
1 

 

 
 

 
 

 

１. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する歯科医療管理学的関わり方について  

副理事長 中村勝文 

 

COVID-19は一時、終息に向かうかに見えましたが、危惧されていた通り、案の定第 2波と思われるような感

染拡大が始まり、この先、大変な事態になるのか、それ程でもなくまさに with コロナで生活していけるのか、何と

なく不安な気持ちで過ごされている先生が多いと思います。 

私の属する埼玉県歯科医師会においても 5月の連休前後で会員に対するアンケート調査を行いました。 

その結果、4月の来院患者数は前年同月比で 18％が 5〜6割減、51％が 3〜4割減、27％が 1〜2割減とい

う結果であり、医院収入は同じく 15％が 5〜6割減、46％が 3〜4割減、26％が 1〜2割減という結果で、5月

においてもほぼ同様な結果でした。地域別ではより東京都に近い私の所の川口市などの県南部が余計に厳しい

結果でした。 

しかしこのような大変な経営状況にも関わらず、これを機会と捉え、普段は忙しすぎておろそかになりがちなこと

に目を向けて、スタンダードプリコーションを徹底し、スタッフ教育をしっかりと行い、各種助成金等を使って必要

な設備、備品を整え、患者や地域に正しい情報を発信する。そして医院経営をしっかりと再構築して、患者に対

し安全、安心、信頼の歯科医療を提供しようとする先生もいらっしゃいます。そこには歯科医療管理学的な発想

が多くを占めていると思います。 

国はコロナ対策として、大きなものでは特別定額給付金、持続化給付金、雇用調整助成金、家賃支援給付金

等、最近ではこれから始まる医療従事者向けに新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業、感染拡

大防止等支援事業などお金を給付してくれる多くの事業を行っています。また資金繰りを助けるためには日本政

策金融公庫など政府系の機関や多くの民間金融機関等で実質無利子、無担保融資を行っていますし、税制の

面では私達に特に関係するものとして納税猶予の特例、消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

等が施行されています。さらには都道府県や市町村においても多くの上乗せ措置が行われています。 

このような多くの細かい対策を積み重ねていますがいずれも自分で申請しないと恩恵を受けられないものばかり

です。 

歯科医療機関においては、このような対策内容を良く理解して、予算も期限もある事業ばかりですのでしっかり

と対応していくことが必要です。 

こうしたことに興味を持って準備することも歯科医療管理学の社会実装と捉え、そのための基礎を構築して情報

収集、発信していくのも歯科医療管理学の重要な役割と思っております。 
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２. 理事長挨拶 

「一般社団法人日本歯科医療管理学会 2020・2021 年度活動の方向性」 

理事長 尾﨑哲則 

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、延期させていただきました理事会等の会議をWebで、7月 26日

に無事終えさせていただきました。この総会からはじまる新しい年度ですが、今まで以上に学会の意義が問われ

ている最中での船出となりました。これからの 2年間の方向性を述べさせていただきます。 

 

Ⅰ．基本的な大目標 

本会のこれからの 2年間について、大まかな方向性を示します。 

１．本学会の学会としての継続：日本歯科医学会専門分科会として継続 

２．歯科医療管理学の定義づけ：歯科医療管理学を学問的に明確 

３．地域での歯科医療提供体制の継承：地域での歯科医療を提供するにあたり関連するステイクホルダーと

のあり方を考究 

 

Ⅱ．具体的に何を目指すのか 

１．本学会の学会としての継続とは 

学会は学会という組織として社会的責任と権利を有すると考えられます。すなわち、日本歯科医学会専門

分科会として持つ責務とそれにより優遇される部分があります。 

学会の本質は、学問を通して社会への貢献です。その具体化されたものが、研究成果を社会へ発表して

いくことです。研修会も重要ではありますが、会員の研究成果を発表する論文は、ある意味では学会の最重

要事項です。そのため、日本歯科医学会は、専門分科会である学会に年間 20編以上の原著を要求してい

ます。幸いにも 2019年度は、会員の先生方のご努力によって 21編の原著を掲載することができました。こ

れに向けて、今後も不断の努力が重要であります。 

今期は、この課題に主として取り組んでいる「編集委員会」のみならず、これを支援できるように「教育・学術

委員会」を構成して、更なる高みを目指します。 

 

２．歯科医療管理学の定義づけ：歯科医療管理学を学問的に明確 

歯科医療管理という言葉自体は、歯科医師会に「歯科医療管理」と題した部門があるために、歯科医師会

会員を中心に知られていますが、具体的に何をする分野かは、ほとんど知られていません。また、税務・青色

申告等の業務を任されている関係から経営分野と近いと思われています。しかし、歯科医療管理学は、国民

が求めている安全・安心・信頼の歯科医療を研究していくものであることを、今改めて周知していきます。 

そこで、学問的に明確な形で位置づけをしていきます。そして、改めて、会員の皆さんに「歯科医療管理

学」を理解していただき、次いでコンセンサスを得て、歯科界のみならず、広く国民へ、「歯科医療管理学」の

意味・意義を発信していく必要があると思います。 

 今期は、認定医研修会等を用いて、会員に広く知っていただくようにしていきます。さらに、学問的な観点

から、「教育・学術委員会」の認定医研修のコラボレイションも行なっていきたいと考えています。 

 

３．地域での歯科医療提供体制の継承 

歯科医療管理学は、地域での歯科医療を提供するという実践を見据えた学問領域です。 

臨床家の先生方が、地域での歯科医療を提供するには、歯科医療機関は多くのステイクホルダーと関連

を持ちます。まず一つは、患者集団でもある地域住民です。ついで、行政組織、具体的には、保健医療福

祉行政、警察、消防といった公安系行政、租税公課関連の税務署等、学校等を含め文部行政、労働基準・

安全の労働行政などです。そのほか、歯科材料等提供をするいわゆる歯科材料業界、技工所、金融機関が

あります。さらに、地域歯科医師会です。小規模な歯科診療が多い中で、行政を始め他のステイクホルダー

への窓口となる役割も大きく、逆に地域での歯科医療提供体制を考える上で極めて重要なステイクホルダー
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と考えられます。 

具体的な方向性としては、すでに行われている地区もありますが、地区学会が地区県歯科医師会と連携し

ながら、地区学会を進めていくことが重要かと思います。このテーマとして地域歯科医療に関する諸問題を

取り上げ、テーマを考究していくことです。例としては、地域包括ケア、地域歯科医療の需給問題です。さら

に、その地区学会には、地区の行政関係者にも参加していただき、理解を深めていただくことであると思いま

す。また、地域歯科医療を安定した状態で提供していくことや、承継するに当たり必要な法令あるいは税務

等の問題も本学会ならではのテーマであることも特徴的なものです。そして、一番近い関係である歯科衛生

士会との密なる連携、歯科技工士界との連帯も歯科医療を守るための欠かさざる関係です。 

さらに、今年からはじまる医療保険証にまつわる電子確認等、カルテ電子化にともなう歯科情報の標準化

についての情報提供することや、現状のわが国における医療情報に関わる問題は早期に会員に周知してい

くことも必要であると思われます。ここには、ICD（国際疾病分類）を用いた情報管理も含まれます。 

今期の構想は以下の通りです。 

①「医療保険・地域医療委員会」：地域歯科医療全般にわたる医療保険制度と地域での医療連携を担当

する委員会を一つにして「医療保険・地域医療委員会」として、保険医療制度を中心にしながらも、

地域での歯科医療提供体制のあり方を、即ち地域包括ケア、地域での医療・福祉連携も臨床家の先生

方と研究者が一緒に検討していこうという趣旨です。 

 

②「広報委員会」：国や中央での情報をいち早く臨床家の先生方へ伝えるのみならず、地区学会からの

様々な報告や情報を本学会全体に伝えるために「広報委員会」を改組していきます。 

 

③「医療情報委員会」：もうすぐそこにきている歯科情報の標準化についての臨床課の皆さんへの情報

提供等のみならず、医療情報に関わる諸事を検討し、国等へ提案するなど「医療情報委員会」の目的

を明確化させていきます。そして、場合によっては、「社会保険・地域医療委員会」とのコラボも必

要になれば行なうことになるでしょう。 

 

その他の委員会も含めて、活性化していきたいと思います。学会のシンポジウム等を「外部からのお

話」を拝聴するから、「本学会の委員会」発、日本歯科界へと展開していきたいと思います。 

 

最後になりましたが、これらは、会員の皆様と一緒に、それぞれの分野・地域で展開できてこそ意味がある

ものと考えています。臨床医の先生、研究者の方、その他関係者の方のご意見に深く耳を傾けてまいりま

す。今後の会務運営に向けて、是非ご協力を賜りたいと存じます。 

 

 

４. 第 26回関東甲信越歯科医療管理学会学術大会の 

オンライン（WEB）開催への変更と大会参加へのお願い 

第 26 回関東甲信越歯科医療管理学会学術大会大会長  上條英之 

実行委員長  北村隆行 

今般、2020 年 9 月 13 日（日）から 10 月 18 日（日）まで、関東甲信越歯科医療管理学会第 26 回学術

大会を以下に示すとおり、開催致します。当初、9月 13日から開催を予定していましたが、新型コロナウ

イルス感染症の蔓延に伴い、オンライン（WEB）開催（オンライン録画等方式）に切り替えて、学術大会

を行うことに変更致しました。開催の詳細は、近日中に WEBでお伝えする予定です。 

 なお、オンライン（WEB）開催への変更に伴い、参加申込は、別添の参加登録証をファックスで送る

か、関東甲信越歯科医療管理学会ＨＰ http://kanto-koshinetsu.com/ から行うことができます。参加登

録料 5 千円をお振込みください（開催の概要参照）。参加される場合は、早めに参加登録をされることを

お勧めします。 

開催時期が近づきましたら、参加登録証を送付予定です。参加登録証には、本会ホームページの第 26回
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学術大会特設サイトにアクセスするための ID とパスワードを記載しますので、会期中に本学術大会ホー

ムページ http://kanto-koshinetsu.com/から、第 26回学術大会のホームページへログインしていただけれ

ば幸いです。なお、特別講演、シンポジウム、一般口演等について、それぞれ質疑等がある場合には、web

ページに質疑欄を設ける予定です。大会に関するお問い合わせ先は下記の大会事務局へお願い致します。 

大会事務局（東京歯科大学歯科社会保障学） 

  〒101－0061 東京都千代田区神田三崎町 2丁目 9番 18号 

  電話＆ファクシミリ 03-6380-9286  E-Mail kamijohideyuki@tdc.ac.jp 

 

 

関東甲信越歯科医療管理学会第 26回学術大会開催要領 

１ 大会テーマ：「幸福な人生百年時代を迎えるための歯科医療の位置づけを考える」 

 

２ 後援：一般社団法人日本歯科医療管理学会、公益社団法人東京都歯科医師会 

 

３ 開催会期：令和 2年 9月 13日（日）～10月 18日（日） 

 

４ 開催方法：WEB開催（オンライン事前録画等方式） 

抄録の印刷は従来どおり、紙媒体で行うこととし、録画等機能付きパワーポイント（発表者の動画掲

載等が同時に可能なもの）を、本学会WEB上に掲載し、約 1か月間、参加登録を行った会員に限定

して公開を行い、質問等についてはWEB上に記載欄を設ける。 

 

５ 参加登録料：5,000円 

参加登録料振込先 

金融機関名 ゆうちょ銀行 店番０８８ 普通預金１７２４１４１ 

（記号、番号で振り込む場合 記号１０７８０ 番号 １７２４１４１１） 

口座名義 関東甲信越歯科医療管理学会（カントウコウシンエツシカイリョウカンリガッカイ） 

＊振込手数料は各自でご負担ください 

 

６ 講演、シンポジウム、一般口演の概要 

１）特別講演 1 

「フレイルと転倒」 

講師：介護老人保健施設ルミナス大府施設長（元国立長寿医療研究センター 病院長）原田 敦 

２）特別講演 2 

「人生百年時代を迎えての希望と未来～社会保障制度の中での歯科医療を考える～」 

講師：慶応義塾大学院 政策メディア科 特任教授（元内閣官房地方創生総括官）唐澤 剛 

３）シンポジウム   

「健康寿命の延伸に向けてレセプト特定健診等情報デ－タベースの歯科診療での応用を考える」 

４）歯科口腔保健セミナー 

『セルフアケア用品「フッ化物配合歯磨剤」の機能と有用性』 

        講師:ライオン株式会社研究開発本部 戦略統括部 柴崎 顕一郎 

５）一般口演  10題の口演発表を予定、詳細は、WEBに後日、公開予定 
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４.専務報告 ( 柴垣 博一 ) 

令和 2年 7月 26日(日)10時より、WEBにより令和 2年度一般社団法人日本歯科医療管理学会理事会ならびに

総会が開催されました。当日は代議員数 128名に対し、代議員出席 28名、議決権行使書による出席が 45名の合

計 73名となり総会は成立し、全ての議案が可決し滞り無く定刻に終了いたしました。 

理事会、総会にて新執行部が承認されましたので、以下にお示しいたします。 
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５.編集後記 ( 勝部 直人 ) 

リモートで行われた令和 2 年度日本歯科医療管理学会第 1 回理事会は、一部アクセス不良や音声の問題

等ありましたが、無事終えることができました。尾崎理事長、柴垣専務を筆頭に、資料の編集にあたった

事務局含め、ご尽力下さった皆様方に感謝申し上げます。 

このコロナ禍により弊会の学術大会や理事会・総会を含めた各種会議が、リモートなど形を変えて開催

されていく中で、新しい生活スタイルが、だいぶ浸透してきていると思われます。コロナと共存していく

新しい生活スタイル「with corona」を私たち一人一人が考え、実践していく必要がありますね。 

私はと言うと、オリンピックが延期され、ぽっかり穴の開いた 4 連休を迎え、国家のプロジェクトとし

て推進されている「Go To キャンペーン」なるものに乗っかろうと家族旅行を計画したにも関わらず、「都

民の皆様は自粛してください！」と言われてしまい、渋々、本編集後記を執筆しています。キャンセル料

を払ってもらえないかと思えば一転、払ってくれるとか、色々ゴタゴタしている感が拭えませんが、その

キャンセル料の出所も結局は私達の税金なのかと思うと、溜息しか出てこなくなります。 

末筆になりますが、この度の令和 2 年 7 月の豪雨により犠牲になられた方々に謹んでお悔やみを申し上

げると共に、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興と、皆様の日常が

一日でも早く取り戻せます様心からお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

発行者：（一社）日本歯科医療管理学会 

理事長 尾﨑哲則 

編集者： 広報委員会 

委員長 勝部直人 

本マンスリーレターの著作権は日本歯科医療管理学会に属しております。 

転用等はお控えください。 


