２０２０年の報告（事務局）
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
◎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ので、２
０１９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ます。
分科会（研究会）は生涯研修制度、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
〇分科会（研究会）
●生涯研修研究会
概要：若手歯科医師育成、学会担当、指導医養成
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：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：抗加齢・フレイル予防研究
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）
●歯科国際標準研究会
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）
◎２０２０年１月１８日（土）～１９日（日）に金沢で一般社団法人 歯科業務標準化機構の新年会を開催し
ました。１８日（土）は医療法人社団金沢青葉会 あおば歯科クリニック（高橋善昭先生）の医院見学、新
年会、１９日（日）は小野清一郎先生を講師にお招きし、「保険収入を飛躍的に増やせる保険診療とは」の
テーマで会員限定特別セミナーを開催しました。
●１月１８日（土）は医療法人社団金沢青葉会 あおば歯科クリニック（石川県金沢市）の医院見学、高橋善
昭先生から中古の３台のチェアから始めて、いろいろな苦労を重ねて、現在の規模（チェア１３台、スタ
ッフ４０名、売り上げ３億円以上）になられた秘訣をお話しいただきました。
医院見学終了後は１９時から松魚亭（金沢市観音町）で金沢の美味しい料理とお酒で新年会をしました。
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●１月１９日（日）は金沢市文化ホール（石川県金沢市）で小野清一郎先生（医療法人社団ビクトリア会
小野歯科医院）が講師で「保険収入を飛躍的に増やせる保険診療とは パートⅡ」のテーマで会員限定特
別セミナーを開催しました。
◎若手歯科医師対象実習セミナー
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
関東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す。
臨床現場で必須の治療技術がベテラン開業医から学べる若手歯科医師実習セミナーのお話が中心で、２０
２０年４月から若手歯科医師対象の実習セミナーを開催していくことも決まりました。
総合医を育成する歯科業務標準化機構の歯科標準化カリキュラムに準拠し、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。また、研修会場はいろいろな歯科医院が見学できるようにあえて各講師、
院長の協力をいただいて分散しています。研修会場の歯科医院の院長のお話も聞いてください。
〇基本事項
●対象：国試合格後２～４年（対象外の方も受講可能）
●共通スケジュール：講義１０：００～１２：００、実習（講義）１３：００～１６：００
●受講期間：２０２０年４月〜 １年間（１２回）
●募集人数：１４人（個人に限定せず、歯科医院１人枠の申し込みも可）
●参加費：会員歯科医院勤務医 ２１６，０００円（税別）／コース
単発参加 ３０，０００円（税別）／回
非会員歯科医院勤務医 ３６０，０００円（税別）／コース
単発参加 ５０，０００円（税別）／回
●サポーター：６人（ボランティア参加、セミナーの内容を聞くことができる）
●模型代・教材費 ７８，０００円（税別）／全コース
〇実習セミナー開催日：課題・講師・会場
●2020 年 4 月 12 日：予防歯科・講師：宇田川義朗先生
（医療法人社団Ｃｏｍｐａｓｓｉｏｎ 宇田川歯科医院）
●2020 年 5 月 10 日：歯内療法・講師：伊藤創平先生
（医療法人社団創世会 ＩＴＯ ＤＥＮＴＡＬ ＯＦＦＩＣＥ）
●2020 年 6 月 7 日：保険・若手のためのモチベーション・講師：北條泰先生
（医療法人泰進会 高井戸歯科医院）
●2020 年 7 月 19 日：口腔外科（基本術式）・講師：今井恭一郎先生
（医療法人社団大志会 今井歯科）
●2020 年 8 月 23 日：治療計画（診査、診断）・講師：伊藤慎先生
（医療法人いとう歯科クリニック）
●2020 年 9 月 27 日：経営・スタッフマネジメント・講師：坂本健二郎先生
（医療法人社団健美会 いわいグリーン歯科）
●2020 年 10 月 11 日：形成・印象 ・講師：毛呂文紀先生（医療法人千志会 毛呂歯科医院）
●2020 年 11 月 15 日：歯周内科・CADCAM ・講師：中井巳智代先生（なかい歯科クリニック）
●2020 年 12 月 13 日：歯周病学・講師：多保学先生（医療法人社団幸誠会 たぼ歯科医院）
●2021 年 1 月 17 日：インプラント学・歯科麻酔学・講師：雨宮啓先生
（藤沢歯科ペリオ・インプラントセンター）
●2021 年 2 月 28 日：口腔外科（基本術式 2）・講師：中村武仁先生
（医療法人社団夢仁会 中村歯科医院）
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●2021 年 3 月 14 日：有床義歯補綴・ダイレクトボンディング
講師：櫻井薫先生・小林健一郎先生（こばやし歯科クリニック）
◎COVID19 のために中止となった事業
〇社員総会
●時期：2020 年 11 月 1 日(日)
（第 13 回日本総合歯科学会総会・学術大会）
〇会 場：福岡／博多
〇学会への参加
●第 39 回日本歯科医学教育学会総会および学術大会（神奈川）
会期：2020 年 9 月 26 日（土）・27 日（日）
会場：神奈川歯科大学
（〒238-8580 神奈川県横須賀市稲岡町 82）
●第 13 回日本総合歯科学会総会・学術大会
会 期：2020 年 10 月 31 日(土)～11 月 1 日(日)
会 場：福岡県歯科医師会館
〒810-0041 福岡市中央区大名 1 丁目 12 番 43 号
●付帯事業：歯科業務標準化機構 社員総会
〇ＤＨＰ-ＡＷＡＲＤ２０２０ ｉｎ 東京
●日時：３月 15 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：眞木 吉信 先生(東京歯科大学 名誉教授)
１０：００～１2：3０ 発表 5 人（１人 発表時間２５分 質疑応答５分）
１2：3０～１3：3０ 昼食（お弁当）・審査
１3：3０～１５：００ 講演：アメリカの歯科衛生士の教育と仕事
Ｄｒ.Ｆong 歯科衛生士対象セミナー
富田杏子
１５：００～１６：００ 講評・認定
●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
〇特別セミナー
●日時：３月 14 日 １4：００～１7：００
●テーマ：Ｄｒ.Ｆong 歯科衛生士対象セミナー
テーマ アメリカの歯科衛生士の教育と仕事
〇９月２０日（日）～９月２４日（木）に開催予定だったハワイ歯科研修
〇日程 ９月２０日（日）～９月２４日（木）
〇内容 ●ワークショップ：３D プリンターの活用 講師：Dr.Hironaka
●セミナー（歯科医師・歯科衛生士）
・テーマ: Prophylaxis（プロフィー）アメリカ予防歯科の大本命（仮）
講師：Ｍｉｅ Ｃｈｏｕ先生（日米歯科衛生士ダブルライセンス）
・テーマ: アメリカの最新歯内療法
講師：Dr.Yamauchi（Specialty Dentistry）
●歯科医院（Kurokawa dental）施設見学
●予防歯科メンテナンス体験（歯科衛生士）
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・ハワイ大学マノア校歯科衛生士養成部門でメンテナンス体験
・ハワイ現地歯科医院でメンテナンス体験（Prophylaxis／プロフィー）
●診療見学（歯科医師）
・診療見学（睡眠障害・無呼吸症候群）：Dr.Terence Q.L. Young
・診療見学（エンド）：Dr.Yamauchi
・診療見学（歯周病・インプラント）：Dr.Fong
●懇親会（dinner）：ハワイ現地の歯科医師・歯科衛生士・ハワイ大学学生との交流
◎社保下村塾一般社団法人 歯科業務標準化機構
小野清一郎先生が講師で「令和２年度診療報酬改定について」の特別セミナーを６月２８日(日)にインタ
ーネット遠隔講義で開催しました。
また、以前からご要望があった小野清一郎先生の勤務医対象の保険診療報酬に関する講義をインターネ
ット遠隔講義で始めることになりました。基本的には会員歯科医院の勤務医を対象とするものですが、受
講に関して対象制限はありません。

〇社保下村塾・特別セミナー
●日 程：６月２８日（日）１３：００～１６：００
●テーマ：令和２年度診療報酬改定について
●講 師：小野清一郎先生（ 医療法人社団ビクトリア会 小野歯科医院）
〒245-0014 横浜市泉区中田南5-65-19 電話:045-801-6480

〇社保下村塾・べーシックセミナー
●日程：月 1 回、毎月第３水曜日２０時～２１時３０分の９０分
７月から開講。
●講 師：小野清一郎先生（ 医療法人社団ビクトリア会 小野歯科医院）
●教 材：「歯科点数表の解釈 令和２年4月版（株式会社社会保険研究所）」を購入してください。
●社保下村塾べーシックセミナーコース
・社保下村塾 Ｍコース 中規模歯科医院対象（同時受講者３名）
・社保下村塾 Ｓコース 一般歯科医院対象（受講者１名）
＊M、S コースはｌｉｎｅサポート
●社保下村塾 Ｌコース（社保下村塾 line サポート）
○受講方法：特別セミナー、べーシックセミナーともにインターネットを介したオンライン会議システム

「zoom」を利用しました。
◎抗加齢・フレイル予防研究会実践セミナー変更の件
○２月２２日～２３日（日）に新築リニューアルオープンされた武内歯科医院で抗加齢・フレイル予防研
究会（一般社団法人 歯科業務標準化機構）主催で「生活習慣病(NCDs)の発症予防・重症化予防・(特
定)保健指導ができる歯科診療所に」のテーマで抗加齢・フレイル予防研究会実践セミナーを開催しまし
た。武内先生の講義と管理栄養士の保健・栄養指導の実習、歯科診療所が医療の質向上と新しい予防医
学への対応を図って、多職種と密に連携して保健指導を業として担っていく実践的な内容でした。
歯科医療の新しい医療介入分野として健康寿命延伸、生活習慣病の発症予防・重症化予防・フレイル予防
が注目されています。それに伴い医療の質向上と新しい予防医学への対応を図っていくため、NCDs(生活
習慣病)を予防するための歯科外来へ転換する必要があります。
口腔の健康が、全身的な健康の維持延伸とどう関わっているのかを理解し、正しい栄養学の知識を組み込
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んだイノベーティブな臨床の再構築をすべき時が来ています。このセミナーでは歯科口腔領域の健康と、
NCDs の発症予防や保健指導との関係について学べました。歯科と生活習慣病の関係は、大まかに（１）歯
周炎（慢性持続性炎症と歯原性菌血症）の制御により血管・代謝の健康を守ること、
（２）咀嚼機能回復
から代謝・体組成の改善を図る２つです。
■歯を残すための歯周病対策から“慢性炎症と菌血症”を予防するための歯周病治療へ
患者から軽視されてきた軽度の歯周炎対策こそが慢性炎症や菌血症を防止して代謝性疾患循環器疾患など
を予防する。これが歯周治療の新たな大義で、老化防止のための歯周病対策です。
■補綴治療は栄養・代謝・体組成改善のための医療へ
「なんでも噛める」口腔環境を整えることで糖質偏重食とタンパク質低栄養を回避でき、代謝・体組成の改
善、口腔虚弱からのサルコペニア（骨格筋減少症）やフレイルへの移行防止へとつながる。
○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）
小林和子 先生(健康管理士)・寺田美香 先生(管理栄養士)・武内歯科医院スタッフ・
○内容：
●２月２２日（土）は挨拶、自己紹介から班分けし、武内先生から総論と口腔機能低下症についての説明
がありました。寺田先生からスクリーニング機器の説明がありました。
セミナー終了後はｓａｋａｎａｎｏ家 こみやで懇親会があり、講師、参加者と親睦を深めました。
●２月２３日（日）は武内先生から口腔領域からのＮＣＤｓ予防についてのお話があり、全員
が保健指導のためのスクリーニング検査を受け、実習がありました。昼食は武内先生、寺田先生が企画
された健康弁当で健康にもなり、おいしい昼食でした。午後からは班毎に分かれて、保健指導の流れに
ついて、武内先生外来から保健指導への誘い方・小林先生、寺田先生から保健指導実施記録の付け方ど
の実践的なセミナーがありました。
７月４～５日に抗加齢・フレイル予防研究会実践セミナーを予定していましたが、新型コロナウイルスの
感染拡大に伴い、日程、開催方法が変わりました。
●テーマ：生活習慣病(NCDs)の発症予防・重症化予防・(特定)保健指導ができる歯科診療所に
今、私たちはウイルス性呼吸器感染症の未曾有のパンデミックを体験しています。
そこで今回の実習セミナーは平時の保健指導である NCDs 対策に加えて、新型コロナウイルスに感染し
ても発症・重症化させない保健指導力、免疫力アップ）の実践的なセミナーです。
●開催日：２０２０年７月５日（日）・７月１２日（日）２日コース
・７月５日（日）１３：００～１７：００ 講義
（オンライン・診療所か自宅で受講可）
＊受講方法：インターネットを介したオンライン会議システム「zoom」を利用し、ご自宅などでも受講
していただけます。受講者には申し込みいただいた方から事務局から連絡しました。
。
・７月１２日（日）１０：００～１６：００ 実習（武内歯科医院で実習）
＊会場：武内歯科医院（電話：０４６７－７８－３０２０）
〒２５２－１１３１神奈川県綾瀬市寺尾北３丁目１２−３２
○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）
小林和子 先生(健康管理士)・寺田美香 先生(管理栄養士)・武内歯科医院スタッフ・
◎７月５日（日）と７月１２日（日）に武内博朗 先生（武内歯科医院理事長・医学博士）が講師で、抗加
齢・フレイル予防実践セミナーを開催しました。平時の保健指導である NCDs 対策に加えて、新型コロナウ
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イルスに感染しても発症・重症化させない保健指導（体力、免疫⼒アップ）なども学べた実践的なセミナー
でした。
５月２４日（日）のセミナーではそのための早急な取り組み課題を武内博朗 先生（武内歯科医院）から提案
していただきました。
その提案を受けて、７月５日（日）と７月１２日（日）に開催された抗加齢・フレイル予防実践セミナー
は平時の生活習慣病(NCDs)の発症予防・重症化予防から、新型コロナウイルスに感染しても発症・重症化さ
せない保健指導（体力、免疫力アップ）の実践セミナーでした。
７月５日（日）と７月１２日（日）２日コースで、７月５日（日）１３：００～１７：００はインターネッ
トを介したオンライン会議システム「zoom」を利用し、診療所や自宅で受講出来るオンライン講義でした。
７月１２日（日）１０：００～１６：００は会場が武内歯科医院（神奈川県綾瀬市）で参加者が会場にお
集まりいただく実践セミナーでした。
◎コーチングのプロ高嶋 由香 （たかしま ゆか）先生が講師で、院長先生に学んでいただきたい「脳科学を
用いたストレス軽減と安心感を与える対応力・コミュニケーション力の秘訣」新型コロナストレス対策の歯
科業界応援セミナーを開催します。
スタッフの抱えている不安を軽減してあげることができる脳科学を用いたスキルを院長先生に伝授させてい
ただきたいと思います。また、患者さんも不安の中にいます。医療人として、今特に求められる患者さんへ
の安心感のある対応力とコミュニケーション力のアップに活かせるスキルもお伝えします。
私は、これまで日本各地の歯科医院でコーチングを用いた人材育成やマネジメント研修・コミュニケーショ
ン力アップなどのセミナー・コーチングをさせていただいてきました。この時期にあって、歯科業界のお役
に少しでも立ちたいと思い、感謝を込めて応援プレゼントセミナーをお届けしたいと願っています。
高嶋 由香 （たかしま ゆか）先生●講

師：５月１７日（日）

１０：００〜１１：３０●対

象：院長先生と院

長先生が誘ってくださるスタッフオンライン（ZOOM）
●参加費：無料

◎８月２日（日）の１０：００〜１１：３０にコーチングのプロである高嶋 由香（たかしま ゆか）先生が講
師で院長先生や幹部スタッフの方々に学んでいただきたい「これからの時代にますます必要なリーダー力」
のテーマで歯科業界応援セミナーを無料で開催します。
今、院長を始め管理者に求められているのがリーダー力です。スタッフの抱えている不安を軽減し、モチ
ベーションをあげることができるリーダー力を院長先生に伝授させていただきたいと思います。また、患者
さんも不安の中にいます。医療人として、今特に求められる患者さんへの安心感のある対応にも強力なリー
ダーシップによる組織力アップが必要です。そのスキルもお伝えします。
●テーマ：これからの時代にますます必要なリーダー力
これからの時代のリーダーに必要な３つの力について伝授させていただきたい
と思います。
●講 師：高嶋 由香 （たかしま ゆか）先生
●日 時：８月２日（日）１０：００〜１１：３０
●対 象：院長先生と院長先生が誘ってくださるスタッフ
●場 所：オンライン（ZOOM）
●参加費：無料
●主 催：一般社団法人 歯科業務標準化機構
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◎９月１３日（日）の１０～１２時にオンライン会議システム「ｚｏｏｍ」で歯科衛生過程ベーシックセミナ
ーを無料で開催します。
１０月４日（日）は広島、１１月８日（日）は東京で「歯科衛生過程の実践的取り組み方法を学ぶ」のテ
ーマで歯科衛生過程実践ワークショップを開催します。
〇歯科衛生過程ベーシックセミナー
９月１３日（日）１０：００～１２：００オンライン会議システム「ｚｏｏｍ」
●テーマ：「歯科衛生過程とは」
●講 師：池尾 隆 教授（大阪歯科大学）
●セミナー料：無料
●受講方法：インターネットを介したオンライン会議システム「ｚｏｏｍ」を利用します。ご自宅など
でも受講していただけます。申し込みいただいた方に事務局から招待メールを送ります。
〇歯科衛生過程実践ワークショップ
●テーマ：歯科衛生過程の実践的取り組み方法を学ぶ
●日程：１０月４日（日）広島：医療法人社団 敬祟会 猪原歯科・リハビリテーション科
１１月８日（日）東京：医療法人社団 compassion 宇田川歯科医院
●時間：９時～１７時（会場共通）
●ファシリテータ：池尾隆教授(大阪歯科大学)
●参加者：歯科衛生過程に取り組んでいる歯科衛生士、これから取り組む歯科衛生士
＊院長、歯科医師、歯科スタッフはオブザーバーとして参加出来ます。
●内容：実際の症例を教材にして、書式を作成する実践的なワークショップです。
●人数：２０名
●会場：
・医療法人社団 敬祟会 猪原歯科・リハビリテーション科（猪原 健先生）
電話：084-959-4601 〒720-0824 広島県福山市多治米町 5-28-15
・医療法人社団 compassion 宇田川歯科医院（宇田川義朗先生）
電話：03-3650-1181〒133-0056 東京都江戸川区南小岩 7-6-1
◎７月２８日（火）１３：００ 〜１４：００にすでに保健指導、栄養指導に取り組んでいるか、これから
取り組む管理栄養士の方々を中心にコロナの問題に対して、歯科医院として何ができるか、どうすればい
いかを話し合う感染予防と食支援ネットワーク会議をｚｏｏｍで開催しました。
２０２０年７月２８日（火）１３：００ 〜１４：００にすでに保健指導、栄養指導に取り組んでいるか、
これから取り組む管理栄養士の方々を中心に感染予防と食支援ネットワーク会議をｚｏｏｍで開催しまし
た。
参加は朝田歯科、安部歯科医院、太田歯科医院、つがやす歯科医院、カナザキ歯科の保健指導、栄養指導に
取り組んでいるか、これから取り組む管理栄養士の方々などが参加されました。
各医院からの自己紹介（自己紹介資料添付）、グループの今後の取り組みについて発表があり、エビデンス
に基づいた情報をグループで共有し、対象を明確にして情報発信していく事などについて話し合いました。
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