２０１９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
◎今まではすべての課題に対して事務局主体で取り組んできました。現在取り組み課題も増え、会員の先生方
にしてもすべての課題に関わるのも難しくなってきました。そこで、２０１９年から取り組み課題に応じて、
一般社団法人 歯科業務標準化機構内に分科会（研究会）を作り、研究会方式で課題に取り組んでいきます。
分科会（研究会）は医師研修制度、歯科衛生過程、フレイル予防、国際標準の４課題とし、それぞれに運
営委員会設置し、研究会にしました。それぞれに担当理事を決め、担当理事に委員長として活動していきま
す
〇概要：●業務の分散化、専門性確保
●歯科業務標準化機構の会員以外も参加できる
●それぞれに事務局をおくことができる
●独自で会費徴収、運営できる
●顧問をおくことができる
●当面、運営委員長は理事が就任
●独自にセミナー等のイベントが開催できる
〇発足時期 ２０１９年１月
〇分科会（研究会）は下記の４つの分科会から始めたいと思います。
●医師研修制度研究会（仮）
概要：若手歯科医師育成、学会担当
委員長：金﨑 伸幸先生（医療法人仁和会カナザキ歯科）
●歯科衛生過程実践研究会
概要：若歯科衛生過程の取り組み
委員長：安部 逸世先生（医療法人 Ｉ’ｓ ＭＥＤＩＣＡＬ 安部歯科医院）
顧問：池尾隆教授（大阪歯科大学）
●抗加齢・フレイル予防研究会
概要：若手歯科医師実習
委員長：朝田 浩司先生（医療法人 朝田歯科）
顧問：武内博朗先生（医療法人社団武内歯科医院）
●国際標準研究会
概要：歯科業務、診療、教育の国際標準化研究
委員長：太田 博見先生（医療法人仁慈会 太田歯科医院）
◎２０１９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熊本にて開催
２０１９年１月１９日（土）～２０日（日）に熊本で一般社団法人 歯科業務標準化機構の新年会を下
記要領で開催しました。１９日は医療法人 ひがし歯科医院、医療法人 熊本幸良会 けやき通り歯科・矯
正歯科の医院見学、２０日（日）は平田創一郎教授(東京歯科大学)を講師にお招きし、「視野を拡げて歯
科を考える大切さ（仮題）」のテーマで特別セミナーを開催しました。
〇２０１９年１月１９日（土）～２０日（日）日程（予定）
●１月１９日（土）医院見学・新年会
午後２時４５分～６時 医院見学
・医療法人 ひがし歯科医院（東正也先生｝
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・医療法人 熊本幸良会 けやき通り歯科・矯正歯科（西村幸郎先生）
午後７時３０分～ 新年会
●１月２０日（日）特別セミナー（松屋本館）
午前９時３０分～午前１１時３０分
・講師：平田創一郎教授(東京歯科大学)
午前１１時３０分～１２時３０分 ディスカッション
午後１２時３０分～１時３０分 昼食
午後１時３０分～３時 分科会会議
〇参加費：４．５万円（宿泊費・新年会・セミナー）・３万円（新年会・セミナー）２．５万円（セミナー）
〇会場（新年会・セミナー・宿泊）：旅亭 松屋本館 Suizenji
所在地： 〒862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園２３―１ 電話： 096-381-1331
◎社員総会
〇時期：2019 年 11 月 17 日(日)
（第 12 回日本総合歯科学会総会・学術大会）
〇会 場：北海道（札幌）
◎学会
〇第 38 回日本歯科医学教育学会総会および学術大会（福岡）
会 期：2019 年 7 月 19 日（金）・20 日（土）
会 場：パピヨン 24（〒812-0044 福岡市博多区千代 1-17-1）
〇第 12 回日本総合歯科学会総会・学術大会（札幌）
会 期：2019 年 11 月 16 日(土)～17 日(日)
会 場：北海道大学学術交流会館（予定）
〒060-0811 北海道札幌市北区 北８西５
●付帯事業：歯科業務標準化機構

社員総会

◎若手歯科医師対象実習セミナー
〇今年も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
ナーを九州と大阪の歯科医院で開催する予定です。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す。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す。
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：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
●歯周病・金﨑伸幸先生
●診断・治療計画 田熊啓弘先生
●高速診療 東正也先生
●義歯と印象 磯脇浩二先生
●歯内療法 松浦顕先生
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
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○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
〇診断、治療計画の研修方法の研究、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
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：６月２３日（日）
●会場：鶴田歯科医（九州長崎）
〇豚の顎骨によるインプラント埋入実習
●日時：未定
●講師：金﨑伸幸先生(医療法人仁和会
●場所：九州歯科大学

カナザキ歯科)

◎ＤＨＰ-ＡＷＡＲＤ（歯科衛生過程に対する取り組み発表会）の取り組み
〇３月２４日に２０１８年の６月から９月に大阪、松山、鹿児島、帯広の地域ブロック単位で開催した発
表会で最優秀者として選ばれた歯科衛生士を一堂に会し、東京において本大会を開催しました。
３月２４日に２０１８年の６月から９月に大阪、松山、鹿児島、帯広の地域ブロック単位で開催した発
表会で最優秀者として選ばれた歯科衛生士を一堂に会し、東京において本大会を開催しました。
２０１８年の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２２日（土）北海道（帯広）での地域ブロックＤＨＰ-ＡＷＡＲＤの最優秀者が東京での発
表会に参加しました。
●日時：３月２４日（日）９：００～１６：００
●日程： ９：００～１０：００ セミナー 歯科衛生過程とは 講師：池尾隆教授(大阪歯科大学)
１０：００～１３：００ 発表 ６人（１人 発表時間２５分 質疑応答５分）
１３：００～１４：００ 昼食・審査
１４：００～１５：００ 講演：個人情報保護と医療倫理、倫理指針(仮題)
樫 則章 教授（大阪歯科大学人権教育室）
１５：００～１６：００ 講評・認定
●参加料：歯科医師 ２１，６００円
一般・歯科スタッフ １０，８００円
大学、歯科大学、歯科衛生士学校の教官１０，８００円・学生は無料
●会場：新東京歯科衛生士学校 〒143-0016 東京都大田区大森北１丁目１８−２
〇特別講演
●日時：３月２３日 １７：００～１９：００
●テーマ：ＰＯＳ（Ｐｒｏｂｌｅｍ－ｏｒｉｅｎｔｅｄ Ｓｙｓｔｅｍ）と歯科衛生過程
●講師：寺下正道名誉教授（九州歯科大学）
●会場：ハートンホテル東品川（TEL：03-5495-0810）〒140-0002 東京都品川区東品川 4-13-27
●参加料：歯科医師 １６，２００円
一般・歯科スタッフ ８，６００円
２回目の方は歯科医師 １３，３００円
一般・歯科スタッフ ５，４００円
●懇親会：１９：００～２１：００ ハートンホテル東品川
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〇２０１９年の６月から１０月に地域ブロックでの発表会
２０１９年は６月１６日（日）関西（大阪）、６月３０日（日）中四国（広島）、９月８日（日）九州（小
倉）、９月２９日（日）北海道（帯広）、１０月６日（日）関東（東京）の地域ブロック単位で発表会を
開催しました。
●共通スケジュール：
９：００～１０：３０ セミナー：歯科衛生過程とは 講師：池尾隆教授(大阪歯科大学)
１０：３０～１２：３０ 発表 ４人（1 人 発表時間２５分 質疑応答５分）
１２：３０～１３：３０ 昼食（弁当）・（審査）
１３：３０～１４：３０ 講演・（審査）
１４：３０～１５：３０ 講評
●参加料：院長・歯科医師 １５，０００円 一般・歯科スタッフ ８，０００円
大学、歯科大学、歯科衛生士学校の教官、学生は無料（１施設２～３名以内）
〇２０２０年３月２２日（日）地域ブロックの代表が東京で発表会
関西・中四国・九州・東北・北海道・関東地域のブロックの代表が東京で発表会に参加。優秀者をハワイ
の歯科研修に招待。
〇今後の検討課題として、歯科衛生過程に取り組んでいる歯科医院を歯科衛生過程取り組み歯科医院として
認定したり、発表会での優秀者をリーダー（指導者）として認定していくこと検討したいと思います。
◎グローバルスタンダードセミナー
〇ハワイ歯科衛生士研修
２０１９年９月２１日（土）〜９月２５日（水）に４泊５日（機中１泊）で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。
●日程：２０１９年９月２１日（土）～２５日（水）シルバーウィーク
●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
〇インプラント
勤務医、若手歯科医師が短期間で習得できる実践セミナーの開催
サージカルガイドによるインプラント埋入実践セミナー
指導講師：金﨑伸幸先生（医療法人仁和会カナザキ歯科）
〇歯内治療
指導顧問：松浦顕先生（まつうら歯科医院）
自費抜髄：ラバーダム・CT・デンタル・電動ファイル・ニッケルチタンファイルの使い捨て・時間
セミナー：ベーシック（実習セミナー）
・アドバンスセミナー（実践セミナー）
〇矯正
マウスピース矯正実践セミナー
アソアライナー（株式会社アソインターナショナル）
勤務医、若手歯科医師が短期間で習得できる実践セミナーの開催
セミナー：ベーシック（実習セミナー）
・アドバンスセミナー（実践セミナー）
〇歯周病
歯周外科・歯周内科・アメリカのビジネスモデル
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◎２０２０年新年会
〇日時：２０２０年１月１８日（土）～１９日（日）
〇場所：石川県金沢
〇付帯事業：１月１８日（土）理事会・全体会議・新年会
１月１９日（日）特別セミナー
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