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６階から８階までは、
エスカレーターのご利用が可能です。

千葉デンタルショー２０２0 各会場には、ホテル
ミラマーレ1階より
エレベーターをご利
用ください。

開会式・総会

施設基準に準拠した研修会

ランチョンセミナー1

閉会式

歯科医師
ハンズオン１

第３.４会場

第３.４会場

千葉デンタルショー２０２０

スタッフセミナー

ランチョンセミナー2

E-system PC

ポスターセッション/書籍販売

歯科医師
ハンズオン２

6 歯科医師・スタッフ
ハンズオン
BLS講習会

一般教養
メイクアップ
ランチョン３
一般口演

歯科衛生士ハンズオン
救護室

千葉県歯科技工士会

7 8 9
10

11

大会本部

日本補綴歯科学会

シンポジウム

各会場には、ホテルミラマーレ1階よりエレベーターをご利用ください。
（1階からエスカレーターにて会場階には入れません）
6階から 8階まではエスカレーターの利用が可能です。
クロークは6階のみとなります。

『カサブランカ』
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第１９回千葉県歯科医学大会　 （8020 運動推進） スケジュール　2021 年 2 月 7 日

会場 第１会場 第２会場 第３.４会場 第５会場 第６会場 第７会場 第８会場 第９会場 第１０会場 第１1会場 大会本部 第１２会場
６Ｆローズルーム１ ６Ｆローズルー

ム２ ６Ｆローズルーム３・ホワイエ ８Ｆ　ホワイエ ８Ｆカサブランカ ８Ｆカトレア ８Ｆｵｰｷｯﾄ゙１ ８Ｆｵｰｷｯﾄ゙２ ８Ｆ　梅花 ８Ｆ　桃花 ８Ｆ　桜花 １６F 
イルミラマーレ

実施 
内容

総会・開会式	
施設基準・ランチョン	

閉会式
Drハンズオン１

デンタルショー	
デンタルスタッフセミナー	

ランチョン

ポスター	
セッション 書籍販売 Drハンズオン2 BLS

一般教養	
ランチョン	
一般口演

DHハンズオン 救護室 歯科技工士会 大会本部 補綴歯科学会	
シンポジウム

8:30 8:30 〜 8:50
千葉県歯科医学会総会

大会本部 

8:30 〜 12:30
日本補綴歯科学会東関東
支部
学術大会・総会

8:50
8:50 〜 9:30
千葉県歯科医学大会　
開会式9:00 9:00 〜 12:00

歯科医師ハンズオ
ン1-1（エンド）
 

「NiTi ファイルによ
る根管形成とマッ
チドコーンテクニッ
クによる根管充塡」 

講師：北村和夫先生 

9:00 〜 17:00
千葉 
デンタルショー 
2020

9:00 〜 12:00
歯科医師・スタッフハンズ
オン1-1（BLS）
 

「歯科医院における救急対
  応実習
〜救急対応の基本から各
偶発症の対応まで〜」
 
講師：小鹿恭太郎先生

9:15 〜 11:45
DHハンズオン1-1 
ベーシックコース
 

「口腔ケア ( メイン
テナンス ) の 継 続
を・・・
飛沫リスクは軽減
できる。“with コロ
ナ　超音波スケー
ラーの実践 ”」
 
講師：鈴木恵子先生

救護室

9:30
9:30 〜 11:30
デンタルスタッフセミナー1

「 クリニックを ラクラク理 想 の
環 境に！デンタルクレンリネス」 

（院内環境整理）
講師：小林　宏氏

9:30 〜 12:30
歯科医師ハンズオン2-1
（ＣＲ）

 
「シンプルな積層充填で行

う、自然感のある前歯部
ダイレクトボンディング」
 
講師：大谷一紀先生

9:30 〜 12:40
歯科技工士会
 

「生体と総義歯」
講師：松平　浩先生
 

「患者中心の歯科医
療への展望
〜歯科技工士・歯
科衛生士、それぞ
れの役割と魅力を
再考する〜」
講師：小林明子先生

9:45 〜 11:45
施設基準に準拠した
研修会1
 
講師：米谷敬司先生 
　　　堀川早苗先生 
　　　小出知史先生 
 
＊か強診、歯初診、外来環 , 
歯援診

10:00 10:00 〜 11:30
一般教養
メイクアップ講座
「歯科医院を盛り上げ
るマル秘メイク術」
 
講師：小川千尋先生

10:00 〜 16:00
ポスター
発表

書籍販売

10:30

11:00

11:30

12:00 12:00 〜 13:10
ランチョンセミナー２

（株）ヨシダ
講師：青井良太先生 

12:00 〜 13:10
ランチョンセミナー
３
日本光電工業（株）
講 師：山田　 卓氏 

12:00 〜 13:10
ランチョンセミナー１
科研製薬（株）
講師：岩田隆紀先生12:30

13:00
13:15 〜 15:45
DHハンズオン1-2 
アドバンスコース
 

「口腔ケア ( メイン
テナンス ) の 継 続
を・・・
飛沫リスクは軽減
できる。“with コロ
ナ　超音波スケー
ラーの実践 ”」
 
講師：鈴木恵子先生

13:20 〜 15:20
デンタルスタッフセミナー2

「セルフケア提案を活用した歯科での
新しいコミュニケーションのカタチ」
講師：杉山博保氏

13:20 〜 14:20
会員一般口演13:30 13:30 〜 16:30

歯 科 医 師 ハ ン ズ
オン 1-2（ エンド ） 

「NiTi ファイルによ
る根管形成とマッ
チドコーンテクニッ
クによる根管充塡」 

講師：北村和夫先生

13:30 〜 16:30
歯科医師・スタッフハンズ
オン1-2（BLS）

「歯科医院における救急対
  応実習
〜救急対応の基本から各
偶発症の対応まで〜」
 
講師：小鹿恭太郎先生

13:30 〜 15:30
基調講演
シンポジウム
 「デジタル化で求られる歯
科医療のリテラシー」
講師：星　憲幸先生 
　　　枝川智之先生 
　　　岡﨑晃平先生

 * 日本補綴歯科学会 
　東関東支部生涯学習 
　公開セミナー

14:00 14:00 〜 17:00
歯科医師ハンズオン2-2
（ＣＲ）

 
「シンプルな積層充填で行

う、自然感のある前歯部
ダイレクトボンディング」 
 
講師：大谷一紀先生

14:30

14:40 〜 16:40
施設基準に準拠した
研修会2
 
講師：米谷敬司先生 
　　　外木徳子先生 
　　　小出知史先生 
 
＊か強診、歯初診、外来環 , 
歯援診

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00
17:00 〜　
閉会式

17:30

18:00
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シンポジウム
 「デジタル化で求られる歯
科医療のリテラシー」
講師：星　憲幸先生 
　　　枝川智之先生 
　　　岡﨑晃平先生

 * 日本補綴歯科学会 
　東関東支部生涯学習 
　公開セミナー

14:00 14:00 〜 17:00
歯科医師ハンズオン2-2
（ＣＲ）

 
「シンプルな積層充填で行

う、自然感のある前歯部
ダイレクトボンディング」 
 
講師：大谷一紀先生

14:30

14:40 〜 16:40
施設基準に準拠した
研修会2
 
講師：米谷敬司先生 
　　　外木徳子先生 
　　　小出知史先生 
 
＊か強診、歯初診、外来環 , 
歯援診

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00
17:00 〜　
閉会式

17:30

18:00
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森田知事を始め県行政、関係諸団体、そして会員の皆様におかれましては平素より千葉県歯科医師会の会務に

多大なるご支援とご協力をいただき心より御礼申し上げます。

昨年の一月から新型コロナウィルス感染拡大は千葉県のみならず日本国中を席巻し、健康被害のみならずあらゆ

る経済活動にも甚大な被害をもたらしました。一昨年は台風被害、昨年は天災ともいえる新型コロナウィルス感染

症と私たちは歴史的な災害を経験しているといえます。しかし、年々深刻化する地球温暖化、感染症の歴史に鑑

みれば、今後も新たな災害と闘い続けていかなければならないのかもしれません。

さて、一方で日本は超高齢社会という人災ともいえる大きな社会問題を抱えています。政府はその解決策として地

域包括ケアシステムを確立し地域で治し支える社会を目指しています。同時に地域医療・福祉の分野の ICT化を加

速して効率化も進めています。今まで、歯科医療は地域連携、ICT化等に遅れがちな部分もありましたが、この数

年間に大きく起こる時代のシフトに積極的に取り組んでいく必要があると考えています。今年の歯科医学大会は将

来の歯科医療の方向を示唆するものになると確信しています。

今、千葉県歯科医師会は「8029（ハチマル“肉 „と読みます）」を推進しています。80 歳になってもしっかり噛ん

で肉をモリモリ食べ、誤嚥することなく飲み込み、アルブミン値を上げて元気な高齢者を増やしていこうという運動

です。地域包括ケアシステムがスタートして医療、介護の多職種の連携が必要とされています。その中でも口腔ケア

や口腔機能管理の重要性が注目を浴びています。私たちは口腔機能を回復することは様々な疾病を予防するだけで

なく、高齢者の自立支援と社会参加を促して健康寿命を延伸していくと考えています。一人でも多くの県民の方にオー

ラルフレイル予防事業と共に 8029 事業の趣旨をご理解いただけましたら幸いです。

末筆になりますが、担当された新井理事、生涯研修委員会を始め本会役員、各委員会、事務局、郡市歯科医師

会の先生方の長期間にわたる献身的な企画と運営に心から敬意を表します。そして、その英知が集められ創られた

この大会が、高齢社会に向けた歯科保健・医療に一石を投じることになることを心より願っています。

ご挨拶
Greetings
一般社団法人千葉県歯科医師会
会長　砂川　稔
Chiba Dental Association 
President
Minoru Sunakawa

第19回千葉県歯科医学大会
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第１９回千葉県歯科医学大会の開催を心よりお慶び申し上げます。

さて、ここ数年口腔ケアの関心は高まっており、なかでも歯冠修復における患者の審美的要求や金属アレルギー

に対する意識の高まりと貴金属単価の高騰などからメタルフリー修復法（CAD/CAM冠）が進んで来ています。その

一方で学校歯科検診の報告を見ると、口腔内の状態が未治療の児童も地域によっては多く観られ、保護者に対す

る意識の啓発活動が重要と考えます。

また、昨年には期中改定で「純チタン FMC」が承認されましたが、現状では純チタンの FMCを作成可能な歯

科技工所はそれ程多く無いと思います。そして、歯科技工所における設備投資にも限界があります。そして、就業

歯科技工士の年齢構成や近年の働き方改革など、歯科技工士を取り巻く環境も変わりつつあり、かつて新卒者が

３０００名を超えていた時代から現在では１０００名を下回っており、加えて５０歳以上の就業歯科技工士は５０％

を越えている状況です。早急の課題として、認知度を高めて若い年齢層の確保に向けた取り組みを急ぐ必要を感じ

ます。それには、公的機関による奨学金制度等の就学支援と卒業後の研修制度の整備が重要と考えます。優秀な

人材を育成し、国民の健康増進に役立てる歯科技工士像を示す事が勤めであると思います。

今大会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮しながらの開催であり、「研究発表・情報交換」の場を提

供いただきました事に、実行委員会ならびに関係各位に感謝申し上げますとともに、貴会のますますのご発展とご

活躍を心より祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。

ご挨拶
Greetings
一般社団法人千葉県歯科技工士会
会長　内山　昌夫
Chiba Dental Technologists Association 
President
Masao Uchiyama
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第１９回千葉県歯科医学大会の開催にあたり、ご挨拶申し上げます。

千葉県歯科医学大会は、千葉県歯科医師会の先生方と共に歯科保健医療関係者が研鑽を積むことが出来、多

くの歯科衛生士が参加できる機会であることに感謝申し上げます。

私たち歯科衛生士は、就業先において各年代に対応した口腔健康管理を実施しておりますが、超高齢社会の現

在では、今まで以上に良質な歯科保健医療の提供や医療安全の確保等より一層の研鑽が必要となります。

さて、歯科衛生士の就業場所は歯科診療所が 90.6%、続いて病院、市区町村、介護保険施設（2017 衛生行政報告）

となっております。最近では歯科診療所に来院される患者様の 45%は 65 歳以上の方（2018 患者調査）、全身管理・

医科歯科連携・口腔機能低下症等々学び超高齢社会に求められる歯科衛生士に変革していく必要があります。

地域包括ケアシステムでは、医療と介護が連携した歯科医療サービスの提供が求められ、口腔健康管理を担う

歯科衛生士の役割は重要となっております。

これからは、歯科衛生士も地域に出向き在宅・施設の療養者や要介護者の口腔健康管理等多職種との連携が

求められております。

本大会が実り多き大会となりますようお祈りいたしますとともに、開催にあたりご尽力いただきました実行委員の

先生方ならびに関係者の皆様のますますのご活躍と参加される皆様のご健勝を心より祈念いたしましてご挨拶とさ

せていただきます。

ご挨拶
Greetings
一般社団法人千葉県歯科衛生士会
会長　時田　一枝
Chiba Dental Hygienists Association 
President
Kazue Tokita

第19回千葉県歯科医学大会
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第 19 回千葉県歯科医学大会を開催出来ます事、心よりお慶び申し上げます。

この度のデンタルショー、新型コロナウイルスの感染予防対策を講じながら、皆様が安心してご参加いただけるよ

う取り組んでまいりました。来場される皆様には窮屈な思いをさせてしまいますが、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。

ご尽力をいただきました実行委員の先生方、ならびに関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

新年を迎え「新しい生活様式」にも慣れてきた頃かと存じます。また施設内においても感染予防対策を確立し、

歯科医療の最前線でご尽力いただいている事と存じます。

昨年から新型コロナウイルス感染予防支援事業が始まり、医療機関、医療従事者に対し、国の大きな政策があ

りました。また金属の高騰により保険の CAD/CAM冠の適応拡大が促進されております。常に変化していく状況

の中、皆様が求めるもの、社会が求めるものにしっかりと対応できる私たちでなければならないと痛感しております。

千葉県歯科用品商協同組合といたしましても良質な情報提供、良質な器材を提案するべく情報収集を行ってまい

りました。本日は最新の情報が集っております。ぜひ展示会場にお越しいただきご体感いただければ大変うれしく

思います。

結びに、一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げご挨拶とさせ

ていただきます。

ご挨拶
Greetings
大東京歯科用品商協同組合
千葉県支部支部長 伊藤　豊之
Daitokyo  
Dental Dealer's Federation
Toyoyuki Ito

有有限限会会社社デデーーエエスス 
歯科医師会会員の為の総合サービス会社

ＤＳの語源＝Dental Service を省略

＜業務内容＞

会員の皆様のニーズに合う商品を特別割引価格で販売しております。生命

  保険・損害保険代理店業務、カルテ・各種説明文書等の諸用紙の販売、また各種

製品の斡旋販売まで多岐に亘って会員の皆様のお役に立ちたいと考えておりま

す。

  【取扱業務内容】

●保険商品
・団体所得補償保険・団体長期障害補償保険・医師賠償責任保険

・団体家族傷害保険・集団扱自動車保険・火災保険・がん保険

・各種生命保険

●諸用紙販売
・歯と口の健康のために（初回用・継続用）・専門的口腔ケア・

・義歯ブリッジ冠の管理 ほか各種説明文書・技工指示書・

・カルテ・領収証・処方箋・歯周組織検査用紙・診療情報提供書

●斡旋商品
・医院改装・フワラーギフトサービス・葬儀・贈答用ハム・ALSOK

・VISA カード・UC カード・ダイナースクラブカード・エアコン修理等

・メガネスーパー・家庭用常備薬等・ウォーターサーバー ほか

とは．．．
デーエスは昭和５８年１月に発足し、会員の皆様への総合サー

ビス会社として千葉県歯科医師会役員が出資、運営にあたって

おり、間接的に歯科医師会に貢献している会社です。

何より安心そして信頼していただけます。

●●生生命命保保険険 

 損損害害保保険険 

  商商品品取取扱扱いい 

 

●●諸諸用用紙紙販販売売 

●●各各種種斡斡旋旋商商品品 

会会員員特特別別割割引引価価格格 

ででののごご提提供供 

業者の選定に当たっては

取締役会にて厳選し、

信用できる会社、商品

を自信を持って

ご案内いたして

おります。

〒２６１－０００２

千葉市美浜区新港 32-17 

（千葉県歯科医師会内）

TEL.043-203-1676

FAX.043-203-1675
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口演発表をされる皆様へ

① 発 表データは、当日 PC をご持参いただくか、事務局
の PC をお使いの場 合は、USB メモリ・CD-R にてお
持ちください。（事 務局の PC をお 使いになる場 合は、
Windows10　PowerPoint での再生となります。）

② 当日 USB メモリ・CD-R にてデータをお持ちの先生方は、
混乱なくファイルの受け取りができるよう USB メモリ・
CD-Rに同封のネームシールを貼付いただき、プレゼンテー
ションのファイル名の頭にネームシールの番号「O-（先生
の講演番号）」をつけてご提出いただきますようご協力お
願いいたします。

③ 発表者受付を13:00 より８階オーキッド１第８会場前にて
行います。演者は必ず参集してください。総合受付で受付
を済ませ、演者は第 8 会場受付にて演題番号・所属・氏名
を明示し、（事務局の PC をご使用の先生は、USB メモリ・
CD-R をご提出ください）演者用の名札を受け取り、胸に
着用してください。

④ 受付後、事務局の PC をご使用の先生は、データ取込が
終わり次第動作チェックを行います。

⑤ 口演 発 表は、3 演 題（O-1 ～ O-3） について 13:20 ～ 
14:20 までの間に、演題番号順に行っていただきます。

⑥ プレゼンテーションは順々に進めていくものとし、後戻りな
どは行いません。

⑦ 演者は前の演者の発表時間と同時に次演者席に着席してく
ださい。

⑧ 1 演題について発表時間 10 分以内、質疑応答 5 分以内の
計 15 分以内とし、進行は座長に一任していただきます。

⑨ 発表時間の経過は終了 1 分前（9 分経過）にチャイムを1 
回、終了時（10 分経過）にチャイムを 2 回鳴らせてお知ら
せします。座長の指示に従って時間を厳守してください。

⑩ 利益相反（COI）開示について
　 発表時には COI 状態の有無にかかわらず、スライド上にて

COI 状態を開示するようお願いします。示説発表者は、ス
ライド最後で利益相反開示報告を行うようお願いします。
なお、利益相反に関する規定については千葉県歯科医師

会ホームページ（トップページ画面下の「役立つ資料＆デー
タダウンロード」より「利益相反（COI）開示について」）を
ご参照ください。

⑪ 降壇後はすみやかに大会本部にて事後抄録（250 ～ 300 
字）をご提出ください。

第 5 会場にてポスター発表をされる皆様へ

1. 発表者説明会を 9：00 より 8 階ホワイエ 第５会場にて行
います。必ずご参集ください。

２-１．展示について
① ポスターの展示は、8 演題（P-1 ～ P-8）すべてについて

10:00 から16:00 まで連続して行っていただきます。
② ポスター発表の受付は 8:00 から行います。総合受付で受

付を済ませ第５会場にて座長に演題番号・所属・氏名を明
示し、演題番号を示した名札を受け取り、胸に着用してく
ださい。

③ 展示には縦 210cm ×横 90cm のパネルを使用します。
④ 下図の A 部の範囲内に展示してください。パネル上端左側

（B 部：縦 20cm ×横 20cm）の演題番号は、大会実行委
員会が用意します。ただし、パネル上部の他の部分（C 部：
縦 20cm ×横 70cm）の演題・発表者（◯印演者）・所属は、
発表者が用意してください。

⑤ フォントサイズ
 演題：100pt 以上　2cm × 2 cm 以上 
 所属支部・発表者氏名（ローマ字名も併記）：70pt 以上 
 それ以外の指定はありません。
⑥ 利益相反（COI）開示について

　　COI 状態の有無にかかわらず、ポスター上にて COI 状態を
開示するようお願いします。示説発表者は、ポスター掲示
パネル右下枠外に、印刷したものを掲示し利益相反開示報
告を行うようお願いします。
なお、利益相反に関する規定については千葉県歯科医師
会ホームページ（トップページ画面下の「役立つ資料＆デー
タダウンロード」より「利益相反（COI）開示について」）を
ご参照ください。

⑦ 所定のパネルへの取り付けなどの準備は、９：３０までに
終了していただきます。

⑧ ポスターの取り付けには画鋲・セロハンテープ・両面テープ
などの使用が可能です。画鋲などの取り付け具は、各自で
ご用意ください。

３．発表について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、 ポスター発
表は展示のみといたします。
質問に対しては、展示ポスター周辺に質問用紙を用意し回
収、同時に、QR コード掲示により Google フォームを利用
して受付、後日、質問者に個別に回答いたします。

お知らせとお願い
GENERAL INFORMATION
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４．ポスター・テーブルクリニック撤収について
① 展 示 時 間および 閉 会 式の間（10:00 ～ 16:00・17:40 ～

18:00）の撤去は認められません。
② すべての撤去を、15：00 から16：00 までに行ってください。
５．テーブルクリニックの撤収は、12：00 までに行ってください。
６．事後抄録（250 字〜 300 字）を当日中に必ず大会本部まで

ご提出ください。

 

 

 

 

210cm

演題番号 
（不要） 20cm 

190cm 

演題・発表者氏名（◯印演者）・所属 
（準備をお願いします） 

ポスター展示エリア 
（取り付け具は持参してください）

90cm 

20cm 70cm

C 部 B 部 

A 部 

利益相反開⽰報告 

ポスター枠外に 
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10月頃4月
平成30年 平成31年

3月 4月 10月頃
令和2年

3月 4月 3月 4月 3月 4月

日歯生涯研修事業

県歯生涯研修事業（第7回）

日歯生涯研修事業
日歯生涯研修事業

（2年期限）

県歯生涯研修事業
（2年期限）

令和元・2年度
日歯生涯研修事業

 修了証、認定証授与

第7回　千葉県歯科医学会
認定歯科医　認定証発行

第8回　千葉県歯科医学会
認定歯科医　認定証発行

県歯生涯研修事業（第6回） 県歯生涯研修事業（第8回）

　 8ポイント／回

　3ポイント／回

5ポイント

8ポイント

令和元・2年度日歯生涯研修事業

・修了証取得　　8ポイント

・学術大会参加

・県歯各種講習会

・千葉県歯科医学大会発表

・千葉県歯科医学大会参加

・認定証取得　 10ポイント

　(千葉県歯科医学会認定歯科医取得に不可欠 )

合計20ポイント以上で
千葉県歯科医学会
認定歯科医取得

千葉県歯科医学会からのお知らせ
―千葉県歯科医学会「認定歯科医」制度について―

認定証の発行（第7回）

　千葉県歯科医学会認定歯科医制度の研修ポイントは令和
元年4月より令和3年3月までで集計し、認定証の発行は
令和号3年10月頃となる予定です。

　千葉県歯科医師会では、平成 19 年

度より「歯科医学に基づいた診療」、「安

心・安全な診療」、「良質で適切な地域

歯科保健活動」を基本理念とした千葉

県歯科医学会「認定歯科医」制度を発

足させました。
▲「千葉県歯科医学会 認定歯科医制度」

　　掲示ポスター

「千葉県歯科医学会 認定歯科医」認定証

▲

　日頃から研鑽を積んで良質な歯科医

療を行っている会員の皆さんの研修実

の皆様に示すことは、患者さんへの貴

重な医療情報の提供になるばかりでな

く、患者さんからの信頼と安心を獲得す

▲千葉県歯科医学会認定歯科医取得までのながれ

るための方策として大きな意義があると

思われます。

　今後、認定歯科医として信頼と安心

を提供するためのコアカリキュラムを充

実させていく予定です。

令和3年 令和4年

認　定　証
殿

貴殿を千葉県歯科医学会
認定歯科医として認定します

◇◇◇◇基本理念◇◇◇◇

歯科医学に基づいた診療
安心・安全な診療

良質で適切な地域歯科保健活動

◇◇◇◇認定期間◇◇◇◇

自　2019年 4月１日　　至　2021年 9月 30日
更新日 2021年 10月 1日

千葉県歯科医学会
会長　砂 川 　稔

千葉県歯科医学会

認定歯科医制度
千葉県歯科医学会

認定歯科医制度
千葉県歯科医学会認定歯科医制度は、

歯科医学に基づいた診療
安心・安全な診療

良質で適切な地域歯科保健活動
を基本理念とし、県民の皆様に信頼と安心の

歯科医療を提供するために設立されました。

認定の基準としては千葉県歯科医師会会員の

研修実績を評価し、さらに

良質で安心・安全な診療のための
「コアカリキュラム」
にて研修を積み重ねています。

千葉県歯科医師会一　　般
社団法人

このポスターは限りある資源の有効利用を考慮し
再生紙に SOYインキで印刷されています

千葉県歯科医学会千葉県歯科医学会千葉県歯科医学会千葉県歯科医学会

認定歯科医制度認定歯科医制度認定歯科医制度認定歯科医制度認定歯科医制度
千葉県歯科医学会千葉県歯科医学会千葉県歯科医学会千葉県歯科医学会

認定歯科医制度認定歯科医制度認定歯科医制度認定歯科医制度認定歯科医制度

千葉県歯科医師会

このポスターは限りある資源の有効利用を考慮し
再生紙に SOYインキで印刷されています



プログラムと抄録
Program & Abstracts

第19回千葉県歯科医学大会
2021年 2月7日（日）　京成ホテルミラマーレ

主催 一般社団法人 千葉県歯科医師会

共催 一般社団法人 千葉県歯科技工士会

一般社団法人 千葉県歯科衛生士会

公益社団法人 日本補綴歯科学会 東関東支部

後援 大東京歯科用品商協同組合千葉県支部
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第 19回千葉県歯科医学大会に参加される皆様へ
11.18.2020

千葉県歯科医師会では、ウイルス感染拡大状況下において千葉県歯科医学大会を開催するにあたり、千葉県歯科医師会 新型
コロナウイルス対策ガイドライン（令和 2 年 8 月６日策定）に準拠し、以下の対策（注意点）を実施しますので、ご協力の程
よろしくお願いいたします。

＊大会開催日から１０日～２週間前以降は、感染が拡大している地域への移動や大型イベントへの参加、
５人以上の会食、接待を伴う飲食店の利用など、一般的に感染リスクが高くなると言われている行動は控
えてください。

＊大会の開催にあたっては、新型コロナウイルスへの感染予防策を講じますが、完全に感染を防げるもの
ではありません。各自感染予防と体調管理にご留意ください。

会場について　　　　 ・入場制限（会場定員の半分以下）を実施いたします。
・受講者は十分な社会的距離を確保してください。
・ハンズオンセミナーは指定席への着席をお願いします。
・飛沫の暴露予防対策として、対面での着席や会話は可及的に避けてください。
・十分な換気（ドアや窓の開放等）を行いますので、ご理解ください。
・原則としてゴミは各自お持ち帰りください。
・運営スタッフが会場内の環境汚染に対する消毒を行います。
・その他、会場内のご案内に従ってください。

参加者のみなさまへ　 ・ 受付は会場 ( 京成ホテルミラマーレ ) ６階です。エレベーターで６階までお越しください。受付にて
事前送付した健康調査票の提出、健康確認、手指消毒をお願いします。

・各会場入り口での手指消毒にもご協力をお願いします。
・アルコールにアレルギーのある方は、流水下で石けん等を使用した手洗い（３０～６０秒程度）を

お願いします。
・原則として会場内では常時マスクの着用と十分な社会的距離を確保してください。
・ハンズオンセミナーに参加される方は、マスクなどの個人防護具に加え、フェイスシールドを各自

ご用意いただき、着用してください。
・飛沫対策のため、できるだけ対面での会話や大声での談笑などは避けてください。
・昼食をとる際は対面を避け、十分な社会的距離を保つよう努めてください。
・体調がすぐれない場合は速やかに申し出てください。
・参加者のご連絡先を確認させていただきます。また、参加者名簿は一定期間（１年程度）保管させ

ていただきますので予めご了承ください。

講師・運営スタッフについて　
・講師や運営スタッフについても事前に健康確認を行います。
・必要に応じてＰＰＥの着用や手指消毒の励行、受講者とも十分な距離を確保するよう努めます。
・講演にあたって受講者との距離が取れない場合は、必要に応じて講師のＰＰＥ着用や透明なアクリ

ル板による遮蔽などにより、飛沫の拡散を防ぐなどの措置を講じます。

受講者の中から新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応について
・保健所の指示により受講者名簿の提出を行う場合がありますので、予めご了承ください。
・感染者と濃厚接触の可能性がある場合、保健所の判断でご連絡させていただくことがあります。
・使用した会場・備品は指定業者による消毒を行います。

※この対策は随時変更する可能性があります。
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まず初めにこの度『第 19 回千葉県歯科医学大会』のプログラ
ムを無事にお届け出来ました事を、安堵すると共にご尽力いた
だきました関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。

本大会は昭和２３年に「学術高揚大会」として発足し、５５
年に現名称に改称され、諸先輩から受け継がれている伝統的
な事業です。

新型コロナウイルスの影響により、全ての業務、事業、生活
習慣の変換を余儀なくさせられる中、私共、千葉県歯科医師会
も同様に変革の時期を迎えているのかもしれません。東京デン
タルショーも中止となり対面式の勉強会、学会は今後少なくなる
のかもしれません。しかしながら私たち実行委員会では１年以
上前より今大会の日程を変更するなどし、随時準備してまいり
ました。コロナ禍においても続けなければならない事業、継承
するべき事業と位置付け、何がベストかを実行委員会、理事会
を含め協議し、これであれば可能であると判断し今大会に臨ん
でおります。ご来場にあたり、感染防止対策が万全であるかど
うか不安があるとは存じますが、京成ホテルミラマーレ様のご協
力により快適で安全な大会を開催出来る運びになっております
ので安心してご来場頂ければ幸いです。

では早速プログラムのご紹介をさせて頂きます。
本大会は会員の先生を始めご勤務されるスタッフ様が研鑽を

積める事を念頭に、吟味したプログラムの内容となっております。
今大会のテーマは「～より良き歯科臨床の研鑽～健康長寿と

歯科医療の未来」と題し開催いたします。ICTは歯科医療に関
してもますます進化しており、積極的に導入されている医院で
は多くの恩恵を受けているかと思われます。その一方で導入を
躊躇されている先生方も多いのではと考えております。しかし
ながら今後２０４０年には労働人口の問題からICT、機械に業
務を依頼しないといけない時代が来る事が予想されております。
今回シンポジウムでは「デジタル化で求められる歯科医療のリテ
ラシー」と題して３名のスペシャリストに登壇して頂きます。歯科
医師サイドとして神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合
医療学講座　補綴・インプラント学准教授の星憲之先生。歯
科技工士サイドとして枝川博之様に登壇依頼をしております。
枝川様はデジタルデンタルテクニシャンのトップランナーです。ま
た経営面のスペシャリストとして船井総合研究所の岡崎晃平様
にデジタルの運用方法、成功例をご教授賜ります。

毎回好評の Drハンズオンセミナー１は日本歯科大学附属病
院総合診療科教授　北村和夫先生に「Ni-Tiファイルによるエ
ンドハンズオン」を、Drハンズオンセミナー２は東京都開業の大

谷一紀先生に「審美修復ハンズオン」をお願いしています。
DHハンズオンは（株）白水貿易　鈴木恵子先生に「超音波ス

ケーラーによるディブライトメントの勘所」をお願いしております。
Dr &スタッフには「実践的な BLS」として東京歯科大学歯

科麻酔学講師　小鹿恭太郎先生にお願いしております。昨年ま
でに BLSを受けている方も今回は全く違う内容になっているの
で、是非受講してみて下さい。

またこちらも毎回好評を得ているランチョンセミナーが３つ開
催されます。ランチョン１は科研製薬株式会社様協賛にて東京
医科歯科大学　岩田隆紀教授、ランチョン２は日本光電工業
株式会社協賛にて行われ、ランチョン３は株式会社ヨシダ様協
賛にて青井良太先生にネクストビジョンの講演をして頂きます。

働く女性のメイクアップ講座も初めて講演されます。
地域保健委員会主催の講演会、一つの会場で数種の研修修

了証が得られる施設基準に準拠した講演会も行われます。
その他にも様々な催しが予定されております。千葉県歯科医

師連盟・歯科衛生士会・歯科技工士会・千葉県歯科医師会会
員によるポスター発表、千葉デンタルショー 2020 も開催されデ
ンタルショーブースでは「デンタルクレンリネスセミナー」「定期予
防型歯科医院セルフケア定着セミナー」開催と見所、聞き所満
載の大会となっておりますので是非奮ってご参加頂ければ幸い
です。

第 19 回千葉県歯科医学大会
実行委員会
委員長　川島 孝治
The 19th Dental Conference 
of Chiba dental Association 
Chairperson of Executive 
Committee

Kouji Kawashima

大会実行委員長からのメッセージ

Message from the conference chairperson

千葉県歯科医学会総会

開会の辞

第１会場 8:30 ～ 8:50

１　

　  Yukiya　Kuboki

２　学会長挨拶

３　

　千葉県歯科医師会 会長　砂川 　稔

報告

議長選出４　

千葉県歯科医師会生涯研修 担当理事　新井康仁

５　議事　

閉会の辞６　 千葉県歯科医師会 副会長　高原正明

開会式
第１会場 8:50 ～ 9:30

１　開会の辞 千葉県歯科医師会 副会長　大河原伸浩

２　ご挨拶 　千葉県歯科医師会 会長　砂川　稔

3　閉会の辞 高原正明

第19回千葉県歯科医学大会実行委員会 委員長 川島孝治

千葉県歯科医師会　副会長

千葉県歯科医学大会開会式

千葉県歯科医師会
専務理事　久保木由紀也

千葉県歯科医師会
専務理事　久保木由紀也

Chiba Dental Association
Exective director

Chiba Dental Association  
Exective director
Yukiya　Kuboki

司会

司会

Moderator

Moderator

　  千葉県歯科医師会 副会長 大河原伸浩
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千葉県歯科医学会総会

開会の辞

第１会場 8:30 ～ 8:50

１　

　  Yukiya　Kuboki

２　学会長挨拶

３　

　千葉県歯科医師会 会長　砂川 　稔

報告

議長選出４　

千葉県歯科医師会生涯研修 担当理事　新井康仁

５　議事　

閉会の辞６　 千葉県歯科医師会 副会長　高原正明

開会式
第１会場 8:50 ～ 9:30

１　開会の辞 千葉県歯科医師会 副会長　大河原伸浩

２　ご挨拶 　千葉県歯科医師会 会長　砂川　稔

3　閉会の辞 高原正明

第19回千葉県歯科医学大会実行委員会 委員長 川島孝治

千葉県歯科医師会　副会長

千葉県歯科医学大会開会式

千葉県歯科医師会
専務理事　久保木由紀也

千葉県歯科医師会
専務理事　久保木由紀也

Chiba Dental Association
Exective director

Chiba Dental Association  
Exective director
Yukiya　Kuboki

司会

司会

Moderator

Moderator

　  千葉県歯科医師会 副会長 大河原伸浩
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第 12 会場 13:30 〜 15:30

シンポジウム
symposium

■ 座長

日本大学松戸歯学部 
顎口腔機能治療学講座 教授

小見山 道

神奈川歯科大学大学院　歯学研究科　
口腔統合医療学講座　補綴・インプラント学　准教授
神奈川歯科大学病院　先進歯科医療センター　デジタル歯科診療科　科長

星　憲幸（Noriyuki Hoshi）

■ Chairperson

Nihon University School of Dentistry at 
Matsudo, Division of Oral Function and 
Rehabilitation, Department of Oral Health 
Science ,Professor
Osamu　Komiyama

デジタル化で求められる歯科医療のリテラシー
歯科医療の未来とICT
～大学歯科医師の観点から～

歯科医療は，現在目覚ましい進歩を遂げてきている。そ
の原動力は、デジタル技術の歯科医療への応用である。モ
ノづくりのデジタル 化は 2010 年 代より第四 次 産 業 革 命
として取り組まれており、IoT・ビックデータ・AI(人 工 知
能 )・ロボットといった革新的な技術改革が進み、これら
は世界的なインダストリー 4.0 として普及に至り、日本でも
Society5.0 が提唱され各業界が精力的に取り組んでいる。  
　2019 年 6 月 12 日には中央社会保険医療協議会にて「医療
における ICTの利活用について」を議題に話し合いも行われて
おり、更に現在猛威を振るっている COVID-19 による影響もあ
り、電子カルテから地域医療連携ネットワーク（HER）そしてク
ラウド型高機能 HERへの整備等のような ICTによる情報技術
を用いたコミュニケーションの重要性が向上してきている。特に、
医科ではオンライン診療を中心に在宅医療や介護などに広く応
用されており、将来的には AI等も組み合わせた新たな診療ス
タイルへと発展する可能性が高い。歯科でも、更にこの流れが
取り入れられるものと考えられる。

また、同様の流れは教育現場にも起こっており、効率的な教
育と共に生徒の情報管理を簡便に行えるようになってきている。
神奈川歯科大学は ICTを活用したシステムを 2013 年より導入
して一定の成果を得てきている。

本講演では，演者が大学勤務であることから、ICTとデジタ
ル技術の応用による現状と未来への展望を以下の２つの点から
お話ししたい。

・歯科医療
医療におけるデジタル技術の応用
歯科医療におけるデジタル技術の応用
～歯科技工士や歯科衛生士とのコラボレーション～

・歯学教育
教育時に必要なデジタル技術
神奈川歯科大学モデルについての説明

略歴
1989 年 明治大学工学部卒業
1998 年 神奈川歯科大学歯学部卒業
2001 年 神奈川歯科大学　顎口腔機能修復科学講座　助手

2011 年 神奈川歯科大学　顎口腔機能修復科学講座　講師
2016 年 神奈川歯科大学大学院　歯学研究科　咀嚼機能制御補

綴学講座　准教授
2017 年 神奈川歯科大学大学院　歯学研究科　口腔統合医療学

講座　准教授（現在に至る。）
公益財団法人　日本補綴歯科学会　代議員　専門医・指導医
 一般社団法人　日本口腔診断学会　代議員　認定医・指導医
日本義歯ケア学会　幹事　義歯ケアマイスター
 一般社団法人　日本デジタル歯科学会　代議員

 
著書
１． 木本克彦，星憲幸，丸尾勝一郎，林幸男
 補綴・デジタルデンティストリーのための重要１０キーワード

ベスト200 論文
 クインテッセンス出版株式会社，2015．
２． 木本克彦，丸尾勝一郎，星憲幸
 第８章．歯科用 CAD/CAM システムに関するエビデンス．

Pp.158-163.　日本デジタル歯科学会，全国歯科技工士教
育協議会監修：基礎から学ぶ CAD/CAM テクノロジー．
医歯薬出版，東京，2017.

３． 矢谷博文，峯篤史，奈良陽一郎，坪田有史，木本克彦，
二瓶智太郎，星憲幸

 接着歯学のための重要 13 キーワードベスト240 論文．クイ
ンテッセンス出版，東京，2017.

４．星憲幸，清宮一秀，木本克彦．
 国内初「デジタル歯科診療科」を開設して- その使命と展

望 -．クインテッセンス出版，東京，2018.
５.  星憲幸，清宮一秀，井上絵理香，鈴木美南子，木本克彦
  QDT Art & Practice.vol.39,7. 歯科医師―歯科技工士―

歯科衛生士の「三位一体」で活用する口腔内スキャナー －
コミュニケーションツールとしての視点からー．クインテッセ
ンス出版，東京，2019.

６.  木本克彦，星憲幸，丸尾勝一郎，井上絵理香，中静利文
 口腔内スキャナー入門　デジタル印象採得の基礎と臨床．

第１章４．口腔内スキャナーの応用に適する症例・適さな
い症例．医歯薬出版株式会社，東京，2019.
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シンポジウム
symposium

■ 座長

日本大学松戸歯学部 
顎口腔機能治療学講座 教授

小見山 道

有限会社パシャデンタルラボラトリー 代表

枝川　智之（Tomoyuki Edakawa）

■ Chairperson

Nihon University School of Dentistry at 
Matsudo, Division of Oral Function and 
Rehabilitation, Department of Oral Health 
Science ,Professor
Osamu　Komiyama

デジタル化で求められる歯科医療のリテラシー
デジタルコミュ二ケーションと
新しいマテリアルの活用法 

患者の高い要望を的確に把握するためには歯科医師とのコ

ミュニケーションが重要である。デジタル環境の進化により今

までのアナログに比べて情報量も多くなり、それに伴い従来の 

WAXでのモックアップシミュレーションから、デジタルデザイン

を利用した画像による患者への伝達、説明用画像データの準備

を依頼されることが増えてきました。

デジタルの恩恵は製作工程にも波及し、従来の WAX シミュ

レーションでは煩雑な手間と技術的要素が必要であったモック

アップやプロビジョナル製作が、デジタルシミュレーションで得ら

れた情報、データを応用して 3D プリンターで造形する事により

コンサルティングにて得られたイメージに近似した製作物が短時

間で製作可能となった。

一連の作業から得られたデジタル情報を元にジルコニアを

使った審美領域へのファイナルレストレーションでは、セラミック

ス材料も新たな材質が増え、特に高透過性を有したジルコニア

は臨床で十分な透過性と強度をもち、築盛量が少なくても十分

な審美性の表現が可能となった。今回はデジタルを活用した効

率的なコミュニケーション方法や、最新マテリアルを用いた審美

症例を紹介したい。

略歴

枝川智之先生　（エダカワ　トモユキ）

1970 年 茨城県生

1991 年 茨城歯科専門学校卒業

1992 年 早稲田トレーニングセンター卒業　

1992 年 同校インストラクター入社

1998 年 中田デンタルセンター　テクカルアドバイザーとして入社

2000 年 有限会社　PASHA デンタルラボラトリー　開業

2006 年 松風インストラクター就任

2007 年 にしむら塾 3 期生　卒業

2008 年 MCS 非常勤講師　就任

2015 年 松風アドバイザー　就任

2016 年 デンタルアカデミー東京　非常勤講師　就任

著書

2007 年 QDT　NextGeneration

2007 年 QDT　MASTERPIECE　アルミナコーピングの特性をふ

まえた前歯部単冠審美修復　7 月号

2007 年　QDT　白いジルコニアを用いて多様なシェードガイドにいか

に対応するか ?

 ーコーピングの色補正法の一考察ー10 月号

2009 年 ZERO　Zirconia　vol.8

2011 年 MI コンセプトに基づく審美歯科治療　(COLORATLAS)

2011 年 The　Power　of　Dental　technology　(ZERO × 永 末

書店）

2013 年 The　COLLABORATION　修復・補綴治療を成功に導

くための臨床マニュアル　

2014 年 歯科技工　匠　－ dezterous-

2016 年 今知りたい成功する CAD/CAM　- 保険診療から自費診

療までー (COLORATLAS)

2019 年 Z I RCON I A MONOL I T H IC R ESTOR AT ION 

COMPLETE BOOK

                        クインテッセンス出版株式会社

2020 年 月 刊「 歯 科 技 工 」 別 冊 マ テリアル セ レク ション  

チェアサイドとラボサイドの円滑なコミュニケーションのため

に（医歯薬出版株式会社）

その他

1994 年 デンタルアート& テクニカルコンテスト　金賞受賞　

2006 年 The　Next　Generation　Ceramics　Technical　

Contest 入賞

2010 年 第 6 回日本国際歯科大会　登壇

2014 年 第 7 回日本国際歯科大会　登壇

2018 年 第 8 回日本国際歯科大会　登壇
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株式会社船井総合研究所 ヘルスケア支援部シニアエキスパート シニア経営コンサルタント

岡﨑 晃平（Kohei Okazaki）

デジタル化で求められる歯科医療のリテラシー
歯科クリニックにおけるICT/
デジタル化の活用事例 

コロナウィルスの影響で、一時期の「採用難 /労働力不足問題」

は影を潜めています。しかし、コロナウィルスの影響が落ち着く

アフターコロナの時代には、改めて「採用難 /労働力不足問題」

が再燃し、歯科医師、歯科医院経営者の皆様の大きな課題に

なることが予想されます。

このような先が見えないこの時代であっても、歯科クリニック

を含む全産業・業種として必要不可欠なキーワードが「生産性向

上」です。そして、その生産性向上を実現するための手法論とし

て「ICTの活用」「デジタル化」が大きなトレンドになっています。

「ICTの活用」「デジタル化」と一言で言っても、歯科医師や

歯科衛生士の「診療面」だけではなく、受付や会計部門、バッ

クヤード部門などの「運営面」など様々です。また、高額な投資

が必要なものから、明日からでも活用できるものなど、医院の

課題感や規模感によっても最適な活用方法が変わるというのも

この「ICTの活用」「デジタル化」だと感じています。

当日は、常時全国 300 件の歯科クリニックの現場を見ている

コンサルタント目線で超現実的な「歯科クリニックにおける ICT/

デジタル化の活用事例」解説させて頂きます。

略歴：

山形県出身。大学を卒業後、（株）船井総合研究所に入社後

1,000 件以上の歯科・医科クリニックのマーケティング、採用戦

略構築、新規開業、事業継承などに携わり、2017 年からは歯

科外来部門の責任者に就任。30 名のコンサルタントを束ねるマ

ネージャーでありながら、自らも地域医療を支える歯科クリニッ

クを複数クライアントに持つ。「クリニックから日本の医療を変

革する」をモットーに、日々コンサルティングにあたっている。

■ 座長

日本大学松戸歯学部 
顎口腔機能治療学講座 教授

小見山 道

■ Chairperson

Nihon University School of Dentistry at 
Matsudo, Division of Oral Function and 
Rehabilitation, Department of Oral Health 
Science ,Professor
Osamu　Komiyama
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施設基準に準拠した研修会

千葉県小児歯科医会　副会長・千葉県歯科医師会　地域保健委員会　委員

堀川　早苗（Sanae Horikawa）

「口腔機能発達不全症・う蝕の
重症化予防に資する継続管理」

口腔機能発達不全症　－保険診療の流れについて―

小児期に口腔機能の向上に努めていくことは、高齢期に口腔

機能を維持させるうえで重要です。平成 30 年から「口腔機能

発達不全症」の病名が保険収載され、小児の口腔機能について

指導と管理の保険診療が行えるようになりました。が、保険診

療の流れが今一つ理解されていないようですので、解説します。

対象は 15 歳未満で、決められた 17 項目について診査します。

このうち「咀嚼機能」分野を含む 2 つ以上の項目に該当すると、

「口腔機能発達不全症」の病名をつけて指導・管理が行えます。

算定にあたり、管理計画書の作成、指導・管理記録簿の記載、

患者提供文書の作成、写真撮影が必要です。

う蝕の重症化予防に資する継続管理

小児のう蝕は減少していると言われていますが、世界的な基

準で測ると、日本人小児の 5 人に 1 人は重症う蝕であるという

データがあります。

う蝕の予防にはフッ化物の応用が最も効果が高いと言われて

います。現在の日本においてのフッ化物の応用は、フッ化物入

りの歯磨剤の使用、フッ化物洗口、歯科医院でのフッ化物塗

布があげられます。これらを適正に組み合わせてう蝕予防を行っ

ていくことが重要です。

近年、MIH（Molar Incisor Hypomineralization）といわれる

形成不全がみられます。う蝕との鑑別が重要であり、管理にあ

たっては、歯髄の保護を最優先に考え、成人になるまでの暫間

的な修復を行っていくことが肝要です。

■ 座長

千葉県歯科医師会　
生涯研修委員会 副委員長

川島　孝治

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study
committee,Vice Chairman
Kouji Kawashima

第 1 会場 第 1 回 9:45 〜 11:45・第 2 回 14:40 〜 16:40
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施設基準に準拠した研修会

医療法人社団守徳会　とのぎ小児歯科　院長

外木　徳子（Noriko Tonogi）

『乳児からの口腔機能育成』
～舌機能育成の重要性と離乳食の進め方～

口腔機能不全症の処置に対して歯科医療保険の裏付けがな

されて 3 年が経過しました。これにより小児に対して、早期に

口腔機能の異常を見つけて介入できる機会が広がりました。こ

のことは低年齢からの口腔機能のレベルを引き上げ、成人期

の QOLを向上させ、加齢による機能低下の速度を緩やかにし

ていくことへの期待感を高めています。しかし、実際の臨床現

場で具体的にどのようなアプローチをしていけばよいのか迷って

いらっしゃる先生方も多いのではないかと思います。そこで、本

日は口腔機能育成という観点から臨床の現場で子供たちをどの

ように診ていき、保護者にどのような指導をしていくべきかとい

うことについてお話ししたいと思います。言うまでもなく、口腔

機能不全は日本歯科医学会が管理計画書に提示しているとお

り、”食べる“”話す”“呼吸する”と言う重要な行動に大きな影響

を及ぼします。そしてそこに大きく関与しているのは舌の機能で

す。口腔機能不全の大半は、舌の正常な機能の獲得不全と言っ

ても過言ではありません。しかし、残念ながら正常な舌機能は

自然には獲得できません。それを獲得するための大切な学習の

場は離乳食期にあります。そこで離乳食については、歯科医療

従事者である我々がもっと関与していかなければならないと思

います。個人差がますます大きくなっている昨今において、歯

の萌出状態と全身の発達を踏まえた個別の丁寧な離乳食指導

が必要となってきています。適切な離乳食指導による舌をはじ

めとした口唇、口腔周囲筋の健やかな発達は、構音機能の発

達にも大きく貢献します。さらに、本来の呼吸様式である鼻呼

吸の促進にも関与していきます。これらのことを踏まえて、日常

で会う子供たちを改めて診てみると新たな視点が生まれてくる

と思います。

略歴

１９５６年 島根県松江市生まれ

１９８３年 東京歯科大学卒業

 小児歯科学講座助手として入局

１９９２年 博士「歯学」の学位取得

 日本小児歯科学会認定医取得

１９９４年 東京歯科大学退職

 小児歯科学講座非常勤講師就任

 とのぎ小児歯科開院

２００５年 日本小児歯科学会専門医取得

２０１０年 日本小児歯科学会専門医指導医取得

千葉県小児歯科医会役員

婦人の友社乳幼児グループ友の会嘱託医

著書：歯と体の発達に合わせた赤ちゃんと幼児のごはん　

　　　婦人之友社編

第 1 会場 第 1 回 9:45 〜 11:45・第 2 回 14:40 〜 16:40

■ 座長

千葉県歯科医師会　
生涯研修委員会 副委員長

川島　孝治

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study
committee,Vice Chairman
Kouji Kawashima
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施設基準に準拠した研修会

千葉県歯科医師会　8029・健康寿命延伸委員会　副委員長

米谷　敬司（Keiji Kometani）

ロ腔機能低下症・認知症・高齢者の
心身の特性・歯周病の重症化予防

超高齢社会となり歯科医院へ来院する高齢者の割合が年々

増加している。歯科医院を訪れる高齢患者の多くは基礎疾患を

もち、かつ全身及び口腔機能の低下がみられるため、若い年齢

の患者とは異なる視点・手法での歯科治療が求められる。更に

要介護状態の前段階であるフレイル（虚弱）につながる「低栄養」

を予防するためには、咀嚼に役立つ歯を維持すると共に食指導

を診療室にて行える環境づくりが必要である。また、健常者と

認知症の中間にあたる「軽度認知障害」（MCI、Mild Cognitive 

Impairment）も多く認識されるようになり、医院での対応に注

意が必要となってきている。それに加えて高齢患者には、根面

う蝕、歯周病、義歯への適応力の低下、不十分なブラッシング、

食事の偏りなどが多く、対応が難しいことも多くなってきている。

また、高齢になると粘膜疾患や口腔がんの発現も多くみられる

ようになるため、見逃しのないよう来院時の口腔内診査は慎重

におこなうことが肝要である。今回、日々の高齢者診療におけ

る留意事項等について再検討してみたい。

（プロフィール）

米谷　敬司（こめたに　けいじ）

１９８７年　九州歯科大学　卒業

１９９３年　米谷歯科医院　開院（船橋市）

千葉臨床歯科フォーラム（F.D.C.)　副代表

日本口腔インプラント学会　専門医

日本歯周病学会　認定医

日本成人矯正歯科学会　認定医

千葉県歯科医師会　摂食嚥下臨床指導医

第 1 会場 第 1 回 9:45 〜 11:45・第 2 回 14:40 〜 16:40

■ 座長

千葉県歯科医師会　
生涯研修委員会 副委員長

川島　孝治

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study
committee,Vice Chairman
Kouji Kawashima



第 19 回 千葉県歯科医学大会 プログラム

26	 19th	CHIBA	DENTAL	CONFERENCE	2021

施設基準に準拠した研修会

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会　委員

小出　知史（Satoshi Koide）

エビデンスに基づく一般歯科
診療における院内感染対策

今回の内容は日本歯科医学会監修の実践マニュアルに基づく

基本的な事項より作成せれております。院内感染とは、「病院

や診療所などの医療機関内で、もともとの疾患とは別に、新た

に細菌やウイルスなどの病原体に感染すること」を言います。こ

れには、患者さんが感染する場合のみでなく、医療従事者が感

染する場合も含まれます。院内感染で注意すべき病原体として

は、血液・体液を介して感染するウイルス、複数の抗菌薬に耐

性をもつ多剤耐性菌および集団感染を引き起こす細菌やウイル

スなどがあります。院内感染を防止するためには、医療従事者

およびスタッフ一人一人が正しい知識をもち、標準予防策（スタ

ンダードプレコーション）を基本とした対応を、全員が確実に行

うことが重要です。

万が一針刺し事故などが起きてしまった場合は、直ちに暴露

後予防策を実行します。スタッフに事故があった場合はすぐに

報告をするように伝えておくことが安全又は安心安全のために

重要と考えます。そのような緊急時の対応は、日頃から院内全

員で確認しておくことが大切となります。日常的にあることでは

ないと思われますので、緊急事に何をすれば良いか、マニュア

ルを用意しておくことも役立つかと思います。

≪参考文献≫

日本歯科医学会監修「院内感染実践マニュアル」　CDC歯科

医療施設における感染予防の手引き　医歯薬出版株式会社

第 1 会場 第 1 回 9:45 〜 11:45・第 2 回 14:40 〜 16:40

■ 座長

千葉県歯科医師会　
生涯研修委員会 副委員長

川島　孝治

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study
committee,Vice Chairman
Kouji Kawashima
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歯科医師ハンズオン１　エンドセミナー
Hands-on 1 for Dentist  and seminar

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 委員長

勝田　康晴

日本歯科大学附属病院　総合診療科　教授

北村　和夫（kazuo Kitamura）

■ Chairperson

Chiba  Dental Association continuing study 
committee ,Chairman
Yasuharu　Katsuda

NiTi ファイルによる根管形成と
マッチドコーンテクニックによる根管充塡

以前、彎曲根管の拡大形成にもステンレススチール製手用ファイルが用いら
れていました。しかし、ファイルが太くなるに従い、器具の柔軟性が失われる
ため、根管の偏位が生じていました。その対策として、柔軟性のある器具の開
発を目指して NiTiロータリーファイル（NiTiファイル）が開発され、多くの製品
が紹介されてきました。

彎曲根管の形成は、非超弾性形状記憶性の NiTiファイル HyFlex EDMを
使用すれば、本来の根管形態（彎曲）を容易に維持できます。また、ガッタフ
ロー２を用いたマッチドコーンテクニックで、彎曲根管の根管充塡はどなたでも
短時間で緊密に行えます。本ファイルは繰り返し使用可能でコストパフォーマン
スに優れ、本法は大幅な診療時間の短縮をもたらし、保険診療にも十分応用
可能です。

根管充塡は、ガッタパーチャとシーラーを用いた加圧充塡が推奨されていま
した。以前のシーラーは硬化収縮するため、できるだけ薄いほうが良く、その
ために加圧が必要でした。しかし、シーラーの開発が進み、硬化後に微膨張
するシーラーも市販されています。最終拡大 NiTiファイルと同一形状をしたガッ
タパーチャポイント1本で根管充塡する方法が推奨され、マッチドコーンテクニッ
クと呼ばれ、従来のシングルポイント法と区別しています。マッチドコーンテクニッ
クは側方加圧充塡法と同程度以上の封鎖性を有しています。

実習では、透明彎曲根管模型と髄室開拡済み抜去歯を用いて、HyFlex 
EDMによる根管の拡大形成から、ガッタフロー２を用いたマッチドコーンテク
ニックによる根管充塡まで行っていただきます。トライオートZX２を一人に１
台準備し、通電できる透明根管模型でも実習していただきます。

本講演が先生方の根管治療の成功率アップ、脱再根管治療への一助となれ
ば幸いです。
＊ご参加される先生は、髄室開拡済み抜去歯（歯種は問わず）をご持参くださ

い。

【略歴】
昭和 61 年 3 月 日本歯科大学歯学部卒業
平成 2 年 3 月 日本歯科大学歯学部大学院歯学研究科歯科臨床系修了
平成 2 年 4 月 日本歯科大学歯学部歯科保存学教室第１講座　助手
平成 9 年 4 月 日本歯科大学歯学部歯科保存学教室第１講座　講師
平成 21 年 4 月 日本歯科大学附属病院総合診療科　准教授
平成 27 年 4 月 日本歯科大学附属病院総合診療科　教授（現在に至る）

【学会活動】
日本歯科保存学会：専門医，指導医，理事
日本歯内療法学会：専門医，指導医，代議員　
日本顕微鏡歯科学会：会長，指導医，理事
関東歯内療法学会：理事
日本外傷歯学会
American Association of Endodontists　他

【近著】
・エンド難症例　メカニズムと臨床対応，医歯薬出版，東京，2009. （共

著）
・よくわかる外傷歯　症例から学ぶ治療のエッセンス，デンタルダイヤモンド

社，2010. （共著）
・DVD：LS Buchanan：The Art of Endodontics．歯内療法のアート，ジャパ

ンライム，2011．（監訳）
・歯科臨床研修マニュアル　起こりうる問題点と解決法　第２版，永末書

店，2012．（共著） 
・歯内療法成功への道　偶発症・難症例への対応，ヒョーロン・パブリッ

シャーズ，2014.  （共著）
・歯科の痛みを見極める　診断・治療 50のQA，デンタルダイヤモンド社，

2014. （共著）
・臨床力アップにつながる 歯の破折の診断と処置　診断・治療，デンタルダ

イヤモンド社，2014. （編著）
・DVD：感染根管治療（Initial Treatment），ジャパンライム，2015．（単著） 
・最新・歯内療法の器具・器材と臨床活用テニック，ヒョーロン・パブリッ

シャーズ，2015．（編著）
・日常臨床のレベルアップ＆ヒント72，デンタルダイヤモンド，2015.（編著）
・マイクロデンティストリーYEAR　Book　2015/2016, クインテッセンス出

版，2015. （編著）
・抜髄Initial Treatment，ヒョーロン・パブリッシャーズ，2016. （共著）
・歯内療法の三種の神器，デンタルダイヤモンド社， 2016．（編著）
・最新エンドのグローバルスタンダード，クインテッセンス出版，2017. （共

著）
・マイクロデンティストリーYEAR Book 2017, クインテッセンス出版，2017. 

（編著）
・これが決めて！マイクロスコープの臨床，ヒョーロン・パブリッシャーズ，2017. 

（共著）
・動画で学ぶ臨床テクニック，動画で学ぶ臨床テクニック研究会編，クイン

テッセンス出版，2017.（共著）
・歯内療法のレベルアップ＆ヒント，デンタルダイヤモンド社， 2017．（編著）
・エンドドンティクス第5版，永末書店，2018．（共著） 
・マイクロデンティストリーYEAR Book 2018, クインテッセンス出版，2018. 

（編著）
・歯内療法レボリューション　ＣＢＣＴとマイクロスコープを用いた臨床，医歯

薬出版，2018．（編著）
・＜No.1706＞MTA～どう選び どう活かすか～，平成29年度日歯生涯研修ラ

イブラリー（Eシステム）
・DVD：脱・再根治！エンドの成功率を上げる秘訣，医療情報研究所，2018．

（単著）
・マストオブ・イニシャルトリートメント，デンタルダイヤモンド社， 2018．（編

著）
・マストオブ・リトリートメント，デンタルダイヤモンド社， 2018．（編著）
・器材・薬剤からみる歯内療法のすぐれモノ，デンタルダイヤモンド社，東京，

2018．（共著） 
・外傷歯のみかたと対応，医歯薬出版社，東京，2018．（監修）
・口腔外科のレベルアップ＆ヒント，デンタルダイヤモンド社， 2019．（共著）
・マイクロデンティストリーYEAR Book 2019, クインテッセンス出版，2019. 

（編著）
・DVD：根管充填のパラダイムシフト，医療情報研究所， 2019. （単著）
・マストオブ・エンドドンティックサージェリー，デンタルダイヤモンド社， 2019．

（編著）
・マイクロデンティストリーYEAR Book 2020, クインテッセンス出版，2020. 

（編著）
・歯内療法のパラダイムシフト，クインテッセンス出版，2020. （編著）
・治癒に導くエンドの秘訣，ヒョーロン・パブリッシャーズ，東京，2020. （共

著）
・マストオブ・ディフィカルトケース，デンタルダイヤモンド社，東京， 2020. 

（編著）
・臨床現場で役に立つ“痛み”の教科書，デンタルダイヤモンド社， 2020. 

（共著）

第 2 会場 第 1 回 9:00 〜 12:00・第 2 回 13:30 〜 16:30
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歯科医師ハンズオン２　CRセミナー
Hands-on 2 for Dentist  CR seminar

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 委員

秋山　祐子

大谷歯科クリニック　院長

大谷　一紀（Kazunori Ohtani）

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study 
committee member
Yuko Akiyama

シンプルな積層充填で行う、自然感の
ある前歯部ダイレクトボンディング

第 6 会場 第 1 回 9:30 〜 12:30・第 2 回 14:00 〜 17:00

現代のコンポジットレジン修復（以下、CR修復）には２つの

役割があると考える。まずは、MI の概念に則ったカリオロジー

的側面における役割があげられる。FDIが提唱する MIの概念

の要旨は、①う蝕に対する再石灰化、②う蝕病原性細菌の管

理・予防、③歯質保存的な接着修復の優先である。そのなかで、

CR修復は③における不可逆的なう蝕に対する第一の処置であ

り、これによって⑴健全歯質の可及的な保存が可能であり、⑵

歯髄への刺激を軽減できることなどから、結果として「歯の延命」

が可能になると考えている。

次に、審美・機能性回復の役割がある。コンポジットレジン

の性能が進化した現在では、CR修復であっても形態・色・表

面性状を調和させることで自然感の高い修復が可能であり、保

険診療だけでなく自費診療で行うこともある。

　本セミナーでは、上顎中切歯の充填模型を使用し、ハンズ

オンを通じて形態修正の術式、色を調和させるための積層充填、

表面性状のコントロール法について習得していただきます。

＜ハンズオン内容＞

ファインコースダイヤモンドバーとディスクタイプ研削器具によ

る形態修正

積層充填による明度コントロール

表面性状の付与と研磨法

略歴

1997 年　日本大学歯学部卒業

1997 年　日本大学歯学部歯科補綴学Ⅲ講座

2012 年　大谷歯科クリニック院長

歯学博士

日本補綴歯科学会専門医

日本歯科理工学会会員

スタディーグループ　Esthetic Explorers 会長
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歯科医師・スタッフハンズオン　BLS
Hands-on 

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 委員

高倉　克博

東京歯科大学歯科麻酔学講座　講師

小鹿　恭太郎（Kyotaro Koshika）

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study 
committee member
Katsuhiro　Takakura

歯科医院における救急対応実習
～救急対応の基本から各偶発症の対応まで～

わが国は未曾有の超高齢社会を迎え、さまざまな全身疾患を

有した患者が増加しています。全身疾患を有した高齢者は予備

力が低下しているため、歯科医院での些細なストレスなどでも

重篤化し、救急対応が必要になることがあります。残念ながら

歯科診療に関する死亡を含めた重篤な合併症が、毎年複数報

告されています。死亡症例において死因として多いのが、急性

心不全、脳血管障害、薬物アレルギー、上気道閉塞（窒息）です。

そこで今回は以下の実習を予定しています。

1.心肺停止に対する一次救命処置：『BLS』

2.窒息の解除：『Heimlich法、マギール鉗子による異物除去』

3.酸素投与および生体モニタ：『酸素投与法の種類、パルスオキ

シメータの意義、生体モニタによるバイタルサインの評価』

4.アナフィラキシーショックに対する対応：『アドレナリンの筋注、

輪状甲状膜（靭帯）穿刺』

5.静脈路確保（点滴）と緊急薬剤の使用法：『翼状針による静

脈路確保、救急薬品の使用法の解説』

6.希望者には『気管挿管』

近年、生体モニタ（パルスオキシメータ、血圧計、心電図など）

や酸素ボンベを常備している歯科医院が増加しました。加えて

救急薬品を常備している医院も増加しています。しかし、これ

らの機器や薬剤は、必要な時に正しく使用できなければ意味が

ありません。本企画では、講義と実習を通して救急対応の基本

から各偶発症の対応までを再確認して頂きます。

普段使わない救急対応のスキルや知識は、急速に低下するこ

とがわかっています。そのため、定期的に実習等の訓練をする

ことが重要です。COVID-19 の終息が未だ見えない状況下で

はありますが、本実習が皆様の医院にとって有意義なものにな

りましたら幸いです。

略歴

小鹿恭太郎　東京歯科大学歯科麻酔学講座　講師

 

平成 18 年 3 月 東京歯科大学卒業

平成 18 年 4 月 臨床研修歯科医

平成 19 年 4 月 東京歯科大学大学院歯学研究科（歯科麻酔学専攻）

平成 23 年 4 月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科　臨床専修医

平成 23 年 7月 東京歯科大学歯科麻酔学講座　助教

平成 24 年 4 月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科　助教

平成 30 年 7月 東京歯科大学市川総合病院麻酔科　講師

令和 2  年 4 月 東京歯科大学歯科麻酔学講座　講師

第 7 会場 第 1 回 9:00 〜 12:00・第 2 回 13:30 〜 16:30
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第 9 会場 ベーシック 9:15 〜 11:45・アドバンス13:15 〜 15:45

歯科衛生士ハンズオン
Hands-on

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 委員

小滝　美佐子

白水貿易株式会社

鈴木　恵子（Keiko Suzuki）
歯科衛生士

嶋崎　広恵（Hiroe Shimazaki）

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study 
committee member
Misako　Odaki

新型コロナウイルス感染拡大予防として、歯科診療では標準
予防策の徹底・環境整備・診療室での密回避など今後も長期
的な取組みが遂行されると思われます。同時に継続した定期的
な口腔ケア (メインテナンス)は、口腔を通じた全身の健康や新
型コロナウイルスの重篤化を防ぐために必要であり、それを担う
歯科衛生士に多大なる期待が高まっています。

超音波スケーラー使用時は、スプラッターやエアロゾルなどが
発生するため、医療従事者は飛沫リスクの伴う器機の使用を懸
念されるなど不安な日々を過ごされているかも知れません。正し
い知識を知り予防することは、医療従事者の不安を払拭し、安
心した環境で業務が出来ることに繋がります。飛沫リスクを軽
減できる方法・PPE（個人防護具）の徹底・ポジショニングの見
直し・環境によっては口腔外バキュームの併用など、リスク軽減
できる対策を行うことで、医療従事者だけでなく患者さんの疲
労軽減・効率よく時短した取組みも可能です。   

現在超音波スケーラーは、歯石除去だけでなく、プラーク・
バイオフィルム除去などでイリゲーションを伴いながらプラークコ
ントロールできます。また矯正中・インプラントメインテナンスな
ど口腔内の状況に適した対応は、適切な使用方法を理解するこ
とで従来の活用範囲はより広くなります。

今回は、SRPやメインテナンスなど目的に応じた実践の違い、
患者さんに痛みを伴わない施術など超音波スケーラーの基礎・
withコロナ時代の対策など実習中心に、ベーシックとアドバンス
の 2 コースをご用意いたしました。日々の臨床に応用頂ける機
会になれば幸いです。

ベーシック
1.超音波スケーラー　基本のキ
基礎から学びたい方
□超音波スケーラーの基礎から知りたい
□飛沫リスクを軽減できる方法を知りたい
□患者さんに痛みを与えない方法を知りたい
□自己流を見直したい
□目的別チップ・パワーの選択、操作角度、ストローク・水量調節

を知りたい

実習内容
①プロービング
②超音波スケーリング(縁上・縁下)
③超音波デブライドメント

アドバンス　
2.臼歯部・根分岐部のアプローチ
基礎が理解されている方
□超音波デブライドメントを実践したい
□臼歯部・根分岐部への対応を知りたい

□深く狭窄された部位適した器具を知りたい

実習内容
①ファーケーションプロービング
②スウィーピングストロークの実践
③臼歯部・根分岐部の超音波デブライドメント

略歴
□鈴木　恵子
1990年 北原学院歯科衛生専門学校卒業
1990年 一般開業医勤務
1993年～現在 白水貿易㈱東京支店　エリアセールス
認定：2008年 第2種滅菌技師（日本医療機器学会）
2010年 認定歯科衛生士（日本歯科衛生士会・生活習慣病予
防）
2015年 歯科ＭＲ認定（日本歯科薬品協議会）

文献：
● 日本歯科衛生学会　Vol 11.No1：186；2016

学生に対するシャープニング演習後に実践したアンケート調査
● 東京都歯科衛生士会学術誌　N032:25-33；2016

う蝕リスクと食習慣の関連に関する研究
● 日本歯科衛生学会　Vol 9.No1：248；2014

シャープニング実習後のシャープニングと歯周治療の実践に
関するアンケート調査
渡部(鈴木)恵子、横山沙織、嶋崎広恵、鈴木　恵、市塚節子、
安河内ひとみ　林　亜季、長瀬由紀子、佐々木純子、
安島史子、佐々木好幸

● 日本歯科衛生学会　Vo18．No1：172；2013
 超音波インスツルメンテーション実習前の知識や行動に関する

アンケート調査
 渡部（鈴木）恵子、嶋崎広恵、佐々木好幸、櫻井真人、

横山沙織
 
共著：
歯科医師・歯科衛生士のための超音波デブライドメント：一世出版（株）

□嶋崎　広恵
1990 年 北原学院歯科衛生専門学校卒業
1990 年～ 一般開業医勤務　　　　　　　　　　　　　　　　
現在 すがや歯科クリニック
認定：2013 年度　認定歯科衛生士 ( 日本歯科衛生士会・摂食・嚥

下リハビリテーション )

口腔ケア( メインテナンス ) の継続を…
飛沫リスクは軽減できる。

“with コロナ 超音波スケーラーの実践”
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第 1 会場 12:00 〜 13:10

ランチョンセミナー１
Luncheon Seminar 1

■ 座長

日本大学松戸歯学部　歯周治療学講座　教授

小方　頼昌

東京医科歯科大学医歯学総合研究科歯周病学分野　　主任教授

岩田　隆紀（Takanori Iwata）

■ Chairperson

Nihon University School of Dentistry at 
Matsudo, department of Periodontology, 
Professor
Yorimasa Ogata

歯周組織再生における
バイオマテリアルの活用

組織工学の概念では、細胞担体基質、生きた細胞、特異的

な細胞活性を促進するシグナル分子、の三要素が組織の構築

に必要とされており、歯周組織の再生においても臨床応用され

ている。自家骨や結合組織にはこれら三要素すべてが含まれて

おり、骨や軟組織の造成においてはゴールドスタンダードとなっ

ているが、吸収量をコントロールすることが難しく、術者の経験

と勘を頼りに、やや多めに移植されることが多いようである。

一方では採取のための手術が必要であり、患者への追加負

担は避けられず、採取量にも限界がある。よって、様々な代替

品が研究開発され、一部は製造販売承認されるに至っている。

特にセメント質―歯根膜―歯槽骨からなる付着器官を再生さ

せるためには、その担当細胞である歯根膜幹細胞を制御するこ

とが主眼とされてきた。初期の歯周組織再生療法としては、遮

蔽膜により骨欠損部への上皮細胞と歯肉結合組織細胞の侵入

を防ぐことで、歯根膜と歯槽骨からの細胞供給を期待する組織

再生誘導法（GTR法）が 1980 年代に提唱され、臨床応用され

ている。その後、歯周組織の発生に関与すると考えられるエナ

メルタンパクを用いた歯周組織再生療法が 1990 年代に登場し、

さらには 2016 年には世界初の歯周組織再生医薬品であるリグ

ロス（塩基性線維芽細胞増殖因子）も臨床現場で使用可能とな

り、GTRと生物学的活性物質、さらには骨補填材も組み合わ

せることで、より確実な歯周組織再生を試みる臨床研究が実施

されてきている。よって、現在の臨床現場では再生療法に用い

る材料の選択肢は多岐にわたっており、これまで抜歯に至るよ

うな症例も改善させることが可能となった。一方、これらのマテ

リアルの作用点は endogeneousな歯根膜幹細胞であるためか、

適応症は比較的小さい骨欠損である。広範な欠損を修復するた

めに生きた細胞を用いた臨床研究も進められており、その臨床

効果が期待されている。本講演では現在臨床応用されている

バイオマテリアル全般を紹介し、これまでわかっていることをレ

ビューするとともに、次世代マテリアルの可能性を議論してみた

いと考えている。なお、歯周組織再生にとって一番重要なのは

マテリアルではなく、適応にあった症例を選択すること、施術

の方法を誤らないこと、患者との協力が得られていること、の

三要素であることは自明であり、症例選択と施術の工夫に対し

て我々が取り組んでいる実例を紹介する。

略歴

1998 年 3 月 東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業

2002 年 3 月 東京医科歯科大学大学院（歯科保存学）修了

2002 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院・医員

2004 年 4 月 米国ミシガン大学歯学部・博士研究員

2006 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院・医員

2007 年 4 月 東京女子医科大学・先端生命医科学研究所（兼）歯

科口腔外科・特任助教

2010 年 1 月 東京女子医科大学・先端生命医科学研究所（兼）歯

科口腔外科・特任講師

2014 年 7 月 東京女子医科大学・先端生命医科学研究所（兼）歯

科口腔外科・准教授

2019 年 2 月 東京医科歯科大学医歯学総合研究科歯周病学分野・

主任教授
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第 3.4 会場 12:00 〜 13:10

ランチョンセミナー２　～デジタルマイクロスコープ　ネクストビジョン～
Luncheon Seminar ２

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 委員

新井田　光希子

東京都港区あおいデンタルクリニック開業
麻布十番ペリオ・インプラントセンター所長　SBC 主幹

青井 良太（Ryota Aoi）

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study 
committee member
Mikiko　Niida

Dr から DH まで様々な診療で使える
デジタルマイクロスコープの活用法 
～マイクロスコープもアナログからデジタルの時代へ～

レントゲン、CTなど、我々の臨床は約 20 年でデジタル化

に大きく変化してきた。

そしてマイクロスコープもデジタルへ。

デジタルマイクロスコープのネクストビジョンは、４K 高画質・

最低倍率 8 倍～最大倍率 80 倍・自由に動くカメラヘッド・素

早いオートフォーカス機能・上下、左右反転機能などにより、

根管治療、技工物の適合・形成・ダイレクトボンディング、DH

による SRPや TBIなど、日常臨床のあらゆる診療で活用で

きる。

また、患者説明の際、自身の口腔内の画像をその場で見せ

ながら説明することで、より説得力が生まれ、モチベーション

アップにも繋げることができ、勤務医や歯科衛生士の教育に

も活用できることがメリットして大きい。

このネクストビジョンはマイクロスコープと同様に手術用顕

微鏡加算の対象機種になり、保険適用機種として算定が可能

となった。

デジタルならではの機能、特性を持つネクストビジョンに関

して、歯科医師、歯科衛生士、患者それぞれのメリットを、

ネクストビジョンで撮影した症例を通して皆様と供覧したいと

考える。

1994年 朝日大学歯学部卒業 

2007年 あおいデンタルクリニック開業

 麻布十番ペリオインプラントセンター開設 

2002年～ 2008年　JIADS講師　（Endo・Perio・Implant

コース）

2009年 Surgical Basic Course（SBC）設立

 歯周形成外科コースインストラクター

2013年 失敗しないためのエンドセミナー開講

2013年 朝日大学非常勤講師就任

2014年 明海大学、朝日大学生涯研修講師就任

 

SBC（Surgical Basic Course　歯周形成外科コース）

AAP International member
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第 6 会場 12:00 〜 13:10

ランチョンセミナー３
Luncheon Seminar３

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 幹事

湯浅　一洋

日本光電工業株式会社　営業本部 GP 営業統括部 AED 営業部事業推進課　課長

山田　卓（Taku Yamada）

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study 
committee,Manager
Kazuhiro　Yuasa

使用率向上に向けた日本光電
AED 事業の取り組み

平成から令和の新時代の幕開けとともに、日本光電の AED

開発と販売は新たなテーマをもって事業展開しております。アク

セスと利便性が限定されている定点設置の『静』の AEDから設

置場所の制限を外しアクセシビリティを向上させる『動』の AED

の推進に転換をしております。発売開始から18 年、一般使用

が認められて 16 年が経過し、AED市場全体の累計販売台数

は約 117 万台※ 1といわれており、医療機関・消防機関の設置

は早い時期に完了し、公共施設・学校・鉄道機関など幅広く市

中で見かけるようになりました。一方で、我が国における一般

市民の AED使用率は 4.9％※ 2 といわれておりますが、使用

率向上にはまだまだ伸びしろがあるのではないかと考えており、

弊社ではさまざまな仮説を立てて救命率向上に向けた取り組み

を行っています。使用率が上がらない原因の一つとして、一般

市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者数全体のうち、約 4

割に対し心肺蘇生を実施していないことがあげられます。心肺

蘇生実施・AED使用と目撃した市民の間には障壁があると考え

ており、千葉県の調査※ 3 でも AEDを使用できないと思う主

な理由が 3 つ報告されています。

① AEDを使用するべき状態かどうかわからない

②救急隊を待った方が良いと思うから

③責任を問われたくないから

上記より市民救助者の不安、ためらいを取り除き救命活動の

意欲を高めるための新しいデバイスが必要であると考え、今年

度、新しいコンセプトの製品を販売開始しております。

　『救命先進国を、つくれ』をスローガンに、アクセシビリティ

の向上と不安ためらいなどの障壁除去を題材とした取組みに加

え、AED使用率と救命率の向上にテクノロジーを携え貢献して

まいります。

出所

※1　平成31年度厚労科研費研究報告：AEDの販売台数と

設置台数の調査に関する研究

※2　総務省消防庁　令和元年度版　救急・救助の現況

※3　2016年　千葉県　第53回県政に関する世論調査報告

略歴

日本大学理工学部卒、愛知県、山梨県、東京都の医療・消防機

関・自治体・民間企業のルート営業を経て、現在は営業本部AED

営業部で全国の支社支店ならびに協業会社向けの事業推進策を

策定している。2014年度からAED業界団体の一般社団法人電子

情報技術産業協会　体外式除細動器WGの委員を務める。
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第 8 会場 10:00 〜 11:30

一般教養メイクアップ講座

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 委員

荒井　泰子

station beauty ヘアメイクアップアーティスト

小川　千尋（Chihiro Ogawa）

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study 
committee member
Taiko Arai

歯科医院を盛り上げる
マル秘メイク術

新しい生活様式になり外出が減ったり、人との距離をとった

りする中、メイクをする機会が減ったという方が多くいらっしゃ

います。気持ちが滅入りやすい今、メイクをすると不思議と気

分が明るくなったり、背筋がピンと伸びたり、前向きな気持ち

になります。美容院に行くような感覚でメイクも定期的にお手入

れしましょう。

メイクを変えると考え方が変わる！顔と脳はリンクしていると

言われています。良いメイクをしていると良い考え方に自然と変

わっていきます。心とお顔を美しく整えていきましょう。

マスクをしていると目立つのが『眉』『目』この二ヶ所をおさえる

だけで正面はもちろん、横顔も美人に…

クイックツボ押しスキンケア、人相学、錯覚メイク、黄金比眉

をレクチャーします。お手持ちのスキンケア、メイク道具を活用し

て美人度アップ。年間 7000 人以上のヘアメイクをしてわかった、

上品で運の良い人のバランスを独自で学んだ人相学に当てはめ

て解説いたします。メイクで自己満足するのは当たり前ですが、

綺麗になって、患者さん、同僚、家族、恋人、取引先の方など

近くにいる人が喜んだらどうでしょう。自分だけではなくみんな

が楽しく嬉しくなる事を目指すメイクレッスンです。

当日、実際にメイクをしたい方は以下、

お持ちください。

●持ち物

・下地

・リキッドファンデーション、なければ持ってるファンデーション

（クッションファンデやパウダーファンデ）

・コンシーラ

・フェイスパウダー

・ハイライト

・チーク

・アイシャドウ（できれば4色パレットなければ持っているアイシャドウ）

・アイライナー

・ビューラー

・マスカラ

・口紅

・鏡（手鏡でも可）

・ティッシュ

・綿棒

・セミナー開始直前にメイクを落としたい方はメイク落としシート

以上、宜しくお願い致します。
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第3・4会場 9:30 〜 11:30

デンタルスタッフセミナー１
Dental Staff Seminar 1

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 幹事

湯浅　一洋

デンタルクレンリネスプロジェクト 代表

小林　宏（Hiroshi Kobayashi）

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study 
committee ,Manager
Kazuhiro　Yuasa

クリニックをラクラク理想の環境に！
デンタルクレンリネス
Dental Staff Seminar 1

医院をきれいにしたい。
でも大掃除の後はピカピカだけど一カ月もすればくすんでしまう。
そんな事はありませんか？
飲食店やホテルでは、いつもピカピカであり続ける清掃管理法

「クレンリネス」という概念が当たり前です。
いつもピカピカな状態で負担を減らしながら作り上げるのがデ

ンタルクレンリネスです。
皆さんの医院をデンタルクレンリネスで自慢の環境へ変えて行

きましょう。

Q１ 自分のクリニックを、清潔だ！と自信をもっていえる　YES 
or NO 
パソコンや医療機器、棚のホコリ、技工室、トリマーや印象
材周辺の流し、
チェアのライト・・・日々の汚れは確実にたまっていきます。 

Q２ 「〝汚れたら掃除をする〟から〝汚れる前に掃除をする〟へ」
それってどういうこと？ 

Q３ クリニックをきれいにする人は誰？ 　
→〝きれい好きな人だけ、気づいた人だけが頑張って掃除

をする〟から　
〝全員ができるようになる仕組み〟へ！ 

Q４ クレンリネスってなに？　その概念を知ろう！ 
Q５ 時間があるときに掃除をしよう。そんな時間っていつある？

　 
Q６ クレンリネスが生み出す時短のマジック 
Q７ 面倒で大変なお掃除と無縁になる！キレイにする事が楽し

くなる？ 
Q８ 100の歯科医院があれば100の仕組みがある　工夫と改善

　その経過
Q９ 日本人が最もきれいだと思っている施設は？

なぜそこはきれいなのか？医療の場をそれ以上にできる？

「歯科医院が提供しているのは医療であり、それは間違いな
く清潔な空間で提供されるべきもの。」

クレンリネスを実施されている多くの先生やスタッフの皆さんが
言われます。

しかし忙しい歯科の業務の中、時間がない、ノウハウがない。
〝きれいな歯科医院〟を実現するには、これまでの発想を変え

てみる事が大切です。
〝予防清掃〟とも表現されるクレンリネスは、医療施設の基本

である清掃を、時間をかけずにラクに楽しくできるようになります。
クレンリネスの考え方、進め方、実施医院の実例を余さずお話

しします。

プロフィール
小林　宏（こばやし　ひろし）
昭和３７年 兵庫県生まれ
平成 5 年 清掃専門サービス業　クリーンワークス開業。
平成 22 年 9 月 歯科専門クレンリネスノウハウブログ「院内ク

リーン戦略」開始
業務を歯科に特化する。
平成 24 年 7 月 初の『院内クレンリネス講座』を熊本市で決行。
平成 25 年 7 月 講演活動を開始。

平成 26 年 5 月 歯科医院を会場にしたオープンの講習会
『クレンリネススペシャリスト講習会』を京都府
で初開催。以後 6 回実施。

平成27年１月～12月 デンタルダイヤモンド誌に「歯科医院クリーン大
作戦」連載。

平成28年１月～12月 DHstyle誌に「ときめきの院内クリーン術Q&A」
連載。

平成 28 年 8 月 全国の歯科スタッフ、クレンリネスリーダーが集
まって自院のクレンリネスを発表、課題をディス
カッションする

『クレンリネスミーティング』を博多で開催。
平成 28 年 1 月 デンタルダイヤモンド社より

『きれいが歯科を変える！デンタルクレンリネス
プロジェクト』を上梓

平成 28 年 7 月 デンタルダイヤモンド誌　誌上対談
「Dd“クリニック設計”セミナー理想の歯科医
院をデザインしよう」に参加。

平成 29 年 1 月 内科クリニックを始めとした医科でのクレンリネ
ス、〝メディカルクレンリネスプロジェクト〟の取
り組みを開始。

平成 29 年 8 月  『クレンリネスミーティング 2017』を大阪市で
開催。

平成 29 年 10 月 医院設計にクレンリネスの考え方を採り入れる
 『クレンリネス設計コンサルティング』開始。
平成 30 年９月 『クレンリネスミーティング 2018』を東京都の歯

科衛生士学校で開催。
平成 3１年 9 月 『クレンリネスミーティング 2019』を東京都の歯

科衛生士学校で開催。
平成 31 年 4 月 株式会社デンタルクレンリネス研究所として法

人化。
令和元年 2 月 『クレンリネスミーティング 2019 熊本編』を熊

本市の歯科衛生士学校で開催。
令和２年８月現在 『院内クレンリネス講座』194 回の実績。

【講演実績】
2013.10 福岡デンタル販売株式会社様　40 周年記念フェアー　

Re:Birth
2014.9 大阪清歯塾様スタッフセミナー
2015.3  国際歯周内科学研究会様スタッフセミナー（東京都品川）
2015.3  国際歯周内科学研究会様スタッフセミナー（大阪梅田）
2015.7  国際歯周内科学研究会様セミナー（東京両国）
2015.7　 仙台市歯科医師会様講演
2015.12 長野県　上水内郡歯科医師会様
2017.3　 ADI.G DENTAL EXHIBITHION 2017 IN KANAZAWA

（石川県）
2017.11  倉敷歯科医師会様（岡山県倉敷市）
2017.7.　 MKO デンタル研究会（大阪）
2019.3.　 大宮歯科医師会様（埼玉県さいたま市）
2018.6　  日本臨床矯正歯科医会様
2018.6.9 千葉スタディグループ様（千葉市）
2020.1    デンタルタイアップ様　歯科医院の５S セミナー（広島市）
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第3・4会場 13:20 〜 15:20

デンタルスタッフセミナー２
Dental Staff Seminar 2

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 幹事

湯浅　一洋

株式会社プラネット セルフケアプロジェクト戦略マネージャー

杉山　博保（Hiroyasu Sugiyama）

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study 
committee ,Manager
Kazuhiro　Yuasa

セルフケア提案を活用した歯科での
新しいコミュニケーションのカタチ

生活者は１日３回×３分をかけて歯磨きしていると１年間

（３６５日）では３，２８５分＝約５５時間＝２日間以上の時間を

費やしている。一方、歯科医院でのメンテナンスは１回６０分の

チェアタイムで３ヶ月毎（年４回）に来院しても１年間で２４０分。

院内でのメンテナンスは患者毎のリスクに合わせた One to One

で健康に資する大変充実した時間だが、毎日続くブラッシング

で適切なツールの選択・使い方が定着しなければメンテナンス

の効果を次回来院時まで持続させることは困難である。毎日の

ブラッシングを”セルフメンテナンス”と呼べるくらい充実したも

のにするためには歯科医療従事者の適切なアドバイスと患者の

行動変容が必要だが、日々歯を磨いている（≠磨けている）患

者にとって、新たに行動変容のきっかけを作るのは難しい。

患者のモチベーションが向上し、適切なセルフケア行動の定

着や食生活管理が実現することは、歯科にとっても口腔内が維

持管理された患者の定期来院につながり、メンテナンスチェアタ

イムの効率化や健康観の高い来院者の増加が実現というメリッ

トを享受できる。

そのために、たった５分でココロを掴むコミュニケーションが

実現できる新型の唾液検査システム「SillHa（アークレイマーケティ

ング株式会社）」や iPadをモニターに口腔内を動画で撮影でき

るビデオカメラ「Dental X Mirror（株式会社プラネット）」など

コミュニケーションツールとしてデジタルデバイスを活用して口腔

健康への気づきのきっかけを作る取り組みと合わせて、院内に

セルフケア提案を定着させるための具体的な３つのステップを他

院の事例も交えて紹介し、患者が歯科医院に通い続ける仕組み

をさらに強化させるアイディアを伝えたい。
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第 8 会場 13:20 〜 14:20

口演発表
Oral Presentation

■ 座長

千葉県歯科医師会　生涯研修委員会 委員

荒井　泰子

■ Chairperson

Chiba Dental Association continuing study 
committee member
Taiko Arai

O-01
摂食嚥下障害を起こした患者の一症例
Dysphagia of elderly

伊澤　三樹
八千代市歯科医師会

　私が摂食嚥下リハビリテーションに興味をもち治療に携わる
ことになったのは、10 年前に東京医科歯科大学の戸原教授の
指導を受けることができたのがきっかけでした。これまで担当
したケースはそれほど多いわけではありませんが、経鼻管挿入、
舌接触補助床の作成、認知症の不顕性誤嚥の対応、嚥下後に
首元の痛みを訴える患者の指導などを経験してきました。さら
に患者を診るだけではなく、それぞれの症例を八千代市歯科医
師会の勉強会にて報告をし、アドバイス、注意事項、問題点の
指摘などを受けています。今までの症例で比較的改善が見られ
たケースで誰もが経験するような事例をいくつかのビデオ画像を
入れながら発表させていただきます。

O-02
インプラント埋入部位における骨造成
Bone augmentation at implant placement site

米谷　敬司
船橋歯科医師会
米谷歯科医院
千葉臨床歯科フォーラム

　骨造成部位に埋入したインプラントの生存率は概してよいと
言われ多くの臨床家が行っている。骨造成には自家骨以外の移
植骨が使用されることが多いが、生体内での継時的変化に関し
ては不明なことが多い。造成した骨は程度に差はあれ経年的に
吸収していくと言われており、経年的な骨吸収が生じることに
よりインプラント周囲炎や審美的問題に将来つながることになる
可能性が考えられる。今回、インプラント埋入前の骨造成後約
16 年問題なく経過している症例、インプラント埋入前の骨造成
に失敗しインプラント埋入を断念した症例、径の細いインプラン
トを適用した症例を提示し検討を行いたい。

O-03
下顎切歯歯根部に腫瘍状硬化物が認められた１症例
Tumor-like hardening tessues around apical of lower 
incisors a case report

木島　峯雄
千葉市歯科医師会
東京医科歯科大学　う蝕制御学講座
医療法人社団　峯友会　木島歯科医院

　患者は 2019 年現在 61 才女性、高度の歯周病です。
2007 年 4 月 7日、　根長の 4/5 位の骨吸収があり、根尖 1/5 位
で維持し、根尖と近遠心に球状の硬化物と思われるものが付着、
動揺度 (+)。2007 年 11月19 日、根尖から離れた所に小硬化物
の結合したものが見られた。その後気にせずにいた。
　7 年後の 2014 年 9 月 3 日、パノラマＸ線写真で根尖部から根
尖方向に横 (2.2cm)、縦 (2cm) の骨吸収があり、そこに球状、不
定形の硬組織が付着していて根尖をつつむ花瓶の様に重なり合
うようになっている。2017 年 8 月19 日のパノラマのX 線写真か
らの根尖まで無数の球状と不定形の (キュウリ様、ナス型 ) の硬
化物が無数に急結していた。2017 年 8 月 26 日の CT 像では頬
側及び舌側に不定形の硬化物 ( 歯牙の小さなかたまり) がつまっ
ているため、歯牙腫ではないかと考えた。ところが外科のある教
授に聞いた所によると、歯牙腫はそれほど増殖する事はないだろ
うとのこと、歯牙腫は良性のため保存しようかと思ったが、骨の
吸収が大きく、かなり多くの硬化物 ( 歯牙腫様 ) で球状、キュウ
リ状、ナス状に結合しているため、抜歯しようと考え、千葉メディ
カルセンターに依頼。入院して局所麻酔化下で 2018 年 11月19 
日に原因歯とともに硬固物（歯石）を摘出してもらいました。術
中所見から長期に経過した慢性辺縁性歯周炎による感染性肉芽
組織、繊維組織を同時に除去してもらいました。術中は出血が
200mlを超えましたので、入院してよかったそうです。病理組織
学的に検討した所、歯石だと確定しました。術後浮腫を認めたが、
知覚鈍麻もなく、予後良好でしたし、丁寧な手術をしていただい
たのと、即時義歯を入れたため、骨の再生はよく、不自由なく快
適な食生活を営んでいるそうです。
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10:00 〜 16:00第 5会場

ポスターセッション（P-01～ P08）

Poster Session  （P-01 ～ P-08）

P-01
障害者施設における高齢化の調査報告
Report on aging of persons with disabilities at 
facilities

○吉澤　健太郎、坂口　豊、鈴木　真子、相田　剛、堀
角　達朗、青木　洋大、宗田　友妃子、朝蔭　綾子、
内田　敦、荒木　誠

千葉県歯科医師会　障がい福祉保健委員会

　千葉県歯科医師会では昭和 54 年から千葉県より心身障害児

（者）歯科保健巡回診療指導事業を委託され、県内障害者施

設を巡回し、歯科健診、ブラッシング指導、保健教育、治療を行っ

ている。

　近年、健常者の高齢化と同様に、受診者の高齢化が進んで

いる印象を受ける。そこで平成 23・24 年度（以下A 年度）と平

成 30・31 年度（以下B 年度）に出動した成人施設の受診者（A

年度 3152 名、B 年度 3040 名）を対象とし、匿名化された事

業報告よりデータを抽出し、年度別年齢構成、通所および入所

における年度別年齢構成、残存歯数を比較した。高齢化の傾

向は表れており、分析、検討したので報告する。

P-02
千葉県立高校における学校歯科健診効率化の取り
組み
Initiative to improve efficiency of school dental 
examinations at Chiba prefectural high school

○鈴木淳、松田雅子、池田仁崇、塚田幸生、福井峰雄、
上床喜和子

千葉県歯科医師会　学校歯科・スポーツ歯科推進委員会

　県立高校においては、限られた歯科保健活動の時間の中で

歯科健診が占める割合は非常に多く、健診時の声掛けなど生

徒個人の現状や環境に合わせた指導が困難である。また、限

られた設備の中で行うため、健診する歯科医師により結果がば

らつくことは否めない。この現状を鑑み、千葉県歯科医師会で

はかねてから学校歯科健診の記入方法の効率化（以下、効率

化健診）を推進してきた。効率化健診を行っても必要十分な情

報は得ることができ、生徒に直接指導する時間が得られ、更に

よりばらつきの小さい標準化した健診が可能になると考えられ

る。今回は効率化健診に向けた本会の取り組みや実際導入さ

れ学校歯科医へのアンケート調査について報告する。

P-03
大臼歯部根尖病巣が悪性リンパ腫であった2症例
Two cases of malignant lymphoma appeared from 
apical lesion of the molar tooth　in the jaw.

○花澤　康雄、石田　翔、　肥後　盛洋
千葉市歯科医師会
医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター　歯科口腔外科

　口腔内に原発する悪性リンパ腫は、節外リンパ腫でその頻度

は少なく、当初は炎症性疾患と鑑別が難しいことがある．今回、

大臼歯部根尖病巣を原発したと思われた悪性リンパ腫の 2 症例

を報告する。

《症例》患者：60 歳代と 80 歳代、男性．症例 1 は下顎左側第

二大臼歯に咬合痛と根尖性疾患、症例 2 は上顎右側第二大臼

歯に無痛性歯肉腫脹と根尖性疾患を認め、精査中に腫瘍性症

状の拡大（下唇麻痺や頸部リンパ節腫大など）を示してきたので、

組織生検を行うと Diffuse large B-cell lymphoma の病理組織

学的診断を得た。そこで千葉県がんセンター血液腫瘍内科へ紹

介し加療を受けた。

　口腔悪性リンパ腫に関して、千葉県歯科医師会会員の先生方

に口腔がん検診の折などで参考になればと考えています。



第 19 回 千葉県歯科医学大会 プログラム

	 19th	CHIBA	DENTAL	CONFERENCE	2021	 39

P-04
千葉県歯科医師連盟の取り組みと課題　第2報
Efforts　and　Challenges　by　Chiba　Dental　
Federation　2nd report

○尾﨑　俊郎、宮吉　正人、秋山　行弘、大野　一、　　
最首　一浩、宮野　貴、氏家　照幸、　大山　和次、　
勝田　剛司、

千葉県歯科医師連盟

　毛取　健至、小宮　あゆみ、松田　雅子
千葉県歯科医師会理事及び連盟兼務

　千葉県歯科医師会の事業・取り組みは会員の先生方には広

く知られている。それに対し歯科医師連盟の役割についてご存

知の先生方は本会に比べると少ないように思われる。第 18 回

千葉県歯科医学大会において連盟が県民の皆さんの健康寿命

延伸と口腔環境の適正化にいかに関わっているのか、会員の

方々や歯科界への役割、現状、今後の課題とそれを解決する

為の方策をデーター等交えてお伝えした。今回は第 2 報として

1 年が経過した中で何が改善されたのかをデーターを踏まえ解

説し改善によりどのような効果が生まれるのかをお伝えする。ま

たコロナ禍での連盟会員皆様に向けて何を行ってきたかを報告

する。

P-05
当科における過去20 年間の小児口腔外傷の臨床
的検討
A clinical review of pediatric oral trauma in our 
department over the past 20 years

○佐藤　磨奈、高橋　喜久雄、小河原　克訓、才藤　靖弘、
鈴木　理絵、小池　亜弥、澤田　憧

船橋歯科医師会　JCHO	船橋中央病院

　小児における外傷の原因や病態は年齢とともに変化し多様性

を呈する。今回我々は、当院を受診した小児外傷の実態を把

握するために臨床的調査を行ったので報告する。

　2000 年から 20 年間において当院を受診した 15 歳以下の外

傷患者 958 人を対象とし、性別、年齢、受傷原因、受傷部位、

来院経路や来院までの期間、処置内容の項目について後ろ向

き研究を行った。結果として受傷患者の半数以上が 3 歳以下で

あった。

　また、来院経路は直接来院が 80% と多く、来院時期も受傷

当日に来院される方が最も多かった。受傷原因は転倒が 60.2%

と多く、軟組織損傷を伴う症例と比較し、歯牙損傷等の硬組

織外傷を伴う症例は少ない結果となった。

P-06
歯科衛生学科の学生の病棟を含む病院実習に関す
る意識調査
Questionnaire survey for dental hygiene students 
attended internships at general hospital.

○室橋　由里子、平山　幸子、粕谷　和可菜、内山　今日子、

　小河原　克訓、高橋　喜久雄
船橋歯科医師会　JCHO	船橋中央病院

田中　よしこ、鋤柄　由希子
船橋中央病院看護部

酒巻　裕之
千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科

　今回我々は、歯科衛生士養成機関に属する大学生の病院実
習について、実習終了後に意識調査を行った。多くの学生が「印
象に残った実習」に嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査、全身麻
酔手術をあげていたことから、学生が歯科治療のみならず、医
療全般への興味を持っていると推察された。しかし、病棟実習
については看護師と学生双方に戸惑いが推測される回答が多く
みられた。今後の医療においては多職種連携が極めて重要であ
り、その重要性を実習前に伝えることで、より充実した実習を経
験できるようにする必要があると思われた。これらの結果から、
歯科衛生士を目指す学生にとって病院実習は改善すべき点は有
るものの、有益で今後も継続するべきものであると考えられた。



第 19 回 千葉県歯科医学大会 プログラム

40	 19th	CHIBA	DENTAL	CONFERENCE	2021　　

P-07
MFTを筋機能別に活用した簡便な小児口腔機能管理
Convenient Management System of Paediatric Oral 
Function by Utilization of MFT

○細野 隆也 1)　北和田 健吾 1)　高根 兼司 1) 守屋 早苗 1) 
　中台 友理絵 1)　佐藤 千恵代 1) 　秋山 詠 1)　渡邉 祐子 1)

　青山 美穂 1)　権田 成子 1)　田中 美香 1)　伏見 幸男 2)

　齋藤 真規 3)　岩井 啓寿 4)　平山 聡司 4)

1) 医療法人社団・社会福祉法人健恒会
2) 伏見デンタルクリニック
3)日本大学松戸歯学部感染免疫学講座
4)日本大学松戸歯学部保存修復学講座

　平成 30 年 4 月診療報酬に口腔機能管理という概念が登場し

たが、これを実施する地域一般歯科診療所はまだ少ない感が

ある。これは一般歯科における口腔機能管理法がまだ浸透して

いないためではないかと考えている。

　筆者らは、地域一般歯科の浸透のため、簡便な小児口腔機

能管理法を模索した。まず当院で遭遇する小児口腔機能発達

不全の症状を KJ 法で挙げ、これらを筋機能別に分類した。訓

練法は MFT に着目し、これも二次元展開法にて筋機能別に

整理した。評価においても既存の検査法を筋機能別に二次元

展開して選択した。症状、訓練、評価を筋機能別に体系化し、

小児口腔機能管理表としてまとめた。

P-08
新型コロナウイルス感染症に伴う業務への影響に
関するアンケート調査
Survey on the business impact of the ＣＯＶＩＤ-１９ 
infection

○市川　美和子、岡部　明子, 時田　一枝 , 那須　啓子,

　植草　恵子, 植田 佐知子、伊藤　信子、尾谷　始子、

　山中 由美子、石井 恵理香、土岐 えり子、四方 美知子

千葉県歯科衛生士会

　新型コロナウイルス感染症の広がりにより、歯科臨床現場で

は今まで以上に感染予防管理に注意が向けられた。５月に本会

員に業務の影響、感染予防策の実際、および不安・心配な事

象についてアンケート調査を行った。業務への影響は「患者数・

利用者や勤務者数の調整が行われた」、「休業が行われた」、「時

間短縮が行われた」の順に多く、９７％が感染予防策の見直し

を行っていた。また、５９％が「勤務への不安・心配はあった

が対応できた」と回答していたが、「はっきりとした指示がなく、

自分なりに対策したが、不安はあった」との回答もあった。会

では今後、会員からの相談に即時対応でき、回答できるシステ

ムの構築が必要と考える。
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患者中心の歯科医療への展望
～歯科技工士・歯科衛生士、それぞれの役割と魅力を再考する～

東京都歯科技工士会

小林　明子（Akiko Kobayashi）

　今私たちは新型コロナ感染症のパンデミックにより未曾有の
経験に晒され、世界中で環境や行動が一瞬のうちに変わってき
てしまいました。そしてあらゆる健康面においても国民の意識や
関心はかつてないほどの高まりを見せています。そしてそれは未
知の生物との共存の時代への突入とも言われ、革新へのターニ
ングポイントなのは間違いありません。それは歯科医療において
も影響は避けることはできず、感染管理の面からも CAD/CAM
口腔スキャナーの需要はスピードアップしていくでしょう。
　そして人生 100 年時代を見据えた今、歯科医療もこれまでの
治療完結型主導の治療から、健康増進を見据えた医療へと確
実にシフトしてきています。歯科技工士の製作する技工物は患
者さんの健康を支えていく要となるものであり、出来るだけ良い
状態で口腔を維持管理していくことが歯科衛生士に求められて
きています。これから仕事がなくなるのではと心配している歯科
医師、歯科技工士の方からの声を聞かされますが、補綴治療は
これから第２波を迎えるのは必至です。私は歯科衛生士として、
あるいは歯科技工としての目で患者さんと日々接し、歯周初期
治療、補綴治療後のメインテナンスから多くの患者さんの口腔内
の変化を日々痛感してきた中で歯科技工士、歯科衛生士、それ
ぞれの役割や魅力を再考しながら、患者中心の歯科医療への
展望をお話ししたいと思います。私たちは患者さんへの医療貢
献を実感した時に歯科医療の専門職として今以上にやりがいや
誇りを得て、またそれが仕事の活力となっていきます。
　明日からの歯科臨床が楽しみになるセミナーになる事を願
います。

＊小林明子プロフィール＊　　　　　
1977 年　東京歯科技工専門学校卒業　　
1982 年　東京歯科技工専門学校講師～
1990 年　小林歯科医院勤務 
1997 年　日本医学院歯科衛生士専門学校卒業　
2009 年　人間総合科学大学人間科学科卒業
2010 年　東京医科歯科大学口腔工学科非常勤講師
2019 年　新宿医療専門学校非常勤講師

日本歯周病学会認定歯科衛生士取得
日本口腔インプラント学会認定インプラント専門歯科衛生士取得
日本歯科審美学会認定士取得
日本臨床歯周病学会認定歯科衛生士取得
日本顎咬合学会認定指導歯科衛生士
日本成人病予防協会認定　健康管理士指導員取得
所属学会　　
日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会（歯科衛生士委員会）
日本口腔インプラント学会、日本歯科審美学会（代議員）
日本顎咬合学会（理事、歯科衛生士部会副部長）日本小児歯
科学会，
日本歯科衛生士学会（診療所委員会副委員長）、日本歯科技工
学会、
役職　
東京歯科技工専門学校同窓会会長　　
在東京都歯科技工学校同窓会連絡会理事
　

主な著書
＊補綴物を考えたＰＭＴＣ　

歯科衛生士 Vol.26 No9  2000 年 クィンテッセンス出版
＊力の見所・見せ所

歯科衛生士 Vol.28 No1~No3　2005 年クィンテッセンス出版
　　　
＊デンタルハイジーン別冊　ビジュアル解剖学　

編集共著　2007 年 11 月 20 日発行　　　医歯薬出版
＊歯科衛生士別冊　

初めてチェアサイドに立つときに役立つ歯周治療独習ノート
（患者さんの前で戸惑わない為の１４ステップ）
監修執筆　  2010年5月10日  第１版第１刷発行　クィンテッ
センス出版

＊やさしくわかる　歯と口腔のビジュアルガイド　共著編集　　
　医歯薬出版

第11会場 9:30 〜 11:00

千葉県歯科技工士会講演会
Chiba Dental Technologists Association Lecture

■ 座長

千葉県歯科技工士会 学術理事

大木 寿美恵

■ Chairperson

Chiba Dental Technologists Association
Academic　Director
Sumie Ooki
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生体と総義歯
千葉県歯科技工士会

松平　浩（Hiroshi Matsudaira）

　昨今、総義歯は著名な先生方が講演されレベルの高い制作方

法が確立しつつありますが、まだまだ誰にでも簡単に出来るとい

うレベルではないように感じています。同じように制作したつも

りでも患者さんによってはうまくいかないケースも多 あ々るように

見受けられます。勿論患者さん一人一人骨体、粘膜の厚みや水

分量、顎位、舌位等同じ人はいません。そのような状態で同一

技法を当てはめるのは至難の業と言わざるを得ません。

　様々な技法や経験則の蓄積に解剖学を再確認し総義歯制作

にモデファイヤーしていくことが必要ではないでしょうか。口腔内

だけで完結していくことはどうしても未完となってしまうと感じて

おります。頭位、顎位、体位等も診ていけると患者さん各個体

に合った入れ歯になっていくのではないでしょうか。そのための

基本的解剖学や演者自身が義歯のための解剖として解剖学教室

に通い剖出、計測などを行った資料を基に先生方が行う総義歯

制作技法に今回発表させていただく内容を落とし込んで発展さ

せていただけたら幸いです。

略歴
1981 年　東邦歯科医療専門学校卒業

1993 年　( 株 ) 中田デンタルセンター退社

1993 年　コンプリートプロテーゼ開業

1995 年　12 回に渡り渡独

1995 年　ドイツデントラム社インストラクター

2002 年　イボクラービバデント本社にて BPS 認定ラボ取得

2006 年　徳島大学歯学部解剖学科目履修生 8 年間

2009 年　日本美術解剖学会

2013 年　日本歯科技工士会認定講師

2013 年　デンツプライシロナ社インストラクター

　

主な著書
レーザー溶接による歯科技工の簡便・高精度化の可能性レーザー

が変える次世代の歯科技工

1999 年　月刊歯科技工

チェアサイド＆ラボサイド　パーシャルデンチャー制作のための

設計・構造

2000 年　月刊歯科技工別冊

「これからの義歯治療とインプラントオーバーデンチャー」

亀田行雄著　技工担当

2012 年　デンタルダイヤモンド

リレー掲載臨床ケーススタディーパーシャルデンチャー徹底解説

第 7 回最終回 基本的な設計指針と解剖学を踏まえたパーシャル

デンチャー

2012 年　歯科技工 10 月号

コバルトクロームプロスティックアプライアンス、

デンチャー編その 1その 2

2014 年　日本歯技 1 月 2 月日本歯技学術論文サイエンス部門

（学術優秀論文表彰）

「機能的な補綴装置制作のための　アトラス口腔顎顔面解剖学」

北村清一郎教授著共著コラム担当

2015 年　歯科技工別冊

■ 座長

千葉県歯科技工士会 学術理事

大木 寿美恵

■ Chairperson

Chiba Dental Technologists Association
Academic　Director
Sumie Ooki

第11会場 11:10 〜 12:40

千葉県歯科技工士会講演会
Chiba Dental Technologists Association Lecture

閉会式
第1会場 17:00～ 司会

第19回千葉県歯科医学大会実行委員会
委員長　川島 孝治

１　会長挨拶 千葉県歯科医師会　会長　砂川　稔

２　感謝状贈呈

３　閉会の辞 千葉県歯科医師会 生涯研修　担当理事 新井康仁

本誌広告掲載企業一覧
Sponsor List

（掲載順）

歯科医師国民年金基金

デンタルシステムズ株式会社

株式会社 シエン社

株式会社 ジーシー　東京支店

有限会社 エイチ・エムズコレクション

第一生命保険株式会社 首都圏法人営業第二部

さくら綜合法律事務所

株式会社 千葉京成ホテル

株式会社 京葉銀行

タカラベルモント株式会社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 千葉支店法人支社

損害保険ジャパン日本興亜ひまわり株式会社

株式会社 千葉銀行

株式会社 集賛舎

株式会社千葉興業銀行

株式会社成田デンタル

ミサワリフォーム関東株式会社

有限会社 トップサービス

アサヒプリテック株式会社

千葉県歯科医師会 労働保険事務組合

有限会社 デーエス

株式会社 永末書店 東京
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日本補綴歯科学会東関東支部
支部長	 小見山	道
	 東風　巧
　

千葉県歯科技工士会
学術理事	 大木	寿美恵
　

千葉県歯科衛生士会
会長	 時田	一枝
専務理事	 植草	恵子
　

大東京歯科用品商協同組合千葉支部
支部長	 伊藤	豊之

京成ホテルミラマーレ
販売促進支配人	 白熊	禎彦
	 中田	絃也
	

千葉県歯科医師会
会　長	 砂川　	稔
副会長	 高原	正明
副会長	 大河原	伸浩
専務理事	 久保木	由紀也
理事（会計）	 朽方	直人
理事（学校歯科・スポーツ歯科推進）	
	 松田	雅子
理事（地域）	 稲葉	　洋
理事（生涯研修）	 新井	康仁
理事（障がい福祉）	 荒木	　誠
　

社会保険委員会
委員長	 柴田	康則
　

学校歯科・スポーツ歯科推進委員会
委員長	 池田	仁崇
　

医事処理委員会
委員長	 原　	昌嗣
　

生涯研修委員会
委員長	 勝田	康晴
副委員長	 川島	孝治
幹　事	 湯浅	一洋
委　員	 新井田光希子
委　員	 杉村	博子
委　員	 小滝美佐子
委　員	 荒井	泰子
委　員	 髙倉	克博
委　員	 小出	知史
委　員	 秋山	祐子

（担当理事	 新井	康仁）

大会実行委員会名簿

第19回千葉県歯科医学大会	実行委員会
第	19	回千葉県歯科医学大会実行委員会	委員長		 川島	孝治

副委員長		 荒井	泰子　　秋山	祐子
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〔企業名〕
有限会社アイデント デンタルシステムズ株式会社
アグサジャパン株式会社 株式会社デンタルダイヤモンド社
アサヒプリテック株式会社 株式会社東京技研
アドバンスジャパン株式会社 株式会社西尾
株式会社ウィルアンドデンターフェイス 日本アイエスケイ株式会社
ウェルテック株式会社 株式会社日本歯科商社
ウルトラデントジャパン株式会社 ネオ製薬工業株式会社
株式会社オプティック販売千葉 株式会社ノーザ　千葉営業所
株式会社近畿レントゲン工業社 株式会社ビーブランドメディコデンタル
クインテッセンス出版株式会社 プレミアムプラスジャパン株式会社
株式会社クラーク 株式会社堀内製作所
佐藤製薬株式会社 株式会社ミック
サンシステム株式会社 株式会社モリタ
サンスター株式会社 株式会社ヨシダ
GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 吉野石膏販売株式会社
株式会社シケン ワシエスメディカル株式会社
下村石膏株式会社 （五十音順）
タカラベルモント株式会社
株式会社電算システム
株式会社須山歯研歯材部デンコ
株式会社センターラボ京葉
デンタルエイド株式会社

千葉デンタルショー 2020　出展社一覧
Exhibit Companies
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労労働働保保険険ののごご加加入入はは．．．．．．

労働保険事務組合 千葉県歯科医師会
ににおお任任せせ下下ささいい。。

当組合では、所轄職業安定所への適用申請、従業員の採用・退職に

あたっての各種届け出（雇用保険被保険者資格の取得、喪失）等の面

倒な事務手続きを事業主に代わって行っております。

当組合は昭和 年、千葉県歯科医師会内に設立され、今日現在、

８００件を超える事業主（県歯会員）様より事務委託を受けており、営

利を目的としない為、他他団団体体のの事事務務組組合合とと比比較較ししててもも安安価価なな料料金金かかつつ充充

実実ししたた内内容容ににてて運運営営をを行行っっててままいいりりままししたた。。

労働保険への加入手続きをされていない事業主の先生方・或いは他

の組合に委託されている先生におかれましては是非当組合のご活用を

ご検討下さい。

加加入入金金 ００円円

手手数数料料 ◆雇用・労災の両保険対象者（１週間の労働時間が２０時間以上の方）

１１名名ににつつきき ２２，，２２００００円円／／年年間間
◆労災保険のみ対象者（１週間の労働時間が２０時間未満の方）

１１名名ににつつきき ６６００００円円／／年年間間

おお問問いい合合わわせせはは、、

労労働働保保険険事事務務組組合合 一一般般社社団団法法人人千千葉葉県県歯歯科科医医師師会会

〒〒 千千葉葉市市美美浜浜区区新新港港 

厚厚生生労労働働 省省

認認 可可 団団 体体

≪≪委委託託手手数数料料ののごご案案内内≫≫

保保険険料料をを

年年３３回回のの分分割割納納付付

ににででききまますす！！
 

安安価価なな料料金金ににてて

充充実実ししたた内内容容のの

運運営営でですす！！
 
 

事事業業主主ととそそのの家家族族

がが労労災災保保険険にに加加入入

ででききまますす！！
 
 

面面倒倒なな事事務務手手続続きき

のの代代行行ををししまますす！！
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■千葉営業所       千葉市中央区神明町１３-４日栄ビル２Ｆ〒260-0022 TEL.(043)302-0267







あなたの想いを
カタチにしませんか？
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自 分 史

◎館山本社 TEL 0470-22-2277（代）
◎千葉支社 TEL 043-300-8661（代）

www.shusansha.co.jp

デザイン・印刷・出版のことなら

集 賛 舎株式
会社

自分史・記念誌・社史・句集・歌集・
旅行記・体験記・エッセイなど、書き
ためたあなたの想いを、書籍としてカ
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