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会員カードを
忘れずに

お持ちください。

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

別紙申込書により下記宛FAXでお申込みください
有限会社メディア・レフ

（山名健介）FAX.  079－221－7226
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11月5日（月）申込期限

近畿・中国・四国支部▶▶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

15：15～16：45 「補綴を考慮した歯内療法」 
平井　順 先生（神奈川県開業）

13：30～15：00 「歯内疾患を治癒に導く」 
前田英史 先生（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）

臨 床

大 学

心地よく咬むために土台を作る
　　　　　　　―エンドを極める―

テーマ

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

講 師
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近畿・中国・四国支部
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補綴を考慮した歯内療法

歯内疾患を治癒に導く

　従来、歯内療法は除痛療法を目的としてスタートしてきた。しかしそれ以上に臨床

で忘れてならないことは、歯内療法はあくまでも補綴のためのイニシャルプレパレイ

ションである。一歯残存症例の治療において、術者が満足できる確実で理想的な歯

内療法が施されたとしても、その後の補綴処置によってその歯を20年、30年と長期

に亘って保存することはそれだけでは難しい。

　歯内療法は歯の長期保存を考慮した補綴計画のもとで完成度の高い補綴のため

の土台作りを行うことである。その目的を果たすための手段に何を使ったかではなく、

どのような好結果が残せたかということにこだわる必要がある。そのためには、歯の

長期保存を考慮した補綴計画の中に、それに耐えうるような歯内療法の確立、そして

長期的に安定した顎位のもとでの下顎運動の機能確立が欠かせないと考える。“す

べての歯科治療は咬合に始まり咬合に終わる”と言われるように、歯内療法の分野

においても咬合を考慮した補綴計画の元で行われることが、歯の長期保存を目指す

うえで重要である。

　今回、このことを前提とした私の考える歯内療法の臨床について述べてみたい。

PROFILE

平井　順 先生 

1977年　日本大学歯学部卒業
1991年　歯学博士取得：日本大学第4146号
2006年　明海大学歯学部臨床教授就任
2011年　日本大学歯学部第60回佐藤会にて
　　　　 佐藤賞受賞（創立者賞）
現在川崎市にて開業

国際歯科学士会日本部会（ICD）理事
日本顎咬合学会常任理事（認定審議会委員長）
日本歯内療法学会代議員
日本顎咬合学会指導医
日本歯内療法学会指導医
米国歯内療法学会（AAE）アクティブメンバー
米国歯周病学会正会員（AAP）

神奈川県開業

PROFILE

前田英史 先生

　人生を送る上での悦びの1つは、自分の歯で咬んで食べることであるといっても過
言ではない。超高齢社会の本邦において、8020運動は、予想よりも遥かに早く平成
28年には50％以上が達成する時代となり、国民の多くが自分の歯を保存することに
高い関心と期待を寄せているのが実感される。私たち歯科医師は、これにしっかり
答えていかなければならない。
　歯の保存治療を行っていくうえで、歯内治療は重要な治療ステップであることはご
周知の通りである。しかしながら、歯科全般の治療の中で、歯内治療は見えない部
分を治療するという特殊性に加えて、複雑な走行をもつ根管系の治療を行わなけれ
ばならないため、思った通りの治癒に導くことが難しい症例にしばしば遭遇する。治
療が長期に及ぶと、患者さんの理解が得られにくくなり、信頼関係の維持にも影響が
出てきてしまうことにもなる。歯内治療を適切に進めていくためには、知識や経験と
技術、忍耐が求められるが、その治療方針を定めるためには、原因を明らかにすると
いうことが重要なポイントである。
　本講演において、私どもの診療科に、難治性としてご紹介いただいた症例の中で、
原因が明らかになって治療が奏功した症例をご紹介し、先生方の治療の一助になれ
ば幸いである。土台となる歯根をしっかりと治療し保存することで、将来にわたって、
当たり前に安定して咬むことができるという状態を、1人でも多くの患者さんに提供で
きることを願っている。

1990年 九州大学歯学部卒業
1994年 九州大学大学院歯学研究科歯学臨床系 
 専攻 博士課程修了
1995年 九州大学歯学部歯科保存学第２講座助手
1999年～2001年
 米国 テキサス大学ヘルスサイエンス
 センター サンアントニオ校留学
2004年 九州大学病院 口腔機能修復科
 歯内治療科 講師
2011年 九州大学病院 口腔機能修復科
 歯内治療科 診療准教授
2015年 九州大学 大学院歯学研究院
 口腔機能修復学講座 
 歯科保存学研究分野 教授
現在に至る

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

心地よく咬むために土台を作る
　　　　　　　―エンドを極める―

テーマ



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
近畿・中国・四国支部御中
11月10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
11月5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. 079-221-7226 有限会社メディア・レフ（山名健介）

参 加 申 込 書

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
TEL.06－6443－2251

[アクセス] 
 ● 京阪電車中之島線「中之島駅」
　 2番出口から徒歩4分
 ● 大阪市バス53系統「船津橋」下車すぐ
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土佐堀通

中之島センタービル
リーガロイヤル NCB
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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
心地よく咬むために土台を作る
　　　　　　　―エンドを極める―

テーマ

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 

日本顎咬合学会
▶▶2018年度


