
主催

「命の入り口、心の出口」

九州・沖縄支部

テ ー マ

開催会場 福岡県歯科医師会館　大ホール　
福岡市中央区大名 1－12－43 　TEL：092－771－3531

参加申込 別紙申込書により下記宛FAXでお申込みください

申込期限 平成 23 年 10 月 8 日（土）
参  加  費 学会認定医・指導医は無料

それ以外の会員は 2,000円（当日入会を済ませた者も含む）

河原英雄 先生 （大分県佐伯市　歯科河原英雄医院）

　  「噛 む」

開催時刻 9：50～15：00

増田純一 先生 （佐賀県武雄市　マスダ小児矯正歯科）

　  「美しい顔で豊かな人生を送るために
　　 －生涯にわたる“歯”の健康づくり－」

上濱　正 先生 （認定審議運営委員長）

　　 「顎口腔系はおもしろい」
　  「新たにスタートする日本顎咬合学会認定歯科衛生士・歯科技工士の制度について」

平成 23年 10月 16日㈰開催月日

※日本歯科医師会にご所属の先生は生涯研修登録 ICカードをお持ちください。

FAX.092 - 433 - 5552 トーデント九州

認定医教育研修会認定医教育研修会
（認定医・指導医参加者10単位取得）（認定医・指導医参加者10単位取得）

日本顎咬合学会日本顎咬合学会日本顎咬合学会日本顎咬合学会
THE ACADEMY OF CLINICAL DENTISTRY平成23年度



増田純一
（佐賀県武雄市　マスダ小児矯正歯科）

1967年　九州歯科大学卒業
1973年　福岡市東区にて増田歯科開業
1982年　福岡市中央区にてマスダ小児歯科開業
1984年　歯学博士
1986年　小児歯科学会理事
1999年　日本顎咬合学会指導医
1999年　武雄市にてマスダ小児矯正歯科開業
2005年　小児歯科学会専門医

プロフィール

（大分県佐伯市　歯科河原英雄医院）

河原英雄

1941年　福岡県生まれ
1967年　九州歯科大学卒業
1968年　福岡市にて開業
2002年　大分県佐伯市に移転、開業　現在に至る

九州大学歯学部臨床教授、台北医科大学歯学部臨床教授
奥羽大学歯学部客員教授、明海大学歯学部非常勤講師
九州歯科大学非常勤講師
日本審美歯科協会会長・日本顎咬合学会会長等　歴任
医学博士

日本顎咬合学会　認定教育研修会　九州・沖縄支部

プロフィール

THE ACADEMY OF 
CLINICAL  DENTISTRY

命の入り口、心の出口テーマ

　昨年と今年の顎咬合学会市民フォーラムでは「噛むこと食べること」をテーマに取り
上げられ、口機能の大切さ、口と全身との関わり等が市民レベルで分かりやすく楽しく
語られました。NHK ためしてガッテンでも口機能と噛むことが取り上げられ国民的関心
事となってきました。
　しかし、私たち臨床医は大半が形態の修復に時間を取られ、口機能については保険点
数の裏付けもなくあまり関心がないようです。
　今回、小児歯科の立場から咀嚼機能の獲得からウ蝕等による機能への影響など、乳歯
列期の機能と形態を中心にお話ししたいと思います。

私の「生涯にわたる歯の健康指標」
〈むし歯予防〉8020 への 3 段跳び
　ホップ 30（サンゼロ）…………3 歳までむし歯ゼロ

（3 歳頃までに生えそろう乳歯 20 本にむし歯をつく
らない）

　ステップ 60（ロクゼロ）…………6 歳臼歯をむし歯にしない
 （6 歳臼歯を 3 年間は健全に保つこと）

　ジャンプ 1200（イチニゼロゼロ）…12 歳でむし歯ゼロ
（全ての乳歯が交換してむし歯のない健全な永久歯
による咬合が完成した状態をいう）

（6 歳臼歯を 3 年間むし歯ゼロにすると、あとは側方
歯がトントンと交換し 1200 が可能となります）

〈噛むについて〉
　噛むは健・美・力
　　噛むは健康に直結しています。
　　噛むは口元・顔を美しくします。そして、美味　おいしく食べます。
　　噛むは活力・気力・記憶力・運動能力・脳への血流等に深くかかわっています。

　昨今の歯科界は大学入学者の激減、そして日本経済の低迷に伴う低医療費、超高齢時
代への突入など暗いニュースが多い中、「噛むことと健康」が国民の間で徐々に浸透し
ています。
　日本では 75 才以上の無歯顎者の割合は男 27.7％、女 34.2％（2005 年実態調査）です。
今では総義歯について大学教育でも、研究者の集まる学会でも主題になることは滅多に
ありません。高齢者の生きる喜びを支えるのは「食べること」「語らうこと」以外にない
といってもいいのに、私たち歯科医は高齢者がおいしく食べられるための医療を十分提
供できているでしょうか?
　保険診療で快適に機能する総義歯を提供することができずに歯科医療のほんとうの価
値を国民に知ってもらうことはできないと思います。歯科臨床の現場をあずかる私たち
は高齢者の暮らしを支える医療の実現に幾ばくかの力を注ぐべきではないかと考え老醜
ではありますが、あえて発表させていただきます。

噛　む

美しい顔で豊かな人生を送るために
－生涯にわたる“歯”の健康づくり－



切り取らずこのまま下記申込先へＦＡＸして下さい（期限注意）

日 本 顎 咬 合 学 会
九州・沖縄支部御中
10月16日（日曜日）の認定研修会に参加申し込み致します。

申込期限
10月8日（土）

参 加 申 込 書

氏

　名

●認定医 ●指導医 ●未認定医 （該当を○で囲んでください）

連絡先住所・TEL

〒

ふりがな

会員番号

●認定医 ●指導医 ●未認定医 （該当を○で囲んでください）

連絡先住所・TEL

〒

●認定医 ●指導医 ●未認定医 （該当を○で囲んでください）

連絡先住所・TEL

〒

氏

　名

ふりがな

会員番号

氏

　名

ふりがな

会員番号

〈交通のご案内〉
●西鉄大牟田線 「福岡」駅より徒歩 8 分

●JR 「博多」駅より
　西鉄バス（行き先番号 2・3・8）
　「西鉄グランドホテル前」下車、徒歩 3 分

●JR 「博多」駅より地下鉄 「天神」駅
　または 「赤坂」駅より徒歩 7 分

福岡県歯科医師会館　大ホール
福岡市中央区大名1丁目12－43
ＴＥＬ　092－771－3531　
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3番出口5 番出口

福岡県歯科医師会館　大ホール

FAX 092-433-5552 トーデント九州



学会への入会手続きは下記宛お申込みください

学会事務局　TEL. 03-6683-2069　FAX. 03-6691-0261 

平成23年度 認定医教育研修会

：命の入り口、心の出口

★開催時刻、会場案内図、申込先は別紙をご覧下さい。　★認定医、指導医の参加者は認定10単位が与えられます。
★申込み期限、他支部申込み等の照会は各支部の窓口の先生に直接おたずねください。

テーマ

北海道
札　幌

支　部 開催月日・開催時刻

北海道大学歯学部講堂  札幌市北区北13条西7丁目  TEL.011－706－4313 
　　春藤憲男先生（琴似タワー歯科クリニック）TEL.011－612－3455　FAX.011－612－3454

開催地

河原英雄 先生
増田純一 先生

山　形
河原英雄 先生
増田純一 先生

東　京
河原英雄 先生
増田純一 先生

名古屋
河原英雄 先生
増田純一 先生

大　阪
河原英雄 先生
増田純一 先生

福　岡
河原英雄 先生
増田純一 先生

講　師

窓口

東　北
山形県歯科医師会館　山形市十日町2-4-35　TEL.023-632-8020
　　佐藤勝史先生（佐藤歯科医院ラ・フランス オフィス）  TEL.0237－49－1155  FAX.0237－49－1156窓口

関　東

甲信越 日本青年館  中ホール  東京都新宿区霞ヶ丘町7－1  TEL.03－3401－0101
　　長阪信昌先生（ながさか歯科クリニック）  TEL.042－548－4618  お申し込みは学会事務局 FAX.03－6691－0261まで窓口

中　部
名古屋国際会議場　名古屋市熱田区熱田西町1－1  TEL.052－683－7711
　　三輪一雄先生（双峰歯科クリニック）  TEL.0562－93－4888  FAX.0562－93－4902窓口

近　畿
中　国
四　国 大阪国際交流センター  大阪市天王寺区上本町8－2－6  TEL.06－6772－5931

　　有限会社メディア・レフ（担当：山名健介）  TEL.079－221－7225  FAX.079－221－7226窓口

九　州

沖　縄

平成 23 年 10 月 30 日 ㈰　10：00～15：00

平成 24 年 3 月 31 日 ㈯　13：30～17：30

平成 23 年 9  月 4 日 ㈰　12：00～16：30

平成 23 年 11 月 26 日 ㈯　13：30～17：30

平成 24 年 2  月 26 日 ㈰　10：00～15：00

平成 23 年 10 月 16 日 ㈰　 9：50～15：00
福岡県歯科医師会館　大ホール　福岡市中央区大名1－12－43　TEL.092－771－3531
　　トーデント九州　TEL.092－433－5558　FAX.092－433－5552窓口


