日本歯科大学校友会

学術フォーラム２０１８開催のお知らせ
QR コードからもご覧いただけます。
先生方、お待たせしました！今年も「学術フォーラム２０１８」の季節が近づいてまいりました。今回も講演時
間１００分の演題を９題（講演６題・テーブルクリニック３題）と６０分のランチョンセミナー２題を企画しまし
た。ベテランの演者から新進気鋭の演者まで、幅広い年代の先生が明日からの臨床にすぐに生かせる充実のライ
ンナップとなっております。また、昨年好評だったポスターセッション（６題）に加え、初の試みとして 日本
歯科大学における研究の現在（いま） を知るコーナーも設置しました。ちょっと疲れたらミニデンタルショー
やカフェコーナーもありますよ。複数会場で同時進行しますので、受講生はランチョンセミナーを含め最多４演
題とポスターセッションまで受講できます。
学生さん、研修医の皆様!「学術フォーラム」は毎年、様々な分野でトップの先生をお招きしてご登壇いた
だいています。これからの歯科医師人生を考える良いチャンスです。
今年も東京マラソンと同日開催です。世間は一日東京を走っていますが、私たちは頭と手を使って一日歯科
界を走り抜けましょう! 奮ってのご応募お待ちしております!

と き／平成３０年２月２５日（日）

ところ／日本歯科大学生命歯学部本館３F・７F

● 演者ならびに演題

最新の理論や技術、整理しておきたい知識などを企画しました。希望の演題を自由にお選び下さい。
テーブルクリニックはどなたでも聴講可能ですが、実習希望者は各回の定員をご確認のうえお申込下さい。
（申込・入金済の方から先着とさせていただきます）
氏

名

卒回

所

属

職 階

演

題

智宣

７６

生命歯学部
口腔外科学講座 准教授

直ぐに使える問診票と医療面接のポイントから歯科的
対応まで 〜疾患別の照会状の書き方〜

１３１ LS 水谷 太尊
講
堂 講演３ 蓮見 壽伯

７９

新潟病院
口腔外科

かかりつけ歯科医が知っておくべき口腔がんの検査と治療

６７

生命歯学部

講演１ 松野

准教授
客員
教授

歯科医師・医療機関を守るカルテ記載について
〜元厚生労働技官の目線で〜

講演５ 松本

勝利

−

福島県開業

講演２ 廣安

一彦

７９

新潟病院

寛
１３５ LS 仲谷
講
堂 講演４ 大澤 銀子

７４

附属病院
総合診療科１

教授

８３

附属病院
総合診療科１

准教授

智子

−

新潟生命歯学部

食育・健康科学講座

客員
教授

噛むから始まる食育

TC１

前野 雅彦

９８

生命歯学部
接着歯科学講座

助教

ボンディングシステム本来の性能を引き出す勘所

TC３

五十嵐（武内）寛子

９３

生命歯学部
歯周病学講座

助教

見て触って！Nd : YAG レーザーのテクニック

TC２

柳下 寿郎

７８

附属病院

教授

スマホを使って、病診連携！
〜本当に出来る! 万が一に備えて！〜

講演６ 中野
７F
臨
床
実
習
室
講７F
義臨
室床

PS

１３２
講
堂

１３４
講
堂

PS

GLOBAL DENTAL SYSTEM
口腔インプラント科

歯科放射線 口腔病理診断科

−
准教授

非常勤
五木田旬子 １００ 附属病院
口腔インプラント診療科 歯科医師
非常勤
元開 早絵 − 附属病院
口腔リハビリテーション科 歯科医師

床義歯臨床における押さえるべき Key Point !
これからの MI インプラント治療
リグロス

ってどうなの？（リグロス

基礎編）

リグロス 成功の鍵
−フラップ手術の勘所−（リグロス

実践編）

外傷による欠損部にインプラント治療を用いた１症例
重症心身障害児者に対する在宅訪問診療での摂食指導
について
咬筋におけるカルシトニン遺伝子関連ペプチド
（CGRP）
発現について 〜胎生期から生後と老齢期の動態〜

PS

我妻 由梨

９５

附属病院
総合診療科

助教

PS

中原

８８

生命歯学部

教授

歯の細胞バンクの現状と将来展望

PS

石田 祥己 １００ 生命歯学部
生命歯科学講座

助教

PS

三木 貴仁 １０３ 生命歯学部

大学
院生

各種３D スキャナーを用いたブリッジ支台模型のス
キャン精度
手軽にできるチタン表面改質法
〜チタンのアンチエイジング〜

貴

※TC＝テーブルクリニック

発生・再生医科学講座

口腔外科学講座

LS＝ランチョンセミナー

● ミニデンタルショー【９：００〜１７：００】場所：３F

PS＝ポスターセッション

１３２講堂，１３４講堂

― １ ―

● タイムスケジュール【開催日：平成３０年２月２５日（日）
】

本館３階

本館７階

講 演 時 間
１３１講堂
９：３０〜１１：１０ 講演１ 松野

１３２講堂
智宣 ミニデンタル
ショー
ポスター
セッション

１１：１５〜１１：５５
ランチョン
水谷
セミナー

太尊

１３：２０〜１５：００ 講演３ 蓮見

壽伯

１５：１０〜１６：５０ 講演５ 松本

勝利

１２：００〜１３：００

133 講堂

ミニデンタル
ショー

１３４講堂

１３５講堂

ミニデンタル 講演２ 廣安
ショー
カフェ
コーナー
校友会
ブース

臨床実習室
一彦 TC１ 前野

臨床講義室

雅彦

ポスター
セッション
ランチョン
仲谷
セミナー

寛

ミニデンタル
講演４ 大澤
ショー

銀子

講演６ 中野

TC２ 柳下

寿郎

智子 TC３ 五十嵐（武内）寛子

!ミニデンタルショー〔場所：３F〕９：００〜１７：００
!カフェコーナー、校友会ブース、両生命歯学部講座紹介 ３階 １３３講堂

学術フォーラム２０１８申込方法について
昨年度から受講資格・受講料が大幅に変更されました
ご子弟と揃ってのご参加をお待ちしております
１．受講料：事前申込 期限：平成２９年１１月末日〜平成３０年１月２５日（木）
事前

当日

￥１０，
０００

￥１５，
０００

校友会会員

￥１５，
０００

￥２０，
０００

非会員（校友会未入会者、他大学卒）

０００
￥３，

￥５，
０００

無料

無料

対象者（受講資格）

歯科衛生士、歯科技工士
１０２回〜１０６回の本学卒業生
大学院生、日本歯科大学附属病院研修医、学生
【受講料の支払いにより、ＴＣ参加可能】
※当日受付にて身分証明書をご提示下さい。

２．申込方法
① FAX：別添の申込用紙に必要事項を記入のうえ、送信してください。
②校友会ホームページ：ホームページ上の学術フォーラム申込フォームから直接お申込みできます。
③メール：申込用紙と同様の内容を明記の上、校友会のアドレスにお送りください。
＊申込用紙は校友会ホームページからダウンロードできます。
パンフレットに記載されている QR コードからホームページにアクセスできます。
振込確認後に受講票をお送りいたします。なお、お申込日から１週間以内にお振込の確認ができない
場合はキャンセルとさせていただきます。
３．振 込
受講資格ごとに所定の金額を下記までお振込ください。
振 込 先：みずほ銀行 九段支店 口座番号（普）２２８２９４７
日本歯科大学校友会学術フォーラム
振込締切：平成３０年１月２５日（木）
＊振込手数料は各自でご負担ください。なお、お振込いただいた受講料は原則として返金できません。
止むを得ずご欠席される場合には、代理受講可能です。代理の方は、申込者と同等の受講資格を証明
できるものをお持ちください（受講資格が異なる場合は差額を徴収させていただきます）
。確認でき
ない場合には、非会員扱いとなります。
― ２ ―

４．その他
①テーブルクリニック
受講は申込（振込完了）順に、校友会会員を優先的に受付けます。
②ランチョンセミナーについて
。
受講申込者に限り軽食をご用意します（先着１２０名まで）
③日歯生涯研修カード
日本歯科医師会生涯研修事業に認定されております。研修カード（IC カード）をご持参ください。
④校友会各種手続き
当日は会場にて入会や会費未納分の支払い手続き等が可能です。この機会をご利用ください。
※１０２回卒（卒業時に入会）の先生は，平成２９年５月をもって会費一括納入期間が終了しました。
未納期間が２年を経過した場合には退会となりますのでご注意ください。
５．申込・問い合わせ先
〒１０２−８１５９
東京都千代田区富士見１−９−２０ 日本歯科大学校友会
TEL ０３−３２６１−８９７１／FAX ０３−３２６４−８７４５
アドレス honbu@koyu-ndu.gr.jp
校友会ホームページ http : //koyu-ndu.gr.jp/home/

講演１（１３１講堂

９：３０〜１１：１０） ベーシック

直ぐに使える問診票と医療面接のポイントから歯科的対応まで
〜疾患別の照会状の書き方〜
生命歯学部

口腔外科学講座

高齢社会の我が国では、歯科医院に来院され

超 る、あるいは訪問歯科診療を受けられているほ
とんどの高齢者が何らかの基礎疾患を有していま
す。そのような患者さんに安心・安全な歯科治療を
提供するため、さらには私たち自身もトラブルなく
安心して歯科治療をするためには、わかりやすい問
診票と医療面接のポイント、そして医療機関の間で
取り交わされる「照会状」の書き方が重要になりま
す。そのためには、患者さんの病気の基本的な医学

准教授

松

野

智

宣

知識や代表的な検査値も理解しなくてはなりませ
ん。
そこで、本講演では特に観血的な歯科治療で問題
となりやすい６つの疾患（高血圧、虚血性心疾患、
脳血管障害、糖尿病、腎不全、骨吸収抑制剤治療患
者）について、問診票から判断する医療面接のポイ
ントと照会状の書き方、さらに歯科的対応までお伝
えします。

※ベーシック：学生さんや若手の先生向けにわかりやすくお話しいただきます。

講演２（１３５講堂

９：３０〜１１：１０）

これからの MI インプラント治療
新潟病院

口腔インプラント科

ンプラント治療は歯科治療の中では新しい治療

イ 法の一つになります。まだまだ Evidence が不
足しており、良い面も悪い面も含めてマスコミに取
り上げられる機会がしばしばみられます。そして２０
１１年の東日本大震災以後は、特にインプラント治療
へのバッシングも強く、インプラント治療件数が減
少しました。しかし、その後は徐々にトラブルも減
少傾向を示し、最近では安定した治療であることも

准教授

廣

安

一

彦

再認識されてきていると思います。
治療自体の流れも変化をしてきており、最近では
デジタル技術を応用した診査診断から上部構造作製
までの流れなど他の歯科領域には見られないほどの
変化をしてきております。
今回はその中でも、MI（低侵襲）インプラント
治療の最近の考え方、治療法、器具器材について私
が経験した症例を通してお話したいと思います。

― ３ ―

講演３（１３１講堂

１３：２０〜１５：００） ベーシック

歯科医師・医療機関を守るカルテ記載について
〜元厚生労働技官の目線で〜
元厚生労働省厚生労働技官

生命歯学部

療記録の開示を含めた医療情報の提供を積極的

診 に推進していくことが求められてきています。
また、患者と医療従事者が診療情報を共有していく
ことも重要となってきています。このような状況の
中、当然のことではありますが、カルテ（診療録）
には「事実」が記載されていることが必要となりま
す。

客員教授

蓮

見

壽

伯

患者からのカルテ開示、苦情、情報提供あるいは
医療事故や個別指導等々、様々な場面で求められる
カルテ、
「歯科医師、医療機関を守ってくれる筈で
ある、最大の味方であるカルテ」とは何が求められ
ているのか、何を記載しておくべきであるのか、ど
のようなことに注意を払うべきか等々について考察
してみたいと考えております。

※ベーシック：学生さんや若手の先生向けにわかりやすくお話しいただきます。

講演４（１３５講堂

１３：２０〜１５：００）

リグロス

成功の鍵

−フラップ手術の勘所−（リグロス 実践編）
附属病院

総合診療科１

１６年に歯周組織再生薬であるリグロス が保険
は優れた再生効果
を示すものの、どんな状態でも歯周組織を再生して
くれる魔法の薬ではありません。リグロス はフ
ラップ手術時に適応するものであり、適切なフラッ
プ手術の施術は歯周組織再生を成功させるための鍵
となります。しかしながら、切開、剥離、肉芽組織
の除去、スケーリング・ルートプレーニング、縫合
といった一連のフラップ手術の手順は分かっていて

２０収載されました。リグロス

講演５（１３１講堂

准教授

大

澤

銀

子

も、初心者では、思い通りに施術できないこともあ
るのではないでしょうか。特に、再生療法を行うに
あたっては歯間乳頭を可及的に保存することが重要
となります。そこで、本講演では歯肉弁の取り扱い
方やフラップ手術で失敗しやすい操作を中心に、そ
の原因、失敗を回避するための器具の使用方法など
を解説いたします。
是非、ランチョンセミナーのリグロス の理論的
解説に引き続く実践編としてご参加ください。

１５：１０〜１６：５０）

床義歯臨床における押さえるべき Key Point！
GLOBAL DENTAL SYSTEM 代表

義歯は、局部床義歯と全部床義歯に大別され

床 る。

今回はこれらの臨床を行う際に押さえておくべき
下記の臨床的ポイントについてお話をさせていただ
ければと思う。
１、床義歯臨床における いろは の い である
「印象採取」時に気を付けるべき事項と具体的な
手技について。
２、 いろは の ろ である「咬合採取」時にお
ける CR と CO と ICP を臨床的にどのように考え

松

本

勝

利

てとらえていくのかについて。
３、 いろは の は である咬合平面やスーパー
ストラクチャーポジションを考慮した咬合再構築
の行い方や考え方について。
４、局部床義歯については歯列欠損を拡大させない
義歯設計時における留意点について。
当日は会場の皆さんとご一緒に考えていければと
考えている。

― ４ ―

講演６（１３５講堂

１５：１０〜１６：５０） ベーシック

噛むから始まる食育
新潟生命歯学部

食育・健康科学講座

年、
「食育」という言葉を耳にします。この食

近 育の礎を築いたのは、日本歯科大学ということ
をご存知ですか？
日本歯科大学は、
「歯科衛生は、歯牙の保存保護
だけでなく、口腔歯牙を経由する食品の品質の良否
を鑑別すること」と、歯科医療の原点を食育に見出
した学校です。そして、創立から１１０年、日本人の
食生活は、かつてないスピードで変化し、食育によ

客員教授

中

野

智

子

る健康改善が社会全体で行われるようになりまし
た。今こそ、歯科医師が指導的立場で食育に取り組
み、中原市五郎先生の日本食養道の原点を歯科医療
の一環として見直す時代といえます。食べ物全てが
栄養となった昔と違い、選ぶ知識が必要です。カロ
リー計算の栄養学ではなく、必須微量元素の必要
性、咀嚼や唾液との関連など、歯科医療の現場なら
ではの知識を一緒に考えていきましょう。

※ベーシック：学生さんや若手の先生向けにわかりやすくお話しいただきます。

テーブルクリニック１（臨床実習室

９：３０〜１１：１０） ベーシック

ボンディングシステム本来の性能を引き出す勘所
生命歯学部

接着歯科学講座

々の歯科臨床において欠かせない手技の一つ

日 に、コンポジットレジン修復が挙げられます。
その核ともいえるボンディングシステムは、製造者
のたゆまぬ努力のもと、今なお日進月歩の発展を遂
げています。その進歩は、接着力増強のみならず、
操作ステップの単純化を図りながら、同時に確実な
接着を得る「簡略化」や歯質以外の被着体に対する
接着を含めた「多機能化」など、ユーザービリティ
の向上に多大な貢献をしています。
一方、近年の製品は優れたポテンシャルを有する

助教

前

野

雅

彦

ものの、その能力を十分に引き出しつつ臨床に還元
することは容易ではありません。ご存知のとおり、
基本的な操作方法は取扱説明書に記載されています
が、その簡潔な文面から「秘められた性能」を十分
に引き出す手法を読み取るのは困難といえましょ
う。
本テーブルクリニックでは、近年のボンディング
システムについての概説とともに、システム本来の
性能を引き出す手技の「勘所」を実習にて体験して
いただきます。

※ベーシック：学生さんや若手の先生向けにわかりやすくお話しいただきます。

テーブルクリニック２（臨床講義室

１３：２０〜１５：００）

スマホを使って、病診連携！
〜本当に出来る! 万が一に備えて！〜
附属病院

歯科放射線口腔病理診断科

常歯科診療でパノラマエックス線画像（以下、

日 パノラマ画像）を撮影する機会は多いと思いま
す。それらすべてのパノラマ画像を大学病院の放射
線診断医（以下、診断医）に読影して貰えるという
新しい取り組みです。先生方が知りたい画像所見に
ついては当然のこと、上顎など読影しにくい領域に
おける画像所見についても情報提供します。また、
単純な歯周病検査のために撮影されたパノラマ画像
についても診断医が読影します．先生と診断医で確

教授

柳

下

寿

郎

認した画像所見を患者さんに提供するという新しい
病診連携システムです。さらに、その診療行為に対
して保険請求することが出来ます。スマホは LINE
や facebook などの SNS やメールにだけ利用するの
ではなく、遠隔画像診断にも活用できることを知っ
ていただき、大学病院との連携を強化して下さると
幸いです。
（実習参加者はご自身のスマホあるいは
ノート PC をご持参下さり、画像取り込み、Web
上での操作が出来ることが条件です。
）

― ５ ―

テーブルクリニック３（臨床実習室

１５：１０〜１６：５０）

見て触って！Nd : YAG レーザーのテクニック
生命歯学部

歯周病学講座

: YAG レーザーは生体組織表面での吸収が少

Nd なく、内部に浸透・散乱し、凝固能や止血能
に優れるレーザーです。ポケットからの出血は容易
に止まり、ポケット内細菌も減少することからポ
ケットキュレッタージや歯石除去などにも使用され
ます。もう一つの特徴として組織深達性があり、こ
の性質を歯周外科に臨床応用したものが LANAP
です。LANAP は内縁上皮を除去後に患部にレー
ザーを照射して細胞の活性を高め新付着を導きま

助教

五十嵐（武内）寛子

す。メスを用いて行う歯周外科手術と異なり、歯肉
を剥離せず治療するため、術後の負担は少なくてす
みます。また、色素選択性という性質からメラニン
色素除去にも効果的です。
実際に Nd : YAG レーザーを照射して頂き、豚の
下顎骨による LANAP およびメラニン色素除去、
ヒト抜去歯による歯石除去の実習を中心に照射方法
を学んで頂きたいと思います。

ポスターセッション
!１３２講堂（１１：１５〜１１：５５）
外傷による欠損部にインプラント治療を用いた１症例
重症心身障害児者に対する在宅訪問診療での摂食指導について

口腔インプラント診療科

五木田旬子

口腔リハビリテーション科

元開 早絵

咬筋におけるカルシトニン遺伝子関連ペプチド（CGRP）発現について
〜胎生期から生後と老齢期の動態〜

総合診療科

我妻 由梨

!１３４講堂（１１：１５〜１１：５５）
歯の細胞バンクの現状と将来展望

発生・再生医科学講座

中原

貴

各種３D スキャナーを用いたブリッジ支台模型のスキャン精度

生命歯科学講座

石田 祥己

手軽にできるチタン表面改質法 〜チタンのアンチエイジング〜

口腔外科学講座

三木 貴仁

― ６ ―

ランチョンセミナー（１３１講堂

１２：００〜１３：００）

かかりつけ歯科医が知っておくべき口腔がんの検査と治療
新潟病院

本では高齢化に伴いがんの発生も増加し、２人

日 に１人ががん患者となる時代になっている。私

たち歯科医師が関わる口腔がんは、全てのがんの１
０００人が新たに発病し３，
０００人が命
〜３％で、年間７，
をしている。たとえ口腔がんを制御できたとして
も、発見が遅れた進行がんでは「話すこと」
「食べ
ること」といった日常の楽しみが大きく奪われてし
まう。
口腔がんは設備の整った病院の口腔外科や耳鼻咽
喉科、頭頚部外科で治療を行うが、多くの場合、か
かりつけ歯科医が発見者となる。私が実施した開業

口腔外科

准教授

水

谷

太

尊

歯科医師に対するアンケート調査でも、８割の先生
が口腔がんを発見し高次医療機関に紹介している。
最近は、マスメディア、インターネットの情報が氾
濫し、自分も口腔がんではないかと不安を持ち、か
りつけ歯科医に相談する患者も多くなっている。
今回の講演では、一般歯科医が知っておくべき口
腔がんの検査、診断、治療を実際の流れに沿ってお
話しする。さらに、治療中や治療が終わった患者に
対して、かかりつけ歯科医としてどの様に関わって
いくかをみなさんとともに考えてみたい。

ランチョンセミナー協賛：ジェイメディカル株式会社、源川医科器械株式会社
― ７ ―

ランチョンセミナー（１３５講堂

１２：００〜１３：００）

リグロス

ってどうなの？

（リグロス 基礎編）
附属病院

総合診療科１

周組織再生」は、古くは骨移植、その後、組

「歯 織誘導再生法（GTR 法）、エナメルマトリッ
クスデリバティブ（エムドゲイン ）が臨床に用い
られ、現在に至っています。２０１６年末には、新たな
歯周組織再生薬として、本邦にて開発されたリグロ
ス が薬価収載、販売されることとなりました。リ
グロス は、遺伝子組換え bFGF（塩基性線維芽細
胞成長因子）製剤で、同様の製剤は既に褥瘡、皮膚
潰瘍（熱傷潰瘍、下腿潰瘍）の治療薬として、医科

教授

仲

谷

寛

にて２００１年から用いられています。リグロス は、
GTR 法に比べると使用方法も比較的容易であるこ
とや保険収載されていることから、臨床現場で広く
用いられることが予想されます。そこで本講演で
は、リグロス の歯周組織再生効果のエビデンス、
使用における注意点をお示しし、新しい歯周組織再
生療法についての理解を深めていただければ幸いで
す。

リグロスの購入を希望される先生方へ

リグロスのe-learningはこちらから
リグロスのe

Click！

regroth.jp

リグロスのご 購 入・ご 使 用を希 望される先 生 方には 、
「リグロス
も
e-learning」
の受講、もしくはリグロスの製品説明会への参加をお願
いしています※ 。リグロ
リグロスの製品説明会の開催を希望される場合は、
科研製薬㈱医薬品情報
科研製薬㈱医薬品情報サービス室
（regroth01@kaken.co.jp）
に
ご連絡ください。
※本剤を適正にご使用いただくため
ための手続きです。
ご理解の程お願い申し上げます。

歯周組織再生剤

薬価基準収載

新発売
トラフェルミン（遺伝子組換え）製剤
処方箋医薬品（注意−医師等の処方箋により使用すること）

製造販売元
製造販
〔資料請求先〕
〔資料請

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については
添付文書をご参照ください。

リグロス製品情報サイト http://regroth.jp/
2017年8月作成

REG02CC

２０１６年９月、世界初の歯周組織再生医薬品として『リグロス歯科用液キット』が本邦で承認されました。本剤は、
ヒト塩基性繊維芽細胞増殖因子（Basic Fibroblast Growth Factor : bFGF）を主成分としています。
この bFGF は、「フィブラストスプレー」の名称で２００１年に医薬品として承認されており、皮膚科、形成外科にて
褥瘡、皮膚潰瘍の治療薬として１５年以上使用されています。bFGF は、細胞増殖作用、血管新生作用に優れた増殖因
子であり、歯周組織欠損部に投与されたリグロスは骨髄由来未分化間葉系細胞、歯根膜由来細胞の増殖、遊走を促
し、骨欠損部を再生の元となる細胞で満たします。
その後、それらの細胞が骨芽細胞、セメント芽細胞に分化することで、失われた歯槽骨、歯根膜、セメント質が再
生します。リグロスの市販直後調査では約１５００例の患者様に投与され、調査期間６ヵ月の副作用報告はゼロであり、
安全面でも使いやすい製品です。

ランチョンセミナー協賛：科研製薬株式会社
― ８ ―

― ９ ―

そのままつかえる照会状の書き方
香／片倉

朗／飯嶋

睦／朝波惣一郎

０００円（税別）
定価本体：６，
＊必携！
歯科治療によって患者に合併症を起こさせないため医師に情報提供を求める
高齢化に伴い糖尿病や高血圧症など何らかの病気を持った患者が多くなってきている。持
病のある患者さんに抜歯やインプラントあるいは歯周外科などの観血手術を行う場合、全身
的な合併症を起こしてしまう可能性がある。手術を安全に行うためにも担当の医科へ患者さ
んの病状や投薬内容などを照会する必要がある。この照会状は保険請求ができるというメ
リットもある。疾患ごとに照会状の書き方例を掲載した本書は診療所に１冊はなくてはなら
ない書籍。

著者：矢郷

抜歯・インプラント・歯科小手術・歯周外科など観血的手術に対応

― １０ ―

― １１ ―

口腔健診支援システム 「ORALOOK HITS Check System」

お問い合わせ先：株式会社 HITSPLAN メディカル事業部
〒１０１−００５３ 東京都千代田区神田美土代町９番地３ 日経タイプビル２階
TEL：０３−６２２８−４１３３／FAX：０３−５５３９−３７４７／MAIL : support@hitsplan.co.jp

専用問診フォーマット、口腔内蛍光観察装置（カメラ部含む）
、健診記録管理ソフ
トウェアを備え、納品後すぐにでも口腔健診がスタートできます。
カメラ部で撮影した写真は専用クラウドサーバへ簡単アップロード。専用ソフト
ウェアで患者毎・時系列に管理され、閲覧・編集も簡単な操作で可能です。
患者の説明に用いる結果報告書は、添付したい画像を選択し、所見を入力するだけ
で作成されます。
これらの組み合わせで、歯科医院での口腔健診をサポートします。
ORALOOK HITS CAMERA jp（口腔内蛍光照明装置）／医療機器届出番号１５B３X１０００８０００２０１

!特徴

私達は、口腔内蛍光観察装置「ORALOOK」ならびに健診をサポートするための仕組み
「ORALOOK HITS Check System」を企画・開発しております。「ORALOOK HITS Check System」は、クラウド型の口腔健診支援システムです。

MEMO

― １２ ―

学術フォーラム２０１８
ファックス申込用紙
【申込 FAX 番号】 ０３−３２６４−８７４５
ふりがな

受講者氏名
卒業回数（

回）

受講者住所（受講票送付先）
〒

−

TEL
（日中連絡先）

FAX

テーブルクリニック実習受講
テーブルクリニックの実習参加は事前申込が必要です。
各回の定員をご確認のうえお申込下さい（申込・入金済の方から先着）
。
下記表に第１、２希望までをお書き下さい（例：第１希望→①）
。第１希望がすでに定員の場合は自動的
に第２希望の受講となります。
実習参加決定者には、決定したテーブルクリニックの講師名・時間を記載した受講票をお送りいたします
のでご確認下さい。
本館７F 臨床実習室・臨床講義室

定員

９：３０〜１１：１０

前野 雅彦 講師

１５

１３：２０〜１５：００

柳下 寿郎 講師

３０

１５：１０〜１６：５０

五十嵐（武内）寛子 講師

１２

希望順位

ランチョンセミナー受講（ご希望の講師１名に○をお付け下さい）
水谷 太尊 講師
希望する ・ 希望しない
仲谷

寛 講師
受講申込者に限り軽食をご用意いたします（先着１２０名）

該当する数字に〇をお付け下さい。
事前

当日

対象者（受講資格）

①

０００
￥１０，

￥１５，
０００

校友会会員

②

￥１５，
０００

￥２０，
０００

非会員（校友会未入会者、他大学卒）

③

０００
￥３，

￥５，
０００

歯科衛生士、歯科技工士

④

無料

無料

１０２回〜１０６回の本学卒業生、本学学生、大学院生、本学附属病院研修医
［受講料の支払いにより、TC 参加可能］
（※当日は身分証明書のご提示が必要です）

上記②③④に〇を付けた方で
（本会会員外）
はご記入下さい。

ご紹介会員氏名
卒業回数（

回）

※ お申込後、１週間以内にお振込の確認が出来ない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。
申込締切（１月２５日）以降は当日受付扱いとなります。当日受付は、受講料が高くなりますので、事前
のお申込、お振込をお勧めいたします。

学術フォーラム２０１８申込方法について
昨年度から受講資格・受講料が大幅に変更されました
ご子弟と揃ってのご参加をお待ちしております
１．
受講料：事前申込 期限：平成２９年１１月末日〜平成３０年１月２５日（木）
事前

当日

￥１０，
０００

￥１５，
０００

校友会会員

￥１５，
０００

￥２０，
０００

非会員（校友会未入会者、他大学卒）

０００
￥３，

￥５，
０００

無料

無料

対象者（受講資格）

歯科衛生士、歯科技工士
１０２回〜１０６回の本学卒業生
大学院生、日本歯科大学附属病院研修医、学生
【受講料の支払いにより、ＴＣ参加可能】
※当日受付にて身分証明書をご提示下さい。

２．
申込方法
① FAX：別添の申込用紙に必要事項を記入のうえ、送信してください。
②校友会ホームページ：ホームページ上の学術フォーラム申込フォームから直接お申込みできます。
③メール：申込用紙と同様の内容を明記の上、校友会のアドレスにお送りください。
＊申込用紙は校友会ホームページからダウンロードできます。
パンフレットに記載されている QR コードからホームページにアクセスできます。
振込確認後に受講票をお送りいたします。なお、お申込日から１週間以内にお振込の確認ができない
場合はキャンセルとさせていただきます。
３．
振 込
受講資格ごとに所定の金額を下記までお振込ください。
振 込 先：みずほ銀行 九段支店 口座番号（普）２２８２９４７
日本歯科大学校友会学術フォーラム
振込締切：平成３０年１月２５日（木）
＊振込手数料は各自でご負担ください。なお、お振込いただいた受講料は原則として返金できません。
止むを得ずご欠席される場合には、代理受講可能です。代理の方は、申込者と同等の受講資格を証明
できるものをお持ちください（受講資格が異なる場合は差額を徴収させていただきます）
。確認でき
ない場合には、非会員扱いとなります。
４．
その他
①テーブルクリニック
受講は申込（振込完了）順に、校友会会員を優先的に受付けます。
②ランチョンセミナーについて
受講申込者に限り軽食をご用意します（先着１２０名まで）
。
③日歯生涯研修カード
日本歯科医師会生涯研修事業に認定されております。研修カード（IC カード）をご持参ください。
④校友会各種手続き
当日は会場にて入会や会費未納分の支払い手続き等が可能です。この機会をご利用ください。
※１０２回卒（卒業時に入会）の先生は，平成２９年５月をもって会費一括納入期間が終了しました。
未納期間が２年を経過した場合には退会となりますのでご注意ください。
５．
申込・問い合わせ先
〒１０２−８１５９
東京都千代田区富士見１−９−２０ 日本歯科大学校友会
TEL ０３−３２６１−８９７１／FAX ０３−３２６４−８７４５
アドレス honbu@koyu-ndu.gr.jp
校友会ホームページ http : //koyu-ndu.gr.jp/home/

