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オピニオンリーダーに聞く

臨床歯科医と歯科麻酔科医の
チーム医療実現と環境の構築

で明日から取り組むことので

活用してほしいと思います。

きる臨床歯科麻酔学のスタン
ダードな情報発信をしていき
たいと思います。

歯科麻酔科医の
活躍の場を広げる

3 つ目が静脈内鎮静法を全

「歯 科 麻 酔 科 医 と い え ば

国で 活 用できる医 療 連 携サ
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ポートの環境整備です。歯科
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だ始まって1年あまりですが、
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テムをつくりました。

ではないかと思っています。

「臨床歯科麻酔学の重要性と楽しさを、もっと臨床歯科医と患者さんに伝えたい」という思い
から、2017年6 月、大学の垣根を超えた歯科麻酔科医のスタディーグループ「CDAC（Clinical
Dental Anesthesiologist Club）」を立ち上げた藤沢歯科ペリオ・インプラントセンター院長の雨

宮啓先生。今回は雨宮先生に CDAC 設立までの経緯と活動内容、さらに臨床歯科医と歯科麻
酔科医がチーム医療を行うための、画期的なシステムについて伺いました。
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立ったのが 2016 年 4 月。歯 科

CDAC（Clinical Dental Anesthesiologist Club）とは
大学の垣根を超えた日本トップレベルの技術を持つ臨床歯科麻酔科医のスタディーグループ。日
本歯科麻酔学会認定医・専門医30人が所属する（2018年7月現在）。静脈内鎮静法をはじめ歯科麻酔

安全で快適な地域医療への貢献、臨床歯科麻酔学に関する学会・講演会活動、などを中心に活動
している。
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