
研究会･行事案内
各研究会・講習会にご来場の会員の先生方は、感染防止対策のためマスク着用などご自身及び周囲への感染
予防の配慮をお願いいたします。今後の状況によって各研究会等の開催・運営に関して大きな変化が生じる
場合は、下記の当会ウェブサイトもしくはデンタルブックにてお知らせいたします。内容を随時更新いたし
ますので、ご来場前に必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。　https://www.tokyo-sk.com/

　協会では、新規開業の先生方を対象に新規個別指導対策、カルテ記載や保険請求の留意点など開
業した先生方が知っておくべき内容の講習会を開催しています。新規個別指導の通知が届いた際に
慌てることがないよう、事前準備を行うことが重要であり、参加者からは「新規個別指導の備えが
でき、安心した」など、開催の度ご好評をいただいています。4月の診療報酬改定後の注意事項を
踏まえた保険算定ルールをわかりやすく解説いたします。新規指導をこれから控えている先生、こ
の機会に「改めて保険請求のルールを基礎から学びたい」という先生もぜひご参加ください。
※新型コロナウイルスなどの影響により、開催を延期、あるいは中止する場合がございます。
　あらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルスなどの影響により、開催を延期、あるいは中止する場合がございます。

日  時 ７月５日（日）　午前１０時～午後５時 予定
講  師  協会講師団
会  場  東京歯科保険医協会　住所：新宿区高田馬場1－29－8　いちご高田馬場ビル6階
交　通 JR・東京メトロ東西線・西武新宿線「高田馬場駅」徒歩5分
定　員 20名（ソーシャルディスタンス確保のため、定員人数を減らしております）
参加費 会員本人13,000円（会員のみ）
予　約 要予約　電話03-3205-2999（担当：組織部）
※参加費にはテキスト代＆お食事代が含まれております。

新規開業医講習会

ご存じですか！？新規開業から 6カ月以内に指導が！

　「歯髄は最良の根管充填剤である」との考えから、なるべく歯髄は温存することが望ましい。し
かしながら、日常臨床では抜髄を余儀なくされ、またその後の処置の不具合で、いわゆる難治性根
尖性歯周炎と診断されて、通常の感染根管治療では効果が得られない症例にも少なからず遭遇する。
　今回は、日々困難に直面することが多い歯内療法を成功に導くためのヒントについて、実際の症
例を中心に解説したいと思う。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本研究会を延期とさせていただきます。ご参加
を予定されていた方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承ください。開催日時は決定次第、
再度ご案内いたします。

日  時  決定次第ご案内いたします。（当初：6月18日（木）　午後7時～ 9時 ）
講  師  古澤 成博 氏（東京歯科大学　歯内療法学講座　教授）
会  場  未定　
参加費 会員無料（同伴者1名につき1,000円、未入会員8,000円）
予　約 不要　当日は会員証を受付にご提示ください。
後　援 東京都

第1回学術研究会
歯内療法を成功させるために

新型コロナウイルス対策関連の相談窓口はこちら

午前９時～午後９時

（土・日曜日、祝日含む）

持続化給付金事業コールセンター

午前８時３０分～午後７時（土・日曜日、祝日含む）

午前９時～午後７時（土・日曜日、祝日含む）

申請サポート会場予約ダイヤル

土・日曜日、祝日含む２４時間対応

独立行政法人 福祉医療機構
医療審査課 融資相談係

午前９時～午後５時（平日）

日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル

午前９時～午後７時（平日）

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ・危機関連保証
東京信用保証協会

午前９時～午後５時（平日）

本紙４面に関連記事を掲載。

ご不明な点は経営管理部までご連絡

ください。

ＴＥＬ０３―３２０５―２９９９

延期のご案内

日  時 ７月12日（日）　
　　　　　４つの施設基準対応：午後１時～６時３０分（予定）
　　　　　外来環、歯初診（院内感染防止対策）のみ：午後４時～６時３０分（予定）
講  師  繁田　雅弘 氏（東京慈恵会医科大学精神医学講座　教授）
　　　　　坂下　英明 氏（明海大学歯学部病態診断治療学口腔顎顔面外科学第２分野　教授）
　　　　　馬場　安彦 氏（東京歯科保険医協会　副会長）
　　　　　森元　主税 氏（東京歯科保険医協会　理事）
内  容 在宅医療・介護等、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理（口腔機能の管理を含む）、
　　　　　高齢者の心身の特性（認知症を含む）、院内感染防止、緊急時対応、医療事故、偶発症等
会  場  ＴＡＰ高田馬場　住所：新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル３Ｆ
交　通 JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅（戸山口）」より徒歩2分
　　　　　東京メトロ東西線「高田馬場駅（5番出口）」より徒歩約4分
定　員 50名（ソーシャルディスタンス確保のため、定員人数を減らしております）
対象者 会員のみ。代理の方の出席はできません。
参加費 「４つの施設基準対応」：8,000円（修了証代込）
　　　　　「外来環」「院内感染防止対策」のみ：5,000円（修了証代込）
予　約 要予約。
　　　　　お電話（03-3205-2999）でお申込みください（担当部：経営管理部＆地域医療部）。

第1回歯初診・外来環・歯援診・か強診
のための講習会

　１日で「歯初診（院内感染防止対策）」、「外来環」、「歯援診」、「か強診」に対応した修了証を
取得できます。医療法で定められている年２回の医療安全講習会にも対応しています。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、定員数を当初の100名程度から50名に減らし
　ています。歯初診（院内感染防止対策）のみ受講希望の場合は、7月29日（水）に開催する
　「院内感染防止対策講習会」にご参加ください。
※新型コロナウイルスなどの影響により、開催を延期、あるいは中止する場合がございます。

残席僅か

【場所】
  東京都中野区中野 － －
  中野サンプラザ 階　
  アネモルーム

【交通】
  ＪＲ、東西線「中野駅」
  徒歩５分

第48回定期総会のご案内
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保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918



　当会会員は全て無料の「デンタルブック」から見に行くことができます。

　まだ「デンタルブック」に加入していない方は当会ウェブサイトのバナーもしくは、

　右記ＱＲコードからお手続きください。 　https://dentalbook. tokyo-sk.com/

　　新点数の解説動画を公開しています

Special
Coupon

東京歯科保険医協会東京歯科保険医協会
会員優待会員優待

日  時 ７月29日（水）　午後７時～８時３０分（受付は午後６時３０分から）
講  師  東京歯科保険医協会「院内感染防止対策委員会」講師団
会  場  ワイム貸会議室高田馬場　住所：新宿区高田馬場1-29-9ＴＤビル３Ｆ
交　通 JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅（戸山口）」より徒歩2分
　　　　　東京メトロ東西線「高田馬場駅（5番出口）」より徒歩約4分
定　員 70名
対象者 会員のみ。代理の方の参加はできません。
参加費 1,000円（修了証代込）当日、受付でお支払いになります。
予　約 要予約。
　　　　　お電話（03-3205-2999）でお申込みください（担当部：経営管理部）。

【注意事項】
※講習会を途中入場、途中退席をされた場合は、講習会の修了証は発行できません。
※４年以内に外来環や、か強診の講習会を受講し、院内感染防止対策の講習会が含まれている場合
　には、受講は不要です。

　歯周基本治療終了後の再評価の結果、必要部位に歯周外科を行うが、垂直性骨欠損を認める
症例では、歯周組織再生誘導法（GTR法）、エムドゲインゲルまたはリグロス（FGF-2）を使用
した再生療法が行われています。
　米国では、血小板由来成長因子を応用した歯周組織再生療法が行われており、細胞成長因子
を応用した歯周組織再生療法が臨床応用される時代になりました。本講演では、再生療法の臨
床について解説したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講師より）

　リグロスを用いた歯周組織再生療法が保険収載されてから3年が経過し、広く臨床で用いられる
ようになりました。また、昨年末には「歯周病の新分類への対応」が日本歯周病学会から発表さ
れ、歯周病治療にも変化が出てきています。
　この度は、日本歯周病学会で理事を務めておられる小方頼昌氏に歯周病の新分類にも触れていた
だきながら、再生療法の臨床についてご講演いただきます。
※新型コロナウイルスなどの影響により、開催を延期、あるいは中止する場合がございます。

　新規開業した先生は歯初診の届出をしないと初・再診料が減算されます。また、以前に院内感染
防止対策にかかわる研修を受講して、歯初診の届出をした先生も７月に厚生局から送付されてくる
報告書には、４年以内に受講した院内感染防止対策の研修の受講歴等を記入して報告をしなければ
なりません。
　新型コロナウイルス感染症の歯科医療機関での対応と院内感染防止対策にも対応しています。新
規開業を予定している方や医院継承を検討している方を含め、この機会にぜひご参加ください。
※新型コロナウイルスなどの影響により、開催を延期、あるいは中止する場合がございます。

第2回学術研究会

「歯周組織再生剤リグロスを中心とした再生療法の臨床」

院内感染防止対策講習会

初診料の注1の施設基準

日  時 ７月15日（水）　午後7時～9時 
講  師  小方　頼昌　氏（日本大学松戸歯学部歯周治療学講座　教授）
会  場  文京シビック小ホール　住所：東京都文京区春日1-16-21
交　通 東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」徒歩3分、都営地下
　　　　　鉄三田線・大江戸線「春日駅（文京シビックセンター前）」
　　　　　すぐ、 ＪＲ中央・総武線「水道橋駅」徒歩8分
定　員 130名程度
参加費 会員無料（同伴者1名につき1,000円、未入会員8,000円）
予　約 不要　当日は会員証を受付にご提示ください。
後　援 東京都

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本フォーラムは中止
となりました。演題発表やご参加を希望されていた方々には大変ご
迷惑をお掛けいたしますが、ご了承ください。
【メインテーマ】

「岩手から日本の医療の明日を考える」
日　時

　2020 年 10月 24日（土）　午後 6時～午後 9時 30分（開場：午後 5時）

　　　　　10月 25日（日）　午前 9時～午後 3時
会　場

　　ホテルメトロポリタン盛岡　本館

　　〒020-0033　岩手県盛岡市盛岡駅前通 1-44

　　　　　　　　　電話 019-625-1211
主催

　　全国保険医団体連合会
主務地

　　岩手県保険医協会

　◆本件についての詳細は、協会地域医療部（03-3205-2999）へ
　　お電話ください。

若手歯科医師向け学術ベーシック講座
2020年度も開催します！40歳代までの会員限定！

ご期待
ください

8 月（第 1回）および 9月（第
2 回）の土曜日、夜間の開催を
予定しています。
申込方法等の詳細は、次号で
ご案内いたします。

そのた優待制度についてのご質問は、協会組織部（03-3205-2999）まで
お電話ください。

（ 6）第６０３号東 京 歯 科 保 険 医 新 聞 （毎月１回１日発行）２０２０年（令和２年）６月１日 （第三種郵便物認可）
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