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社会歯科学研究室 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 
主任教授   平田創一郎   1)歯科医師の地域偏在に関する研究 

  2)歯科医師の倫理・プロフェッショナリズム教育に関する研究 

  3)無床診療所等における医療安全管理体制構築に関する研究 

教  授   石井 拓男   4)20年後に向けての歯科医療 医科歯科連携を取り巻く諸事情 

眞木 吉信   5)自立高齢者および要介護高齢者の口腔保健および機能の実態とその 

改善・向上プログラムの検討 

6)リチウム電池内蔵イオン歯ブラシによる口腔環境と唾液分泌の変化 

准 教 授   四家 秀雄 

助  教   酒寄 孝治   7)自立高齢者および要介護高齢者の口腔保健および機能の実態とその改 

善・向上プログラムの検討－口腔機能の向上を目的とした地域支援事業 

参加者の口腔機能の継続的評価 

8)リチウム電池内蔵イオン歯ブラシによる口腔環境と唾液分泌の変化 

大学院生   田代 宗嗣   9)舌抵抗訓練を含む摂食機能療法による最大舌圧の変化 

10) 高齢者の頸部、体幹、肩甲帯における関節可動域の検討 

小川  真      11)｢介護者のための口腔ケアアセスメント｣の使用と効果 

12) 咬合支持喪失が咽頭部食塊食塊停留に与える影響に関する実験的研 

平木 圭佑   13) 気圧計を利用した嚥下の同定 

 

2. 成果の概要 
 
1) 歯科医師の地域偏在に関する研究 

わが国では、歯科医師数の増加とともに、歯科医療機関の数も同様に増加した。この研究は日本の歯 

科診療所数の増加が地域偏在を改善したかどうかを明らかにすることを目的とした。2000、2005、2010

年の時点での歯科診療所数とすべての市町区村の人口を分析した。人口 10万対歯科診療所数は 2000年

で 49.9、2005年で 52.2、2010年に 53.4であった。ローレンツ曲線とジニ係数を用いて 10万人対歯科

診療所数の分布を検討した結果、国全体のジニ係数は2000年で0.153、2005年で0.164、2010年に53.4

であった。2010年に 0.172であった。この結果から、歯科診療所の増加により、歯科医師の応対可能性

について地域間の不平等が次第に減らされたことを示唆する。 

 

Community Dental Health 31, 1–3, 2014 

 

2) 歯科医師の倫理・プロフェッショナリズム教育に関する研究 

プロフェッショナリズムは情意領域（態度）が主な評価領域で、それは、受入れ、反応、内面化の順に

分類される。振る舞いだけからの評価なら、被評価者はどのように振る舞えば良いかの知識とそのよう

に振る舞う技能があればよく、これでは態度の評価はできず、知識と技能だけの評価になりかねない。

従来から評価は上司が行ってきたが、上司の前で部下は態度良く振る舞うだろうし、特定の場面でしか

評価できない。そこで多様な場面で様々な観察者が評価する 360度評価が用いられるようになってきた。

360度評価では自己評価に加え、評価者の立場の違いによる評価の乖離を評価する。歯学生の周りにい

る、同級生、先輩、後輩、患者、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、その他の医療職種・職員、他の

医療・介護施設の患者・入所者・職員、一般の方等の人的資源をいかに教育に導入するかが問題である。 

 

第33回日本歯科医学教育学会総会および学術大会 北九州市 2014. 7. 5 

 

3) 無床診療所等における医療安全管理体制構築に関する研究 

小規模な無床診療所、特に外来で小外科処置を日常的に実施している歯科診療所における安全管理体制 

の構築は、永遠の課題である。何も起こらないことがゴールであり、インシデントが発生すればすなわ

ち、現体制の問題点の露見にほかならないからである。いかにシステムでヒューマンエラーを低減する

か、そのシステムの構築のための研究を多角的な視点から歯科診療所の協力を得て実施している。 
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4) 20年後に向けての歯科医療 医科歯科連携を取り巻く諸事情 

高齢者への歯科訪問診療と医科歯科連携は国家として推進すべき課題の一つである。歯科の往診は国

民皆保険制度開始時点から制度化されていたがなされることはほとんど無く、国民は歯科の往診制度を

知らないまま 21世紀を迎えた。1994年に要介護老人への歯科医療の提供が医療保険制度で問題となり診

療報酬改定で見直しがなされ歯科の訪問診療が増加したが、需要に対し供給は不足していた。2008年に、

がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病について切れ目のない医療提供ができるよう医療計画を都道府県

が作成することとなった。政府原案には歯科医療は含まれなかったが、多くの都道府県が歯科医療を加

えた医療計画を立案した。その背景には、口腔ケアが各疾患に良好な影響を及ぼす研究成果が示された

こと、歯科医師会が医療計画作成の時に行政当局に歯科の重要性を説いたことがあった。現在、歯科訪

問診療と医科歯科連携は国の政策として推進されていくものとなった。 

 

5) 自立高齢者および要介護高齢者の口腔保健および機能の実態とその改善・向上プログラムの検討 

 

6) リチウム電池内蔵イオン歯ブラシによる口腔環境と唾液分泌の変化 

 

7) 自立高齢者および要介護高齢者の口腔保健および機能の実態とその改善・向上プログラムの検討－口腔

機能の向上を目的とした地域支援事業参加者の口腔機能の継続的評価 

平成 18年度から介護予防における地域支援事業ではハイリスク戦略として、基本チェックリストに

基づいてスクリーニングされた高齢者に対する二次予防事業（旧介護予防特定高齢者施策）が行われて

いる。事業が始まって 7年目を迎え、二次予防事業に参加した者は要介護認定率が低い等の報告もあり、

介護予防の効果が示唆されているが、事業の参加者が少ないこと、事業終了後の継続性などの課題も残

されている。今回、口腔機能の向上を目的とした地域支援事業に参加した高齢者の事業終了後の口腔機

能の変化を1年ごとに継続的に調査した。 

 

8) リチウム電池内蔵イオン歯ブラシによる口腔環境と唾液分泌の変化 

イオン歯ブラシの応用については、歯肉炎などの歯周疾患に対する治療効果、象牙質知覚過敏症に対

する効果、う蝕予防を目的としたフッ化物イオン導入法への応用、歯口清掃効果の向上等について研究

が行われている。本研究は、イオン歯ブラシを成人および高齢者に応用し、唾液分泌促進効果、歯垢除

去効果、歯周病の改善、口腔内細菌数の推移についてイオン歯ブラシの有効性を検討し、成人と高齢者

の比較からイオン歯ブラシによる口腔環境と唾液分泌の改善効果を評価した。高齢者ではイオン歯ブラ

シ使用前後で刺激唾液分泌速度の改善が認められたが、成人では刺激唾液でも安静唾液でも使用前後の

違いは認められなかった。成人で効果が最も顕著だったのは歯垢付着の減少であった。これは唾液中の

総菌数と Lactobacilliの減少があると考えられた。その他の唾液中細菌数は試験期間前後で変化は認め

られなかった。歯周組織の状態は試験期間前後で明かな変化は認められなかった。 

 

9) 舌抵抗訓練を含む摂食機能療法による最大舌圧の変化 

舌は咀嚼や食塊の形成、移送などに大きく関わるため、摂食嚥下機能の評価において舌機能を評価す

ることは重要である。そこでわれわれは、舌圧測定器（TPM-01,JMS社、広島）を用いて、摂食嚥下障害

者の舌圧測定を行い、摂食機能療法による最大舌圧の変化を評価した。対象は病院で歯科訪問診療を行

った摂食嚥下障害患者 8名とした。週に 1度の摂食機能療法（頸部、肩部関節可動域訓練、舌抵抗訓練

を含む口腔周囲筋訓練、口腔清掃）を約 5ヵ月間行った。初回から 1ヵ月ごとに最大舌圧測定と藤島に

よる摂食・嚥下能力グレード（以下、Gr）の評価を行った。その結果、対象者において Grの変化はみら

れなかったものの、最大舌圧は有意に上昇した。また、最大舌圧は初めの 2ヵ月で大きく上昇し、その

後変化なく推移した。摂食機能療法を行うことで、介入初期に舌の筋力が向上し、継続によりそれを維

持できる可能性が示唆された。 

 

老年歯科医学29巻4号、357-361、2015. 3 

 

10) 高齢者の頸部、体幹、肩甲帯における関節可動域の検討 

高齢者におけるROMと摂食嚥下機能との関連性を調べるにあたり重要なのは、健康な高齢者における 

ROMの基準値である。しかし、基準となるものには参考可動域というものがあるものの、あくまで参考 

値であり、年齢別の基準値もさだめられていない。本研究は、健康な高齢者のROM測定を行い、参考可 

動域と比較し高齢者における基準値として頸部、大幹、肩甲帯のROMを検討した。頸部側屈、体幹側屈 

における測定値が小さかったのは、即屈運動が日常の動作でさほど使われないことが関与していると考 

えられた。今後、さらに対象者を増やすとともに、基準値を策定し、要介護高齢者におけるROMと摂食 
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嚥下機能との関係について調査を行う予定である。 

 

老年歯科医学29-2，168-138，2014. 9 

 

11)｢介護者のための口腔ケアアセスメント｣の使用と効果 

老人福祉施設においても誤嚥性肺炎の予防が重要視され、口腔ケアの重要性は認識されてはいるが、

未だ充分に実施されているとは言い難い、全国老人福祉施設協議会では日常の口腔ケアをより効果的か

つ効率的に実施するため、介護職員が口腔内状態や嚥下機能についてアセスメントを行う｢介護者のた

めの口腔ケアアセスメントシート｣を作成した。本調査では実際に老人福祉施設においてこれを使用し、

介護職員が入所者の実態をより適切に把握することができるようにアセスメントシートの改良点を抽出

した。アセスメントシートの使用により入所者の口腔内の状態、特に悪い状態が明確化し、介護者によ

る効果的な口腔ケアが実施される可能性が示唆された。 

 

一般社団法人日本老年歯科医学会第25回学術大会・プログラム・抄録集、141、2014. 6 

 

12) 咬合支持喪失が咽頭部食塊停留に与える影響に関する実験的究 

臼歯部咬合支持の喪失により嚥下時の下顎の固定が不安定となり、良好な摂食嚥下機能に影響を及ぼ 

すことが言われている。本研究では、臼歯部咬合支持の有無が食塊の咽頭流入および嚥下反射に及ぼす 

影響を明らかにすることを目的とした。ゼリーを被験食品とした場合では、咬合支持ありに比べ、咬合 

支持なしでは口腔内処理時間が短く咽頭集積時間が長くなる傾向にあったが、有意な差ではなかった。 

米飯+水ではデータにバラつきがあり、明確な傾向を認めなかった。今後、被験食品の変更および咬合 

支持の有無の設定方法についてさらに改良を加え、検討を進めていく。 

 

第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会抄録集、S154、2014 

 

13) 気圧計を利用した嚥下の同定 

嚥下時に記録される口腔内圧変化に着目し、得られた波形から嚥下の同定が可能か検討した。 摂食 

嚥下機能に問題のない若年者3名を被験者とし、気圧センサーを硬口蓋に設置し、安静時および食事中 

の気圧変化を記録した。また、被験者に嚥下をしたと自覚した時点でスイッチ押しを指示し同時記録し 

た。安静時では安定した波形を得ることに成功し、嚥下の同定が概ね可能であった。気圧計を使用した 

嚥下の同定は安静時において妥当であることが示唆された。 

 

第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会抄録集、S259、2014 

 

3. 学外共同研究 
 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

平田創一郎 子どものこころと身体を見守り支援

する大規模データ収集とリスク予想

モデル構築 

長崎大学 長崎市 藤原 卓 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 
 

研究代表者 研究課題 研究費 

眞木 吉信 イオン歯ブラシ（ランパル）の唾液分泌促進効果 フクバデンタル株式会社

委託研究費 

眞木 吉信 リチウム電池内蔵イオン歯ブラシによる唾液分泌の変化

とそれに伴う口腔環境と口腔機能の改善試験（2014. 

2.1-2015. 1.31） 

フクバデンタル株式会社

委託研究費 
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5. 研究活動の特記すべき事項 
 
シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

平田創一郎 2014. 7. 5 歯科医療人の情意領域（態

度）を誰がどのように評価す

るか 

第 33回日本歯科医学教育

学会総会および学術大会 

北九州市 

平田創一郎 2015. 1.23 (東京医科歯科大学、東北大

学、新潟大学、東京歯科大

学、日本歯科大学) 

連携大学プログラム 特色及

び具体的な取り組み 

健康長寿を育む歯学教育

コンソーシアム キックオ

フシンポジウム 

東京都 

文京区 

眞木 吉信 2014. 5.30 集団フッ化物洗口の普及を考

える 

第63回日本口腔衛生学会 熊本市 

 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

平田創一郎 2014.10.11 リスクマネジメント：ここまで

到達させたいスタンダード 

｢安全文化の考え方と具体的手

法｣ 

第7回日本国際歯科大会 横浜市 

眞木 吉信 2014. 5.16 フッ化物応用の科学的アプロー

チ 

第 52回日本小児歯科学会

大会 

東京都 

品川区 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

眞木 吉信 2014. 5.20 歯磨きの時期やフッ素について 東京都江東区歯科医師会

講演会 

東京都 

江東区 

眞木 吉信 2014. 6. 8 フッ素配合歯磨剤が普及した今

だからこそ、歯科医院でしか伝

えられないフッ素の話 

第26回エルバ2014年度

『眞木吉信教授フッ素セ

ミナー』 

東京都 

中央区 

眞木 吉信 2014. 6.22 カリエスリスク検査評価に基づ

く予防プログラムの構築 

公益財団法人ライオン歯

科衛生研究所｢カリエ

ス・リスクコントロール

セミナー｣ 

大阪市 

眞木 吉信 2014. 6.29 リスクに基づくフッ化物の臨床

応用 

公益財団法人ライオン歯

科衛生研究所｢カリエ

ス・リスクコントロール

セミナー｣ 

大阪市 

眞木 吉信 2014. 7.25 自己点検自己評価について 全国歯科衛生士教育協議

会平成 26年度東北地区

歯科衛生士教育協議会 

山形市 
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眞木 吉信 2014. 7.27 リスクに基づく予防処置 公益財団法人ライオン歯

科衛生研究所｢カリエ

ス・リスクコントロール

セミナー｣ 

大阪市 

眞木 吉信 2014. 8.21 自己点検自己評価について 全国歯科衛生士教育協議

会平成 26年度四国地区

歯科衛生士教育協議会 

高松市 

眞木 吉信 2014. 9. 7 フッ素配合歯磨剤が普及した今

だからこそ、歯科医院でしか伝

えられないフッ素の話 

第27回エルバ2014年度

『眞木吉信教授フッ素

（アドバンス）セミナ

ー』 

東京都 

中央区 

眞木 吉信 2014. 9. 6 歯科衛生士法改正と教育評価に

ついて 

全国歯科衛生士教育協議

会平成 26年度九州地

区・全体会 

鳥栖市 

眞木 吉信 2014.10.18 フッ化物応用の科学的アプロー

チ 

大分県歯科医師会｢8020

運動実践指導者研修会｣ 

大分市 

眞木 吉信 2014.10.25 高齢社会における歯科医療と介

護予防の現状と問題点 

平成 26年度予防・在宅

歯科医療等対応教員養成

講習会 

東京都 

千代田区 

眞木 吉信 2014.11. 4 フッ化物応用の科学アプローチ 新宿区健康部健康推進課

｢デンタルサポーター

（歯科医療機関従事者向

け）研修会｣ 

東京都 

新宿区 

眞木 吉信 2014.11.22 フッ化物応用の新しい考え方 平成 26年度旭川市学校

保健研究集会 

旭川市 

眞木 吉信 2014.11.27 むし歯予防の最新情報～フッ化

物応用と歯みがきを整理する～ 

埼玉県歯科医師会｢学校

歯科医・学校保健指導者

講習会｣ 

さいたま

市 

眞木 吉信 2015. 1.18 思春期の特徴と口腔機能への支

援 

第 24回ライオン New 

Year セミナー｢健康寿命

の延伸を目指した口腔機

能への気づきと支援-ラ

イフステージごとの機能

を守り育てる-｣ 

東京都 

渋谷区 

眞木 吉信 2015. 3. 8 シーラントを科学的に応用する 秋田県・秋田県歯科医師

会主催の講演会｢歯と口

腔の健康づくり推進研修

会・歯科保健分野からの

食支援～食を通じた健康

づくり～乳幼児期及び学

齢期におけるう蝕予防｣ 

秋田市 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
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教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

平田創一郎 2014. 7. 3 東京歯科大学におけるコミュニ

ケーション学の概要 

日本歯科医学教育学会 

ファシリテータ養成セミ

ナー受講者並びに医療コ

ミュニケーション教育担

当者のための 情報交

換・交流会（第 5回フォ

ローアップ・セッショ

ン） 

北九州市 

 

教育ワークショップ・FD研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

平田創一郎 2014. 9. 7 

-10 

歯科医療振興財団 プログラム責任者

講習会 

タスクフォース 裾野市 

平田創一郎 2014.10. 4 

-5 

臨床研修指導歯科医講習会 タスクフォース 東京都 

千代田区 

平田創一郎 2014.10.18 

-19 

厚生労働省 医師又は歯科医師に対す

る再教育研修 

講師 和光市 

平田創一郎 2014.12. 6 

-7 

歯学系OSCEワークショップ タスクフォース 東京都 

千代田区 

酒寄 孝治 2014.12. 6 

-7 

歯学系OSCEワークショップ ファシリテーター 東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

平田創一郎 2015. 2.19 平成26年度東京歯科大学 第4学年CBT 実施副責任者 東京都 

千代田区 

平田創一郎 2015. 3. 1 平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 実施責任者 東京都 

千代田区 

 

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

平田創一郎 2014. 4.24 社会歯科学 大阪大学歯学部・5年生 吹田市 

眞木 吉信 2014. 5.26 歯科管理学 東北大学歯学部・4年生 仙台市 

眞木 吉信 2014. 7.14 医事法制 東北大学歯学部・4年生 仙台市 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 
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眞木 吉信 2014. 8. 7 公衆衛生から考えるフッ化物洗

口の意義 

鴨川市健康推進課｢フッ

化物洗口事業研修会｣ 

鴨川市 

酒寄 孝治 2014.11. 7 命の入り口 心の出口 一般社団法人千葉県歯科

衛生士会 8020フッ化物

洗口普及事業研修会 

大網白里

市 

眞木 吉信 2014.11.26 フッ化物応用の基本とフッ化物

洗口の実際 

公益社団法人千葉市幼稚

園協会・8020運動講演

会 

千葉市 

 

その他メディア等への掲載・出演 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

眞木 吉信 2014.12.10 インプラントのメインテナンス

におけるフッ化物応用について 
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