
1
ファイナルの内容も素晴らしかったです。準備をありがとうございました。本日の、熊谷先生の発表は、本にして

欲しいです。

2

今回は色々な状況を乗り越えて開催して頂き大変感謝しております。

プレチームミーティングの開催日程や録画配信の日程が既に診療予約が入り視聴が困難であり、録画配信の

日程ついてはもう少し柔軟に対応して頂きたいと思いました。

また、当日の配信についてもプレゼン画面の直接共有では無く、撮影画像共有の為文字のぼやけ等で詳細が

見づらい環境でありました。大きな時は判読可能ですが文字が小さくなると大変見づらい状況でした。

3 とても素晴らしいセミナー、ありがとうございました。

5 長い間お疲れさまでした。多くの人に大きな影響を与えてくださったことに感謝申し上げます。

10 初めてのオンラインでしたが、声も良く聞こえました。

12 これからもzoomも多用して欲しいです。

13
オンラインでしたが、現場の臨場感は体験できませんでしたが、しっかりと参加させていただくことができたので

大満足です。ご準備、本当にありがとうございました。

16 ありがとうございました。来年以降も引き続きOpとしてのつながりを持ちながら参加し続けていきたいです。

20

初心を思い出し、本当に自分がしたい診療を見つめ直す機会となりました。

2年後を目標に「改革」に取り組んで行きたいと思います。

本日はありがとうございました。

24 熊谷先生には本当に感謝しかありません。15年間ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。

25
熊谷先生様々な学びをありがとうございました。人生100年時代まだまだ先生もあと20年頑張って頂きたく存じ

ます。とりあえずお疲れ様でした。

26

ファイナル講演を聞かせていただきこれからの自院の課題が明確になったと共に、熊谷崇先生が50年間取り

組まれた予防歯科をこれからはサステナブルな予防歯科として継承していける医院に成長していきたいと感じ

ました。

27

貴重な経験となった。都会でもオーラルディフィションは求められるのか気になった。酒田市が田舎だから成功

したのか、熊谷先生の熱意が伝わった結果なのか知りたい。今回の講演を聞いて一度は日吉の診療を見学に

行きたいと思いました。

28
熊谷先生の続けてこられたことの軌跡を改めて拝聴し，涙が溢れると共に歯科衛生士として患者さんのために

出来るだけ長く診療を続けてゆきたいと思うと同時に学び続けることの責任を感じました

33
改めて、予防歯科の重要性が分かりました。

もっと様々な知識を学んで、知識や技術を高めます。

34

熊谷先生の最後の公演をオンラインで参加できて2017年opセミナー受講時の初心を思い出すことができまし

た。ありがとうございました。福田先生、松野先生、畑先生の講演はとても興味深く視聴させていただきました。

私自身、保険バイオフィルムは根強く脳内に定着しているので今回の講義で少しでも除去したいです。

SAT事務局の方直前での申し込みにご対応いただき感謝いたします。

35

福田先生の取り組みが、とても参考になりました。

チームミーディングで、エビデンスのない分野（赤ちゃんの発達、機能と形態について）が取り上げられることは

今までなかったので、小児歯科・矯正歯科に取り組んできて、外せない分野が出てきたことは大変うれしく心強

かったです。

また、臨床研修医が日吉歯科でどのように育っていくのかも興味深かったです。

新卒で熊谷崇先生の歯科医療哲学に触れて、まっすぐ育っていけるなんて、素敵だなあと思いました。来年卒

業予定の我が妹もぜひ、お願いしたいと思いました。

2006年から、「毎年酒田へ勉強に行く」のが医院に根付いていたので、寂しい気持ちがあります。

歯の寿命を人生の寿命と逆転させるために、これからも頑張ります。

本当にお世話になりました。

＜＜ごご感感想想ややごご質質問問・・ごご希希望望・・ごご要要望望＞＞



36

熊谷先生酒田でのチームミーティング最後のご講演、身が引き締まる思いで拝聴いたしました。私自身はチー

ムミーティング第１回から参加いたしました。医院で予防医療を実践するにはいろいろ大変なこともあったので

すが熊谷先生の教えを守り続けたことで地域の人々の口腔の健康と予防に対する意識は確実に変わったと自

負しています。これからも真の予防医療、患者利益を追求し続け、命の寿命と歯の寿命を逆転できる様に精進

いたします。熊谷先生、私に歯科医療と言うものの真の姿、哲学を教えていただいてありがとうございました。

私の人生が変わりました。

＜石山莉奈さんにメッセージ＞

石山先生、熊谷先生と出会って本当によかったですね。石山先生は私の高校の同窓です。秋田から巣立った

先生が正しい歯科医療の道に進まれたこと大変嬉しく思います。これからも熊谷先生のもと自主自律の精神で

自分の道を歩まれてください。『おのれを修めて世の中つくす』

41 とても楽しかったです。また前向きに頑張ります！

42

熊谷先生のご講演を拝聴しながら、改めて歯科の未来に対する熱い想いを感じました。有難うございました。

今後も先生の想いを実現すべく精進して参りたいと思います。また貴重なご講演をいただきました皆様方、そし

て大変な状況の中開催のためにご尽力いただきました方々に感謝いたします。

44

1日目のDan Ericson先生のご講演での西真紀子先生の司会進行と通訳の岩上さんがとても良かったです。

聴きやすく和みました。2日目もスムーズであっという間に最後まで聞くことができました。FUJITSUの藤里さん

の企業の取り組みやご本人自身がとても歯科に精通していらっしゃり「歯美活男」としてブログを書いてらっしゃ

るとの事に驚きました。

宮本先生のアメリカでの歯科の状況、診療所のスタイルが日本よりだいぶ進んでいてアメリカへ移住された友

人の言葉「歯に関しては本当にアメリカに移住して良かったと思っている」を思い出しました。

松野先生のお話では素人ながら医科との関わり方を考えさせられました。口腔の全身との関係・影響をもっと

学んだ歯科医師が増えるといいなと感じます。

石山先生、家泉先生のフレッシュな感性とまたメインテナンス歯科医師としての自信を感じました。自己紹介を

もう少し短くして先生方の1日のスケジュールや働き方などが（別の機会ででも）知れたらなお良かったです。

松本先生のお話からは総リフォームをしてMTMに取り組む大変さを（当院も経験しています）、またお話の仕方

から日吉歯科卒業生としての誇りを感じました。

全体的にどの先生も書籍や文献を出してスライドを作っていらっしゃり直截簡明で理解しやすかったです。

最後に熊谷先生の時には険しい道のりも節操を固く守って貫いていらっしゃった歩みを垣間見ることができまし

た。ライセンスも何もない私ですが拝聴させていただき大変感銘を受けました。ありがとうございました。

46

コロナや台風などでプログラムが二転三転しましたが、適切に対応して頂きとても勉強になりました。普段、参

加できないスタッフもオンラインだったので参加でき、良かったです。酒田でのファイナルは寂しいですが、これ

まで酒田に毎年伺えることができ、ありがとうございました。熊谷先生、お疲れ様でした。今後ともどうぞよろしく

お願い致します。

47
行動力のある人の話を聞いて刺激になりました。自信の長期目標のためにまずどうしていくべきか改めて考え

直しました。

48
オンラインでしたが、参加でき熊谷先生のお話を聞くことができ、良かったです。福田先生のパートはすぐに歯

科医院で実践できる内容もあり大変参考になりました。

49

お世話になっております。オンラインのおかげでファイナルに無事に参加できたこと、感謝の気持ちでいっぱい

です。

今回パソコンがなく、スマホでの参加でした。

講演内容の画像がピンボケしているのがほとんどで、鮮明に文字が読めるのが少なかったことが残念でした。

スマホに問題があるのであれば仕方ないのですが、２日の土曜日ではほとんどピンボケがなかったので、次

回、オンラインでの開催があるのでしたらよろしくお願いいたします。

参加する度思うのですが、この会は、前向きに頑張る発表だらけのため物凄く元気をいただけるありがいミー

ティングだと思います。

課題が山積みなのに前向きな姿勢に心うたれ、明日からの診療に向かう足取りが軽くなるのも事実です。

次回の開催を楽しみにしながら明日からの仕事もがんばります！

本当にありがとうございました。

51
はじめてチームミーティングに参加させていただきました。患者さんへの情報提供や

規格性のある資料の重要性を改めて大切だと感じました。



52

歯科衛生士としての使命感を強く再認識しました。私も学生の頃、カンブリア宮殿をみて、OP医院に就職をしま

したが、日々の業務に終われ、歯科衛生士としての使命ややりがいを見失いかけていました。今日の講演を聞

き、初心を取り戻すとともに、とても胸が熱くなりました。足踏みしていた時間に少し焦りを感じていますが、今晩

からまた熱意と信念をもって、明るい日本の未来、そして社会に貢献できるよう、精進していきたいと思います。

ありがとうございました。

53

先程のアンケートに追記します

石山莉奈さんにメッセージ

石山先生、熊谷先生と出会って本当によかったですね。石山先生は私の高校の同窓です。秋田から巣立った

先生が正しい歯科医療の道に進まれたこと大変嬉しく思います。これからも熊谷先生のもと自主自律の精神で

自分の道を歩まれてください。『おのれを修めて世の中つくす』

54

今回本当に大変な中、ご準備をしていただきありがとうございました。今までプレセミナーなどには参加させて

いただいておりましたが、チームミーティングは今回が初めての参加でした。ご講演される先生方一人一人の

話が本当に興味深い内容であっという間の2日間でした。ありがとうございました。上記にも記載させていただき

ましたが、今後も可能であればオンラインと現地とのハイブリッド形式のセミナーにしていただきたいです。今後

ともよろしくお願い致します。

55

今回、最後の酒田でのチームミーティングをオンラインで聞くことができ、大変ありがたかったです。県外に出た

人と接することに不安を抱く患者さんにも配慮できましたし、小さい子のいるスタッフも話を聞くことができまし

た。熊谷先生をはじめご講演された先生方、SATの皆様に感謝申し上げます。

家泉先生のお話は、(おこがましいですが)私の立場と近いと感じました。

私は現在日本歯科大学新潟に在籍していますが、日吉歯科のことや熊谷先生のことを知る人、予防歯科を志

す人は私の知りうる限り1人もおりません。皆、将来働く姿を漠然としたイメージで捉えており、将来に不安を抱

えています。石山先生もおっしゃっていたように、雛の様な状態です。

私の口から同級生たちに、医療哲学や患者のための医療について、学んでいることを伝えたくても上手にアウ

トカムできず、周りに周知したくても心に響く様な話ができていません。仲間がいないことの孤独感と、自身の勉

強不足を痛感しています。

今回、研修を終えられた先生方のお話を、同級生たちにも聞いてもらいたかったと思いました。きっと明るい未

来を見つける手がかりにできたのではと思います。

来年度、私は研修医になる予定ですが、東北大学での研修協力施設に日吉歯科診療所の応募が出ず非常に

残念でした。今後も様々な方面にアンテナをはり、勉強の機会を得ていけるよう努力したいとおもいます。

56 コロナ、台風の中開催していただきありがとうございます、リアル１時情報は違います

57

歯科知識はほとんどない受付の私が今回のセミナーに参加して理解し何かを得れるのかと期待と不安でいっ

ぱいでしたが、登壇者各々の熱意や多角的なアプローチにとても充実した一日を過ごせました。

予防歯科の知識が高まり、もっと浸透してほしいと感じました。

また畑さんのお話は特にスーッと入ってきてわかりやすかったです。

また未来の歯科医・歯科衛生士がこの予防歯科の考え方に触れれば、予防歯科医院が増え、市民の身近な

存在となり、keep28の人々が増える。ワクワクします。

私は予防歯科を知ることが遅くもう抜歯されてしまいましたが、諦めることなく維持と進化していきたいです。

60

今までに人数の関係で酒田に行けなかったスタッフもチームミィーティングに参加でき熊谷先生のお話を聞くこ

とができたのでとても良かったです。医院全体で理念の共有ができたと思います。オンラインに台風と予定の変

更が重なり運営の方は大変だったと思いますがお疲れ様でした。

61
できれば質疑応答の時間をしっかり取っていただきたかったです。また懇親会を楽しみにしていたので中止と

なってしまって残念でした。また次回を楽しみにしてあります。

62 熊谷先生の見てる景色を少しでも共有出来て良かったです。宮本先生の話も凄く刺戟的でした。

63
今日のセミナーをうけて、予防歯科の大切さを改めて知ることができましたし、私もkeep28を目指し定期的にメ

インテナンスに通い将来歯を28本残せればと思いました。

65 今までチームミーティングを開催・運営していただき、感謝いたします。今後もよｒしくお願い申し上げます。

66
講演を聞いてエネルギーをいただきました。熊谷先生の素晴らしい功績を改めて聞き、その偉大さに感銘を受

けました。自分なりにできるミッションをかかげ、地域のみなさまの健康を守っていきたいと誓います。

68 今までのことが思い出されました。ありがとうございました。



69
熊谷先生の話をもっと聞きたかったです。

研修医の話をもっとコンパクトにして、熊谷先生を長くして欲しかったです。

70 細かいことで恐縮ですが、お弁当代の返却についてご検討いただけますとありがたいと思います。

72 コロナ大変な中、運営ありがとうございました。

73

酒田finalへの参加がオンラインになってしまいとても残念でしたが、オンラインでもとても貴重なお話を聞くこと

ができ有意義な時間でした。改めて身を引き締め今日から患者さんと向き合っていきたいと思います。熊谷先

生を始め、多くの先生方、開催してくださった全てのスタッフの方に感謝申し上げます。

74 やはり熊谷先生の人を動かす力に感動します。ありがとうございます。

76

プレチームミーティング、チームミーティングで講演して頂いた先生方、SAT事務局の皆様、関係者の皆様、あ

りがとうございました。

お疲れ様でした。

会場には行くことができなかったのですが、オンラインで視聴することができ大変嬉しく思います。

常日頃からもっともっと世間の人に予防歯科の重要性が伝わるといいな、と思いながらアシスタントとして診療

に携わっております。

今回のセミナー全体を通して、小さなコミュニティの中でそれを伝えるにはやはり限界があり、社会全体で仕組

みや考えを変えないと、そしてそれをきちんと発信しないと変わらないんだなと思いました。

歯科は唯一健康な人が健康を維持するために通うことが出来る診療科であること、口腔内の健康は全身の健

康にも関連することを改めて感じ、世間の人にそのような「当たり前だけどわかりやすい」言葉で発信していくこ

とが重要だと思います。

富士通の藤里さんのような、発信力、影響力のある方が予防歯科の重要性を伝えて頂けるととても心強いで

す。

そして当院の畑院長の発表にもあったように、『修理するクリニック』と『KEEP28を目指すクリニック』がわかり

やすく、消費者が自ら選ぶ時代がもうそこまで来ているのではないかと思います。

福田先生のCompass Clubのお話も大変興味深かったです。小児というとむし歯にフォーカスされますが、顎の

発育や発音、離乳期から自ら噛んで栄養を摂るようになる過程、その先も見据えて患者教育がされていること

が素晴らしいと思いました。また、マタニティからベビー、キッズ、ジュニアへと伝えたいことが明確でした。

全てを視聴することが出来ず、大変申し訳ありません。また、当初予定されてた初日の講演も今後オンライン

視聴が出来るとのこと、楽しみにしております。

来年からは東京開催のようですので、OP医院で働く一スタッフとして何かお手伝い出来ることがありましたらお

申し付けください。

事務局の皆様、本当にお疲れ様でした。

77 大変勉強になりました。ありがとうございました。

78 とても満足しています。良いチームミーティングでした。ありがとうございました。

80 有り難うございました

82

コロナや台風など様々なアクシデントがあったにも関わらず、チームミーティングを開催をして頂きありがとうご

ざいました。今回はオンラインでの参加となってしまいましたが、本当は現地に行きたかったです。聖地巡礼で

はありませんが、いつかまた、酒田市でのチームミーティングの開催を夢みております。

83

このたび初めてオンラインにてチームミーティングに参加させていただきました。

たくさんの先生方のお話を拝聴し、とても貴重な経験となりました。

患者さんとの信頼関係を大切にし、日々志を持って仕事に取り組んでいきたいという思いがより強くなりました。

このたびはご参加させていただきありがとうございました。

84 とにかくマルメ

85 OPチームミーティングはやっぱり元気をもらえますね！



88

オンラインでの参加となり、全てのご講演を聴くことは出来なかったのですが、貴重な先生方のご講演を拝聴

することができ、

大変有意義な時間となりました。

先生方のご講演を聴いて、改めて自分達が普段提供している医療の価値を再認識する事ができましたし、こう

した歯科医療の価値がより世の中に広まっていくように、自分にできることをもっと考えていきたいと思いまし

た。

まずは今来院されている患者さんが、快適に治療やメインテナンスを受けられるような環境を提供出来るよう

に、今起きている問題や、改善点をあらゆる角度から考え、スタッフ同士で共有し議論していくことが大事だと改

めて感じました。

そうしたことを念頭におきながら、明日からの診療にまた取り組んでいきたいと思います。

ご講演くださった先生方、運営側の方々、この度は貴重な機会をありがとうございました。

89

コロナ禍で残念ながら会場には行けませんでしたがオンラインでの参加をさせて頂け大変感謝しております。

熊谷先生の「まだまだ老けこむ歳では無いので」とおっしゃっていた言葉が頭にずっと残っていて刺激をいただ

きました。

2012年?に名古屋からOPセミナーに初めて参加させて頂いてからとにかく衝撃を受け歯科衛生士の仕事が

益々好きになりやり甲斐を感じることが増えました。

その後仙台転勤となりましたが、縁がありOPのDCで働くことができました。やはり一度知ってしまうとOP以外は

考えられず...

転勤があっても全国にOPのDCがある事がとても幸せです。

今回頂いた刺激を日々の診療へ繋げ停滞せず変化をもって業務に携わるようにします。

貴重なご講演をありがとうございました。

90
チームミーティングに参加して、また気持ちを新たに明日からの臨床を頑張りたいと思いました。長い間たいへ

んお世話になりました。

91

状況が困難の中の開催、本当にありがとうございました。

日々、診療していく中でオーラルフィジシャンとしてどうあるべきか！と考えることがあります。このような形でも

開催していただくことにより、答え合わせや新たな発見があります。来年度からは、ジャパン・オーラルフィジ

シャン・フォーラムとして継続していくことを強く望みます。

92

熊谷先生より、日吉歯科の歩みについてお話がありましたが、私自身も歯科衛生士人生を振り返り、原点を見

直す機会となりました。

私は、歯科衛生士のライセンスを取り、編入した大学生時代に「今後DHとして何をしていきたいか」と考えてい

るときに、熊谷先生のことを知りました。

そして、在籍する大学のDR向けの講義にいらっしゃるとお伺いし、このチャンスを逃してはいけない！と思い、先

生に交渉、講義に潜り込んだことを今でも覚えています。熊谷先生のお話を伺う中で、「真の患者利益とは何

か」そして、歯科衛生士として何が出来るのか。と真剣に考えた結果、予防歯科に携わることが、今の私にとっ

て一番行いたいことだと感じました。有難いことに、その後PreOPに歯科衛生士ではありますが参加し、日吉歯

科診療所に勤務できたこと、一緒に入った同期と切磋琢磨して学べたことは、私の歯科衛生人生で非常に根と

なる大切な部分になっています。

今回の熊谷先生の講義を通し、規格性のある資料の重要性、プロフェッショナルとして常に学び続けることの大

切さ、世界基準の視野で物事をみていくことが、将来的に患者さんの健康をサポートしていけることにつながる

ことを改めて感じました。

ダン先生の講義も、いつも本当に患者さんのことを考えさせられるもので、非常に勉強になりました。特に、録

画分は歯科衛生士にとってとても大切な心構えであり、今一度医院の歯科衛生士と共有し、自分達の患者教

育・コミュニケーションについて考え直したいと思います。

酒田での開催は最後ということで、名残惜しくはありますが、引き続き別の形で全国の予防歯科を行う医院と

繋がり、学んでいける環境があることはありがたく感じます。

今後ともよろしくお願いいたします。

そして、酒田開催の準備に長年携わってくださった方々、ありがとうございました。

96

私は竹内歯科医院で働くようになってから予防歯科のことを知りました。日本はまだ予防歯科への意識が低い

ので、スウェーデンに近いてほしいと思いました。貴重な講演を聞くことができてよかったです。ありがとうござい

ました。

97 貴重な講演を視聴させていただき、2日間がとても有意義な時間となりました。ありがとうございました。



99

熊谷先生の講演を久しぶりに拝聴させていただきました。熊谷先生の講演を聞き、OPの歯科医院に勤務して

いて本当によかったと改めて感じました。また、今回私は初めてチームミーティングに参加させてもらいました。

オンラインだからこそ参加できました。次回の開催時はコロナはどうなっているかわかりませんが、オンラインで

の開催はぜひ、視野に入れておいてもらいたいです。

100

酒田でのチームミーティングが最後だったので、現地で参加したかったですが叶わず残念です。しかし、熊谷

先生やDan  Ericson先生を始め、OPとして頑張っていらっしゃる先生方のお話を聞き、改めてOPの理念の大

切さやや誇りを感じることができました。そして、OPとして信念を曲げす在り続けることが、これからの歯科に明

るい未来を引き寄せることに繋がると思いました。今回のチームミーティングに参加できて本当に良かったで

す。

また、SAT事務局の方々を始めチームミーティングの開催、運営に尽力いただいた方々にお礼申し上げます。

ありがとうございました。

101

昨年コロナで延期となり、今年は残念ながら現地へ赴くことが難しく泣く泣くキャンセルしたのですが、まさかオ

ンラインで参加できるとは！

都合により全講演を視聴することはできませんでしたが、どの先生方(最後の方しか視聴できませんでしたが、

富士通の藤里さんも)の考え方も取り組みも素晴らしく、感銘を受けました。

中でもやはり熊谷先生のファイナル公演、Dan Ericson先生のご講演は個人的に楽しみにしていたこともあり、

最高でした！

私が言うのも大変おこがましいのですが、今後の歯科界を盛り上げ支える世代の一員として、諸先輩方や後

輩たち(フレッシュな世代の話は残念ながら視聴できませんでしたが…)に恥じない成長をし続けなければ、と感

じた2日間でした。

プレチームミーティングは録画配信で視聴のチャンスが残っておりますので、ぜひ視聴したいと思います。

ご講演くださった皆様、誠にありがとうございました。

102

今回、初めての講演参加でした（リモート）

熊谷先生のこれまでの取り組み、それを継承される先生方のお話しを

拝聴することができ、その機会に参加できたことで自分の仕事にとりこんでいきたいと

思いました。ありがとうございました。

103 実際に開催されてから記入します

104 オンラインの映像が見にくかった

105
初めて参加しました。熊谷先生のお話やDan Ericson先生のお話を聞けて良かったです。2日間ありがとうござ

いました。


