
 
 

 

 

社会歯科学講座 

 
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)カラーゾーニングとピクトサインを用いた感染経路別予防策の推進に関す  

る研究 

2)歯科専門医の地域偏在に関する研究 

3)市民参加型歯科医学教育の開発 

4)歯科医師臨床研修に関する研究 

教  授  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 

7)予防歯科学・口腔衛生学およびフッ化物応用に関する教育の 29 大学 

間の差異と教育時間の減少 －予防歯科学・口空衛生学教育の現状調査 

2011－ 

准 教 授  四家 秀雄  8)歯科個別指導の実際と留意点 

助  教  酒寄 孝治  9)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 

10)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 

11)歯科医院のコンプライアンス-病院・診療所の広告規制 

 

2. 成果の概要 

 
1) カラーゾーニングとピクトサインを用いた感染経路別予防策の推進に関する研究 

東京歯科大学千葉病院の外来および本学附属病院の協力型臨床研修施設である歯科診療所外来において、

ATP+AMP ふき取り検査を実施し、環境表面各所の汚染度の測定を行った。これにより、ハイリスク領域の

洗い出しを行い、測定場所と測定時間のプロトコルを作成した。並行して、複数の色・形状のピクトグラ

ムの試作を行っており、これらを用いた環境表面の汚染防止のための接触抑止効果を測定する予定である。 

 

2) 歯科専門医の地域偏在に関する研究 

広告可能な 5 つの歯科専門医（口腔外科専門医、小児歯科専門医、歯周病専門医、 歯科麻酔専門医お

よび歯科放射線専門医）の地理的分布について評価することを目的に、全国 349 の 2 次医療圏人口につい

ては、住民基本台帳人口（2012 年）より、 広告可能な 5 つの歯科専門医の歯科医師数は、医師・歯科 

医師・薬剤師調査（2012 年）より得て調査を行ったところ、各歯科専門医とも 2 次医療圏の人口規模が

大きくなるに従い、配置率が増加していた。各歯科専門医数は 2 次医療圏数に比較して少なく、地域偏在

も大きい。その中でも口腔外科専門医と小児歯科専門医は比較的均等に分布していた。一方、歯科 麻酔

専門医と歯科放射線専門医は、都市部の大学病院等に勤務している可能性が高 く、不均等度が大きい。

歯科専門医の地理的分布は、経時的に変化することが想定されるため継続的なモニタリングが求められる。 

 

（大川 由一、平田 創一郎: 日本における広告可能な歯科専門医の地理的分布. 日本歯科医療管

理学会雑誌(0387-5687)50 巻 1 号 Page27(2015.05),2015） 

（大川 由一、平田 創一郎、那須 郁夫、平田 幸夫: 臨床研修歯科医師における就業地選択の意

向と影響要因. 日本歯科医療管理学会雑誌(0387-5687)50 巻 1 号 Page30(2015.05),2015） 

 

3) 市民参加型歯科医学教育の開発  

平成 21 年度文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」【テーマ A】「大学教育推進プログラム」に

基づき「個々のニーズに応えられる歯科医師養成～高い倫理観とコミュニケーション能力に基づく総合診

療計画立案能力の向上～」を実施した。模擬患者より現実の患者に近い対応をして頂く市民参加型教育団

体「Patient Community（略称 P-Com）の設立」が柱の 1 つである。P-Com メンバーの方々にはコミュニケ



 
 

 

 

ーション学教育に携わって頂いている。P-Com 登録者数は 2010 年度 15 名、2011 年度 20 名、2012 年度 26

名で、着実に登録者が増加していた。P-Com 参加形式のコミュニケーション学実施回数と参加のべ人数は

2010 年度 2 回 14 名（平均 7 名）、2011 年度 9 回 39 名（平均 4.3 名）、2012 年度 15 回 78 名（平均 5.2

名）であり、P-Com 登録者はコンスタントにコミュニケーション学に参加していた。授業参加後のコメン

トは年を追うごとに③提案・応援型が増え、P-Com メンバーの授業参加に対する意識の変化が生じている

と思われた。 

 

（山本 仁、高橋 尚子、村上 聡、平田 創一郎、杉原 直樹、高橋 俊之、望月 隆二、河田 英司、 

井出 吉信: 東京歯科大学市民参加型教育団体 Patient Community 登録者の授業参加について. 日

本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集 34 回 Page146(2015.07),2015） 

 

4) 歯科医師臨床研修に関する研究 

2006 年度の歯科医師臨床研修必修化に伴って、研修歯科医の労働者性についても明確となった。しか

し研修歯科医の労働生産性は低く、研修歯科医の雇用は不採算であると言われている。そこで、東京歯科

大学水道橋病院における研修歯科医の勤務状況と医療収入に関して分析を行ったところ、延べ患者数につ

いて、臨床研修後期には当院非常勤歯科医師群との間で有意差がなくなっていた。また、一患者あたりの
保険診療単価については、臨床研修中期以降、非常勤歯科医師群の保険診療単価と有意差が認められなく

なっていた。これらのことから、研修歯科医が行う診療は時間的な診療効率は良くないが、保険診療行為

の観点からすれば、研修歯科医は十分な診療能力を有していることが示唆された。今後、研修歯科医の労

働生産性を向上させるためには、時間的な診療効率の向上が必要であり、具体的研修方略を工夫すること

の必要性が示唆された。 

 

（ Sugito H, Hirata S, Sakayori T, Sato Y, Furusawa M, Yamashita S: Treatment 

Capabilities of Postgraduate Dental Trainees at Tokyo Dental College Suidobashi 

Hospital Based on Dental Services Income. Bull Tokyo Dent Coll 56:153-160,2015） 

 

5) 9)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。 

 

(Sakayori T, Maki Y, Ohkubo M, Ishida R, Hirata S, Ishii T. Longitudinal Evaluation of 

Community Support Project to Improve Oral Function in Japanese Elderly. Bull Tokyo Dent 

Coll doi:10.2209/tdcpublication.2015-0035) 

 

6) 10)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現在まで、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

症に対する区か、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、の４項目により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、健常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。健常成人において効果が最も顕著だったのは歯垢付着の減少であった。

その背景に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
機関前後では変化が認められなかった。また、歯肉炎および歯周炎といった歯周組織の状態は試験機関前

後で明かな変化は認められなかった。 

 

7) 予防歯科学・口腔衛生学およびフッ化物応用に関する教育の 29 大学間の差異と教育時間の減少 ‒予防 

歯科学・口腔衛生学教育の現状調査 2011- 

歯科医師法では公衆衛生の工場および増進が明記されており、予防歯科学・口腔衛生学は歯科分野で公



 
 

 

 

衆衛生教育の中心を担う、またう蝕は減少しているが、現在でも有病率や健康格差が大きく公衆衛生的対

応が求められ、近年の政策や条例にフッ化物応用が明記されつつある。根面う蝕対策としてフッ化物塗布

が保険収載されるなど利用が広がる一方で非科学的な反対論も存在するため、適切な知識を有する歯科医

師の養成が求められる。そこで各大学の予防歯科学・口腔衛生学、フッ化物に関する教育の実態を把握す

るために、日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会は、1998 年に引き続き 2011 年 9 月に全国の 29 歯科大

学・歯学部を対象に質問票調査を行った。結果、予防歯科学・口腔衛生学の教育時間の大学間の最大差は、

講義で 8,340 分、基礎実習で 2,580 分、臨床実習で 5,400 分となっていた。フッ化物に関する教育の時間

も大学間によって講義で最大 540 分、基礎実習で 280 分、臨床実習は 510 分の差異があり臨床実習は実施

していない大学も存在した。さらに 1998 年調査と比較して、教育実習や自習実施大学が減少しており、

特に予防歯科学・口腔衛生学の臨床実習は 1,319 分も減少していた。また非科学的なフッ化物への反対論

への対応など実践的な教育を行っている大学が少なかった。予防歯科学・口腔衛生学およびフッ化物応用

に関する講義や実習の減少が認められたことから、これらの時間および内容の拡充が望まれる。 

 

（相田潤、田浦勝彦、 荒川浩、 小林清吾、 飯島洋一、 磯崎篤則、 井下英二、 八木稔、 眞木

吉信  予防歯科学・口腔衛生学およびフッ化物応用に関する教育の 29 大学間の差異と教育時間の

減少 ‒予防歯科学・口腔衛生学教育の現状調査 2011-. 口腔衛生会誌 J Dent Hlth65:362-
369,2015） 

 

8) 歯科個別指導の実際と留意点 

東京歯科大学 3 病院（水道橋病院、千葉病院、市川総合病院）の診療録適正化対策を行った。保険診療

は契約診療であり、厳格なルールを身につける必要がある。各病院において、診療に従事する歯科医師へ、

個人面接や講座単位のランチミーティングを通じて必要な情報提供を行った。各病院における種々の問題

を全員が共有し迅速且つ斬新なアイディアを出し合い、風通しの良い仕事環境づくりが急務であった。 

 

11) 歯科医院のコンプライアンス－病院・診療所の広告規制 

病院、診療所などの医療機関の広告は医療法で規制されている。医療に関する広告の基本的な考え方と

して、医療は生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告に誘引され、不適当なサービスを受けた場

合の被害が大きいこと、専門性の極めて高いサービスであることから、医療を受ける者が事前に判断する

ことが困難であることが背景にある。そのため。医療を受ける者が適切な医療機関を選択することができ

るように、正確な情報が提供され、医療機関の選択を支援する観点から、客観的・正確性を確保し得る事

項については、広告事項として幅広く認めるものである。広告は、患者の受診等を誘因する意図があるこ

と（誘因性）、医業・歯科医業を提供する者の氏名・名称、病院・診療所の名称が特定可能であること

（特定性）、一般人が認知できる状態にあること（認知性）、この 3 要件を満たすものとされる。厚生労

働省から「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のた

めの指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）」が出され、詳細が定められている。ガイドラインに

おいて、通常の学術論文や学会発表、新聞・雑誌の記事、体験談、院内掲示・パンフレット等はこれらを

満たすものではなく、広告とはみなさないとしている。しかし、これらも広告の 3 要件を満たす場合は広

告と判断される。このように医療機関の広告は規制がなされているが、現状において市中を見渡すと必ず

しもこのガイドラインを遵守していないことが伺える。今後はこれらの実態を把握し、適切な広告の在り

方を検討していく予定である。 

 

（歯科医院のコンプライアンス 広告ではないけど、実は広告です. 日本歯科評論 Vol.75 No.11 

2015-11） 

 

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 



 
 

 

 

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 歯科専門医の地域偏在に関する研究 
千葉県立保健医療

大学 
千葉市 大川 由一 

 

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 科研費の場合は種別も記載 

平田創一郎 
カラーゾーニングとピクトサインを用いた感染経

路別予防策の推進に関する研究 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究（C） 

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（H26.2.1-H27.1.31） 

フクバデンタル株式会社委託研

究費 

  

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 

眞木 吉信 2015. 5.27 

ﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

フッ化物配合歯磨剤はインプ

ラント周囲炎を誘発するか？ 

第 64 回日本口腔衛生学

会 
つくば市 

眞木 吉信 2015. 5.28 
歯科衛生士教育におけるフッ

化物応用の位置づけ 

第 64 回日本口腔衛生学

会 
つくば市 

 

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 

(座長) 
2015. 7.10 

『歯科医師臨床研修制度のこれ

までとこれから～必修化後 10

年を迎えて』 

第 34 回日本歯科医学教

育学会総会および学術大

会 

鹿児島市 

平田 創一郎 2015. 9.20 

Organizational structure in 

the field of dentistry in 

Japan 

The 1st Taiwan 

International 

Dentistry Forum  

Taipei 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

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 

平田 創一郎 2015. 5.30 

(共同演者) 

1.日本における広告可能な歯科

専門医の地理的分布 

2.臨床研修歯科医師における就

業地選択の意向と影響要因 

第 56 回日本歯科医療管

理学会 
岡山市 

平田 創一郎 2015. 7.10 

(共同演者) 

東京歯科大学市民参加型教育団

体 Patient Community 登録者

の授業参加について 

第 34 回日本歯科医学教

育学会総会および学術大

会 

鹿児島市 

眞木 吉信 2015. 6. 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 28 回エルバ 2015 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 2015. 6.21 
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 2015. 6.28 
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 2015. 7.26 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 2015. 8.20 

基調講演「歯科衛生士教育―フ

ッ化物応用の安全と有効性に関

する誤解をどう解くか―」 

全国歯科衛生士教育協議

会平成 27 年度四国地区

歯科衛生士教育協議会 

徳島市 

眞木 吉信 2015. 8.30 
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｣ 

東京 

品川区 

眞木 吉信 2015. 9. 3 
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｣ 

東京 

品川区 

眞木 吉信 2015. 9.13 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｣ 

東京都 

品川区 



 
 

 

 

眞木 吉信 2015.10. 4 

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 29 回エルバ 2015 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 2015.11. 1 

歯科衛生士の職を離れた歯科衛

生士の教育、復職歯科衛生士の

動向について 

日本歯科衛生士会平成

27 年度北海道・東北ブ

ロック連絡協議会研修会 

秋田市 

 

眞木 吉信 2015.11.12 フッ素で始めるむし歯予防 
北埼玉歯科医師会｢第 30

回口腔衛生指導講習会 
行田市 

眞木 吉信 2015.12.20 

フッ素セミナー 

｢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｣ 

『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 2016. 1. 9 

フッ化物配合歯磨剤は（チタ

ン）インプラント周囲炎のリス

クとなるか？ 

ＦＭＳインプラント研究

会新年会特別講演会 

東京都 

中央区 

眞木 吉信 2016. 1.14 

乳幼児のむし歯予防とフッ素 

―トリートメントからウェルネ

スへ― 

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 2016. 1.27 

子供の歯と口の健康づくりで大

切なこと｢噛むことはあいなの

だ～子供の歯・・・・・～｣ 

平成 27 年度文部科学省

委託事業保護者のための

歯科保健講演会 

金沢市 

眞木 吉信 2016. 1.28 
思春期の歯科保健指導をどう

するか 

平成 27 年度文部科学省

委託事業中学校歯科保健

指導者実践発表会 

金沢市 

眞木 吉信 2016. 1.31 
健康寿命の延伸を目指した口腔

機能への気づきと支援 

第 25 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 

千代田区 

眞木 吉信 2016. 2.21 
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｣ 

東京 

品川区 

眞木 吉信 2016. 2.25 
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｣ 

東京 

品川区 



 
 

 

 

眞木 吉信 2016. 2.28 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｣ 

東京都 

品川区 

眞木 吉信 2016. 3. 9 

う蝕予防に効果的なフッ化物応

用とは？ 

-この５年間の様変わりを解き

ほぐす- 

千葉市歯科医師会・口宴

会 
千葉市 

眞木 吉信 2016. 3.10 

フッ素配合歯科剤が普及したい

まだからこそ、歯科医院でしか

伝えられないフッ素の話 

藤沢市歯科医師会第１回

学術講演会｢眞木吉信教

授のフッ素セミナー｣ 

藤沢市 

四家 秀雄 2015. 4. 4 
歯科『個別指導の実際と留意

点』 

富山県保険医協会｢2015

年 第 3 回歯科個別指導

監査懇談会｣ 

富山市 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 

 
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 2016. 1.26 
事業報告：各大学からの報告（東京

歯科大学） 

課題解決型高度医療人材育

成プログラム「健康長寿を

育む歯学教育コンソーシア

ム」第 2 回シンポジウム 

仙台市 

 

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 
2015. 

7.11-12 

倫理・プロフェッショナリズム

教育委員会ワークショップ 
講師 鹿児島市 

酒寄 孝治 
2015.  

7.11-12 

倫理・プロフェッショナリズム

教育委員会ワークショップ 
ファシリテータ 鹿児島市 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

平田創一郎 

2015. 4. 2 

9. 3-5 

11. 2､ 

11. 9 

歯学系 CBT 事後評価解析委

員会 
委員 

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 2015. 4. 9 社会歯科学 大阪大学歯学部・５年生 吹田市 



 
 

 

 

眞木 吉信 2015. 6. 1 歯科管理学 東北大学歯学部・４年生 仙台市 

眞木 吉信 2015. 6.15 医事法制 東北大学歯学部・４年生 仙台市 

平田 創一郎 2016. 1.27 衛生行政 東京歯科衛生専門学校 東京都北区 

酒寄 孝治 

2015.10. 7, 

14,21, 

11. 4,11, 

18,27, 

12.09 

衛生行政 東京歯科衛生専門学校 東京都北区 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

鑑定書 

鑑定人 年月日 種別（鑑定書） 依頼者 

平田創一郎 
2015.11.13､ 

12. 4 
調書 警視庁生活安全部生活環境課保健衛生第一係 

 

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 

眞木 吉信 2015. 8. 6 
むし歯予防に対するフッ化物応

用の安全性 

鴨川市健康推進課｢フッ

化物洗口事業研修会｣ 
鴨川市 

 


