第45回日本歯科医療管理学会総会・学術大会 報告
第45回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長 末 高 武 彦
プログラムはこちらから

概要と日程
会期

平成16年6月26日（土)～27日（日)

会場

朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
新潟市万代島６番１号 TEL 025-246-8400

大会テーマ

「歯科医療管理学－その実践－」

日程

6月25日（金）
18:00～20:00
6月26日（土）
9：30～12：00
12：10～13：00
13：10～13：40
14：00～15：00
15：10～16：10
17：30～19：30
6月27日（日)
9：30～12：00
13：00～13：50
14：00～16：24

特別講演

理事会（新潟グランドホテル、5階「常磐」）
口演発表①（スノーホールA)
評議員会（佐渡汽船，8階「シエルブルー」)
総会（スノーホールA)
特別講演（スノーホールA）
文化講演（スノーホールA)
懇親会（新潟グランドホテル，5階「常磐」)
シンポジウム（スノーホールA)
口演発表②（スノーホールA)
ポスター発表（スノーホールB)

「歯科大学は今 － 現状と対策－」
中原 泉 先生 (日本歯科大学学長 )
座 長 末高 武彦 大会長 （日本歯科大学新潟歯学部教授)

文化講演

「トキとの共生を求めて」
近辻 宏帰 先生 （前佐渡トキ保護センター長）
座 長 今井 博 先生 （新潟県歯科医師会会長）

シンポジウム

「歯科医師臨床研修医の必修化と歯科医療管理面における研修」
シンポジスト
「歯科医師臨床研修の必修化について」
住友 雅人 先生（日本歯科大学歯学部附属病院長)
「臨床研修医受け入れ施設の立場から」
鴨志田 義功 先生（鴨志田歯科医院院長)
「歯科診療所に対する調査結果から」
江面 晃 先生（日本歯科大学新潟歯学部附属病院教授)
「日本歯科医療管理学会の今後の対応」
髙津 茂樹 先生（日本歯科医療管理学会会長)
座長 宮武 光吉 先生（鶴見大学歯学部・短期大学部教授)

学会参加者の皆様へ
１．学会参加登録について

参加費

個人会費：
歯科医師等学会当日会費
6,000円
懇親会費
6,000円
スタッフ等学会当日会費
5,000円
懇親会費
4,000円
グループ会費：
Ａ 歯科医師等＋家族各１名(懇親会費を含む) 16,000円
家族の方は文化講演会と懇親会に参加できます。
家族は１名増すごとに4,000円いただきます。
Ｂ 歯科医師等＋スタッフ各１名(懇親会費を含む) 20,000円
スタッフの方は学会と懇親会に参加できます。
スタッフは１名増すごとに8,000円いただきます。
１)参加費は第38巻3号同封の振替用紙，もしくは郵便局常備の振替用紙による事
前納付をお願いいたします。グループ会費で払込まれる場合には，振替用紙の
通信欄に参加者全員の名前を記入してください。払込受領証をもって領収書に代
えさせていただきます。なお，前納による会費は返却いたしませんのでご了承くだ
さい。事前登録を済まされた方は，当日，確認のため郵便払込受領証をお持ちく
ださい。
郵便振替先 【加入者】
第45回日本歯科医療管理学会・総会
【振替口座番号】 00560-7-41762
２)当日は受付にて登録をお済ませください。会場内では必ず参加章を胸にお付けく
ださい。

２．関連器材展示会場について
会期中は両日とも2階中会議室にて関連器材展示を行っております。
３．クロークについて
会期中は両日ともクロークを開設しますが，貴重品は身に付けてお持ちください。

懇親会にご出席の方へ
懇親会は26日（土）17：30より，朱鷺メッセ対岸の新潟グランドホテル5階「常磐」(会場より
学会が準備するウォーターシャトルにご乗船ください）で行います。前納で参加費を納入
される際に一緒に手続きをおとりください。なお，受付にて当日の参加も承ります。

理事の方へ
理事会は25日（金）18：00～20：00に，新潟グランドホテル5階「常磐」で行います（夕食あ
り)。直接新潟グランドホテルにおいでください。新潟グランドホテルへは新潟駅からタク
シーで5分。同バスターミナルから新潟交通古町方面市内線バスで礎町下車後，徒歩3
分です。

評議員の方へ
評議員会は26日（土）12：10～13：00に，佐渡汽船8階「シエルブルー」で行います（昼食
あり)。会場までは係の誘導，案内表示に従い移動してください。

座長の方へ
１．座長の方は時間通りの進行にご協力ください。
口演発表 発表7分・質疑応答3分（1演題10分)
ポスター発表 発表4分・質疑応答2分（1演題6分)
２．10分前までに次座長席に待機願います。
３．ご担当発表の内容を収録したカセットテープを，座長終了時その場で必ずお受け
取りください。事後抄録掲載用の「座長のまとめ」は7月末日までに準備委員会ま
でお送りください。

口演発表者の方へ
１．口演発表会場はスノーホールAです。

２．発表は35mmスライド（2機併映可）またはOHP（1機）にてお願いします。スライド
OHP枚数は，原則としてプロジェクター1機につき15枚以内でご用意ください。
OHPの操作は，演者が自ら行うか，共同発表者が行ってください。
３．スライドは当日お持ちいただき，発表時間の30分前までにスライド受付にて試写，
枚数確認をした後にお預けください。また，発表後は速やかにお引取りください。
４．発表時間は7分，質疑応答3分，計10分です。座長の指示に従って，時間通りの
進行にご協力ください。

ポスター発表者の方へ
１．概要

１） ポスター会場はスノーホールBです。
２）貼付は26日（土）11：00～13：00までに行い，27日（日）16：24にすべてのポスター
発表が終了するまで掲示し，その後，16：30までの間に撤去してください。貼付に
は画鋲を使用し，指定ボードの中央に掲示してください。

２．ポスター発表の進 １）ポスター発表は6月27日（日）14：00～16：24です。
行
２）座長の先生はご担当時間の10分前には，担当ポスター前にて待機願います。
３）発表者の方は開始時間にはご自分のポスター前にて待機してください。
４）1演題につき発表4分，質疑応答2分，計6分です。司会は座長に一任いたします
ので指示に従って，時間通りの進行にご協力ください。

交通および宿泊
交通 および宿泊

大会事務局では直接取り扱いはしません。宿泊については日本歯科医療管理学会参加
者に特別料金を設定しているホテルがあります。（下表参照）

学会会場
<朱鷺メッセ>

・新潟駅（万代口）から
徒歩で約20分，車で約5分

までの交通

バス（6番線佐渡汽船行き）で約10分
・新潟空港から
車で約20分，バス（バスセンター前まで）で約25分
バスセンターから徒歩約10分

理事会，懇親会会場
<新潟グランドホル>
までの交通

・新潟駅（万代口）から
バス（古町方面行き）で礎町下車し徒歩3分
車で5分
・朱鷺メッセから
ウォーターシャトルで5分

【特別料金設定ホテル一覧】
①
②

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

ホテル名
新潟グランドホテル（佐藤氏）
新潟市上大川前通3ノ町2230
ホテルオークラ新潟（菊池氏）
新潟市川端町6-53
ホテル新潟（島津氏）
新潟市万代5-11-20
ホテル日航新潟（北川氏）
新潟市万代島5-1
新潟東映ホテル（今村氏）
新潟市弁天2-6-1
新潟東急イン（山崎氏）
新潟市弁天1-2-4
東横イン（古源支配人）
新潟市花園1-2-2
新潟ワシントンホテル（曽我氏）

新潟市笹口1-1

申し込み先

宿泊料金

備考

025-228-6111

S

9,000

front@ni-grand.co.jp

W

8,500

025-224-6111

S

10,000 1泊朝食付き

okurahtl@seagreen.ocn.ne.jp

W

15,000

025-245-3331

S

9,700

hotel_niigata@hoteni.rinko.co.jp

W

8,000

025-241-0808

S

11,000

room@hotelnikkoniigata.jp

W

12,000

1泊朝食付き

〃 シングルユース
1泊朝食付き
1泊朝食付き

025-244-7101

S

7,000

hotel_niigata@toei.co.jp

W

6,500

025-243-0109

S

6,600

niigata@blue.ocn.ne.jp

W

5,700

025-241-1045

S

http://www.toyoko-inn.co.jp

W

6,200 ルームチャージ
8,200 （朝食サービス）

025-243-7311

S
W

8,000
1泊朝食付き
7,000

webmaster@niigata-wh.com

1泊朝食付き
1泊朝食付き

１． お申し込みは、上記ホテルにメールあるいは電話で直接してください。
その際、必ず「第45回日本歯科医療管理学会で宿泊」と告げてくだい。
（旅行業者等を通じた場合は上記料金は適用されません）
２． 学会のために部屋をリザーブしておりませんので、満室のこともあります。
また、新潟、佐渡の観光資料をご希望の方は、下記事務局までメール等でご連絡ください。

観光

新潟，佐渡の観光資料（地図，観光施設割引券等）をご希望の方は，下記事務局までメ
ール等でご連絡ください。

大会事務局
〒951-8580 新潟市浜浦町１－８
日本歯科大学新潟歯学部衛生学講座内
第45回日本歯科医療管理学会準備委員会 （準備委員長 小松崎 明）
TEL：025-267-1500 （内線582）
FAX：025-266-3567
Ｅ-mail：rabbit@ngt.ndu.ac.jp

第45回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム
A会場 スノーホールA
6月26日（土)
9：30～10：10

口演発表 ＜座長 中里 迪彦 理事＞
１． 6％過酢酸溶液アセサイド○Rの歯科応用
○ 尾立達治，荊木裕司，斎藤隆史
北海道医療大学歯学部歯科保存学第二講座
２． 歯科衛生士が行っている保健指導項目内容の調査
―Ⅰ． 歯科医師の指示が歯科衛生士の行動に及ぼす影響の考察―
○ 中村和美，藤原愛子，遠藤圭子
静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科， 東京医科歯科大学歯学部附属歯科衛
生士学校
３． 歯科衛生士が行っている保健指導項目内容の調査
―Ⅱ． 歯科衛生士教育課題の考察―
○ 藤原愛子，遠藤圭子，中村和美
静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科， 東京医科歯科大学歯学部附属歯科衛
生士学校
４． 歯科衛生士が行っている保健指導項目調査
―経験年数からの考察―
○ 遠藤圭子，中村和美，藤原愛子
東京医科歯科大学歯学部附属歯科衛生士学校， 静岡県立大学短期大学部歯科
衛生学科
５． 長期海外派遣労働者への歯科保健管理の対応状況
○ 福田雅臣，森田芳和，武井啓一，桜庭幸夫
日本歯科大学歯学部衛生学講座，日本歯科医師会産業保健委員会，日本歯科医
師会地域保健委員会
６． 医療制度の類型別にみる歯科医療のアウトカムの国際比較の試み
○ 野村眞弓，市川裕美子，尾崎哲則
千葉大学大学院社会文化科学研究科， 日本大学歯学部医療人間科学
７． バーコードとPDAを利用した技工物・物流管理システムについて
○ 玉川裕夫，多賀義晃，坂田克行，恵比須繁之
大阪大学歯学部附属病院医療情報室
８． 歯科治療に臨む幼児の心理分析
○ 丸山静江
丸山ファミリー歯科（愛知県岡崎市)

10：50～11：00

休憩

11：00～11：30

口演発表 ＜座長 須賀 康夫 常任理事＞
９． 歯科医師の健康と死因について

―過去30年の資料を分析して―
○ 中里迪彦，鈴木利夫，中里孝宏，木村 隆，譽田雄一郎
福島県歯科医師会
10． 学校間におけるCO所有者率，GO率の差異について（第1報)
○ 福澤洋一，望月 廣
福沢歯科（東京都港区)，よつ葉歯科（静岡県富士宮市)
11． 福島県における「歯っぴいライフ8020事業」の成果と課題
○ 瀬川 洋，岡田玄四郎，木村 隆，中里迪彦，譽田雄一郎
奥羽大学歯学部口腔衛生学講座， 福島県歯科医師会
11：30～12：00

口演発表 ＜座長 伊東 隆利 理事＞
12． 横浜市緑区歯科医師会における歯科訪問診療の試み
―第4報 診療時にみられた心電図変化について―
○ 中島俊明，中島 丘，溪 裕司，岡田春夫，山田 格，遠見 治，礒部博行，加藤喜
夫
横浜市緑区歯科医師会
13． 神奈川県内経済状況医療経済実態調査について
○ 上田由利子，大森一昌，松下豊士，山中 浩，井上俊彦，小柳一久，原 孝司，小
島 章，
羽根田佳己
神奈川県歯科医師会医療管理委員会
14． 歯科における統合医療の導入とその医療管理学的意義
○ 西原雅史，上田恵里子，砂川正隆，福岡博史，小山悠子，福岡 明
医療法人社団明徳会福岡歯科統合医療研究所（東京都中央区)

14：00～15：00

特別講演 ＜座長 末高 武彦 大会長＞
「歯科大学は今―現状と対策―」
中原 泉 先生（日本歯科大学学長)

15：10～16：10

文化講演 ＜座長 今井 博 新潟県歯科医師会会長＞
「トキとの共生を求めて」
近辻 宏帰 先生（元 佐渡トキ保護センター長

6月27日（日)
9：30～12：00

シンポジウム ＜座長 宮武 光吉 鶴見大学歯学部・短期大学部教授＞
「歯科医師臨床研修の必修化と歯科医療管理面における研修」
【シンポジスト】
「歯科医師臨床研修の必修化について」 住友雅人 先生
（日本歯科大学歯学部附属病院長)
「臨床研修医受け入れ施設の立場から」 鴨志田義功 先生
（鴨志田歯科医院院長)
「歯科診療所に対する調査結果から」

江面 晃 先生
（日本歯科大学新潟歯学部附属病院教授)

「日本歯科医療管理学会の今後の対応」 髙津茂樹 先生
（日本歯科医療管理学会会長)
フロアからの報告（口演発表)
15． 当院における歯科医師臨床研修制度への取り組みと問題点
―現状と中間とりまとめ案への考察―

○ 伊東隆利，伊藤三樹男
医療法人伊東会伊東歯科医院（熊本市)
総合討論
13：00～13：50

口演 ＜座長 尾崎 哲則 常任理事＞
16． 歯科診療所開設者交代時における問題点
○ 滝内春雄，滝内 聡，黒田延彦
日新堂歯科医院（兵庫県宝塚市)，黒田歯科医院（神戸市)
17． 医療現場での活力朝礼の効果について
○ 水野史之
医療法人社団あいファミリー歯科医院（北海道旭川市)
18． 新潟市における地域歯科医療構造の変動要因に関する検討（第2報)
○ 北村信隆，宇佐美祐一，萩原 弥，太田啓子，登坂邦彦，本間 裕，松川公敏，石
井拓男
新潟市歯科医師会医政検討会，東京歯科大学社会歯科学研究室
19．

高裁初のインプラントの歯科医師100％勝訴例
―判決要旨：患者2030万円に拡張請求に対し，「患者の受診態度が悪い」―
○ 福西啓八，小林正三
大阪大学歯学部社会歯科研究会，福西歯科口腔外科・労働衛生医事務所（大阪
市)，小林歯科医院（大阪市)

20． 医の倫理の標語「医は仁術なり」について
○ 関根 透，軽部裕代，宮武光吉
鶴見大学歯学部人文研究室，鶴見大学歯学部予防歯科学教室，鶴見大学歯学
部

B会場 スノーホールB
ポスター掲示

6月26日（土）11：00 ～ 6月27日（日）16：30

ポスター発表

6月27日（日）14：00 ～ 16：24

6月27日（日）
14：00～14：24

ポスター発表 ＜座長 牟田 悟朗 理事＞
21． 歯科医院在庫管理システムソフト開発について
○ 渡辺 茂，大森一昌，斉藤善司，鈴木東次，溪 裕司，植山恵史，蛭間信彦
神奈川県歯科医師会情報処理委員会
22． 院内LANのインターネット接続について
○ 外山康臣，外山敦史，坪井信二，森田一三，中垣晴男
外山歯科医院（愛知県豊明市)，愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
23． 歯科医師のIT化についての態度（パイロット調査
○ 外山敦史，外山康臣，坪井信二，森田一三，中垣晴男，橋本雅範
愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，外山歯科医院（愛知県豊明市)，愛知県歯
科医師会
24． 日本歯科大学新潟歯学部附属病院における予約管理システム
○ 日本歯科大学新潟歯学部附属病院医療管理委員会，↑1)↑日本歯科大学新潟歯
学部附属病院長

14：24～14：48

ポスター発表 ＜座長 江間 誠一郎 常任理事＞
25． 歯科医院・地域・学校が連携した口腔管理体制の構築

○ 小松義典，小松崎 明，植村暁子，斎藤恵美子，末高武彦
医療法人小松歯科医院（秋田県東由利町)，日本歯科大学新潟歯学部衛生学講
座，東由利町役場町民福祉課保健師，秋田県東由利町立八塩小学校養護教諭
26． 川崎市歯科医師会会員の医療管理部事業に対する意識調査
○ 梅田和裕，久保直介，松山知明，久保木 弘
川崎市歯科医師会医療管理部委員会
27． 神奈川県歯科医師会における救急法研修会の取り組み（第1報)
○ 藤本洋士，羽鳥孝郎，前坂秀行，渡辺 徹，坂本搖子，中川 淳，鶴岡裕亮，岸本
幸郎， 鈴木雄一，斉藤善司，原 秀一，大森一昌
神奈川県歯科医師会救急医療委員会
28． 求人求職情報調査研究について
○ 弥郡彰彦，大森一昌，小沢 操，片山繁樹，鹿郷満保，山之内正己，北村政昭，
杉之内俊郎
神奈川県歯科医師会医療管理委員会
14：48～15：12

ポスター発表 ＜座長 白土 清司 理事＞
29． 女性歯科医師の就業状況について（第2報)
○ 軽部裕代，宮武光吉
鶴見大学歯学部予防歯科学教室，鶴見大学歯学部
30． 受療率の変動及び人口推計仮定値の修正に伴う将来推計受療状況に関する考察
○ 小林武士，山本一臣，日野優理，水口泰代，坂本 亮，窪田明久，柏木 勝，豊
間 隆，北村中也，清水秋雄
口腔保健医療研究所
31． 歯科診療所患者の初診時情報と受療行動の関連性について
○ 柳澤明美，竹内ヒロ子，大森道男，武藤光央，菊地正樹，木下正道，佐藤義隆，
福島 直， 北村中也，清水秋雄
口腔保健医療研究所
32． 歯科医療における説明義務に関するアンケート
○ 羽賀俊明，萩原伸介
東京歯科大学法歯学講座，東海大学法学部

15：12～15：36

ポスター発表 ＜座長 滝内 春雄 副会長＞
33． 電子メールを活用した歯科診療支援の試み
○ 瀬川 洋，橋本直樹，山崎信也，池嶋一兆，齋藤高弘
奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，はしもと歯科医院（福島県郡山市)，奥羽大学
歯学部附属病院
34． 成人男性における喫煙習慣とう【蝕】との関係
○ 坪井信二，森田一三，吉井佐織，中垣晴男，小倉幸夫
愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，愛知健康増進財団（名古屋市
35． 職域成人における口腔内自覚症状と健康習慣等の状況について
○ 小山圭子，金澤紀子，鷺岡靖子，高野ひろみ，末高武彦，石井瑞樹
財団法人日本口腔保健協会，日本歯科大学新潟歯学部衛生学講座
36． 成人歯科健康診査に於ける江戸川区歯科医師会と区健康部の啓蒙活動
―6024に向けて―
○ 根本秀樹，安藤文郎，堀内和夫，野田隆二，干場貫二，国藤静子，渡辺洋子，似
鳥弘道
東京都江戸川区歯科医師会公衆衛生委員会，江戸川区中央健康サポートセンタ

ー歯科，江戸川区小岩健康サポートセンター歯科
15：36～16：00

ポスター発表 ＜座長 瀬川 洋 評議員＞
37． 日本歯科大学新潟歯学部附属病院在宅歯科往診ケアチームの
訪問歯科診療システム
○ 黒川裕臣，江面 晃
日本歯科大学新潟歯学部附属病院在宅歯科往診ケアチーム
38． 介護保険施設における口腔ケアに関する研究
―第1報 各専門職の就業状況と口腔ケアの認識について―
○ 岡田眞人，大川由一，山田善裕，新庄文明，山根源之，宮武光吉，石井拓男
東京歯科大学社会歯科学研究室，千葉県立衛生短期大学歯科衛生学科，江東区
保健所，長崎大学大学院医歯薬学総合研究科健康予防科学，東京歯科大学オー
ラルメディシン講座/市川総合病院歯科・口腔外科，鶴見大学歯学部
39． 神奈川県内各地区口腔・歯科保健センターにおける休日・夜間急患歯科診療実績
および問題点について（第3報)
○ 岸本幸郎，羽鳥孝郎，藤本洋士，前坂秀行，渡辺 徹，坂本搖子，中川 淳，鶴岡
裕亮， 鈴木雄一，斉藤善司，原 秀一，大森一昌
神奈川県歯科医師会救急医療委員会
40． AnaBiter○Rの歯科保健指導への導入
―第2報 画像解析による咬合接触面積の評価―
○ 長谷川 優，小松崎 明，遠藤敏哉，下岡正八，末高武彦
日本歯科大学新潟歯学部附属病院矯正歯科，日本歯科大学新潟歯学部衛生学
講座，日本歯科大学新潟歯学部小児歯科学講座

16：00～16：24

ポスター発表 ＜座長 西川 博文 常任理事＞
41． 歯槽骨形態と歯の喪失との関係について
○ 永井明子，安井利一，宮田 侑
明海大学歯学部口腔衛生学講座，明海大学歯学部歯科医療管理学講座
42． 一歯科診療所患者の臼歯歯数と歯周ポケット深さの状況
○ 窪田明久，小林武士，日野優理，山本一臣，柳澤明美，坂本 亮，柏木 勝，佐藤
義隆， 北村中也，清水秋雄
口腔保健医療研究所
43． 当科における睡眠時無呼吸症候群患者に対する取り組み
○ 萩谷 昇
倉敷中央病院歯科（岡山県倉敷市)
44． 患者さん満足度アップのために
―院内広報への取り組み―
○ 木村哲也
大分県歯科医師会医療管理委員会

会場見取図

