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●日本包括歯科臨床学会役員一覧
名誉顧問 （故）筒井 昌秀
顧　　問 筒井 照子
学術顧問 横田 誠
会　　長 国賀 就一郎
会長補佐 倉田 豊
副  会  長 樋口 琢善、増田 長次郎、藤田 亨
専務理事 筒井 祐介
常任理事 中島 稔博、木下 俊克、田中 憲一、西林 滋、樋口 克彦、任 順興、桃園 貴功、

小松 智成、大石 恒子、青木 四郎、重田 幸司郎、矢守 俊介、藤原 康則、
藤田 幸彦、大山 繁幸

理　　事 三橋 哲哉、坂口 雄一、吉田 健、小川 晴也、倉田 芳孝、飯田 光穂、 
田中 茂樹、酒井 和正、浅尾 武、白石 和仁、齋藤 肇、大村 祐進、岩﨑 睦子、
上谷 智哉、常深 伸介、坂田 輝之、榊 恭範、野村 英孝、田代 孝久、  
川端 秀治、延藤 秀樹、大八木 孝昌、石橋 亜矢、中村 由希子

監　　事 矢野 尚一、小川 じゅん（会計監査を兼ねる）
相  談  役 平野 健一郎、上田 秀朗

第 9回日本包括歯科臨床学会　Web学術大会
プログラム・抄録
発　行：日本包括歯科臨床学会
発行日：2021年 6月 1日
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https://academy.doctorbook.jp/events/2498

ホームページから申し込み先 URLにアクセスして、お申し込みください。

※フォーム入力後 7月 2日までに視聴用 URLが Doctorbookよりメールで届きます。
 会員でもお申し込みがないと視聴用 URLは届きませんので、ご注意ください。
※非会員は動画内より決済すると申し込みが完了します。

https://academy.doctorbook.jp/movies/1001544

お申込み方法／ご視聴方法

▶参加申込み

▶参加費

▶事前告知動画

▶開催日

▶振り返り視聴（オンデマンド配信）期間

●会員およびそのスタッフ：無料
●非会員：3,000円

2021年 7月 4日（日）9：20～ 15：50

2021年 7月 5日から 2021年 8月 5日まで

（会員・非会員共通）
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ごあいさつ

1年半に及ぶ未曾有のコロナ禍により、昨年の当会の学術大会・総会は
延期という苦渋の決断を迫られました。今年は事態が収束し学術大会・総
会が実開催されることを期待していましたが、残念ながらその願いは叶い
ませんでした。しかしこの間、日本社会にもリモートワークが定着し、歯
科界でも盛んにWEB講習会などが行われるようになってきました。また
各学会もオンラインによる学術大会開催が主流となり、本会でも執行役員
会で協議を重ねオンライン開催する運びとなりました。
初めての試みですが、開催の形式や配信方法と内容については大八木大
会長、筒井祐介実行委員長のご尽力と配信企業のご協力をいただき、大変
興味深い企画になりました。
演者は当会を代表するメンバーが選出され、講演の事前配信や大会当日
のライブディスカッションに加えて見返り配信も行います。
会員が一堂に会することはできませんが、オンラインの特性により広く
そして長期にわたり情報発信ができるのは福音と言えるかもしれません。
まだまだ大変な状況ではありますが、ぜひこの機会に多くの方にご参加
いただき、有益な時間をお過ごしいただきたいと思っておりますのでよろ
しくお願いいたします。

日本包括歯科臨床学会

会長　国賀 就一郎

今年は「第 9回包括歯科臨床学会」をWeb開催します。
Webの良さを出来るだけ生かして、大会を組み立てています。事前に告

知動画を配信し、当日は会員発表ライブディスカッション、また見返り配
信という工夫を試みました。WebはWebで、十分にありがたい情報源に
なります。
デジタル化が進み、歯科臨床も少ない労力でさらによい臨床が行えるよ
うになっています。しかし、その落とし穴もたくさんあります。歯科臨床
はあくまでも「科学の上になりたつアート」であることを基盤にして、包
括歯科臨床の現在、未来を語り合いたいと思っています。
会員一同、コロナ禍をはね返す勢いで、学会に臨んでいますので、多く

の先生方のご参加をお待ちしております。

日本包括歯科臨床学会
顧問　筒井 照子
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第 9回大会
「包括歯科臨床〜現在・未来〜」の開催にあたって

2020年 7月に北海道で開催予定であった第 9回大会は、新型コロナウ
イルス感染症（COVID-19）の影響で順延となりました。2021年に入り世
界的なワクチン接種が始まっておりますが、未だその出口は見えていない
のが現状かと思います。そのため 2021年 7月 4日に開催予定の学術大会
の現地開催は断念し、web開催することとなりました。

web大会では「包括歯科臨床～現在・未来～」というテーマで、事前告
知動画の配信、7月 4日（日）の学会当日は、会員発表とライブディスカッ
ションを行い、振り返り配信として 1ヶ月間は学会を振り返ることが出来
るようにする予定です。

Dentistryと Stomatologyのこれからの未来を考えられるような内容で、
旗幟鮮明な学会になることと信じております。多くの方々のご参加おまち
しております。よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

日本包括歯科臨床学会

大会長　大八木 孝昌

● web学会実行委員
実行委員長：筒井 祐介
委　　　員：川端 秀治、鈴木 浩之、永山 智崇、帆足 亮太郎、坂田 輝之、安藤 正明
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▶日時：7月 4日　　▶開会 9:20　　▶閉会 15:50

タイムスケジュール
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「力のコーディネーター」が育って欲しい

筒井歯科・矯正歯科医院 筒井 照子
 歯科衛生士 池邉 春香
 歯科衛生士 松本 早津紀

【筒井照子　略歴】

1970年 福岡県立九州歯科大学　卒業

 同大学矯正学教室入局

1975年 北九州八幡西区折尾にて筒井歯科矯正歯科医院

を夫・筒井昌秀と開業

1980年 九州歯科大学矯正学教室にて歯学博士号取得

1988年 筒井塾を主宰

1990年 日本矯正歯科学会認定医

1991年 JACDを主宰

2003年 咬合療法研究会を主宰

2008年 日本矯正歯科学会臨床指導医

2012年 日本包括歯科臨床学会　顧問

【所属学会等】

スタディグループ筒井塾

JACD

咬合療法研究会

日本包括歯科臨床学会

歯科臨床は「力と炎症のコントロール」で大半まか
なえます。「炎症のコントロール」は臨床に定着して
おり、今はきれいな歯肉、プラークのない口腔が常識
です。しかし、「力」は種々の原因が複雑に絡みあっ
ており、術者側の「力の解明」も、また患者さんに「口
腔の力」を理解していただくことも至難です。
そのため、両者の橋渡しの仕事として歯科衛生士が

「力のコーディネーター」の役割を果たすことを提唱
しています。

歯科医と共に患者さんの訴えを聞き、疾病に関係し
ているかもしれない形態の成り立ち、個体差の中での
よくない生活習慣と発症との関係、あるいは将来発症
するかもしれない可能性などを考え、患者さんに理解
していただく仕事です。歯科衛生士が歯周治療におい
てプラークコントロールを行うのと同じように、ベー
シックな力のコントロールを行うのです。
多くの「力のコーディネーター」が育って欲しいと
願っています。

14:40～ 15:50（70分） 座長：平野 健一郎演題  No.7
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重度歯周疾患罹患者に対する包括的対応
〜永続性のある口腔内を維持するためには〜

ひぐちファミリー歯科

樋口 琢善

9:30～ 10:15（45分） 座長：中島 稔博演題  No.1

我が国における成人の歯周疾患罹患率は 7割を超え、
また歯周疾患が全身に及ぼす影響（糖尿病、低体重出
産など）もマスメディアを通じ声高に叫ばれるように
なり、社会における認知も近年急速に高まってきてい
る。
歯周病の病因は細菌感染と宿主の抵抗性に依るとこ

ろが多く、病態は多岐にわたるため、CASEに応じて
様々な対応策が必要となる。具体的に治療を困難とす
るものとしては垂直的、水平的な骨吸収、それに伴う
歯の動揺、病的な歯の移動、欠損歯などが挙げられる。
治療のゴールは永続性のある口腔内環境を構築する事
だと考えているため、対応として炎症と力のコントロー

ルはもちろんのこと、骨欠損形態を考慮にいれた歯周
外科処置、矯正治療、欠損補綴、動揺歯の固定・連結、
審美性を回復するためのソフトティッシュマネジメン
トなど多くのオプションをもって治療に臨まなくては
ならない。しかし正確な診査・診断、イニシャルプレ
パレーション、そして患者さんの動機付けを疎かにし
て、歯周治療を成功に導くことは難しい。
今回重度歯周疾患罹患者に対してどのようにアプ
ローチを行い対応しているのか、長期的な症例やリカ
バー症例など含めて提示させて頂く。最終的にはメイ
ンテナンスが肝になると考えているため、メインテナ
ンスの方法や間隔なども提示できればと考えている。

【略歴】

1996年 松本歯科大学卒業

 ひぐち歯科勤務

1999年 久留米市青木歯科勤務

2002年 現在地にて開業

2012年 南カリフォルニア大学歯学部 Visiting Scholar

【所属学会等】

日本インプラント学会会員

日本顎咬合学会会員

臨床歯周病学会会員

歯周病学会会員

日本審美歯科協会会員

OJ会員

北九州歯学研究会会員

包括歯科学会会員

JACD会長
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咬合治療におけるリスクマネージメント
〜個体差治療の有用性〜

藤田歯科・矯正歯科

藤田 亨

【配信  No.2】10:15～ 11:00（45分） 座長：平野 健一郎10:15～ 11:00（45分） 座長：国賀 就一郎演題  No.2

臨床では同様に治療しているにもかかわらず、良好
な経過を辿る症例もあればそうでない症例もありま
す。その原因として症例ごとの個体差が考えられます。
咬合治療を行う上で最も大切なこととして、崩壊に
至った流れを推測し、その原因を取り除くことが挙げ
られます。症例ごとの個体差をパターン認識すること
により、治療の難易度・注意すべきポイント・生じや
すい病態の推測が可能となり、診査・診断の効率化と
ともに予後の予測が行いやすくなります。しかし、残
念ながら臨床では全ての症例がトラブルなく経過する

ことはなく、不可避のトラブル症例も少なからず存在
します。あらかじめ生じやすいトラブルについて丁寧
に情報提供しておくことで、再介入しやすくしておく
ことも重要なリスクマネージメントと考えています。
本講演では私が個体差を理解する上で参考にして

いる筒井の提唱する S M C分類（Skeletal, Mussle, 

Chewing）について簡単に説明した上で、実際の臨床
例を交え咬合治療における注意点、そして個体差治療
の有用性についてお話したいと思います。

【略歴】

1995年 長崎大学歯学部卒業

1995年 京都の医療法人勤務

2002年 堺市にて 藤田歯科医院開設

2017年 医療法人藤田歯科・矯正歯科（法人化）

日本包括歯科臨床学会　認定医

日本口腔インプラント学会　専門医

日本臨床歯周病学会　認定医
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成長期の矯正的対応
〜治療の難易度の見分け方〜

筒井歯科・矯正歯科医院

筒井 武男

11:10～ 11:55（45分） 座長：大八木 孝昌演題  No.3

小児期の矯正治療において、上下顎骨・歯列の不調
和を改善するために、成長発育のコントロールを行う
ことはとても重要である。成長発育とは、形態の増大
と機能の分化・成熟のことであり、全体が上手く平衡
をとりあいながら、1つの機能体として大きくなって
いく。従って、小児期の矯正治療は形態増大（成長）
と機能分化（発育）のバランスが重要になってくる。
悪い形態を放置しておけば、悪い機能分化を生んでい

く。成長発育にとって良くない因子を取り除き、最適
な時期に最適な方法で、手を貸してあげることが良い
治療結果を生むと考えている。また、実際に小児矯正
治療を行う際にどのような症例から手をつけていけば
よいか悩む方も多いのではないだろうか。
今回、難易度の評価も含めた当医院における小児矯
正治療の実際を見て頂けると幸いです。

【略歴】

2010年　昭和大学歯学部　卒業

2011年　愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座　入局

2014年　筒井歯科・矯正歯科医院　勤務

2017年　日本矯正歯科学会　認定医　取得

2019年　愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座　招聘教員

現在に至る

【所属学会等】

日本矯正歯科学会

日本包括歯科臨床学会

日本顎咬合学会

咬合療法研究会

JACD
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22 年間で学んだ咬合療法と未来予想

西ばやし歯科医院

西林 滋

11:55～ 12:40（45分） 座長：常深 伸介演題  No.4

私の裁量では「包括歯科臨床」は語れませんが、「咬
合療法」は 22年間多少体験してきました。今回は個別
の症例発表ではなく、特段新しい症例はありませんが、
総論的、総括的に咬合療法の基本をまとめてみました。
私見、偏見が満載になることをご容赦ください。咬合
療法の基本中の基本は、下顎位、歯列、咬合面形態、
そして態癖です。下顎位は 3次元ですが、前後・左右
的要素と、上下的要素は関係しながらも、別視点を持
つ必要に迫られました。10年程度～それ以上の経過で
は予測通りのケースもあれば、全く不測のケースもあ
り、その結末が予見できないか帰納法的に考察してみ

ました。
歯列については、左右的な狭窄、強いスピー湾曲、

下顎前歯の叢生などが、ライフサイクルを考慮する上
でなるべく早期に改善しておく必要があることを体験
しました。咬合面形態については、その要因は前 2者
とは異なり、歯科技工士を含めた歯科側にあることが
多いようです。正しい咬合面形態の取得方法や、臨床
現場での注意事項を体験できました。態癖については、
発見、解消、維持の困難さが改めてわかりました。ご
意見、ご指導をよろしくお願いいたします。

【略歴】

1982年　東京歯科大学卒業

 東京都、浜松市の開業医に勤務

1986年　群馬県太田市にて開業

1998年　包括歯科臨床コース受講　その後他コース受講

 

【所属学会等】

包括歯科臨床学会

JACD

顎咬合学会

臨床歯科を語る会

JACG

クラブ 22

アレキサンダー研究会
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ここまでの包括歯科臨床、
ここからの包括歯科臨床

川端デンタルオフィス

川端 秀治

13:20～ 13:50（30分） 座長：倉田 豊演題  No.5

39歳女性（初診時）。歯科衛生士。メンテナンスを
希望。問診票に『20歳　顔面神経麻痺。現在医科通院中。
投薬を受けている』との記載。左眼の閉眼傾向、中顔
面に過度の筋緊張を認めるお顔でした。
咬合療法を学び始めていた私には『視診』による診
断が治療の根拠の全てでした。医科の診断を否定する
根拠がなく、双方の負担を減らすため処置は保険診療
の範囲内、補綴物の除去は確証を得てから、可撤式装
置のため患者都合で止めて構わないと説明し SAを用
いた治療を開始。効果は数ヶ月後にあらわれます。1

歯のクラウン装着までが治療の内容でしたが、最小限
の治療で 20歳から 19年間、もう治らないと諦めてい
た顔貌に改善の様子がうかがえます。この後、患者さ
んの都合で治療は一度終了。これを第一期の治療と呼
び、これが私の『ここまでの包括歯科臨床』とします。
数年後、残された問題を解決するために第二期の治
療開始です。咬合療法においては問題の抽出→整理→
解決方法への着眼が体系的にまとまり、治療目標が明
確化し易くなりました。第二期の治療が私の『ここか
らの包括歯科臨床』となるのです。

【略歴】

1997年 北海道医療大学歯学部　卒業

1997～ 2000年 岡山大学歯学部 歯科補綴学第一講座

2003年～ 川端デンタルオフィス　院長

日本補綴歯科学会会員

日本包括歯科臨床学会会員

咬合療法研究会　認定医
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デジタルデンティストリー、
できる事できない事

株式会社カロス

増田 長次郎

13:50～ 14:35（45分） 座長：筒井 祐介演題  No.6

昨今のデジタル技術の進歩は目覚ましい。人体内部
や直視できないところが可視化できたり、また動作確
認できるなど歯科医療の現場での役割は日増しに増幅
していくという感は否めない。インプラン、補綴装置、
歯科矯正、各種シミュレーションが簡単に行える、ま
た材料の多様性や精度の向上など恩恵は甚大であると
考える。しかしながら、高度な適合精度や、歯周的な
メインテナンスのためのサブジンジバルカントゥアー

（上部構造によるティッシューサポート）、審美性、緻
密な咬合など偉大な先人たちが大切にしてきたことが
置き去りになるケースも多数発生しているのも事実で
あろう。
今回は、どこまでデジタルに依存出来て、依存して

はいけない限界を、補綴装置を中心に筆者が考える現
時点においてまとめてみたいと思う。

【略歴】

1962年 2月 兵庫県姫路市に生まれる

1982年 3月 大阪歯科学院専門学校卒業

1986年 3月 大阪セラミックトレーニングセンター卒業

1986年 4月 ナショナルセラミック デンタルラボラトリー

入社（ロサンゼルス）

1989年 9月 STUDIO PROF. BRACCHETTI勤務（ミラノ）

1994年 2月 KALOS DENTAL ITALIA S.R.L.開業（ミラノ）

              9月 （有）カロス デンタル ジャパン開業（姫路）・

現（株）カロス

 KIP（カロスインプラント補綴）トレーニン

グセンター開設

2007年 6月 KPC（カタナプロダクションセンター）開業

【所属学会等】

日本歯科技工士会・生涯研修認定講師

日本歯科審美学会認定士

日本顎咬合学会指導技工士

日本包括歯科臨床学会副会長

日本口腔インプラント学会専門技工士

日本デジタル学会評議員

クラレノリタケデンタル　テクニカルインストラクター
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① アサヒプリテック株式会社
② インターアクション株式会社
③ カボデンタルシステムズ株式会社
④ 株式会社松風
⑤ 医歯薬出版株式会社
⑥ 株式会社モリタ
⑦ 株式会社 GENOVA

⑧ クインテッセンス出版株式会社
⑨ 株式会社ソニックテクノ

協賛企業　一覧



貴金属事業部／〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー 11F
TEL：03-6270-1820　FAX：03-6270-1825　URL：https://www.asahipretec.com/　
営業所 札幌・青森・仙台・新潟・北関東・関東・横浜・甲府・静岡・名古屋・北陸・神戸・岡山・広島・四国・福岡・鹿児島・沖縄

グループ会社のアサヒプリテックメディカルサポート株式会社が提供するWeb完結型の歯科衛生士専門マッチングサイトです。
歯科衛生士に特化していますので、歯科医院と衛生士に納得のベストマッチをご提供します。



BOOK INFORMATION

おかげさまで創業６周年を迎えました

【お求めは】
全国の歯科ディーラー様、シエン社様、Amazon、小社オリジナルECサイトから
インターアクションのECサイトは、小売ECサイトで実績のあるSquareの技術を活用しているため、安全です。
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FAX03-5395-7633〒113-8612 東京都文京区本駒込1-7-10 TEL03-5395-7630
https://www.ishiyaku.co.jp/

医歯薬出版● 新刊・好評書のご案内

■ A4判／256頁／カラー　■ 定価 19,800円（本体 18,000円＋税10%）　ISBN978-4-263-46421-2

土屋賢司　著 

包括的治療戦略
for Functional Management

顔・からだバランスケア
お口の健康を保つために

“機能”， “Force Management” にフォーカスを当て，さまざまな骨格，顎運動，
歯列を有する患者の診査・診断・治療計画の立案や咬合・補綴治療の実際について解説．

「こんな状況の時どうする？」　提示されたさまざまな症例から，治療を組み立てる洞察力，
診断力を身につけるために着眼すべきポイントを簡潔にわかりやすく解説．
歯科臨床を成功に導くための道標となる歯科医師必携の書．

■ A4判変型／40頁／カラー　■ 定価 3,080円（本体 2,800円＋税10%）　ISBN978-4-263-44310-1

歯科医院はもちろんのこと，生活習慣改善の主役となる患者さんのモチベーションをアップ
するためにも欠かすことのできない，これまでになかった “バランスケア” ガイドブックです．

補綴治療のトップランナーによる待望の第2弾！！

■ A4判／208頁／カラー　■ 定価 19,800円（本体 18,000円＋税10%）　ISBN978-4-263-44617-1

筒井照子　著

今日から実践
包括的審美歯科技工
機能的咬合面形態とポーセレンレイヤリング 

■ A4判変型／130頁／カラー　■ 定価 8,800円（本体 8,000円＋税10%）　ISBN978-4-263-43360-7

ラボサイドがチェアサイドをサポートするヒントが凝縮．
審美修復テクニックとそのために知っておきたい基礎知識を合わせて解説．

増田長次郎　著

歯科医院と患者さんをつなぐ，はじめての “バランスケア” ガイドブック

力に気づけば，生活が変わる！
からだが変わる！

包括的審美技工探求の軌跡がまとめれた
珠玉の一冊！

結果にこだわる！  「下川臨床」テクニックあの手この手
歯科臨床の知恵と技
下川公一　監修／下川公一臨床セミナーインストラクター　編

歯科治療の究極を求め続けた「下川臨床」を， 今その教え子たちが伝え継ぐ！

歯科臨床の求道者の真髄が凝縮された一冊！！

下川イズム
の

集大成！





手のひらでつながる
患者さまとクリニック

通院に関わるコミュニケーションの8割をLINEに置き換え
患者さまは通いやすく、クリニックはより便利で実用的に。

来院前 来院 来院後

検索 / 問合せ 予約 予約確認 予約
リマインド

アクセス
確認

診察券
保険証提示

※診察券のみ

問診回答 診察 カルテ入力 レセコン入力 支払い 次回予約 アンケート お知らせ
配信

人 人 人 人

来院前の気になることは

チャットボット
で解決！

ターゲット患者さまごとに

ダイレクトメッセージ
の送信が可能！

予約日の前日に予約の

リマインド
を送信！

L I N E で簡単スマートに

次回予約
が可能！

8,000 万人がアクティブに利用する “LINE” を使い、お問合せ自動応
答・予約管理 / 患者管理 (CRM)・メッセージ配信 (MA) までをひとつ
の管理画面で一貫して行うことができるマーケティングシステムです。CLINIC BOT

What’s

Answer!

Remind
message

ReservationQuestion？

A B C

「Google 対策」だけだと、危ないかもしれません

患者さまがもっとも親しみやすいLINEを使って、通院の満足度を向上させます。

チャットボットで
自動お問合せ対応

顧客データを
自動でグループ分け

予約 /リマインドも
LINEで

集計分析で
業務改善

PO INT 0 1 PO I N T 0 2 PO I N T 0 3 PO I N T 0 4

MAU( 月間アクティブユーザー )

利用者数は既に
Google よりも
LINE のほうが多い 8,000万人 6,600万人

A

B C

株式会社GENOVA
〒150-0042　東京都渋谷区宇田川町10-3 Daiwa SHIBUYA EDGEビル 5F
拠点：東京本社・大阪・名古屋・福岡・沖縄・札幌・金沢・大連www.genova.co.jp

0 1 2 0 - 8 11 - 0 0 9
繋がらない方はこちら TEL:03‐5784‐9705

CLINIC BOT
医療機関向けLINEチャットボットシステム








