平成３０年の報告
一般社団法人 歯科業務標準化機構
〒542-0081 大阪市中央区南船場 1-11-9 長堀安田ビル
電話：06-6266-5758 FAX：06-6271-6254
◎平成３０年の一般社団法人 歯科業務標準化機構の新年会は下記日程で松山道後にて開催しました。
○１月２０日（土）午後２時３０分～４時 カナザキ歯科見学
午後５時～午後７時 特別セミナー（会場：ホテル メルパルク松山）
・講師：木尾哲朗 教授(九州歯科大学)
・課題：「歯科教育の変遷と大学教育の現状と未来」
午後７時３０分～ 新年会（会場：道後プリンスホテル）
○１月２１日（日）会場：道後プリンスホテル
午前９時～午前１０時３０分 特別セミナー
・講師：池尾隆教授 (大阪歯科大学)
・課題：歯科衛生過程とは（仮題）
午前１１時～１２時３０分 歯科衛生過程発表
医療法人仁和会カナザキ歯科
医療法人Ｉ’ｓ ＭＥＤＩＣＡＬ 安部歯科医院
竹屋町森歯科クリニック
それぞれの歯科衛生士
午後１時３０分～３時 審査結果発表・論評
・講師：池尾隆教授 (大阪歯科大学)
午後３時～ 解散
◎第３７回日本歯科医学教育学会（福島）に有志の先生と参加しました。
〇時期：平成３０年７月２７日（金）～２８日（土）
〇大会テーマ：「東日本大震災から７年！今後の歯科医学教育の方向性」
○会場：奥羽大学 〒963-8611 福島県郡山市富田町字三角堂 31 番 1
○懇親会：アサヒビール園 福島本宮店

〇付帯事業：２７日（土）歯科業務標準化機構 理事会
２８日（日）歯科業務標準化機構 全体会議
◎第１１回日本総合歯科学会総会・学術大会（鹿児島）
〇時期：平成３０年１０月２７～２８日
〇大会テーマ：「地域から求められる総合歯科医療を考える」
〇会場：鹿児島
〇担当：太田先生・磯脇先生
○大学：鹿児島大学
〇付帯事業：１０月２７日（土）歯科業務標準化機構 理事会
１０月２８日（日）歯科業務標準化機構 社員総会・全体会議
◎診査診断の研修方法の研究、整備
若手歯科医師研修制度の実習に関しては先生方のご尽力によりある程度出来上がり、各医院で実習が出来
るようになりつつあります。その実習に先立つ大きな課題が診査、診断です。これから、来年の1年かけて
この課題に取り組みたいと思います。
診査診断の研修制度作りに必要なものが患者のデータです。患者さんのデータを集めて、そのデータを基
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に研修制度を構築していきたいと思います。
そのデータで必要なものはパノラマ、問診票、口腔内写真、顔写真等です。それらを各医院から提供して
いただけたら、よりよい若手歯科医師の診査、診断の育成制度ができると思います。
○日時：２０１７年１２月３日（日）１０時～１６時
○会場：新大阪丸ビル別館３階 ３－５（ＴＥＬ：０６－６３２５－１３０２）
〒５３３－００３３ 大阪市東淀川区東中島１－１８－２２ 丸ビル別館
◎「歯科衛生過程」の取り組み
〇ＤＨＰ-ＡＷＡＲＤ（歯科衛生過程に対しました取り組み発表会）の取り組み
●平成３０年の６月から９月に地域ブロックでの発表会
平成３０年は６月１７日（日）関西（大阪）、７月８日（日）中四国（松山）、８月５日（日）九州（鹿
児島）、９月２日（日）東京、９月２２日（土）帯広の地域ブロック単位で発表会を開催しました。優秀
者をリーダー（院内指導者）として認定し、東京での全国的な発表会に参加資格が出来ます。歯科衛生士
学校等へも働きかけ、地元歯科衛生士学校へ認知していただける取り組みにしました予定です。
・日程： ９：３０～１２：３０ 発表 ６人（1 人 発表時間２０分 質疑応答１０分）
１２：３０～１３：３０ 昼食・審査
１３：３０～１４：３０ ゲスト発表（歯科衛生士学校学生）
１４：３０～１５：３０ 講評・認定
◎２０１８年６月からベテラン開業医の先生方から若手歯科医師にとって臨床現場で必須の治療技術が学べ
る実習セミナーを九州の歯科業務標準化機構の先生方の歯科医院で開催しました。歯科業務標準化機構の
指導経験豊富な先生方のノウハウが凝縮されたセミナーです。講師の先生方とニッシンで一緒に開発した
実習模型を使いました。若手歯科医師の指導に関わってこられ、模型開発にも関わった先生方からも直接学
べました。
〇内容：ベテラン開業医が教える臨床現場の必須治療技術、ニッシンの模型を活用
〇課題：形成・歯周病・義歯・歯内療法等
〇会場：九州の歯科業務標準化機構の先生方の歯科医院
〇予定日：課題・講師・会場
●６/２４ 歯周病・金﨑伸幸先生（医療法人医療法人真美会 こが歯科医院／福岡）
●７/８
診査・診断 田熊啓弘先生（医療法人仁慈会 太田歯科医院／鹿児島）
●８/１９ 高速診療・東正也先生（医療法人 ひがし歯科医院／熊本）
●９/３０ 義歯と印象・磯脇浩二先生（ケイズ歯科クリニック／福岡）
●１１/１８ 歯内療法・松浦顕先生（医療法人なりとみ歯科／佐賀）
〇時間：１０：００～１６：００
〇講師：指導経験豊富で実習模型の開発に関わった先生方
講習内容をビデオ撮影し、ＤＶＤ作成
〇セミナー料：８万円（消費税別）
〇模型代（予定価格）
：１２万円（消費税別）
〇参加資格：歯科業務標準化機構の会員歯科医院の若手勤務医
○主催：一般社団法人 歯科業務標準化機構（電話:06-6266-5758）
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9 長堀安田ビル
○協力：ＷＴＳ
◎若手歯科医師対象実習セミナー
〇内容：豚の顎骨によるインプラント埋入実習
〇日時：平成３０年７月２９日（日）
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〇講師：金﨑伸幸先生(医療法人仁和会 カナザキ歯科)
〇場所：九州歯科大学
◎グローバルスタンダードセミナー
〇日本の歯科衛生士制度はアメリカの歯科医衛生士制度を参考に作られましたが、実際の業務内容は大き
く違っています。その違いの原因のひとつに教育の仕組みがあります。そのアメリカで行われている教
育の仕組みを参考に歯科衛生士教育に新たに歯科衛生過程が導入されました。
日米ダブルライセンスの歯科衛生士としてハワイで活躍されている富田杏子先生（ハワイ在住）にご協
力いただき、アメリカと日本の歯科衛生士の違いについて学んでいきます。アメリカの最新歯科衛生士事
情や歯科衛生過程を学ぶセミナーを東京、研修をハワイで開催しました。
●日 時：６月２４日（日）午前１０時～午後３時
●テーマ：日米ダブルライセンスの歯科衛生士から学ぶアメリカの歯科事情
●講 師：富田杏子先生（ハワイ在住歯科衛生生士）
●会 場：ホテル町田ヴィラ（東京都町田市）
〇９月２２日（土）〜９月２６日（水）に４泊５日（機中１泊）でハワイでの歯科衛生士研修に同行してき
ました。参加者は歯科衛生過程に取り組み DHPAWARD（歯科衛生過程実践発表会）で発表した歯科衛生士４
名、歯科衛生士２名、歯科医師１名、その他３名の計１０名でした。アメリカで歯科衛生士、歯科医師が
なぜ人気職種なのかその理由がわかる素晴らしい研修でした。
２０１９年９月のシルバーウィークにもハワイでの歯科衛生士研修を予定しています。是非、先生の医
院の歯科衛生士の方々を参加させてあげてください。
●内容：1. ハワイ大学歯科衛生士養成部門の見学とメンテナンス体験
２．ハワイの歯科衛生士による業務内容の講義と現地歯科衛生士との交流
３．ホノルル市内の開業医・歯科技工所の見学
４．ホノルル市内のエンド専門医の医院、診療見学
●ホテル：シエラトンプリンセスカイウラニ
●スケジュール（ハワイ時間）
9/22（土）：１４:３０～１６：３０
ハワイ在住の富田杏子歯科衛生士（日米ダブルライセンス）による講習
テーマ：アメリカの歯科衛生士の業務と制度
１７:００～１９：００ 現地の歯科衛生士、学生（ハワイ大学歯科衛生士学科）との交流
会
9/23（日）：自由行動・ホノルル市内の開業医の見学
午前～１７：００ 自由行動
１７:３０～１８：３０ ホノルル市内の開業医の見学
１９:００～２１：００ 現地の開業医との交流会
9/24（月）：ハワイ大学での研修・歯内療法の専門医を訪問見学
午前：ハワイ大学歯科衛生士養成部門の見学とメンテナンス体験
アメリカ予防歯科業務の実習体験・アメリカの歯科衛生士の業務と制度
歯科医師は歯内療法の専門医の医院、診療を見学
午後：アメリカデンタルグッズの見学・歯科技工所の見学
現地の歯科衛生士との交流会
9/25（火）：ホノルル空港より直行便にて空路関西空港へ。
9/26（水）：関西空港 18:05（日本時間）着後現地解散
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◎アメリカの歯内療法の専門医であり、天然歯を保存しましたスペシャリストでもある松浦顯（まつうらあ
きら）先生（まつうら歯科医院・歯内療法専門室）に大阪で診療に来ていただくお話を進めています。そ
の準備として院内で自費の歯内療法が処置できるスタッフ向けの講習会をしていただけることになりまし
た。そのセミナーを平成３０年の３月から３回コース（月１回）で安部歯科医院にて開催しました。歯内
療法の自費化を検討している歯科医院対象です。
○講師：松浦顯（まつうらあきら）先生
最終学歴：南カリフォルニア大学歯学部歯内療法科大学院専門医過程卒業 南カリフォルニア大学
歯学部歯内療法科大学院専門医過程を修了した、米国歯内療法専門医（Endodontist）です。我が
国には、米国でトレーニングしAAE(American Association of Endodontists; 米国歯内療法学会）が
認定しましたSpecialist memberである、”Endodontist”と言われる専門医は松浦顯先生を含めて
もわずか5人しかいません。(2016年10月現在）
○日時：①４月１２日（木）②５月１７日（木）③６月７日（木）３回コース ９：３０～１６：３０
○会場：医療法人 Ｉ’ｓ ＭＥＤＩＣＡＬ 安部歯科医院（電話：06-6744-4114）
〒578-0963 大阪府東大阪市新庄 2-8-13
◎歯科業務標準化模型の販売について
◎歯科標準化カリキュラムと後継者養成講座
添付資料をご覧ください。
◎公開講座
３月１８日（日）は九州のなりとみ歯科で、４月８日（日）は大阪の新大阪丸ビルで、それぞれ１０時～
１６時に武内博朗先生と竹内歯科医院のスタッフ（歯科衛生士、管理栄養士）を講師にお招きし、「『予
防歯科』から 『生活習慣病を予防する歯科』への転換―「フレイル予防」を予防歯科の第 2 評価目標に」
のテーマでセミナーを開催しました。九州では予防歯科の実習、大阪では栄養や保健指導のセミナーを実
施しました。
武内博朗先生（鶴見大学歯学部探索歯学講座 臨床教授・神奈川県綾瀬市（医）武内歯科医院理事長 医
学博士）が講師で「お口の専門的ケアが生活習慣病の予防・改善になる理由」のテーマで、開業医が実践で
きる NCDs(生活習慣病)を予防しましたための歯科外来、予防歯科の新しいパラダイムを判りやすくお話し
ていただきました。
（１）歯を保存しました歯周治療から慢性炎症、菌血症を制御して血管・代謝の健康へ
（２）欠損を回復しました補綴から代謝・体組成を回復しました補綴診療へ
歯科口腔領域の予防が NCDs（生活習慣病）の発症予防、抗加齢、健康増進とどのように関係しているか。
近年、健康だった人が NCDs を経由し、寝たきりに至る全体像が因果関係と共に示されました。歯科的介
入が具体的にどのような機序で血糖値を下げるのか等を解説し、補綴医療による咀嚼機能回復と保健指導
の組み合わせによる健康増進効果についても分かりやいお話でした。
●講師：武内 博朗 先生（鶴見大学歯学部探索歯学講座 臨床教授・神奈川県綾瀬市（医）武内歯科医院
理事長 医学博士）
●九州：武内先生の講義と歯科衛生士による予防歯科実習
●大阪：武内先生の講義と歯科医院で行なう管理栄養士の食育・生活習慣保健指導の実際
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○日時.会場
●九州：２０１８年３月１８日（日）１０時～１６時
なりとみ歯科（電話：0942-84-3116）〒841-0004 佐賀県鳥栖市神辺町 397-1
●大阪：２０１８年４月８日（日）１０時～１６時
新大阪丸ﾋﾞﾙ(TEL:06-6325-1302) 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-18-22
◎歯科技工所の社長であり、歯科技工士と歯科衛生士のダブルライセンスをお持ちの西村好美さん（有限会社
デンタルクリエーションアート）に賛助会員として歯科業務標準化機構に参加していただきました。匠とい
われる技工士の方々のサポートをいただきながら、ADSS（advance dental technician support system/仮
称）の取り組み、新たな次元の自費診療システムを始めます。
○ＡＤＳＳ（advance dental technician support system/仮称）の取り組み
●新たな次元の自費診療システムへの取り組み
有限会社デンタルクリエーションアート（西村好美代表取締役）の作製しました補綴物は審美性だけ
でなく機能性や構造力学的にも大変優れていて、歯科医院でもプレミアムの補綴物として多くの患者さ
んに装着し、喜ばれています。そしてその技術を西村塾で継承されている技工士の方々が全国におられ
ます。その方々とコラボレーションして、優れた補綴物を患者さんに提供し、新たな自費診療システム
作りに取り組みたいと思います。
●補綴カウンセリング
優れた補綴物を患者さんに提供しましたシステム作りで欠かせないのが補綴カウンセリングです。ど
のように素晴らしい補綴物でも患者さんにその素晴らしさをお伝えしないことには患者さんに採用していただけま
せん。その素晴らしさを患者さんにお伝えしましたカウンセリング手法も学べる機会を作ります。

○モニター制度
本格的に ADSS 取り組むにあたり、このシステムに関心をお持ちいただき、システム構築にご協力いた
だける医院の先生方と平成３０年からモニター制度を試験的に始めます。西村塾で西村さんの技術を継承
されている技工士の方々が全国におられますが、先ずは有限会社デンタルクリエーションアートと歯科業
務標準化機構に参加されている歯科医院とで始めます。モニター制度に参加希望の先生は事務局まで連絡
ください。
◎３月１７日（土）～１８日（日）に帯広で医療法人社団秀和会つがやす歯科医院が事業運営主体として、指
導歯科医養成のための歯科医師臨床研修指導医講習会が開催されました。
３月１７日（土）～１８日（日）に平成２９年度臨床研修活性化推進特別事業として医療法人社団秀和会
つがやす歯科医院が事業運営主体として、指導歯科医養成のための歯科医師臨床研修指導医講習会を帯広の
ホテル大平原（十勝川温泉）で開催されました。
対象は７年以上の臨床経験を有しました歯科医師、５年以上の臨床経験を有する歯科医師であり、日本歯
科医学会専門分科会の認定医、専門医の資格を有する歯科医師です。
定員２１名の半数近くの先生が歯科業務標準化機構の会員歯科医院から参加した先生方でした。協力講師
陣は北海道医療大学病院研修科の先生、木尾哲郎教授（九州歯科大学）、平田創一郎教授（東京歯科大学）が
参加されました。
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