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１．理事長挨拶 

本学会が社会に貢献するために 
理事長 尾﨑哲則 

今月の 26 日には、東京歯科大学と慶応大学の統合に向けての協議開始が報道されました。歯科界にと

っては、極めて大きなニュースであると同時に、今後、歯科は社会の中でどのような存在として求めら

れているかを今あらためて考える切掛けになりました。挨拶の中では、今後の本学会の方向性も含めて、

社会と歯科医療管理学会が向き合っていくかについて、今感じていることについて書かせていただきま

した。 

 

1．中医協の質疑から 

つい先日、毎日新聞より問い合わせがありました。「2019 年 11 月 13 日に行われた中央社会保険医療

協議会総会にて、林正純委員（日本歯科医師会常務理事）より「日本歯科医療管理学会の 2016 年のデー

タでございますが、・・・消耗品と人件費と廃棄物処理を合わせて 568 円でございます。」との発言があ

ったので、本会のどのデータを指しているか教えて欲しいとのことでした。 

これは、日本歯科医療管理学会雑誌 55 巻 1 号 P40～45「医療安全を確保するために-院内感染対策費

の検討-」山我貴之先生（広島県歯科医師会医療管理部）でした。もう少し詳しく見ると、本論文では「一

人当たりの院内感染対策費は約 1,058 円、再診料に外来環を加えた保険点数は 490 円であり、

1,058-490=568 円となる。」（数値等は、論文の発表時点による）でした。 

これは、本学会が求められているものの代表例であると思います。他の歯科関係の学会誌では医療コス

トについてはあまり触れられていませんが、安心信頼の歯科医療提供を実施していく上で適正なコスト

の検討は重要な事項かと思われます。このような医療コストや報酬部分についても、積極的に検討して

いく学会でありたいと思っています。 

 

2．認定医研修のあり方 

認定医に関しては様々なご意見があることは承知の上で、一つ申し上げたいのは、歯科医療の安全安心

信頼を高めるための「基本的な項目」についての研修が適切になされているかという点です。国民目線

からこの認定医は、どんな研修をされているかについて「明示できているか」という点です。今までは、

この点についてあまり考慮されることなく、研修がされてきましたが、本学会には「新編 歯科医療管

理」というテキストもあり、ここから基本的な項目のいくつは研修していく必要があるかと考えていま

す。そのため、各地区での研修には本部からの講師の派遣が必要になるかもしれませんが、進めていく

価値はあると思います。また、「Web を使った研修」は、全国で可能であることから、これも用いた必要

項目の研修も可能になるかと考えられます。 

 
本年は新型コロナウイルス感染症の影響で、いろんな学会の活動が制約されていました。次年度は、こ

の制約に関係なく学会活動を展開できるように進めていく予定です。 
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２．専務報告  
専務理事 柴垣博一 

1．令和 2 年 11 月 10 日（月）20 時より、WEB を使用しての常務理事会を開催し、新コロナ感染拡大

の影響により学会活動の支障への対応、日本歯科専門医機構「総合歯科診療専門医（仮称）」への当学

会としての立ち位置の確認等について協議致しました。 

 

2．第 28 回北海道医療管理学会学術大会は、集合型と Web を使用してのハイブリッド開催を予定してお

りましたが、新コロナ感染拡大の影響で急遽 Web 開催のみとなりました。 

  https://www.jsdpa.jp/hokkaido/ 

 

3．第 2 回日本歯科専門医機構「総合歯科診療専門医（仮称）」意見交換会が、11 月 5 日（木）13 時 30

分から 15 時まで日本歯科専門医機構事務局にて 13 学会の代表者ならびに日本歯科医師会代表者、日

本歯科医学会連合代表者、日本歯科専門医機構代表者によって、Web 参加を交えて行われました。当

学会としては、日本歯科医療管理学会の特徴として他の学会にはない「歯科医療倫理」、「歯科医療関

連法規」等を共通研修として取り入れていただくよう提案を行いました。機構としては来年 3 月まで

に最終判断を示すとのことですので、当学会としては、医療は、「患者」のためにあるという、大前提

を揺るがすことのないよう機構ならびに他学会に訴え協議し、会員にとって有益な立場を守るよう努

力してまいりたいと考えています。第 3 回日本歯科専門医機構「総合歯科診療専門医（仮称）」意見

交換会が、12 月 10 日（木）16 時から 17 時半まで開催され、その後、当学会三役と専門医機構今井

理事長と懇談を行うことになっていますので、次号にてご報告させていただきます。 

 

4．訃報 

本学会名誉会員であられます、北村中也先生が 11 月 16 日にご逝去されました。お葬儀は家族葬に

て執り行われたとのご連絡を親族より頂きました。理事長名にて弔電をお出しし心よりご冥福をお祈

りいたします。 

【北村中也先生の本会役員歴】 

1978 年 4 月 1 日 入会 

1986 年 4 月 1 日～1994 年 3 月 31 日 理事 

1994 年 4 月 1 日～2008 年 3 月 31 日 常任理事 

2008 年 4 月 1 日 名誉会員就任 

 

 

３．特別報告 

（公社）神奈川県歯科医師会における新型コロナウイルス感染症への取組み・第２回 

【濃厚接触者の定義と、就業制限について】 

広報委員 今宮圭太 

（新型コロナウイルス感染症対応室 神奈川県歯科医師会常任理事） 

はじめに 

新型コロナウイルス感染症は再び感染拡大の様相を呈しており、皆様も引き続き不安な日々をお過ごし

のことと思います。  

先月のマンスリーレターには、歯科医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応指針 Ver.5「歯

科の新しい診療様式」について、ご報告いたしました。 

今月は、神奈川県歯科医師会・新型コロナウイルス感染症対応室が行ってきた神奈川県行政との質問や

回答から得た濃厚接触者の定義や、就業制限の考え方について、ご紹介いたします。 
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【濃厚接触者の定義と、就業制限について】 

神奈川県歯科医師会では、令和 2 年 2 月 21 日に「新型コロナウイルス感染症対応室（コロナ対応室）」

を設置して、情報収集・事態対処策の策定などを初期の段階から行ってまいりました。3 月 11 日には、

神奈川県健康医療局への質問から有効な回答を得て迅速に会員へむけて情報発信することができまし

た。 

しかしながら、各保健所の判断はケースによってまちまちな判断となることも少なからずあり、歯科

医療機関では混乱と不安な状況となっていた事実があります。 

そのため保健所単位での判断の差をなくすために、統一した見解となるよう神奈川県健康医療局から

全県下の保健所に対して連絡文書が発出されましたのでご紹介いたします。 
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「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の定義」 

・適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者  

・患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者  

 

と明確に記載されています。ここで歯科診療において問題とされてきたのが“適切な感染防護”とは何

を指すのか、ということでした。 

今回示された歯科医療の「濃厚接触者の定義」では、濃厚接触者に該当しない項目に 

・注水を伴う処置を行い、グローブ、サージカルマスク、目の保護に加えて、口腔外バキュームを使用

した場合  

と明記された事は、歯科医療機関にとっては特筆すべき事項であり、「口腔外バキュームの使用により

感染のリスクを大幅に回避することができる」と、ご理解いただけたものと感じております。 

また出典として神奈川県歯科医師会が発出した「歯科医療機関における新型コロナウイルス感染症へ

の対応指針 Ver.5」の内容を根拠の一つとしていただけたことに感謝しています。 

 

ここで少しばかり過去に遡り振り返っていきたいと思います。 

3 月 10 日には一般社団法人 日本環境感染学会から「医療機関における新型コロナウイルス感染症へ

の対応ガイド 第 2 版改訂版（ver.2.1）」が発出され、3 月 28 日に内閣府 新型コロナウイルス感染症

対策本部から発出された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」でも、濃厚接触の定義は

示されたものの歯科診療に限局した記載はなく、歯科医療現場での混乱は避けられないと容易に想像で

きる状況でした。 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から 3 月 11 日付けで発出された連絡文書では、

「診察した患者が新型コロナウイルス感染症患者であることが後に判明した場合であっても、感染予防

策を適切に講じていれば、濃厚接触者には該当しない」と明記されています。 

当時、神奈川県歯科医師会・新型コロナウイルス感染症対応室では、ここでいう“適切な感染予防策”、

“適切な感染防護”とは何か？を模索していましたが、厚労省や県、あるいは日本歯科医師会などに問

い合わせましたが明確な回答を得ることは出来ず、日本歯科医師会から 3 月 30 日付けで発出された連

絡文書では、「各都道府県歯科医師会において必要な対応をご検討ください」という曖昧な内容のもの

でした。 

当時すでに神奈川県内では多くの感染者が出ており、歯科医療機関においても対岸の火事と言える状

況ではなかったため、4 月 2 日の県歯理事会で承認を得て神奈川県歯の考える対応指針を発出するに至

りました。以下がその内容です。 

 

『歯科医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応指針 Ver.1 』 

1.院内感染防止のための歯科医療従事者の行動指針 

2.自主的な就業制限並びに施設の使用制限に関する当会の考え方 

3.診療における感染防止対策(概要)  

4.来院時の問診によるスクリーニングの重要性 

 

その後、『歯科医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応指針 』は回を重ね、Ver.5 とし

て発出したものが前号でご紹介した『歯科の新しい診療様式』となります。今回は、Ver.1 と Ver.5 か

ら濃厚接触と就業制限に関連するページを掲載しておきます。 
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また、冒頭でもご紹介しましたが、令和 2 年 2 月 21 日には、神奈川県健康医療局への質問を行い 3

月 11 日付けで有効な回答を得たものを根拠に、当会の示す就業制限などに関する考え方があり、現在

にいたるところから、以下に関連する文書を掲載します。 

当時は難しい局面であったにもかかわらず、真摯に回答いただいた神奈川県健康医療局保健医療部長

には、この場をお借りして感謝申し上げます。 
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上記の内容からも、濃厚接触者の選定や就業制限については、医療機関の管理者にその判断と指示す

る権限が委ねられていますから、よく理解した上で決定する必要があります。 

また、医療機関の管理者は、常日頃から歯科医療従事者職員の健康管理を行う義務があり感染拡大防

止に努めなければなりません。そのことを踏まえた上で、のちに患者が P C R 陽性であったと連絡が

あった場合や、職員が濃厚接触者となった場合には、保健所に報告・相談の上、管理者ご自身の判断に

より就業制限の指示、休業の指示など行っていただきたくこととなります。濃厚接触者については PCR

検査にて陰性判定後であっても、2 週間の健康観察を行い、発症の疑いを見逃さないよう努めなければ

なりません。その間、自宅待機を指示するべきか、就業を許可するべきか、などの判断は医療機関の管

理者に権限が委ねられていますが、保健所にその判断を委ねれば、必要以上の厳しい要望をされてしま

うケースもあるようです。 

常日頃の診療において、“適切な感染予防策”と“適切な感染防護”を行うことにより、保健所から

の必要以上に厳しい要請を避けることができるものとなります。 

また、感染症法に基づき、感染者本人の就業制限や入院勧告については、保健所の指示に従ってくだ

さい。 
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終わりに 

感染のリスクを低減するだけでなく、経営のリスクを回避するためにも、感染対策の設備を整えること

や、管理者が十分な知識と理解を得る事は必要不可欠です。神奈川県歯科医師会では地域の感染拡大を

防止すると共に、歯科医療提供体制の維持、ひいては歯科医療従事者の生活を守るための施策を講じて

きました。 

11 月 25 日には、神奈川県歯科医師会から以下の文書が発出されました。 

 
地域の感染拡大防止の強化とともに、歯科医療従事者の生活を守ることは、組織として最も大切な役割

です。県民・歯科医療従事者が共に安全・安心に歯科医療を行えるよう、行政や学会と密に連携をはか

り、信頼関係を構築するよう心がけています。 

 次号では、神奈川県歯科医師会で行ったアンケート調査の結果と考察、感染対策強化型診療所認定制

度について、などをご紹介していきたいと思います。 
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４．地方会報告 

（１）令和 2年度中国地域歯科医療管理学会第 2回役員会，総会・学術大会報告 

中国地域歯科医療管理学会 専務理事 河野淳 
 

令和 2年 3月 11日、WHOはCovid-19の感染拡大がパンデミックの状況に至ったとの認識を示しました。

続いて4月7日、日本国は緊急事態宣言を発出。我々学会会員も感染防止等への憂慮、患者の受診自粛等

による医院経営への危惧等の不安をぬぐえない雰囲気の中で、5 月 23 日、令和 2 年度中国地域歯科医療

管理学会第 1回役員会が広島県歯科医師会館を主開催場所とするWeb会議で開催されました。 

この時点で、状況が今後どのように推移していくか不明であったため、急な状況変化にも対応可能な学会の

開催形式としてWeb開催を検討していくこととなりました。 

感染拡大の第 2波、第 3波が予想されるため、11月 1日の学会当日に緊急事態宣言が発出されている場

合と、解除されている場合について、それぞれ対応策を立てていく必要がありました。 

感染状況が落ち着いていて、緊急事態宣言が解除中であれば、広島県歯科医師会館から各県歯科医師

会館にWeb会議ソフトを使ってインターネット配信を行えば学会開催が可能であると判断しました。 

しかしながら、緊急事態宣言発出中となると、参加者が歯科医師会館に集合することも出来なくなるため、座

長と発表者のみが各会館に出向き、一般参加会員には診療所や自宅のパソコンに学会を配信する開催形式

を計画しました。自宅パソコンへの配信の場合は聴講確認がとれないため、認定医研修会の登録に限っては

不可能と判断されました。 

特別講演は東京医科歯科大学教授を予定しており、緊急事態宣言下で来広出来ない場合は、生配信また

は動画配信をお願いすることとなりました。 

一般口演に関しては、進行をスムーズにするため、座長を発表県から選出していただくことをお願いしまし

た。 

緊急事態発令中の質疑応答については、当日のみ（深夜 24 時まで）質問を Google フォームで受け付け、

回答は後日、中国地域歯科医療管理学会会員メーリングリストに送付し、学会ホームページに掲載することで

対応予定としました。 

コロナ感染状況を横目で見ながら、関連企業への広告協賛依頼、演題募集、パンフレット印刷手配等の通

常の学会開催業務に追加して、各県歯科医師会事務局とスムーズでリスクの少ないWeb会議を成功させるた

めの、様々な検討が繰り返されました。 

幸いなことに 9 月、10 月に至っても、1 日当たりの新規感染判明者数が全国でも 500 人前後と落ちつきを

みせていたので、予定通り前もってのテスト配信で確認を行った上で、本会初の Web 学会開催にこぎつける

ことができました。 

11月 1日（日）当日、まずは第 2回役員会が、午前

9 時から広島県歯科医師会館を主開催場所とする

Web 会議（Zoom 利用）で開催されました。今年度当

番県である広島県歯科医師会からは天間裕文会長、

河野淳専務理事、山我貴之理事、森本徳明理事の 4

名が出席しました。 

午前9時30分からは学会員も参加して森本徳明理

事進行のもと総会が開催され、甲野峰基大会長に続

いて天間学会長から挨拶がありました。 

学術大会では石田栄作広島県歯科医師会副会長

から挨拶があり、その後、「これからの歯科界のリスク

を考える」をメインテーマに特別講演ならびに一般口演 11題を各県リレー方式で行われました。 

特別講演は、豊福明東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科全人的医療開発学講座歯科
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心身医学分野教授をお招きし「日常診療における，患者さんの「こころ」の理解の重要性－歯科医院の医療

安全・地域連携にどう貢献するか－」と題してご講演いただきました。昨今、厚労省が 5 大疾病に指定するほ

ど精神疾患が急増しており、医療現場でも治療に関するクレームやトラブルは非常に多く見られるようになっ

てきました。中でも医療者側の問題というより患者側のメンタルの問題が潜んでいるケースがしばしば散見され

ています。一般開業歯科医院で、患者のどのような点に注意し，どのようなスクリーニングや対処をすれば良

いかなどを解りやすくユーモアに満ちたスライドを交えながらお話しいただきました。 

午後からの一般口演では、各県から 11題の発表が行われました。 

岡山県 

「岡山県歯科医師会会員への医療広告とホームページに関するアンケート調査と改正医療法への対応」 

（野崎真弘 他） 

鳥取県 

「親子における医院承継の内情取材」（小田浩一 他） 

「持続可能な院内ミーティングのあり方」（小田浩一 他） 

 

島根県 

「島根県での歯科衛生士人材確保の取り組み～離職防止のための理想の職場とは～」（角篤 他） 

「地域資源を活用したフレイル対策についての考察-高齢化率 50％益田市美都町の取組み-」 

（澄川裕之 他） 

広島県 

「わたしたちが青申会活動をするわけ－広島県歯科医師会 税務アンケートの分析と考察－」（河野淳 他） 

「広島県歯科医師会における新型コロナウイルス感染症対策に関するアンケート」（大附敏彦 他） 

「広島県歯科医師会における従業員求人・雇用アンケート集計結果と考察」（橋本和人 他） 

「歯科技工士を取り巻く環境や業務に関する現状と課題」（田地豪 他） 

「歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業における広島大学歯学部歯科衛生士教育研修セン

ターの取り組み」（西村瑠美 他） 

 

山口県 

「山口県歯科医師会での新型コロナウイルス・アンケート調査」（田中久雄 他） 

 

閉会の辞では、来年度当番県（山口県）の山中友

之副会長から、来年度（令和 3 年度）の中国地域歯

科医療管理学会総会・学術大会は 10月 31日（日）

に山口県歯科医師会主管で開催予定（開催形式は

未定）と案内がありました。 

最後になりましたが、本学会の運営・準備にあたり

まして各県の事務局の職員の方々に大変ご足労い

ただきました。御礼申し上げます。ありがとうございま

した。 
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５．情報提供 

日本歯科医療管理学会特別大会（第 24回日本歯科医学会学術大会） 

ポスターセッション演題募集のご案内 

理事長 尾﨑哲則 
 

日本歯科医療管理学会特別大会が、第 24回日本歯科医学会学術大会との併催として、2021年 9月 23～25

日に開催されます。 

以下の要領にてポスター演題を募集いたしますので、奮ってのご応募、お待ちしております。 

 

1）募集要項 

（1）ポスター発表の形式は第 24 回日本歯科医学会学術大会 Web サイトでの公開のみとなります(会期中、

学術大会会場での発表はございません)。 

（2）応募規定（※本学会会員に限る） 

①演題名：全角 50文字以内 

②抄録本文：全角 200文字以内(英文の場合は、半角 400文字以内) 

③共同演者は 1演題あたり 10名までとなります。 

④臨床研究、ヒトを対象とした研究、動物実験等では、研究に先立ち、研究倫理審査を受けてください。 

⑤ポスター演題の正式採択通知は 2021年 4月を予定しております。 

⑥採択された演題は日本歯科医療管理学会の発表業績として認められます。 

 

2）演題申込みの流れ 

①学会 HP 掲載の演題登録用紙へ必要事項を入力の上、学会事務局（jimukyoku@jsdpa.gr.jp）までメー

ルにてお申し込みください。 

②日本歯科医療管理学会としての締切を 12月 18日（金）とさせていただきます。 

③日本歯科医療管理学会学術・教育委員会にて査読後、日本歯科医療管理学会としての採否連絡をメール

にて行います。 

④日本歯科医療管理学会として採択となった演題を、1 月 18 日（月）までにお申し込み者ご本人に、日本歯

科医学会までご登録いただきます。 

（登録用URLは採否通知メールに付記いたします） 

 

 

 

６．編集後記 
広報担当常務理事 勝部直人 

コロナ禍の影響でオリンピックイヤーになり損ねた令和 2 年も、残すところ 1 か月となりました。温暖

化の影響なのか 11 月になっても夏日に近いような陽気の日があったかと思えば、数日後には気温が急降

下するなど、私のような老体には堪える気候が続いています。 

連日テレビでは新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めのかからない状況を伝えています。この要因の

1 つとして、緊急経済対策に盛り込まれた「Go To キャンペーン」が挙げられていますが、この政策は

迷走を続けているとしか言いようがありません。新型コロナウイルス感染収束後の需要喚起策に位置付

けられていたはずですが、現実には感染収束に目途がつかなくなり、需要喚起策に対する考え方を曖昧

にしたまま見切り発車してしまったという感が堪えません。感染状況に配慮した制度設計や感染が拡大

した場合の対応策などが具体的に示されないまま始まってしまい、今日に至っていると感じてしまいま
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す。 

今回の第 3 波では、東京などの大都市部だけでなく、北海道など気温が下がってきた地域などでも感染

が広がっており、また、クラスターが多様化しているため、行政の対応が難しくなってきているようで

す。また、新型コロナに対応可能なベッド数の利用率（11 月 18 日現在）が、第 2 波の時に医療が逼迫

しかけていると言われた沖縄県は現在 35％であるのに対し、兵庫県 44％、大阪府 41％、北海道 38％、

埼玉県 37％、（東京都 33％）と余裕の少ない状況になりつつあります。そして、我々歯科にとって特に

気になるのが、感染者の年齢別で 40 代以上の割合が、第 2 波より高い傾向が見られていることです。第

2 波である 7 月と現在の 11 月を比較すると、東京都の場合、40 代で 13％から 17％に増加し、50 代で 8％

から 14％、60 代で 7％から 14％と倍増しています。大阪府でも同様の傾向で、60 代以上の割合が 7 月

には 9.5％だったのに対し、11 月は 25.8％と 3 倍近く高くなっています。歯科における年齢別でみる受

診割合の高い層だけに、我々歯科医療者への感染を含めた、感染防止のためのさらなる意識が必要と考

えられます。第 1 波、第 2 波では、歯科におけるクラスターの発現をなんとか食い止めただけに、この

第 3 波でどうなるか、我々歯科医療界の本当の力が試される問題だと思います。 

今号のマンスリーレターでも、新型コロナウイルス対策の記事を掲載させていただきました。この情報

が、コロナ禍における皆様の診療の一助になることを切に願います。 

末筆ながら、新型肺炎で亡くなった方々のご冥福をお祈り致します。また、罹患されている方々には、

お見舞い申し上げると共に、各位の一刻も早い回復をお祈りしております。 

 

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。 


