THE ACADEMY OF CLINICAL DENTISTRY
関東・甲信越 支部

2015 年度

日本顎咬合学会

認定医教育研修会
テーマ

今後の歯科医療人として
知らなければならない
臨床検査 ＋ 口腔外科

開催月日

2015 年 10 月 24 日（土）

開催会場

パシフィコ横浜・会議センター501

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

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

開催時刻

13：00 ～16：15（12：30受付開始）
13：00 ～14：30 「噛んで食べることの舞台裏」

井上

孝 先生（東京歯科大学臨床病理学講座 教授）

14：45～16：15 「噛んで食べることの表舞台」

柴原孝彦 先生（東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 教授）
参加申込

申込期限
参加費

別紙申込書により下記宛FAXでお申込みください

FAX. 03－6691－0261

会員カードを
忘れずに
お持ちください。

学会事務局

2015 年 10月13日（火）
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。
※10月24日、25日に併催される支部学術大会に参加される場合は別途お申し込みが必要です（有料）。

主催
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認定医教育研修会
関東・甲信越 支部

今後の歯科医療人として
知らなければならない臨床検査＋口腔外科

「噛んで食べることの舞台裏」
歯科医療を見てみますと、欠損をいかにして修復し、審美性を回復するかに
主眼が置かれ、診断に関わる検査や治療後の評価に用いる検査がなく、エビデン
スを構築するための基盤を持ってこなかったと言えます。つまり、病態論を無視

井上

孝 先生

東京歯科大学
臨床病理学講座 教授

し、臨床検査を谷底に置いてきたことは否めません。
現在長寿と言われる日本ですが、非健康年が 10 年以上あることを考えれば、治
療終了時に健康であっても、加齢・老化変化に加え、基礎疾患を抱えることにな

PROFILE

るわけです。従来の健康者型歯科治療つまり歯科医院完結型治療から脱却して、

1978 年

東京歯科大学卒業

1995 年

東京歯科大学千葉病院臨床検査室長

臨床検査を歯科に活用する医療連携型歯科医療つまり基礎疾患を持つ患者を診察

2001 年

東京歯科大学教授
（臨床検査学・臨床病態生理学）

2004 年

東京歯科大学千葉病院副病院長

2009 年

東京歯科大学
口腔科学研究センター所長

2011 年
2013 年

する地域完結型歯科医療にしなくてはならないと思っています。
その結果、歯科医療と口腔ケアが健康長寿に寄与出来ることが証明されれば、
歯科界に明るい光が見えてくるものと思います。さらに、医療事故の多くも病態

東京歯科大学教授

論を知らないため、臨床検査をしないため発生しているといえるかも知れません。

東京歯科大学千葉病院病院長

保険で取れないから検査はしないという時代ではありません。ワーファリンを飲

東京歯科大学歯科衛生士専門学校校長

んでいる患者さん数百万人、糖尿病の数千万人の治療を安全に行わなければいけ

（臨床検査病理学講座：講座統合による）

［ 所属学会・団体および役職 ］
日本口腔検査学会理事長、日本臨床口腔病理学会理事、東京歯科
大学学会理事、日本接着歯学会理事、日本再生歯科医学会理事、
日本口腔インプラント学会代議員、歯科基礎医学会評議員、日本病
理学会評議員
FDI,教育委員（日本代表）
、FDI 学術委員（日本代表）
、FDI 理事（日本
代表）
、日本歯科医師会学術委員会・国際交流委員会委員長、日本
歯科医学会総務理事、全国歯科衛生士教育協議会関東支部副会長

ないのです。

「噛んで食べることの表舞台」
歯科医療は、診断、治療そして術後評価と一連の行為が同一の診療所で行える
自己完結型ともいえます。Science としての歯科医学を考えた場合、mechanical
dentistry に留まらず、pathology と microbiology を基盤とした歯科医学に発展さ

柴原孝彦 先生
東京歯科大学
口腔顎顔面外科学講座 教授

PROFILE
1979 年
1989 年
1993 年
2000 年
2004 年
2005 年
2010 年
2012 年

東京歯科大学卒業
東京歯科大学口腔外科学第一講座講師
学命によりドイツハノーバー医科大学に留学
東京歯科大学口腔外科学第一講座助教授
東京歯科大学口腔外科学第一講座主任教授
東京歯科大学口腔外科学講座主任教授
東京歯科大学千葉病院副院長
東京歯科大学市川総合病院
口腔がんセンター長

［ 所属学会・団体および役職 ］
東京歯科大学学会会員、日本口腔外科学会会員、日本口腔科学会
会員、日本頭頸部腫瘍学会会員、日本口腔腫瘍学会会員、日本癌学
会会員、日本癌治療学会会員、日本感染症学会会員、International
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons、Asian
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons、American
Association of Oral and Maxillofacial Surgeonsなど
日本口腔外科学会専門医・指導医、日本顎顔面インプラント学会指導
医、日本老年歯科医学会老年歯科専門医、日本有病者歯科医療学会
指導医、日本癌治療学会評議員、重粒子線治療頭頚部班員、日本がん
治療機構暫定教育医、日本口腔外科学会常任理事、日本口腔科学会
理事、日本口腔腫瘍学会常任理事、日本有病者歯科医療学会理事、
日本小児口腔外科学会理事

せる時期が来ました。そのためには、医学、薬学、生物学、工学、社会科学などを
含めた学際的な歯科医学の再構築、そして臨床各部門の協力関係を強化し迅速か
つ適確な医療サービスを行うための体制作りが喫緊の課題となります。
「単に疾患を治すのではなく、疾患を持つ患者を治す」という医療の原点に立ち
返りましょう。P, C, Per は歯科医療の代表的な疾患ですが、口腔健康から期待さ
れる健康寿命の延伸を鑑み、口腔病態の構造変化と oral infection に対する対策に
も積極的であるべきです。そして、歯と歯周組織のみならず、口腔粘膜、顎骨など
にも目を向け、一口腔単位を管理できる super dentist の育成が必要となります。
一般に口腔外科を含めて歯科医療は不可逆的な処置です。治療を行う前には患
者の身体的基礎疾患と精神的な基礎疾患について調査し、それによって治療法を
選択し（手を付けないことも選択肢の一つ）、インフォームド・コンセントを行う
ことになります。今回の講演では特に見逃してはならない病態サイン、および“ 必
要で価値がある ”処置をまとめてみました。

関東・甲信越支部 パシフィコ横浜 会場案内図
パシフィコ横浜・会議センター 501
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
T E L. 045-221-2166（交通案内）
045-221-2155（総合案内）
［ アクセス ］
● みなとみらい線

「みなとみらい駅」下車 徒歩3分

● JR線 横浜市営地下鉄

「桜木町駅」下車 徒歩12分
※10月24日、25日に併催される支部学術
大会に参加される場合は別途お申し込み
が必要です（有料）。

参 加 申 込 書
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
関 東 ・ 甲 信 越 支部 御 中

申込期限
10月13日
（火）

10月 24日（土）の認定研修会に参加申し込み致します。
氏

ふりがな

連絡先住所・TEL

名

〒
会員 ID

●認定医

●指導医

●認定歯科技工士

氏

ふりがな

●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）

●指導歯科衛生士

（該当を○で囲んでください）

●指導歯科衛生士

（該当を○で囲んでください）

連絡先住所・TEL

名

〒
会員 ID

●認定医

●指導医

●認定歯科技工士

氏

ふりがな

●指導歯科技工士

●認定歯科衛生士

連絡先住所・TEL

名

〒
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

FAX. 03-6691-0261

学会事務局
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認定医教育研修会

今後の歯科医療人として
知らなければならない臨床検査 ＋口腔外科

▼

スケジュール（各支部共通）

「噛んで食べることの舞台裏」13：00～14：30 ※歯科衛生士
認定研修Ⅱ併催
「噛んで食べることの表舞台」14：45～16：15

▼

講師 【基礎】 井上 孝 先生（東京歯科大学臨床病理学講座 教授）

福本雅彦 先生（日本大学松戸歯学部臨床検査医学講座 教授）

【臨床】 嶋田 淳 先生（明海大学歯学部病態診断治療学講座 教授）
柴原孝彦 先生（東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 教授）
龍田恒康 先生（明海大学歯学部病態診断治療学講座 准教授）

支

東

甲信越

部

州

沖

縄

10 月 31日（土）13：00～16：15

FAX. 03－6691－0261

福本雅彦 先生
柴原孝彦 先生

【 札 幌 】北海道歯科医師会館 北海道札幌市中央区北1条東9-11
窓口 太田祥一 先生
（ウィズ・ユー歯科） TEL. 011－573－2588 FAX. 011－573－2589

2015 年

11 月 7日（土）13：00～16：15

井上
嶋田

孝 先生
淳 先生

【 大 阪 】AP大阪駅前梅田1丁目 大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル地下1・2階
窓口 有限会社メディア・レフ
（担当：山名健介） TEL. 079－221－7225 FAX. 079－221－7226

2015 年

11 月 14日（土）13：00～16：15

井上 孝 先生
龍田恒康 先生

【 郡 山 】ビッグアイ市民交流プラザ 福島県郡山市駅前2-11-1
窓口 猪狩寛晶 先生
（いがり歯科医院） TEL. 0246－45－4618 FAX. 0246－45－4619

2015 年

11 月 22日（日）13：00～16：15

福本雅彦 先生
柴原孝彦 先生

【名古屋】ジーシー名古屋営業所 愛知県名古屋市千種区姫池通3-19
窓口 三輪一雄 先生
（双峰歯科クリニック） TEL. 0562－93－4888 FAX. 0562－93－4902

2015 年

11 月 28日（土）13：00～16：15

講師

九

2015 年

井上 孝 先生
柴原孝彦 先生

お申込みは学会事務局

講師

中

北

【 横浜 】パシフィコ横浜・会議センター501 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
窓口 小林英史 先生
（本厚木小林歯科医院） TEL. 046－221－2114

講師

東

畿
国
国

10 月 24日（土）13：00～16：15

講師

近
中
四

2015 年

講師

北海道

開催月日・開催時刻・講師・会場
講師

関

部

福本雅彦 先生
柴原孝彦 先生

【 福 岡 】電気ビル本館8号会議室 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82
窓口 トーデント九州 TEL. 092－433－5558 FAX. 092－433－5552

★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認定 10 単位が与えられます。
★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。

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。
お問い合わせ

学会事務局 TEL.

http://www.ago.ac/

03-6683-2069

FAX.

03-6691-0261

