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特別講演

Brian L. Mealey, DDS, MS

略歴：
1990：MS  Periodontics  University of Texas Health Science Center San Antonio , TX 

1990 ：Residency Periodontics Wilford Hall Medical Center Lackland Air Force Base , TX 

1984 ：Residency  General Dentistry USAF Hospital Barksdale Air Force Base , LA 

1983 ：DDS Dentistry (Omicron Kappa Upsilon) University of Texas Health Science Center 

San Antonio , TX 

  Zoology Texas A &M University College Station , TX

Periodontal Medicine: The Oral-Systemic Connection

第

回
日本顎咬合学会 学術大会・総会
真・顎咬合学　人生 100 歳時代をむかえ臨床力を磨く

2020.6.13 (Sat).14 (Sun)
東京国際フォーラム
事前参加登録 受付開始 2019.12.238

　「歴史を知らずして，未来は語れず」という教えがあります．温故知新の精神で咬合器の歴史を掘り起こし，
咬合器の伝導者として明日を切り拓く契機にしたいと考えております．
　2016 年の 34 回大会から始まり，今回で 5 度目を迎える．咬合器資料を多数所蔵する中島航輝先生（医療法
人世航会）のご厚意により，先生所蔵の貴重な咬合器の数々を今大会・次大会の 2 回に分けて展示を予定して
います．

「Barn Door Hinge articulator」「Gariot 咬合器」「Gritman 咬合器」「Snou 咬合器各種」「Gysi 一連の咬合
器」「monson 咬合器」「Wadsworth 咬合器」「Stephan 咬合器」「House 咬合器」「Hanau 咬合器各種」「Gysi 

Trubyte 咬合器と Gysi フェスボウ」「Gnathoscope 咬合器」　・・・他多数
ご期待ください．

会場：テーブルクリニック会場内（ホール E）

■レクチャー時間

6月 13日（土）14:45 ～ 15:15

　講　師　：中島航輝
展示責任者：本平孝志

『必見！』世界で考案された歴史ある咬合器の数々
咬合器特別展示
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事前参加登録のご案内

2019年12月2日（月）～2020年5月13日（水）まで
※参加費払込期日：5月20日（水）
※締切後のお申込みはお受けできません．締切後は，会場の当日参加登

録受付にお越しください．当日参加登録は，かなりの混雑が予測され
ますので事前参加登録をお勧めします．

※事前参加登録のキャンセルはお受けできません．またご入金いただき
ました参加登録費のご返金もできませんので予め，ご了承ください．

事前参加登録期間

会員歯科医師 27,000円

会員歯科技工士 12,000円

会員歯科衛生士 12,000円

会員歯科助手 12,000円

準会員 無料

非会員歯科技工士　 16,500円

非会員歯科衛生士 16,500円

非会員歯科助手 13,200円

非会員臨床研修医・非会員学生※ 無料

学術大会参加費

事前参加登録方法

学術大会ホームページ　http://www.ago.ac/38th/
ホームページまたはFAXでのお申込みとなります．メール，電話でのお
申込みはお受けしておりません． ※非会員臨床研修医・非会員学生への抄録集配布はご

ざいません．必要な場合は，当日1部1,000円でご
購入ください．
※非会員臨床研修医・非会員学生は，証明書提示必須
※参加カテゴリーに該当しない方（子供含む）は，ご
参加いただけません．

お支払い方法

○事前参加登録 →【HPの場合】クレジットカードまたはコンビニ決済
  【FAXの場合】コンビニ決済のみ
※コンビニ決済をご選択された場合は，代行業者「SMBCファイナンスサービス」より
 払込用紙をお送りさせていただきます．
○ご登録は，ご入金をもって完了となります．
 払込期日までにご入金がない場合は，当日参加登録受付にて再度お手続きください．
○当日参加登録 → 現金払いのみ（クレジットカードはご利用いただけ ません）

学会ホームページよりお手続きください．　URL：http://www.ago.ac/
入会金，年会費は正会員・準会員では異なります．詳しくはホームページをご覧ください。
■ 準会員入会資格者 → 臨床研修医，学生（社会人学生を除く）

お問い合わせ

特定非営利活動法人 日本顎咬合学会 平日 10:00〜17:30

学術大会に関するお問い合わせ TEL：03-3261-0474／FAX：03-6675-9539／E-mail：gakujutsu@ago.ac

日比谷通り

外堀通り

晴
海
通
り

JR 東京駅

JR 有楽町駅

有楽町駅 有楽町線

東京国際フォーラム
〒 100-0005
東京都千代田区丸の内 3-5-1
TEL.03-5221-9000

交通のご案内
■ JR 有楽町駅より徒歩 1 分
■ JR 東京駅より徒歩 5 分（京葉線東京駅と
　地下 1 階コンコースにて連絡）
● 有楽町線有楽町駅より徒歩 1 分
　（出口 D5 と地下 1 階コンコースにて連絡）

会場へのアクセス

ご入会について
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2019 年度 支部学術大会 報告

令和元年の北海道支部学術大会はメインテーマ

を「新時代！咬合を極める！！」と題し 194 名の

参加者を迎え開催しました．特別講演 I では黒岩

理事長に，特別講演 II では小林明子先生に講演を

いただきました．両講演とも解りやすく勉強になっ

たと非常に好評でした．会員発表は過去最高の 15

演題（歯科医師 10 演題，歯科技工士 5 演題）とな

北海道支部
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第 19 回 咬合フォーラム 報告
THE ACADEMY OF CLINICAL DENTISTRY

学術委員会 委員長　中島 稔博

去る 2019 年 9 月 29 日，札幌パークホテルにて第

19 回咬合フォーラムが開催されました．

黒岩昭弘理事長の挨拶の後，「真・顎咬合学ー嚙める

咬合治療」というメインテーマのもと，古谷野潔先生（九

州大学大学院歯学研究院　院長・口腔機能修復学講座

教授），玉置勝司先生（神奈川歯科大学　全身管理医歯

学講座教授），河原英雄先生（大分県開業）の３名にご

登壇いただき，患者さんが本当の意味で「嚙める」こ

とにスポットを当て，ご講演いただきました．

古谷野潔先生には，患者さんが「嚙める」咬合治療を実践するための基本的な理論や考え方を，玉置勝司先生には「嚙め

る咬合治療」の臨床的意義や超高齢社会に向けての展望を，そして河原英雄先生には，患者さんに「嚙める」義歯を提供す

るための臨床的な実践法をご講演いただきました．今回は，例年とは指向を少し変えて，富野晃先生（北海道開業）の座長

のもと，各演者の先生方にご講演の後半で，例題の症例提示をしていただき，会場の先生方にそれらの症例の実際の治療法

を考えていただきながら，Q&A 方式で各症例に対する治療法のディスカッションが行われ，会場も巻き込んだ非常に有意

義な咬合フォーラムとなりました．第 20 回咬合フォーラムは，黒岩理事長のお膝元である軽井沢にて開催されます．

ぜひ，ご参加のほどよろしくお願い致します．

左から演者の玉置勝司先生，古谷野潔先生，河原英雄先生，座
長の富野晃先生

り，特に今大会は初めての試みとして歯科技工士同士の繋がりをより深めて貰う目的で別会場を用意しましたが，当初の予

想を超える参加者があり，会場を変更するという嬉しい誤算がありました．どの会場も活発な質疑応答があり，また歯科界

のデジタル化を感じさせる内容となりました．過去最高の 30 社の企業協賛をいただき，お昼休みは４会場でのランチョン

セミナーを開催しました．午後の会員発表 III では「武藤 忠先生を偲んで」と題し，本支部元顧問でもあり本学会のみなら

ず北海道歯科界に多大なる貢献をされた武藤 忠先生を偲んで，武藤先生とゆかりの深い 3 名の先生にそれぞれの得意分野

の発表をしていただきました．令和元年という節目の年に，しばし過去を振り返り，また未来に向けた新たな流れを感じさ

せる支部学術大会となりました．最後に今大会の企画・運営にご尽力いただいた北海道支部理事の皆様を始めとする関係各

位，並びに会員各位の皆様に心より御礼と感謝を申し上げます．
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東北支部

第 25 回日本顎咬合学会東北支部学術大会

が，12 月 1 日（日）宮城県歯科医師会館にお

いて開催されました．テーマは「調整の少な

い補綴物を入れよう！世界一やさしい TCH と

Tooth Wear 入門」を掲げ、164 名に参加いた

だきました．

午前中には歯科衛生士より 2 演題，歯科技

工士より 3 演題，歯科医師より 5 演題の合計

10 演題の熱のこもった会員発表が行われまし

た．別会場では有料ハンズオンセミナーが一日中開かれており，午前中に歯科衛生士向けが，午後には歯科技工士，歯科医

師向けのセッションが併催されました．午後に行われた歯科医師，歯科技工士向け特別講演では「調整の少ない補綴物を入

れよう！」の演題で，佐藤勝史先生（山形県開業）と小川洋一先生（東京都開業）が登壇しました．歯科衛生士向けの特別

講演では「世界一やさしい TCH と Tooth Wear 入門」を演題に，黒江敏史先生（山形県開業）と櫻井善明先生（東京都開業）

と林智恵子先生（東京都勤務）がお話しされました．

杜の都に夜の帳が下り盛況裡に閉幕となりました．ご尽力を頂いた実行委員長の齋藤太紀先生及び実行委員そして関係者

各位に紙面をお借りして厚く感謝申し上げます．
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昨年 2019 年 10 月 20 日に関東甲信越支部学術大会をベルサール東京日本

橋にて開催いたしました．

大会長に吉田拓志先生，実行委員長に飯田倫太郎先生を迎え，「令和元年！

新時代を見据えた日本の歯科医療」をテーマに掲げた第 8 回大会は 425 名の

参加者と共に多くの企業にもご参加いただき，活気のある大会となりました．

関東・甲信越支部

歯科医療における四位一体を掲げる当支部では，今年も歯科医師セッション（ペリオに長谷川嘉昭先生・二階堂雅彦先生，

包括歯科に船登彰芳先生・木原敏裕先生）歯科医師 / 歯科技工士セッション（デジタルに山﨑治先生，中島清史先生，デンチャー

に鈴木宏樹先生・亀田行雄先生・稲葉繁先生）歯科医衛生士セッション（根面齲蝕に倉治ななえ先生，青木薫先生，ペリオ

に下野正基先生），の各講演ブースはもちろん，ランチョンセミナー（再生療法に村田雅史先生，アンガーマネージメント

に浅野弥生先生）やテーブルクリニック，ハンズオン（プレゼンテーションに安藤彰啓先生，接遇に澤泉仲美子先生，オー

ラルフレイルに小原由紀先生，エンドに伊藤創平先生，SRP に池田育

代先生，PD に飯沼学先生，川島哲先生，縫合に松田哲先生）などに

おいても歯科助手や受付が参加できる内容も盛り込み，まさに一歯科

医院単位で学べる有意義な 1 日となったと思います．

今年のテーマも「デジタルの時代だからこそ歯科医療の本質を探

る！」に決まり，すでに演者の先生も決まりつつあります．全ての関

係者の皆様に変わらぬ感謝をするとともに，どうぞ今年もよろしくお

願い申し上げます．
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近畿・四国・中国支部

近畿・中国・四国支部（以下，近畿支部）学術大会を 2019 年 11 月 4 日

（月）に開催いたしました．

テーマを「チーム医療の大切さ」として，歯科医師，歯科技工士，歯科

衛生士会員による会員発表，歯科衛生士向け特別講演，歯科医師，歯科衛

生士による特別講演にて開催し 200 名を超える参加者が集い，盛況にて閉

会いたしました．

中部支部

2019 年 11 月 17 日に栄ガスビルで行われた中

部支部学術大会は，補綴治療セッションにてデジ

タル vs アナログと題しまして中部を代表する佐藤

幸司先生，加藤尚則先生に歯科医療に対するこれ

らの未来を熱く語っていただきました．デジタル

の基礎から将来的な展望，アナログの重要性を改

めて認識する機会となりました．

今期から別室で歯周治療セッションも同時に行われ，イエテボ

リ大学大学院歯周病専門医課程を卒業された福井秀和先生にスカ

ンジナビアペリオの基礎をお話していただきました．エビデンス

ベースかつ基本にのっとったわかりやすい内容の講話で，会場の

歯科医師や歯科衛生士達が真剣に聴き入っておりました．

今回は 170 名の参加者があり，皆様のお引き立てを受けまして

大変盛況に終わることができたと思います．日本顎咬合学会を通

じ，歯科医師，歯科技工士，歯科衛生士が今以上に三位一体となり，

我々の活動が歯科の枠を超えて医療そのものの向上の一助になれ

ば幸いに思います．

最後になりましたが，大きなトラブルもな く無事終了できまし

たこと，理事執行部の方々に心より感謝いたします．
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令和元年 12 月 8 日（日），エルガーラホール 7F にて，

九州沖縄支部学術大会を開催しました．昨年に引き続き

「チームで取り組む！歯科医療！！」というテーマのもと，

過去最高の 325 名（歯科医師 193 名，コデンタルスタッ

フ 132 名）の方々にご参加いただきました．歯科医師対

象の特別講演には大阪府でご開業の大森有樹先生に，歯科

九州・沖縄支部

衛生士対象の特別講演は，栃木県藤橋歯科医院勤務の歯科衛生士の安生朝子先生，さらにテーブルクリニックでは，直方市

ご開業の白土徹先生，宮崎市医療法人小窪会宮崎総合歯科勤務の日高悠奈先生（歯科衛生士）にご講演いただきました．会

員発表では，歯科医師 7 名，歯科衛生士 3 名，受付スタッフ 2 名に発表していただきました．また 18 社の企業の方々に協

賛展示していただきました．テーマの通り，職種，またベテラン，若手を問わず，活発な意見が交わされ，盛会のうちに終

了しました．次年度は，歯科技工士も参加できるよう歯科医師と歯科技工士のコラボ発表も企画中です．当日においては，

ご参加いただいた会員の皆様，運営協力していただいた関係者の方々には大変感謝しております．この場を借りて厚く御礼

申し上げます．

下川公一先生を偲んで

令和元年 12 月 21 日に下川公一先生がご逝去されました．あまりに突然のこと

で，その喪失感は言葉になりません．日本の歯科臨床における先生の功績はあま

りに大きく，すぐに全てを語り尽くせるものではないと思います．先生は北九州

歯学研究会創立メンバーで，我々のメンターであり，先生のお若い頃は，言葉に

できないほど，基本を中心とした歯科臨床はもとより，人間としての根本を厳し

く鍛えていただきました．その先生も，お二人のお孫さんの成長と共に本当にお

優しくなられ，下川節も影を潜めて寂しい感じをしていた矢先のことでした．我々

弟子達は先生のご遺志を継ぎ歯科医療の本質を伝えていこうと決意しております．

下川公一先生，今までありがとうございました．安らかにお眠りください．

日本顎咬合学会 前理事長　上田 秀朗

下川公一先生の突然のご逝去に際し，ただただ悲しく寂しい気持ちでいっぱいです，心よりお悔やみを申し上げます．先

生は本学会に 1987 年にご入会され，同年第５回学術大会にてテーブルクリニックでご講演されて以来，ほぼ毎年，依頼講

演をお引き受けくださり，我々の臨床のヒントとなる多くの知恵と技術をご教示くださいました．そして，我々はメンター

である先生より愛のある厳しいお言葉をいただきながら育てていただいた世代です，感謝の気持ちでいっぱいです．また，

先生は 1997 年から 2007 年まで本学会評議員として，企画運営にもご尽力いただきました．これまでの歯科界全般および

本学会への多大なるご貢献に感謝申し上げますとともに，ご冥福をお祈りいたします．今までありがとうございました，合掌．

日本顎咬合学会 支部委員会 委員長　田中 憲一

第36回日本顎咬合学会学術大会・総会で
講演する下川公一先生＝2018年6月，東
京国際フォーラムCホール



◆ 2020 年度　各支部の事業予定　（自　2020 年 4 月 1 日～至　2021 年 3 月 31 日）

支部名 区　分 開催日 会　場 内容，講師等

北海道

認定医 
教育研修会

2020 年 
11 月 7 日（土）

北海道歯科医師会館 
（北海道札幌市）

テーマ  ： 「義歯を極める ―咬合の与え方と咬合調整を考える―」 
 　玉置 勝司 先生 （神奈川歯科大学全身管理医歯学講座教授）           
 　村岡 秀明 先生 （千葉県開業）

支部学術大会
2020 年 

11 月 8 日（日）
北海道歯科医師会館 
（北海道札幌市）

未定

東北

認定医 
教育研修会

2020 年 
10 月 31 日（土）

福島県
 テーマ  ： 「義歯を極める ―咬合の与え方と咬合調整を考える―」 
 　水口 俊介 先生 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野教授）           
 　樋口 克彦 先生 （福岡県開業）

支部学術大会
2020 年 

11 月 1 日（日）
福島県 未定

関東 
甲信越

認定医 
教育研修会

2020 年 
11 月 28 日（土）

コングレスクエア日本橋 
（東京都中央区）

 テーマ  ： 「義歯を極める ―咬合の与え方と咬合調整を考える―」 
 　水口 俊介 先生 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野教授）           
 　村岡 秀明 先生 （千葉県開業）

支部学術大会
2020 年 

11 月 29 日（日）
コングレスクエア日本橋 
（東京都中央区）

未定

中部

認定医 
教育研修会

2020 年 
11 月 14 日（土）

栄ガスビル
（愛知県名古屋市）

 テーマ  ： 「義歯を極める ―咬合の与え方と咬合調整を考える―」 
 　玉置 勝司 先生 （神奈川歯科大学全身管理医歯学講座教授）           
 　樋口 克彦 先生 （福岡県開業）

支部学術大会
2020 年 

11 月 15 日（日）
栄ガスビル

（愛知県名古屋市）
未定

近畿 
中国 
四国

認定医 
教育研修会

2020 年 
10 月 24 日（土）

AP大阪駅前梅田１丁目 
（大阪府大阪市）

 テーマ  ： 「義歯を極める ―咬合の与え方と咬合調整を考える―」 
 　水口 俊介 先生 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野教授）           
 　村岡 秀明 先生 （千葉県開業）

支部学術大会
2020 年 

10 月 25 日（日）
AP大阪駅前梅田１丁目 
（大阪府大阪市）

未定

九州 
沖縄

認定医 
教育研修会

2020 年 
12 月 12 日（土）

アクロス福岡
（福岡県福岡市）

 テーマ  ： 「義歯を極める ―咬合の与え方と咬合調整を考える―」 
 　玉置 勝司 先生 （神奈川歯科大学全身管理医歯学講座教授）           
 　樋口 克彦 先生 （福岡県開業）

沖縄県主催 
認定医研修会

未定
未定 

（沖縄県）
未定

支部学術大会
2020 年 

12 月 13 日（日）
アクロス福岡  
（福岡県福岡市）

未定

◆ 会員カードをご持参ください
学術大会・咬合フォーラム・研修会などの受付手続きや単位申請（申請方法は会によって異なります）に
必要となりますので開催時には必ずご持参頂きますようお願いいたします．

◆ 学会ホームページの「会員専用ページ」をご利用ください
・	 年会費の納入がまだお済みでない方は，至急お振込みをお願いいたします．

・	 過去に未納分がございますと，認定試験，認定医の更新，学術大会への参加ができませんのでご注意ください．

・	 学会からの発送物は郵便及びメール便を利用しています．メール便の場合は転送されませんのでお届けできな
い場合がございます．勤務先の変更，転居等登録内容に変更が生じた場合は，至急変更のお手続きをお願いい
たします．

・	「会員専用ページ」のご利用には，会員 ID（会員No）とパスワードが必要です．ご不明な場合は事務局までお問
い合わせください．

・ 勤務先 ･ 自宅・お届け先などご登
録内容の確認・変更

・ 認定資格・単位取得状況の確認
・ 年会費のお支払（カード決済），お

支払状況の確認
※コンビニ・郵便振替をご希望の
方は事務局までご連絡ください

◆ 2019 年度　支部の事業予定　（自　2019 年 4 月 1 日～至　2020 年 3 月 31 日）

支部名 区　分 開催日 会　場 内容，講師等

九州 
沖縄

沖縄県主催 
認定医研修会

2020 年 
3 月 15 日（日） 

9:30-13:00

沖縄県歯科医師会館 
（沖縄県島尻郡南風原町）

演題 ：「4S-コンセプト（Simple, Small, Short, Safe）に基づいたインプラント治療」 
　中山 隆司 先生（大阪府開業）


