
第 26 回 九州臨床再生歯科研究会 講演会

福岡県歯科医師会館　５階視聴覚室
平成３０年２月１７日（土）16:00 ‒ 19:10（予定）

エンド治療を可視化する

「根尖病変の成り立ち、治癒過程の病理」

PART 1 ☆ 解る！歯内治療【病理編】

（九州大学大学院歯学研究院口腔病理学分野 教授）

日本病理学会認定　口腔病理専門医
日本病理学会認定　口腔病理専門医研究指導医
広島大学大学院医歯薬保健学研究科　非常勤講師　他
医歯薬出版　新口腔病理学（分担）

清島 保 先生講師

「マイクロスコープで診るエンド」

PART 2 ☆ 治る！歯内治療【治療編】

（吉岡デンタルキュアEndodontic center 院長）

東京医科歯科大学大学院　歯髄生物学分野　非常勤講師
日本歯内療法学会 専門医
 ザ・クインテッセンス「歯内療法 10 分間テスト臨床力アップ！」

吉岡  俊彦 先生講師

お問合せ先：九州臨床再生歯科研究会 事務局　井上敏也
TEL: 090-8668-3980 URL : http://rinsaiken.tk

申込みは
こちら

会費　：　事前申込み　歯科医師 4,000 円　スタッフ 2,000 円
当日申込み　歯科医師 5,000 円　スタッフ 3,000 円
※当日受付は席が埋まり次第終了させて頂きます。
※臨再研会員、学生は無料
※振込用紙をもって領収証とさせて頂きます。
※振込後の返金はいたいません。

臨再研会員無料（当日入会の場合も可）臨再研会員無料（当日入会の場合も可）

九州臨床再生歯科研究会会長　自見　英治郎

会長挨拶

第 26回九州臨床再生歯科研究会講演会では、本研究会の「基礎と臨床のコラボレーション」という
コンセプトに基づき「エンド治療を可視化する」というテーマでお二人の先生にご講演頂きます。
今回のキーワードは『マイクロスコープ』です。九州大学大学院歯学研究院口腔病理学分野教授清
島　保 先生には根尖病変の成り立ちと治癒過程について病理学的立場から解説頂きます。また吉岡
デンタルキュア Endodontic center 院長 吉岡 俊彦 先生にマイクロスコープを用いたエンド治療の最
前線についてお話しして頂きます。臨床で遭遇する様々な問題の解決のヒントが得られる講演内容
だと思います。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 



お問合せ・お申し込みは、http://rinsaiken.tk にアクセス
お申し込み、お問合せはホームページから

必ず事前に下記「九州臨床再生歯科研究会」までご連絡ください。

九州臨床再生歯科研究会 Tel.090-8668-3980

●1年間の研修会（6回）と年2回の講演会（次回は平成29年度4月22 日土曜日）がセットとなる準会員
（年会費3万円）を募集しております。尚、準会員の申し込みは平成29年度分を 4月28 日金曜日まで
　とさせて頂きます。それ以降のお申し込みは事前に下記までご連絡下さい。

振込先 西日本シティ銀行 大名支店 普通 2133000
九州臨床再生歯科研究会　会計 平井友成

【ご注意】
＊振込用紙を領収書とさせていただきます。
＊振込後の返金は致しかねます。

事前申し込み制（振込のみ：1日につき5,000円 ）です。お問合せの上お越し下さい。

九州臨床再生歯科研究会は、　基礎と臨床をコラボレーションしたセミナーを
例年開催しております。平成29～30年度のスケジュールが下記の通り決まり
ました。皆さまのご参加をお待ちしております。

九州臨床再生歯科研究会 会長 自見 英治郎

■受講希望の方

演者・講演内容は変更になることがあります

九州臨床再生歯科研究会 平成29～30年度 研修会九州臨床再生歯科研究会 平成29～30年度 研修会
会場：福岡県歯科医師会館5F視聴覚室（予定）
日時：奇数月第2水曜 19～22時

日程
H29 歯科接着理論は正しいか？接着を極める

清水 博史 先生（九州歯科大学 口腔機能学生体材料学分野 教授）5/10 1

2

タイトル①・講師／19：00～2 0：15メインタイトル タイトル②・講師／20：30～2 1：45

開業医に必要な画像診断
清水 真弓 先 生（九州大学 口腔画像情報科学分野 講師）

嚢胞を知る

認知症患者への取り組み
長田 耕一郎 先生（金隈病院）

高齢化への
アプローチ①

高齢化への
アプローチ②

エンド最前線
を覗く

北米USCの歯内療法最前線
松浦 顯 先 生（福岡市開業）

薬の話
UpDat e

内服薬の多い患者の歯科治療
大渡 凡人 先生（九州歯科大学 口腔保健健康長寿センター 教授）

GPに必要な
矯正治療

歯列矯正の知識
安永 敦 先 生（福岡市開業）

今聞きたい
補綴の話

BPSに学ぶ総義歯印象のポイント
熱田 生 先 生（九州大学 インプラント・義歯補綴学分野 助教）
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8 要介護者に対する歯科治療従事者の役割
山口 康介 先 生（武雄市開業）

中村 誠司 先 生（九州大学 顎顔面腫瘍制御学分野 教授）
インプラントのデザインから考える新しい骨質の概念
黒嶋 伸一郎 先生（長崎大学 口腔顎顔面インプラントセンター病院准教授）
骨粗鬆症

西田 顕二郎 先生（九州中央病院整形外科）
基礎
後藤 哲哉 先 生（鹿児島大学 歯科機能形態学 教授）
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H30
1/10

9/13

3/14

11/8

H31
1/9

11/14

3/13

5/9

歯科医師が知って
おくべき口腔粘膜疾患

7/11

インプラント
荷重を考える

9/12

骨粗鬆症と
ARONJ
ペリオを
再考する

11

12

接着の心得
池上 龍朗 先 生（北九州市開業）

もう一度見直す嚢胞の話
笹栗 正明 先 生（九州歯科大学 顎顔面外科学分野 准教授）
高齢者と義歯

鈴木 宏樹 先 生（篠栗病院）
エンドを科学する－臨床から基礎－

和田 尚久 先 生（九州大学 口腔総合診療科 教授）
歯科医が知っておかなければいけない薬の知識
福原 正代 先 生（九州歯科大学 総合内科学分野 教授）
手術による顔貌と咬合の改善
堀之内 康文 先生（九州中央病院歯科口腔外科部長 九州大学歯学部臨床教授）
変える？変えない？ 咬合高径の話
木原 優文 先生（九州大学 インプラント・義歯補綴学分野 助教）
摂食嚥下機能の基礎と臨床
藤井 航 先 生（九州歯科大学 老年障害者歯科学分野 准教授）

中村 誠司 先 生（九州大学 顎顔面腫瘍制御学分野 教授）
インプラントの咬合と荷重

柴原 清隆 先 生（太宰府市開業）
ＡRONJ
池邊 哲郎 先 生（福岡歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 教授）
臨床
水上 哲也 先 生（福津市開業 九州大学歯学部臨床教授）

終了

終了

終了

終了


