
日本顎咬合学会

2018 年12 月15 日（土）

会員カードを
忘れずに

お持ちください。

ウインクあいち　1003会議室
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38

別紙申込書により下記宛FAXでお申込みください
三輪一雄 先生

（双峰歯科クリニック）FAX.  0562－93－4902
参加申込

学会認定医・指導医・認定歯科技工士・指導歯科技工士・
認定歯科衛生士・指導歯科衛生士は無料
それ以外の会員は2,000円（当日入会を済ませた者も含む）
※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。

参加費

2018年12月10日（月）申込期限

中部支部▶▶2018年度

認定医教育研修会

主催

認定医・指導医
認定歯科技工士
指導歯科技工士
認定歯科衛生士
指導歯科衛生士

10単位取得

認定医・指導医
認定歯科技工士
指導歯科技工士
認定歯科衛生士
指導歯科衛生士

10単位取得

心地よく咬むために土台を作る
　　　　　　　―エンドを極める―

テーマ

THE ACADEMY OF CLINICAL DENTISTRY

15：15～16：45 「根尖病変を治癒に導くポイント」 
倉富　覚 先生（福岡県開業）

3：30～15：00 「歯内療法の学び直し」 
高橋慶壮 先生（奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯周病学分野教授）

講 師

臨 床

大 学
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開催月日

13：00～13：30　趣旨説明　上田秀朗　理事長

開催会場

13：00～16：45（12：30受付開始）開催時刻
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歯内療法の学び直し

根尖病変を治癒に導くポイント

　歯内療法学の卒前教育では，未だに半世紀前に発表されたIngleやClemの古典

的論文に基づく方法論が教育されており，卒前教育だけで適切な根管治療を実践す

ることは困難である。近年，根管形成の科学はマイクロCT解析によって飛躍的に進

み，理想の根管拡大法が経験則ではなく科学的に検証されつつある。

　臨床的に、異常咬合が歯痛や根尖病変に及ぼす影響をしばしば観察するが、これ

までの歯内療法学の教科書には異常咬合が関わる歯内疾患の概念や定義はない。

今後、「垂直思考」の元に狭い範囲を掘り下げる欧米式の学問体系に「水平思考」を

導入し、各分野の臨床知見を統合していく必要があるだろう。

　Ni-Tiロータリーシステムは，非常に有効なツールであるが，適応症例が限られる。

実際、米国の歯内療法専門医は手用ファイルを多用している。演者は症例に応じて

手用ファイルとNi-Tiロータリーシステムを併用した歯内療法を実践している。

　本講演では，歯内療法学における誤謬とパラダイムシフトについて概説し，根管本

来の形態を保持した根管形成法について解説する。さらに非外科的な根管治療では

治癒の機転を取らない症例，換言すれば根尖孔外のバイオフィルムを除去できない

症例に対する外科的歯内療法，異常咬合の関与および進化を続けるNi-Tiロータリー

システムについて説明する。

PROFILE

高橋慶壮 先生 

1988年 岡山大学歯学部歯学科卒業
1992年 岡山大学大学院歯学研究科修了
 博士（歯学）
1993年 英国グラスゴー大学歯学部
 （Prof. Denis F. Kinaneに師事）
1996年 岡山大学歯学部助手
1999年 明海大学歯学部講師
2006年 明海大学歯学部助教授
2007年 奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯周病学
 分野教授　現在に至る

日本歯周病学会常任理事
（口腔インプラント委員会委員長）
日本歯科保存学会常任理事（選挙管理委員会委員長）
日本顎咬合学会指導医
米国歯周病学会(AAP)国際会員
国際歯科研究会(IADR) 会員

奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯周病学分野

PROFILE

倉富　覚 先生

　近年、CBCTやマイクロスコープの普及により、歯内療法の概念と術式は飛躍的に

発展し、Ni-Tiファイルと併せて「歯内療法の三種の神器」などと呼ぶ専門医も出てき

た。これら器具・器材のみならず、根管洗浄や根管充塡などの術式に関しても、新

しい知見が続 と々報告されている。科学は進歩し、それに伴い治療技術が変化して

いくことは当然であり、時代の流れに取り残されないようにしなくてはならない。し

かし、歯科界の常であろうか、数年前に流行ったものがあっという間に風化し、当時

推奨していたオピニオンリーダー的な先生は、既に別のものを推奨され、その変わり

身の速さに驚かされることも珍しくない。古いものに固執するつもりは毛頭ないが、

従来のものを否定し、常にTRENDを追い求めることが、最良の歯科医療だとも思

わない。時代の流れに左右されない歯内療法の「幹」のようなものがあるのではない

だろうか。

　歯内療法は一生懸命やったからといって、必ずしも良い結果が出るものではない。

根尖病変が治らず、壁にぶつかった時には、得てして目新しい器材や術式に飛びつ

きたくなるが、一度自身のコンセプトと術式を0にリセットしてみてはいかがだろうか。

先入観を捨て、客観的に自己を見直したときに、何か見えてくるかもしれない。その

一助になれば幸いである。

1996年 九州大学歯学部　卒業
 北九州市門司区　山内歯科医院　勤務
1998年 北九州市小倉北区　下川歯科医院　勤務
2001年 北九州市小倉南区　川崎歯科医院　勤務
2003年 現在地にて開業
2018年 九州大学歯学部臨床教授　就任

北九州歯学研究会、経基臨塾、SG金曜会
スタディグループＲ

日本顎咬合学会副理事長・指導医
日本歯周病学会歯周病専門医
日本臨床歯周病学会認定医、歯周インプラント認定医
日本歯内療法学会
日本審美歯科協会

福岡県開業



切り取らずこのまま下記申込先へFAXしてください（期限注意）

日本顎咬合学会
中部支部御中
12月15日（土）の認定医教育研修会に参加申し込み致します。

申込期限
12月10日（月）

氏

　名

●認定医 ●指導医 ●認定歯科技工士 ●指導歯科技工士 ●認定歯科衛生士 ●指導歯科衛生士 （該当を○で囲んでください）

連絡先住所・TEL

〒

ふりがな

会員 ID

●認定医 ●指導医 ●認定歯科技工士 ●指導歯科技工士 ●認定歯科衛生士 ●指導歯科衛生士 （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 ID

●認定医 ●指導医 ●認定歯科技工士 ●指導歯科技工士 ●認定歯科衛生士 ●指導歯科衛生士 （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 ID

FAX. 0562-93-4902 三輪 一雄（双峰歯科クリニック）

参 加 申 込 書

ウインクあいち　1003会議室

愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38
TEL.052－571－6131

[アクセス] 
（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
 ● JR名古屋駅桜通口から
　 ミッドランドスクエア方面　徒歩5分
 ● ユニモール地下街　5番出口　徒歩2分

名
古
屋
駅

桜通口 桜通

ミッドランド
スクェア

大名古屋
ビルヂング

名
古
屋
通

ウインクあいち
愛知県産業労働センター

名古屋
クロスタワー

名鉄名古屋駅改札

近鉄名古屋駅改札

ユニモール
地下街
5番出口
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学会へのご入会はホームページよりお手続きいただけます。　http://www.ago.ac/
学会事務局　TEL. 03-6683-2069　FAX. 03-6691-0261 

★ 開催時刻、会場案内図、申込先は別紙をご覧ください。
★ 認定医、指導医、認定歯科技工士、指導歯科技工士、認定歯科衛生士、指導歯科衛生士の参加者は 10 単位が与えられます。
★ 他支部の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。

お問い合わせ

認定医教育研修会

支　部 開催月日・開催時刻・講師・会場・申込先窓口

【大　阪】 中之島センタービル　リーガロイヤルNCB 　大阪府大阪市北区中之島6-2-27 
 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

講
師2018年 10 月 20  日（土） 13：00～16：45

北海道

高橋慶壮 先生
倉富　覚 先生

【仙　台】 宮城県歯科医師会館　宮城県仙台市青葉区国分町1-5-1 
 永田一樹 （永田歯科医院）　TEL. 023-672-0215　 FAX. 023-672-0315窓口

講
師2018年 11 月 17 日（土） 13：00～16：45関　東

甲信越

高橋慶壮 先生
倉富　覚 先生

【名古屋】 ウインクあいち　1003会議室　愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38
 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

講
師2018年 11 月 24 日（土） 13：00～16：45

東　北

前田英史 先生
平井　順 先生

【福　岡】 エルガーラホール7F 多目的ホール　福岡県福岡市中央区天神1-4-2
 トーデント九州　TEL 092-433-5558　FAX 092-433-5552窓口

講
師2018年 12 月  8  日（土） 13：00～16：45九　州

沖　縄

前田英史 先生
平井　順 先生

【東　京】 ベルサール東京日本橋　東京都中央区日本橋２-７-１ 東京日本橋タワー4階 
 小林英史 先生（小林歯科医院）　TEL.046－221－2114窓口

講
師2018年 12 月 15 日（土） 13：00～16：45

中　部

高橋慶壮 先生
倉富　覚 先生

お申込みは学会事務局　FAX.03－6691－0261

【札　幌】 北海道歯科医師会館　北海道札幌市北1条東9-11
 石田智毅 先生（ポテト歯科医院）　TEL.011－669－2887  FAX.011－669－2884窓口

講
師2018年 11 月 10日（土） 13：00～16：45 前田英史 先生

平井　順 先生
近畿
中国
四国

▼ スケジュール
　　（各支部共通）

▼講師

趣旨説明 13：00～13：30　大学講師 13：30～15：00　臨床講師 15：15～16：45

平井　順 （神奈川県開業）

倉富　覚 （福岡県開業）

 臨床前田英史 （九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座歯科保存学分野教授）

高橋慶壮 （奥羽大学歯学部歯科保存学講座歯周病学分野教授）

大学 
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