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令和元年 11月 3日 (日 ・祝 )10:00〜 17:00

第 6回 岐阜 県歯科 医学 大会
伸 びゆ く健康寿命

〜 令 和 で さ らに輝 く歯 科 界 を 目指 して 今 や る べ き こ とは〜
学術講演会 10:30〜 12:00
ヌこ]野 郭 tl准 (大 阪大学大学院歯学研究科 口腔分子免疫制御学講座 予防歯科学 教授 )

歯周病・う蝕治療 の 日標 はパ イオフィルムの 管理
あなたの知識 は最新 ですか ?近 年、日本における歯周病治療およびう蝕治療
は予防管理型 へ とシフトしている。20世 紀 の常 識ではう触 はミュータンス菌が、歯
周病はジンジバー リス菌が引き起 こすと考えられていた。しかし21世 紀の最新の
病因論では歯周病・う触ともにバ イオフィルム 感染症 であるとされる。この講演で
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歯科医師と歯科衛生士で知識 のアップデートを行 つて正しい歯周病・う触予防管
理を目指しましょう。

学術講演会 12:55〜 14:25
柴 房 ::華 虐 ;(東 京歯科大学 口腔顎顔
面外科学講座 教授 )

口腔粘膜 は歯科医の専門領域
― 歯科医院 で救える命 が ある一
国立がん研究 センターの統計 から罹患者数が

40年 前 の 3倍 以上に増 加していることから、日
常診療で口腔がんに遭遇する機会は多くなつて
いると考 えられます。
同領域の臨床・研究に加えて口腔 がんの 早期
発見、早期治療に対応
できる体制を整えるた

︱︱︱︱﹄■

めに、地域歯科医師会
と連携して開業歯科医
師の診断 力の向上及
び地域住 民 に対する啓
蒙活動を行 つている柴
原孝彦先生 に講演して
いただきます。

歯科関連 のブース 出展
(株 )ジ ーシーによる日腔機能検査関連機器や (株 )

松風 による日腔内 の 印象採得用光学スキヤ
「TRIOSO
3」 などを展示 !ド リンクコーナー や抽選 コーナーも用
意しておりますので、講演前や休憩時間に是非お立
ち寄 りください。
く出展企業 >
ササキ株式会社 、株式会社アール・エー・キュー 、株 式
会社ヨシダ、相 田化学 工 業株式会社 、アサヒプリテック
株 式会社、メディア株式会社 、カボ デンタル システム
ズ ジヤバ ン株式会社 、株式会社 ビープランド
・メデコー
デンタル株式会社 松風 、株式会社 ジーシー 、グラクソ'
スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャバ ン株
式会社 ほか

ランチョンセミナー

12:20‑12:50
テーマ】知覚過敏 〜患者さん指導にも役立つ
【
シュミテクトの効果的な使い方について〜
〈
提供〉 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケ
ア・ジヤバン株式会社
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今回の 大会は、
歯科医師はもとより、
歯科衛 生士の方も、
ぜひ聴講ください

14:40‑16:10

!

(東 北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野 准教授 )

世界 で最も多い疾患・口腔疾患 の健康格 差を考 える
歯科疾患は世界で最も多く、特 に永久歯 の未処置う蝕は最も多い疾患とし
て知られています。近年 日本国内においてう蝕歯 の減少 が強IBさ れていま
すが、有病率 が 高 い状況は続 いており、その 医療費は真大なものとなつてい
ます。また、生涯 を通 じた口腔 の健 康格 差が生じ、深刻なものとなっており、
小児期の 口腔 の健康格差 が成人や高齢期まで尾を引き、全身の健 康 や健
康寿命 にも影響すると考えられています。
本講演では日本における口腔の健康格差 の実情 とその対策を考察、講演
いただきます。歯科医師のみならず、歯科衛生士や行政関係 の 方も是非 ご
聴講 いただけれ ばと思 います。特 に地域 の地域保健、学校歯科保健の担 当
者 は、ぜひお聞きください。

学術講演会 14:00〜 17:00
/´
(医 療法 人
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椎 名 康 雅
統鶴会 スマイルデンタルク
リニック 院長 )

に
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場 所 :ホ テルグランヴエール岐山 5階 穂高
時 間 :10:00〜 17:00
対象年齢 :0歳 〜小学 6年 生
利用費用 :無 料
申込締切 :10月 18日 (金 )
利用詳細 と申し込み
8月 末に会員診療所に送付の郵送
物もしくは、右のQRコ ードの利用申込書を印刷
して県歯事 務局までFAXく ださい。
:

坂上大吾
(有 限会社 ディタ 代表取締

役)

アクセス
ホテルグランヴェール岐山

チェアサイドとラボサ イドロ腔 内ス
キャナー (3shape ttRIOS)使 用感

〒500‑8875岐 阜市柳ヶ瀬通6‑14

TEL:058‑263‑7111

▼公 共 交通 機 関をご利用 の 場 合

歯科技工所では日常化になりつつあるデジタル化で
すが、日本の歯科医院では口腔内スキャナーを使用
するところは2〜 396程 と多くない現状であります。
本講演では将来必須の口腔内スキヤナーの概要や
チェアサイドとラボサイド双方が口腔内スキヤナーを使
用するにあたつての基礎知識をお二人の講師にご講
演いただきます。
『TRIOS3』 の臨床での
また、人気の光学スキヤナー
データ精度の検証結果もお話しいただけます。
歯科医師、歯科技工士ともにぜひお聞きください。

【
岐阜バス利用】 柳ケ瀬西 日下車、徒歩 2分
」R岐 阜駅 駅北 ロバスターミナル9番 乗り場 (北 口右
側 )よ りC70崚 阜大学または崚阜大学病院行き
に乗車
名鉄岐阜駅 駅前 バス停5番 乗り場 (駅 の向かい側 )
よりC70岐 阜大学病院行きに乗車
▼お車をご利用の場合
【
駐車場利用】
ホテル地下駐車場またはホテル東隣の立体駐車場
「パーキングKOYOEN」 等、近隣 の有料駐車場をご利
用ください。

