
 

藤本篤士（フジモト アツシ） 

   医療法人 渓仁会（ｹｲｼﾞﾝｶｲ）札幌西円山病院 歯科診療部長 
   

■略歴■ 

市立釧路総合病院歯科医長 

歯科補綴学（ｼｶﾎﾃﾂｶﾞｸ）第二講座 助手 

  

■役職など■ 

北海道大学 歯学部 高齢者歯科学教室，リハビリ補綴学教室 非常勤講師 

札幌医学技術福祉歯科専門学校  歯科衛生士科，言語聴覚士科 非常勤講師 

医療歯科専門学校 歯科衛生学科 非常勤講師 

名寄市立大学 栄養学科 非常勤講師 

北海道大学大学院 歯学研究科 非常勤講師 

天使大学 看護栄養学部栄養学科 非常勤講師 

九州歯科大学 歯学部歯学科，口腔保健学科 非常勤講師 

北海道大学 歯学部 臨床教授 

北海道文教大学 健康栄養学科 非常勤講師 

北海道医療大学 歯学部，大学院 非常勤講師 

  

■所属学会など■ 

   

日本リハビリテーション栄養学会（代議員，監事） 

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 

日本老年医学会 

日本老年歯科医学会 

 

日本静脈経腸栄養学会 北海道支部 世話人 

札幌栄養管理情報ネットワーク研究会 世話人 

北海道胃瘻研究会 世話人 
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■著書（分担執筆），ＤＶＤなど■                
介護保険と口腔ケアプラン 1999 年 医歯薬出版  

多職種のための口腔ケア 2001 年 口腔保健協会  

３つのキーワードで読む予防歯科 2002 年 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版  

高齢者のためのトータル口腔ケア 2003 年 医歯薬出版  

痴呆と歯科診療 2003 年 医歯薬出版  

もっと知りたい義歯のこと 2003 年 医歯薬出版  

歯科衛生士のための高齢者歯科学 2005 年 永末書店  

わかる！摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ第２巻 2005 年 医歯薬出版 2007 年第 2版 

全科に必要な栄養管理 Q&A 2005 年 総合医学社 2008 年改訂版 

高齢者ケアの基礎と実践 2005 年 日本歯科衛生士会  

イヤーブック 現代の治療指針 2005 年 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版 2005～2008 年 

基礎から学ぶ口腔ケア 2007 年 学研 2008 年第 2版 

摂食・嚥下リハビリテーション 第２版 2007 年 医歯薬出版  

口腔ケアガイドブック 2008 年 口腔保健協会  

介護予防プラクティス 2008 年 厚生科学研究所  

高齢者の栄養ｹｱ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ DVD 全８巻 2009 年 丸善㈱ Vol.2 

リハビリテーション栄養ハンドブック 2010 年 医歯薬出版 2011 年第 2版 

胃ろう（ＰＥＧ）管理 Q&A 2011 年 総合医学社  

サルコペニアの摂食・嚥下障害 2012 年 医歯薬出版 編著者 

在宅栄養管理のプロになる 2013 年 看護と医学社  

５疾病の口腔ケア 2013 年 医歯薬出版 編著者 

口腔の緩和医療・緩和ケア 2013 年 永末書店  

口腔科学 2013 年 朝倉書店  

完全図解 新しい介護 2014 年 講談社 編集協力 

実践リハビリテーション栄養 2014 年 医歯薬出版  

医科歯科連携実践マニュアル 2014 年 三輪書店  

認知症のリハビリテーション栄養 2015 年 医歯薬出版  

在宅リハビリテーション栄養 2015 年 医歯薬出版  

口から食べる幸せをサポートする包括的スキル 2015 年 医学書院  

続・５疾病の口腔ケア 2016 年 医歯薬出版 編著者 

治療を支える疾患別リハビリテーション栄養 2016 年 南江堂  

絶対知りたい義歯のこと 2016 年 医歯薬出版 編著者 

高齢者の摂食嚥下サポート 2017 年 新興医学出版社  

口から食べる幸せをサポートする包括的スキル 2017 年 医学書院 第 2版 

床ずれケアナビ 2017 年 中央法規  

老化と摂食嚥下障害 2017 年 医歯薬出版 編著者 

誤嚥性肺炎の予防とケア 2017 年 医学書院  

 
  



 
■雑誌別冊など■ 

医療連携による在宅歯科医療 2008 年 HYORON 日本歯科評論別冊 

栄養ケアのキーワード 166 2015 年 メディカ出版 ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｹｱ別冊 

高齢者栄養ケア UPDATE 2015 年 医歯薬出版 臨床栄養別冊 

高齢者の栄養ケア Q&A55 2016 年 メディカ出版 ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｹｱ別冊 

消化・吸収・代謝のしくみと栄養素のはたらき 2016 年 メディカ出版 ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｹｱ別冊 

リハビリテーション栄養 UPDATE 2017 年 医歯薬出版 臨床栄養別冊 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ栄養 Q&A33＋症例 7 2017 年 メディカ出版 ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｹｱ別冊 

歯科医療 未来と夢 2017 年 医歯薬出版 歯界展望別冊 

間違いだらけの栄養療法４０ 2018 年 メディカ出版 ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｹｱ別冊 

 
■一般雑誌記事■ 

46 歳からの MEDICAL BOOK 2012 2012 年 ｴﾑｼﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ  

長寿のカギは「清潔な口」と「飲み込む力」 2014 年 週刊朝日 2014.02.07.号 

週刊朝日ﾑｯｸ 人生の再設計ガイド 2015 年 朝日新聞出版 一部監修 

在宅介護の「食」に困ったら読む本 B.B.MOOK 2016 年 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社 一部監修 

舌を鍛えて「寝たきり」予防 2017 年 週刊文春 2017.02.23.号 

飲み込む筋肉が免疫力を高める 2018 年 AERA アエラ 2018.04.02.号 

文春ﾑｯｸ 老けないカラダの新常識 2018 年 文藝春秋  

 
 
 




