
第 16 回 国際歯周内科学研究会 学術大会 ご挨拶 

 

一般社団法人 歯周内科学研究会代表理事 津島克正 

 

 厳寒の候、会員の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、来たる 4 月 15 日(日)に第 16 回国際歯周内科学研究会学術大会を福岡県中小企業振

興センターにて開催いたします。本会評議員である大澤良 大会長のもとタイムリーかつ核

心を捉えた内容をお届けすべく準備をしているところです。 

 

現在、日本の歯科界は超高齢社会に備え、歯科医療の枠組みが大きく変化する時期を迎

えています。そこで本年は「歯周内科から拡がるケア型医療」をテーマに学術大会を開

催いたします。厚生労働省の指針からも「キュア型医療」から「ケア型医療」の転換が

示されています。中でも摂食･嚥下ケアは究極のケア型医療と言えます。 

 

摂食・嚥下機能の低下は誤嚥性肺炎に繫がりますが、誤嚥性肺炎の予防に関しては単

なる口腔ケアではなく、歯周内科治療の考え方が非常に重要となりますので、我々はこ

の分野に重きを置いています。今、歯周病のコントロールから摂食・嚥下ケアまでをシ

ームレスにカバーできる歯科医院が求められています。その要請に応えるのに必要な知

識を得ていただけるような内容となりました。 

 

会員の皆様におかれましては「我々歯科医師はどこへ行こうとしているのか」を確認し、

私たちと一緒に学び、5 年 10 年経っても地域に求められる歯科医院を共に作っていきまし

ょう。 

 



会場案内 

会場 財団法人 福岡県中小企業振興センター 

〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町 9-15 

   TEL 092-622-0011 FAX 092-622-0014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１８年４月１５日（日）第１６回 福岡学術大会日程表 

 

 

09：30  開場 

09：30  ポスターセッション展示開始  

10：00  開会・挨拶 

10：10  招待講演 1 

『SPT における炎症と力のコントロール』 

東京医科歯科大学臨床教授 内山 茂 先生【120 分】 
 

12：10  昼食・ポスターセッション（質疑応答、投票） 

  ランチョンセミナー【60 分】 

13：10  招待講演 2 

『3 つのキーフレーズで考える摂食嚥下障害への対応 

－あなたの口腔ケアはなぜ効果がないのか－』 

一般社団法人 TOUCH 代表理事 舘村 卓 先生【90 分】 

14：40～14：50 休憩 

14：50  招待講演 3 

  『生物学的根拠に基づく歯周炎診断・治療のパラダイムシフト』 

奥羽大学薬学部教授 大島 光宏 先生【90 分】 

16：20  認定医・認定歯科衛生士証書授与式  

16：30  ポスターセッション投票結果発表・連絡事項・閉会挨拶 



招待講演 １ 

 

内山 茂 先生 

東京医科歯科大学臨床教授 

 

「SPTにおける炎症と力のコントロール」 

 

 歯周治療成功のカギは、徹底した患者支援です。ＳＰＴ（サポーティブ・ペ

リオドンタル・セラピー）の目的は、歯周病の２大要因である炎症と力を継続

してコントロールしながら「病状の安定」を図ることにあります。ＳＰＴによ

り患者さんは定期的に来院されますので、治療成績を高めるためにも、安定し

た歯科医院経営のためにもＳＰＴは重要な治療オプションとなります。 

 本講演では以下の項目について、時間の許す限り文献と症例の両面から解説

したいと思います。 

 

 まずは歯肉縁上のプラークコントロール 

 PMTCを行う上での注意点 

 セルフケア指導がうまくいかない時は 

 PMTCや SRPを効率よく行うには 

 SPTの成果を上げる―何を診て、何を行うか 

 どうしても成果が出ない時の裏技 

 メインテナンス継続のための秘訣 

 歯周デブライドメントのポイント 

 力の見方―アブフラクションとセメント質剥離など 

 periodontal medicineを理解して、院内のケア力を upする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

講師略歴

 

1977年 東京医科歯科大学歯学部卒業 

1984年から 20013年 埼玉県所沢市開業 

1998年から 東京医科歯科大学臨床教授 

2013年から 東京医科歯科大学臨床研修医指導医 

 

〒 112-0011 文京区千石４丁目２５−８ 

TEL & FAX 03-6912-1150 

E-Mail:ij9s-ucym@asahi-net.or.jp  

HomePage URL : 

http://www.asahi-net.or.jp/~IJ9S-UCYM/ 

著書 
■「PMTC」.歯界展望 MOOK. 医歯薬出版.1998年 

■「PMTC２」.歯界展望 MOOK. 医歯薬出版.2003

年 

■「月刊 内山茂」デンタルダイヤモンド 2007年 

■「力の本—dental overload syndrome」医歯薬出版

2012年 

■「デンタルプレゼンテーション」デンタルダイヤ

モンド 2014年 

■「新 PMTC」医歯薬出版 2016年 

 

http://www.asahi-net.or.jp/~IJ9S-UCYM/


招待講演 ２ 

 

舘村 卓 先生 

一般社団法人 TOUCH 代表理事  

 

「3 つのキーフレーズで考える摂食嚥下障害への対応 

－あなたの口腔ケアはなぜ効果がないのか－」 

 

日本人の寿命は，1947 年に 50 歳を越えた後，約 60 年間に緩やかに 30 歳伸びた．こ

の緩やかな超高齢化に，医療を含む日本の社会システムは気づくのに遅れた．寿命 50

歳時代の日本人は，「一生の終わり頃」の「一時期」に「一つの疾患」を患い，疾患が

治れば生き，治らなければ死亡したため，医療の目標は「疾患治療」でよかった．大衆

超高齢化した現在，「一生」に「何度」も治癒していない「複数の疾患」を有して生き

ることになった．そのため，医療には疾患治療だけではなく，生活参加の支援が求めら

れるようになり，個人の状況に応じて，多様な医療介護サ－ビスが提供されるようにな

った． 

一方，私たちの世界に目を転ずると，社会が求める生活参加のための歯科医療的サー

ビスが提供できているかは疑問の多いところである．寿命 50 歳時代の歯科の患者は，

全身疾患が治れば来院して治療を受けることができたため，歯科疾患の治療や義歯の作

成だけで生活参加を支援できた．その結果，教育も臨床現場も「歯科疾患の治療」を目

標とするだけでよかった．しかしながら，この考え方は，「口腔機能の回復・維持」を

通じた生活参加の支援についてはほとんど考慮していないように見える． 

近年，口腔清掃すると，肺炎の発症率が低下して経口摂取機能も改善できるとして，

このような介入を「口腔ケア（？）」と呼ぶようになってきた．ところが，現場での「口

腔ケア」を見ると，棒付の飴玉を舐めさせたりガーゼに包んだ果実を含ませて咀嚼させ

る訓練を「口腔機能療法」として「口腔ケア」と呼んだり，スポンジブラシで軟口蓋や

前口蓋弓を押すことを嚥下機能のリハビリテ－ションと呼称している場合も散見する．

評価に基づかない理論の裏付けのない「口腔ケア」を行った結果，歯垢で汚染された刺

激唾液を誤嚥させて「口腔ケア」の夜に肺炎になるとい結果を招くこともある． 

摂食嚥下障害への対応の基本は，①呼吸路の安全性の確保，②口腔咽頭機能の賦活，

③口腔咽頭機能のレベルに応じた食物調整の 3 つのキーフレーズの励行である．この原

則は年齢，背景疾患に関わらず共通する．さらに，対象者の生活状況に応じて，治療的

から維持的な口腔清掃と口腔機能療法の 4 つの組み合わせで標を設定する必要がある． 

今回，この 3 つのキーフレーズについて，7 年間経口摂取されていなかった遷延性意

識障害のご婦人への取り組みを通じて考えてみたい． 



講師略歴 
 

略歴 

1981 年 3 月 大阪大学歯学部卒業 

1985 年 3 月 大阪大学大学院歯学研究科修了（口腔外科 歯学博士） 

1986 年 4 月 大阪大学歯学部附属病院 口腔外科助手 

1989 年 4 月 同院 顎口腔機能治療部 講師 

1989 年 10 月 イリノイ大学 口蓋帆咽頭（いわゆる鼻咽腔）閉鎖機能の共同研究 

2001 年 4 月 同上 助教授兼副部長 

2006 年 11 月 一般社団法人ＴＯＵＣＨ 代表理事 

2011 年 4 月 大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 准教授 

2014 年 4 月～ 同上を辞し，TOUCH 業務に専従 

 

現在 

一般社団法人ＴＯＵＣＨ 代表理事ならびに Touch-Solution 合同会社 代表 

 

学会等役員 

日本顎顔面補綴学会（理事），日本摂食嚥下リハビリテ-ション学会（評議員），㈳全国

老人保健施設協会 学術委員会委員ならびに研修委員会委員，日本リハビリテ-ション病

院施設協会 口腔ケア部会委員 

 

非常勤講師・招聘教員・教授  

大阪大学大学院，東北大学大学院，岡山大学，奈良県立医科大学，光華女子大学 

 

顧問 

兵庫県川西市歯科医師会 顧問．熊本ハロー歯科 顧問，守口市歯科医師会 会友・顧問 

 

主な著書・論文 

 

・ 摂食嚥下障害のキュアとケア 第 2 版（医歯薬出版） 

・ 口腔ケアプログラムの作り方（永末書店） 

・ 口蓋帆・咽頭閉鎖不全－その病理・診断・治療（医歯薬出版） 

・ 多職種協働チーム先制医療での口腔ケア FAQ50（医歯薬出版） 

・ 摂食嚥下リハビリテ－ション第 3 版（医歯薬出版） 

・ DVD で学ぶ神経内科の摂食嚥下障害（医歯薬出版） 

・ 誤嚥性肺炎－抗菌薬だけに頼らない肺炎治療－（医歯薬出版） 

・ 神経・筋疾患 摂食・嚥下障害とのおつきあい（全日本病院出版会） 

 

 



招待講演 ３ 

 

大島 光宏 先生 

奥羽大学薬学部教授 

 

「生物学的根拠に基づく歯周炎診断・治療のパラダイムシフト」 

 

歯周病は世界で最も罹患率の高い疾患とされ、歯磨きで治癒する歯肉炎と歯を失う歯

周炎（歯槽膿漏）とに分けられる。歯周炎の原因は、有史以来 1960 年代前半まで不明

であったが、1965 年に H. Löe らにより細菌性プラークが“歯肉炎”の原因だと証明され

たことで、なぜか“歯周炎”の原因も細菌であるというパラダイムが構築された。しかし、

“歯周炎細菌原因説”は、① 歯周病菌は口腔常在菌、② 歯磨きの有無で重度歯周炎罹患

率が変わらない、③ PMTC では抜歯数を減らせない、④ ワクチンができない、⑤ 加

齢、糖尿病、肥満、アルコール依存などの非感染性疾患（要因）と相関する、など多く

の矛盾を抱えている。私どもは、歯周炎は腫瘍と同じ“創傷治癒”反応ではないかと考え

た。すなわち、歯は生体表面の上皮の連続性を破って露出している唯一の硬組織であり、

歯の周囲を生体が創傷と認識してしまうことで歯根を上皮で覆う反応が起き、皮膚の傷

でかさぶたが剥がれ落ちるように歯が抜けるのではないかと考えた 1)。 

歯周炎研究には適切な動物モデルが存在しなかったため、日本大学歯学部の山口らは、

細胞培養法による「生体外歯周炎モデル」を確立した 2)。歯周炎罹患歯肉由来の線維芽

細胞をコラーゲンゲル内で三次元培養すると、わずか数日後にコラーゲンが極度に分解

されたため、この細胞を“歯周炎関連線維芽細胞（PAFs）”と名付け、歯周炎の原因細胞

ではないかと推測した。次に歯周炎分子標的治療薬を探索すべく、このモデルの遺伝子

発現解析を行ったところ、FLT-1 （VEGFR1）が重要な原因候補遺伝子であることを見

出だし、その遺伝子産物が新たな治療標的となることを提案した 3)。さらに東京大学医

学部の堀江らは、理化学研究所 FANTOM5 プロジェクト 4)の CAGEデータ解析により、

PAFs では石灰化のマスター遺伝子である Runx2 の転写開始点に明らかな相違があるこ

とを見出だした 5)。すなわち、PAFs が通常の歯肉線維芽細胞とは明らかに異なる細胞

であることを証明した。 

また、演者の発明品ペリオスクリーン「サンスター」は、一部の歯肉炎患者も陽性と

なる。このため、歯周炎の進行に強く関与が疑われる肝細胞増殖因子（HGF）を唾液（洗

口吐出液）中に検出することで歯周炎患者だけをスクリーニングする試験紙の作製を目

指し、東京医科歯科大学歯周病学分野の和泉・青木らのメンバーと実用化に向けた取り

組みを行っている（投稿準備中）。さらに東京大学医学部の齋藤らは、東京医科歯科大

学歯周病外来で採取した歯肉溝滲出液（GCF）中の miRNA 発現パターンを調べ、全く

新しいタイプの部位別歯周炎診断法が確立できることを明らかにした 6)。 

これらの研究を基に、抗体や miRNA による歯周炎治療の前臨床試験を行う準備を進

めている。また、すでに PAFs を作製する方法も見出しており、100 年後には歯周炎が



過去の病気になることを夢見ている。 

 

文献： 

1) 大島光宏,山口洋子, 日薬理誌（総説）141, 314-320, 2013 

2) Ohshima M, et al., J Dent Res 89, 1315-1321, 2010 

3) Ohshima M, et al., J Clin Periodontol 43, 128-137, 2016 

4) Forrest AR, et al., Nature 507, 462-470, 2014 

5) Horie M, et al., Sci Rep 6, 33666, 2016 

6) Saito A, et al., FEBS Open Bio 7, 981-994, 2017 

 

講師略歴 

 

１． 東京都立九段高校卒（1976 年、高 28 回） 

２． 日本大学歯学部卒（1982 年、学部 30 回） 

３． 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了（1987 年）歯学博士 

４． 日本大学歯学部生化学教室 助手（1987 年） 

５． 日本大学歯学部生化学教室 講師（2006 年） 

６． 奥羽大学薬学部 教授（2010 年～） 

７． カロリンスカ研究所がんセンター短期留学（2004 年、2006 年） 



 

 

 

演題１ 

 

ケースプレゼンテーション：2つの長期症

例を通じて見る歯周内科治療後のメインテ

ナンスの重要性 

 

演者：〇原田佳子、勘定瑞樹、加藤尚乃、天野志

歩 

所属：医療法人 天真会 ふくしげ歯科医院 

 

平成 18年、同時期に初診で来院し、重度

歯周病にて歯周内科治療を行った 2名の患

者。一名はメインテナンスへ移行し、平成

30年現在も継続している。もう一名はメイ

ンテナンスへ移行せず、症状が出現した時

のみ来院している。両者口腔内の予後には

大きな違いが生じた。 

歯周内科治療後に得た、良い状態を持続

していくためにメインテナンスが果たす役

割について、この 2例を供覧することで考

察したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演題２ 

 

リアルタイムＰＣＲ検査における男女別・

年代別の６菌種比較研究 

 

演者：〇田中 圭、門口明日香、綛田咲奈 

所属：医療法人社団 相禮会 新屋敷 山下歯科・矯

正歯科 

 

当院ではリアルタイムＰＣＲ検査を用い

た歯周内科治療を行っており、多くの患者

様のお口と身体の健康に役立っています。

今回は当院が今までリアルタイムＰＣＲ検

査を行ってきた患者様を性別・年代別に分

け、菌の優位差があるかなどを調べ、ポス

ターにまとめました。 

今後さらに、リアルタイムＰＣＲ検査の活

用性が増えていく中で、患者様がより歯周

内科治療に関心を抱くような説明が出来る

ツールになると思います。 

皆様の今後の歯周内科治療の参考になれば

幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポスターセッション 



演題３ 

 

歯周内科における抗真菌薬をより口腔内に

デリバリーできる歯ブラシの選択 

 

演者：〇萬谷 梓、武藤直広 

所属：医療法人 幸創会 むとう歯科医院 

 

歯周内科治療は衛生士として非常にやり

がいのある治療方法です。歯周内科治療に

おいて抗真菌薬を使用する際、歯ブラシの

選択を悩んだことはありませんか？抗真菌

薬を口腔内に満遍なく届けるにはテーパー

ド毛のブラシが良いのか…。ラウンド毛の

ブラシが良いのか…。『実際はどうなんだ

ろう』と歯ブラシを処方するにあたって同

じ疑問を抱いたことのある衛生士さんは多

いのではないでしょうか。今回そんな疑問

を少しでも解決できるよう、口腔内の隅々

までしっかり届けることができ抗真菌薬の

効果を引き出してくれる歯ブラシについて

検証してみました。今回の発表が少しでも

歯周内科治療の参考になれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演題４ 

 

歯周内科を教えることに関して 

 

 

演者：〇矢頭 愛、大澤 良 

所属：おおさわ歯科クリニック 

 

歯周内科治療はドクターを中心としつつ

も歯科衛生士が主役となれる治療です。 

そのため、歯科衛生士の早期の戦力化が大

事になります。 

しかし、歯科衛生士で歯周内科治療を知っ

て入社してくるケースはほとんどなく、む

しろ戸惑いや不安を抱えて仕事に取り組み

始めることも多いと感じます。 

歯科衛生士に歯周内科治療を教えていく際

に、彼女たちが何を考え、どう思っている

のかに着眼し、歯周内科治療を教える際に

役に立つ意見交換の場とできたらと考えま

した。 

みなさん自医院の取り組みをぜひ聞かせて

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



演題５ 

 

歯周内科医院は継承に向いているか？ 

 

演者：〇山下真紀子、森 志保、片岩 泉、河内洋

順 

所属：岩川歯科医院 

 

生田先生が作られた歯周内科が世に出て２

０年近くが経とうとしています。 

歯周内科をされている先生の中には、継承

の時期が近づいている先生もいると思いま

す。 

「創業は易し、守成は難し」 

いつの時代でも、またどの業種においても、

継承が困難であることは周知の通りです。 

歯科医院の継承を成功させることにおいて

大切なことは何でしょう？ 

また継承成功の条件があるならば、事前に

何か対策をとることができるのでしょう

か？ 

当院は継承して１０年目になりました。今

回の発表が会員の皆様のお役に立てば幸い

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演題６ 

介護施設への介入時における歯周内科治療を用い

た効率的な説明方法～地域包括ケアの多職種の関

係者に歯科の重要性を納得させるために～ 

 

演者：〇久保秀子、澤田里美、唐田多恵子 

所属：医療法人 南生会 生田歯科医院 

 

昨年の 11月 19日に開催した摂食嚥下セミナー

は定員を大きく上回る会員の皆様に受講いただき、

先生方が地域包括ケアに向けて関心が非常に高ま

っていることが感じられました。その後、生田歯

科医院において、摂食嚥下基礎セミナーを開催し

ていますが、毎回満席状態で好評を博しています。 

生田歯科医院では 2013年頃より摂食嚥下の訪問

歯科診療が今後非常に重要になると予想し、すで

に治療で介入していた地元の特養に摂食嚥下治療、

メインテナンスにて介入することを開始しました。

介入により誤嚥性肺炎がかなり減少したため、そ

の評判からほかの特養からもお話があり、説明に

伺いました。その際に、すでに治療介入で関与し

ていた歯科医院とトラブルにならないために生田

歯科医院は絶対に治療介入をしないで、摂食嚥下

とメインテナンスのみの介入ということで話を進

めました。 

他の歯科医院と圧倒的に違うということをアピ

ールするために特に口腔内状態が悪い利用者様の

歯周ポケットから採取したプラークを位相差顕微

鏡で菌の状態説明と、無料でリアルタイム PCR検

査を行いました。その検査結果の説明を施設介護

職と利用者様のご家族に行い、同意を得て内科主

治医による抗菌剤の内服治療と歯科衛生士による

抗真菌剤の歯磨きで一気に口腔内の改善を行いま

した。治療前後の位相差顕微鏡像の変化とリアル

タイム PCR検査数値の大きな変化とともに口腔内

状況が大きく改善したことで、大きな信頼を得る

ことができました。 

現在、地域包括ケアの中で歯科は蚊帳の外状態

ですが、多職種に理解できる共通の検査がないこ

とが大きな原因ではないかと思います。歯周ポケ

ット検査や染め出し検査は歯科でしか通用しない

方言であることを痛感しています。共通言語は科

学的な検査である位相差顕微鏡検査、リアルタイ

ム PCR検査、HbA1C検査、高感度 CRP検査だと

思います。利用者様の誤嚥性肺炎が起きるか起き

ないかは利用者様の抵抗と侵襲の状態によります。

歯科医師は侵襲のみを減少されるだけでなく、き

ちんとした義歯調整と食事指導を的確に行うこと

が求められています。地域包括ケアの中で存在感

をアピールするために是非この分野をマスターさ

れ、来る 2025年の地域包括ケアの実施に向けての

準備をされることをお勧めいたします。 

 



国際歯周内科学研究会の活動報告（2017 年 1 月～12 月） 

 

1 月 9 日  理事会 

4 月 1 日  英語表記名を「ISSAP」に変更 

4 月 15 日 理事会、評議員会 

4 月 15 日 学術大会前日セミナー「人生の成功は目標設定にあり！」 

株式会社グッドマン東京 代表取締役 田島宰浩先生 

4 月 16 日 第 15 回国際歯周内科学研究会学術大会 千里ライフサイエンスセンター 

大阪 

基調講演「進化から口腔機能を考える」 

      国立モンゴル医科大学歯学部 客員教授 岡崎好秀先生 

特別講演「歯周組織と全身の関わり ～内科的視点こそが日本の歯科界

を救う～」 

日本糖尿病学会専門医にしだわたる糖尿病内科 院長 西田 亙先生 

会員特別講演「すべての病気は「口の中」から！ 

 ～慢性炎症をめぐる歯周病と全身疾患の驚くべき関係～」 

米国抗加齢医学会認定医 森永歯科医院院長 森永宏喜先生 

7 月 22 日 理事会 

7 月 23 日 経営フェア 両国ＫＦＣセンター 東京 

講演「日本歯科医療のこれから 経営学・IoT の視点から」 

ホワイトクロス代表取締役 赤司征大先生 

講演「アドラー心理学から学ぶスタッフマネージメント」 

国際歯周内科学研究会 理事 花田真也 

講演「明日から活かせる最新労務管理～マイナンバーから最新法改正、

労務トラブル対策まで～」 

あおば社会保険労務士法人 社会保険労務士 藤原英理先生 

9 月 1 日  米崎広崇先生 理事就任 

9 月 1 日 木谷光輔先生、岡田信昭先生、中野真紀先生、竹末寿子先生、福田千明先

生、評議員就任 

9 月 1 日  花田真也先生監事就任 

  歯科衛生士分科会 ID 登録から歯科衛生士会員へ変更。 

10 月 14 日 理事会、評議員会 

10 月 15 日 第９回秋季カンファレンス 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンタ

ー 東京 

講演「お口の健康への新しいアプローチ！」 

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 

統合健康科学部門 口腔生物工学分野 教授 二川浩樹先生 

講演「健康寿命への貢献は「口腔ケア効果の共有」が基本-口腔常在菌・

除菌効果・長期症例から見える補綴歯の寿命・インプラント周囲炎-」 

岡山大学 名誉教授 歯周内科学研究会 名誉会員 山下 敦先生 

「新たな視点から歯周病と全身疾患を考える」 



日本大学 特任教授 落合邦康先生 

11 月 19 日 緊急講演会 生き残るために補綴から摂食嚥下を中心とした訪問診療へ

の転換を急げ！！ 

講演「これからの歯科医療の在り方について・・・開業医は何をすべきか」 

前日本歯科医学会会長 東京医科歯科大学名誉教授 江藤一洋先生 

講演「2016 年改定で生田歯科医院に起きたこと、そして今後の歯科保険

改定の方向性…我々はどのように経営を導くべきか？」 

一社）国際歯周内科学研究会常務理事 生田図南先生 

講演「在宅・介護施設での摂食嚥下指導の方法と施設開拓」 

生田歯科医院副院長 歯科訪問診療担当歯科医師 藤原康生先生 



都道府県 歯科医院数 生田コース受講者数 研究会会員数
北海道 2,940 270 110

青森県 533 60 36

岩手県 587 26 12

宮城県 1,072 74 50

秋田県 443 45 15

山形県 485 62 28

福島県 862 28 19

茨城県 1,399 43 27

栃木県 990 38 21

群馬県 984 60 46

埼玉県 3,564 164 84

千葉県 3,267 117 77

東京都 10,679 328 188

神奈川県 4,997 144 96

新潟県 1,166 38 20

富山県 446 27 15

石川県 484 36 15

福井県 296 24 12

山梨県 435 7 3

長野県 1,026 33 22

岐阜県 965 65 28

静岡県 1,773 134 38

愛知県 3,741 383 173

三重県 840 65 32

滋賀県 557 33 12

京都府 1,313 54 23

大阪府 5,549 336 162

兵庫県 2,996 196 99

奈良県 693 68 32

和歌山県 544 22 10

鳥取県 261 29 16

島根県 269 29 11

岡山県 991 93 27

広島県 1,574 121 58

山口県 671 63 32

徳島県 429 51 20

香川県 476 49 12

愛媛県 685 106 42

高知県 368 23 7

福岡県 3,104 270 96

佐賀県 417 52 25

長崎県 732 81 25

熊本県 845 64 27

大分県 535 92 25

宮崎県 503 87 21

鹿児島県 812 65 18

沖縄県 620 58 30

不明 0 16 0

合計 68,918 4329 1997

2017年10月末時点

会員県分布図



 

生田図南 天草発 生田式歯科医療のススメ 

A4 判・48 頁・オールカラー 

定価 3,240 円(本体 3,000 円＋税) 

弊社創業 30 周年の記念行事として企画されたシリーズ『月刊 GEKKAN』。臨床現場の最前

線でご活躍の先生方に、得意とされる臨床手技やノウハウを伝えていただく。48 頁のハン

ディな作りにぎっしり中身のつまった本書からは、「技」だけでなく、著者のカラーも感じ

取れる。ひと月で読めて学習できる臨床手技のエッセンス BOOK ができた！ 

歯科医療の未来へ 

『わたしの生田歯科医院』の発行から８年が経過し、生田歯科医院では、消毒・滅菌のシ

ステムをはじめ歯科診療を、より効率よく、確実なものへと進化させてきた。 

歯周内科治療だけではなく、歯科医療全般を通して歯科のあり方を問い、経営に結びつく

医療を提案してきた著者の、未来を見据えた‘いま’を、48 頁にまとめた。 



 

歯周病は薬で治る！！ 

歯周内科学へのパラダイムシフト 

 

著・発行 生田 図南 

発行：現代書林 

定価：本体 1,400 円+税 

 

「あきらめていた歯周病が治った」心臓病・糖尿病そして早産をも招く歯周病 

その最新薬物治療とは・・・全国の歯科医院リスト掲載あなたの近くにも必ずある 

 

歯周内科治療の歴史がここに！ 

著者が何故歯周内科を考えるようになったのか、その経緯と、さまざまなエピソードを 

交えながら、平易な文章で語る。 本書籍は一般向けに書いてあるが、実は、研究会の

会員の間でだけ販売されたり、 待合室、図書館などに配布し、増患対策として用いら

れる限定本である。 現在までにすでに５版が増刷されている。半分のページは治療を

行っている 歯科医院の治療感想を記載してある。 



 

ドクタースタッフ チームで取り組む 消毒・滅菌 

著者 塚本高久（快適歯科空間研究所） 

B5 判・112 頁・オールカラー 

定価 4,320 円(本体 4,000 円＋税) 

医院を、スタッフを、患者さんを、守れますか？ 

患者さんを守り、医院を守る「消毒・滅菌」。 

しかし、いざ取り組むとなると一筋縄ではいきません。 

「どこから滅菌すればいいの？」「滅菌できないものはどうするの？」 

「コストがかさむのでは？」「スタッフへの説明はどうすればいい？」 

本書では、塚本歯科クリニック（愛知県）での実際の取り組みを紹介し、これらの疑問に

ひとつひとつ答えていきます。 



 

あなたの歯科医院が変わる 100のヒント 

塚本高久 著 

A5判／140頁 

定価 3,672円(本体 3,400円＋税) 

ちょっとした工夫・アイデアで医院はガラリ一変イノベーション。 

快適な歯科医院づくりをめざして医院を改革し成功させた著者の、医院経営のアイデア、

工夫の 100項目を一挙公開。 すぐに実践できる、簡単、低コスト、そんな「目からウロコ」

のヒント集。あなたの医院を成功に導くバイブルとして必携の一冊！ 



アロエ

ヨモギ

桧

人　参

海　藻

精製水

ムシ歯を防ぐ・歯垢を除去する・口臭を防ぐ

内容量：100

有効成分のアロエチン・アロミチン・アロエウルシン
が抗細菌作用や抗腫瘍作用、抗潰瘍作用を有します。　
止血・抗菌・消炎・鎮痛作用でアレルギー・高血圧・
頭痛・喘息・胃弱などに良いといわれています。　
ヒノキチオールは抗菌力が強く、抗菌範囲が広く選択
性が少ない。　
成分はサポニン・アミノ酸・ビタミン類・配糖体で代
謝促進作用・血行促進作用などがあります。　
根昆布は、血圧降下作用・育毛効果・がん細胞増殖制
御作用などがあります。　
分子レベルまでにマイクロクラスター化した活性イオ
ン水は浸透力が高く、細菌・ウイルスの除去また活性
酸素を除去する働きがあります。

植物抽出エキス
植物抽出エキス

株式会社発売元：

自
宅で
できる  

マウ
スケア！

ナチュラル


