
オーラルフィジシャン育成セミナー	
サポートセミナーとその目的 

	
オーラルフィジシャン診療室の成長・発展を目指して	

真の患者利益と日本の歯科医療の明るい未来の実現のために	
	
	

	



オーラルフィジシャン育成セミナー	
サポートセミナーとその目的 

	

　日本の歯科医療のイノベーションを興すために、私たちはオーラルフィジシャンセミナーをベースとし
て、いろいろな取り組みをしてきました。	
	

　世界一健康な口腔を持つ日本の未来を夢みて、質の高いオーラルフィジシャン診療室を確実に増や
していきたいと考えています。そのために必要なのは、世界基準の診療室の総合力、歯科医療哲学
の共有やMTMという診療システム、エビデンスに基づいた治療、すなわち、従来以上の治療技術も伴
わなければ、予防メインテナンスで生涯歯を残せないのです。また、データを残すことでの積み重ねが
なければ、日本の歯科医療は発展しません。診療室同士のネットワーク構築、患者利益を求めた情報
の共有もとても大切です。	

　実に様々な取り組み、成長がオーラルフィジシャン診療室には求められています。	

　そのことは、とても大きな壁に思われ、順調に成長を続けることの出来ない診療室が多いのも事実
です。しかし、私たちは、いろいろな課題を乗り越えて日本の歯科医療のイノベーションの一翼を担う
診療所を増やしていきたいと考えています。	

　	
　そこで、いままで行われてきたセミナーを始め、新たなセミナーを実施することで、オーラルフィジシャ
ンセミナーを受講し、明るい日本の歯科医療を作り上げようと日々努力している診療室の皆さんに
様々な支援をしていきたいと考えています。	

	



オーラルフィジシャン育成セミナー	
サポートセミナーとその目的 

	

　オーラルフィジシャン診療室が国民にとって魅力的であり、質の高いオーラ
ルフィジシャン診療室が増え、質の高いオーラルフィジシャン診療室を目指
す次世代の診療室が確実に増えていくためには、	
 	
1.  世界基準の歯科医療哲学が診療室に根付くこと	
2.  世界基準の歯科医療の基本となる歯科医療技術、知識を身につけるこ

と	
3.  常に最新の情報を取り入れ前進を続ける診療室であること	
4.  日本全国どこにいても国民が予防メインテナンスをベースにした	
									世界基準の歯科医療を受けることができるように	
									オーラルフィジシャン  診療室のネットワークが出来ること	
5.  日本の歯科医療が、今後未来に向けて発展を続けることができる	
									ように次世代につながる取り組みをしていくこと	
	
が必要であると考えます。	

	



オーラルフィジシャン育成セミナー	
サポートセミナーとその目的 

	

　診療室の成長と発展を考えると次の図のようになっていくと考えます。	
	
　また、私たちは日本における歯科医療のイノベーションを興し、歯科医療
の価値が、「生涯健康な口腔を実現する」ことを目指しています。	

そして、国民にとっての歯科医療の価値がさらに高くなり、世界一患者利益
を求めた歯科医療が日本中で展開されることを目指しています。	
			そのためには、それぞれの診療室のオーラルフィジシャンとしての総合力
が必要です。質の高い診療室のネットワークが必要です。	
			
サポートセミナーは、その構築を目指して皆さんを支援していきます。	
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オーラルフィジシャン育成セミナー	

オーラルフィジシャン診療室を目指しスタートを切る。	

オーラルフィジシャン診療室の
しっかりした基礎を構築する	

アウトカムをフィードバックし、より継続したバージョンアップをは
かり、オーラルフィジシャン診療所としての成長発展を続ける	

質の高い治療ができ質の高いリスクコント
ロールを継続できる診療室に成長する。	

「質の高いオーラルフィジシャン診療室」のネット
ワークの一翼を担うことができる診療室になる	

日本中の次世代の若者に歯科医療の価
値を伝えることのできる診療室になる。	

真の患者利益を求めた歯科医療の価値を知る。	
価値：生涯にわたり口腔内の健康を維持する。	

すべての患者さんにMTM　メインテナンスを実施	

科学的根拠に基づいた治療	
専門医との連携	

提供した歯科医療のアウトカムの
評価（データ収集、解析、　評価）	

歯科医療におけるイノベーションを
実現する手段が備わった診療室	

歯科医療におけるイノベーションを実現して
いる診療室	

次世代へのネットワーク	
世代を超えた歯科医療の価値の共有	

優秀で夢を持った次世代が	
歯科医療に参加	

「質の高いオーラルフィジシャン	
診療室」によるネットワーク構築	

診療室の目標	
達成したい結果	

オーラルフィジシャン診療室の成長・発展	日本の歯科医療の未来	

診療室は着実に成長するが、
真の患者利益を求めた歯科医
療は伝わっていない	

日本における歯科医療のイノベー
ションが興き、国民にとって、さらに	
歯科医療の価値が高くなり、世界一

患者利益を求めた歯科医療が日本
中で展開される	

国民に歯科医療の価
値が理解され始める。	
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評価（データ収集、解析、　評価）	

歯科医療におけるイノベーションを
実現する手段が備わった診療室	

歯科医療におけるイノベーションを実現して
いる診療室	

次世代へのネットワーク	
世代を超えた歯科医療の価値の共有	

優秀で夢を持った次世代が	
歯科医療に参加	

「質の高いオーラルフィジシャン	
診療室」によるネットワーク構築	

診療室の目標	
達成したい結果	

オーラルフィジシャン診療室の成長・発展	日本の歯科医療の未来	

診療室は着実に成長するが、
真の患者利益を求めた歯科医
療は伝わっていない	

日本における歯科医療のイノベー
ションが興き、国民にとって、さらに	
歯科医療の価値が高くなり、世界一

患者利益を求めた歯科医療が日本
中で展開される	

国民に歯科医療の価
値が理解され始める。	

オーラルフィジシャン育成サポートセミナー	
　A　基本的診療室づくりセミナー 	
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　　　　　　　　　　　　オーラルフィジシャン育成サポートセミナー	
　A　基本的診療室づくりセミナー 	
	
MTM実践指導セミナー（実践診療室のDr	DH訪問）         　　　　　 （担当：日吉歯科）　  	

フォーローアップセミナー(太田歯科医院/佐々木歯科医院コース)　（担当：佐々木英夫	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田貴志）	

 フォーローアップセミナー（緑町斎藤歯科医院コース）       　　　　　 （担当：斎藤直之）	

 サンフォート「口腔内写真の撮り方」                        　　　　　　　　 （担当：鈴木昇一）	

 オーラルケア「唾液検査導入サポート[3回コース]」        　　　　　　 （担当：オーラルケア）	

 オーラルケア「歯周病リスク評価<OHIS>の活用」         　　　　　　　 （担当：オーラルケア）	

	



ー

　
　
　
　
　
　
　
　

ー
ー

	

オーラルフィジシャン育成セミナー	

オーラルフィジシャン診療室を目指しスタートを切る。	

オーラルフィジシャン診療室の
しっかりした基礎を構築する	

アウトカムをフィードバックし、より継続したバージョンアップをは
かり、オーラルフィジシャン診療所としての成長発展を続ける	

質の高い治療ができ質の高いリスクコント
ロールを継続できる診療室に成長する。	

「質の高いオーラルフィジシャン診療室」のネット
ワークの一翼を担うことができる診療室になる	

日本中の次世代の若者に歯科医療の価
値を伝えることのできる診療室になる。	

真の患者利益を求めた歯科医療の価値を知る。	
価値：生涯にわたり口腔内の健康を維持する。	

すべての患者さんにMTM　メインテナンスを実施	

科学的根拠に基づいた治療	
専門医との連携	

提供した歯科医療のアウトカムの
評価（データ収集、解析、　評価）	

歯科医療におけるイノベーションを
実現する手段が備わった診療室	

歯科医療におけるイノベーションを実現して
いる診療室	

次世代へのネットワーク	
世代を超えた歯科医療の価値の共有	

優秀で夢を持った次世代が	
歯科医療に参加	

「質の高いオーラルフィジシャン	
診療室」によるネットワーク構築	

診療室の目標	
達成したい結果	

オーラルフィジシャン診療室の成長・発展	日本の歯科医療の未来	

診療室は着実に成長するが、
真の患者利益を求めた歯科医
療は伝わっていない	

日本における歯科医療のイノベー
ションが興き、国民にとって、さらに	
歯科医療の価値が高くなり、世界一

患者利益を求めた歯科医療が日本
中で展開される	

国民に歯科医療の価
値が理解され始める。	

オーラルフィジシャン育成サポートセミナー	
B　オーラルフィジシャンアドバンスセミナー	
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値が理解され始める。	 オーラルフィジシャン育成サポートセミナー	

B　オーラルフィジシャンアドバンスセミナー	
中山吉成先生「実践歯周治療セミナー」                      　　　　　 　　　　　（担当：中山吉成）	

中山吉成先生「歯周外科およびインプラントオペ実践セミナー」 　　　　　　（担当：中山吉成）	

宮崎真至先生「コンポジットレジンが変える審美修復」       　　　 　　　　　  (担当：宮崎真至)	

石井歯内療法研修会                                        　　　　　　　　 　　　　　 （担当：石井 宏）	

PHIJベーシックコース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：築山歯科）	

＜海外研修＞	

スウェーデンマルメ研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：日吉歯科）	

PHIJアドバンスコース（ヒューストン、オマハ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：築山歯科）	

ノートン教授によるインプラント治療のための臨床解剖学実習(オマハ)　（担当：築山歯科）	

その他　海外研修（随時）	



オーラルフィジシャン育成セミナー	
サポートセミナーとその目的 

	

　それぞれの育成サポートプログラムは、それぞれの診療室の抱える問題
に対応したいと考えていますが、本心では、オーラルフィジシャン育成セミ
ナーを受講した診療室が、自ら考え、フィードバックしながら、MTMを当たり
前のこととして歯科医療を展開できる診療室をスタートし、日々成長し、地域
の歯科医療のリーダーとして魅力的な歯科医療を展開し、オーラルフィジ
シャン診療室ネットワークの一翼を担い、歯科医療と関わることの魅力を国
民の皆さんや次世代の歯科医療従事者に伝えることの出来る診療室に育っ
ていくことを、私たちは期待しています。しかし、その間にぶち当たる様々な
問題を、少しでも多くの診療室が乗り越えて行けるように、私たちはそのサ
ポートに、今、立ち上がったのです。	

　明るい日本の歯科医療のために、自ら考え、お互いに刺激しあい、高めあ
い、成長を続けていきましょう。私たちの手で、日本の歯科医療のイノベー
ションを興しましょう。	


