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1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授   平田創一郎  1)高齢者の現在歯数をいかにして増やすか 

－東京都におけるパーセンタイル曲線の検討－ 

2)歯科医師の需給に関する研究 

3)歯科における倫理教育（倫理プロフェッショナリズム教育） 

4)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 

5)市民参加型歯科医学教育の開発 

6 歯科医師臨床研修に関する研究 

7)東京都歯科口腔保健推進に関する研究 

－大学生における歯科保健行動及び口腔内状況調査－ 

8)東京都歯科口腔保健推進に関する研究 

－在宅療養患者を取り巻く口腔ケア・在宅歯科診療の現状調査－ 

9)ハンドピースの基本的使用法訓練用ツールの開発 

～臨床基礎準備実習の実施に向けて～  

10)効果的な知識習得のための技能を簡略化するスケッチ実習ツールの開発

助  教   酒寄 孝治  11)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 

12)東京都歯科口腔保健推進に関する研究 
－大学生における歯科保健行動及び口腔内状況調査－ 

13)東京都歯科口腔保健推進に関する研究 

－在宅療養患者を取り巻く口腔ケア・在宅歯科診療の現状調査－ 

14)ハンドピースの基本的使用法訓練用ツールの開発 

～臨床基礎準備実習の実施に向けて～ 

15)効果的な知識習得のための技能を簡略化するスケッチ実習ツールの開 

田代 宗嗣  16)高齢者の現在歯数をいかにして増やすか 

－東京都におけるパーセンタイル曲線の検討 

17)歯科における倫理教育（倫理プロフェッショナリズム教育） 

18)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 

19)東京都歯科口腔保健推進に関する研究 

－大学生における歯科保健行動及び口腔内状況調査－ 

20)東京都歯科口腔保健推進に関する研究 

－在宅療養患者を取り巻く口腔ケア・在宅歯科診療の現状調査－ 

21)ハンドピースの基本的使用法訓練用ツールの開発 

～臨床基礎準備実習の実施に向けて～ 

22)効果的な知識習得のための技能を簡略化するスケッチ実習ツールの開発 

 

2. 成果の概要 

 

1) 16) 高齢者の現在歯数をいかにして増やすか －東京都におけるパーセンタイル曲線の検討－ 

高齢者の現在歯数を増加させる歯科保健施策の提案を行うことを目的に、平成 21 年度及び 26 年度「いい

歯東京」達成度調査の東京都歯科診療所患者調査資料を用いて、現在歯数の年齢別経年比較、パーセンタイ

ル曲線の比較を行った。年齢別経年比較において、H26 では H21 と比較して 60 歳で現在歯数が有意に増加

していた。パーセンタイル曲線では、概ね現在歯数の増加がみられたが、90 パーセンタイル曲線の 70 歳以

降では変化がみられなかった。また 75、90 パーセンタイル曲線において現在歯数が 25 本を切ると歯の喪失

に加速がみられ、90 パーセンタイル曲線においては 20、45 歳頃、歯の喪失に加速がみられた。大学・企業
歯科検診実施や歯周疾患検診実施率の向上と、歯の喪失予防のための保健指導が必要と考える。ハイリスク



ストラテジーとして 20 代で 26 本以下、40 代で 24 本以下の者に対し定期的な歯科受診と歯の欠損に対する

積極的な治療を促す施策が重要と考える。 

 

田代宗嗣, 酒寄孝治, 大澤航介, 谷口健太郎, 髙橋哲夫, 山崎一男, 山本秀樹, 山田善裕,白井淳子, 平

田創一郎：高齢者の現在歯数をいかにして増やすか ―東京都におけるパーセンタイル曲線の検討―．社

会歯科学会雑誌, 9(1):47, 2016 

 
2) 歯科医師の需給に関する研究 

過剰とは、供給不足がない状態を指すが、高齢者や障害者をはじめとする受診困難な者に対する歯科医療

ニーズは現存する。歯科診療所の数はコンビニより多いと揶揄されるが、専門性が高いほど 1 人では対処で

きず、一人歯科診療所では提供が困難である。また、1 人では診療所を空けることが難しく、訪問診療、周

術期口腔機能管理や退院時カンファレンスといった医療連携に資することもできない。歯科医師が過剰なの

ではなく、歯科診療所が過剰であると考えることができる。これに対し、不足している診療領域に歯科

医師を配置するために、複数の歯科医師が勤務し、訪問診療や入院診療にも対応できる歯科医療

機関を増やすことが現実的な対応だろう。また、全ての歯科医師が同じ歯科医療を提供できるの

であれば、歯科医療の充足・均てん化が進むにつれ価値は下がるのは条理である。専門分化して

いくことも、歯科医療の価値を高めるには必要な方策であろう。 
 

 

3) 歯科における倫理教育（倫理プロフェッショナリズム教育）  

作成した「2013 年度版 良き歯科医師になるための 20 の質問 倫理的検討事例集」（以下、本事例集）

の教育担当者による活用を、全国の大学歯学部・歯科大学に依頼した。本事例集の使用実態を把握するとと

もに、改訂のための意見収集を目的として調査を行った。使用学年は 1～5 年にほぼ均等に分布し、低学年

では大学生活の関するもの、高学年では臨床に関するものが多かった。今後希望する事例としては、初年次

教育に利用できるもの、高齢者への配慮、認知症、終末期医療などに関するものがあった。 

また、倫理・プロフェッショナリズム教育において、全国の大学歯学部・歯科大学で広く活用できるよう、

本事例集内の１事例を映像化し、DVD を制作した。 

 

平田創一郎, 酒寄孝治, 山本龍生, 木尾哲朗, 尾崎哲則, 樫 則章, 角 忠輝, 和田尚久, 平田幸夫 

全国歯科大学・歯学部における｢2013 年度版 よき歯科医師になるための２０の質問 倫理的検討事例

集｣の利用状況、日本歯科医学教育学会・学術大会プログラム・抄録集 35 回、104-104、2016.07 

 
4) 18) カラーゾーニングとピクトグラムを用いた感染経路別予防策の推進に関する研究 

平成 27 年度に東京歯科大学水道橋病院及び千葉病院の外来において実施した ATP+AMP 拭き取り検査の結

果から、ハイリスク領域の洗い出しを行い、測定場所のプロトコルを作成した。作成したプロトコルに基づ

き、東京歯科大学水道橋病院及び千葉病院並びにライオン歯科衛生研究所東京デンタルクリニックの外来に

おいて、ビデオカメラによる医療従事者のハイリスク領域への接触と、処置前後でのハイリスク領域の

ATP+AMP 拭き取り検査のデータを取得中である。並行して複数の色・形のピクトグラムの試作を行っており、

前述の測定結果をコントロールとし、ピクトグラムによる接触抑止効果を測定する予定である。 

 

 

5) 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、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）」を設立した。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 メ

ンバーは平成 28 年現在 32 名となり、着実に増加している。P-Com メンバーはコンスタントにコミュニケー

ション学に参加しており、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。また、P-Com メンバーが実習に参加することによ

り、学生の学修態度にも良い効果が期待される。 

 

 

6) 歯科医師臨床研修に関する研究 

生涯研修につながる質の高い歯科医師養成のため、歯科医師臨床研修制度の見直しに反映させることを目

的として、歯科医師臨床研修プログラムや指導歯科医師講習会の内容、及び生涯研修プログラムを分析した。

歯科医師臨床研修プログラムの到達目標では周術期、保険診療・診療録記載、全身管理、医療安全、感染予



防、問題対応能力については殆どが既に実施しているか、絶対に実施が必要との回答であった。一方、地域

医療、介護保険は必要性が低い結果であった。指導歯科医師講習会のテーマでは、『新たな歯科医師臨床研

修制度』と『医療安全・感染予防』が大半であったが、現在の指導歯科医に求められるテーマに必ずしもマ

ッチしていないことが示唆された。よって、１年目の歯科医師として広く一般的に身につけておくべき到達

目標について、卒前教育から生涯研修までの連続性を考慮しつつ必要な見直しを行い、それを踏まえた研修

実施体制を再構築する必要がある。 

 
平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金・地域医療基盤開発推進研究事業・歯科医師の養成及び評価に関

する総合的研究 平成 28 年度総括・分担研究報告書 

分担報告書 １．歯科医師臨床研修の到達目標の見直しのための基礎調査 11-65 

 ２．指導歯科医講習会で取り上げるテーマに関する競う調査 67-77 

 ３．生涯研修に関する実態調査 79-115 

 

7) 12) 19) 東京都歯科口腔保健推進に関する研究－大学生における歯科保健行動及び口腔内状況調査－ 

高齢者の現在歯数を増加させる施策を提案することを目的に、東京都「大学生における歯科保健行動及び

口腔内状況調査」のデータを用い、大学在学生の歯科保健行動及び口腔内状況を考察した。平均現在歯数は

28.8 本、平均未処置歯数は 1.1 本、歯肉に所見のない者は 63.6％であり、良好な結果を示した。歯科保健

行動に関しても、概ね良好な結果を示した。「１年以内に『歯科医院』にかかった者」、「かかりつけ歯科

医を決めている者」、「8020 運動を知っている者」の割合が低い値を示した。大学近隣の歯科診療所を紹

介したリーフレットの配布、東京都医療機関案内「ひまわり」等の周知などの取組が、現在の住所地でかか

りつけ歯科医を決め、定期的な歯科受診を促す有効な手段であると考えられる。20 代、もしくはそれより

若い世代に対し、8020 運動の普及啓発とあわせて、歯科保健に関する知識の向上を図ることで、生涯に渡

る健康、即ち半世紀後の 8020 に寄与するものと考える。 

 

8) 13) 20) 東京都歯科口腔保健推進に関する研究－在宅療養患者を取り巻く口腔ケア・在宅歯科診療の現

状調査－ 

より良い在宅歯科診療・口腔ケアの提供体制を作るために、ケアマネジャーの歯科口腔保健に対する認識、

在宅療養者の歯科支援の実態を把握することを目的に、東京都「在宅療養患者を取り巻く口腔ケア・在宅歯

科診療の現状調査」の結果をもとに、集計を行った。在宅療養者を担当するケアマネジャーの歯科の知識あ

るいは歯科への関心が乏しい傾向がうかがわれた。担当する利用者の口腔内の状況を把握している者は

79.5％であるが、自身で口の中を見ているわけではなく、歯科的介入の必要性が見落とされている可能性も

十分に考えられる。居宅サービス利用者の内、定期的に歯科による口腔ケアを受けていないのは 56.8％で、

その理由は「本人が希望しないから」が 46.9％と最も多かった。また、食事や口に関する相談先は歯科医

師が最も多く、次いでケアマネジャーが多かった。要介護度が上がるほど、口腔清掃が誤嚥性肺炎防止につ

ながることを知っていた。 

 

9) 14) 21)ハンドピースの基本的使用法訓練用ツールの開発 ～臨床基礎準備実習の実施に向けて～ 

歯科用ハンドピースの使用方法は従来、実際に切削することで練習してきたため、決まった場所でしか行

えなかった。ポイントの代わりに鉛筆を付け、切削ではなく筆記させることで、安価にいつでもどこでもハ
ンドピースの使用方法の訓練を行える歯科用ハンドピース型技能訓練具と、それを用いた訓練プロトコルを

開発した。本学１，２年生を対象に訓練を行わせたところ、実際に切削せずとも切削の基本的技能は上達す

る可能性が示唆されたものの、立体的な形態には十分対応できない可能性が覗われた。この結果をもとに立

体的な形態に対応しうる訓練プロトコルを開発する。あわせて、対象者を増やし、さらなる検討を行う予定

である。 

 

10) 15) 22) 効果的な知識習得のための技能を簡略化するスケッチ実習ツールの開発 

スケッチ実習は組織学の学習の上で極めて一般的な学習方略である。その行動目標は組織構造を形態的に

識別・抽出し、関連する知識を身につけることであり、認知領域の解釈に相当する。一方、スケッチを行う

上では描画するという精神運動領域が必ず要求される。したがって、学習者がスケッチの技能が下手なため、

あるいは逆に上手なために知識が身についているか判断できない場合が散見される。スケッチの技能の上達

は必ずしも行動目標ではないため、効率よく知識を習得するための学習ツールが望まれる。そこで今回、ス

ケッチ実習ツールを開発したので報告する。書字や絵画の初学者に対する学習方略には、なぞる、模写する

といった方法が一般的である。そこで、理想的なスケッチがどの部位をどのように抽出し描画しているかを

動画で示し、学習者はそれを模写する方法をツール化した。 

本法のメリットは、精神運動領域という学習に時間がかかる方略を自学自習、反復継続することができる

ところにある。今後、本ツールの学習への効果を評価する予定である。 



 

平田創一郎, 山本 仁, 高橋尚子, 石川 昂, 酒寄孝治, 田代宗嗣 

効果的な知識習得のための技能を簡略化するスケッチ実習ツールの開発、日本歯科医学教育学会・学術大

会プログラム・抄録集 35 回、119-119、2016.07 

 

11）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。し

かし、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。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。事業の

開始時と終了時の口腔機能を比較すると、開始時に比べ機能の向上傾向がみられた。しかし、事業終了から

は口腔機能が低下する傾向がみられ、特に事業で学んだ口腔機能の維持・向上のための体操を事業終了後も

続けていなかった者は、続けていたものに比べ低下が著名であった。事業は口腔機能の向上に一定の効果が

あることが示唆されたものの、事業終了後の効果の維持が今後の課題と考えられる。 

 

Takaharu Sakayori, Yoshinobu Maki, Mai Ohkubo, Ryo Ishida, SoIchiro Hirata, Takuo Ishii: 

Longitudinal Evaluation of Community Support Project to Improve Oral Function in Japanese 

Elderly. The Bulletin of Tokyo Dental College Vol. 57 (2016) No. 2 

 

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 
わが国における歯科医療倫理学の構

築のための発展的研究 
大阪歯科大学 大阪市 樫  則章 

平田創一郎 
歯科医療人プロフェッショナルと患

者ニーズに関する調査 
九州歯科大学 北九州市 木尾 哲朗 

平田創一郎 
歯学教育モデル・コア・カリキュラ

ム 

文部科学省 

(東京医科歯科大

学） 

東京都 嶋田 昌彦 

 

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 

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) 

平田創一郎 

東京都歯科口腔保健推進に関する研究 

1.歯科保険行動及び口腔内状況調査 

2.在宅療養患者を取り巻く口腔ケア・在宅歯科診

療の現状調査 

東京都歯科口腔保健推進事業 

平田創一郎 フッ化物洗口の効果を検証するための調査 
財団法人千葉市歯科医師会委託

契約事業 

平田創一郎 
ハンドピースの基本的使用法訓練用ツールの開発 

～臨床基礎準備実習の実施に向けて～ 
平成 28 年度学長奨励教育助成 

 



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 2016. 6.12 
2025 年、歯科医師は過剰か あ

らためて問う 大学の立場から 

第 1 回社会歯科学会総

会・学術大会 

東京都 

千代田区 

 

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 2018.11.27 
他業種から学ぶ安全管理～事故

調査制度を考える 

日本歯科医療管理学会平

成 28 年度東北支部総

会・第 20 回学術大会 

盛岡市 

 

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 2016,12,14 
摂食機能発達相談に必要な基礎

知識 

神奈川県厚木保健福祉

事務所・摂食機能発達

支援研究会 

厚木市 

 

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 2016.12. 7 

歯科医師としての人格を涵養し 

～倫理・プロフェッショナリズ

ム教育の開発～ 

日本歯科医学教育学会第7
回歯科医学教育者のための

ワークショップ 

千葉市 

 

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 2016. 7.28 

文部科学省高等教育局 

平成 28 年度 医学･歯学教育指導

者のためのワークショップ 

モデレーター 
東京都 

港区 

平田創一郎 
2016. 

9.11-14 

平成 28 年度プログラム責任者講

習会 
講師・タスクフォース 千葉市 

平田創一郎 2016. 9.28 
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・タスクフォース 

東京都 

千代田区 

平田創一郎 
2017. 

3.25-26 
厚生労働省｢再教育研修｣ ファシリテータ 和光市 

平田創一郎 
2016.  

8. 6- 7 
第 34 回地域歯科保健研究会 タスクフォース・事務局 千葉市 

酒寄 孝治 
2016. 

8. 6- 7 
第 34 回地域歯科保健研究会 事務局 千葉市 



田代 宗嗣 
2016. 

8. 6- 7 
第 34 回地域歯科保健研究会 参加者・事務局 千葉市 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

平田創一郎 

2016.04.05 

04.13、05･

09、05.26 

06･20、06･

27 

歯学系 CBT 事後評価解析委員会 委員 東京 

平田創一郎 2017. 2.25 
東京歯科大学 2017 年度共用試

験歯学系 OSCE  
実施責任者 東京 

 

教育用ソフトウェア・ハードウェアの開発 

制作者 年月日 種別 名称・内容 

平田創一郎 2016. 7. 1 
ソフトウェ

ア 

効果的な知識習得のための技能を簡略化するスケッチ実習

ツール 

平田創一郎 2017. 3.22 
ハードウェ

ア 
ハンドピースの基本的使用法訓練用ツール 

平田創一郎 2017. 3.17 
ソフトウェ
ア 

倫理・プロフェッショナリズム教育 学修教材 
「入れ歯はひとつ」（DVD） 

 

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 2016. 4.28 社会歯科学 大阪大学歯学部・５年生 吹田市 

平田 創一郎 2017. 1.25 
3 年包括授業（国家試験対

策） 
東京歯科衛生専門学校 東京 

酒寄 孝治 
2016. 

10-12(8 回) 
衛生行政 東京歯科衛生専門学校 東京 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 
鑑定書 

 

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 

田代 宗嗣 
2017. 

2.11-12 

倫理・プロフェッショナリズム

教育 学修教材 

「入れ歯はひとつ」（DVD） 

日本歯科医学教育学会 倫理・プロフ

ェッショナリズム委員会制作 

 


