
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更が生じ
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/

　医科歯科連携の重要性が言われている昨今ですが、実際に医療連携となると、なかなかハードルが
高いものではないでしょうか。そもそも医科歯科連携といっても医科医療機関に何を聞けば良いのか
わからない、また医科医療機関から得られた情報も＂ちんぷんかんぷん＂でよくわからない…なんて
ことも多いのではないかと思います。
　今回は来たるべき超高齢社会に向けて、さらに円滑に医科歯科連携を進めるために、照会状・紹介
状の書き方のポイント、そして得られた情報の読み方のポイントを最新のガイドラインの内容と併せ
て解説できればと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講師より）

若手歯科医師向け学術ベーシック講座

日  時 	 ９月12日（土）　午後7時～9時	
講  師 	 濱﨑	啓吾	氏（東京歯科保険医協会　理事）
会  場 	 東京歯科保険医協会会議室　住所：新宿区高田馬場1-29-8いちご高田馬場ビル６Ｆ
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	 18名（定員になり次第締切）
　　　　　※感染防止の観点から、最少人数での開催となります
対象者	 40歳代までの会員限定（ご本人のみ）
参加費	 4,000円
予　約	 要予約
　　　　　お電話（03-3205-2999）でお申込みください（担当部：社保・学術部）

日  時 	 ９月17日（木）　午後７時～９時（予定）
講  師 	 協会講師団
会  場 	 東京歯科保険医協会会議室　住所：新宿区高田馬場1-29-8いちご高田馬場ビル６Ｆ
定　員	 ９名　※感染防止の観点から、最少人数での開催となります
対象者	 会員本人、歯科訪問診療未経験者に限る（一度でも訪問診療の経験がある方はご遠慮ください）
参加費	 4,000円（「今日からできる歯科訪問診療の手引き2018年版」1,500円を含む）
予　約	 要予約
　　　　　詳細はお電話（03-3205-2999）で問い合わせください（担当部：地域医療部）

　「歯科訪問診療に取り組みたいけど、あと一歩が踏み出せない」という先生のために、実際に歯科訪
問診療を行っている講師団から、症例写真を用いての現場の様子、医療・介護報酬の請求方法、必要
な道具など歯科訪問診療の実際をお話します。
　今回は、歯科訪問診療未経験の先生を対象に「居宅への歯科訪問診療」に焦点を当てた内容になっ
ています。少しでも歯科訪問診療の必要性やこれから積極的に取り組みたいとお考えの先生は、ぜひ
ご参加ください。

第 1回「これから始める！歯科訪問診療」講習会

〇第2回：医科歯科連携のための照会状・紹介状の書き方読み方
～スムーズな医科歯科連携のために～

　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、開催の度にご好評をいただいています。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ので、新規個別指導をこれから控えている先生、「改めて基
礎から学びたい」という先生もぜひご参加ください。

日  時 	 ９月６日（日）　午前１０時～午後５時	（予定）
講  師 	 協会講師団
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（3番出口）」より徒歩約4分
定　員	 50名
参加費	 13,000円（会員のみ）
予　約	 要予約
　　　　　お電話（03-3205-2999）でお申込みください（担当：組織部）
※参加費にはテキスト代＆お食事代が含まれています。
※入場時の検温等を行いますので、当日は受付の指示に従い、ご入場をお願いいたします。

新規開業医講習会

　「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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講師より）

日  時 	 9月23日（水）　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 	 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	 150名程度（感染防止の観点から入場制限あり）
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」

　このコロナ禍で、今後の人生設計が不安な先生方も多いのではないでしょうか。さまざまな支援制
度などもでてきており、混乱しているとの声も寄せられています。
　そこで今回は、金融のプロであるFP（ファイナンシャルプランナー）に新型コロナ禍の助成金の活
用の仕方や資産管理のあり方を最新の制度から解説していただきます。
　「患者減や重い税負担で資金の捻出に困っている」、「今まで資産形成を考えていなかったので、将来
が心配」など、幅広い経営や資産管理のお悩み解決に役立ちますので、是非ご参加ください。

日  時 	 ９月28日（月）　午後7時～8時30分
講  師 	 山川	明訓	氏（CFP®認定者（ファイナンシャル・プランナー）、日本FP協会会員、
　　　　　　　　　　　　大樹生命保険株式会社　PMMサービス事業部）
会  場 	 東京歯科保険医協会会議室　
定　員	 15名（定員になり次第締切）
対象者	 会員のみ
参加費	 無料
予　約	 要予約　
　　　　　お電話（03-3205-2999）でお申込みください（担当部：共済部）

歯科医のためのライフプラン歯科医のためのライフプラン
～～コロナに負けない資産形成をコロナに負けない資産形成を～～

共済研究会共済研究会

イメージ

　昨今の新型コロナウイルスの大流行により、8月10日現在で、全世界で約2000万人の感染者と70
万人を超える死者が出ている。新型コロナウイルスは、インフルエンザウイルスと同じく、遺伝子と
してRNAを有するRNAウイルスである。主に呼吸器感染を起こし、一人当たり平均2 ～ 3人に感染
をうつすという点はインフルエンザウイルスと似ているが、異なるのは、感染当初にあまり症状が出
ないこと、そして感染が進むと一部の人たちでは感染が肺以外にも広がり症状が急激に悪化する「重
症化」が見られること、さらにはその結果として医療崩壊をもたらす可能性があること、などである。
　新型コロナウイルスの臨床的特徴には、われわれのからだの免疫反応が大いに関わっていて、その
ために症状が見えにくかったり、一方で免疫系が刺激されすぎて暴走が始まり、重症化が起こる。こ
こでは、新型コロナウイルスの持つ謎について説明しながら、このウイルスに対する今後の対処法に
ついて考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講師）

日  時 	 10月11日（日）　午後2時30分～4時30分	
講  師 	 宮坂	昌之	氏（大阪大学	免疫学	フロンティア研究センター	招聘教授）
会  場 	 大井町きゅりあん大ホール　住所：品川区東大井5-18-1
交　通	 JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線「大井町駅」徒歩2分
定　員	 300名程度（感染防止の観点から入場制限あり）
対象者	 会員、会員医療機関のスタッフ
参加費	 無料（同伴者1名につき1,000円、未入会員8,000円）
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）

2020年医科歯科医療安全講習会

「新型コロナウイルス７つの謎」

【予約受付中】

次回開催は2021年1月17

日です。開催時間、開催

場所は同じです。ご不明

な点は協会まで問い合わ

せください。

（９） 第６０６号 ２０２０年（令和２年）９月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （第三種郵便物認可）

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



会場では、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、協会事務局員
も検温の上、マスク等を着用する
とともに、感染防止対策を取らせ
ていただきます。

研究会等に来場される場合、必ず
マスクの持参・着用をお願いいた
します。

会場へは、会場設置のアルコール
消毒液をご使用いただきましてか
らお入りいただきますようお願い
いたします。

研究会によっては、非接触型体温
計による検温を実施させていただ
くことがございます。発熱が認め
られる方につきましては会場内へ
の入場を控えていただく場合がご
ざいますので、ご了承ください。

受付の際、十分な間隔をあけてお並
びいただきます。また会場内でも間
隔をあけて着席いただきますようご
協力お願いいたします。なお、会場
からの求めから、座席指定や入場者
名簿の作成等を行う場合があります
ので、ご了承ください。

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

【主な内容】【主な内容】

　協会で行った緊急アンケート結果では、コロナ禍により多くの歯科医療機関が患者減による収入減
に直面していることが明らかになりました。協会にも関連した経営相談が多く寄せられています。そ
こで、コロナ禍の医院経営を乗り切るための研究会を開催いたします。今回は事前に参加者から質問
をお寄せいただき、質問内容に基づいて経営管理部の講師陣が回答します。また、参加型の研究会で
すので、会員の先生からの経営に関する提案なども大歓迎です。ご参加お待ちしております。

日  時 10月21日（水）　午後7時30分～9時30分（予定）
講  師  協会講師団
会  場  東京歯科保険医協会会議室　住所：新宿区高田馬場1-29-8いちご高田馬場ビル６Ｆ
定　員 15名（定員になり次第締切）
対象者 会員のみ
参加費 無料
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）

経営管理研究会経営管理研究会

～コロナ禍の医院経営を～コロナ禍の医院経営を

　　　　　　　　　　どう乗り切るか～どう乗り切るか～

日  時 10月29日（木）　午後7時～9時 
講  師  津山泰彦 氏（三井記念病院 歯科・歯科口腔外科 部長）
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
定　員 150名程度（感染防止の観点から入場制限あり）
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。

第３回学術研究会
「周術期における口腔機能管理について（仮題）」

日  時 11月１日（日）　
　　　　　４つの施設基準コース：午後１時～６時３０分（予定）
　　　　　外来環・歯初診コース：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
　　　　　または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４Ｆ
　　　　　※２つの会場を繋ぐサテライト開催となります。会場は、別途参加者にご案内いたします。
定　員 110名
対象者 会員のみ。代理の方の出席はできません。
参加費 「４つの施設基準コース」：8,000円（修了証代込）
　　　　　「外来環・歯初診コース」：5,000円（修了証代込）
予　約 要予約　※需要が高い講習会のため、お早めにお申し込みください。
　　　　　お電話（03-3205-2999）でお申込みください（担当部：経営管理部または地域医療部）

第３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、定員を最小限にしての開催となります。お申込みい
ただいた順番やコースによってはサテライト会場での受講となる場合がありますのでご了承ください。

※9月20日（日）開催「第2回歯初診・外来環・歯援診・か強診のための講習会」は、定員に達し
　たため、受付を締め切りました。

会員のみ

参加費
無料
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