
2017 年11 月11 日（土）

会員カードを
忘れずに

お持ちください。

日本顎咬合学会

咬むことから
健康に貢献する健口長寿

開催月日

テーマ

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

開催会場

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

13：00～16：15（12：30受付開始）

貞光謙一郎 先生（奈良県開業）

14：45～16：15 「補綴治療のガイドラインから長期的予後を考える」 
黒岩　昭弘 先生（松本歯科大学歯科理工学講座・歯科補綴学講座教授）

開催時刻

2017年11月6日（月）申込期限

2017 年度 中部支部

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

認定医教育研修会

T H E  A C A D E M Y  O F  C L I N I C A L  D E N T I S T R Y

講 師

大 学

主催

13：00～14：30 「長期的に予後の良い咬合補綴治療を
　　　　　　　　 　　　臨床的見地から考える（臨床例から）」 

臨 床



PROFILE

黒岩昭弘 先生 

日本顎咬合学会2017 年度 中部支部認定医教育研修会

咬むことから健康に貢献する健口長寿

松本歯科大学歯科理工学講座・歯科補綴学講座教授

PROFILE

貞光謙一郎 先生

　歯科臨床においては一歯単位の治療ではなく一口腔単位を考慮しながら治

療を行わなければならないことは言うまでもなく、当院においても包括的に口

腔内を観察することを心がけており、対症療法ではなく症状や疾患の原因を取

り除く原因療法としての治療を考慮しています。また、先人の先生方の教えの

もとで学んだ手法で施術することより、良好な治療経過が得られるようになり、

包括的な治療の流れは確立してきたことと考えています。しかしながら、全顎

的な治療は困難で術者の経験値により治療の予知性が左右されることも事実

です。そこで当院では、これからのデジタルデンティストリーの流れを考慮しな

がら顎運動機能装置や歯接触分析装置を用い数値的・機械的な評価をおこな

い臨床に生かしながら診療に取り組んでいます。今回は包括的治療における

基本的な術式から予後経過、当院の取り組みを聞いていただき皆様にご意見

をいただければと思っています。

1989年 3月　朝日大学卒業
1993年 3月　朝日大学大学院補綴第Ⅱ講座卒業
1997年 2月　奈良市 開院

奈良県開業

テーマ

THE ACADEMY OF CLINICAL DENTISTRY

補綴治療のガイドラインから長期的予後を考える
　近年、CAD/CAMの技術が格段に広まっている。その結果、経験が伴う鋳造技術

より確実に高精度な装置が得られるようになってきた。今後、光学印象が取り入れら

れていけば印象材や石膏などの要素がなくなり補綴装置の精度はさらに高まるであろ

う。加えて、バーチャル咬合器によって機械的な誤差を除した顎運動の再現も行わ

れている。そして、X線撮影の分野も歯科用CTにて、色々な疾患を3次元で検討で

きるようになった。これらを統合することで顎口腔機能の診査・診断・治療は格段な

進歩を遂げ、それに伴ってこれまで提示されたガイドラインも変化していくことが考え

られる。この様な背景で顎咬合学会として再考しなければならないことがある。そ

れは補綴装置を作るための原点である『咬合』を考えることである。これまで我々は

咬合について様々な先人の先生の考え方を選択し踏襲してきた。日本顎咬合学会の

認定医の皆さんであれば咬合のゴールをどうするかをいつも念頭に処置を行っている

と思われる。そろそろ皆さんが出された多くの臨床的結果を統合する時期が到来した

のかもしれない。もちろん、答えは簡単に導き出せないかもしれないが、今回の話を

起点に皆さんによって討論され、発表され、最終的には顎咬合学会としての新しいガ

イドラインや咬合論が得られれば幸いである。

長期的に予後の良い咬合補綴治療を
臨床的見地から考える（臨床例から）

1987年 松本歯科大学歯学部卒業
1992年 明海大学歯学部大学院歯学研究科修了
2003年 松本歯科大学歯科補綴学第一講座  教授
2003年～ 松本歯科大学顎口腔機能制御学講座　教授
2010年～ 松本歯科大学歯科補綴学講座  教授
2015年～ 明海大学歯学部  客員教授
2016年～ 松本歯科大学歯科理工学講座  教授

2000年～ 日本歯科理工学会  代議員
2003年～ 日本補綴歯科学会  代議員
2008～10年 日本補綴歯科学会  東海支部・支部長
2011～15年 日本顎咬合学会  常任理事・編集委員長
2013～15年 日本補綴歯科学会  監事
2014年～ 日本口腔インプラント学会  代議員
2015年～ 日本補綴歯科学会  用語検討委員会・副委員長
2015～17年 日本顎咬合学会  副理事長・編集委員長
2017年～ 日本顎咬合学会  次期理事長・編集委員長



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
11月11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6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 先生（双峰歯科クリニック）

参 加 申 込 書

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
TEL.052－757－5722
ＦＡＸ.052－757－5620

[アクセス] 
 ● 地下鉄東山線「覚王山」
 　下車（２番出口）
　 徒歩５分

2017 年度

中部支部認定医教育研修会 ジーシー名古屋営業所

愛知学院大
歯学部附属病院

本間ゴルフ

西末盛通2

末盛通2

至名古屋駅

至瑞穂公園

辻建設㈱

地下鉄東山線

GS

至矢田川・宮前橋

至名古屋 I.C

2番出口
覚　王　山

㈱ジーシー
名古屋営業所



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。

お問い合わせ

支　部 開催月日・開催時刻・講師・会場・申込先窓口

【 大 阪 】 AP大阪駅前梅田1丁目　APホール　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 
 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2017年 10 月 21 日（土） 13：00～16：15近　畿

中　国
四　国

菅野博康 先生
古谷野潔 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 
 笹原将則 先生（江俣ささはら歯科クリニック）　FAX.023－681－4777窓口

講
師2017年 11 月   4 日（土） 13：00～16：15

東　北

貞光謙一郎 先生
黒岩昭弘 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
 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2017年 11 月 11 日（土） 13：00～16：15

中　部

貞光謙一郎 先生
黒岩昭弘 先生

【 福 岡 】 天神ビル会議室 10号室　福岡県福岡市中央区天神2-12-1
 トーデント九州　TEL.092－433－5558　FAX.092－433－5552窓口

講
師2017年 11 月 25 日（土） 13：00～16：15九　州

沖　縄

菅野博康 先生
黒岩昭弘 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（本厚木小林歯科医院）　TEL.046－221－2114窓口

講
師2017年 12 月  9 日（土） 13：00～16：15関　東

甲信越

菅野博康 先生
古谷野潔 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　視聴覚室　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2017年 10 月 28 日（土） 13：00～16：15 貞光謙一郎 先生

古谷野潔 先生
北海道

日本顎咬合学会
2017 年度

認定医教育研修会
咬むことから健康に貢献する健口長寿テーマ

▼ スケジュール（各支部共通）

▼講師

臨床講師 13：00～14：30　　大学講師 14：45～16：15

菅野博康 （宮城県開業）

貞光謙一郎 （奈良県開業）

古谷野潔 （九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座教授）

黒岩昭弘 （松本歯科大学歯科理工学講座・歯科補綴学講座教授）

 臨床 大学 


