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令和 2年度新潟県歯科医学大会
参加に関するお願い

　今年度の新潟県歯科医学大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則
WEBによる開催となります。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

①　新潟県歯科医師会、新潟県歯科衛生士会、新潟県歯科技工士会、どの講演も原
則無料で受講いただくことができます。

　　各講演の申し込みは、P.５記載の受講方法により、各団体へお申し込みくださ
い。

②　各会の講演について、無断の録音、録画、撮影、スクリーンショット等で画像
としての保存及び資料の二次利用、内容の SNS 等への投稿はご遠慮くださるよ
うお願いいたします。

③　日歯生涯研修事業単位について（日本歯科医師会会員の先生）
　受講終了後に、事後アンケートにお答えいただき単位取得申請のご連絡をお願
いします。

　　※県歯科衛生士会、県歯科技工士会の講演は、日歯生涯研修対象外です。

④　受講証明書の発行について（新潟県歯科医師会会員の先生に限ります。）
　　10：00 ～の講演については、下記の施設基準に該当する研修になります。
　　・歯科外来診療環境体制加算
　　・歯科点数表の初診料の注 1に規定する施設基準
　　11：30 ～の講演については、
　　・放射線診療に従事する者に対する診療放射線安全利用のための研修

に該当します。
　　受講後、事後アンケートにご回答いただき申請くださるようお願いいたします。

⑤　県歯科衛生士会員、県歯科技工士会員の方で、受講証明発行、研修単位取得の
手続きをされる際は、各会の事務局へお問い合わせください。

⑥　新潟県歯科医学大会に関するお問い合わせ
　　　〒950 -0982　新潟市中央区堀之内南 3-8 -13
　　　TEL：025 -283 -3030　新潟県歯科医師会 学術担当まで
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ご　挨　拶

　令和２年度年新潟県歯科医学大会開催にあ

たり、新潟県歯科医師会会長として一言歓迎

のご挨拶を申し上げます。未だ収束の見通し

がつかない新型コロナウイルス感染症によ

り、感染に備えた健康管理等による受診抑制

の影響を受ける会員診療所も多いことと察し

ます。会員の皆様には心よりお見舞い申し上

げます。

　今回の歯科医学大会はコロナ禍での開催と

なり、学術部で十分協議し、また理事会に測

り苦渋の選択ではありましたが、今回の講演

会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

より従来の集合形式ではなくweb形式での開

催と致しました。

　講演は、医療安全セミナー（外来環・初診

料の注１該当研修）として新潟大学医歯学総

合病院の髙木律男先生より「Withコロナ時

代の歯科医療を考える」を、また、医療安全

セミナー（医療安全放射線管理研修）として

同病院の林孝文先生より「診療用放射線の安

全利用のための指針策定に向けて」をお願い

しております。大変興味深い話が聞けること

と思います。

　ところで皆様すでにご存知の通り、厚生労

働省は2020年９月１日時点の100歳以上の高

齢者数が前年より9176人増加し、初めて８万

人を突破、８万450人となったこと。1964年

の東京オリンピック時では100歳以上人口が

191人であったことを考えると当時では考え

られない想像を絶する増加率です。当県はと

いうと、県内の100歳以上の高齢者は令和２

年９月１日時点で、昨年比313人増の2070人

となり、過去最多となりました。また、令和

元年９月15日段階での県人口に占める老年人

口の割合は32.3％で、全国の割合の28.1％よ

りはるかに高く５年程度早く高齢化が進んで

います。このように他都道府県を上まわる超

高齢社会を迎えている反面、当県の後期高齢

者の総医療費は常に全国１位、２位を争う低

い事実もあり、歯科医師会としての役割が一

層重要視されています。

　一方、高齢者の人口増加に反して、総務省

が９月５日に発表した人口動態調査による

と、2020年１月１日時点の新潟県の日本人人

口は全国15位の221万7650人で、前年から

２万4867人（1.11％）で減少は23年連続とな

り、減少数は北海道、兵庫、静岡に次いで全

国で４番目に多い状況でした。

令和２年度
新潟県歯科医学大会開催のご挨拶

一般社団法人 新潟県歯科医師会  　　　　　

会　長　松　﨑　正　樹 　　　　　
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　日本人人口のうち、転出が転入を上回る

「社会減少」が8000人（前年比416人増）で

全国で最も多く、死亡が出生を上回る「自然

減少」は１万6867人（同1238人増）で全国９

番目でした。県は「社会減は深刻だ。若者の

流出が止まらないことが出生数にも影響し、

自然減も増えるという悪循環に陥っている」

と指摘しており、人口減少対策については

「若者に人気のＩＴ企業の誘致などを進め、

若者や女性をターゲットに県内定着を促して

いきたい」としています。

　歯科の立場でありますが、当県の健康寿命

をトップクラスにすることを掲げている当会

としては、関係なさそうな人口減少対策につ

いても取り組んでいきたいと考えています。

　今年度も歯科技工士会、歯科衛生士会、東

北新潟歯科用品共同組合新潟県支部の後援を

いただきながらですが、コロナ禍でやむなく

歯科技工士会、歯科衛生士会のみの同時開催

と致しました。

　末筆ですが、一日も早い新型コロナウイル

ス感染症の終息と、会員、コ ・ デンタルス

タッフの皆様、関係各位皆様のご健康をお祈

り申し上げます。



－ 3 －－ 3 －

ご　挨　拶

一般社団法人　新潟県歯科技工士会 　　　　

会　長　大　西　尚　之 　　　

　新潟県歯科医師会主催の歯科医学大会開催

にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

　近年、健康寿命延伸に対し噛む事の重要性

が広く周知されるようになり、我々歯科技工

士も歯科補綴の専門家として県民の健康と生

活の質の向上に寄与する為、知識はもとより

技術の研鑽を積むことは責務となっておりま

す。

　歯科業界のデジタル化が進み、知識・技術

の変革期を迎えている現状において各々の歯

科技工士が歯科医学大会に参加し、価値観を

共有し自己啓発に努めることで日々の業務に

自信を持つことができると思います。

　新潟県歯科医師会・新潟県歯科衛生士会・

歯科用品商協同組合と共同で開催できること

で現状の歯科業界全体の流れを感じ、常に研

鑽を積む心構えを持ちたいと思います。

　終わりに、新型コロナウイルス感染症が蔓

延する中、例年より一層尽力され企画運営に

参画されました県歯科医師会及び関係各位に

深く感謝申し上げますと共に、盛会を祈念

し、ご挨拶とさせていただきます。

　令和２年度新潟県歯科医学大会が開催され

ますことを心よりお慶び申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症（COVID－19）

の拡大 ・ 蔓延により地域の歯科保健医療に大

きな影響が出ております。

　そのような状況下にありながら、先生方は

じめ、関係者のご尽力により当面の危機を乗

り越えつつありますことに敬意を表します。

　「口腔の健康は、全身の健康」と言われま

すとおり、様々なところに影響を及ぼす「口

腔細菌」を制御することが新型コロナウイル

ス感染症の発症と重症化を防ぐ重要なポイン

トと言われておりますことから、我々歯科界

への期待は更に高まっております。

　本大会を研鑽 ・ 交流の場とし、参加する歯

科衛生士各々が県民の皆様方の健康及びQOL

の向上に益々貢献できればと思っております。

　結びに本大会の開催にあたり、企画運営に

参画されました新潟県歯科医師会様及び関係

各位に深く感謝申し上げますと共に盛会を祈

念し、ご挨拶とさせていただきます。

一般社団法人　新潟県歯科衛生士会 　　　　

会　長　髙　橋　純　子 　　　

令和２年度
新潟県歯科医学大会開催にあたり

令和２年度
新潟県歯科医学大会開催にあたり
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学会タイムスケジュール

11月８日㈰

開　　　　会　　　　式

10：00 10：00～12：45

【医療安全対策セミナー】

『withコロナ時代の歯科医療を考える』
高 木 律 男　先生

新潟大学大学院医歯学総合研究科
顎顔面口腔外科学分野　教授　　

質疑含む（10：05～11：20）

『―診療用放射線の安全利用の

ための指針策定に向けて―』
林 　 孝 文　先生

新潟大学大学院医歯学総合研究科
顎顔面放射線学分野　教授　　　

質疑含む（11：30～12：45）

10：30～12：30

【新潟県歯科衛生士会】

『口腔機能低下症に対する

　　　　歯科衛生士の役割』

髙 田 正 典　先生
日本歯科大学在宅ケア新潟クリニック
診療科長　　　　　　　　　　　　　

12：30

13：30

16：00

13：30～16：00

【新潟県歯科技工士会】

『 IOS技工の実際』
五十嵐　　　渉　先生

新潟県歯科技工士会会員
シンワ歯研　　　　　　

『歯科技工士の医療連携について』
山野井　敬　彦　先生

新潟県歯科技工士会会員　
新潟大学医歯学総合病院　
診療支援部　歯科技工部門
歯科技工士長　　　　　　
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各講演の申し込み方法について

◆10：00～　新潟県歯科医師会講演　医療安全対策セミナー（ライブ配信）

　　　　　　・Zoomウェビナーにて開催いたします。
　　　　　　・下記URL・QRコードより、受講申し込みをお願いいたします。

　　　　　　　URL： https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_

dlYL3TjKT8y5z6Lxy5ZmtA

　　　　　　　QRコード：

　　　　　　・ 登録後「Zoomウェビナー」登録確認メールが届き、セミナー参加用URL

などが記載されています。当日は、ここからご参加下さい。

◆10：30～　新潟県歯科衛生士会講演（ライブ配信）
　　　　　　・Cisco社　Webexにて開催いたします。
　　　　　　・下記いずれかの方法で接続して下さい。

　　　　　　　①　URLより直接接続する方法

　　　　　　　　　URL： https://jda-webex.webex.com/jda-webex/j.php?MTID=m7d

1b678a30cb2be85e3b97889d1c9616

　　　　　　　②　Webexアプリをダウンロードして、アクセスコード等を入力する方法

　　　　　　　　　ミーティング番号（アクセスコード）：170 214 1080

　　　　　　　　　ミーティングパスワード：20201108

　　　　　　　③　QRコードを読みこんで接続する方法

　　　　　　　　　QRコード：

◆13：30～　新潟県歯科技工士会講演（ライブ配信）

　　　　　　・Zoomミーティングにて開催いたします。
　　　　　　・ 県歯科技工士会事務局あてへEメール、もしくはQRコードより受講希望の

旨を記してお申し込み下さい。
　　　　　　　E-mail：ngtkengi@rose.ocn.ne.jp

　　　　　　　QRコード：
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11月８日（日）　10：05～11：20

医療安全対策セミナー①　外来環・初診料の注１施設基準該当研修

研修コード：３３０１

　医療は感染症との戦いであると言われてき

ましたが、今年の新型コロナウイルス感染症

（SARS-CoV-2によるCOVID-19）は、３月

のWHOのパンデミック宣言、４月の日本に

おける緊急事態宣言に見られる通り、初期の

感染力や死亡率の高さから、長期にわたり多

くの命や社会生活の犠牲を余儀なくされてい

ます。まずはこの期間にお亡くなりになられ

た方、その御家族・親戚の方々には心よりお

悔み申し上げ、現在も闘病中の皆様には一日

も早い回復をお祈りしたいと思います。有効

なワクチンや治療薬が一日も早く開発され、
一般市民にまで利用できることで、例年のイ

ンフルエンザウイルス等と同じ様な対応で済

むような収束が訪れることを期待してやみま

せん。ただ、それまでの時間稼ぎとして、感

染しないためにできることを的確にとらえて

日常生活に活かすことが現状でのベストな対

応となることは明らかです。
　感染症は同じ空間に居れば、感染源となる

微生物は誰にでも同じように曝露する可能性

があります（居場所・行動の選択）。曝露し

た微生物により感染が成立するかしないかに

ついては、侵入経路（感染経路）を遮断する

ような手洗いの徹底、個人防具の有効利用が

大切です。そして感染が成立したとしてもど

の様な経過を取るかは、感染宿主の健康状態

によって大きく異なります。このように感染

症に打ち勝つための感染対策は一つで十分な

ことはなく、考えうる多くの対策を重ねて実

施することでより高いリスク削減が得られま

す。
　さて、歯科では歯の治療を中心に口腔粘膜

にも直接触れることになり、治療に伴い唾液

や血液などの感染性微生物を含む可能性のあ

る生体湿性物質との接触、飛沫が避けられま

せん。そこで、治療室内での環境整備や感染

対策により、院内での患者間および医療ス

タッフへの交叉感染防止を効果的に行う必要

があります。幸い、歯科治療を通しての感染

拡大の可能性は予想されているほど高くな

く、今回の新型コロナウイルス感染症拡大が

歯科医院のクラスターで報告されたことは、
少なくとも８月末の段階ではありません。こ

れは歯科医療担当者が十分な感染対策を取っ

ていることや、口腔という環境がウイルスに

とって必ずしも良い環境でない可能性がある

のかもしれません。
　８月時点での歯科関係の話題として、８月

３日に世界保健機関（WHO）より「新型コ

ロナウイルス感染症（COVID-19）禍におけ

る必須の歯科保健医療サービス提供に関する

考察」と題した歯科診療に関する手引きが公

表され、11日にはWHOの歯科医官より「新

withコロナ時代の歯科医療を考える

高
たか

　木
ぎ

　律
りつ

　男
お

　 新潟大学大学院医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　 顎顔面口腔外科学分野　教授
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型コロナウイルスの感染が拡大している地域

では、歯の健康維持のための定期健診などは

先送りするよう推奨している」との発言があ

りました。すなわち、緊急性のない歯科の受

診は控えることが望ましいとしています。
WHOの発言は世界に広く通知するものであ

り、各国の状況（感染拡大状況、歯科医療体

制など）により、そのまま受け入れられるも

のではありません。同じ時期に日本歯科医師

会からも「新たな感染症を踏まえた歯科診療

の指針」の第１版が出され、WHOの発言に

対して11日に「歯周病や虫歯の治療も早期発

見・早期治療が重要であり、必要な治療を先

延ばしにすることで、全身状態の悪化につな

がることもある。国内では感染予防対策を強

化しており、自分で判断せずに、かかりつけ

の歯科医と相談してほしい」との適切なコメ

ントが出されています。
　このように感染対策に対する国民の意識

も、歯科医師の意識も高い日本では、歯科医

療を安全に継続することが可能であり、歯科

医院が歯科外来診療環境体制加算に足るだけ

の設置基準を示すことが、目に見えない微生

物、および感染の有無がはっきりしない患者

さんすべてに目に見える感染対策をとること

になり、患者さんにとっても、医療スタッフ

にとっても、安全かつ安心して歯科医療を継

続するための必要条件を満たすことになると

思います。今回は医療安全セミナーというこ

とで、基本となる歯科外来環、標準予防策を

再確認し、日々刻々と変化する現状を新型コ

ロナウイルス感染症を一つの例としてwith

コロナ時代の歯科医療を皆さまとともに考え

たいと思います。

略　　歴

1980年　新潟大学歯学部卒業

1981年　新潟大学　助手　歯学部

1984年　新潟県厚生連・頚南病院　歯科勤務

1987年　新潟大学　助手　歯学部

1989年　新潟大学　講師　歯学部附属病院

1992年　新潟大学　助教授　歯学部

1993年　文部省短期在外研究員

　　　　（UCLA＆Univ.of Rochester）
1998年　新潟大学　教授　歯学部　

2001年　新潟大学大学院教授　現在に至る

【所属学会/役職】
日本口腔科学会/理事、日本口蓋裂学会/理事、
日本顎関節学会/理事、口腔顔面神経機能学

会/理事、日本口腔外科学会/代議員、日本口

腔腫瘍学会/評議員

【専門医等】
指導医（日本口腔外科学会、日本顎関節学会、
口腔顔面神経機能学会、日本有病者歯科医学

会）
ICD（Infection Control Doctor：日本感染

症学会）

受講を終えたら、アンケートの回答にご協力下さい。
日歯生涯研修単位、受講証明の発行申請はこちらからお願いします。⇒

URL： https://forms.gle/iiA4Tt8oTHKY3mxN6 
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　平成31 年（2019年）3 月11 日に「医療法

施行規則の一部を改正する省令」が公布さ

れ、令和２年（2020年）４月１日に「診療用

放射線に係る安全管理体制に関する規定」が

施行されました。今回はその概要について、
歯科医療機関において対応・整備すべき点を

含めてお話ししたいと思います。
　歯科診療所において求められる対応は、以

下の３点となります。
A． 診療用放射線に係る安全管理のための責

任者（医療放射線安全管理責任者）の配置

B． 診療用放射線の安全利用のための指針の

策定

C． 放射線診療に従事する者に対する診療放

射線安全利用のための研修の実施

　A．の診療用放射線に係る安全管理のため

の責任者の配置については、医療放射線安全

管理責任者は、「診療用放射線の安全管理に

関する十分な知識を有する常勤職員であっ

て、原則として医師及び歯科医師のいずれか

の資格を有していること」とされており、歯

科診療施設では歯科医師が該当すると思われ

ます。
　B．の診療用放射線の安全利用のための指

針の策定については、医療放射線安全管理責

任者は、次に掲げる事項を文書化した指針を

策定することが求められており、各項目につ

いて内容を記載することとなっています。
１  　診療用放射線の安全利用に関する基本的

考え方

⑴ 　被ばくをその対象者及びその状況に応

じて「職業被ばく」、「医療被ばく」及び

「公衆被ばく」の３区分に分け、それぞ

れの防護については、原則として、「正

当化」、「防護の最適化」、「線量限度の適

用」が必要となること

⑵ 　指針の対象は、放射線診療を受ける者

の「医療被ばく」であり、線量限度を設

定すると必要な放射線診療が受けられな

くなるおそれがあるため、「線量限度の

適用」は行わず、「正当化」と「防護の

最適化」が必要となること

⑶ 　「正当化」では放射線診療を受ける者

のベネフィットが常にリスクを上回るよ

うに適正な手法を選択すること、「防護

の最適化」では医療被ばくを「合理的に

達 成 可 能 な 限 り 低 く（as low as 

reasonably achievable: ALARA）す る

ALARAの原則を参考に管理することが

必要となること

２ 　放射線診療に従事する者に対する診療用

放射線の安全利用のための研修に関する基

本方針

⑴ 　研修対象者の職種の記載（医師、歯科

医師、看護師等）
⑵ 　研修項目内容の記載（医療被ばくの基

本的な考え方、正当化、防護の最適化、
放射線診療に関する事例発生時の対応、
放射線診療を受ける者への情報提供）

⑶ 　研修方法の記載（医療機関外で開催さ

れる外部の研修を研修対象者に受講させ

ることでも代用可能）
⑷ 　研修頻度の記載（１年度あたり１回以上）

11月８日（日）　11：30～12：45

医療安全対策セミナー②　医療安全　診療用放射線安全利用のための研修

研修コード：２１０２

林
はやし

　　　孝
たか

　文
ふみ

　 新潟大学大学院医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　 顎顔面放射線学分野　教授

－診療用放射線の安全利用のための
指針策定に向けて－
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⑸ 　研修内容の記録（開催日時、受講者氏

名、研修項目等）
３  　診療用放射線の安全利用を目的とした改

善のための方策に関する基本方針

⑴ 　線量管理及び線量記録の対象となる放

射線診療機器等の記載（※デンタルやパ

ノラマ、歯科用コーンビームCTは含ま

れない）
⑵ 　線量管理（略）
⑶ 　線量記録（略）

４  　放射線の過剰被ばくその他の放射線診療

に関する事例発生時の対応に関する基本方

針

⑴ 　医療機関における報告体制の記載

⑵ 　有害事例等と医療被ばくの関連性の検

証

⑶ 　改善・再発防止のための方策の実施

５  　医療従事者と放射線診療を受ける者との

間の情報の共有に関する基本方針

⑴ 　放射線診療を受ける者に対する説明の

対応者

⑵ 　放射線診療を受ける者に対する診療実

施前の説明方針

⑶ 　放射線診療を受ける者から診療実施後

に説明を求められた場合などの対応方針

　C．の放射線診療に従事する者に対する診

療用放射線安全利用のための研修の実施につ

いては、医療放射線安全管理責任者は、放射

線診療の正当化又は患者の医療被ばくの防護

の最適化に付随する業務に従事する者に対

し、次に掲げる事項を含む研修を行うことと

なっています。
１） 患者の医療被ばくの基本的な考え方に

関する事項

２） 放射線診療の正当化に関する事項

３） 患者の医療被ばくの防護の最適化に関

する事項

４） 放射線の過剰被ばくその他の放射線診

療に関する事例発生時の対応等に関す

る事項

５） 患者への情報提供に関する事項

　当該研修の頻度については１年度当たり１

回以上とし、研修の実施内容（開催日時又は

受講日時、出席者、研修項目等）を記録する

こととされています。
　なお、線量管理および線量記録が必要とな

るのは、「線量管理及び線量記録の対象とな

る放射線医療機器」として掲げられた全身用

X線CT診断装置等の医療機器等であり、歯

科用コーンビームCTのような「部位限定X 

線CT 診断装置」等の局所を撮影する機器は

該当しません。

略　　歴

1987年　新潟大学歯学部卒業

1987年　新潟大学歯学部助手（歯科放射線学）
1995年　新潟大学歯学部講師（歯科放射線学）
1998年　 新潟大学歯学部助教授（歯科放射線学）
2000年　 新潟大学大学院医歯学総合研究科助教

授（顎顔面放射線学分野）
2002年　 新潟大学大学院医歯学総合研究科教授

（顎顔面放射線学分野）

【所属学会（役職等）】
NPO法人日本歯科放射線学会（常任理事）、一

般社団法人日本口腔腫瘍学会（理事）、NPO法

人日本口腔科学会（理事）、一般社団法人日本顎

関節学会、NPO法人日本顎変形症学会、一般社

団法人日本口蓋裂学会、社団法人日本医学放射

線学会、一般社団法人日本放射線腫瘍学会、一

般社団法人日本核医学会、社団法人日本超音波

医学会、日本画像医学会、日本頭頸部癌学会、
日本骨形態計測学会、NPO法人日本臨床口腔病

理学会、日本歯科医学教育学会、日本口腔診断

学会、国際歯顎顔面放射線学会、他

【資格（専門医等）】
歯科放射線専門医・指導医

日本口腔科学会認定医・指導医

【学会賞】
1996年　日本歯科放射線学会学会賞（学術奨励賞）

【現在の研究テーマ】
歯科診療における超音波診断の普及、画像診断

の診療ガイドライン

受講を終えたら、アンケートの回答にご協力下さい。
日歯生涯研修単位、受講証明の発行申請はこちらからお願いします。⇒

URL： https://forms.gle/iiA4Tt8oTHKY3mxN6 
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　昨今、「人生100年時代」に向けて健康寿命

の延伸が叫ばれています。地域包括ケアを取

り巻く中で歯科医師、歯科衛生士の役割が重

要視されています。それは超高齢社会にあっ

て8020運動の一定の成果を挙げているもの

の、通院できない地域住民、また要支援、要

介護の居宅や各施設入居者の「お口の問題

点」です。今回は、口腔機能低下症の診断と

管理を中心に歯科衛生士の役割について述べ

ます。

　口腔機能低下症は、加齢、疾患や障害など

の要因で口腔機能が複合的に低下した疾患で

す。見過ごすと咀嚼機能不全、摂食嚥下障害

となり、余命に関わってきます。高齢者は、

口腔の疾病に加え、加齢や全身疾患によって

も口腔機能低下に陥りやすいです。また、低

栄養や廃用、薬剤の副作用等によって複雑な

病態を呈するため、個々の高齢者の生活環境

や全身状態を見据える必要があります。

　その病態は、従来の器質的な障害とは異な

り、いくつかの口腔機能の低下による複合要

因によって現れます。口腔機能低下を適切に

診断、管理と動機づけを行うことで、重症化

予防、口腔機能維持、回復することが可能と

なります。そのためには、中年期からの口腔

機能低下症の診断と管理を適切に実施するた

め、口腔機能低下症に関する基本的な考え方

を理解しておかなければなりません。

　口腔機能低下症の症状には７項目（口腔衛

生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇

運動機能低下、低舌圧、咀嚼機能低下、嚥下

機能低下）があります。当該疾患が疑われる

場合、口腔機能精密検査を実施し、３項目以

上該当すると口腔機能低下症と診断されま

す。以降は該当する項目を中心に歯科治療、

リハビリテーションを行って管理をしていく

ことになります。初回に管理計画書作成、患

者等に説明を行います。この管理は、口腔機

能のさらなる悪化を予防し、口腔機能維持、

回復を目的としています。なお管理毎に、栄

養状態や口腔機能が維持・回復されているか

を臨床的観点から評価を行い、患者本人と家

族に対し、状況に応じた動機づけ、療養上必

要な訓練指導や生活指導および栄養指導を実

施、管理指導記録簿に記録、保存することが

義務付けられています。再評価は概ね６月毎

11月８日（日）　10：30～12：30

新潟県歯科衛生士会 講演

髙
たか

　田
だ

　正
まさ

　典
のり

　 日本歯科大学在宅ケア新潟クリニック

　　　　　　　　　　 診療科長

口腔機能低下症に対する
歯科衛生士の役割
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◆新潟県歯科衛生士会員　“認定単位取得” に関するお問い合わせ

　　〒950－2086　新潟市西区真砂3－16－10　明倫短期大学内

　　　　　　　　新潟県歯科衛生士会事務局　TEL：025－232－6351

◆当日のweb研修に関する緊急連絡先

　　TEL： ０９０－２６６８－８０２０　※ 11月８日㈰以外は使用不可

に口腔機能精密検査を実施するとよいでしょ

う。

　歯科衛生士の役割は、現在の置かれている

環境（歯科医院、介護施設、総合病院、行政

等）により、関わり方は様々だと思われま

す。ポピュレーションアプローチ、歯科検

診、介護支援、歯科診療所、多職種連携の場

で「何気ない口の衰え」を見逃さない事が重

要であり、歯科医療従事者としての現場での

取り組みについて述べます。

略　　歴

2005年４月　 日本歯科大学新潟歯学部附属病

院　口腔外科診療科助教

2006年４月　 日本歯科大学新潟病院

　　　　　　口腔外科診療科講師

2009年４月　 日本歯科大学新潟短期大学

　　　　　　非常勤講師

2012年４月　 日本歯科大学新潟病院

　　　　　　口腔外科医長

2017年４月　 日本歯科大学新潟病院

　　　　　　看護科長

2018年４月　 日本歯科大学在宅ケア新潟クリ

ニック診療科長

 講演に関するお問い合わせ先 

受講を終えたら、アンケートの回答にご協力下さい。⇒

URL： https://forms.gle/iiA4Tt8oTHKY3mxN6 
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11月８日（日）　13：30～16：00

新潟県歯科技工士会 講演①

研修コード：２５０４

五
い か ら し

十嵐　　　渉
わたる

　 新潟県歯科技工士会会員

　　　　　　　　　　 シンワ歯研

　昨今、各社から様々なIntraOralScaner（以

下IOS）が発表されている。

　以前はスペックを追求する潮流であった

が、スタンダードな機能のみを有した低価格

のIOSも登場し、今後は臨床現場に急速に普

及していくと考えられる。

　IOSに関する研究、発表も進んでおり、デ

ジタル印象は従来の印象法に比べ、術者の技

量左右されにくい、少数歯の修復では模型が

必要ない、歯牙の被圧変位を反映できる、な

どのメリットが一般的に語られている。その

一方でデータの変形、模型レス技工特有の難

しさ、注意点などのネガティブな情報はあま

り開示されていないのが現状と考える。

　実際にデジタル印象を用いた技工を導入し

た当初、様々な失敗を経験している。

　本項では、IOSによるデジタル印象を用い

たケースで起こったエラーを⑴I印象、⑵デ

ザイン、⑶加工、⑷アナログ作業に分類し、

実際に経験したトラブルや、その原因と対応

について説明する。

『IOS技工の実際』

略　　歴

2007年　シンワ歯研入社

2014年　青嶋ゼミベーシックコース受講

2018年　 日本国際歯科大会2018テクニカルコ

ンテスト最優秀賞受賞

【所属】

　日本臨床歯科学会新潟支部（新潟SJCD)

　日本口腔インプラント学会

〒950－0950　新潟市中央区鳥屋野南3－1－60

　　　　　　新潟県歯科技工士会事務局　TEL：025－282－4331

 講演に関するお問い合わせ先 

受講後アンケートは こちらから ⇒

URL： https://forms.gle/iiA4Tt8oTHKY3mxN6
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11月８日（日）　13：30～16：00

新潟県歯科技工士会 講演②

研修コード：２５０４

山
や ま の い

野井　敬
たか

　彦
ひこ

　 新潟県歯科技工士会会員

　　　　　　　　　　 新潟大学医歯学総合病院　診療支援部

　　　　　　　　　　 歯科技工部門　歯科技工士長

　歯科技工士として働く環境は歯科技工所、
歯科医院、病院、歯科材料メーカー、歯科技

工士養成機関等様々であり、それぞれに求め

られる役割があります。
　それぞれの立場において既に皆様も歯科医

師やパラデンタルとの連携は行っているとこ

ろですが、今回は病院における医科との連携

につきまして院内歯科技工士の立場から考え

たいと思います。
　私が勤務する新潟大学は平成15年に歯学部

附属病院が医歯学総合病院に統合され、平成

23年に現在の新病院に移転し、診療支援部内

の歯科技工部門として業務を行っております

が、この2、3年で求められる業務内容に変化

が出てまいりました。以前は一般的な補綴物

の製作が主でありましたが、病院統合後に着

任された包括歯科補綴学分野・小野高裕教授

が「補綴装置による治療体系」に加えて「機

能障害（病態）による治療体系」を確立する

ことをスローガンに掲げ、それに基づいた機

能障害を補う補綴装置の製作が増えたことも

その要因の一つとして挙げられます。これは

医科との連携が求められる総合病院ならでは

のことと思います。
　また、総合病院で求められる歯科の存在意

義、その中で歯科技工士がどのような貢献が

できるか、医療連携にどのように関わってい

けるのか、いまだ模索中ではありますが当部

門において製作している顎義歯、舌接触補助

床、Hotz床、各種口腔内装置、実物大臓器

立体モデル（手術支援用3Dモデル）につい

ていくつか紹介し、その中で放射線治療に用

いる口腔内装置と3Dプリンター（Form2）
による実物大臓器立体モデルにつきましてそ

れぞれの製作手順を解説し、今後さらに求め

られる歯科技工士の医療連携について考察し

たいと思います。

歯科技工士の医療連携について

略　　歴

1985年　 新潟大学歯学部附属歯科技工士学校

卒業

1985年　長野テクニカルセンター入社

1987年　新潟大学歯学部附属病院研修生

1988年　自治医科大学附属病院　入職

1992年　新潟大学歯学部附属病院　入職

2019年　 新潟大学医歯学総合病院　診療支援

部歯科技工部門　歯科技工士長

受講後アンケートは こちらから ⇒

URL： https://forms.gle/iiA4Tt8oTHKY3mxN6





令和 2 年度新潟県⻭科医学大会 アンケート  

※QR コードからアンケート回答ができない方用 

（新潟県⻭科医師会 FAX︓025-283-6692） 
Q1．氏名 ※研修単位取得、受講証明発⾏ご希望の先⽣は必ずご記⼊ください。 

 

                                                  

Q2. ⽇⻭⽣涯研修 IC カード No.（6 ケタ） ※⽇⻭会員の先⽣のみ 

                           

                                                  

Q3. 職種について（必須） 

□ ⻭科医師   □ ⻭科技⼯⼠   □ ⻭科衛⽣⼠   □ ⻭科助⼿ 

□ その他（           ） 

 

【本日の講演についてお伺いします】 

Q4．どの講演を聴講されましたか。（複数選択可） 

□ 新潟県⻭科医師会講演（医療安全対策セミナー） 

□ 新潟県⻭科衛生士会講演 

□ 新潟県⻭科技工士会講演 

Q5．聴講された講演についてどのくらい満足していますか。（必須） 

□ 満足  □ やや満足  □ どちらともいえない  □ やや不満   □ 不満 

Q6．講演に関するご質問がありましたらお知らせください。 

   回答は、新⻭界などでご紹介します。  

※衛生士会・技工士会の講演に関する質問は、各会より回答します。 

 

 

 

 

 

 

Q７．今後、どのような内容の講演を希望されますか。希望のテーマをご記入ください。（任意） 

 

 

 

 

 

 

 

（裏⾯も回答お願いいたします） 

 



【WEB 開催に関して】今後の Web 研修開催の参考とさせていただきます。 

Q8．聴講した講演の画質はいかがでしたか。 

□ 非常によかった  □ よかった  □ 視聴には問題なかった   

□ 一部画面の乱れがあった   □ 画⾯の乱れが多く⾒にくかった 

□ その他 （                                     ）  

 

Q9．聴講した講演の音声はいかがでしたか。 

□ 非常によかった  □ よかった  □ 聴講には問題なかった   

□ ⼀部⾳声が途切れることがあった   □ 途切れることが多く聞きにくかった 

□ その他 （                                     ）  

 

Q10．聴講したネット環境を教えてください。 

□ 無線 LAN  □ 有線 LAN  □ ポケット Wi－Fi  □ 4G 回線   □ わからない 

□ その他 （                                     ）  

 

Q11．聴講に使用した端末を教えてください。 

□ パソコン（Windows） □ パソコン（Macintosh） □ タブレット（iPad） 

□ タブレット（Android）  □ スマートフォン（iPhone）  □ スマートフォン（Android） 

□ その他 （                                     ）  

 

【その他】 

Q12．次年度以降も、⻭科医学⼤会へ参加したいと思いますか。（必須） 

□ 参加したい  □ どちらともいえない  □ 参加したくない    

□ その他 （                                    ） 

 

Q13．次年度以降の新潟県⻭科医学⼤会についてお聞かせください。（必須） 

i. 時期 → ［ 秋期（10 ⽉〜11 月頃）でよい ・ 他の時期が適当（         ）］ 

ii. 曜日 → ［ 日曜（または祝日）でよい ・ 他の曜日が適当（           ）］ 

iii. 開催形式 → ［  参集型  ・ WEB 研修 ・  参集型+WEB 選択できるとよい  

その他（                            ） ］ 

Q14．本⽇の新潟県⻭科医学⼤会についての感想やご意⾒について。（任意） 

回答にご協⼒いただきましてありがとうございました。本アンケートは、ミシン目から切り離し、 

新潟県⻭科医師会事務局（FAX︓025-283-6692）へお送りください。 




