
開 始 締 切

A コース
６月１５日（月）

午前１０時より受付開始

８月１７日（月）

B コース ９月１４日（月）

C コース ９月１４日（月）

２０２０年５月２０日
日本歯科大学校友会

２０２０年度ポストグラデュエート・コースのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で数々の催事が中止になっておりますが、本年度も日本歯
科大学校友会では、毎年恒例のポストグラデュエート・コースを３コース企画いたしました。
専門性にたけた講師陣により限定された少人数で講義・実習が行われるため、よく身に付

き、明日からの臨床にすぐに役立つ内容となっています。今年度は、

•リハビリ療法を主体とした顎関節治療を学ぶAコース（新潟）
•接着からホワイトニングまで審美治療における臨床のコツを身につけるBコース（東京）
•在宅歯科診療、ミールラウンド＆カンファレンスの進め方を学ぶCコース（多摩クリニック）

です。すべてのコースに実習が付いており、懇切丁寧な指導が受けられます。
ぜひ、奮ってのご参加をお待ちいたしております。

下記の要領および内容で行います。
1 受講資格：校友会会員、本学教職員、その他会員紹介者

（ただし定員超過の場合は会員を優先）
2 申込方法：いずれかの方法でお申込みください。

①別紙FAX用紙
②校友会ホームページ http : //www.koyu-ndu.gr.jp/

ポストグラデュエートコース申込フォームより
（※申込と振込が確認できた方からの先着受付となります。）

3 受 講 料：コース毎に異なりますのでご確認ください。
4 申込期間：※定員になり次第、締め切ります。

5 受 講 票：開催１週間前までに詳しいご案内と受講票を郵送します。
6 修 了 証：受講終了時にお渡しします。
7 そ の 他：キャンセルされる場合、受講料の返金はいたしません。ただし事前にご連絡があ

れば、代理人の受講を認めます（受講料に差額が生じた場合は調整いたします）。
日本歯科医師会生涯研修事業に認定されておりますので研修 ICカードをご持
参ください。

8 問合せ先：日本歯科大学校友会学術委員会
〒１０２－８１５９ 東京都千代田区富士見１－９－２０
Tel：０３－３２６１－８９７１／ Fax：０３－３２６４－８７４５
e-mail : jimu@koyu-ndu.gr.jp
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顎関節症リハビリ療法 実践トレーニング

【担 当】 日本歯科大学新潟病院 総合診療科 あごの関節・歯ぎしり外来
准教授 永田 和裕

【開催日時】 ２０２０年９月１３日（日）１０：００～１７：００
【開催場所】 日本歯科大学新潟病院 ５階会議室および４階診療室
【受 講 料】 ２５，０００円 （教材費を含む）（校友会会員以外 ３５，０００円）
【定 員】 ２４名
【概 要】
リハビリ療法は最近顎関節症において注目される治療法ですが、本コースではリハビリ療法を

主体とした顎関節治療に関して、その診査診断から効果的な運動療法や習癖指導法、追加的なス
プリント療法まで、一般の診療室で必要とされる一連の手法を、実習を通して習得していただく
ことを目的としています。

�内 容
①顎関節症の診査と治療方針の決定
最新のDC/TMD分類に基づいた診査・診断法を実習し、診断結果に応じた治療法の選択を

学んでもらいます。また、マイクロスコープを使用した咬合診査のデモを行います。
②運動療法
自律運動療法・マニピュレーション（徒手的顎関節受動術）など、病態に応じた運動療法の

実施法を解説するとともに、各運動療法を実習します。
③習癖指導
筋緊張や疼痛を軽減するために使用する、認知行動療法に基づいたブラキシズムコントロー

ルを実習します。
④スプリントの調整法
間歇ロック、雑音、強いブラキシズムの軽減など、目的に応じたスプリントの適用法を解説

するとともに、実際の調整法をデモします。

（研修単位：１２）

新 潟
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スキルアップ！ 審美治療最前線
～接着からホワイトニングまで～

【担 当】 生命歯学部接着歯科学講座 教授 奈良陽一郎
附属病院ホワイトニング外来 准教授 石川 明子

【開催日時】 ２０２０年１０月１１日（日）（１０：００～１７：００）
【開催場所】 生命歯学部 本館７階臨床実習室および臨床講義室
【受 講 料】 ３０，０００円 （教材費を含む）（校友会会員以外 ４０，０００円）
【定 員】 ３０名
【概 要】
今回、審美治療として数ある治療法の中から、接着修復とホワイトニングを取り上げスキル

アップにつながる臨床のコツについて実習を取り入れながら解説します。
社会的な審美性要求が高まる現在、MI 歯冠色修復の代表格であるコンポジットレジン直接修

復をはじめ、CAD/CAM修復などの適切な理解が改めて求められています。これらメタルフ
リー審美修復は、接着が決め手となり、予後を左右します。そこで材料毎に異なる取扱い、市場
に溢れる製品の特徴や性能の紹介、クリニカルポイントや勘所について示しながら、確実な審美
性接着修復のコツを解説します。
また、歯質を切削することなく薬剤で歯の色調を改善できるホワイトニングは、若い人だけで

なく、アンチエイジングとしての需要が増加しています。しかし、細心の注意を払わないとトラ
ブルが発生することがあり今回、ホワイトニングのトラブル回避方法を解説します。
実習１では、顎模型をファントームにつけてオフィスホワイトニング材として発売されたオ

パールエッセンスブースト３５％、ティオンオフィス、ハイライトを実際の臨床と同じようにホワ
イトニングしていただきます。
実習２では、ホワイトニング用カスタムトレーの作製を行います。用いるホワイトニング材の

種類によって作製するトレーの形状が異なることを習得します。

（研修単位：１２）
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在宅歯科診療とミールラウンド＆カンファレンスの進め方のコツ

【担 当】 口腔リハビリテーション多摩クリニック 教授 菊谷 武
附属病院口腔リハビリテーション科 教授 田村 文誉

【開催日時】 ２０２０年１０月１５日（木）（９：００～１６：３０）
【開催場所】 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
【受 講 料】 ２３，０００円 （教材費を含む）（校友会会員以外 ３３，０００円）
【定 員】 ５０名
【概 要】
団塊世代が７５歳以上に突入する２０２５年、そしてその先には高齢者人口がピークとなる２０４０年が

迫っています。高齢者のADLは７５歳を境に徐々に低下してくるため、診療室に通院している高
齢者は数年後には通院困難な状況になることが予想されます。今後、訪問診療のニーズは確実に
増加してくることが考えられます。しかし、在宅における診療は診療室での治療と比較すると質
の高い治療とは言えません。また要介護高齢者は多くの疾患を抱えているために治療におけるリ
スクも考慮しなければなりません。このような環境の中でいかに効率的に在宅診療を進めていく
かが今後の歯科医師に必要なスキルとなります。さらに、在宅診療では生活を支えることが重要
となります。つまり食べること、栄養をアウトカムとした治療を心掛ける必要があります。特
に、施設において歯科医療従事者は患者を取り巻く職種とともにミールラウンド、カンファレン
スを通じて食支援に関わることが大切です。本コースでは、在宅歯科診療・ミールラウンド＆カ
ンファレンスの進め方について講義および実習を通して学びます。実習では、提示した症例を通
してグループワークの形式をとり実際のミールラウンド、カンファレンスを体験します。

�内 容
講 義
●訪問診療（高齢者・小児）について
●在宅歯科診療は外来診療から始まっている
●歯科のアウトカムは栄養である
●訪問診療を効率的に行うための様々な連携
●咀嚼機能に合わせた食形態の選定法について

実 習
●症例検討・グループワーク
ミールラウンド・カンファレンスにおける摂食嚥下機能評価、栄養評価
症例における対応法の検討（食形態指導、栄養指導）

（研修単位：１３）

多摩クリニック
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Cコース（多摩クリニック）

Bコース（東京）

JR 総武線 「飯田橋駅」下車 西口改札出口
東京メトロ東西線 「飯田橋駅」下車 A３～A５出口
東京メトロ有楽町線 「飯田橋駅」下車 B２a出口
東京メトロ南北線 「飯田橋駅」下車 B２a出口
都営地下鉄大江戸線 「飯田橋駅」下車 A４出口
東京メトロ東西線 「九段下駅」下車 １番，７番出口
都営地下鉄新宿線 「九段下駅」下車 １番出口
東京メトロ半蔵門線 「九段下駅」下車 １番出口

Aコース（新潟）

JR 越後線 「関屋駅」下車 徒歩１５分
上越新幹線 「新潟駅」下車 タクシー２０分
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日本歯科大学校友会
２０２０年度ポストグラデュエート・コース

ファックス申込用紙
FAX番号 ０３－３２６４－８７４５

※希望コースに〇をお付けください

Ａ 顎関節症リハビリ療法 実践トレーニング

Ｂ スキルアップ！ 審美治療最前線
～接着からホワイトニングまで～

Ｃ 在宅歯科診療とミールラウンド＆カンファレンスの
進め方のコツ

フ リ ガ ナ

申込者氏名

（卒業回数 回）

受講票送付先

〒 ―

TEL（日中の連絡先） FAX

ご紹介会員氏名
（※会員でない場合、ご紹介者のお名前をご記入ください。なお、会員が優先となりますので、
ご了承ください。）

（卒業回数 回）

※ 申込・振込を確認後、受講票をお送りいたします。
（申込のみ、または振込のみでは受付となりませんのでご注意ください。）
また、受講をお断りする場合はTELにてご連絡いたしますので、日中に
ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

～裏面につづく～

校友会HP申込フォームQRコード
６月１５日午前１０時より受付開始



申込開始 申込締切

A コース

６月１５日（月）
午前１０時より受付開始

８月１７日（月）

B コース ９月１４日（月）

C コース ９月１４日（月）

２０２０年度ポストグラデュエート・コース振込について

① 各コースの締切をご確認のうえ申込ください。
② 申込状況は校友会HPに掲載します。
③ 申込後、すみやかに受講料を下記振込先へご入金下さい。
入金が確認された方からの先着受付となります。
※振込前にまだ空きがあることを必ず電話でご確認ください。

④ 定員になり次第、締切ります。
⑤ キャンセルされる場合、受講料の返金はいたしません。ただし事前にご連絡があれば
代理人の受講を認めます。（受講料に差額が生じた場合は調整いたします。）

※新型コロナウイルス感染防止のために開催日時・会場の変更や中止の可能性がありま
す。

振 込 先

（銀 行 名） みずほ銀行 九段支店

（口座番号） （普）２０５３１０７

（口 座 名） 日本歯科大学校友会ポストグラデュエート・コース

Fax：０３－３２６４－８７４５
ホームページ : http : //www.koyu-ndu.gr.jp/


