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歯周科 SPT を受診されている患者様へ 

 

SPT（Supportive Periodontal Treatment）外来は， 

『地域における日本歯周病学会認定歯周病専門医・認定医』と 

SPT ネットワークシステムで連携しています !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、次項からの案内文をご覧ください。 

 

「SPT ネットワークシステム」責任者：岡山大学病院 歯周科 

診療科長 高柴 正悟 

[お問い合わせ先]歯周科 TEL (086)235-6791・6792 

 
 

平成 16 年 12 月  3 日 施行 

平成 18 年 10 月 27 日 一部改正して施行  平成 21 年  6 月 23 日 一部改正して施行 

平成 22 年 11 月 16 日 一部改正して施行  平成 24 年  8 月 28 日 一部改正して施行  

平成 26 年  ６月 16 日 一部改正して施行  平成 29 年  4 月 28 日 一部改正して施行 

平成 30 年  9 月  7 日 一部改正して施行  令和 元 年  8 月 9 日 一部改正して施行 

 

地域の歯周病専門医・認定医 
 

SPT 患者様の定期的な口腔管理を行います。 

大学病院歯周科 SPT 外来 

 
年単位で歯周病の検査を行います。 

（個々の患者様によって，検査間隔は異なります。） 

SPT 患者様を歯周病

専門医・認定医へ 

紹介します。 
（リストからお選び 

ください。） 
 

概 略

SPT 患者様の主治医で

ある歯周病専門医が，大

学病院歯周科 SPT 外来

へ検査を依頼します。 
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「大学病院歯周科と地域における歯周病専門医・認定医との 

SPT ネットワークシステム」のご案内 
 

 
[はじめに] 

 

岡山大学病院歯周科（旧 岡山大学歯学部附属病院第二保存科）は開設から 35 年

以上を経過し，この間に日本歯周病学会認定「歯周病専門医」，「歯周病認定医」を同

科から多く輩出しています。そして，その歯周病専門医・認定医たちが自ら開設した

歯科医院の院長として，または一般病院歯科の常勤医師として，地域医療に貢献して

います。 

 

そこで，今までは，大学病院歯周科 SPT 外来において，歯周病の再発およびう蝕

の発生防止，あるいは歯周病の進行抑制のために，それぞれの患者様に個別のメニュ

ーで定期的に口腔管理を行ってきましたが，これからは，大学病院という枠にとらわ

れない，地域における歯周病専門医・認定医との連携した口腔管理システムに移行して

いく方針をとることにしました。 

 

この方針に基づいて，歯周科は新しく「大学病院歯周科と地域における歯周病専門

医・認定医との SPT ネットワークシステム」を構築しました。このシステムは，大

学病院歯周科の SPT 外来の特色および地域医療に携わる専門医・認定医の役割を明

確にして，患者様が有効かつ有益な SPT を受診できるように考えたシステムです。 

 

以下に SPT ネットワークシステムの概略および特色を示しますので，このシステ

ムの趣旨をご理解の上，是非新しいシステムをご利用していただくようお願い申し上

げます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

大学病院歯周科 SPT 外来 
 

歯周病の検査 

地域の歯周病専門医・認定医 
 

定期的な口腔管理 

SPT 患者様の紹介 SPT 患者様の検査依頼 
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[I] SPT ネットワークシステムの概略 

 

1. SPT の概念 

 

現在，歯周科 SPT 外来を受診中の患者様は，当初の目標まで歯周病原因菌を減ら

すとともに，プラークコントロールを行いやすい環境が作られたり，審美性の回復が

得られたりしました。しかし，歯周治療が終了しても，口の中には常に細菌がいるの

で，感染と防御が繰り返されて，微妙な変化が起こっています。従って，ホームケア

と SPT が必要なのです。 

・ ホームケアとは，患者様自身による口腔管理です。 

・ SPT とは，歯周治療後の予後を良好に保つための歯科医師による専門的な

定期的治療です。 

日々の口腔管理としてプラークコントロールを患者様自身が行い，専門的な定期的

治療として口腔内の微妙な変化の把握と対応を歯科医師が担うことによって，効率的

に歯周病の発症と再発を防ぎ，疾患をコントロールすることが可能になります。 

 

なお，2015 年に日本歯周病学会が発刊した「歯周病の診断と治療の指針 2015」

（特定非営利活動法人日本歯周病学会編）では，歯周治療の中で SPT とメインテナ

ンスを区別して表しています。すなわち，歯周組織のほとんどは病状が安定したが，

病変の進行が休止したポケットが残存した場合，歯周組織を長期にわたり病状を安

定させるための治療を SPT とし，歯周治療によって治癒した歯周組織を長期間維持

するための健康管理をメインテナンスとしています。歯周科 SPT 外来では，SPT

期の患者様およびメインテナンス期の患者様を対象としているため，本説明文書中

の「SPT」は，「歯周病の診断と治療の指針 2015」において区別された「メインテ

ナンス」の意味を含めたものです。 
 

 

2. 歯周病専門医・認定医（大学病院歯周科指定）による SPT 

 

日本歯周病学会は，歯周病学の臨床的経験を通しその専門的知識と技術を有する歯

科医師を育成するとともに，歯周病学の発展及び向上を図り，もって，国民の口腔保

健の増進に貢献することを目的とし，「日本歯周病学会認定歯周病専門医制度」およ

び「日本歯周病学会認定医制度」を実施しております。 

 

大学病院歯周科指定の「歯周病専門医・認定医」は，大学病院歯周科（旧第二保存

科）に在籍して専門医・認定医の資格を取得し，経験豊富で実績のある歯科医師です。

新しい SPT ネットワークシステムでは，この「歯周病専門医・認定医」が個々の患

者様の担当医となって，定期的なメインテナンスを受け持つことになります。 

 

 

3. 大学病院歯周科 SPT 外来 

 

新しい SPT ネットワークシステムにおける大学病院歯周科 SPT 外来の役割は，

「歯周病専門医・認定医」から紹介された患者様に対して，専門的な歯周病の検査を

行うことです。具体的には，メインテナンス期の再発予知として歯周病細菌に対する

血清抗体価の測定です。 
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検査の頻度は，個々の患者様によって異なりますが，概ね年一回実施し，検査終了

後は再び「歯周病専門医・認定医」（担当医）のもとで，定期的な口腔管理を行ってい

ただきます。検査結果を大学病院から担当医へ送付し，担当医から検査結果の説明が

それぞれの患者様へなされて，今後の SPT に生かされることになります。 

 

 

 [II] SPT ネットワークシステムの特色 

 

1. 「歯周病専門医・認定医」は，SPT のスペシャリストです。 

大学病院歯周科 SPT 担当医と「歯周病専門医・認定医」が話し合って，どのよう

な SPT 治療を行うかについてコンセンサスを取っています。 

 

2. ご自宅あるいはお勤め先に近いところの「歯周病専門医・認定医」の歯科医院あ

るいは病院を選べば，通院が便利です（地図をご参照ください）。また，診療時間

帯が長く，土曜日の診療もあるので，大学病院よりも予約が取りやすくなります。 

なお，今後大学病院歯周科 SPT 外来は，「歯周病専門医・認定医」からの紹介患

者様の歯周病検査に比重をおくため，従来の SPT の診療枠は縮小されます。 

 

3. SPT のスペシャリストである「歯周病専門医・認定医」による充実した診療内容

に応じた診療報酬を算定いたしますので，「歯周病専門医・認定医」のところと大

学病院歯周科 SPT 外来では，患者様の負担額が異なることがあります。 

 

 

[III] 実際の SPT ネットワークシステムの流れ 

 

1. 歯周病専門医・認定医（大学病院歯周科指定）の選定 

個々の患者様に，今後どの歯周病専門医・認定医のもとで SPT を行っていくか

「専門医・認定医リスト」の中から選んでいただきます。この選択の際には，

SPT の責任者および担当医がアドバイスさせていただきます。 

2. 大学病院歯周科 SPT の担当医が「歯周病専門医・認定医」宛に紹介状を書きます。 

3. 患者様は，選択した「歯周病専門医・認定医」に連絡して，ご都合に合わせて予

約をとって下さい。 

4. 紹介状をもって，選択した「歯周病専門医・認定医」のいる病院あるいは歯科医

院を受診してください。 

5. 患者様の担当医となった「歯周病専門医・認定医」のもとで，適切な SPT を受

けて下さい。 

6. 「歯周病専門医・認定医」の判断によって，年一回ぐらい（個々の患者様によっ

て異なります），大学病院歯周科 SPT 外来を受診し，検査を受けていただきま

す。そのときは，「歯周病専門医・認定医」から大学病院歯周科 SPT 外来宛の

紹介状が渡されます。 

7. 大学病院歯周科 SPT 外来における検査が終了後は，引き続き「歯周病専門医・

認定医」のもとで，SPT を受けて下さい。  
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 [IV] 歯周病専門医・認定医（大学病院歯周科指定）リスト 

岡山県 

指導医・専門

医・認定医 

氏名 

勤務先〒 勤務先住所 勤務先名称 
電話番号 

FAX 番号 

浅野将宏 712-8061 
倉敷市神田 4 丁目 10-

25 
連島あさの歯科 

086-476-6480 

086-476-6481 

新井英雄 701-4593 瀬戸内市邑久町虫明 6253 
国立療養所 

邑久光明園歯科 

0869-25-0011 

0869-25-1763 

磯島 修 

磯島大地 
701-1152 岡山市北区津高 1010-1 津高台グリーン歯科 

086-251-2155 

同上 

大江丙午 700-0034 
岡山市北区高柳東 1515 

サンサイド山部 II 1F 
ひょうご歯科 

086-255-8021 

同上 

小柳津功介 703-8265 岡山市中区倉田 674-4 おやいづ歯科 
086-277-6480 

同上 

金盛久展 717-0201 真庭郡新庄村 1998-1 
新庄村国民健康保険 

歯科診療所 

0867-56-3056 

0867-56-3434 

河田有祐 711-0921 倉敷市児島駅前 4-73 
医療法人 

あかり歯科クリニック 

086-472-8030 

 

高知信介 702-8035 岡山市南区福浜町 5-12 高知歯科医院 
086-264-4945 

 

小出尚子 700-0985 
岡山市北区厚生町 

3-8-3５ 

社会医療法人 

光生病院歯科 

086-222-6806 

 

小出康史 702-8528 
岡山市南区浦安本町

100-2 

（財）慈圭会 

慈圭病院歯科 

086-262-1191 

 

後藤弘幸 701-0205 岡山市南区妹尾 3492-5 ごとう歯科医院 
086-281-6471 

同上 

小林芳友 708-0883 津山市一方 140 積善病院歯科クリニック 
0868-24-5544 

0868-22-6527 

佐藤公麿 702-0205 岡山市南区妹尾 1380-3 さとう歯科クリニック 086-363-1180 

佐藤 毅 

後藤絢香 
700-0815 

岡山市北区野田屋町 

1-6-20 
MOMO DENTAL CLINIC 

086-225-2020 

086-225-4618 

澤田弘一 708-0601 
苫田郡鏡野町上齋 

480-1 

鏡野町国民健康保険 

上齋原歯科診療所 

0868-44-2526 

0868-44-7354 

清水尚子 704-8132 
岡山市東区邑久郷 

319-8 
しみず歯科クリニック 

086-946-9090 

同上 

清水秀樹 712-8032 倉敷市北畝 1-9-20 しみず歯科クリニック 
086-450-0418 

同上 

滝川雅之 701-0204 岡山市南区大福 369-8 
医療法人緑風会 

三宅ハロ－歯科 

086-282-0086 

086-282-6499 
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千原敏裕 700-0941 岡山市北区青江 3-2-26 千原歯科クリニック 
086-232-8020 

同上 

田村仁美 704-8174 岡山市東区松新町 169-1 内藤歯科医院 
086-942-8277 

同上 

中川政嗣 

清水明美 
701-4593 

瀬戸内市邑久町虫明

6539 

国立療養所 

長島愛生園歯科 

0869-25-0321 

0869-25-1762 

原 博章 710-0142 倉敷市林 173-1 ファミ－ル歯科 
086-485-1100 

086-485-1366 

弘末 勝 701-0203 
岡山市南区古新田

1199-8 

ファインデンタル 

クリニック 

086-282-9380 

086-282-9370 

本行 博 719-1155 総社市小寺 985-1 たんぽぽ歯科クリニック 
0866-90-0600 

同上 

本郷昌一 700-0035 
岡山市北区高柳西町 17-

37 
きらり歯科クリニック 

086-255-4182 

 

松本ゆみ 710-8560 倉敷市水江 1 番地 グリーン歯科クリニック 
0866-92-8148 

0866-92-8152 

峯柴淳二 

峯柴 史 
701-0151 岡山市北区平野 285-2 

はなみずき 

デンタルクリニック 

086-728-5518 

 

 

 

香川県 

岩本義博 763-0033 丸亀市中府町 1-2-15 篠原歯科医院 
0877-24-2456 

 

鵜川祐樹 769-0101 
高松市国分寺町新居 

字大谷 283-1 
ウガワ歯科クリニック 

087-802-8684 

 

樋口 豊 762-0024 坂出市府中町 1136-1 樋口歯科医院 
0877-56-3000 

同上 

福家教子 761-0198 高松市庵治町 6034-1 
国立療養所 

大島青松園歯科 

087-871-3131 

087-871-4821 

藤本千代 761-2304 

綾歌郡綾川町萱原 822-1 

（イオン綾川ショッピング

センター2 階） 

パール歯科 
087-876-8766 

 

村田裕美 762-0023 坂出市加茂町 963 番地 
こころの医療センター 

五色台 歯科 

0877-48-2700 

0877-48-2886 

 

 

 

広島県 

栗原幹直 723-0016 三原市宮沖 3-8-13 くりはら歯科医院 
0848-61-0418 

0848-61-0421 

下江正幸 720-0065 
福山市東桜町 2 番 11 

福山センタービル 1F，2F 
下江歯科医院 

084-924-1000 

同上 
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山本総司 723-8686 三原市円一町 2-5-1 
社会医療法人里仁会 

興生総合病院 
0848-63-5500 

 

 

鳥取県 

目黒道生 

青柳浩明 
680-8501 鳥取市的場 1-1 鳥取市立病院 

0857-37-1522 

0857-37-1553 

久保克行 689-1402 八頭郡智頭町智頭 1875 智頭病院 歯科 
0858-75-3211 

0858-75-3636 

 

 

徳島県 

淺原洋士 770-0022 徳島市佐古二番町 8-8 （医）サイカ歯科医院 088-654-6747 

細川典子 779-3602 
美馬市脇町大字猪尻 

字若宮南 139-2 
ほそかわ歯科クリニック 

0883-53-8211 

 

 

 

兵庫県 

岩田宏隆 650-0011 
神戸市中央区下山手通 5-

8-14 105 
岩田歯科クリニック 

078-382-1177 

 

松井定江 670-0854 姫路市五軒邸 2-69 松井・中村歯科医院 
079-222-4954 

 

宮本 学 657-0862 神戸市灘区浜田町 3-2-10 宮本歯科・矯正歯科 
078-842-6400 

078-842-6408 

村内利光 661-0002 尼崎市坂口町 4-23-2 むらうち歯科クリニック 
06-6422-5555 

 

 

 

大阪府 

塩見信行 573-1112 
大阪府枚方市楠葉美咲 3-

12-13 

医療法人塩見会 

しおみ歯科クリニック 

072-856-2525 

072-856-2325 

 

 

京都府 

杉 典子 

山部こころ 
607-8062 京都市山科区音羽珍事町 2 洛和会 音羽病院 

075-593-4111 

 

 

 

三重県 

冨川和哉 

冨川知子 
514-0126 津市大里陸合町 320-6 とみかわデンタルオフィス 059-253-1655 
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富山県 

冨山祐佳 932-0211 南砺市井波 938 
南砺市民病院 

歯科口腔外科 

0763-82-1475 

0763-82-1853 

 

 

石川県 

冨山高史 921-8151 金沢市窪 5-550 とみやま歯科 076-280-5550 

	

参考	  

特定非営利活動法人	 日本歯周病学会	
認定医・歯周病専門医名簿一覧	
http://www.perio.jp/roster/ 

 


