16：00〜 閉会式（口演会場)
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講演抄録集
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特別講演 1 歯科診療で役立つ！ウイルス性肝炎の必須知識

―日本歯科医療管理学会会員の実態調査で見えてきた現状と課題―

長尾 由実子

順天堂大学医学部公衆衛生学講座

日本では，約 150 万人が C型肝炎ウイルス（HCV）に感染し，約 100万人が B型肝炎ウイルス（HBV）に感染

していると推定されています．国内の肝がん死亡者数は年間約 3万人で，肝炎ウイルス感染がその原因の 8割を

占めています．そのため，わが国における肝がんの制御には HCV の駆除，すなわち肝炎ウイルス対策が重要で

す．近年，治療効果の高い経口抗ウイルス薬が登場し，大半の患者は体内から HCVを排除できるようになりまし

た．

B 型肝炎については，核酸アナログ製剤の登場により安全にウイルスを制御できるようになりましたが，HCV

治療薬と異なりウイルスを体内から完全に排除することはできません．ですが，ワクチンには発症を阻止する効

果が期待されるため，WHO は B 型肝炎ワクチン（HB ワクチン）を全世界ですべての人が接種すること（ユニ

バーサルワクチネーション）を勧告しています．日本での HB ワクチンのユニバーサルワクチネーションは，

2016年 10月に 0 歳児を対象として開始されました．HBV感染の注意すべき問題はウイルスの再活性化です．感

染者あるいは既往感染者に抗がん剤や免疫抑制剤が投与された場合にウイルスが再増殖し，重症肝炎を発症する

ことがあります．

一方，肝炎ウイルスは肝臓以外の臓器にも種々の病変を引き起こします．とくに HCV 感染は多彩な肝外病変

を合併することが知られ，口腔領域の肝外病変には，扁平苔癬，シェーグレン症候群，口腔がんがあります．日

本における扁平苔癬と HCVとの関連は，演者が 1995 年に初めて報告し（Nagao et al., Eur J Clin Invest 1995），

現在までに疫学，発症要因，抗ウイルス治療との関連などを明らかにしました．HCVによる扁平苔癬の発症には

ウイルス・宿主・薬剤の因子が関連します．ゲノムワイド関連解析を通して有意な一塩基多型（SNPs）も見いだ

しました（Nagao et al., Clin Gastroenterol Hepatol 2017）．経口抗ウイルス薬によってウイルスが駆除されると，

扁平苔癬が治�することもわかってきました（Nagao et al., Clin Transl Gastroenterol 2016）．

2017 年，日本歯科医療管理学会会員を対象にオンラインによるウイルス性肝炎の知識と実態調査を行いまし

た．HB ワクチン接種率 71.2％，肝外病変（扁平苔癬など）の認識 39.8％，スタンダードプレコーションの認識

82.4％，患者ごとにディスポーザブル手袋を替える割合 73.2％，高速回転切削器具の滅菌率 69.3％，低速回転切

削器具の滅菌率 56.9％，エアータービン用ハンドピースの滅菌率 77.1％，エンジン用ハンドピースの滅菌率

69.9％，根管治療器具の滅菌率 63.4％などでした．おのおのの回答をスコアリングし統計解析を行った結果，開

業歯科医は大学病院勤務医に比べ有意に感染対策のリスクスコアと認識不足スコアが高いこと，男性歯科医は女

性歯科医に比べ有意にリスクスコアと認識不足スコアが高いことがわかりました（Nagao et al., Adv Res Gastro-

enterol Hepatol 2018）．

歯科医師としてウイルス性肝疾患をどう捉えればよいのでしょうか．肝炎ウイルスによる口腔病態と感染対策

の観点から論じたいと思います．

略 歴

1989年 3月 福岡歯科大学卒業

1991年 1月 久留米大学医学部口腔外科学講座助教

1997年 2月 医療法人社団高邦会高木病院歯科口腔外科医長

1999年 4月 久留米大学先端癌治療研究センター助教

2003年 4月 久留米大学学長直属講師

2005 年 4月 久留米大学医学部消化器疾患情報講座准教授

2015 年 4 月 佐賀大学医学部臓器相関情報講座教授（〜2019

年 3月)

2018 年 10 月 順天堂大学医学部公衆衛生学講座客員教授

医学博士，口腔外科専門医
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特別講演 2 歯科で行われている再生医療の現状とその問題点

飛田 護邦

順天堂大学革新的医療技術開発研究センター

平成 25年 5月に，再生医療を国民が迅速かつ安全に受けることを可能とするための基本理念を定めるため，「再

生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律（平成 25 年法律

第 13号）」が公布，施行され，国が法制上の措置などによる対応を講じることが明記された．この法律をもとに，

平成 26年 11月に「再生医療等の安全性の確保などに関する法律（平成 25年法律第 85号）」（以下「再生医療等

安全性確保法」という）が施行され，再生医療等を臨床研究や自由診療として行う場合は，再生医療等安全性確

保法を遵守することが求められるようになった．

一方で，国内において実施される臨床研究（再生医療等安全性確保法下で実施される臨床研究以外）について

は，これまで，人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成 26年文部科学省・厚生労働省告示第 3号）な

どに基づき，その適正な実施の確保が図られてきたが，平成 25年以降，臨床研究にかかわる不適正事案が相次い

で発覚したことを踏まえ，臨床研究の実施の手続きや，「臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制

度等を定める臨床研究法（平成 29 年法律第 16号）」が，平成 30年 4月に施行された．臨床研究法では，製薬企

業などから資金提供を受けて実施される臨床研究や未承認・適応外の医薬品などを用いた臨床研究にかかわる実

施の手続き，認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置および臨床研究に関する資

金などの提供に関する情報の公表の制度などが定められている．

また，平成 31 年 4 月より，臨床研究法の施行を受け，臨床研究法と再生医療等安全性確保法の運用の整合性を

図るため，「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令

（平成 30年厚生労働省令第 140 号）」（以下「改正省令」という）が施行された．

このように，国内における臨床研究を取り巻く環境が大きく変化しているなか，歯科領域で実施される臨床研

究においても，当然ではあるが，法令を遵守し適切に推進していく必要がある．また，歯科で治療（自由診療）

として行われる再生医療においても，安全性および科学的妥当性をどのように担保し，提供していくかについて，

今一度，考える時期にきているのかもしれない．

そこで今回，再生医療等安全性確保法と臨床研究法の相違点を提示しながら，再生医療等安全性確保法下で実

施されている歯科再生医療の現状と課題を考察する．

略 歴

1999年 日本大学（松戸歯学部) 卒業

1999 年 海上自衛隊幹部候補生学校／自衛隊横須賀病院歯科

診療部研修医

2000年 防衛医科大学校病院歯科口腔外科・麻酔科研修医

2008年 防衛省海上幕僚監部衛生企画室室員

2010年 自衛隊横須賀病院歯科診療部第 3 歯科長

2012年 順天堂大学医学部形成外科学講座助教

2014 年 厚生労働省医政局研究開発振興課再生医療等研究推

進室再生医療等対策専門官

2016 年 独立行政法人医薬品医療機器総合機構再生医療製品

等審査部審査専門員（臨床医学担当)

2017年 順天堂大学

革新的医療技術開発研究センター・准教授

医学部歯科口腔外科研究室・准教授

医学部形成外科学講座・准教授

2018 年 革新的医療技術開発研究センター

レギュラトリーサイエンス・研究倫理研究室・室長

医学部附属順天堂医院 臨床研究・治験センター

研究開発企画室・室長

臨床研究コンプライアンス・ガバナンス推進室・室長

医学部歯科口腔外科学研究室

医学部形成外科学講座

順天堂大学・准教授

現在にいたる
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シンポジウム 1 歯科医院運営に役立つこれからの歯科診療報酬制度のあり方を考える

―令和 2 年診療報酬改定に向けて考えておくこと―

小塩 裕

日本歯科医療管理学会医療保険検討委員会副委員長

歯科医療は従前のう�と歯周病を中心とした急性期医療からの脱却に遅れ，う�の減少に伴い歯科医療費は減

少し，平成 18年をボトムに前後約 10 年間は冬の時代でした．

その後，口腔の健康は多方面にわたり重要であることがエビデンスされ，それに基づく必要な項目が診療報酬

として反映され少しずつ改善されてきました．進展する少子高齢社会を踏まえ，小児には予防的歯科医療の充実

を図りながら，高齢者・障がい者の在宅医療の充実へも目が向けられてきました．また，従来からの歯科医療は，

重症化の予防と新技術の導入を図りながら改定につなげてきているところです．

さらに，平成 30 年度改定では日本歯科医学会から出されたいくつかの論文をもとに新項目が追加されたこと

はご存知のとおりです．特筆される点は口腔機能に対する評価が加わった点です．これらの特徴としては，○○

管理料としての包括化と加算による点数に加え，施設基準を設け，それらをコントロールできる仕組みを取り入

れているところです．今後もこの取り組みは続くと思われます．

一方，令和 2 年診療報酬改定に向け，中医協総会が 3月 27日に開催されました．主な検討事項として，①「患

者の疾病構造や受療行動等を意識しつつ，年代別に課題を整理」と，②「昨今の医療と関連性の高いテーマにつ

いて課題を整理」とし，その後具体的な診療報酬における評価に向けた検討を進めるとする案が提出されていま

す．

議論における主なテーマとして，

患者の疾病構造や受療行動などを意識しつつ，年代別に課題を整理：

ア．周産期・乳幼児期（妊娠から出産，新生児，乳幼児），イ．学童期・思春期（就学前，小学生，中学生，高

校生，大学生など），ウ．青年期・壮年期・中年期（20 代〜30 代，40 代〜60 代），エ．高齢期，オ．人生の最終

段階

昨今の医療と関連性の高いテーマについて課題を整理：

ア．患者・国民に身近な医療のあり方，イ．働き方改革と医療のあり方，ウ．今後の地域づくり・街づくりに

おける医療のあり方，エ．新たなエビデンスや ICT技術を踏まえた医療のあり方，オ．介護・障害者福祉サービ

スなどと医療との連携のあり方，カ．医薬品・医療機器などの適正な利用のあり方

となっています．

今回のシンポジウムでは，これらを踏まえ歯科診療報酬制度のあり方について考えてみたいと思います．

略 歴

1973年 3月 愛知学院大学歯学部歯学科卒業

1985年 4月 愛知県歯科医師会医療管理部員

2000年 4月 名古屋市北区歯科医師会会長

2006年 4月 日本歯科医師会税務委員会委員長

愛知学院大学歯学部非常勤講師

2011 年 4月 日本歯科医師会代議員

2012 年 4月 日本矯正歯科学会医療問題検討委員会委員

2013 年 7月 日本歯科医師連盟政策参与

2016 年 4月 日本歯科医療管理学会理事

2017 年 6月 社会保険支払基金愛知県支部副審査委員長
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シンポジウム 1 歯科疾患の重症化予防と継続管理

髙橋 義一

日本歯科医療管理学会医療保険検討委員会委員長

う�が氾濫した時代，すなわち早期発見・早期治療でアマルガム充塡が施されていた時代から 40年ほど経過し

たが，その間う�，歯周疾患，歯の欠損の疫学的状況は大きく変わり，それに伴い治療内容も大きな変革があっ

た．そしてさらに歯科医-患者の関係も，当初のお任せ医療から一人ひとりの声をきく診療体制がつくられた．

「かかりつけ歯科医」という言葉は今では国民生活のなかになじんできている．そして 2016 年度診療報酬改定

では「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」が新設され，「かかりつけ歯科医」に対して期待されている職務

ならびに機能の範囲がその施設基準から明確にされるようになった．

このような時代に，より新しいニーズに応える歯科保健・医療の推進に対して学会の役割は大きく，医療保険

制度の分野では，診療報酬が改定される前年に各学会から健康保険にすでに収載されている医療技術を評価し改

良を提案したり，新しい技術の導入を提案する仕組みが歯科医学会を中心に構築されるようになった．2018 年度

改定では約 90件の医療技術が提案され 34 件の保険収載が進められている．このことから学会活動が社会保険制

度に大きく反映させていることがわかる．

歯科医療管理学会は臨床家が多く，臨床現場での声を反映できるよう医療保険検討委員会では活動している．

本委員会での技術評価の中心は医学管理関連の技術であり，今までも歯科疾患管理料にかかわるいろいろな提案

を行ってきている．その一つに，重症化予防のための継続管理がある．健康保険制度は疾病保険であり，なんら

かの疾病や障害がある場合に適用され，予防は給付外となる．しかし，う�，歯周疾患，歯の喪失など歯科疾患

は，治療が終わった後の本人のセルフケアに任されている期間に次の疾病が発症し，病状が悪化し，自覚症状が

強くなった時点で受診する．そのときにはすでに重症化が進み，多数の歯の喪失を招き，個人の生活上は勿論，

歯科医学的にも医療経済的にもいろいろな面でマイナスが生じる．このようなことからう�，歯周疾患のハイリ

スク者，喪失傾向の強い者には，治療が終わっても継続的に重症化予防を目的に継続管理が受けられるようにな

ることが望ましい．この継続管理により，その後起こりうる入院，在宅などさまざまな場においても継続的な管

理が続き，ハイリスク者に対する生涯を通じての歯科保健管理へとつながることも期待できる．現在，重症化予

防としてエナメル質初期う�管理での Ce への対応や歯周疾患での継続管理として SPTなどが挙げられる．しか

しこれらについても疾病，病名がなくなることにより継続管理は終了する．人生 100年時代を迎え口腔保健医療

での 100歳プログラムを考えた場合，現在よりも喪失歯数を大きく抑制することは必須であり，そのためにも多

数歯喪失ハイリスク者を対象に重症化予防のための継続管理を導入することが望まれる．

略 歴

昭和 48年 東京歯科大学卒業

昭和 48年〜昭和 57 年 東京歯科大学口腔衛生学助手・講師

平成 4年〜平成 15 年 雪印乳業健保組合嘱託歯科医

平成 5年〜平成 8 年 東京都国民健康保険審査委員

平成 5年〜平成 30 年 東京歯科大学社会歯科学非常勤講師

（30 年より衛生学へ)

平成 8年 髙橋歯科医院開設

平成 15年〜雪印メグミルク嘱託歯科医

平成 15年〜平成 21年 東京都歯科医師会医療管理委員会

委員長

平成 15年〜平成 21年 日本歯科医師会医療管理委員会委員

23



+020-032_KR0107訂B.mcd  Page 6 19/06/07 10:04  v5.50

シンポジウム 1 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所（「か強診」）の真髄

―その後―

小野 清一郎

日本歯科医療管理学会医療保険検討委員会

日本歯科医師会社会保険委員会委員

平成 28年 7月に開催された本会の第 57 回総会・学術大会において，「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

（か強診）の真髄に迫る」と題した講演の機会を頂戴した．当該講演では，施設基準の内容からその真髄を検証す

ることを試みたが，その後「か強診」は，保険収載からわずか 2年という短期で，当の施設基準が見直されるこ

ととなった．つまり，収載直後から再検討がなされるという異例の取扱いを受けることになったといえよう．

かようにも朝令暮改な措置が講じられたため，現場はかなり混乱することが予想されたが，事態を回避するた

め，平成 30年度改定では 2 年間の経過措置が設けられることとなった．これにより令和 2年 3月末日までは，28

年度の旧い施設基準を満たした医療機関と 30 年度の新たな施設基準を満たした医療機関の，二種類の「か強診」

が混在するという，これもまた異例な事態が展開されている状況である．

今回のシンポジウムでは，議論の争点となった「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所（か強診）」の施設基

準を再び検証し，その真髄の変遷を考察していきたいと思う．

略 歴

1991年 福岡県立九州歯科大学卒業

歯科医師免許取得

（第 115536号 平成 3 年 6 月 7 日登録)

1995年 同大学大学院修了 小児歯科学専攻（甲種歯学博士号)

1996年 小野歯科医院開設

1998年 医療法人社団ビクトリア会開設

2005年 九州歯科大学神奈川県同窓会医療保険担当理事

2007〜2019年 泉区歯科医師会医療保険担当理事

2009年〜 神奈川県国保連合会診療報酬審査委員会委員

2010年 厚生労働省厚生労働行政モニター従事

2011〜2015年 神奈川県歯科医師会医療保険委員会委員

2012年 横浜市歯科医師会ビジョンづくり特別委員会委員

2013 年〜 神奈川県歯科医師連盟組織対策委員会委員

神奈川県歯科医師連盟情報調査委員会委員

保険戦隊カルテンジャー合同制作委員会委員長

2015 年〜 日本歯科医師会社会保険委員会委員

横浜市歯科医師会生涯研修委員会委員

横浜市歯科医師会総務委員会委員

鶴見大学歯学部非常勤講師

2017 年〜 公立大学法人九州歯科大学歯学部臨床教授

横浜市歯科医師会総合企画委員会常任理事

2019 年〜 MEDIS-DC 歯科分野の標準化委員会委員

泉区歯科医師会会計担当理事
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シンポジウム 1 今後の診療報酬改定と医科歯科連携等について

上條 英之

東京歯科大学歯科社会保障学

2019 年 10 月の消費税引き上げに伴う歯科診療報酬改定では，基本診療料として医療安全に関する施設基準の

有無に関係なく，初診料が 14 点，再診料が 3点引き上げられ，医科歯科格差の是正がされることとなりました．

最近の改定における基本診療料の引き上げは，通常の改定では難しく 2014 年改定でも見受けられるとおり，消

費税の引き上げの際，行われることが多くなりました．しかしながら，歯科医療サービスへの国民の関心の高ま

りから，院内感染防止への対応や適切な医療の広告実施が求められています．なお，短期的な課題ではあります

が，歯科医療現場では，金銀パラジウム合金の高騰について，解消に向けての動きがどうなるかについて強い関

心がもたれている実状が，シンポジウムを行う段階で存在しているかもしれません．

ところで，2020 年 4 月改定では，政策推進の動きをみると，生産年齢が減少する 2040 年問題がクローズアップ

され，定年延長の試みとともに，健康寿命の延伸を図ることが重要課題となっています．2019 年 3月に開かれた

未来投資会議でも，国民の健康への関心の高まりが議題に上がっており，今年秋を目途に厚生労働省において健

康寿命延伸プランが策定されることが予定されています．

歯科の分野においては，2018 年 11 月の首相官邸の会議における中間とりまとめで，医科歯科連携の推進の一

つに掲げられる歯周病と糖尿病のかかわりについて提言がされ，「成人の歯科健診の機会拡大や歯科受診の必要

な者についての受診促進を検討すべき」との提言がまとめられており，健康寿命延伸プランの一つとして，歯科

分野が取り上げられることは確実ではないかと考えられます．

また，歯科口腔保健を推進していく一環として，厚生労働省医政局で 2018 年 9月にう�対策ワーキンググルー

プが設置され，このワーキングのとりまとめに基づき，結果的にう�について重症化予防対策の推進がなされる

と考えられます．

もちろん，医療提供にあたって，政府は全世代型の社会保障改革を目指しており，歯科医療の側面では障害児

者などの社会的な弱者対策や成人・高齢者への歯科保健医療対策などについても考慮が必要になってきます．

さらに，医療費が増え続けるなかで，医療費適正化に貢献するとされる医科歯科連携による治療の促進が社会

的に重要となっています．

今後，政府の政策影響を考慮すると，医療連携とかかりつけ歯科医機能の強化を行いながら，在宅を含め歯科

疾患の重症化予防を進めていく視点で，新元号による初めての 2020 年歯科診療報酬改定が進められていくので

はないかと予測されます．

本シンポジウムにおいては，歯科医療管理学的な側面を考慮しながら，診療報酬改定の予測される動きと歯科

医療現場での望まれる対応について可能な範囲で触れることといたします．

略 歴

1983年 3月 東京歯科大学歯学部卒業

1987 年 5 月 東京歯科大学大学院歯学研究科修了（口腔衛生

学専攻)

1987年 1月 厚生省入省（厚生技官として採用 健康政策局歯

科衛生課に配属 歯科衛生係長を拝命)

1988年 7月 厚生省健康政策局歯科衛生課課長補佐

1994年 4月 埼玉県衛生部保健予防課副参事

1996 年 10 月 厚生省保険局医療課医療指導監査室特別医療指

導監査官

2004年 4月 国立長寿医療センター運営部政策医療企画課長

2004年 9月 厚生労働省保険局歯科医療管理官

2010 年 7月 厚生労働省医政局歯科保健課長

2010 年 4月 東京歯科大学歯科社会保障学教授

公益財団法人 8020 推進財団嘱託

学会活動

日本口腔衛生学会評議員（2015〜)

日本歯科医療管理学会医療保険検討委員会委員（2016〜)

関東甲信越歯科医療管理学会理事

日本公衆衛生学会公衆衛生専門家（2019〜)

医療経済研究機構維持会員など
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シンポジウム 2 地域医療の今後のあり方

―さまざまな事例から考える―

平田 創一郎

東京歯科大学社会歯科学講座

一般社団法人日本歯科医療管理学会地域連携委員会委員長

このたびは，第 60 回という節目の日本歯科医療管理学会・学術大会において，地域医療連携にかかわるこのよ

うなシンポジウムの機会をいただき，感謝申し上げます．

さて，歯科医師過剰といわれるようになってから，かなりの年月が経ちました．世間では歯科医師過剰による

収益の悪化に伴う歯科診療所の倒産が騒がれていますが，実際には倒産件数は年ごとに上下するものの大幅に増

えているわけではありません．歯科診療所は全国 6万 9千弱あるなかで，倒産件数は多くてせいぜい 20件程度で

す．

しかし，平成 18 年 8 月 31 日には，文部科学大臣と厚生労働大臣による確認書により，歯科医師国家試験の合

格基準を引き上げられ，平成 26 年に実施された第 107回以降，歯科医師国家試験の合格者数は 2,000 人前後で推

移しています．

超高齢社会は確かに大きな課題ではありますが，それ以上に人口減少社会，人口の都市部集中が医療提供体制

に与える影響は非常に大きなものがあります．医師については，「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分

科会 第 4次中間取りまとめ」が平成 31 年 3月 22日に発出され，医師の地域偏在，診療科別の医師偏在，医師

確保計画，医師養成過程を通じた地域における医師確保，医師が少ない地域での勤務のインセンティブとなる認

定制度の創設などが掲げられたところです．

これは決して歯科医師に無関係な話ではなく，若手歯科医師の減少による承継問題，都市部への歯科診療所の

集中と中山間地域における無歯科医地区化，地域包括ケアシステムにおける多職種連携のなかでの歯科のあり方

など，歯科医師過剰とは真逆のベクトルの問題が現実のものとなってきています．

本シンポジウムでは，全国でも先駆的な取り組みをされている 3名のパネリストの方々から，実際の現場の様

子が皆さんに臨場感をもって伝わるようお話しいただきます．さまざまな歯科医療の現場で多くの課題をもつな

かで，解決の糸口を見つけていただければと考えております．

略 歴

1995年 3月 大阪大学歯学部卒業

1999年 3月 大阪大学大学院歯学研究科修了 大阪大学博士

（歯学）取得

1999年 4月〜2002年 3 月 大阪大学歯学部附属病院医員

2002年 4月〜2006年 3 月 厚生労働省医政局歯科保健課

歯科医師臨床研修専門官

2006 年 4月〜2010 年 3月 東京歯科大学社会歯科学研究室講師

2010 年 4月〜2013 年 3月 東京歯科大学社会歯科学研究室

准教授

2013 年 4月〜東京歯科大学社会歯科学研究室教授

2015 年 4月〜現在 東京歯科大学社会歯科学講座（名称変更)

教授
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シンポジウム 2 地域医療の今後のあり方

―さまざまな事例から考える―

武井 典子

公益社団法人日本歯科衛生士会会長

近年，超高齢社会が進行するなか，地域住民を主体とした各種関係諸団体との連携による地域包括ケアシステ

ム（地域完結型医療）の構築など，新たな歯科医療の提供体制が必要となってきております．日本歯科医療管理

学会は，平成 30 年 5 月 1 日に法人格を有する一般社団法人に移行され，同年 8月 30日に日本歯科衛生士会との

情報交換会を開催しました．その際の，故・白圡理事長のお言葉が昨日のことのように蘇ってまいります．「日本

歯科医療管理学会は，学問である歯科医学を臨床としての歯科医療にどのように応用するかを考究するために，

時代の要求から，従来の診療室のみにとどまらず，社会のなかでの歯科のあり方を考察する社会歯学の一翼を担

う学問です．かかりつけ歯科医がどのように地域包括ケアシステムと密接にかかわりをもつかを探求する学会で

もあります．今後，「医療安全」と「地域連携」を柱に「かかりつけ歯科医機能」を充実させるための研修会を行

い，地域包括ケアシステムを推進していきます」と力強くお話しされていました．

同様に，歯科衛生士を取り巻く環境もダイナミックに変化しております．歯科衛生士が日本に誕生して 70年が

経過し，現在では世界で 2 番目に就業歯科衛生士が多い国となりました．そしてその 90％以上は歯科診療所に就

労しております．そのような状況のなか，現在では診療所の来院患者さんの 40％以上が 65 歳以上の高齢者であ

り，全身管理や医科歯科連携などの研修が重要となっております．また，地域包括ケアシステムの構築が急がれ

るなかでは，在宅療養者の口から食べる幸せを支援できるよう口腔健康管理の研修も重要となっております．

このようななか，このたび，社会ニーズに応えた素晴らしいシンポジウムが企画され，座長を担当させていた

だけますこと心より感謝申し上げます．シンポジウムでは，地域医療の先進事例として，1）大分県臼杵市の事例

をコスモス病院の冨田明子歯科衛生士から，2）島根県の中山間地域の事例を歯科医師会医療管理部委員会の澄川

裕之先生から，そして，3）まんのう町の事例を国民健康保険造田歯科診療所の丸岡三紗歯科衛生士からご紹介い

ただける予定です．最後に地域医療の今後のあり方について皆様と一緒に議論を深められましたら幸いです．ど

うぞよろしくお願いいたします．

略 歴

1980年 東京医科歯科大学歯学部付属歯科衛生士学校卒業

1980年 ライオン（株）口腔衛生部入社

1994年 ライオン（株）退職，財団法人ライオン歯科衛生研究

所入社（現在にいたる)

2001 年 放送大学教養学部卒業

2005 年 新潟大学大学院医歯学総合研究科修了博士（歯学)

2009 年 日本歯科衛生学会会長

2015 年 公益社団法人日本歯科衛生士会会長
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シンポジウム 2 地域包括ケアの実現に向けて

―地域住民が「かかりつけ歯科医」をもつための多職種での取り組み―

冨田 明子

臼杵市医師会立コスモス病院看護部療養支援室

当院は「医療を通じて地域から信頼と笑顔を」を理念とし，地域と協働することで安心して暮らせる地域包括

ケアの実現を目指しています．

歯科医師不在の医師会立病院ではありますが，入院患者の口腔健康管理，さらに医療・介護連携の役割を担う

ため，平成 28年 3 月に歯科衛生士 1 名を配置しました．

同年 6月には，臼津歯科医師会と当院多職種で医科歯科連携協議会を開催し，「うすき石仏ねっと」のメール機

能を用いた「かかりつけ歯科医」による医科歯科連携のシステムが構築されました．

「うすき石仏ねっと」とは，臼杵市医師会が中心となって始めた臼杵市内の医療・介護機関を結ぶ情報ネットワー

クです．ここには，臼杵市内の病院・医院・歯科医院・調剤薬局などの医療機関，介護老人施設などの介護機関，

臼杵市役所などの公的機関が参加しています．

このネットワークを用いることにより，当院は臼杵市内のすべての歯科医院との連携が可能となりました．

「かかりつけ歯科医」による入院患者の口腔健康管理は勿論のこと，当院の歯科衛生士が入院患者の口腔内の評

価を行うことで，歯科医院に通院していない対象者に対しても，「かかりつけ歯科医」をもつ意味の重要性が伝達

するようにしています．

医科歯科連携を積み重ねていくに従い，入院前から入院中，退院後まで切れ目ないアプローチが実現可能とな

りました．

また，平成 28 年 7 月に発足した「臼杵市 Z会議」にも，臼津歯科医師会の歯科医師と当院の歯科衛生士が参加

しています．Z会議の「Z」には，「在宅医療・介護・福祉連携」の意味が込められています．「臼杵市 Z会議」は，

臼杵市内の医療・介護・福祉にかかわる専門職と行政が協働で「自分らしく暮らしていける」地域をつくるため

に活動をしています．その活動を通して，臼津歯科医師会の歯科医師・当院歯科衛生士・臼杵市内の在宅医療・

介護福祉にかかわる多職種が協働し，「かかりつけ歯科医」をもつ重要性を知ってもらえるよう市民に広報活動を

行いました．その結果，『かかりつけ歯科がある』と答えた市民が，年々増加傾向にあるのは成果の一つといえま

す．

本日は，当院における医科歯科連携と，臼杵市内の多職種協働の取り組みについてお話しさせていただきたい

と思います．

略 歴

2004年 3月 九州歯科大学附属歯科衛生学院卒業

2016年 3月〜現在 臼杵市医師会立コスモス病院勤務

所属学会

日本歯科医療管理学会

日本歯科衛生士会

日本摂食嚥下リハビリテーション学会

資格

日本歯科衛生士会 糖尿病予防指導認定歯科衛生士
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シンポジウム 2 今，これからの高齢者歯科医療を考える！―島根県の事例から―

澄川 裕之

（一社）島根県歯科医師会医療管理部委員会常任委員

まず初めに，本シンポジウムのテーマであります「地域医療の今後のあり方」について考えるうえで，�地域�

という言葉を一括りに述べても東京都と島根県では社会的背景にあまりにも大きな差があります．そこで私が考

える地域とは，島根県内でも人口が少なく，自身が診療を行っている中山間地域とし，そこに焦点をあてて考え

ていきたいと思います．人口密度の高い都市部で診療されている大多数の先生方には，中山間地域の歯科医療の

危機的状況が，肌感覚として伝わりにくいところもあると思われます．しかし，歯科医療は国民の生活を支える

重要な役割を担い，地理的な条件にかかわらず平等に国民に提供される体制を構築することが必要であります．

歯科医療従事者の視点で課題を認識し，地域や行政を巻き込んだ解決策の模索と提案をすることは，歯科医療業

界に身をおく者としての責務であり，こうした学会で，居住地域の垣根を超えた議論を行い，課題の共有と外部

への発信を行うことが重要と私は考えています．

さて，従来からの「歯科医師過剰問題」ですが，国家試験合格者が 2,000 人前後で推移している現時点におい

ても，本当に過剰な状態が続いているのでしょうか．実は，「歯科医師過剰問題」は，人口密度の高い都市部のみ

の問題で，地方の中山間地域では歯科医師不足という「歯科医師超偏在問題」が隠れていることも考えられます．

島根県歯科医師会医療管理部は，島根県中山間地域研究センターとの共同研究において，今後の 15年間で，島

根県の中山間地域では歯科医院が大幅に減少し，受診困難地区・受診困難者が大幅に増加するという結果を発表

しました．また，先の研究結果では「歯科医療機関ゼロ自治体」の可能性も示しました．今後島根県内において，

都市部と中山間地域の「超偏在」が予測されており，この島根県の現状は，これからの都市周辺地域の歯科医療

環境の未来図となるかもしれません．

一方で，島根県の中山間地域では，高齢化率 60％を超える地域がすでに多くあり，そこは高齢者医療の先進地

であるといえます．都市周辺地域においても，島根県のように高齢者に歯科医療を提供していかなければならな

い時代が迫っているのではないでしょうか．厚生労働省の発表によると，高齢者の約 4人に 1人が認知症あるい

はその予備群であるといわれていますが，重度認知症患者の歯科診療は非常に困難です．一方，軽度認知症患者

に対する，早期の積極的な歯科介入は，歯科疾患の予防と継続的な口腔管理に有効です．しかしながら，現状の

認知症患者への対応は十分とはいえず喫緊の課題といえます．また有病高齢者に対して，多くの場合，医科の主

治医も介護施設の看護師も，歯科的な視点をもって日常診療や業務を十分に行えているかというと疑問が残りま

す．在宅歯科医療，医科歯科連携，歯科医療介護連携が行えるのは，その地域に歯科医師が存在しているからこ

そです．

本講演が，「地域医療の今後のあり方」を考えるうえで先生方の参考となり，中山間地域における歯科医療の安

定供給，高齢者歯科医療の提供体制の確立につながれば幸いです．

略 歴

1999年 大阪歯科大学卒業

大阪歯科大学附属病院にて臨床研修

2000年 大阪府東大阪市 歯科山崎にて勤務医

2004年 島根県益田市美都町にて開業

2012年 島根県益田市匹見町 匹見歯科診療所の運営開始

2013 年 島根県歯科医師会医療管理部委員会常任委員

2016 年 日本歯科医療管理学会評議員

2017 年 益田鹿足歯科医師会理事

2018 年 日本歯科医療管理学会地域連携委員会委員

中国地域歯科医療管理学会理事
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シンポジウム 2 高齢化率 45.8％のまちを守れ！

―県内一のへき地で民営化した歯科診療所の挑戦―

丸岡 三紗

まんのう町国民健康保険造田歯科診療所

歯科は地域包括ケアの立役者となるのに，実に�ちょうどいい�立場にある．

香川県まんのう町琴南地区は県内一の過疎地域である．私が歯科医師とともに現在の歯科診療所に赴任したの

は約 4年前．当初，医療介護の連携体制すら全く構築されていなかった．

そこで歯科医師の呼びかけにより「琴南の在宅医療介護の連絡会」を発足．関係者が月 1回集まる機会をもつ

なかで，訪問リハ・看護，民間のお弁当屋さんなど同じ気持ちをもつ仲間がどんどん増え，つながり合っていっ

た．成功の秘訣は，井戸端会議のようなゆるい雰囲気づくりと考えられる．「医療なのに医療っぽくない」歯科だ

からこそ，医療と介護，専門職と非専門職をつなぐハブ的存在として大いに活躍できるのである．

地域医療のプロフェッショナルは皆，住民の暮らしを守る，その一点だけを見据えている．訪問看護は長靴を

履いて庭の草刈りをするし，薬剤師は独居高齢者の家で布団を干して昼食を作る．歯科衛生士は口腔ケアの後に

ヘルパーが作ったおかずをレンジで温め，味�汁を炊いて鍋を洗う．暮らしに医療を持ち込みすぎないのが地域

医療の掟である．同じ感覚をもつ者同士だからこそ，連携が成り立つ．若いうちにこそ，こうした机上では学べ

ない「感性」を養う教育がなされるべきと思う．

一方，本来の地域包括ケアを構築するには在宅医療介護の体制づくりだけでは不十分で，介護予防や生活支援

などもすべて「ごちゃまぜ」にして考える必要があった．しかしながら，専門職による「健康を目的としたアプ

ローチ」はそもそも本当に予防が必要な人には届かない．実際に歯科診療所ではフレイルの住民たちに多く出会

うが，その原因はほとんどが「社会性の低下」にある．買い物に行けず食材が手に入らない，孤食で寂しくて食

欲がない，このような根本的な問題を無視して，いくら指導を押しつけたところで予防できるはずがない．医療

介護による多職種連携の枠組みを超え，もっと広く異業種や住民などを巻き込んだ「社会連携」に発展させる必

要があると感じた．

そこで立ち上がったのは，民間のお弁当屋さんだった．彼女のプロデュースで元気な高齢者を有償ボランティ

アとして集め，地域ぐるみで高齢者の社会的問題を解決することとなった．元調理師が作った美味しいお弁当を

現役新聞配達屋さんや元介護士が山奥に配達するなど，住民たちがそれぞれの「得意」を活かしていきいきと活

動している．昨年からは役場の補助を受け，「歯科診療所無料送迎サービス」が開始され，今年度からはサロン開

催に加え，地元スーパーとの連携による「買い物ツアー」を実施することとなった．専門職ではない人たちに活

躍してもらうことで，努力せずともだれもが自然と健康になれる社会が作られる．われわれは，彼らの活動をそっ

と後押しするだけでいい．

地域医療とは，「目の前の患者のみならず，すべての住民をみること」である．健康な者から要介護者まで，日

常的に幅広い層の住民とかかわりをもつ歯科の発信によって，「すべての住民を地域で守る」本来の地域包括ケア

が実現できる．やっている側まで面白くて，夢中になる，そんな「ワクワクする地域包括ケア」を未来のために

作り上げたい．

略 歴

2013年 四国学院大学専門学校歯科衛生科卒業

三豊総合病院企業団歯科保健センター勤務

2015年 まんのう町国民健康保険造田歯科診療所勤務

現在にいたる

2019 年 徳島大学大学院総合科学教育部博士前期課程地域科

学専攻地域創生分野修了修士（学術)

所属学会

日本歯科衛生士会，日本老年歯科医学会（認定歯科衛生士），日

本口腔衛生学会，日本公衆衛生学会，日本プライマリ・ケア連

合学会，農村計画学会

その他

香川県歯科医療専門学校衛生士科非常勤講師

NPO法人お口の健康ネットワーク理事

NPO法人日本フッ化物むし歯予防協会会員
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関東甲信越歯科医療管理学会共同企画

腎臓病医療の最前線

―東大病院での感染対策について―

本田 謙次郎

東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科

慢性腎臓病は成人の 8 人に 1 人が有する国民病です．腎臓病の原因は，糖尿病，高血圧，慢性糸球体腎炎といっ

た免疫異常，遺伝性腎疾患，膠原病あるいは血液疾患，薬剤性腎障害と多岐にわたります．これらが混在して腎

障害を呈することも多く，無症状のうちに腎機能が低下していたということもあります．

さまざまな役割を担っている腎臓が傷害を受けると，貧血，ミネラル代謝異常，酸塩基異常，体液貯留などの

異常が起こります．また，慢性腎臓病は心血管疾患の危険因子ですので，心血管合併症が致命的となることも少

なくありません．腎機能低下が高度に進行した状態は末期腎不全と呼ばれ，尿毒症症状を呈するようになると腎

代替療法が必要となります．腎代替療法には，血液透析，腹膜透析，腎移植の 3種類の治療がありますが，こう

した治療は患者さんの QOLに大きく影響します．

慢性腎臓病のなかでも，高度の蛋白尿および低蛋白血症をきたす重症病型はネフローゼ症候群と呼ばれ，副腎

皮質ステロイドや免疫抑制薬によって治療を行うことが多くあります．腎移植後でもこうした薬剤を使用します

が，免疫抑制薬を用いていない末期腎不全の患者さんでも免疫能が低下しています．免疫能が低下した腎臓病患

者さんでは多彩な感染症を起こすため，感染経路，起因菌の評価に加えて感染をほかの患者さんや医療者に拡大

させない管理も必要となってきます．

さて，本邦の透析患者数は 2017 年末には 33万人を超え，透析医以外の医療者が透析患者を診療することは一

般的となってきました．血液透析を施行する透析センターでは，一般的には週 3回，シャントや人工血管に毎回

2 カ所穿刺をします．通常の静脈と違い流量が多いシャントや人工血管は，針刺し事故や血液の飛散などに注意

し，穿刺する医療者や周囲の患者に感染が及ばないように配慮をする必要があります．さらに透析患者では飲水

制限のために口腔内は乾燥しており，歯科疾患を伴いやすく，このために経口の栄養摂取が不良になると容易に

栄養障害をきたします．透析患者が歯科治療を受けることは多く目にするところになるわけですが，透析患者で

は易感染性への配慮や透析中の抗凝固薬使用などの工夫がときとして必要となるため，歯科医と透析医の連携は

きわめて重要です．

腎臓病診療における感染対策，腎臓病診療と歯科診療の共通点とあるべき医療連携の姿を踏まえつつ，より安

全な医療を提供する方法を考えてみたいと思います．

略 歴

2005年 3月 東京大学医学部医学科卒業

2005年 4月 東京大学医学部附属病院初期臨床研修医

2006年 4月 日本赤十字社医療センター初期臨床研修医

2007年 4月 湘南鎌倉総合病院腎臓内科

2009年 4月 東京大学医学部大学院医学系研究科博士課程入学

内科学専攻（腎臓内科学)

2013年 4月 東京大学医学部大学院医学系研究科博士課程修了

内科学専攻（腎臓内科学)

2014 年 5月 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科助教
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認定医研修会 歯科臨床における三叉，鼓索神経の障害

―評価と対応について―

今村 佳樹

日本大学歯学部口腔診断学講座

日本大学歯学部付属歯科病院口腔診断科・ペインクリニック科

歯科医療を行ううえで，どのような治療内容にも程度の差はあれ，不慮の事故が生じるリスクは存在し，100％

の安全というものは存在しない．一方患者は，1,000 回に 1回生じる不具合が生じた場合には，なんらかの過誤が

あったと考えるものであり，この意識のギャップは大きな問題を含んでいる．今回は，歯科治療に際して起こり

うる神経障害についてお話をしたい．

一般歯科診療で特に問題となる神経障害は，三叉神経障害と鼓索神経障害である．三叉神経の障害では，支配

領域の感覚の鈍麻に併せて痛みや異常感覚が生じうる．智歯抜歯や臼歯部の根管治療，臼歯部のインプラント手

術に際しては，歯科治療が原因で神経障害を生じることが広く知られているが，驚くべきことに，舌神経の障害

に併せて鼓索神経の障害が生じることはあまり意識されておらず，味覚障害が生じうることはほとんど事前に説

明がされていない．平成 30 年から精密触覚機能検査が保険導入され，個人開業でも三叉神経の評価ができるよう

になった．今後は，このような評価も一般開業医で求められていく内容になっていくと思われる．神経障害が生

じてしまったときには，その神経機能を正しく評価して経過を観察するのか，専門医に紹介するのかの判断が必

要になる．本講演では，各神経障害を起こしうる要因と，神経障害の評価法，対応の判断について概説したい．

略 歴

1981年 九州歯科大学卒業

1985年 九州歯科大学大学院歯学研究科修了，同大学助手

1986年 九州歯科大学講師（歯科麻酔学)

1998年 九州歯科大学助教授（歯科麻酔学)

2003年〜 日本大学歯学部教授（口腔診断学)

現在にいたる

＜国内学会＞

日本口腔顔面痛学会理事長

日本疼痛学会理事

日本慢性疼痛学会理事

日本口腔診断学会理事

日本口腔内科学会理事

口腔顔面神経機能学会理事

日本頭痛学会評議員

日本ペインクリニック学会評議員

日本歯科麻酔学会評議員

日本口腔科学会評議員

＜国際学会＞International Association for the Study of Pain

Orofacial and Head Pain SIG：Chair（国際疼痛学

会口腔顔面痛分科会会長)

Asian Academy of Orofacial Pain and Temporo-

mandibular Disorders（AAOPT）：Councilor（ア

ジア口腔顔面痛学会理事)

＜専門医等＞日本口腔顔面痛学会：指導医，専門医

日本頭痛学会：指導医，専門医

日本口腔診断学会：指導医，認定医

日本口腔科学会：指導医，専門医

日本歯科麻酔学会：専門医，認定医

American Academy of Orofacial Pain（AAOP）：

Diplomate
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緒 言

国民に適切な歯科保健医療サービスを提供するために

は，歯科医師だけではなく，歯科衛生士・歯科技工士の

適正数の確保に努めることが重要である．しかし近年で

は，特に歯科衛生士の人材確保は困難な状況にあり，そ

の不足が顕著になっている
1,2)

．また，歯科技工士につい

ても，就業者数全体における若年層の減少傾向が著し

い
3,4)

ことから，将来的に大幅に減少することが推察され

る
5〜7)

．このため，各職種の需給分析に基づき安定供給方

策を講じていく必要があるが，その分析の一つとして，

就学支援の観点から，高校生やその親などがもつ，歯科

専門職への認識を把握することは意義がある．

高校生の歯科専門職に対する認知度やイメージに関し

ては，Web 調査を用いて全国的な実態を分析した著者

らの報告
8,9)

がある．そのほかにも，特定の地域の高校生

を対象に，歯科衛生士の認知度などを調査した報告
10,11)

がみられる．これらの報告は，高校生の進路選択に対す

る影響を示唆するものである．

一方で，高校生の進路選択と親との関係については，

全国高等学校 PTA 連合会などが全国の高校生を対象に

行った標本調査
12)
によれば，分析対象 1,987 人中 62.6％

の者が進路選択時に親のアドバイスを求めていることを

報告している．実際に，高校生が進路を考えるうえで影

響を受ける者として，母親（41.9％），父親（28.8％），

日本歯科医療管理学会雑誌 第 54 巻第 1 号 48〜57（2019�

― 48 ―

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

索引用語：職業選択，親，高校生，歯科専門職，Web調査

概要：歯科専門職の安定供給方策を検討するうえで，就学支援の観点から，高校生の親がもつ各職種への認識

を分析することは意義がある．本研究の目的は，高校生の子をもつ親を対象に，①自身の子の将来の職業として，

さまざまな職種に対する興味の実態を把握し，②特に歯科専門職に興味のある者は，どのような特性を有するか

分析することである．

対象は Web 調査会社のモニタから事前調査により選ばれた高校生の子をもつ親 1,648 人とした．まず，歯科

医師・歯科衛生士・歯科技工士をはじめとした計 26職種に関して，自身の子の将来の職業として，「とても興味

がある／興味がある／どちらともいえない／あまり興味がない／興味がない」から回答を求めた．この調査項目の前

に各職種の認知度を調べ，その職種のことを全く認識していない場合には前記の質問を尋ねていないが，これら

の者は「興味がない・知らない」に分類し集計した．得られた回答は，「とても興味がある／興味がある」を「興

味あり」とし，「どちらともいえない／あまり興味がない／興味がない・知らない」を「興味なし」とした．そして，

各職種に対する興味の実態を把握するとともに，歯科専門職への興味の有無と基本属性の各項目との関係につい

てクロス集計と多重ロジスティック回帰分析を行った．

自身の子の将来の職業として歯科医師に興味のある者の割合は 25.5％，歯科衛生士では 18.3％，歯科技工士で

は 15.4％であった．自身の子の将来の職業として歯科医師・歯科衛生士に興味のある者は定期歯科受診者が有意

に多かった．歯科技工士では有意な関連はみられなかったものの，傾向は歯科医師・歯科衛生士と同様であった．

また，各歯科専門職に興味のある者は，年齢の若い親が有意に多く，それぞれの職種の知人が有意に多かった．

以上の結果から，定期歯科受診の促進は歯科医師・歯科衛生士への興味につながり，また，年齢の若さや各職

種の知人の存在は当該職種への興味につながることが示唆された．特に，定期歯科受診の促進は患者本人のメリッ

トだけでなく，歯科専門職の人材確保にもつながる可能性が示された．

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

大 島 克 郎 安 藤 雄 一
1)

定期歯科受診は親に対し子の職業として

歯科医師・歯科衛生士に興味をもたせる

原 著

日本歯科大学東京短期大学
1)
国立保健医療科学院

受付：平成 30年 12月 21日

受理：平成 31年 2月 25日
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友人（19.5％），兄姉（15.3％），担任教師（12.3％）が

上位に挙がっており
12)
，親の影響が大きいことがみてと

れる．この報告
12)
では，調査対象である高校生の親に対

しても調査を行っており，分析対象 1,722 人中 78.6％の

者が，子の進路選択に対してアドバイスをしていること

を示している．また，歯科衛生士・歯科技工士養成施設

に在籍する学生を対象とした調査
13〜15)

において，歯科衛

生士や歯科技工士の資格を取得することを進路に選んだ

理由として，親のアドバイスなどを受けたことを示す報

告もみられる．

以上の報告から，高校生が将来の職業を検討するとき

に，その過程においては程度の差こそあれ，親の影響が

あることがうかがえる．このため，親が歯科専門職に対

してもつイメージは，高校生の進路選択にも影響を与え

ることが考えられる．しかし，親が，自身の子の将来の

職業として歯科専門職を想定したときに，その興味の有

無を調べた報告は見当たらない．また，こうした者の特

性を把握することは，今後，歯科専門職の需給分析を進

めるうえで有用なデータとなりうるが，そのような視点

からの報告もみられない．

著者らは，歯科衛生士・歯科技工士の安定供給方策を

検討する厚生労働科学研究
8,16)

の一環として，Web 調査

を用いて，高校生や親などの各種職種への認識を把握し

た．そこで本研究では，この調査のなかから，高校生の

子をもつ親を対象に，①自身の子の将来の職業として，

さまざまな職種に対する興味の実態を把握し，②特に歯

科専門職に興味のある者はどのような特性を有するか，

分析することを目的とした．

対象および方法

�．調査対象者

調査対象は，インターネットリサーチを専門に行って

いるマクロミル社（東京)17)に登録されているモニタ会

員のうち，高校生の子をもつ親とした．

まず，調査対象者の選定にあたり，同社
17)
のモニタ会

員の基本属性情報をもとに，「30〜49 歳の男女で，既婚

かつ子供あり」の条件を付して，無作為に 26,000人を抽

出した．なお，本調査時点（2017 年 3 月 1 日現在）にお

ける同社
17)
のモニタ会員数は 1,183,899 人であり，この

うち，30 歳代は 327,172 人（男性：96,443 人，女性：

230,729 人）で，40 歳代は 266,688 人（男性：105,386

人，女性：161,302人）である．

次に，前記により抽出された 26,000 人に対して，事前

調査としてスクリーニング調査を実施した．スクリーニ

ング調査の内容は，「高校 1,2 年生の子を有する者」を条

件とし，調査実施時期が 3 月であったため高校 3年生の

子を有する者は除外した．これらの者について，年齢構

成として 30歳代と 40歳代を均等に，男女比を 1：3にな

るようにサンプルを割り付け，回収数が各割り付けのサ

ンプルサイズに到達した時点で調査を終了した．スク

リーニング調査の実施を通じて，最終的に 1,648 人（男

性：412人，女性：1,236 人）が本研究の調査対象者とし

て選出された．

�．調査内容および調査方法

本研究では，まず調査対象者に対して，さまざまな職

種に対する自身の子の将来の職業としての興味の実態を

把握することとしている．これらの職種には，歯科医師・

歯科衛生士・歯科技工士のほかに，医師，薬剤師，看護

師，診療放射線技師，臨床検査技師，理学療法士，作業

療法士，視能訓練士，言語聴覚士，臨床工学技士，義肢

装具士，救急救命士，社会福祉士，介護福祉士，精神保

健福祉士，管理栄養士，保育士，司法書士，行政書士，

社会保険労務士，税理士，公認会計士および弁理士の計

26職種を設定した．調査対象者に対して，各職種に関し

て自身の子の将来の職業として，「とても興味がある」「興

味がある」「どちらともいえない」「あまり興味がない」

「興味がない」の 5つの選択肢のなかから回答を求めた．

このとき，上記 26 職種の提示順序については，順序効

果
18)
を除くため，調査対象者ごとにランダムに提示され

るように設定した．なお，調査対象者の各職種への興味

は，その職種を知っていることが前提となる．このため，

この調査項目の前に各職種の認知度を調べ，その職種の

ことを全く認識していない場合には，前記の興味に関す

る質問を尋ねていないが，これらの者は「興味がない・

知らない」として分類し，集計した．

さらに，自身の子の将来の職業として歯科専門職に興

味のある者は，どのような特性を有するかを分析するた

め，調査対象者の属性として，性別，年齢，居住地域（全

国 8ブロック），世帯年収，職業に関する情報を用いた．

また，歯科専門職への興味の有無に影響を及ぼす要因と

して，定期歯科受診の状況と各職種の知人の有無が考え

られたため，これらの項目も分析対象とした．

定期歯科受診の状況に関しては，過去の報告
19,20)

に従

い，「1カ月に 1回以上」「2〜3カ月に 1回程度」「半年に

1回程度」「1 年に 1回程度」「2 年に 1回程度」「3 年に 1

回程度」「それ以下」「過去定期受診していたが現在はし

ていない」および「定期受診したことはない」の選択肢

のなかから回答を求め，このうち 1年に 1回以上の頻度

で歯科診療所に定期受診していた者を「定期歯科受診者」

とし，その有無に分類した．知人の有無に関しては，歯

科医師，歯科衛生士および歯科技工士の各職種について，

それぞれ知人がいるかを問い，その有無を把握した．

定期歯科受診は親に対し子の職業として歯科医師・歯科衛生士に興味をもたせる 49
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調査は，2017年 3 月 10 日から同年 3 月 13 日の期間に

実施した．

�．分析

まず，調査対象者の回答の全体像を把握するため，各

調査項目について基本統計量を算出した．興味に関する

調査項目で得られた回答については，「とても興味があ

る／興味がある」を「興味あり」とし，「どちらともいえ

ない／あまり興味がない／興味がない・知らない」を「興

味なし」とした．調査対象者の子の将来の職業として，

26 職種に対する興味を評価するために，「興味あり」と

いう回答の割合が多かった職種をソートし，グラフとし

て示した．

次に，歯科専門職に興味のある者の特性を分析するた

め，前記により二群化された興味の有無と，基本属性の

各項目との関係について，クロス集計と多重ロジス

ティック回帰分析を行った．クロス集計においては，c
2

検定により比較した．多重ロジスティック回帰分析にお

いては，興味の有無を目的変数（「興味あり｣＝1，「興味

なし｣＝0）として，基本属性の各項目を説明変数とした．

多重ロジスティック回帰分析を行うにあたり，説明変数

はダミー変数化した．

データ処理には統計解析ソフト Stata 1421,22)
を使用

し，有意水準は 5％とした．

�．倫理的配慮

本研究ではマクロミル社に登録されているモニタ会員

を対象としており，これらの調査対象者はデータが商品

開発や研究などに利用されることを承諾して登録した会

員であり，個人情報の保護は同社により実施されている．

また，本研究は 2016 年度厚生労働科学研究「歯科衛生士

及び歯科技工士の復職支援等の推進に関する研究（研究

代表者：安藤雄一）」の一環として実施しており
8,16)

，事

前に日本歯科大学東京短期大学の倫理審査を受け，承認

されたうえで実施した（承認番号：東短倫-188）．

結 果

�．各職種に対する自身の子の将来の職業としての興味

表 1に，調査対象者の各職種に対する自身の子の将来

の職業としての興味を示す．自身の子の将来の職業とし

て「興味あり」の者の割合は，歯科医師では 25.5％，歯

科衛生士では 18.3％，歯科技工士では 15.4％であった．

図 1は，表 1の結果に関して，「興味あり」の者の割合

が高い順にソートし，グラフとして示したものである．

「興味あり」の者の割合が高い職種として，薬剤師

（44.8％），医師（31.8％），税理士（28.2％），管理栄養

士（27.1％），公認会計士（26.9％），司法書士（26.4％）

などが上位にあった．

�．自身の子の将来の職業として各歯科専門職への興味の

有無と基本属性とのクロス集計

表 2に，自身の子の将来の職業として各歯科専門職へ

の興味の有無と基本属性の各項目との関係について，ク

ロス集計により分析した結果を示す．いくつかの項目で

統計学的有意差がみられたが，特に年齢，定期歯科受診

の有無および各職種の知人の有無の項目に関して，自身

の子の将来の職業として各職種に「興味あり」の者は「興

味なし」の者に比較し，年齢が若い者の割合が多く，定

期歯科受診を行っている者の割合が多く，各職種での知

人をもつ者の割合が多かった．

�．自身の子の将来の職業として各歯科専門職への興味の

有無と基本属性との多重ロジスティック回帰分析

表 3に，自身の子の将来の職業として各歯科専門職へ

の興味の有無（「興味あり｣＝1，「興味なし｣＝0）を目的

変数とし，基本属性の各項目を説明変数とした多重ロジ

スティック回帰分析の結果を示す．いくつかの項目で統

計学的有意差がみられたが，特に年齢，定期歯科受診の

有無および各職種の知人の有無の項目に関して，自身の

子の将来の職業として歯科医師に「興味あり」の者は「興

味なし」の者に比べ，年齢が若い者が多く（30〜34 歳：

オッズ比，95％信頼区間＝2.71，1.82-4.03，35〜39歳：

1.92，1.35-2.72），定期歯科受診者が多く（1.45，1.14-

1.85），歯科医師の知人が多かった（2.14，1.51-3.03）．

歯科衛生士では，年齢が若い者が多く（30〜34 歳：2.87，

1.85-4.44，35〜39 歳：2.00，1.35-2.96），定期歯科受診

者が多く（1.39，1.06-1.83），歯科衛生士の知人が多かっ

た（1.67，1.14-2.45）．歯科技工士では，年齢が若い者

が多く（30〜34 歳：2.35，1.48-3.74，35〜39 歳：1.53，

1.02-2.32），歯科技工士の知人が多かった（1.97，1.16-

3.35）．

考 察

本研究結果から，自身の子の将来の職業として歯科医

師に興味のある者の割合は 25.5％，歯科衛生士では

18.3％，歯科技工士では 15.4％であった．自身の子の将

来の職業として歯科医師・歯科衛生士に興味のある者は

定期歯科受診者が多かった．歯科技工士では有意な関連

はみられなかったものの，傾向は歯科医師・歯科衛生士

と同様であった．また，各歯科専門職に興味のある者は，

年齢の若い親が多く，それぞれの職種の知人が多いこと

が示された．

50 日本歯科医療管理学会雑誌 第 54 巻第 1 号
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6.1歯科医師

29.9

どちらとも
いえない

興味がある
とても興味が

ある

各職種に対する自身の子の将来の職業としての興味（％)

12.93.6弁理士

表 1 調査対象者の各職種に対する自身の子の将来の職業としての興味

16.5

25.5

38.2

19.0

興味がない・
知らない

興味あり
（％)

歯科衛生士

「興味あり」の者は，「とても興味がある」と「興味がある」の計を示す． (n＝1,648)

35.119.4

18.323.520.937.314.83.5

15.4

20.4

あまり興味が
ない

28.117.335.415.33.9社会保険労務士

28.219.017.235.622.35.9税理士

20.317.735.620.85.6司法書士

24.220.319.036.519.84.4行政書士

19.2

19.618.335.021.45.7管理栄養士

19.122.623.335.014.74.4保育士

26.4

27.524.935.79.82.1介護福祉士

8.260.011.020.86.31.9精神保健福祉士

27.1

23.321.535.115.84.3救急救命士

12.631.321.534.610.62.0社会福祉士

11.9

51.812.625.28.42.0臨床工学技士

10.149.114.426.48.41.7義肢装具士

20.1

56.111.921.58.61.9視能訓練士

13.647.414.124.910.92.7言語聴覚士

10.4

27.316.334.517.44.5理学療法士

17.937.415.329.414.23.7作業療法士

10.5

35.317.131.912.33.4診療放射線技師

17.535.215.631.714.13.4臨床検査技師

21.9

13.712.628.931.113.7薬剤師

26.119.719.235.018.87.3看護師

15.7

29.619.235.812.13.3歯科技工士

31.818.118.631.521.99.9医師

44.8

26.922.217.233.720.66.3公認会計士

15.4
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(n＝1,648)

図 1 各職種に対して自身の子の将来の職業として「興味あり」の者の割合
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0.236

0.974

歯科技工士の知人あり

24.8

歯科医師に
「興味あり｣
の者の割合
（％)

歯科関係職種に対する自身の子の将来の職業としての興味

n

1,556なし

表 2 各歯科専門職に関して自身の子の将来の職業としての興味と基本属性とのクロス集計

17.4

0.011

＜0.001

0.010

0.002

27.3143会社員（技術系)

34.3204歯科衛生士の知人あり

24.21,444なし

(n＝1,648 c
2
検定により比較)

35.992

13.6

17.1

16.3

19.5

20.7

17.5

20.5

16.4

12.6

13.2

21.2

29.2

19.8

13.6

歯科衛生士に
「興味あり｣
の者の割合
（％)

24.4262無回答

26.760公務員

職業

16.712経営者・役員

34.6208会社員（事務系)

20.5

8.3

16.4

19.7

18.2

17.3

8.3

5.0

17.9

15.2

18.5

19.7

19.4

17.1

18.5

19.9

26.9134800〜1000万円未満

23.9711000〜1200万円未満

40.7541,200万円以上

18.8112わからない

＜0.001

p値

14.6

17.7

28.3

16.8

28.4

25.0

14.9

21.0

33.3

20.0

17.2

24.7162九州地方

23.2246400万円未満

世帯年収

26.2470400〜600万円未満

26.4299600〜800万円未満

0.155

0.996

＜0.001

25.7338中部地方

26.9323近畿地方

25.092中国地方

26.841四国地方

＜0.001

0.031

19.649945〜49歳

22.467北海道

居住地域

25.6117東北地方

24.8508関東地方

0.018

0.002

＜0.001

性別
24.91,236女性

37.025730〜34歳

年齢
29.656735〜39歳

17.932540〜44歳

29.4905あり定期歯科
受診 20.6743なし

40.6192歯科医師の知人あり

各職種の
知人

26.9412男性

25.5601専業主婦

19.2360パート・アルバイト

23.330その他

44.49無職

0.407

p値

25.7152会社員（その他)

26.261自営業

16.712自由業

0.783

0.505

＜0.001

0.027

0.354

12.0

12.3

16.6

23.0

15.8

14.1

歯科技工士に
「興味あり｣
の者の割合
（％)

1,456なし

＜0.001

0.009

0.025

13.7

13.4

20.4

12.7

16.4

13.7

16.4

17.1

13.0

14.6

15.2

14.6

16.9

14.4

22.2

13.4

14.5

21.6

20.8

13.2

17.1

11.1

13.3

15.0

15.5

8.3

19.7

20.4

17.5

13.5

8.3

5.0

0.650

＜0.001

0.005

p値

23.4

14.5

29.4
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0.40-1.850.860.4970.65-2.441.260.5650.46-1.540.841000〜1200万

未満

0.6230.57-2.581.21

男性性別
（基準：女性)

95％
信頼区間

オッズ
比

歯科医師

0.056Pseudo R2

表 3 各歯科専門職に関して自身の子の将来の職業としての興味の有無（有＝1／無＝0）と基本属性との多重ロジスティック

回帰分析

600〜800万円

未満

0.3740.74-2.211.280.1720.85-2.421.440.5140.73-1.861.17800〜1000万円

未満

0.704

0.465

p値

0.044

0.84

オッズ
比

歯科技工士

(n＝1,648)

目的変数は，自身の子の将来の職業として，「興味あり｣＝1，「興味なし｣＝0とした．説明変数は，表 2で示す基本属性の項

目をすべて投入した．

0.79-1.711.16

0.4270.59-1.250.86400万未満

世帯年収
（基準：400〜
600万未満)

0.5150.57-1.330.870.8830.65-1.450.970.9230.72-1.441.02

0.059

0.68

オッズ
比

歯科衛生士

95％
信頼区間

0.43-1.07

95％
信頼区間

1.16歯科技工士の
知人あり

0.098

p値

0.27-0.820.470.4780.54-1.340.85九州地方

0.9490.66-1.551.010.7320.71-1.611.07

0.2820.78-2.301.34

0.442

p値

0.5610.70-1.92

0.52-1.35

0.780.4760.30-1.760.720.8450.50-2.311.08四国地方

0.1300.37-1.140.650.007

0.82-1.901.250.0081.14-2.451.670.1720.90-1.841.28歯科衛生士の
知人あり

0.0131.16-3.351.97

0.6360.44-1.640.850.3400.39-1.390.730.9880.58-1.751.00中国地方

0.6110.31-2.00

あり定期歯科受診

0.2540.84-1.951.280.1310.91-2.021.36＜0.0011.51-3.032.14歯科医師の
知人あり

各職種の知人
0.294

0.64-1.240.89関東地方

0.3570.53-1.260.820.5030.59-1.300.870.7550.74-1.521.06近畿地方

0.6030.36-5.881.45無職

0.0660.98-1.751.310.0181.06-1.831.390.0021.14-1.851.45

1.030.8100.64-1.761.06東北地方

0.3200.55-1.210.820.1670.54-1.110.770.498

0.61-4.471.650.4410.28-1.750.70その他

0.8210.09-6.610.780.2870.51-9.712.23

0.3820.35-1.490.730.7020.46-1.680.88北海道

居住地域
（基準：中部

地方)

0.1420.87-2.581.500.9270.60-1.77

1.340.5820.70-1.901.150.0180.38-0.910.59パート・アル
バイト

0.7500.38-3.811.210.327

0.8160.68-1.641.050.8610.68-1.591.040.5970.76-1.611.1145〜49歳

0.4570.34-1.620.75

0.4780.73-1.981.200.5090.74-1.841.170.0830.48-1.050.71専業主婦

0.2960.78-2.30

2.7130〜34歳年齢
（基準：40〜

44歳)
0.0421.02-2.321.530.0011.35-2.962.00＜0.0011.35-2.721.9235〜39歳

0.34-1.310.66自営業

0.6000.07-4.730.570.4850.06-3.910.470.1490.06-1.530.31自由業

＜0.0011.48-3.742.35＜0.0011.85-4.442.87＜0.0011.82-4.03

1.460.1160.41-1.100.67会社員
（その他)

0.2250.74-3.601.630.8520.48-2.441.080.236

0.2740.76-2.611.410.1430.41-1.140.68会社員
（技術系)

0.0271.08-3.571.960.2010.82-2.60

0.5980.07-4.690.570.3950.05-3.370.390.1480.06-1.520.31経営者・役員

0.1360.86-3.101.63

0.94無回答

0.1510.11-1.400.400.0570.09-1.040.300.3020.36-1.370.70公務員

職業
（基準：会社
員（事務系）)

0.2060.41-1.210.70わからない

0.3450.52-1.260.810.7050.62-1.390.920.7310.65-1.35

0.8630.43-2.040.930.1760.82-2.911.551200万円以上

0.7390.49-1.670.900.7060.49-1.610.89
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これまでにも，高校生を対象に医療関係職種に対する

認知度やイメージを調査した報告はみられ
8,9,23〜25)

，歯

科専門職に関しても著者らの報告
8,9)

や木林の報告
10)
な

どがある．また，親が子に将来就いてほしい職業の種別

などを調べた報告もよくみられる
12,26)

．しかし，高校生

の子をもつ親を対象に，自身の子の将来の職業として歯

科専門職に対する興味の実態の把握や，興味がある者の

特性を分析した報告は見当たらず，著者らが把握してい

るかぎりでは初めての試みであると考えられる．

高校生の進路選択の過程において親の影響は大き

く
12)
，実際に，歯科衛生士・歯科技工士養成施設に入学

した契機の一つとして，親の影響を挙げる者も多く存在

することが報告されている
13〜15)

．すなわち，本研究結果

は，歯科専門職の安定供給方策を検討するにあたり，高

校生に限らず，親などの進路選択の過程に影響する者も

含め，幅広い者に対してアプローチをすることの意義を

示したものであるといえる．こうした視点は，実際には

ごく当然のことと捉えることもできるが，学術的にデー

タ分析をもって示した点に関しては，これまでほとんど

行われてこなかったと思われる．

本研究結果のうち多重ロジスティック回帰分析の結果

（表 3）から，自身の子の将来の職業として歯科医師・歯

科衛生士に興味のある者は，有意に定期歯科受診者が多

い傾向にあった．この結果は，定期歯科受診を促進する

ことが，これらの職業への興味につながる可能性を示唆

する．石田ら
20)
は，Web 調査を用いて定期歯科受診の要

因を分析しており，定期歯科受診者の通う歯科診療所で

は，患者側の視点から，予防やコミュニケーションを重

視した診療が行われていることを報告している．また，

松尾
27)
は，地域の歯科診療所を対象とした調査により，

定期歯科受診者は歯科衛生士に対する信頼感が高いこと

を報告している．すなわちこれらの報告
20,27)

は，患者と

歯科専門職との信頼関係の構築は，患者の定期歯科受診

に関する行動変容を後押しすることを裏付けるものであ

る．そして，本研究結果もあわせて考えると，こうした

定期歯科受診者が，自身の子の将来の職業として歯科医

師や歯科衛生士という職種を想定したときに，好印象を

もつにいたったことが示唆される．

一方，歯科技工士では，クロス集計の結果（表 2）では

定期歯科受診者の割合が有意に多かったが，多重ロジス

ティック回帰分析の結果（表 3）から，定期歯科受診との

関連は独立して有意なものとはいえなかった．歯科技工

士の職種認知度は低いことがよく指摘されている．しか

し，著者らがすでに報告
9)
しているように，歯科技工士

を全く知らない者は，高校生 46.4％，高校教師 2.7％，

親 10.9％と，高校生を除き成人では決して認知度が低い

状況にあるとはいえない．つまり，歯科技工士は患者対

面業務がなく，歯科医師や歯科衛生士に比べ診療の場に

おける信頼関係の構築につながる状況が少なく，表 3に

示す結果が得られたものと推察できる．

この考えを支持するように，多重ロジスティック回帰

分析の結果（表 3）から，歯科技工士の知人がいる場合に

は，子の将来の職業として歯科技工士への興味を示す傾

向がみられた．この結果は，歯科医師・歯科衛生士も同

様であり，各職種の知人の存在は当該職種への興味につ

ながることを示唆する．医療関係職種のなかには，その

業務内容が知られていない職種も多々ある
9)
．しかし，

知人に医療関係職種の者がいる場合には，その業務内容

も理解している可能性が高く，その職種に対する興味へ

つながったことが考えられる．

年齢に関しては，各歯科専門職に興味のある者は若い

親において多い傾向にあった．全国高等学校 PTA 連合

会等の報告
12)
によれば，親が子の進路に対して思うこと

として，資格の取得（91.1％）や手に職をつけてほしい

（76.8％）といった回答が多数を占めている．とりわけ年

齢的に若い親は，経済的・精神的にも苦労を伴うと考え

られ，こうした傾向が高まることが推察される．よって，

特に年齢の若い親では，いわゆる資格職である歯科専門

職への関心が高く，前記に示す結果につながったと考え

られた．

また，性別に関して，本研究の対象者はスクリーニン

グ調査の過程において，男女比 1：3にサンプルが割り付

けられている．親の性別により子の進路などへの興味に

は多少の差異があると考えられ
12)
，本研究においても，

本来であれば対象者の男女比は均等（1：1）によるサン

プル割り付けが望ましい．しかし，本研究結果から，ク

ロス集計の結果（表 2）では，歯科医師・歯科衛生士への

興味の有無に関しては性別による有意差が認められたも

のの，多重ロジスティック回帰分析により調整した結果

（表 3）では有意差はみられなかった．このため，本研究

の結果に対して，対象者の性別による影響はあまりない

ものと考えている．

以上述べた，特に歯科専門職への興味の有無に関連の

あった 3要因である「定期歯科受診の有無」「各職種の知

人の有無」および「年齢」について，変化させることが

可能か否かという観点に立つと，各職種の知人の有無や

年齢については困難といわざるをえないが，定期歯科受

診については十分可能である．すなわち，定期歯科受診

を促すことは患者本人のメリットだけでなく，歯科専門

職の人材確保にもつながることが本研究により明らかに

なったといえる．

なお，本研究のデータは，マクロミル社
17)
にモニタ会

員として登録されている者を対象に，Web 調査を行い

得られたものである．この調査の利点として，対象者数
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を比較的多く確保することができ，基本属性などの情報

をもとに対象者の条件を詳細に設定することが可能であ

る点が挙げられる．そのほかにもWeb 調査は，調査者・

回答者双方の利便性が高く，短時間で無効回答がない

データを得られるなどの利点を有している
28)
．一方，欠

点として，対象者が登録された会員であり，母集団から

無作為に抽出された標本ではないことから標本誤差が発

生しうる点がある
28,29)

．

本研究では，高校生の子をもつ親を対象に，自身の子

の将来の職業として歯科専門職への興味の実態を把握す

るとともに，それらの者の特性を分析することを目的と

している．このため，集合法や郵送法などの従来の調査

方法では，利便性や費用面から現実的には研究の実施は

困難である．しかし，Web 調査は，本研究の目的を遂行

するにあたり，その全国的な実態を把握するために有用

な調査方法である．また，本研究の対象者の集団は，前

記の理由から偏りが生じている可能性は否定できないも

のの，安藤ら
19)
が今回と同じマクロミル社

17)
のモニタに

対して行った Web 調査では，母集団との乖離の程度は

小さいことが示されている．さらに，クロス集計（表 2）

や多重ロジスティック回帰分析（表 3）による分析疫学

結果については，多少のサンプリングバイアスがあって

も，結果を一定の方向に歪めるとは考えにくい．したがっ

て，今回得られた結果は，全国的な真の状況に近いとみ

なすのが妥当と考えられる．

歯科専門職のみならず，医療関係職種の労働環境や今

後のニーズなどの社会的環境は多様である．今回の研究

では，調査対象者の子の将来の職業として，歯科専門職

への興味の状況などを概略的に把握することに主眼を置

いたため，前記のような社会的環境との関連という視点

では分析をしていない．こうした多面的な視点からの分

析は，今後の検討課題である．

結 論

本研究では，Web 調査を用いて，高校生の子をもつ親

1,648 人を対象に，自身の子の将来の職業として歯科専

門職に興味のある者の実態やその特性を分析した．

その結果，自身の子の将来の職業として歯科医師に興

味のある者の割合は 25.5％，歯科衛生士では 18.3％，歯

科技工士では 15.4％であった．自身の子の将来の職業と

して歯科医師・歯科衛生士に興味のある者は有意に定期

歯科受診者が多かった．歯科技工士では有意な関連はみ

られなかったものの，傾向は歯科医師・歯科衛生士と同

様であった．また，各歯科専門職に興味のある者は，年

齢の若い親が有意に多く，それぞれの職種の知人が有意

に多かった．

以上の結果から，定期歯科受診の促進は歯科医師・歯

科衛生士への興味につながり，また，年齢の若さや各職

種の知人の存在は当該職種への興味につながることが示

唆された．特に，定期歯科受診の促進は患者本人のメリッ

トだけでなく，歯科専門職の人材確保にもつながる可能

性が示された．

本研究は，2016年度厚生労働科学研究費補助金地域医療基

盤開発推進研究事業「歯科衛生士及び歯科技工士の復職支援

等の推進に関する研究（研究代表者：安藤雄一）」の一環とし

て行った．本研究に関連し，開示すべき利益相反関係に該当

する事項はない．
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Periodic Dental Visits Give Parents Interest in Their Child Becoming

a Dentist／Dental Hygienist as a Future Profession

OSHIMA Katsuo and ANDO Yuichi1)

The Nippon Dental University College at Tokyo
1) National Institute of Public Health

Abstract：This study aimed to understand the state of interest of parents with high-school-age children

regarding various professions as future possibilities for their children and to analyze the characteristics of

persons particularly interested in dental professionals.

The subjects were 1,648 persons with high-school-age children selected by a preliminary survey by a web

survey company. We examined the interest of parents regarding 26 professions such as dentist, dental hygienist,

and dental technician as future professions for their child and analyzed the status and characteristics of interest.

The proportion of persons with interest in dentist as the childʼs future profession was 25.5％；that of dental

hygienist was 18.3％ and that of dental technician was 15.4％. The number of subjects interested in dentist and

dental hygienist was significantly higher among persons who underwent periodic dental visits. The number of

young parents and persons with acquaintances performing the respective professions was significantly higher.

These findings suggest that promoting periodic dental visits may lead to interest in dentists and dental

hygienists, and a young age and the presence of an acquaintance in each profession may lead to interest in each

respective profession.

Key words：Occupation selection, Parent, High school students, Dental profession, Web-based survey
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緒 言

2014 年 6 月に労働安全衛生法が改正され，ストレス

チェック制度（2015 年 12 月 1 日施行）が導入された
1,2)

．

2017年 6月末現在で，わが国の事業所のうち，実施が義

務付けられている事業所の 82.9％において，ストレス

チェック制度が実施されている
3)
．このストレスチェッ

ク制度では，職業性ストレスの高負荷状態を特定するた

めに職業性ストレス簡易調査票
4)
を使用している

1,2)
．直

近の平成 29年労働安全衛生調査
5)
によると，現在の自分

の仕事や職業生活に関することで強い不安，悩み，スト

レスとなっていると感じる事柄がある労働者の構成割合

は 58.3％であり，ストレスチェック制度施行時の 55.7％

（平成 27年調査）より増加しており，労働者の職業性ス

トレスの軽減のための対策が求められている．

一方，ストレスは歯周炎
6〜11)

，口腔衛生状態
12)
，う�

13)

と関連することが知られている．職業性ストレスに限定

すると，メタボリックシンドローム
14)

や心血管疾患

（CVD)15〜20)
の発症との関連が報告されている．メタボ

リックシンドロームや CVDは，歯周病
19,20)

，う�
21)
との

関連が示唆されている．また，メタボリックシンドロー

ム，CVD，歯科疾患は慢性の非感染性疾患に属し
22,23)

，

非感染性疾患は生活習慣の要因に影響され，特に飲酒，

喫煙，運動習慣などの生活習慣がリスクファクターであ

ると報告されている
22,23)

．う�，歯周病は歯の喪失の二

大疾病であること
24)
，雇用形態の変化と喪失歯

25)
が関連

することも報告されている．加えて，災害発生率におい

て，50 歳代では 30歳代の 1.5倍で，60 歳以上ではさら

に高くなっており，中高年労働者は，若年労働者に比べ

て被災した場合にその程度が重くなるという傾向があ

る
26)
．

このような背景を踏まえ，われわれは 50 歳以上の労

働者において，職業性ストレス負荷が歯の喪失に直接影

響する要因の一つではないかというリサーチクエスチョ

ンを設定した．

職業性ストレス簡易調査票を利用した職業性ストレス

と疾病および健康関連指標に関する先行研究は一定数存

在するが，歯科関連項目では口腔の自覚症状を多く有す

る者はストレススコアが高いことを示唆した Web 調査

しか報告されていなかった
27)
．この研究は実際の口腔内

の状況を歯科医療従事者が判定をしたものではない．ま

た，職業性ストレスを感じている中高年労働者を対象と
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索引用語：職業性ストレス，中高年労働者，BJSQ，多重ロジスティック回帰分析

概要：2016年 11月および 2017年の 8月から 11月において，全国 8都道府県の事業所に属する 50歳以上の中

高年労働者 350 名を対象としたベースライン調査を実施した．5 歯以上の喪失歯の有無を従属変数，職業性スト

レス高負荷の有無をメインアウトカムとして，327名に対し多重ロジスティック回帰分析を実施した．5本以上の

喪失歯における説明変数として有意差を示した項目は，職業性ストレス高負荷（OR：2.39，95％信頼区間：1.12-

5.07，p＜0.05），歯科定期受診の有無（OR：2.02，95％信頼区間：1.09-3.73，p＜0.05），喫煙習慣の有無（OR：

0.42，95％信頼区間：0.23-0.37，p＜0.01），8時間以上の労働時間（OR：0.51，95％信頼区間：0.29-0.93，p＜

0.01）であった．この結果から，5本以上の喪失歯の有無と職業性ストレス高負荷の有無との関連する可能性が示

唆された．

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

山 口 摂 崇
1,2)

福 泉 隆 喜
2)

越 智 守 生
1)

中高年労働者における 5本以上の喪失歯の有無と

職業性ストレス高負荷の有無との関連

原 著

1)
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウン

ブリッジ・インプラント補綴学分野（主任：越智守生教

授）
2)
九州歯科大学共通基盤教育部門社会歯科学研究室（主

任：福泉隆喜准教授)

受付：平成 31年 1月 31日

受理：平成 31年 2月 25日



058-066_KR0116責B.mcd  Page 3 19/06/04 13:55  v6.10

した歯数と職業性ストレスとの関係を調べている論文も

存在しなかった．さらにわれわれが渉猟しえた範囲（検

索条件：PubMed・医中誌Web・メディカルオンライン

にて，ストレス，職業性ストレス，性格特性，抑うつと

歯数，歯の喪失，検索期間：過去 30 年）では，リサーチ

クエスチョンに直結する先行研究は存在しなかった．

そこで，わが国の中高年労働者における喪失歯数と職

業性ストレス高負荷の発生との関連性を明らかにするこ

とを，本研究の目的とした．

材料および方法

�．研究デザインと調査対象者

研究デザインは横断研究とし，対象者は全国 8都道府

県（北海道，宮城県，神奈川県，東京都，愛知県，大阪

府，広島県，福岡県）に事業所を有する民間企業 3社の

50歳以上の中高年労働者 350 名とした．調査実施時期は

2016 年 11 月と 2017 年の 8 月から 11 月である．除外基

準は，（1）非常勤職員，（2）歯科特殊健診受診に該当す

る業務に従事するもの，（3）精神疾患を加療中の対象者

の 3つとした．まず，調査対象企業の事業所の 50歳以上

の中高年労働者に対し，調査の 1 カ月前に調査内容の情

報提供を行い，調査参加者を募った．調査応募者から除

外基準に該当する者を除いた参加予定者に対し，文書な

らびに口頭で健診内容および本研究内容を説明のうえ，

文書による同意を得た．

除外基準に該当したのは 0 名であり，健診当日都合が

つかず受診できなかったのが 15 名であったため，調査

実施対象者は 335 名であった．ただし，調査実施対象者

のうち 8 名にデータの欠損があったため，統計解析は

327名に対して行った（図 1）．

なお，本研究は，九州歯科大学研究倫理委員会（承認

番号 15-22-通常）および北海道医療大学倫理審査委員会

（承認番号 143）の承認を得ている．

�．調査項目

�) 対象者基本情報について

調査実施対象に対して，自記式質問紙調査により，年

齢，教育年数，勤続年数，職種，生活習慣（喫煙歴，飲

酒歴，運動習慣，睡眠時間，労働時間）を調査した．

�) 口腔内状況について

歯科医師による歯科健診を実施し，う�未処置歯数，

処置歯数，喪失歯数，歯周ポケットの深さ（PPD，CAL）

を調査した．調査で得た PPD，CAL をもとに CDC

Working Group が作成した歯周病の重症度分類
28)
を用

いて，歯周炎の重症度を，重度（6 mm以上の CALをも

つ隣接面歯肉が 2 カ所以上かつ 5 mm 以上の PPD をも

つ隣接面歯肉が 1 カ所以上），中程度（4 mm 以上の

CAL をもつ隣接面歯肉が 2 カ所以上または 5 mm 以上

の PPDをもつ隣接面歯肉が 2カ所以上），軽度（重度，

中程度以外のもの）の 3段階にカテゴライズした．その

後，中程度以上の歯周炎を認めた者を「歯周炎あり」と

し，それ以外の者を「歯周炎なし」として，2群に層別化

した．また，歯科医師または歯科衛生士による個別面接

調査法により，歯科医院への受診頻度を聴取した．

なお，歯科健診の検査者は，1事業所あたり 1〜3名の

歯科医師が各種の検査を実施した．1 事業所あたり 2 名

以上の複数の検査者が健診を実施する場合，検査に先

立って，う�の有無やプロービング圧について，検査者

間の判定基準のキャリブレーションを実施した．

�) 職業性ストレスについて

ストレスチェック制度に用いられる職業性ストレス簡

易調査票
1)
を用い，対象者の職業性ストレスを調査した．

職業性ストレス簡易調査票は全 57 項目からなる自己

記入式の質問紙調査表であり，仕事のストレス要因，ス

トレス反応，修飾要因の大きく 3つから構成されている．

各設問に対する回答方法は，「そうだ」「まあそうだ」「や

やちがう」「ちがう」といったような 4件法で該当を選択

するものである．仕事のストレス要因は心理的な仕事の

量的負担，心理的な仕事の質的負担，身体的負担，コン

トロール，技術の活用，対人関係，職場環境，仕事の適

性度，働きがいで構成されている．ストレス反応につい

ては，心理的ストレス反応と身体的ストレス反応につい

て測定するものである．心理的ストレス反応は，ポジティ

ブな心理的反応の尺度として「活気」が，ネガティブな

心理的反応の尺度として「イライラ感」「疲労感」「不安

感」「抑うつ感」がそれぞれ示されている．また身体的ス

トレス反応（身体愁訴）の尺度は 11の設問から構成され

ている．修飾要因については，上司，同僚，配偶者・家

族・友人からのサポートといった 9項目で構成されている．
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図 1 対象者ダイアグラム
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本研究では，同調査票に付属する素点換算表に基づい

てスコアリング（得点化）し，領域 A（ストレスの原因

と考えられる因子），領域 B（ストレスによって起こる心

身の反応），領域 C（ストレス反応に影響を与えるほかの

因子）の 3領域のストレスの程度をそれぞれ評価した．

このとき，スコアが小さいほどストレスが大きい評価と

なる．さらにこれらの得点を用いて，ストレス領域 Bの

得点が 12点未満の場合もしくは領域 Aと領域 Cの得点

の合計点が 26 点以下かつ領域 B の得点が 17 点以下を

高ストレスと判定する判定基準
2)
に基づき，職業性スト

レスの高負荷か否かをスクリーニングした．

本研究では，歯科健診の 1 週間前に質問紙を郵送して

事前に回答してもらい，健診当日に回収した．また，厚

生労働省の実施マニュアル
1)
を遵守し，調査時期は繁忙

期などストレス測定にふさわしくない時期を避け，対象

者の心的負担を軽減するように努めた．

�．アウトカム評価と統計解析

喪失歯数をアウトカムに設定するにあたり，本研究対

象が 50〜76 歳と幅があり，歯科疾患実態調査などの特

定の年齢層の喪失歯の平均値本数が適用できないことか

ら，本研究での喪失歯数の中央値（5 本）を採用し，従属

変数を 5本以上の喪失歯数の有無とした．説明変数を職

業性ストレスの高負荷状態の有無とした．調整変数は，

対象者基本情報（潜在的交絡因子：年齢，教育年数，性

別，慢性の非感染性疾患関連生活習慣因子：喫煙歴，飲

酒歴，運動習慣，睡眠時間，労働条件因子：勤続年数，

職種，労働時間）と歯科関連項目（歯科定期受診の有無，

う�未処置歯数，処置歯数，歯周炎の有無）とした．統

計解析は，Model 1 はロジスティック単回帰分析，

Model 2 は対象者基本情報を加味した多重ロジスティッ

ク回帰分析，Model 3 は Model 2 に歯科関連項目を加味

した多重ロジスティック回帰分析を実施し，オッズ比

（OR)で評価した．ただし職種においては 3つのカテゴリー

からなるため，技術職を基準としたダミー変数化した後

に各職種を回帰分析に投入した．多重ロジスティック回

帰分析モデルの適合性は変数投入前後の判別的中率で評

価した．なお統計処理は，統計ソフト IBM SPSS Statis-

tics®（version24.0，IBM，Somers，NY）を使用した．

結 果

�．対象者基本情報について

喪失歯数が 5 本以上の対象者は 187 人，5 本未満の対

象者は 140 人であった．5 本以上の歯の喪失について，

ロジスティック単回帰分析で有意なオッズ比が得られた

項目は，年齢（OR：1.07（年齢が 1 歳増加するに伴い，

5 本以上の歯の喪失である割合が 1.07 倍に増加），95％

信頼区間：1.01-1.13，p＜0.05），教育年数（OR：0.6

（教育年数が 1年増加するに伴い，5本以上の歯の喪失で

ある割合が 0.6倍に減少），95％信頼区間：0.53-0.69，

p＜0.01），勤続年数（OR：1.03（勤続年数が 1年増加す

るに伴い，5本以上の歯の喪失である割合が 1.03 倍に増

加），95％信頼区間：1.01-1.05，p＜0.01），職種（作業

員）（OR：0.20（技術職が 5 本以上の歯の喪失である割

合を基準とした場合，工場労働者が 5本以上の歯の喪失

である割合が技術職の 0.2 倍），95％信頼区間：0.09-

0.43，p＜0.01）であった（表 1）．そのほかの項目につい

ては，5 本以上の歯の喪失の有無に有意差は認められな

かった．

�．口腔内状況について

5 本以上の歯の喪失について，ロジスティック単回帰

分析で有意なオッズ比が得られた項目は，歯周炎の有無

（OR：1.63（歯周炎なしで 5 本以上の歯の喪失である割

合を基準とした場合，歯周炎ありで 5本以上の歯の喪失

である割合が 1.63 倍），95％信頼区間：1.03-2.58，p＜

0.05）のみで，そのほかの項目については 5本以上の歯

の喪失の有無に有意差は認められなかった（表 2）．なお，

歯周炎重症度分類において，喪失歯 5本以上の群では，

重度 16 名，中等度 65 名，軽度 106 名であり，喪失歯 5

本未満の群では重度 5名，中等度 40名，軽度 95名であっ

たため，歯周炎ありと判定した者は，喪失歯 5本以上の

群で 81 名（43.9％），喪失歯 5 本未満の群で 45 名

（32.4％）であった．

�．職業性ストレスについて

5 本以上の歯の喪失について，ロジスティック単回帰

分析において，職業性ストレスのすべての領域で有意な

オッズ比が得られた．領域 A の OR は 0.86（領域 A の

得点が 1 点増加するに伴い，5 本以上の歯の喪失である

割合が 0.86 倍に減少），95％信頼区間：0.80-0.90，p＜

0.01，領域 B の OR は 0.86（領域 B の得点が 1 点増加

するに伴い，5本以上の歯の喪失である割合が 0.86倍に

減少），95％信頼区間：0.82-0.90，p＜0.01，領域 C の

OR は 0.79（領域 C の得点が 1 点増加するに伴い，5 本

以上の歯の喪失である割合が 0.79 倍に減少），95％信頼

区間：0.72-0.87，p＜0.01 であった．また，高ストレス

負荷の有無についても 5本以上の歯の喪失の有無に有意

なオッズ比が得られた（OR：5.52（職業性ストレスの高

ストレス負荷なしで 5本以上の歯の喪失である割合を基

準とした場合，高ストレス負荷ありで 5本以上の歯の喪

失である割合が 5.52 倍），95％信頼区間：3.37-9.01，p

＜0.01）（表 3）．
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1.0158（50-69)3

Low
5本未満

（N＝138)

95％ CI2

OR1

喪失歯数

変数 5本以上

（N＝186)

表 1 対象者基本情報

169.448時間未満労働時間

0.6012（9-18)3
教育年数

1.0759（53-71)3
年齢

ロジスティック単回帰分析（従属変数：5本以上の喪失歯有，説明変数：対象者基本情報)
1OR：オッズ比
295％ CI：95％信頼区間
3
数値は中央値（範囲）を示す．

4
数値は構成割合（％）を示す．

OR は上段を基準カテゴリー（1）とした場合の値を示す．

p値は基準カテゴリーに対する検定結果を示す．

0.5316（12-22)

6.448時間以上

0.12

＜0.001

0.013

p Value

0.9056.94

43.14

1.5230.648時間以上

194.9493.648時間未満睡眠時間

3.30.481.265.14

2.57

0.69

1.13

High

175.2473.34あり運動習慣

0.171.170.410.6924.8426.74なし

0.63

178.3473.74あり飲酒習慣

0.481.270.651.1321.7426.34なし

124.6438.74あり喫煙習慣

0.571.480.490.8575.4461.34なし

2.0365.2419.94事務職

＜0.0010.430.090.2023.2472.64作業員

1.5217.1421.94女性

113.0448.064技術職職種

0.084.440.92

1.0332（0.1-46)339（0.3-46)3
勤続年数

182.9478.14男性性別

0.142.640.88

＜0.0011.051.01

あり歯科定期受診

0.41

1.0011（0-26)3
処置歯数

0.800（0-9)3
う�未処置歯数

77.64
なし

表 2 口腔内指標

5本以上

（N＝187)

OR1

喪失歯数

Low
5本未満

（N＝140)

95％ CI2

変数

ロジスティック単回帰分析（従属変数：5本以上の喪失歯有，説明変数：口腔内指標)
1OR：オッズ比
295％ CI：95％信頼区間
3
数値は中央値（範囲）を示す．

4
数値は構成割合（％）を示す．

OR は上段を基準カテゴリー（1）とした場合の値を示す．

p値は基準カテゴリーに対する検定結果を示す．

22.44

p Value

1.150.6970.54

129.54

1.081.0413（0-24)3
1.020.910（0-12)3

High

167.6456.14なし歯周炎

2.581.031.6332.4443.94あり

0.16

0.06

0.12

0.04
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�．多重ロジスティック回帰分析について

5 本以上の喪失歯において職業性ストレス高負荷の者

は高負荷でない者に比べ，OR は，ロジスティック単回

帰分析によるModel 1 で 5.52（職業性ストレスの高スト

レス負荷なしで 5本以上の歯の喪失である割合を基準と

した場合，高ストレス負荷ありで 5 本以上の歯の喪失で

ある割合が 5.52 倍），95％信頼区間：3.37-9.01，p＜

0.01，対象者基本情報を加味した多重ロジスティック回

帰分析によるModel 2 で 3.38（職業性ストレスの高スト

レス負荷なしで 5本以上の歯の喪失である割合を基準と

した場合，高ストレス負荷ありで 5 本以上の歯の喪失で

ある割合が 3.38 倍），95％信頼区間：2.26-6.62，p＜

0.05，Model 2 に歯科関連項目を加味した多重ロジス

ティック回帰分析によるModel 3 で 2.39（職業性ストレ

スの高ストレス負荷なしで 5 本以上の歯の喪失である割

合を基準とした場合，高ストレス負荷ありで 5 本以上の

歯の喪失である割合が 2.39 倍），95％信頼区間：1.12-

5.07，p＜0.05であった．

さらに Model 3 において，5 本以上の喪失歯の存在す

る場合の有意なオッズ比を示した調整変数は，歯科定期

受診の有無，喫煙習慣の有無，8 時間以上の労働時間で

あった．歯科定期受診のある者に比べ，ない者は 5本以

上の歯の喪失がある割合が 2.02 倍（95％信頼区間：1.09-

3.73，p＜0.05）であり，喫煙習慣のない者はある者に比

べ 5 本以上の歯の喪失がある割合が 0.42 倍（95％信頼

区間：0.23-0.37，p＜0.01），8 時間以上の労働時間の者

は 8時間未満の労働時間である者に比べ 5 本以上の歯の

喪失である割合が 0.51 倍（95％信頼区間：0.29-0.93，

p＜0.01）であった（表 4）．そのほかの項目については，

5 本以上の喪失歯の存在に関して有意なオッズ比を認め

なかった．なお，Model 3 におけるモデルの適合性につ

いて判別的中率による評価を行ったところ，全体の正解

率は 75.8％（変数投入前は 57.2％）であった．2群の場

合，判別的中率の基準である 75％26)
を超えているため，

適切であることが示された（表 5）．

考 察

5 本以上の喪失歯における説明変数として有意差を示

した項目は，職業性ストレス高負荷，歯科定期受診の有

無，喫煙習慣の有無，8時間以上の労働時間であった．す

べての Model において調整変数調整後も職業性ストレ

ス高負荷である者は 5本以上の喪失歯を有していること

が示唆できた．

まず，先行研究によって，喫煙は歯の喪失の要因とし

て報告されている
29,30)

．今回の解析では，喫煙習慣の有

無について，ロジスティック単回帰分析では有意差を認

めなかったが，多重ロジスティック回帰分析では有意差

を認めた．このことは，ロジスティック単回帰分析の際，

分布の偏りが少なかったため有意差がみられなかった可

能性が考えられる．多重ロジスティック回帰分析の結果

は，これまでの先行研究と同じ傾向が示された．また，

喫煙は性差，歯周病重症度を問わず歯周病のリスクファ

クターとして報告されている
31)
．今回の多重ロジス

ティック回帰分析の際に，性差や歯周炎の有無の影響を

調整したことも，喫煙習慣がロジスティック単回帰分析

では有意差を認めなかったが，多重ロジスティック回帰

分析では有意差を認めた一因となった可能性が考えられ

る．さらに喫煙習慣がある対象者では，職業性ストレス

を訴える人が多い傾向にあることが報告されている
32)
．

62 日本歯科医療管理学会雑誌 第 54 巻第 1 号

なし高ストレス負荷

3.37

0.8219（7-29)3
領域 B

0.8028（20-39)3
領域 A職業性ストレス素点

22.94
あり

表 3 職業性ストレス

変数

9.015.5262.04

138.04

0.900.8611（6-28)3
0.900.8625（17-36)3

ロジスティック単回帰分析（従属変数：5本以上の喪失歯有，説明変数：職業性ストレス)
1OR：オッズ比
295％ CI：95％信頼区間
3
数値は中央値（範囲）を示す．
4
数値は構成割合（％）を示す．

ORは上段を基準カテゴリー（1）とした場合の値を示す．

p値は基準カテゴリーに対する検定結果を示す．

77.14

5本未満

（N＝140)

5本以上

（N＝187)

p Value

95％ CI2

OR1

喪失歯数

＜0.001

＜0.001

＜0.001

＜0.0010.870.720.798（3-15)37（3-15)3
領域 C

HighLow
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今回の解析でも，喫煙習慣で調整しても職業性ストレス

高負荷の有無は 5本以上の喪失歯のリスク因子となって

いる可能性が示唆された．

一方，これまでに長時間労働とう�の発生との関連が

報告されている
33)
．また，歯の喪失の最大のリスクは，

う�およびう�治療後の破折であることも報告されてい

る
6)
．今回，う�の未処置歯は有意差を示してはいない

が，う�経験歯数としての処置歯について検討したとこ

ろ，喪失歯 5本以上を持つ群に処置歯が多かったことか

ら，先行研究と同様の傾向を示していることが示唆され

た．さらに先行研究では，労働時間と職業性ストレスと

の間に関連が報告されている
34〜36)

．今回の多重ロジス

ティック回帰分析の結果では，労働時間の影響を考慮し

ても，職業性ストレス高負荷において有意差を示したこ

とから，職業性ストレスは喪失歯の 5本以上のリスク因
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あり
＊
歯科定期受診

なし

3.38（2.26-6.62)あり

歯周炎

1なし
＊
高ストレス負荷

なし

表 4 多重ロジスティクス回帰分析

変数

う�未処置歯数

1.01（0.96-1.07)

5.52（3.37-9.01)

処置歯数

1

1

（＊p＜0.05，＊＊p＜0.01)

職種はダミー変数化し，技術職を基準カテゴリー（1）とした場合の値を示す．

Model 1：職業性ストレス高負荷単回帰分析，Model 2：Model 1＋対象者基本情報（年齢，教育年

数，勤続年数，職種，喫煙歴，飲酒歴，運動習慣，睡眠時間，労働時間），Model 3：Model 2＋歯

科関連項目（歯科定期受診の有無，う�未処置歯数，処置歯数，歯周炎の有無)

OR（95％ CI)OR（95％ CI)

Model 3

1.00（0.86-1.17)

Model 2Model 1

2.02（1.09-3.73)

1

2.39（1.12-5.07)

1

118時間未満

0.74（0.43-1.27)

＊
労働時間

0.51（0.29-0.93)0.51（0.30-0.86)

あり

OR（95％ CI)

8時間以上

あり運動習慣

0.94（0.89-1.67)0.73（0.58-1.28)なし

118時間未満睡眠時間

0.79（0.27-2.30)0.83（0.27-2.51)8時間以上

なし

11あり飲酒習慣

1.41（0.88-2.77)1.38（0.67-1.78)なし

11

2.21（0.94-4.12)事務職

0.22（0.08-0.31)0.21（0.07-0.39)＊＊
作業員

11あり
＊＊

喫煙習慣

0.42（0.23-0.77)0.44（0.25-0.78)

11男性性 別

0.53（0.25-1.12)0.56（0.27-1.14)女性

11技術職職 種

1.98（0.97-3.87)

0.96（0.90-1.32)0.96（0.90-1.02)年 齢

0.98（0.90-1.13)0.68（0.56-0.89)教育年数

0.99（0.98-1.02)0.99（0.98-1.02)勤続年数

100

全体の正解率（％)

1875本以上観測 喪失歯本数

5本未満

表 5 モデル適合性

予測

変数投入前分類テーブル

0140

正解率

（％)

予測

Model 3の分類テーブル

57.2

5本未満5本以上

喪失歯本数
正解率

（％)

79.7381495本以上喪失歯本数観測

5本未満5本以上

喪失歯本数

75.8全体の正解率（％)

70.799415本未満
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子になりうる可能性が示唆された．

今回の多重ロジスティック回帰分析のモデルの適合度

について検討したところ，感度は 79.7％，特異度は

70.7％であった．

本研究の強みは以下の 3 点である．1 点目は多重ロジ

スティック回帰分析を用いて主要な交絡因子を調整した

うえで，5 歯以上の喪失歯と職業性ストレス高負荷の関

連性を示唆できたこと，2 点目はモデルの適合性を適切

に評価している点，3 点目はストレスチェック制度で広

く使用される職業性ストレス簡易調査表の結果におい

て，歯科関連項目との関連を示せたことである．

一方で本研究の限界は以下の 4 点である．1 点目は研

究デザインが横断研究であるため因果関係を証明できて

いない点，2 点目はサンプル数が必ずしも十分でないた

め職種など調整変数が少なく，研究結果の適応範囲が狭

いことで，モデルの適合度が弱くなっている点，3 点目

はランダムサンプリングではないため，調整変数以外の

交絡因子が揃えられない点，4 点目はメインアウトカム

である喪失歯数の層別化について，歯科疾患実態調査な

どから得た平均値などを用いて，5 歳年齢階級，男女別

で異なるカットオフ値を用いるべきであったが，そのま

ま適用できなかったため中央値での層別化になってし

まった点である．

本研究はベースライン調査の結果であり，現時点では

前向きコホート研究を開始している．この前向きコホー

ト研究から，歯科関連項目と職業性ストレスとの因果関

係を示すことができれば，今後の労働者の職業性ストレ

ス対策に歯科がさらに寄与できる一助となると考えられ

る．

結 論

全国 8 都道府県の事業所に属する 50 歳以上の中高年

労働者 350 名を対象としたベースライン調査を実施し

た．5 歯以上の喪失歯の有無を従属変数，職業性ストレ

ス高負荷の有無をメインアウトカムとして 327 名に対

し，多重ロジスティック回帰分析を実施した．5 本以上

の喪失歯における説明変数として有意差を示した項目

は，職業性ストレス高負荷，歯科定期受診の有無，喫煙

習慣の有無，8 時間以上の労働時間であった．この結果

から，5 本以上の喪失歯の有無と職業性ストレス高負荷

の有無とが関連する可能性が示唆された．

本研究の遂行にあたり，公益社団法人東京都歯科衛生士会，

公益社団法人神奈川県歯科衛生士会，公益社団法人大阪府歯

科衛生士会から多大なご協力を賜りましたことを，ここに深

謝いたします．
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The Association betweenB5 Missing Teeth and Jobs Associated with a High Stress Load

in Middle-aged Workers in Japan：A Cross-sectional Study

YAMAGUCHI Kanetaka1,2), FUKUIZUMI Takaki2) and OCHI Morio1)

1) Division of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology, Department of Oral Rehabilitation,

Health Sciences University of Hokkaido（Chief：Professor OCHI Morio)
2) Section of Primary Dental Education, Kyushu Dental University

（Chief：Associate Professor FUKUIZUMI Takaki)

Abstract：Job-related stress has been reported as a risk factor for conditions such as depression, metabolic

syndrome, and cardiovascular disease. The aim of this cross-sectional study was to evaluate the association

betweenB5 missing teeth and jobs associated with a high stress load in middle-aged workers in Japan. In

November 2016, and from August to November 2017, we recruited 350 participants aged 50 to 76 years from

Hokkaido,Miyagi, Tokyo, Kanagawa, Aichi, Osaka, Hiroshima, and Fukuoka, Japan. We included 327 subjects in

the statistical analysis. The odds ratios forB5 missing teeth was 2.39（95％ confidence interval（CI), 1.12−5.07）

for high stress load compared to non-high stress load, 2.02（95％ CI, 1.09−3.73, p＜0.05）for regular dental

checkup, 0.42（95％ CI, 0.23−0.37, p＜0.01）for smoking status, and 0.51（95％ CI, 0.29−0.93, p＜0.01）for

B8 hours of work time. After adjusting control variables, there were significant differences between missing

teeth and high stress load. Therefore, jobs associated with a high stress load may be an index of the number of

missing teeth for Japanese workers aged 50 years or older.

Key words：Brief job stress questionnaire, Japanese workers, Missing teeth, 50 years or older
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緒 言

わが国は急速な高齢化を迎え，歯科治療のあり方にも

変化が求められている．要介護者 368 名を対象に，要介

護者の口腔状態と歯科治療および専門的口腔ケアの必要

性に関して歯科医師が調査した実態調査では，歯科治療，

専門的口腔ケアおよびそのどちらも必要と回答した者は

全体の 89.5％でありながら，実際に歯科受診した要介護

者は約 27％と低く，歯科医療に対する介護分野における

需要と供給体制が乖離していることが報告されてい

る
1)
．近年は，全身疾患の管理や介護の機会が増加する

ことに伴い，医科・歯科・福祉を含む多様なニーズを複

合的に抱える国民が増加している．これまで歯科は，そ

の医療提供の場を診療所を中心としてきた．そのため，

加齢とともに歯科診療所に通院することが困難となる患

者に対しては，在宅歯科医療の提供が求められるように

なり，これまで以上に，他医療職との関係が重要視され

るようになっている．

WHO は Collaborative practice（連携医療）を「異な

る専門分野をもつ複数の医療従事者が患者，家族，介護

者，コミュニティと連携して包括的サービスを提供する

こと」と定義し
2)
，あらゆる状況で最高品質のケアを提

供するために，多職種が連携して患者にアプローチする

重要性を示している．

わが国の歯科医療においても，連携医療による口腔健

康管理の役割は，全身的な患者管理・診療の面で重要に

なってきている．急性期病院における周術期口腔ケア，

人工呼吸器関連肺炎に対する予防的な口腔ケアの実施に

より，処置前と比較し，処置後に患者の有意な生活の質

の改善が認められている
3,4)

．米山ら
5)
は某特別養護老人

ホームに入居する高齢者の歯周疾患実態について調査

し，入居者の口腔内の全歯面における高いプラーク付着
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索引用語：歯科衛生士，多職種連携，文献調査，Interprofessional work（IPW)

概要：あらゆる状況で最高品質のケアを提供するために，異なる専門職が連携して医療を提供する連携医療が

国際的に重要視されている．超高齢社会に突入したわが国では，患者が複数の疾患をもつケースが増えており，

異なる専門職種をもつ複数の医療従事者による Interprofessional work（IPW）による質の高い医療の提供が期待

される．歯科衛生士の専門性を活かした口腔健康管理が地域包括ケアにおいて重要な役割とされているが，その

現状は明らかにされていない．

本研究は歯科衛生士の IPW実践における研究主題を明らかにすることを目的として，文献調査を実施した．医

学中央雑誌 Webを使用して「多職種連携 歯科衛生士」をキーワードにした原著論文の文献検索を実施した．対

象文献においては研究実施場所，筆頭著者の所属，発行年を調査した．さらに歯科衛生士が IPW実践した成果を

分類した．

その結果，2018年 8月までに発表された原著論文は 129編であり，分析対象文献は 72編となった．研究実施場

所と筆頭著者の所属は「病院」が最も多く，発行年度は 2004年から始まり 2007年が最も多かった．分類の結果

は，①患者の予後への影響は 47編（65.3％），②チームへの影響は 25編（34.7％），③歯科医療従事者間への影

響は 3編（5.6％）であった（うち 3編の重複を含む）．

歯科衛生士の IPWに関する研究は，主に病院において実践されていることが明らかとなった．その一方で，歯

科衛生士にとって最も身近なチームの単位である「歯科医師-歯科衛生士」間の研究はごくわずかであることも示

された．さらに今後歯科衛生士の需要が期待される領域である「在宅」を研究実施場所にした論文は 1編のみで

あり，他職種からのニーズと歯科衛生士の実際の活動報告に隔たりがあることが示唆された．

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

戸田花奈子 鶴田 潤
1)

歯科衛生士の Interprofessional work実践に関する文献調査

原 著

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯学教育システ

ム評価学分野（指導者：鶴田 潤)
1)
東京医科歯科大学統合教育機構

受付：平成 31年 1月 31日

受理：平成 31年 2月 25日
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率と歯肉辺縁の擦過による出血があること，さらに高齢

者への口腔ケアの実施により，肺炎発生率が低下したこ

とを報告した
6)
．また，歯科衛生士による介入も重要視

されており，2009年からは介護報酬に関して歯科衛生士

による介入を行うことによる健康への寄与が保険制度上

でも認められ，「口腔衛生管理加算・口腔衛生管理体制加

算」が算定されるようになっている
7)
．

Interprofessional Work（IPW）は 1990 年代から提唱

されるようになり，異なる専門職種をもつ複数の医療従

事者による連携活動として，「専門職連携実践」「専門職

連携／協働」と訳されている．吉本
8)
は IPWを「複数の療

育の専門職者がおのおのの技術と役割をもとに，共通の

目標を目指す協働」と定義しており，IPWは保健医療や

介護福祉の複数のニーズをもつ人々の生活の質の改善・

向上を目的として実践されるものである
9)
．

専門職連携に関する教育（Interprofessional educa-

tion，IPE）に関しては，英国の Centre for the Ad-

vancement of Interprofessional education（CAIPE）が

�Interprofessional Education occurs when two or more

professions learn with, from and about each other to

improve collaboration and quality of care�と定義して教

育を推進している．わが国においても歯科衛生教育モデ

ル・コア・カリキュラム
10)
の「歯科衛生士に求められる

基本的な資質」で「多職種連携のできる歯科衛生士」が

挙げられるなど，卒前における IPEの実践が注目されて

いる．実際の協働の現場に関する研究成果は，教育の方

向性を定める際に重要な指標となると考えられる．

そこで，本研究は文献調査によって，国内における歯

科衛生士の，IPW の実践における研究主題のあり方を明

らかにすることを目的とした．

材料および方法

文献調査には医学中央雑誌（以下，医中誌）Web版を

使用した．検索ワードを「多職種連携 歯科衛生士」と

した結果，「多職種連携」に対して「専門職間人間関係」

および「チーム医療」の 2 語が統制語として案内された．

検索ワードを（A）「専門職間人間関係」and「歯科衛生

士」，（B）「チーム医療」and「歯科衛生士」とし，絞り込

み条件は「本文あり」「抄録あり」「原著論文」「会議録除

く」を選択して検索した．なお，検索対象とした文献の

発行期間に期限は指定しなかった．

分析対象となった文献については，研究の実施場所，

筆頭著者の所属および発行年を調査した．さらに研究主

題において歯科衛生士の関与が影響を与える対象につい

て，①歯科衛生士の関与による他職種と連携した医療の

提供による患者の予後変化（ex. 退院日数，肺炎罹患率

など），②歯科衛生士の関与による医師，コメディカル等

間の連携（ex. 連携に関するアンケートなど），③歯科衛

生士の関与による歯科医療専門職間の連携（ex. 連携に

関するアンケートなど）の 3つに分類した（表 1）．研究

期間は 2018 年 3〜8 月の 6カ月間であった．

結 果

調査の結果，129 編を抽出し，重複した論文や解説お

よび特集，対象が歯科衛生士学生のものなどを除外した

72編を分析対象文献とした（図 1）．

研究の実施場所は，「病院」が 51編（70.8％），「介護

療養施設」が 4編（5.6％），「介護老人保健施設」が 2編

（2.8％），「医療センター」が 2編（2.8％），「がんセンター」

「地域保健事業」「在宅」「保健センター」「不明」がそれ

ぞれ 1編（1.4％），「アンケート調査」のため実施場所が

不明のものが 6編（8.3％），「質的調査」のため実施場所

が不明のものが 2編（2.8％）であった（図 2）．

筆頭著者の所属は，「病院」が 35編（48.6％），「歯科

衛生士会」が 16編（23.6％），「大学もしくは大学院」が

15編（20.8％），「介護・福祉分野」が 3編（4.2％），「そ

の他」が 3編（4.2％）であった（図 3）．

発行年を図 4 に示す．歯科衛生士の IPW に関する調

査は 2004 年から始まり，2006 年は 9編（11.1％），最も

発表数が多かったのは 2007 年の 22編（30.1％）であっ

た．

歯科衛生士の関与が影響を与える対象を分類した結

果，「他職種と連携した医療の提供による患者の予後変

化」が 47編（65.3％），「医師，コメディカル等間の連携」

が 25 編（34.7％），「歯科医療専門職間の連携」が 3 編

（5.6％）であった（うち 3編が重複）．歯科衛生士が IPW
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②DHの関与による歯科以外の他職種に対する効果

連携に関するアンケートなど

退院日数，肺炎罹患率など①DHの関与による患者に対する効果，予後変化

例分類

③DHの関与による歯科医療従事者に対する効果

表 1 DHの関与による対象文献の分類

連携に関するアンケートなど
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図 1 文献検索の流れ

図 2 対象文献の研究実施場所

図 4 文献の発行年

図 3 筆頭著者の所属

図 5 対象文献の分類
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に与える影響として最も調査された主題は「患者の予後

変化」にかかわるものであることがわかった（図 5）．

考 察

本研究の文献調査の結果をもとに，歯科衛生士の IPW

における課題・方向性を考察する．分析対象とした文献

の多くは，歯科衛生士の介入による患者の予後変化に関

するものであり，続いて，医療現場での多職種連携に関

するものであった．歯科衛生士が就業する臨床現場で必

須となる歯科医療専門職間の連携に関する報告は 5.6％

とほとんど行われておらず，今後，地域包括ケアシステ

ムにおける在宅歯科診療や居宅療養管理指導の実践にお

ける歯科医師・歯科衛生士における業務分担・連携を促

進する観点からは，研究報告が少ない背景を分析する必

要が示唆された．

�．研究実施場所，筆頭著者の所属および論文発行年につ

いて

2018 年 8 月時点において，歯科衛生士の IPW にかか

わる研究実施場所および筆頭著者の所属は「病院」が最

も多かった．連携医療は組織，チームおよび個人のそれ

ぞれに対して効果が認められている
11)
．そのため多くの

医療従事者が勤務する病院において，連携医療を実施す

る機会が多かったと考えられる．2017 年「看護関係統計

資料集｣12)によると，看護師，准看護師の 62.6％の

975,114名が病院に勤務している．臨床看護師が IPW に

かかわる研究を行う基盤が病院に整っていることが想像

される．病院組織において臨床看護師と同様に歯科衛生

士が研究活動を行うことは，歯科診療所などでの研究と

比較すると容易な環境であることが考えられる．

また，病院内では日常的に複数の職種が同一患者の治

療にあたるケースが存在している．近年では連携医療が

経済効率性と質の高い包括的ケアを提供できること
13)
，

さらに口腔機能の管理による在院日数の削減効果が認め

られたとの報告がある
14)
．これらの報告から，2014年に

は「周術期口腔機能管理が必要な患者における医科医療

機関から歯科医療機関の情報提供にかかわる評価」とし

て歯科医療機関連携加算が医科で加算され，医療職と歯

科医療職との連携が促進される背景となった．

介護の分野では，2006 年に介護報酬などの改定が行わ

れ，「口腔機能の低下している，またはそのおそれのある

利用者に対し，歯科衛生士などが口腔機能改善のための

計画を作成し，これに基づく適切なサービスの実施，定

期的な評価と計画の見直しなどの一連のプロセスを実施

した場合」に対して口腔機能向上加算が認められ，介護

現場における歯科医療職の活躍の場が拡がり，連携が重

要視されることとなった．

本研究の結果からは，歯科衛生士の IPW に関する研

究報告が 2004 年に最初に認められた以降，2006 年，

2007 年（22 編）と，論文数が増加した背景には，これら

医療・介護現場における歯科医療職の新たな連携活動が，

保険算定に組み込まれたことが要因にあると考えられ

る．

�．歯科衛生士の IPWにおける介入の成果に関して

本研究では抽出した文献をその成果により 3つに分類

した．多くは患者の予後変化であり，歯科医療従事者間

の連携に関しては 3編のみであった．Fioreら15)
は，チー

ムを「複数の個人が共通の価値ある目標／目的／任務のた

めに動的，相互依存的かつ適応的に相互作用する，ほか

とは明確に区別できる集団であり，各メンバーに特定の

役割または機能が割り当てられ，かつメンバーとしての

資格に期限が設けられたもの」と定義している．多職種

連携についての明確な定義はないが，この「チーム」と

してのアプローチが患者の予後変化などの成果に影響を

与えているとも考えることができる．

歯科衛生士の就業場所は「診療所」が 90.6％と最も多

く
16)
，歯科衛生士にとって歯科医師は最も身近な存在で

あると考えられる．歯科医師と歯科衛生士は，専門職と

しては異なる役割を担う．「Interprofessional」，つまり

「職種間」という視点からは，IPW は日常より歯科診療

所内でも行われているものであり，診療所内で患者の診

療に直接従事する職種としては，互いに限られた存在で

ある．しかし，歯科医師と歯科衛生士の協働に関して調

査した文献は，今回抽出されなかった．病院内における

「医師と看護師，他医療職」と同様に，「歯科医師と歯科

衛生士」のチームとしての関係構築は，互いの専門的役

割やコミュニケーションのあり方において，多くの検討

課題があると考えられるとともに，診療効率への影響や

患者予後に関して影響を与えるのではないかと推察す

る．歯科医療の質の向上を目指す観点から，歯科診療所

や在宅歯科医療現場での歯科衛生士の役割を考察するた

めにも，歯科医療従事者間での連携に関してさらに研究

活動を推進する必要があるものと考えた．

�．歯科衛生士の研究活動について

医中誌 Web版において，「多職種連携 歯科衛生士」

をキーワードにした文献検索した結果，129 編の発表が

抽出された．看護学分野で本研究と同様の条件で調査を

した結果，3,433 編が抽出された．2016 年の就業看護師

数は 1,149,397 名，就業歯科衛生士は 123,831 名と
16)
，

約 1／10であり，この就業者数の差を考慮しても，看護学

分野における学術活動は歯科衛生士の学術分野と比較し
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て活発であるといえる．北島ら
17)
の報告によると，2004

年から 2008 年の 5 年間に 25 学術誌に掲載された 1,547

編のうち臨床看護師が第一著者であるものは 210編であ

り，過去 5年間で減少傾向で，さらにそのうち原著は 42

編であったと報告した．このような状況でも，北島は「臨

床看護職による研究は看護のエビデンスの構築に十分寄

与していないことが示唆された」と研究活動の貢献につ

いて報告している．

研究活動を実施し，論文を公表するためには，教育機

関で研究者としての素養の獲得のみならず，研究環境の

整備などが必須となる．現在の歯科衛生士を取り巻く環

境については，社会のニーズとしては臨床現場で活動す

る歯科衛生士の育成が急務とされている．

今後，歯科衛生士の臨床における活動のエビデンスを

構築するためにも，研究環境を整え歯科衛生士による研

究活動を推進し，歯科医療における歯科衛生業務のエビ

デンスを構築していく必要があると考える．その流れの

なか，IPWにおいても歯科医療現場における質の高い研

究報告が発表されることを期待する．

�．IPWにおける歯科衛生士の役割に関して

本研究の結果から病院を中心に，介護福祉施設におけ

る研究活動報告が多く認められる一方，研究実施場所が

「在宅」だった文献はわずか 1 編にとどまっていた．

2006 年に Kikutani ら18)
によって，長期介護を要する

高齢者において口腔機能訓練により栄養改善を認めたこ

とが報告されるなど，歯科医院に来院できない者に対し

てのいわゆる「口腔ケア」に関する調査が始まり，歯科

医療発信のエビデンスが社会保障に大きな影響を与えは

じめた．歯科衛生士の役割として，国民の口腔健康管理

を診療所外での活動を含め実施することが期待される．

歯科衛生士の今後の展望と課題について 2014 年には薄

井ら
19)
が，今後の需要が期待される領域について，「在宅

歯科」「高齢者歯科」「摂食嚥下」「再生医療」「予防歯科」

が上位の 5分野であると報告した．

2025 年を目処に設計された地域包括ケアシステムに

おいては，「地域」において各ライフステージやさまざま

な身体の状況など，患者像に応じたきめ細やかな歯科保

健サービスへの転換が求められており
20)
，在宅歯科診療

の病診・診診連携などの充実化においては，歯科医師，

歯科衛生士のみならず，多職種のシームレスな連携が求

められることとなる．在宅歯科医療においては，患者の

もつ社会的，全身的な複雑性から，医科，歯科および福

祉，行政の分野が同時にかかわることが予想される．こ

れまでは歯科医院で完結していた歯科医療を，自宅や高

齢者施設においても提供できる環境を整備することが求

められており，金澤
21)
は今後の歯科衛生士の展望として

「多職種と連携し，「全身の健康や QOL との関係に基づ

く専門的口腔ケア」や「�食べる��話す�といった生活

のなかの口腔機能」の観点から専門性を発揮することが

重要である」と述べている．

本研究の結果から，各種連携システムを構築するため

に，IPW の実践に加え，歯科衛生士の介入について検討

することも重要であると考えられた．研究実施場所とし

て「在宅」がわずか 1編であったことは，在宅歯科医療

における歯科衛生士の介入効果を示すエビデンスが現状

でわずかであり，他職種から歯科衛生士に求められる

ニーズと歯科衛生士の報告に隔たりがあることが示唆さ

れた．今後，在宅歯科現場における歯科衛生士の介入効

果を示すエビデンスを構築することは，地域包括システ

ムにおいて IPW に歯科衛生士が関与することが患者の

利益（予後）に寄与することを示すための取り組みとな

ると考えられる．

本研究の限界として，文献調査の対象としたデータ

ベースを医中誌のみとした点である．今後は対象とする

データベースを増やし，より広範な歯科衛生研究の実態

を把握する必要がある．

結 論

国内における歯科衛生士の，IPW の実践における研究

主題を明らかにすることを目的として文献調査を実施し

た．その結果，分析対象文献 72編において研究実施場所

および筆答著者の所属は「病院」が最も多く，論文の発

行年度は 2007 年が最も多かった．さらに「患者の状態変

化」を成果にする調査が最も多く，歯科医療従事者間で

の連携に関する報告が最も少なかった．今後の需要が期

待される領域である「在宅」を実施場所にした論文は 1

編のみであり，他職種からのニーズと歯科衛生士の実際

の活動報告に隔たりがあることが示唆され，今後の研究

主題のあり方に対する示唆が得られた．
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A Literature Survey of Current Interprofessional Work State

with Dental Hygienists

TODA Kanako and TSURUTA Jun1)

Education System in Dentistry, Graduate of Medical and Dental Sciences,

Tokyo Medical and Dental University
1) Institute of Education, Tokyo Medical and Dental University

Abstract：Interprofessional work is a collaborative practice provided by professionals from various

backgrounds in expectation of providing high-quality health care.

This literature survey aims to clarify the main themes of dental hygienist IPW research.

A search for original IPW articles by dental hygienists was conducted on the electronic database�I-chu-shi-

Web�, analyzing location of study, affiliation of lead author and year of publication. Furthermore, based on these

items, the articles were classified into three categories regarding the effect of IPW. One hundred twenty-nine

articles were identified, and 72 were considered as items for analysis.

Regarding location of study and affiliation of the lead author, hospital was the most common, and 2007 was the

year with the most publications. The results of classification of IPW effect were：47 articles on patient prognosis

（65.3％), 25 on team activities（34.7％）and 3 on dental professionals（5.6％).

This study revealed that IPW studies by dental hygienists were mainly conducted in hospitals, and few

examined IPW among dental professionals.

Demand for dental hygienists in community-based integrated care systems for home care is expected to

increase in the future, however there was only one study in which the home was the location of the study.

Key words：Dental hygienists, Interprofessional work, Literature survey
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緒 言

歯科医師需給をテーマとした研究は，これまでも国レ

ベルでのマクロな視点の分析として多くみられる
1〜6)

．

一方，私たちは 2017 年に「中山間地域
7)
における歯科医

療機関の未来シミュレーション〜島根県の事例〜｣8)と

題して，基礎自治体や日常生活圏域
9)
など，住民により

近いミクロな視点での論文をまとめた．そのなかで 2025

年には歯科医師の高齢化によって中山間地域の歯科医療

機関が大幅に減少する可能性を示した．

高齢化の進行などの歯科保健医療を取り巻く環境の変

化に伴い，歯科保健医療の需要にも変化が生じてきてい

る．中山間地域においては，歯科医療機関の減少や消滅

が歯科保健医療そのものの減少や消滅に直結し，地域住

民の生活に大きな影響を及ぼす．地域包括ケアシステム

の構築
10)
の観点からも支障をきたす．

島根県においては，平均残存歯数が少ない地域ほど，

人口規模が少なく，歯科医師数も少ないという調査報

告
11)
がある．こうした視点から考えると，今後の歯科医

療機関の数も，住民の口腔衛生状態に大きく影響を及ぼ
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概要：歯科医師需給をテーマとした研究は，これまでも国レベルでのマクロな視点の分析として多くみられる．

一方，私たちは 2017年に「中山間地域における歯科医療機関の未来シミュレーション〜島根県の事例〜」と題し

て，基礎自治体や日常生活圏域など，住民により近いミクロな視点での論文をまとめた．そのなかで 2025年には

歯科医師の高齢化によって中山間地域の歯科医療機関が大幅に減少する可能性を示した．

本研究は，中山間地域を対象に，団塊世代が後期高齢者となる 2025年以降の無歯科医地区を具体的に把握し，

歯科医療の安定供給を実現することを目的とした．

対象は島根県内とし，将来の推計患者数ならびに歯科医療機関の分布を重ね合わせ，2032年における無歯科医

地区の予測を行った．

研究の結果，高齢によってリタイアする歯科医師が増加し，かつ新たな歯科医師の参入がなかった場合，2032

年には，現在の無歯科医地区に加えて，受診困難になる地区が増加することが示唆された．さらにはいわゆる 1

次医療を担う歯科医療機関が存在しなくなる自治体が出てくる可能性も明らかになった．その場合，2 次医療機

関の歯科医師が担っている診療以外（検診など）の負担も増え，地域包括ケアシステムにおける口腔機能管理に

対応できないことが考えられる．現在，国全体では歯科医師過剰への対応がなされているなかで，将来，地方に

おいて歯科医師不足を予測できる状況は，まさに歯科医師の「超偏在」を示している（この国のジレンマでもあ

る）．

結論として，住民一人ひとりに対して歯科医療を安定供給するという意識を再確認し，全国的な研究において

も，よりミクロな視点で需給状況を正確に把握することが必要である．そして，自治体をはじめとする関係機関

との情報共有を強化し，解決の糸口を探す議論をしていかなくてはならない．議論の結果は，保健医療計画に反

映するなどして，現場へ変化をもたらすことが必要である．具体的には，医院承継や歯科医師派遣の仕組みの構

築，近隣市町村の歯科医師による分院運営，複数の歯科医師による連携的な対応などである．

娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

澄 川 裕 之 朝比奈 圭 藤 江 徹 前 田 憲 邦

佐々木良二 松 浦 良 二 檜 谷 邦 茂
1)

2032 年�歯科診療所ゼロ時代�の到来か

―島根県の事例―

原 著

（一社）島根県歯科医師会医療管理部委員会（会長：渡邊公

人)
1)
島根県中山間地域研究センター企画情報部

受付：平成 30年 10月 30日

受理：平成 31年 2月 25日



074-080_KR0103責B.mcd  Page 3 19/06/04 15:15  v6.10

すことが推測される．

人口減少社会においても，歯科保健医療の提供を担保

していく必要があるが，そのためには地域の実情を把握

し，対策につなげていくことが必要である．

既報
8)
では，将来における歯科医療機関数に言及して

きたが，具体的な患者数については触れることができて

いなかった．

そこで，歯科医療関係者が行政や地域住民とともに，

将来的な歯科医療をどのように提供していくのか議論を

行っていくためには，量的な情報のみにとどまらず，地

理的な要因なども視野に入れながら，だれもが実感でき

るように，踏み込んだ根拠を数値で示す必要がある．

それをもとに，将来的な地域歯科医療のあり方を，行

政や地域住民とともに考えていかなければならない．

本研究は，団塊世代が後期高齢者となる 2025 年以降

の 2032 年における，島根県中山間地域の無歯科医地区

を具体的に予測した．さらに住み慣れた地域での歯科医

療受療に関して，その問題解決に向けた若干の考察を加

え，興味ある知見を得たので報告する．

対象および方法

歯科医療機関の月間稼働日を 20 日とし，平成 26年患

者調査（厚生労働省発表)12)に示されている島根県の統

計データ（人口 10万対）を用いて，男女別，年齢階級別

に島根県の月間受療率を算出した．（図 1)

これは，診療報酬明細書で示される実日数が理解しや

すいことから，人口に対する月間の推計患者数を求めよ

うとするものである．

次に，2012 年と 2017 年の住民基本台帳データを用い

て割り出された，2032 年における島根県内の公民館エリ

ア単位（298 地区）での人口推計
13)
と，前述の島根県の月

間受療率を用いて，男女別，年齢階級別に，現在と同様

の受診状況を想定した 1カ月の推計患者数を算出した．

そのうえで，対象とした島根県内の歯科医療機関（島

根県歯科医師会：会員診療所 254件・入会率 96％・2017

年度末時点)14)の 2017 年と 2032 年における県内分布状

況をそれぞれ地図上に示し，各地区の推計患者数を踏ま

え，2017 年と 2032 年を比較検討した．

なお，2032 年の予測に関しては，歯科医師が 70 歳で

閉院すると仮定し，閉院した歯科医療機関については地

図上より削除している．受療困難地区については，2017

年時点ですでに無歯科医地区（準ずる地区も含む）に認

定されている地区に加え，歯科医療機関から直線距離で

4 km以上離れている公民館エリア単位（298 地区）の人

口を合計して算出している．

2032 年�歯科診療所ゼロ時代�の到来か 75

図 1 全国ならびに島根県における月間受療率
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結 果

�．2017 年の研究結果を図 2-1 へ，2032 年の研究結

果を図 2-2に示した．研究結果から，島根県の中山間地

域における歯科医療機関は 107 カ所から 44 カ所となり，

新たな開業や医院承継がなければ半数以下に減少するこ

とがわかった．図 3 は図 2-2 を拡大したものである．中

山間地域の歯科医療機関が存在しなくなることで，2032

年には受診困難になる地区が大幅に増加していくことが

示された．

�．研究結果から，奥出雲町，飯南町，邑南町の 3つ

の自治体は（図 4），いわゆる 1 次医療を担う歯科医師会

会員の歯科医療機関（以下：歯科医療機関とする）がゼ

ロになる可能性の自治体であることがわかった．

�．図 5は，島根県における推計患者数と歯科医療機

関数を「中山間地域」と「非中山間地域」に分けて整理

をしたものである．中山間地域では，人口および推計患

者数ともに約 20％減少し，歯科医療機関数は約 60％減

少という結果となった．それに対して非中山間地域では，

人口および推計患者数ともに，わずか約 4％の減少で

あった．しかし一方で，歯科医療機関数は大幅に約 54％

減少するという結果となった．

考 察

�．受診困難地区・困難者の増加

現時点では，島根県の中山間地域においても，大きな

問題になっていない歯科医療供給体制であるが
8)
，新た

な開業などが見込めないなかでの歯科医師の高齢化を加

味すると，将来的な歯科医師不足や無歯科医地区の増加

へ，具体的な対策を検討し始めなければならない状況で

ある．

平成 26 年度の厚生労働省の無歯科医地区等調査
15)
で

は，島根県の無歯科医地区は 40 地区，無歯科医地区人口

は 9,643人であった．

本研究では，2032 年には無歯科医地区および無歯科医

地区に相当する受診困難な地区が 90〜100 地区，該当す

る地区の推計人口は約 55,000 人，月間のべ推計患者数

が約 10,000 人という予測となった．受診困難な地区の

人口は，現在の 5 倍以上になり，中国山地側は，広範囲

にわたり受診困難地域となる．

受診困難地区数や推計患者数が概算になる理由として

は，厚生労働省の無歯科医地区が公民館エリアと一致し

ないこともあり，それらを考慮した予測になったためで

ある．

中山間地域における歯科医師不足の問題は，決して島

根県だけの問題ではなく，全国各地でも同様の状況があ

るのではないかと思われる．ミクロな視点での需給状況

の把握と自治体や関係機関との情報共有が前提にあるこ

とで，将来の歯科医療の受療体制の緻密な議論ができる．

議論の結果を保健医療計画などに記載することにより，

中山間地域の歯科医療受療体制を政策的に担保すること

が，地域社会における私たちの責任であると考えられる．

�．歯科診療所ゼロ自治体

奥出雲町，飯南町，邑南町の 3つの自治体は，中国山

地側であり，2032 年の推計人口も 1万人に満たない．飯

南町と邑南町には 2次医療機関の病院歯科があるが，奥

出雲町には存在しないため，1 次医療を担う歯科医療機

関がなくなることで，まさに「歯科診療所ゼロ自治体」

となる可能性がある．飯南町や邑南町についても，2 次

医療機関のみになることで，住民は日常生活圏域を越え

て歯科受診をしなければならなくなる．住民にとっては

日常的に歯科医療機関を受診することが困難になると考

えられる．

これは私たちの推計上で算出した結果であり，現在，

当該自治体によると，個人の歯科医療機関の承継問題や

医院の運営管理について，自治体と当該歯科医師が協議

を行っているということであった．

�．�非�中山間地域の結果には精査が必要

非中山間地域とは，松江市や出雲市などの市街地であ

り，中山間地域と比べて人口が減少しない予測が出てい

る．それにより，2032 年になっても患者数に大きな変化

はみられず，将来的な患者数を診療できるだけの歯科医

師数が存在するかどうかが問題になってくる．これは，

将来的な歯科医師不足が中山間地域だけの問題ではない

ことも示唆している．

しかし，人口が密集している地域であれば，新規開業

や事業承継の立地として選ばれる傾向がある
16〜18)

ため，

中山間地域と比べ，さほど問題にはならないことが予測

される．

このような傾向を島根県に当てはめると，松江市や出

雲市の中心市街地に歯科医療機関の開業が偏り，中山間

地域に歯科医療機関が存在しないというような，同じ県

内における�超偏在�を生み出す要因になりかねない．

今回の研究では，新規開業と医院承継の予測までを視

野にいれての検証はしておらず，今後，その予測を踏ま

えたうえでの研究をする必要がある．

�．�1人開業医
6)
�の限界

人口の増加を前提とし，成長経済を基本とした社会構

造では，これまでの�1人開業医�による運営管理が，市
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図 3 2032年における受診困難地域

2-1 2-2

図 2 島根県における推計患者数と歯科医療機関の分布図
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図 5 中山間地域と非中山間地域の推計患者数ならびに 1次歯科医療機関数の推移予測
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場ベースで賄われ，特段の政策的なものはないなかでも

歯科医療の供給体制として機能してきた
19)
．

しかしながら，これまでとは逆転した人口減少の社会

構造のなかで，従来の�1 人開業医�による運営管理で

は，これからの社会で歯科医療を供給し続けることがで

きない可能性がある．

歯科医師の高齢化を想定して，仮に医院承継が不可能

だとしても，歯科医師派遣の仕組みの構築や，近隣市町

村の歯科医師による分院運営，複数の歯科医師による連

携的な対応など，さまざまな角度から地域の実情に合っ

た供給体制を検討する必要があると考えられる．

また，地域包括ケアシステムにおける歯科医療機関の

あり方としても，買い物や交通など，ほかの生活サービ

スと連携しながらの運営管理や，診療や治療だけにとど

まらず，より地域社会における参画が求められてくる．

加えて歯科医師には，自身を取り巻く地域の歯科医療の

あり方に対して，これまで以上に考えていく必要がある．

結 論

住み慣れた地域で歯科医療が受療できる体制の確保を

目的に，2032年における，島根県の無歯科医地区を予測

した結果，以下の結論を得た．

�．人口減少が進む中山間地域においては，�1人開業

医�といったこれまでの運営管理だけでは，将来，�歯科

診療所ゼロ時代�を迎えてしまうことになりかねない．

�．将来に備え，歯科医師会と自治体を含む関係機関

は，歯科医師の需給状況について，定期的に情報共有を

しておく必要がある．国レベルのマクロな視点での検討

だけでは不十分であり，ミクロな視点で将来における患

者数・歯科医療機関数の推計が重要である．
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The Year 2032 Is the Era of No Dental Clinics Upon Us?：

The Case in Shimane Prefecture

SUMIKAWA Hiroyuki, ASAHINA Kei, FUJIE Toru, MAEDA Norikuni,

SASAKI Ryoji, MATSUURA Ryoji and HINOKIDANI Kunishige1)

Shimane Prefecture Dental Association（President：WATANABE Kimito)
1) Shimane Prefecture Mountainous Region Research Center

Abstract：Most of the studies on the supply and demand of dentists have conducted analyses from a macro-

perspective. On the other hand, we conducted a study from a micro-perspective and wrote a paper entitled�A

Future Simulation of Distribution of Dental Clinics in Mountainous Regions.�The paper showed that the number

of dental clinics in mountainous regions might decrease significantly by 2025 due to the aging of dentists.

The purpose of the present study was to get a concrete picture of districts without dentists in mountainous

regions after 2025 and to achieve the stable supply of dental health care.

The data for the study and resulting estimates for districts without dentists in 2032 are based on the

distribution of dental clinics and estimated number of patients in Shimane prefecture.

The results show that the number of difficult-to-visit areas besides current districts without dentists will

increase by 2032. It has also become clear that there is a possibility that some municipalities will have no dental

clinics to provide primary care. The issue of surplus dentists is being addressed throughout the whole country,

and yet there is expected to be a shortage of dentists in rural areas in the near future. This means that dentists

are most certainly unevenly distributed.

As a result, it is necessary to increase awareness of the stable supply of dental health care in the local

communities. In addition, it is necessary to conduct a nationwide investigation from a micro-perspective and to

get an accurate picture of the supply and demand of dentists.

Key words：Districts without dentists, Medical care in remote areas, Investigation of distribution of medical

institutions, Unevenly distributed, Era of no dental clinics
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緒 言

日本の公的年金制度は，「国民皆年金」という特徴をも

ち，自分や家族の加齢，障害など，予測することができ

ないさまざまな要因で，自立した生活が困難になるリス

クに対し，社会全体で備えるための仕組みである．20歳

以上のすべての人が共通して加入する国民年金と，会社

員が加入する厚生年金などによる，いわゆる「2 階建て」

と呼ばれる構造になっている．近年わが国では，急速な

少子高齢化により，「第 1 次ベビーブーム」で生まれた「団

塊の世代」が 75歳以上となり，日本人の 4〜5 人に 1人

が 75 歳以上という超高齢社会が進行し，いわゆる 2025

年問題が間近に迫っている．年金，医療など社会保障制

度は，次代を担う世代に負担を強いることのないよう，

すべての国民が安心して生活を維持できるように，改革

が望まれるところであるが，一方で，若いうちから自身

のライフサイクルを考え，自分の老後は自分で守るとい

う意識をもつことも必要となっている．そのようななか，

公的年金を補完する制度として，任意加入の国民年金基

金制度は自助努力としてのその役割が期待されていると

ころである．従来，国民年金の第 1 号被保険者である 60

歳までに限られていた国民年金基金の加入資格は，平成

25 年 4 月の法改正により加入要件が拡大され，60 歳以

上の国民年金の任意加入被保険者も，特定加入員として

加入できるようになった（特定加入制度）．歯科医師国民

年金基金
1,2)(理事長：岡 英男）は発足から四半世紀が

経過し，1 万 8 千人を超える歯科医師などが加入し，現

在も 9千人弱が掛金を積み立てている．

歯科医師国民年金基金（以下，基金とする）は，これ

まで資産運用業務と加入勧奨業務を柱として事業運営を

行ってきたが，平成 29年 4月から，基金が自主的に行っ

てきた 2口目以降の資産運用を，国民年金基金連合会に

委託した．これにより，加入員拡大のための加入勧奨業

務が事業運営の柱となったことから，重点施策の一つで

ある特定加入制度の普及や特定加入員数の拡大のため，

現状
3)
を検証し分析した．

対象および方法

特定加入制度がスタートした平成 25 年 4 月から平成

28 年 12 月までの新規加入員を対象とし，新規特定加入

員 399人については，その属性や積立額など個人を特定

できないようにデータを匿名化して，特定加入員数の推

移，特定加入時年齢および特定加入制度に関する DMな

どの効果について検討した．

結 果

�．特定加入員数の推移

特定加入員の新規加入員数の年次推移を図 1 に示し

た．制度がスタートした平成 25 年度は 119 人．平成 26

年度は 67人と減少したものの，平成 27年度は 100人，
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KATAYAMA Shigeki1,2)and NAGASAKI Yasutoshi3,4)

About the Participation Situation and Future of�Specified Member（over Age Sixty）�

in National Pension Fund for Dentist



081-083_KR0102責B.mcd  Page 2 19/06/04 15:23  v6.10

平成 28年 12月末は 113 人と，増加傾向にある．60歳未

満を含めた新規加入員数に占める割合も年々増加し，平

成 28年度（12月末現在）では 27.9％となった．

�．特定加入員の加入時年齢

特定加入制度が開始された平成 25 年以降の加入時の

年齢を図 2 に示した．平成 25 年度は，61 歳以上での新

規加入の割合が 4 割あったが，その後は 60 歳での加入

が増え，平成 26年度は 80％を超え，平成 28 年度（12 月

末現在）では，90.3％となっている．

�．特定加入制度に関する DM などの効果について

基金では 60歳以上 64 歳までの特定加入の対象者に対

し，DM などにより制度の周知と加入促進を図っており，

さらに，60歳未満の加入員に対しても，広報誌「ゆとり」

などによる周知のほか，60 歳到達前に「積立期間満了の

お知らせ」に加え，「特定加入制度のご案内」を送付して

いる．

「特定加入制度のご案内」は，平成 28 年 8 月より開始

したが，60歳到達の前月に，現在の年金額と特定加入後

の年金見込み額を個人ごとに算定したオーダーメイドの

案内とした．これによる加入に向けた具体的な資料の請

求割合は 31.1％，資料請求者の 69.3％が加入にいたっ

ており，ほかの新規加入勧奨 DMなどに比べて反応率，

加入率はきわめて高い．

また，特定加入員の平均掛金月額は，掛金額の上限で

ある月額 6万 8千円に近い 6万 1千円となっており，60

歳未満の新規加入員の平均である 5万 3千円を大きく上

回っている（表 1）．

考 察

�．特定加入員数の増加要因

毎年，60歳到達者数が 600人程度発生することが見込

まれていたことから，この加入対象者の拡大を前向きに

捉え，積極的に普及に努めた．特定加入員数の増加要因

として，制度の周知が進んだことが考えられる．特定加

入制度は，平成 25年 4月以降，基金の広報誌「ゆとり」

や，加入員宛ての DM，基金制度説明会など，折に触れ

周知してきており，徐々に認知度が上がってきていると

推察される．さらに，既加入員である 60歳到達者宛ての

「特定加入制度のご案内」に，個人ごとに年金額を示すな

82 日本歯科医療管理学会雑誌 第 54 巻第 1 号
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ど，きめ細かい内容としたことにより，加入のメリット

を理解しやすかったのではないかと思われる．

�．特定加入の目的

特定加入員の新規加入状況を分析すると，掛金額はほ

ぼ満額に近い月額 6 万 1 千円と，60 歳未満の平均を 8千

円も上回っている．このことから，特定加入の目的とし

て，受け取る年金額を増やすことは無論である．しかし，

60 歳以降に支払う基金の掛金および本体の国民年金保

険料が所得税の社会保険料控除の対象となり，さらに，

最長 65 歳まで節税メリットを継続して享受することも

あると思われる．この節税メリットについて十分に認知

していることが，加入に結びついているのではないかと

推察される．

�．今後の対応

今後 5 年間で 60 歳を迎える加入員数は，毎年 600 名

程度と推計されているが（図 3），60 歳到達者のうち特定

加入員として基金に加入する者の割合は，15％程度にと

どまっている．基金の加入は 60 歳で終わりではなく，60

歳以降も 65 歳まで特定加入員として加入を継続し，掛

金を掛ける制度があるということを周知していく必要が

ある．そのために，60歳到達時の案内のほか，さまざま

な媒体を使い，若年層への周知も必要である．また特定

加入するためには，事前に市区町村の国民年金課や年金

事務所で国民年金（本体）に任意加入する必要があるが，

この手続きも含め周知に努めたい．

結 論

歯科医師国民年金基金は 60 歳以降も基金に継続加入

することで，節税メリットを継続して享受でき，年金額

も増やすことができるので，今回の結果を踏まえて，特

定加入制度の普及を図っていく所存である．

文 献

1) 国民年金法，第十章，国民年金基金及び国民年金基金連

合会．

2) 国民年金基金令，政令第三百四号．

3) 歯科医師国民年金基金：平成 28 年度加入勧奨事業実績

報告，2017．
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367件特定加入

41.9％

③

②に対する加入割合

②

資料請求割合

①

発送数
平成 28年度

1.2％26,280件60歳未満

表 1 「特定加入制度のご案内」に対する反応

5万 3千円

6万 1千円

④

平均掛金額

69.3％31.1％

図 3 年齢別加入員の分布
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本年度は台風災害に引き続き，胆振東部地震と災害の

多い一年でした．まずは誌面をもって被災された道民な

らびに会員の一日も早い復興をお祈りいたします．

さて，本年度は北海道歯科医療管理学会として初年度

の活動でございました．そのため，総会において活動報

告，会計決算報告，監査報告を行い，適正な学会運営で

あったことをお認めいただくとともに，本年度および来

年度の事業計画案，収支予算案についても原案のとおり

満場一致で承認されました．

また，北海道地区に根差した北海道歯科医療管理学会

にするべく，「超高齢社会における歯科医療を考える」と

いうメインテーマのもと，第 26 回北海道歯科医療管理

学会総会・学術大会を開催しました．3 講演とも地域包

括ケアシステムを扱っており，それぞれの先生の専門的

な視点から，北海道地域の医療連携と地域連携に資する

示唆に富んだ講演で有意義な学術大会となりました．

第 26回北海道歯科医療管理学会総会・学術大会

日 時：平成 30年 11 月 23 日（金）14：30〜18：30

場 所：北海道歯科医師会館 視聴覚室

大会長：越智守生

＜特別講演＞

「地域包括ケアシステムにおける歯科保健医療の役割｣

奥羽大学歯学部口腔衛生学講座教授

瀬川 洋

フレイルやオーラルフレイルについての概説とその実

際のスクリーニング手法についての説明があり，超高齢

社会の諸問題の紹介および問題に対応するためには地域

包括ケアシステムの構築の重要性が示されました．その

なかで歯科に求められているのはオーラルフレイルの予

防であると強調されていました．最後に東日本大震災後

の経験から災害時の備え，災害時の歯科保健的対応につ

いての説明がなされました．

＜教育講演・認定医研修会＞

「医療保健福祉の在り方を考える―今までとこれから，

日本の社会構造の変化から―｣

日本大学歯学部医療人間科学分野教授

尾﨑哲則

わが国の社会構造について年齢階級別人口構成比の年

次推移から総人口減少ならびに生産年齢人口構成比の減

少および医療費増加を示されました．医療費抑制に医科

では DPC が実施されていますが，歯科ではなされてお

りません．医科と歯科の違いに留意しながらも，社会的

背景をもとに医療資源の適正配置のため歯科，医科，介

護，薬局と連携した地域包括ケアが必要であり，かかり

つけ機能の求められる機能の方向性について説明されま

した．

＜依頼講演＞

「診療報酬改定と中央社会保険医療協議会で用いられる

分析調査について―医療経済実態調査は現場の状況を適

切に反映しているか―｣

北海道医療大学予防医療科学センター（医学部門）教授

岡村敏弘

過去 30年分の医療経済実態調査（医療機関調査，保健

者調査）を示し，医療費の経時的推移の分析結果と都道

府県別のデータがすべて提供されていないために，医療

費の地域差を明らかにできていないという問題点を示唆

いただきました．その後，持続可能な医療・介護に資す

る地域包括ケアシステムの構築のためには，地域の実情

に合わせた医療・介護資源などの把握する必要性が高

まっていくと説明されました．
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日本歯科医療管理学会関連団体であるみちのく歯科医

療管理学会平成 30 年度総会・学術大会は，第 1 回記念大

会として，奥羽大学歯学部口腔外科学講座歯科麻酔学分

野教授 山崎信也先生を大会長，口腔衛生学講座 南

健太郎先生を実行委員長として，郡山市のふくしま医療

機器開発支援センターで開催された．理事会では，本部

からの来賓である白圡清司理事長がご挨拶された．その

なかで法人化後の日本歯科医療管理学会の活動指針につ

いて説明があり，法人格を所有したことによる社会的責

任の拡大とそれに関する関連学会との連携の重要性につ

いて強調された．日本歯科医療管理学会委員会報告では，

佐藤勤一広報委員から，関連団体でのホームページ作成

が起案されていること，岸 編集副委員長から，論文投

稿状況報告と同時に当学会員の投稿が奨励された．活動

報告では，昨年度の東北支部としての活動から継続した

みちのく歯科医療管理学会事業報告が行われた．議事と

しては平成 29 年度日本歯科医療管理学会東北支部会計

収支決算，平成 30 年度みちのく歯科医療管理学会事業

計画・予算案が検討され，承認を受けた．また 2019 年度

みちのく歯科医療管理学会総会・学術大会の開催地を，

本会理事の江良謙次先生を大会長として山形県歯科医師

会館とすることを決定した．総会・学術大会には 30名の

参加を得，総会において理事会決定事項はすべて承認さ

れた．

総会の後，白圡清司日本歯科医療管理学会理事長の藍

綬褒章受章をお祝いし，会から記念品が贈呈された．

引き続き，白圡理事長による認定講習会が�「地域連携」

と「うすき石仏ねっと」�と題して行われた．

学術大会では一般口演 8 題と特別講演 1 題が行われ

た．特別講演は大会長の山崎先生から「歯科診療時の患

者急変に関する研究と取り組み」と題して，主に歯科治

療に関する全身管理への取り組みの講演がなされた．会

場では一般口演 8 題を含め，活発な質疑応答が行われ

た．

＜特別講演＞

「歯科診療時の患者急変に関する研究と取り組み｣

奥羽大学歯学部口腔外科学講座歯科麻酔学分野教授

山崎信也

当教室では，以前より歯科医療管理学会にかかわり，

歯科診療時の患者急変に関する研究に取り組んできた．

本講演では，それらの歯科医療管理上にかかわる医療安

全に関する研究や症例報告からの知見を紹介した．過去

の歯科治療にかかわる心肺停止事例など 200例を分析し

た結果，局所麻酔，身体抑制治療，観血処置，誤飲誤嚥，

口腔外傷，高齢者や患者の有する全身的合併症が引き金

となり，多くの心肺停止例が起きており，特に，ただち

に救命処置を行っていない例で死亡率が高い．これらを

回避するためには，1）日常的に患者の全身状態に目を向

ける，2）生体モニターを装着する，3）補綴物には可及

的にループを付与する，4）治療拒否患者に抑制下歯科治

療は行わないで全身麻酔可能な施設に紹介する，5）救命

処置のトレーニングを定期的に行う，などが重要である．

＜一般口演 1＞

�．フッ化物配合口腔保湿剤塗布による象牙質表層にお

ける歯質硬度変化の検討

奥羽大学歯学部口腔衛生学講座

1)
奥羽大学歯学部生体材料学講座歯科理工学分野

2)
岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野

南 健太郎，大橋明石，佐藤俊郎
2)
，大石泰子

2)
，

岸 光男
2)
，岡田英俊

1)
，瀬川 洋，廣瀬公治

フッ化物を配合した口腔保湿剤を脱灰した歯根象牙質

表層に塗布することにより，歯質硬度がどのように変化

するかを検討した．歯質硬度は口腔保湿剤＋0 ppmF 群

（18.7±4.4）と比較して，口腔保湿剤＋2 ppmF 群（30.5

±7.7）が有意な再石灰化傾向を示した．以上の結果から

フッ化物を配合した口腔保湿剤は脱灰した歯根象牙質の

硬度を増加させることが示唆された．

�．歯科医療管理における学生症例レポートの Early

Exposure について

奥羽大学歯学部第 2学年

1)
奥羽大学歯学部第 3学年

2)
奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野

大谷洋平，中瀬由希
1)
，広田 彩，佐藤 光

2)
，

木村 楽
2)
，冨田 修

2)
，鈴木史彦

2)
，川合宏仁

2)
，

山崎信也
2)

奥羽大学の歯学部では，エレクティブスタディ（ES）

という科目があり，第 1学年より希望する臨床科目や基

礎科目の教室に出入りすることができる．特に，歯科麻

酔科の ES では，通常は第 5 学年の臨床実習で作成すべ

日本歯科医療管理学会雑誌 第 54 巻第 1 号 85〜86（2019�

― 85 ―

会 長

岸 光 男

平成 30年度みちのく歯科医療管理学会活動報告



084-095_KR0106責B.mcd  Page 4 19/06/04 15:57  v6.10

き歯科医療管理の症例レポートを，低学年のうちから早

期に体験でき，もしその症例レポートが完成し，全員の

前で発表すれば，第 5 学年の臨床実習で行う症例レポー

トは免除になるという利点がある．今回この臨床レポー

トの概要や到達率などを調査したので，その概要を報告

した．

�．静脈内鎮静下の酸素投与に関する安全管理上の問題

点

奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野

川合宏仁，森山 光，佐藤璃奈，佐藤 光，

木村 楽，今井彩乃，小汲大二郎，冨田 修，

鈴木史彦，山崎信也

プロポフォールを用いた静脈内鎮静法の場合，口腔内

での酸素濃度変化では統計学的な有意差は示さなかった

ものの，舌根沈下時に高濃度を示す被験者が存在したこ

とは，静脈内鎮静法における経鼻的酸素投与は口腔内で

の引火事故や燃焼事故を起こす可能性があるため，患者

の安全管理上注意が必要であることが示唆された．

�．当院を受診した BP製剤使用患者に対する検討

オーラルクリニックかづの，

1)
奥羽大学歯学部 2年，

2)
奥羽大学歯学部 1年

岩淵 皐，工藤美乃，倍賞悠生，相馬克子，

豊口珠緒，杉江 碧，岩淵未宇
1)
，岩淵皓資

2)

2016 年 12 月から 2018 年 11 月までに当院を受診した

BP製剤等の服用患者［男性 7 名（平均年齢，78.2歳），

女性 39名（同，74.9 歳）］に対し，普通抜歯（25名，40

歯），難抜歯（2名，2 歯），歯根端切除（2 名，2歯）を

行ったところ，いずれも治�したものの，ドライソケッ

ト 5 名，治�遅延 2 名を認めた．また初診時にすでに

ARONJ を呈していた 4 名中 1 名は手術にて完治し，2

名は観血的処置を希望せず局所洗浄と投薬で対応した．

もう 1名はエンドステージのため転院した病院において

訪問管理継続中である．

�．歯学部学生の視点から見た卒後の魅力的な進路につ

いて

奥羽大学歯学部第 2学年，

1)
奥羽大学歯学部第 3学年，

2)
奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野

広田 彩，大谷洋平，中瀬由希
1)
，森山 光

2)
，

今井彩乃
2)
，冨田 修

2)
，鈴木史彦

2)
，川合宏仁

2)
，

山崎信也
2)

奥羽大学の歯学部ではエレクティブスタディ（ES）と

いう科目があり，第 1 学年より希望する臨床科目や基礎

科目の教室に出入りすることができる．第 1 学年から

ESとして歯科麻酔科を選択し，第 2 学年になった現在，

歯科医療管理上，学生の視点から見た卒後の魅力的な科

目について調査したので，若干の知見を併せて報告した．

�．歯学部学生の視点から見た卒後の歯科麻酔の魅力に

ついて

奥羽大学歯学部第 3学年，

1)
奥羽大学歯学部第 2学年，

2)
奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野

中瀬由希，広田 彩
1)
，大谷洋平

1)
，佐藤璃奈

2)
，

小汲大二郎
2)
，冨田 修

2)
，鈴木史彦

2)
，川合宏仁

2)
，

山崎信也
2)

奥羽大学の歯学部ではエレクティブスタディ（ES）と

いう科目があり，第 1学年より希望する臨床科目や基礎

科目の教室に出入りすることができる．第 1 学年から

ESとして歯科麻酔科を選択し，第 3学年になった現在，

歯科医療管理上，学生の視点から見た本学の歯科麻酔科

の魅力について調査したので，若干の知見を併せて報告

した．

�．囊胞拡大により歯列咬合管理に苦慮した Cherub-

ism患児の 1例

奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野

加川千鶴世，島村和宏

ケルビズムは，顎骨の進行性無痛性両側性拡大をきた

し疾患である．思春期以降には囊胞退縮や骨変化がある

といわれている．本症患児は成長期であるため，囊胞の

拡大が進行し，顎骨の菲薄化や永久歯歯胚の位置異常，

乳歯歯根の早期脱落もみられた．現在は感染リスクを伴

うため外科的な治療は行っていない．小児歯科としては

思春期にいたるまでの数年間を機能面や審美性さらに患

児の心理的発達も考えた対応が必要と思われた．

�．福島県における学齢期の歯科保健の状況および「歯

みがきサンバ」を活用した歯科保健活動に関する一

考察

きむら歯科診療室（日野市)，1)
木村歯科医院（いわき

市)，2)
奥羽大学歯学部口腔衛生学講座

木村 篤，木村 隆
1)
，瀬川 洋

2)

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に伴う東京

電力福島第一原発事故により，福島県双葉郡富岡町夜の

森の歯科診療所が帰還困難区域となり，東京都日野市で

新規移転開業を余儀なくされた「歯みがきサンバ」の作

詞作曲者の経緯と日野市で毎年 11月に開催している「一

斉歯みがきウィーク」の概要について報告した．給食後

の歯みがき習慣を継続するための新たな曲づくりや介護

施設で介護体操などの取り組みについて，今後，その成

果を報告する．
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①関東甲信越歯科医療管理学会の俗称を「関東地方会」

とすることを理事会で決定．

②理事会×4回（4／20.5／17.6／26.7／31），三役会×3回（4／

16.6／12.8／21），第 24 回学術大会準備委員会×2回（1／

30.4／6），前夜祭（9／1），以上各種，会議を開催．

③2018年 6月末日：懸案であった「Web サイト」にホー

ムページをアップ完了．

【ホームページアドレス】http:／／kanto-koshinetsu.com／

④2018 年 9月 2日（日）：本会最大の事業である「総会・

第 24回学術大会」を開催（94 名参加）．

本大会は第 23回学術大会のメインテーマを踏襲し「明

日を拓く 再び〜健康長寿へのお手伝い・歯科医療に出

来ること〜」とした．高齢化社会・少子化社会など国民

の最大関心事に的を絞り，ヒトが誕生し生涯を終わるま

での期間，いかに QOL を維持し自立した生活をしてい

くかを，患者さんそして医療人の垣根を乗り越えて考え

ていきたく企画しました．そして，本大会で最も力を込

めて企画したのは「歯科衛生士セクション」でした．ま

た，継続的に実施したい企画は教育講演の「全身疾患と

歯科医療」でした．また近年，歯科界で取り上げられて

いる「デンタルフレイル」です．本大会では基調講演で

ロコモ・フレイル・サルコペニアの定義を疫学の専門家

より講演いただき，正しい考え方を再確認出来ました．

前述した継続的な企画したい「教育講演」の全身疾患と

歯科医療でも健康長寿を実践するには腎臓が大切なこと

を理解し，現在透析治療を行っている現役歯科医師の先

生からも貴重な情報をいただけました．最後になりまし

たが一般口演も非常に熱気のこもる発表が続きました．

＜基調講演＞

「新しい要介護原因疾患の概念と相互関連：ロコモとフ

レイルとサルコペニア｣

東京大学医学部附属病院 22 世紀センターロコモ予防学

講座特任教授

吉村典子

ロコモティブシンドローム（通称：ロコモ，和名：運

動器症候群）とは運動器障害のために移動機能の低下を

きたした状態であり，進行すると介護が必要な状態にな

るリスクが高い状態と定義される．すなわち，ロコモは

筋肉，骨，関節，軟骨などの運動器に障害が生じ，「立つ」

「歩く」といった機能が低下することを指す．

一方，フレイルとは Frailty（そのまま訳せば虚弱，老

衰の意味）の和訳であり，健康状態と介護状態の間に位

置するものという概念である．フレイルは高齢期に生理

的予備機能が低下することでストレスに対する脆弱性が

亢進し，生活機能障害，要介護状態，死亡などの転帰に

陥りやすい状態で，筋肉の低下により動作の俊敏性が失

われて転倒しやすくなるような身体的問題のみならず，

認知機能障害やうつなどの精神・心理的問題，独居や経

済的困窮などの社会的問題をも含む概念と定義されてい

る．フレイルは身体的，精神・心理的，社会的要素をも

ち，身体的フレイルの主体をなす病態として，筋力減少

症（サルコペニア）が注目されている．

サルコペニアは筋肉量の低下を主体とするが，握力や

歩行速度の低下など機能的低下を含む概念である．運動

器障害の立場からみると，筋肉という運動器障害である

サルコペニアは，フレイルの身体低要素であると同時に，

ロコモの原因疾患であるともいえる．ロコモという大き

なくくりのなかにフレイルとサルコペニアが交錯してあ

ることをイメージすると，この三者の関係を理解しやす

いかもしれない．

これらの新しい概念はそれぞれのエビデンスが少な

く，コホート調査が大きな疫学的指標となっている．大

規模住民によるコホート調査は事象の発生順序がわか

る，複数の結果因子が同時に調べられるなどの利点があ

り，この三者には大きな相関関係があることがわかって

きた．今後は歯科的因子も加味して結果を報告していき

たい．

＜歯科衛生士セクション＞

「厚生労働省から東京医科歯科大学歯学部附属病院への

受託事業『歯科衛生士の復職支援・離職防止等推進事業』

について｣

（前）厚生労働省医政局歯科保健課課長補佐

和田康志

今後の年齢階級別人口の推計を取り挙げて，わが国の

歯科保健医療の需要の変化によって歯科衛生士に求めら

れる役割や働く場所が多様化していることを報告され，

歯科衛生士の復職支援などについては，これまで各都道

府県の実情にあわせて「地域医療介護総合確保基金」の

事業で取り組まれていましたが，今後はブロック単位で
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広域的に事業を展開していくことが求められているとの

ことの貴重な講演内容でした．

東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科衛生士

渡邊洋子

現在行っている「歯科衛生士技術訓練部門の運営事業」

について，具体的な取り組み，現状を講演されました．

東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科講師

近藤圭子

歯科衛生士の教育と課題や養成機関の卒業後の役割に

ついて教育現場での取り組みをお話しされ，大変有意義

な内容でした．

くぼた歯科・矯正歯科副院長

久保田順子

新卒歯科衛生士を採用した実例や，復職歯科衛生士を

採用した現状など，多方面からの検討を踏まえた報告で

した．

質疑応答：

会場の歯科医師から，「キャリアパスの構築」について

のタイムリーな質問がありました．講師からそれぞれ回

答があり，「これからどういう歯科衛生士になっていく

のかというイメージで，キャリアパス制度を構築し，そ

れを評価していくことが大切である」などの回答もあり，

大変活気のあるセッションとなりました．

まとめ：

この大会には，歯科衛生士養成校の先生方も多数参加

していただくことができ，今後，歯科衛生士の復職支援・

離職防止等推進事業がさらに広まり，歯科界はじめ，医

療界に明るい未来への展望を期待したいです．

＜教育講演（認定医研修会)＞

「全身疾患と歯科医療｣

―健康長寿で大切な臓器は腎臓だと知っていますか―

東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科助教

本田謙次郎

―透析治療を通し，現役歯科医師として病気とどう向

かうのか―

オカモト歯科医院院長

岡本英彦

ファシリテーター

北村隆行

本講演は，三部構成としました．第一部は「健康長寿

で大切な臓器は腎臓だと知っていますか」との演題で東

京大学腎臓・内分泌内科の助教，本田謙次郎先生に，（1）

本邦における慢性腎臓病（CKD），（2）東大病院における

感染対策，（3）腎臓病患者さんにおける歯科処置，との

ことでお話しいただきました．内容は，腎臓病の基礎・

臨床的なことから始まり，日本における現状では 20 歳

以上の 8 人に一人が CKD 患者であり，高齢者社会の到

来に伴い CKD 患者は増加傾向にあること．日本の透析

患者さんは 33 万人であることなどを伺い，日々の歯科

治療時にもこれらのことは念頭にしておかねばならない

ことを実感しました．次に，いま歯科界で少々再燃しつ

つある話題，感染対策につき�医科領域現場�での感染

対策の具体例（スタンダード・プリコーションなど）を

詳細にご説明いただきました．最後に，歯科処置時にお

ける当該患者さんに関しての傾注すべき事項についてお

話しいただきました．

第二部は「透析治療を通し，現役歯科医師として病気

とどう向き合うか」との演題で成田市開業の歯科医師岡

本英彦先生に，患者さん側からの腎臓病における透析治

療に�みずから�対峙したときの切実な感想，加えて厳

密な日常の健康管理のご苦労話などを講演していただき

ました．第三部ではファシリテーターとして当会理事の

北村隆行先生を交え，質疑応答を中心としたフリートー

クを行い終了しました．（座長 児嶋彰仁)

ファシリテーターからのコメント：

今学会の教育講演では「全身疾患と歯科医療」のタイ

トルのもとに慢性腎臓病をとりあげ，2 名の講師に講演

をしていただいた．第 1部は日本有数の大病院で腎臓病

治療の第一線で活躍する医師によるものであり，第 2部

は重度の腎臓疾患を有する患者として余人には測りがた

い闘病生活を送りながらも，開業医として診療も行って

いる歯科医師によるものであった．同じ疾患を対象とし

た講演であっても治療を行う側と受ける側という立場の

違いがあり，両講演により腎臓疾患について学ぶことが

できただけではなく，みずからが腎臓病患者となったこ

とで歯科医師としての診療をおこなっていくうえで患者

の気持ちにより深く寄り添うことができるようになった

という貴重な言葉は，受講者にえがたい感銘を与えたと

思われる．当学会の教育講演にふさわしい内容であった

と考えている．

＜特別講演＞

「昭和大学全学で取り組んでいる�健康長寿�について｣

昭和大学歯学部高齢者歯科学講座教授

日本老年歯科医学会理事長

佐藤裕二

「昭和大学は『私立大学研究ブランディング事業』の推

進指定大学に選ばれ，生活習慣病の原因解明，予防，治

療により健康長寿に貢献することを目標として事業を推
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進しています．その内容は生体内で起こるレドックス反

応（酸化還元反応），その異常は生活習慣病に深く関係し

ていること，昭和大学は医・歯・薬・保健医療学部から

なる医系総合大学であり融合的研究を進めることができ

ます．この成果を臨床研究の場で検証し学内のネット

ワーク体制を構築することを目的としています」とお話

しをいただいた（一部，講演抄録・昭和大学 WEB ペー

ジより引用）．

「歯科については，「口腔機能低下症」が注目を浴び，

オーラルフレイルも含めて，その検査が健康保険に導入

されました．オーラルフレイル（口の機能低下）のサイ

ンは，しっかり嚙めない・食べこぼす・むせやすい・口

渇・滑舌が悪いなどです．よく嚙めないことが全身のフ

レイル（虚弱）につながり，入院や要介護の遠因となり

ます」とお話があった．

次に，健康保険に導入された口腔機能低下症の 7つの

症状とその検査項目について，詳細な説明を保険点数も

含めて説明をいただきました．

7つの症状は，1．口腔衛生状態不良，2．口腔乾燥，3．

咬合力低下，4．舌口唇運動機能低下，5．低舌圧，6．咀

嚼機能低下，7．嚥下機能低下，そのうち 3 項目以上該当

で口腔機能低下症と診断される．

それぞれ，（1）舌苔の付着程度の検査，（2）水分計，

サクソンテスト，（3）咬合圧検査・残存歯数検査，（4）

オーラルディアドコキネシス（pa／,ta／,ka／）による評価，

（5）低舌圧の検査（舌圧測定器），（6）咀嚼機能低下の検

査（グミゼリー・グルコセンサー，咀嚼能率スコア法），

（7）嚥下機能低下の検査（嚥下スクリーニング検査，自

記式質問表）により評価を行うとの説明がありました．

保険請求方法まで含めた詳細でわかりやすいお話をいた

だき，本学会らしい，明日からの臨床に役立つ有意義な

ご講演であったと思います．

次の機会には，口腔機能低下症と診断した後の治療の

ガイドライン，メインテナンスなど，ご示唆いただける

ようお願いいたします．（座長 山浦修治)

＜一般口演＞

�．「歯科医院における高血圧に対する心理・社会的要

因の影響について｣

東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部

木村康之

�．「歯科医療機関に就職した歯科衛生士の定着条件―

歯科衛生士の離職・復職に関する要因についての検

討―｣

山梨県歯科衛生専門学校

七沢久子

�．「柏市総合特区事業における柏歯科医師会の現状報

告と今後の展望 第 2報｣

一般社団法人柏歯科医師会

松岡政之

�．「医科歯科病診連携における柏歯科医師会のこれま

での取り組み｣

一般社団法人柏歯科医師会

寺田英史

�．「歯のメインテナンス治療受診患者の歯科保健状況

の比較｣

東京歯科大学歯科社会保障学

上條英之

�．「地域包括ケアシステムに対する歯科臨床実習教育

について｣

東京医科歯科大学統合教育機構

鶴田 潤
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第 23回東海歯科医療管理学会総会・学術大会は，加藤

一夫准教授（愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）を大

会長に，メインテーマ：歯科医療管理学から健康格差を

考える，と題して，平成 30 年 9 月 2 日（日）に愛知県歯

科医師会館にて開催された．また，会員発表ではないが

会員診療所の所属歯科衛生士によるポスター展示を初め

て行い，歯科衛生士の参加を促せるように配慮した．一

方，今回の学術大会は東海歯科医療管理学会として衣替

えして初めての総会・学術大会で，かつ愛知県歯科医師

会医療管理部のご協力を得て開催された，ある意味記念

すべき学会であった．次年度は岐阜県歯科医師会の担当

で開催予定であり，今後は各県の歯科医師会との協力関

係を深めていきたいと考えている．また，ここ 5年ほど

は大学歯学部所属の先生方を会員に勧誘してきたが，歯

科医師会との協力関係構築により開業医の会員の増強に

努めたいと考えている．

ほかの地域関連団体でも同様の問題ではあると思う

が，東海歯科医療管理学会に所属する指導医は現在 2名

しかおらず，また，年齢的にも次なる指導医が必要となっ

てきている．そこで，有資格者に声掛けをして，指導医

が協力して次世代の指導医を輩出したいと考えている．

今後は認定医が専門医へと移行していくことも視野にお

いて，認定医の養成にも力を入れて行きたいと思ってい

る．

＜特別講演＞

「口腔の健康格差とその対策を考える｣

東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野准教授

相田 潤

健康格差とは，健康の社会的決定要因が最大の原因で

生じる，不公正で避けられる健康状態の差異である．幼

少期のう�，成人期の歯周病，そして高齢期現在歯数の

格差まで，生涯を通じた口腔の健康格差が存在する．ま

た健康格差を考えるうえで重要な歯科疾患の特徴とし

て，有病率がきわめて高いということがある．このよう

な有病率の高さは当然大きな健康格差としても現れてく

る．本講演では日本に存在する口腔の健康格差の実情を

示し，臨床および公衆衛生からの対策を話した．

＜教育講演＞

「口腔の健康格差と歯科医療管理―う�を通してみえて

くること―｣

愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座准教授

加藤一夫

う�の蔓延している状態とそうでない状態の違いを格

差と呼ぶことにすると，う�がこうした格差を伴う疾患

として知られるようになったのは，う�はライフスタイ

ルが深く関与する多因子性疾患であることや，制度的に

保健データベースの整備されている子供の時期に多い疾

患であることとともに，自然治�がなく時間集積性のあ

る疾患として断面調査でも把握しやすいという特性を有

することと無関係ではない．本講演では，そのような背

景をもつう�を中心に，格差を巡る話題について考察し

た．

＜認定医講習会＞

「安全・安心・信頼の歯科医療を目指して｣

（一社）日本歯科医療管理学会副理事長

片山繁樹

平成 19 年には改正医療法が施行され，歯科診療所に

も医療安全管理体制が義務付けられた．さらに，平成 27

年 10月からは医療事故調査制度が施行された．今回は，

神奈川県歯・日歯での経験や情報，大学歯科病院・学会・

各種会議での情報などをもとに，開業歯科医師の目線で

「医療安全管理をいかに診療所の運営に役立てていき，

患者さんに安全・安心・信頼の歯科医療を提供するとと

もに，みずからも安心して診療できる歯科医院にしてい

くのか」を述べた．
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＜全体のまとめ＞

近畿北陸歯科医療管理学会総会・学術大会は，「顔の見

える多職種連携」をテーマに，8 月 26 日（日）大阪府歯

科医師会館で開催しました．大阪府歯科医師会・大阪府

歯科衛生士会・大阪府歯科技工士会との共催をはじめ，

藤井寺市医師会，大阪府理学療法士会，大阪府言語聴覚

士会にも協力を依頼し，多職種で構成される大会となり

ました．

午前の部のシンポジウム「多職種連携のチームアプ

ローチと情報共有」では，数尾先生（医科医師），山上先

生（大阪府歯科医師会理事）の基調講演のあと地域ケア

会議を再現する模擬会議を開催しました．「模擬会議」と

やや古風なネーミングですが内容は今風とし，検討課題

の内容を最近の話題に絞って多職種の関係者に練り上げ

てもらえました．

当日，会場で登壇いただいたのは医師，歯科医師，薬

剤師，訪問看護師，歯科衛生士，理学療法士，言語聴覚

士，管理栄養士，そしてケアマネージャーと文字通り多

職種（9 職種）で，いずれもその方面のトップレベルの

方々です．これらの方々に，患者さんの課題を各職種が

どのような視点でみており，どんなアドバイスをするか

に重点をおいたシナリオを事前に作っていただきまし

た．できあがったのは，実例をもとに口腔関連の課題を

ちりばめたモデルケースとも呼べる内容でした．

山上先生はこの領域のエキスパートですが，あえて，

“はじめて参加した歯科医師�という立場でご発言いた

だきました．そのおかげか，参加者からは，わかりやす

かったし勉強になったという声をたくさんいただくこと

ができました．

＜事後抄録＞

「歯科医院における感染対策 Update｣

大阪大学大学院歯学研究科臨床准教授

薮根敏晃

日々行っている感染対策が本当に正しいのか疑問に

思ったことはないでしょうか？

本講演では，①感染対策の基本の考え方，②洗浄・消

毒・滅菌，③オートクレーブの適切な使い方，④ハンド

ピースの滅菌，⑤印象体の取り扱いをテーマにお話しし

ました．

機器の構造や参考文献などを例示しながらわかりやす

くお伝えしようと考えました．

なぜ，そうしなければいけないのかの理由を知れば，

おのずと取り組み方も決まってくると思います．

「認知症患者さんへの対応｣

大阪府歯科医師会理事

小谷泰子

日本は超高齢社会に突入しています．

人口動態の変化に伴い歯科へのニーズも多様化し，歯

科医療の需要のキーワードが「治療中心型」から「治療・

管理・連携型」へと変わりました．

一方，認知症を呈する疾患は 70 以上あるとされてい

ますが，アルツハイマー型認知症，レビー小体型認知症，

血管性認知症，前頭側頭型認知症で「四大認知症」とさ

れています．

講演では，四大認知症の特徴と対応時の留意事項を解

説いたしました．
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平成 30年 4月 14 日，岡山シティホテル桑田町にて行

われた臨時総会におきまして，中国支部は中国地域歯科

医療管理学会として活動していくこととなりましたの

で，まずもってご報告いたします．

以下，平成 30年度の活動についてご報告いたします．

平成 30年 6月 9 日（土）17：00〜 第 1 回役員会

10月 27日（土），28 日（日）第 19 回中国地域歯科医

療管理学会 総会・学術大会

＜総会・学術大会＞

「地域のなかでかかりつけ歯科医のできること，なすべ

きこと｣

大会長：岡山県歯科医師会会長 酒井昭則

会 場：サンピーチ OKAYAMA

日 時：平成 30年 10 月 27 日（土）

17：00〜18：00 第 2 回役員会

18：30〜20：30 懇親会

10月 28日（日）9：00〜15：30

10：00〜12：00 特別講演（岡山県歯科医師会

スタッフレベルアップ研修会併催�

＜認定医研修会＞

「口腔機能低下を防ぎ，いつまでも美味しく食べるには〜

摂食嚥下障害の気付き〜｣

岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター助教

村田尚道

＜口演演題＞

�．岡山県歯科医師会歯科医療安全研修会―今まで，そ

して今後の展望―

岡山県歯科医師会医療管理部

本多浩三，野崎真弘，清水公雄，城山 博，

谷 俊彦，本郷 弘，竹下信義，南 哲之介，

西田宜可

�．島根県大田歯科医師会の 2 年間の活動を振り返って

島根県歯科医師会医療管理部委員会

前田憲邦，朝比奈 圭，澄川裕之，藤江 徹，

佐々木良二，松浦良二

�．広島県歯科医師会における会員への税務に関する情

報提供の手法

1)
広島県歯科医師会医療管理部，

2)
広島県歯科医師会

河野 淳
1)
，天間裕文

1)
，山我貴之

1)
，石通宏行

1)
，

山本晃生
1)
，福傳龍司

1)
，岩本隆二

1)
，橋本和人

1)
，

中村隆一
1)
，大附敏彦

1)
，板谷和徳

1)
，�浦文佳

1,2)
，

石田栄作
2)
，清水勢一

2)

�．鳥取県歯科医師会―会員意識調査結果の経年的推移

について―

鳥取県歯科医師会医療管理委員会

池田実央

（資料提供：鳥取県歯科医師会調査委員会�

�．ウイルス性肝炎患者あるいは肝炎ウイルス感染者の

医科への受診勧奨に関する当院での試み

王喜歯科医院

小西秀和

�．多職種連携で行う「食べる」「しゃべる」支援と地域

での啓発活動

（医）青木内科小児科医院 あいの里クリニック・歯科（岡

山県歯科医師会�

山本道代

�．広島高等歯科衛生士専門学校における求人情報に関

する検討
1)
広島県歯科医師会医療管理部

2)
広島県歯科医師会歯科医療安全対策室

3)
広島高等歯科衛生士専門学校

福傳龍司
1)
，天間裕文

1)
，山我貴之

1)
，石通宏行

1)
，

山本晃生
1)
，河野 淳

1)
，岩本隆二

1)
，橋本和人

1)
，

中村隆一
1)
，大附敏彦

1)
，板谷和徳

1)
，�浦文佳

1,2)
，

石田栄作
2)
，清水勢一

2)
，関野憲三

3)
，小島 隆

3)
，

森田 薫
3)
，山本道直

3)
，山城啓文

3)
，津田祐一

3)
，

三好雅子
3)
，峠 恵

3)

�．山口県における慢性的な歯科衛生士不足解消への対

策―次世代継発事業―

山口県歯科医師会医療管理委員会

黒岩 淳，松下大介，藤井克行，小西秀和，

戸田信彦，桝尾隆一，松浦尚志，小山茂幸

�．歯科医院承継に関するアンケート結果について

島根県歯科医師会医療管理部委員会

藤江 徹，朝比奈 圭，澄川裕之，前田憲邦，

佐々木良二，松浦良二

10．歯科医院における患者アンケートの意義について

小田歯科医院
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小田浩一，小田 紫

なお，次回，第 20 回中国地域歯科医療管理学会は島根

県主幹で行われることとなっております．
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平成 30年 8月 19 日（土）に，徳島大学大塚講堂小ホー

ルにおいて第 18 回四国歯科医療管理学会学術大会を開

催しました．学術大会では，地域医療で大きな課題となっ

ている地域包括ケアシステムの構築に焦点をあて，「地

域包括ケアシステムにおける歯科医療の役割 安全・安

心な在宅診療を実践するために」と題して，特別講演 2

題を行いました．

特別講演Ⅰでは，徳島文理大学吉岡昌美教授が「歯科

専門職が地域包括ケアシステムで必要不可欠な存在とな

るために―ミクロ・メゾ・マクロの視点―」と題して，

「�かかりつけ歯科医の機能の評価��周術期等の口腔機

能管理の推進��質の高い在宅医療の確保�が平成 30年

度診療改定の重点項目となっており，これらはまさに，

マクロのレベルの歯科医療において取り組むべき課題と

いえる．今後は，それぞれの立場の歯科専門職が，個々

のニーズに応えるべくミクロのレベルで努力することが

求められている段階である．歯科専門職間でのネット

ワークなどメゾレベルでの取り組みも考慮に入れるべき

である」と，今後の取り組む方向性を示しました．また，

特別講演Ⅱでは，山口貴功徳島県歯科医師会理事・医療

連携部部長は「地域包括ケアシステムを見据えて徳島県

歯科医師会での現在の事業と今後の課題について」とい

う演題で，医療・介護総合確保基金を用いて徳島県歯科

医師会が事業運営を行っている「在宅歯科医療連携室事

業」と「口腔ケア連携事業」の実績報告を行うとともに，

今後の方向性と課題について講演を行いました．「歯科

版地域包括ケアシステム」において最重要項目は「歯科

情報の継続した受け渡し」であると説明しました．その

後，それぞれの講演内容などについて，演者と参加者間

でディスカッションがあり，時間をオーバーするほど論

議となり，参加者にとっても有意義なものでした．

また，一般演題では 5題の発表があり，地域歯科医療

を進めていくうえでの課題，問題提起があり，日々の歯

科医療管理で参考となるものばかりでした．四国 4県よ

り 22 名の学会員に加え徳島県歯科医師会の会員の先生

方も参加し，四国歯科医療管理学会学術大会は成功裏に

終了し，有意義な学術大会であった．

＜特別講演＞

「歯科専門職が地域包括ケアシステムで必要不可欠な存

在となるために―ミクロ・メゾ・マクロの視点―｣

徳島文理大学教授

吉岡昌美

「地域包括ケアシステムを見据えて 徳島県歯科医師会で

の現在の事業と今後の課題について｣

徳島県歯科医師会理事・医療連携部部長

山口貴功
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日本歯科医療管理学会が法人化され，従来の支部組織

が地方会に移行して初めての大会が 11 月 18 日（日），大

分県歯科医師会館で開催されました．午前の部はまず長

崎県歯科医師会 村橋 護先生の座長のもと口演 4題が

行われました．

�．「回復期リハビリテーション病院における口腔内の

現状と課題｣

社会医療法人敬和会大分リハビリテーション病院

衛藤恵美

�．「歯科医療従事者のための肝炎講座―アンケート結

果より―｣

大分県歯科医師会常務理事

木村哲也

�．「当院のインフォームド・コンセントの充実を図る

ための取り組み｣

（医）伊東歯科口腔病院

中村昌代

�．「アンケート調査による佐賀県における医療安全・

感染管理についての現状｣

佐賀県医療管理学術委員会

平山輝久

続いて，熊本県歯科医師会 竹下憲治，鹿児島県歯科

医師会 楠 一文両先生の座長のもと，ポスター発表 5

題が行われました．

�．「大分県の障がい者施設歯科健診事業・3 年間の結果

報告｣

大分県歯科医師会地域福祉担当理事

陶山直昭

�．「歯科医療機関でのコミュニケーションとクレーム

に関する考察｣

九州歯科大学総合診療学分野

安永 愛

�．「歯科衛生士が開設した認知症カフェの取り組み｣

大分県歯科衛生士会

高藤千鶴

�．「大分県歯が行った歯科衛生士復職支援事業につい

て｣

大分県歯科医師会医療管理委員会

飯田哲也

�．「熊本地震被災地小学校における 2 年間の支援活動

を通しての児童の変化｣

（医）伊東歯科口腔病院

福島絵美

引き続き，白圡清司理事長の座長のもと，住友雅人日

本歯科医学会会長の特別講演が行われました．演題は「共

通言語と医科歯科連携」でした．

午後の部に入り，陶山直昭先生がコーディネーターを

務められ，シンポジウムが開催されました．テーマは「地

域医療・介護情報連携 ICT ネットワークに歯科が参加

することで何が起こるか？―うすき石仏ねっとの挑

戦―」でした．まず臼杵医師会立コスモス病院副院長の

舛友一洋先生が，「うすき石仏ねっと」の概要について基

調講演を行い，4 名のシンポジストが「うすき石仏ねっ

と」を活用した取り組み，医療・介護連携，チーム医療

についてそれぞれ講演を行いました．

講演終了後にディスカッションが行われました．シン

ポジウムを通して，ICTを利用した医療・介護連携，地

域包括ケアシステムの今後の未来像が示されたと感じま

した．大会の最後に比嘉良喬前沖縄県歯科医師会会長が

来年当番県の挨拶を行い学術大会は終了しました．

＜特別講演＞

「共通言語と医科歯科連携｣

日本歯科医学会会長

住友雅人

＜基調講演＞

「地域医療・介護情報連携 ICT ネットワークに歯科が参

加することで何が起こるか？―�うすき石仏ねっと�の

挑戦―｣

臼杵医師会立コスモス病院副院長

舛友一洋
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会 長

木 村 哲 也

平成 30年度九州歯科医療管理学会活動報告
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●令和元年度地域関連団体総会・学術大会開催予定

＜北海道歯科医療管理学会＞

日時：令和元年 12 月 7 日（土）※変更の可能性あり

場所：北海道歯科医師会館（〒 060-0031 札幌市中央区北 1条東 9丁目 11）

大会事務局：北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野

〒 061-0293 北海道石狩郡当別町金沢 1757

TEL：0133-23-1211

＜みちのく歯科医療管理学会＞

日時：令和元年 11 月 24 日（日)

場所：山形県歯科医師会館（〒 990-0031 山形県山形市十日町 2丁目 4-35)

大会事務局：江良歯科医院

〒 990-0075 山形県山形市落合町字二口 203-1

TEL：023-642-1184

＜関東甲信越歯科医療管理学会＞

日時：令和元年 7 月 14 日（日）＊第 60 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会併催

場所：日本大学歯学部（〒 101-8310 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13)

大会事務局：第 60 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会 運営事務局

〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9 駒込 TSビル 402

TEL：03-3947-8761，FAX：03-3947-8873

＜東海歯科医療管理学会＞

日時：令和元年 9 月 8 日（日)

場所：岐阜県歯科医師会館（〒 500-8486 岐阜市加納城南通 1丁目 18)

大会事務局：（公社）岐阜県歯科医師会

〒 500-8486 岐阜市加納城南通 1丁目 18

TEL：058-274-6116

＜近畿北陸歯科医療管理学会＞

日時：令和元年 8 月 25 日（日)

場所：京都府歯科医師会館（〒 604-8418 京都市中京区西ノ京東栂尾町 1番地)

大会事務局：溝渕歯科

〒 603-8246 京都府京都市北区紫野西泉堂町 63-2

TEL，FAX：075-491-8889

担当：溝渕健一

＜中国地域歯科医療管理学会＞

日時：令和元年 10 月 20 日（日)

場所：島根県歯科医師会館（〒 690-0884 島根県松江市南田町 141-9)

大会事務局：一般社団法人島根県歯科医師会

〒 690-0884 島根県松江市南田町 141-9

TEL：0852-24-2725，FAX：0852-31-0198

担当：佐原
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＜四国歯科医療管理学会＞

日時：令和元年 8 月 18 日（日)

場所：香川県歯科医療専門学校 8020 ホール（〒 760-0020 香川県高松市錦町 2丁目 8番 37号)

大会事務局：四国歯科医療管理学会事務局

〒 769-2101 香川県さぬき市志度 2214-21 ハロー歯科クリニック内

TEL：087-894-8600，FAX：087-894-3366

担当：都倉達生

＜九州歯科医療管理学会＞

日時：令和元年 11 月 23 日（土)

場所：沖縄県
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書 評

最新のエビデンスとナラティブが今，解き明かす

伝説の歯科医療

山田康彦，山田桂子 著

山田晃久 編著

医歯薬出版 発行

B5判 144頁 定価 4,104円

おそらく 20年以上前に歯学部を卒業した歯科医師が，

現在の歯学教育要綱である歯学教育モデル・コア・カリ

キュラムの内容をご覧になったら，「こんなことが歯科

学生に要求されているのか（あるいは，そんなものがあ

るのか）」と驚かれることと思う．特に最初に掲げられる

「歯科医師として求められる基本的な資質・能力」の章に

は，コミュニケーション技法，CQ（クリニカルクエッショ

ン）の定式化，医療サービスの特殊性（情報の非対称性・

医療の不確実性）等々，一昔前ではお目にさえかからな

かったような用語が並ぶ．しかし現在，これらはプロ

フェッショナリズム教育の必須項目と位置付けられてい

る．

さて，本書のタイトルにある「伝説の歯科医療」とは

何かといえば，過去から現在にわたって，著者が敬愛す

る先人たちによって実践されてきた歯科医療のことであ

る．伝説の歯科医療実践者として主に紹介されるのは

Dr. D. R. Beach，Dr. L. D. Pankey，そして著者の父，山

田康彦先生である．歯学教育モデル・コア・カリキュラ

ムの例で示したように，EBM や行動科学のような近年

理論化，体系化され，歯学教育で重視されるようになっ

てきた事柄は，実はそれら先人たちの良質な歯科医療の

エッセンスでもあるとして，今日的な理論へ当てはめ，

その妥当性を検証することが本書の主な目的である．

また，それら先人（特に父上）と著者とのエピソード

が数多く語られ，歯科医療を行う上での教訓とともに著

者の彼らへの敬愛の念が強く伝わってくる．

本書をプロフェッショナリズム教育や EBM，行動科

学などを学んだことのない，しかし歯科医療と真摯に向

き合ってきた歯科医師が読めば，得心する部分も反論を

感じる部分もあることと思う．しかしそのような新しい

概念を身近に感じるとともに，自らの歯科医療を省みる

よいきっかけともなるのではなかろうか．

（岸 光男 著)

かかりつけ歯科医機能アップでめざす最強経営

患者に選ばれる歯科医院

梅村長生，小塩 裕，牧野真也 著

医歯薬出版 発行

B5判 104頁 定価 4,320円

高齢化する我が国において，国民が今後必要とする歯

科医療の在り方を見据え，歯科医療施策は強力に舵を

切っています．この本は厚生労働省が示している，今後

の歯科医療の位置づけや歯科医院の役割の在り方をわか

りやすく解説したものです．歯科医療が形態修復から機

能維持・改善，そして，全身の健康とのかかわりを意識

したものへと変わることを強く求められています．その

ため，各歯科医院はいかなる機能に特化して，地域歯科

保健・医療・福祉に貢献するのか，意思表示を迫られる

ことになります．本書は厚生労働省が提示するロード

マップを基に，読者が目指す歯科医療や自院の未来を考

えるガイドマップともいえます．

本書の内容は 1つ 1つの事柄に深入りすることなく，

簡略な表現で記述されており，読みやすい記述になって

います．そのぶん，さらに詳しく知りたい読者にはやや

物足りなさを感じさせる部分があるかもしれません．し

かし，診療スタイルを変化させるために必要な事柄やそ

の手順について例を示し，読者が具体的なイメージをす

ることができるように促す内容となっています．これは，

今回の改正を受けての自院への導入を検討する際の有用

な情報となるのではないかと思います．そのような意味

で，一連の改正の要点を広く見渡し，進む方向を見定め

るにはちょうどよい構成の本といえます．

本誌読者の諸兄姉におかれては，これらの情報提供や

解説は所属歯科医師会の説明会で何度も聞いた，という

方も多いのではないかと思います．しかし，考えなくて

はならないことを，もう少しかみ砕いて知りたいという

方にお勧めの 1冊ではないかと思います．

（森田一三 著)
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日本歯科医療管理学会の発展に多大な貢献をされた下記の 3名の先生方が，2019 年 5月 1日より，名誉会員として

推戴されました．

（①出身校・卒業年 ②日本歯科医療管理学会への入会年 ③日本歯科医療管理学会での役職歴)

㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇㍇名誉会員紹介

千葉県介護支援専門員指導者

東京都歯科衛生士連盟会長

①日本大学歯科衛生士学校（現・日

本大学歯学部附属歯科衛生専門学

校）・昭和 35 年

②昭和 61 年

③理 事 平成 4〜29 年度

評 議 員 平成 2〜3 年度

近藤いさを 先生

日本歯科大学名誉教授

①日本大学歯学部・昭和 41年

②昭和 52年

③会 長 平成 26〜27 年度

副 会 長 平成 24〜25 年度

常任理事 平成 6〜23 年度

理 事 平成 2〜5 年度，

平成 28〜29 年度

末髙 武彦 先生

トミタ歯科医院院長

①日本大学歯学部・昭和 41 年

②平成 2 年

③理 事 平成 10〜13 年度，

平成 18〜21 年度

富田 篤 先生
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一般社団法人日本歯科医療管理学会認定医一覧

（令和元年 5月 1日現在)

55

62

61

柴垣 博一（関東甲信越)

伊東 隆利（九 州)56

67

会員名（地方会)

山浦 修治（関東甲信越)76

認定医

No.

玉川 裕夫（近畿北陸)60

髙田 晴彦（関東甲信越)68

48

宮嶋 良嗣（九 州)49

五十嵐博恵（東 北)50

石田 栄作（中 国)64

挽地 俊哉（北海道)52

藤城 鐡英（東 海)53

山内 六男（東 海)54

馬場 雅人（北海道)

東松 信平（東 海)

蓮井 義則（四 国)

72

橋本 直樹（東 北)73

末髙 武彦（関東甲信越)75

小島 弘充（東 海)43

佐藤 吉則（関東甲信越)44

川上 智史（北海道)45

窪田 明久（東 海)46

石井 瑞樹（関東甲信越)47

末瀬 一彦（近畿北陸)

57

福澤 洋一（関東甲信越)58

佐々木重夫（東 北)59

斉藤 善司（関東甲信越)65

外山 康臣（東 海)42

岸 光男（東 北)70

瀧田 正亮（近畿北陸)71

内野 泰樹（近畿北陸)

小向井英記（近畿北陸)69

野田 邦治（九 州)63

尾立 達治（北海道)

85

福本 和夫（近畿北陸)92

�浦 文佳（中 国)

大附 敏彦（中 国)86

101

会員名（地方会)

西田 宜可（中 国)112

認定医

No.

佐藤 正俊（関東甲信越)90

北村 信隆（関東甲信越)94

78

新谷 雅隆（関東甲信越)79

橋本 和人（中 国)80

伊東 昌俊（関東甲信越)81

西村 将一（四 国)82

山我 貴之（中 国)83

梅川 義忠（関東甲信越)111

宮川 修（関東甲信越)91

髙橋 義一（関東甲信越)

103

宮田 右京（東 北)104

三澤麻衣子（関東甲信越)105

升谷 滋行（関東甲信越)106

都倉 達生（四 国)107

江良 謙次（東 北)108

鬼塚 千絵（九 州)109

上田由利子（関東甲信越)110

河野 淳（中 国)

95

野畑 貴夫（北海道)89

板谷 和徳（中 国)96

石通 宏行（中 国)97

山本 晃生（中 国)98

深井 直樹（中 国)100

天間 裕文（中 国)77

北村 隆行（関東甲信越)

髙津 茂樹（関東甲信越)102

木村 哲也（九 州)93

飯高 道（関東甲信越)

143

131

116

長野 敏朗（九 州）132

丸尾 修之（四 国）137

会員名（地方会)

村橋 護（九 州)117

認定医

No.

廣瀬 知二（九 州)118

森本 徳明（中 国)119

136

佐々木正和（四 国）138

越智 守生（北海道)139

七沢 久子（関東甲信越)140

佐藤 裕二（関東甲信越)141

小西 秀和（中 国)142

比嘉 良喬（九 州)

黒岩 昭弘（関東甲信越)

翁長武一郎（九 州)

125

日髙 勝美（九 州）129

楠 一文（九 州）130

小西 康三（近畿北陸)144

谷 俊彦（中 国)114

遠藤 則子（関東甲信越)133

長谷川篤司（関東甲信越)134

勝部 直人（関東甲信越)135

草野 薫（近畿北陸)

123

林田 俊彦（九 州)120

城山 博（中 国)115

二家本 晃（関東甲信越)124

小田 浩一（中 国）126

牟田 悟朗（九 州）127

曽我部浩一（九 州）128

三浦 啓伸（東 北）

鳥越 有貴（関東甲信越)121

間宮 京子（関東甲信越)122

福泉 隆喜（九 州）

24

3

33

瀬川 洋（東 北)

鹿郷 満保（関東甲信越)32

1

会員名（地方会)

外山 敦史（東 海)41

認定医

No.

佐藤 勤一（東 北)30

山田 岳（東 海)29

17

江面 晃（関東甲信越)37

川合 宏仁（東 北)19

島村 和宏（東 北)20

木尾 哲朗（九 州)21

橋場 友幹（東 北)22

藤井 一維（関東甲信越)38

三嶋 顕（北海道)

齋藤 高弘（東 北)

岩淵 皐（東 北)

39

藤巻 恵美（東 北)10

菊池佳奈美（東 北)11

上原 任（関東甲信越)34

尾﨑 哲則（関東甲信越)13

山崎 信也（東 北)14

小野 幸絵（関東甲信越)36

西郷 慶悦（東 北)16

入野田昌史（東 北)

26

福西 啓八（近畿北陸)27

川野 正嗣（北海道)28

黒川 裕臣（関東甲信越)40

宇佐美貴弘（関東甲信越)5

笠井 史朗（九 州)6

釜田 朗（東 北)7

弥郡 彰彦（関東甲信越)8

佐藤 尚武（北海道)

小松﨑 明（関東甲信越)35

片山 繁樹（関東甲信越)



101_KR01OS4責B.mcd  Page 1 19/06/04 16:33  v6.10

日本歯科医療管理学会雑誌 第 54 巻第 1 号 101（2019)

― 101 ―

一般社団法人日本歯科医療管理学会指導医一覧

（令和元年 5月 1日現在)

10

笠井 史朗（九 州)14

会員名（地方会)

三嶋 顕（北海道)13

指導医

No.

片山 繁樹（関東甲信越)12

髙津 茂樹（関東甲信越)15

木村 哲也（九 州)

髙田 晴彦（関東甲信越)11

尾﨑 哲則（関東甲信越)16

森本 徳明（中 国)22

末髙 武彦（関東甲信越)

藤井 一維（関東甲信越)20

21

会員名（地方会)

伊東 隆利（九 州)19

指導医

No.

五十嵐博恵（東 北)18

髙橋 義一（関東甲信越)17

蓮井 義則（四 国)23

24

会員名（地方会)

釜田 朗（東 北）25

指導医

No.

福澤 洋一（関東甲信越)27

岸 光男（東 北）26

上原 任（関東甲信越)

三澤麻衣子（関東甲信越)28

瀬川 洋（東 北)1

会員名（地方会)
指導医

No.

川上 智史（北海道)8

玉川 裕夫（近畿北陸)7

山内 六男（東 海)4

齋藤 高弘（東 北)5

外山 康臣（東 海)9

福西 啓八（近畿北陸)2


