
※講演内容等の詳細は、ＱＲコードを読み取りご確認ください。 https://www.dent-kng.or.jp/01sat/310224.pdf

神奈川県歯科医師会 青年部主催



長期症例から学ぶ！行田メソッド タイムスケジュール 

平成 31 年 1 月 27 日（日）・31 日（木） 

＜第 1 日目＞平成 31 年 1 月 27 日(日) ＜第 2 日目＞平成 31 年 1 月 31 日(木) 

会場 地下大会議室 5 階 501･502 研修室  会場 地下大会議室 
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講演：行田 克則 先生 

(10:00～12:30) 

受   付(9:30～17:00) 

業社展示(12:00～17:30) 
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講演：行田 克則 先生 

(10:00～16:15) 

ｻｰﾃｨﾌｨｹｰﾄ授与(16:15～16:30) 開会・挨拶(9:50～10:00)   

講演 

 『長期症例から学ぶ！ 

行田メソッド』  

(10:00～12:30) 

 講演 

 『長期症例から学ぶ！ 

行田メソッド』  

(10:00～12:00) 

業者展示準備 

(11:00～12:00) 

業社展示 

(12:00～17:30) 

 休憩(12:00～13:00) 

 講演 

 『長期症例から学ぶ！ 

行田メソッド』  

(13:00～14:30) 

 

同時開催：先進医療フェスタ 

 

※次ページ参照 

休憩(14:30～14:45) 

 講演 

 『長期症例から学ぶ！ 

行田メソッド』  

(14:45～16:15) 

 

 サーティフィケート授与式 

   閉会（16:30～） 

 

長期症例から学ぶ！行田メソッド 講師並びに演題 
講師略歴：行田 克則 (日本大学歯学部臨床教授) 講演、講演趣旨 

東京都開業（東京都歯科医師会 会員） 

 昭和 57年 3月 日本大学歯学部卒業 

 昭和 61年 3月 日本大学歯学部大学院卒業 

 昭和 61年 4月 日本大学歯学部非常勤講師 

         日本顎咬合学会編集委員 

 昭和 63年   上北沢歯科開設 

 平成 3年 4 月 日本補綴歯科学会評議員 

 平成 6年 4 月 日本顎咬合学会常任理事 

 平成 10年 4月 奥羽大学歯学部客員教授 

 平成 28年 4月 日本大学歯学部臨床教授 

～歯科医、患者双方にとっての長期症例を目指そう！～ 

 大学を卒業し補綴学教室に籍を置いた頃、何人かの先輩

から「歯科の仕事、特に補綴は治療した証拠が残る仕事で

ある」旨の教えを頂いた。歯医者の仕事は医者と違い証拠

が残るともいわれた。これらの金言は証拠が残るのだから歯

科医として恥じぬ仕事をせよとのことであり有り難い言葉で

あり目標とした。さらに大学院時代、前歯部における補綴後

の歯肉退縮の原因に興味を持ち、その検証をしているうち

に幾度となく投稿、講演などの機会を得ることとなった。講演

では自身で決めたルールである「５年以上経過の症例で発

表」しているにも関わらず、レントゲンの不備や経過年数の

不足を指摘されることが多々あったが、これも金言として受

け止めた。開業５年目からは自費診療の１０年保証も施行し

た。諸先輩方から教えていただいた「証拠」に「時間軸」を積

み重ねてきたことで歯科医の仕事の機微を数多く学ぶこと

ができたと感じている。「人生の本舞台は常に将来にあり」と

いう言葉があるが、特にわれわれが対象とする自然科学で

の学びには終わりはないことを表わしていよう。 

 自然科学の中にいる一人の演者として「写真の記録により

自らを客観的にみる訓練をすべし」と後輩諸氏には伝えた

い。講演では写真の記録から学んだことを中心に歯科医と

患者双方にとっての長期症例の条件を検証できれば良いと

思う。 

 



先進医療フェスタ タイムスケジュール 
平成 31 年 1 月 27 日（日） 

会場 
Ｂ1 5 階 6 階 

地下大会議室 501･502 研修室 中会議室 公衆衛生指導室 補綴研修室 
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受付 
(9:30～17:00) 

   
業者展示準備 
(11:00～12:00) 

 

業社展示 
(12:00～17:30) 

   

講演① (13:30～14:30) 
講師：星野 淳一郎 先生 
『ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ診療～始めて
みようﾏｲｸﾛｴﾝﾄﾞ～』 

講演④ (13:30～14:30) 
講師：小池 軍平 先生 
『｢口腔内光学式歯科用
CAD/CAM について」光学
印象採得クリニックとラボ
を繋ぐ Digital wiorkflow』 

ﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ① 
(13:30～15:45) 
講師：又吉 誉章 先生 
『ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄに触れてみよ
う！』 

 

休憩(14:30～14:45) 休憩(14:30～14:45))  

講演② (14:45～15:45) 
講師：雨宮 啓 先生 
『歯周病患者に対する治療
ｱﾌﾟﾛｰﾁ』 

講演⑤ (14:45～15:45) 
講師：上妻 和幸 先生 
『審美修復～硬・軟組織と
の調和をどこまで追求する
か～』 

ﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ② 
(14:45～17:00) 
講師：田中 国継 先生 
『ﾊﾞｲｵｸﾘｱﾏﾄﾘｯｸｽｼｽﾃﾑ
を利用したｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝ
修復』 

休憩(15:45～16:00) 休憩(15:45～16:00) 

 

講演③ (16:00～17:30) 
講師：内田 剛也 先生 
『深い歯周ポケット＝歯周
病？ ～その歯は歯周組
織再生療法で治ります
か？～』 

講演⑥ (16:00～17:00) 
講師：今宮 圭太 先生 
『ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞﾝﾃｨｽﾄﾘｰ ～ﾃﾞｼﾞ
ﾀﾙ化が歯科医院経営に何
をもたらすか？～』 
  

 

 

先進医療フェスタ 講師並びに演題 
講師名(本会会員) 演題、講演要旨 

講演① 

星野 淳一郎 先生 

（川崎市歯科医師会） 

マイクロスコープ診療 ～始めようマイクロエンド～ 
「見えないものが見える」をテーマに、マイクロスコープの有用性と共に、根管治療の成功率、根管解剖、マイクロ
エンドストラテジーについて解説致します。マイクロスコープの導入は、大きな投資との天秤で悩むところですが、
今回の講演を機にその悩みを解消できたら幸いです。 

講演② 

雨宮  啓 先生 

（藤沢市歯科医師会） 

歯周病患者に対する治療アプローチ 

歯周病が進行してしまった症例を拝見するたびに、抜歯するのか、天然歯を保存するための治療をするのか、予
知性を考慮した治療アプローチが大切です。そこで今回、歯周組織再生療法やインプラント治療がもたらす天然
歯保存の可能性について症例を提示し、その治療戦略について考察したいと思う。 

講演③ 

内田 剛也 先生 

（川崎市歯科医師会） 

深い歯周ポケット＝歯周病？ ～その歯は歯周組織再生療法で治りますか？～ 

本年より bFGF（リグロス®）が保険治療でも行えるようになり、日常臨床で使用されている先生も多いかと思います。
本講演では歯周組織再生療法を行った症例を含め、抜歯と診断されるような重度の歯周組織破壊を引き起こした
本当の原因を皆さまと一緒に考えたいと思います。 

講演④ 

小池 軍平 先生 

(横須賀市歯科医師会) 

｢口腔内光学式歯科用 CAD/ＣＡＭについて」光学印象採得クリニックとラボを繋ぐ

Digital wiorkflow 

口腔内光学スキャナーの一般開業医においての有効性また、当医院での使用開始から 15 年を経過した現在ま
での多岐にわたる保険診療から自費診療の多くの症例を供覧したい。また、口腔内情報を短時間にデジタル化す
るため、その情報を災害時の個人識別に利用する試みについても話をしたい。 

講演⑤ 

上妻 和幸 先生 

（横浜市歯科医師会） 

審美修復 ～硬・軟組織との調和をどこまで追求するか～ 

臨床の場に於いて求められる審美的修復レベルは格段に向上し、またその評価も厳しいものとなってきている。補
綴物はもとより、その周囲の硬・軟組織との調和をどこまで追求すべきか、演者の臨床を基に供覧していきたい。 

講演⑥ 

今宮 圭太 先生 

（大和歯科医師会） 

デジタルデンティストリー ～デジタル化が歯科医院経営に何をもたらすか？～ 

現代社会において、もはやデジタル情報なしでは日々通常の生活をすることも困難な時代となってきている。歯科
においても、全ての場面でデジタル化は急速に進んでいる。レセプトのデジタル化に始まり、レントゲン、CT、口腔
内写真、さらには補綴物までもがデジタル情報によって作られる時代となった。当院で行っているデジタル機材を
用いた診療と歯科医院経営について紹介したいと思う。 

ﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ① 

又吉 誉章 先生 

（鎌倉市歯科医師会） 

インプラントに触れてみよう！ 
インプラントが埋入されている患者が来院することも多くなってきている昨今、治療をするしないにかかわらず、イン
プラントに関する知識を持っておく必要があります。今回は、インプラントの基本的な知識から実際に埋入実習ま
で行っていきます。インプラント治療を始める機会になれば幸いです。 

ﾊﾝｽﾞｵﾝｾﾐﾅｰ② 

田中 国継 先生 

（茅ヶ崎歯科医師会） 

バイオクリアマトリックスシステムを利用したコンポジットレジン修復 

臼歯部Ⅱ級コンポジットレジン修復で、辺縁隆線や鼓形空隙そして良好なコンタクトを簡便に再現しやすいバイオ
クリアマトリックスシステムをご紹介し、その症例及び手技をご説明させていただきます。 



先進医療フェスタ ブース出展企業一覧 
（順不同）  

№ 出展業者名 

1  株式会社エリアネットワーク 

2  エンパワーヘルスケア株式会社 

3 
 

株式会社ガイドデント 

4  科研製薬株式会社 

5  ケーオーデンタル株式会社 

6  コアフロント株式会社 

7  ササキ株式会社 

8  株式会社ジーシー 

9  株式会社ジェニシス 

10 
 

株式会社シケン 

11  ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社 

12  ストローマン・ジャパン株式会社 

13 
 

マセラティみなとみらい（セブンアベニュー株式会社） 

14  タカラベルモント株式会社 

15  デンタルシステムズ株式会社 

16  株式会社Ｄｅｎｔａｌ Ｈａｐｐｙ 

17  デンツプライシロナ株式会社 

18  株式会社東京技研 

19  株式会社ナカニシ 

20  株式会社成田デンタル 

21  株式会社バイテック・グローバル・ジャパン 

22 
 

ブランディングテクノロジー株式会社 

23  株式会社ブレーンベース 

24  株式会社モリタ 

25  株式会社モリムラ 

26 
 

横浜金属商事株式会社 

27  株式会社ヨシダ 



 

                                               

                                               

                                               

ＨＰ：https://ws.formzu.net/dist/S48837525/ 

お名前 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
年 

齢 
歳 

性 

別 
男性 ・ 女性 

 

所属 

 □ ① 神奈川県歯科医師会 会員＜参加費：20,000円＞ 

    ＜所属地域歯科医師会名：                歯科医師会＞ 

 □ ② 神奈川県以外の日本歯科医師会 会員＜参加費：30,000 円＞ 

    ＜所属都道府県歯科医師会名：              歯科医師会＞ 

 □ ③ 神奈川県歯科医師会･日本歯科医師会 未入会者､その他＜参加費：40,000 円＞ 

    ＜所属(勤め先)：               職業：       ＞ 

診療所名  

診療所住所 

TEL / FAX 

〒 

 

TEL：                        ／   FAX：                        

先進医療ﾌｪｽﾀ

への参加 

 □ 参加する 

(参加希望の場合は、 

右欄も記入) 

 

 

 □ 参加しない 

参加希望カリキュラム（複数にチェック可） 

 □ マイクロエンド（星野 淳一郎 講師） 

 □ ペリオ（雨宮 啓 講師） 

 □ ペリオ（内田 剛也 講師） 

 □ ＣＡＤ/ＣＡＭ（小池 軍平 講師） 

 □ 審美補綴（上妻 和幸 講師） 

 □ デジタルデンティストリー（今宮 圭太 講師） 

ハンズオンセミナー＜人数限定・先着順＞ 

※申込前にお電話にて必ず申込状況をお問合せください 

 □ ダイレクトボンディング（田中 国継 講師） 

 □ インプラント（又吉 誉章 講師） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

参加費振込先＜先進医療フェスタの参加費は振込不要＞ 
銀 行 名 神奈川県歯科医師信用組合 横浜銀行 ※振込は、申込終了後に行っ

てください。また、申込者
名と振込人名義は同一に
してください。 

※振込手数料については、振
込者負担でお願いいたし
ます。 

店  名 本店 本店 営業部 

口  座 普通預金 １００８８２９ 普通預金 ００１０５６４ 

口座名義 
一般社団法人神奈川県歯科医師会 
一般会計 会長 鈴木駿介 

一般社団法人神奈川県歯科医師会 
会長 鈴木駿介 

      ＜申込･振込期限＞平成３１年１月１１日（金）まで 

      ＜返  信  先＞ＦＡＸ： ０１２０-６８１-７８６ 

      ＜問 合 せ 先＞神奈川県歯科医師会 事務局（担当：吉田） 

              ＴＥＬ：０４５-６８１-２１７２ 

サーティフィケート授与コース 

申込ＱＲコード 



 

                                               

                                               

                                               
 

ＨＰ：https://ws.formzu.net/dist/S22007713/ 

お名前 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
年 

齢 
歳 

性 

別 
男性 ・ 女性 

 

所属 

 □ ① 神奈川県歯科医師会 会員 

    ＜所属地域歯科医師会名：                歯科医師会＞ 

 □ ② 神奈川県以外の日本歯科医師会 会員 

    ＜所属都道府県歯科医師会名：              歯科医師会＞ 

 □ ③ 神奈川県歯科医師会並びに日本歯科医師会 未入会者・その他 

    ＜所属(勤め先)：               職業：       ＞ 

診療所名  

診療所住所 

TEL / FAX 

〒 

 

TEL：                        ／   FAX：                        

参加希望 

カリキュラム 

参加希望カリキュラム（複数にチェック可）＜事前申込は参加費：3,000円＞ 

 □ マイクロエンド（星野 淳一郎 講師） 

 □ ペリオ（雨宮 啓 講師） 

 □ ペリオ（内田 剛也 講師） 

 □ ＣＡＤ/ＣＡＭ（小池 軍平 講師） 

 □ 審美補綴（上妻 和幸 講師） 

 □ デジタルデンティストリー（今宮 圭太 講師） 

ハンズオンセミナー＜人数限定・先着順＞ 

※申込前にお電話にて必ず申込状況をお問合せください 

 □ ダイレクトボンディング（田中 国継 講師） 

 □ インプラント（又吉 誉章 講師） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

参加費振込先 
銀 行 名 神奈川県歯科医師信用組合 横浜銀行 ※振込は、申込終了後に行っ

てください。また、申込者
名と振込人名義は同一に
してください。 

※振込手数料については、振
込者負担でお願いいたし
ます。 

店  名 本店 本店 営業部 

口  座 普通預金 １００８８２９ 普通預金 ００１０５６４ 

口座名義 
一般社団法人神奈川県歯科医師会 
一般会計 会長 鈴木駿介 

一般社団法人神奈川県歯科医師会 
会長 鈴木駿介 

      ＜申込･振込期限＞平成３１年１月１１日（金）まで 

      ＜返  信  先＞ＦＡＸ： ０１２０-６８１-７８６ 

      ＜問 合 せ 先＞神奈川県歯科医師会 事務局（担当：吉田） 

              ＴＥＬ：０４５-６８１-２１７２ 

先進医療フェスタ 

申込ＱＲコード 


