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 光学印象からデジタルデンティストりーを始めよう！
 ～ 口腔内スキャナー（IOS) 入門 ～

1 コース
2022

9.4 柏木 宏介・鳥井 克典 ハンズオンセミナー

「感謝　そして　新時代への挑戦」

2022年8月20日(土)

大阪歯科大学同窓会
設立100周年記念大会

明日から実践できる摂食嚥下機能評価メソッド
 ～訪問診療にも役立つ‼～

2022

11.27 ２コース 小野 圭昭・岩山 和史 ハンズオンセミナー
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１

大阪歯科大学同窓会
ポストグラデュエートコース
委員長　杉岡　伸悟

　大阪歯科大学同窓会の皆様、こんにちは、いつもお世話になり、ありがとうございます。
ポストグラデュエート委員長の杉岡伸悟（大35）と申します。今後ともご指導ご鞭撻よろし
くお願いいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、2020、2021年度のコース開催中止を余儀
なくされましたが、ワクチンの普及や患者数の減少などを鑑み、2022年度の開催を今回
ようやく企画させていただきました。
　長い歴史を持つ当ポストグラデュエートコースですが、新しい令和の時代に入り、様々
な時代背景や歯科臨床の変遷、数多くの団体企画講習会の乱立、少子高齢化などを
鑑み、少しずつテーマやスタイルを変更しています。ただし令和はすぐにコロナ禍に見舞
われたため、十分なコース提供をできませんでした。また今年度は、二年越しの同窓会
設立100周年記念式典（8/20）をも迎え、いつ第○○波が襲ってくるやもしれず、慎重
なコース展開となりましたことをご容赦ください。
　具体的にはコース数をしぼって2コース開催といたしました。いずれも本学教員の先生
にお願いし、不測の事態に対して柔軟に対応できるよう配慮させていただいておりま
す。コースにつきましては十分な感染対策を施した上で、可能であればハンズオン形式
にしたいと考えています。また1コースはプライマリー（卒後5年以内対象）形式を採択し、
予定しております。
　9/4にお願いしています柏木宏介主任教授（有歯補綴咬合学講座）からは、補綴領域
におけるデジタルデンティストリーの有益なお話が伺えるものと期待しています。
　また、2020年に中止となり再度計画させていただいた、11/27の小野圭昭専任教授
（障がい者歯科）には実践的な摂食・嚥下機能評価に関するお話をしていただく予定
です。 
　ポストグラデュエートコースならではのバリュー感を持った、各分野とっておきのコー
スを取りそろえております。今後も会員目線で臨床に寄り添ったコース運営を心がけて
まいりますので、皆様の歯科生涯研修の一環としてご参加の程をよろしくお願いいたし
ます。

開講のご挨拶



２０２２年度　大阪歯科大学同窓会
ポストグラデュエートコース

　同窓会設立１００周年記念事業

演　題　　　『壽式三番叟』（ことぶきしきさんばそう）

　式典・記念講演会
日時　2022年8月20日（土）
場所　リーガロイヤルホテル

２

◆ オープニングセレモニー　　11時30分
＜人形浄瑠璃＞

文楽三味線
六世　鶴澤　燕三氏

◆ 記念講演会　　12時30分
　　講　師　　時代小説作家（大32回卒業生）

上田　秀人氏（日本推理作家協会会員、日本文芸家協会会員、日本歯科医師会会員）
　　演　題　　『もし、現在の歯科医師がその場にいれば、歴史は変わった』
◆ 懇　親　会　　13時30分

 

会長挨拶

大阪歯科大学同窓会

会長  　生駒　等

文楽太夫
豊竹　咲太夫氏
（人間国宝・切場語り）

文楽人形遣い
三代　桐竹　勘十郎氏
（人間国宝）

　こんにちは。日頃より、本部同窓会の会務運営並びに、諸活動へのご理解とご支援に深く
感謝申し上げます。
　昨年、10月１日に緊急事態宣言が解除されて以降は、全国の新型コロナウィルス感染者
数も減少傾向となっておりました。しかし、昨年末から変異株の出現により、新規感染者数
が急拡大し、第６波に入ったのではと懸念しております。

　そして、2020年、2021年と延期し
 
ていた、大阪歯科大学同窓会設立100周年記念大会

本年８月20日に開催予定しております。目指していた、会員数3000名が集り、大歯魂溢れる
和やかなしかも厳粛な大会が開催出来る環境に戻れるかは判りませんが、開催準備を粛々
と進めてゆきたいと全集中で取り組んでおります。



１コース　　　　　　　　　　定員：10名　ハンズオンセミナー

２０２２年度　大阪歯科大学同窓会
ポストグラデュエートコース

　歯科医療におけるデジタルテクノロジーの浸透は目

を見張るものがあります。補綴治療においては2014年

から保険診療に導入されたCAD/CAM冠をきっかけと

して、ラボで作業用模型がデジタルデータ化され、ソフ

トウエアで設計、ミリングマシンにてクラウンが製作さ

れています。まだまだ多くの歯科医院においては、トレ

ーと印象材から得られた石膏模型と咬合採得材をラボ

に送る作業が日常と考えられます。

　近年、口腔内スキャナーによる光学印象技術が目覚

ましく進歩し、普及し始めました。印象採得のデジタル

化がいよいよ本格化しています。チェアサイドで「治療」

にたずさわる歯科医師自身が補綴治療におけるデジタ

ルワークフローに大きくかかわる時代がやってきまし

た。

　本セミナーは、口腔内スキャナーの導入を検討して

いる、興味はあるが現状を知りたい、そんな先生方の

ために準備した入門セミナーです。今回複数の機種を

実際に試していただき、先生方の臨床に光学印象を

導入するきっかけとなれば幸いです。

大阪歯科大学主任教授
　　　　　（有歯補綴咬合学講座）

［略　歴］

1992年　大阪歯科大学卒業
1996年　大阪歯科大学大学院歯学研究科博士課程修了
　　　　（歯科補綴学）
1997年　大阪歯科大学助手（歯科補綴学第二講座）
2005年　大阪歯科大学講師（有歯補綴咬合学講座）
2010年　大阪歯科大学大学院准教授（有歯補綴咬合学）
2012年　大阪歯科大学大学院歯学研究科講師
　　　　（非常勤）（有歯補綴咬合学）
2020年　大阪歯科大学主任教授（有歯補綴咬合学講座）

光学印象から
　デジタルデンティストリー
    　を始めよう！

柏木　宏介 

～口腔内スキャナー（IOS）入門～ 

３

大阪歯科大学天満橋学舎　

時　間

会　場
対　象

研修費

9月4日（日）
10：00～16：00

歯科医師・学生
歯科医師(会員)10,000円 、歯科医師(会員5年未満)5,000円
歯科医師(会費未納者、他大学)20,000円
学生無料 

大阪歯科大学講師（有歯補綴咬合学講座）

［略　歴］

1997年　大阪歯科大学卒業
2001年　大阪歯科大学大学院歯学研究科博士課程修了
　　　　（歯科補綴学専攻）
2004年　大阪歯科大学助手（有歯補綴咬合学講座）
2007年　大阪歯科大学助教（有歯補綴咬合学講座）
2015年　大阪歯科大学講師（有歯補綴咬合学講座）
2016年　大阪歯科大学大学院歯学研究科助教
　　　　（有歯補綴咬合学講座）

日本補綴歯科学会　専門医・指導医
日本歯科審美学会　認定医

鳥井　克典 



２０２２年度　大阪歯科大学同窓会
ポストグラデュエートコース

CEREC Primescan

3Shape TRIOS4

リアルなフルカラースキャン
Engagement app
チェアサイド用オプション
う蝕検出サポート機能

3Dデジタル印象
           NIRI
口腔内カラー写真

 

iTero エレメント5D Plus

を同時に記録できる、口腔内スキャナー

スキャンから院内加工まで、
デジタルラボと一緒に効率的な
        デジタルワークフロー

４



２コース　　　　　　　　　　定員：15名　ハンズオンセミナー

２０２２年度　大阪歯科大学同窓会
ポストグラデュエートコース

　最近、テレビや雑誌などで、摂食嚥下障害や誤嚥性

肺炎の話題が多く取り上げられ、年々その関心は高ま

り、歯科関係者の中から摂食嚥下を学びたいとの声が

良く聞かれます。ところが、テキストや、最近行われてい

るセミナーでは、現場のニーズに即した内容を学べる

ものはほとんど見られず、「〇〇社のテキストは分かり

やすいけど…実践できない」「△△社のセミナーは面

白いけど…実践できない」といったお悩みをよく耳に

します。

　本コースでは、一から摂食嚥下障害を解説し、症例

を提示した上で、実際の臨床現場で実践している評価

メソッドを実習を通して習得し、明日からの臨床に役

立てて頂きます。

【内容の一部ご紹介】

・食べる機能を一から学ぼう

・臨床を始めるための入り口とは !?

・初心者でもできる !! 機能評価メソッド

・本当に必要 ?? 嚥下内視鏡（VE）

・摂食嚥下障害のホントの原因

・訓練よりも大切なこと　　　　　　　　　　　など

大阪歯科大学専任教授（障がい者歯科）

［略　歴］
1984年　大阪歯科大学卒業
1989年　大阪歯科大学大学院歯学研究科修了(歯科補綴学専攻)
1989年　大阪歯科大学助手（歯科補綴学第一講座）
2000年　大阪歯科大学助手（高齢者歯科学講座）
2010年　大阪歯科大学講師（高齢者歯科学講座）
2018年　大阪歯科大学専任教授（障がい者歯科）

明日から実践できる
摂食嚥下機能評価メソッド

日本補綴歯科学会  専門医・指導医
日本老年歯科医学会 認定医・専門医・指導医
　　　　　　・摂食機能療法専門歯科医師

小野 圭昭 

～ 訪問診療にも役立つ!!  ～　

５

大阪歯科大学天満橋学舎

時　間

会　場
対　象

研修費

11月27日（日）
10：00～16：00

歯科医師・学生
歯科医師(会員)10,000円 、歯科医師(会員5年未満)5,000円
歯科医師(会費未納者、他大学)20,000円
学生無料 ※相互実習があります。聴診器・手鏡をお持ちの方はご持参ください

大阪歯科大学大学院非常勤講師
　　　　　　　（障害者歯科学）

［略　歴］
2003年　大阪歯科大学卒業
2007年　大阪歯科大学大学院非常勤講師（高齢者歯科学）
　　　　 新大阪歯科衛生士専門学校非常勤講師 
2013年　大阪歯科大学非常勤講師（高齢者歯科学）
2019年　大阪歯科大学大学院非常勤講師（障害者歯科学）

日本老年歯科医学会　
　　　認定医・摂食機能療法専門歯科医師 
日本摂食嚥下リハビリテーション学会（認定士） 
大阪府歯科医師会 摂食嚥下機能障害対応
　　　　歯科医師育成事業 実地研修講師

岩山　和史 



２０２２年度　大阪歯科大学同窓会
ポストグラデュエートコース

６



2022 年度　大阪歯科大学同窓会

ポストグラデュエートコース　申込書

お問い合わせ

お申し込み方法

歯 科 医 師 学　　　生

１名につき１枚の「申込書」をご使用ください。   　　　年　　　月　　　日　　

受講希望コースに

☑を入れてください。

氏　　　　名

出　　身　　校

学　　　　生

連　　絡　　先

常時連絡場所に☑

を入れてください(　　　)

漢　　　字

英　　　字

本　　学　　卒

他　大　学　卒

歯 科 技 工 士

歯 科 衛 生 士

□　勤　務　先

住　　　所

住　　　所

□　自　　　宅

〒　　　　―

〒　　　　―

メールアドレス (ＰＣ)

メールアドレス ( 携帯 )

ＴＥＬ ＦＡＸ(　　　　　) (　　　　　)

ＴＥＬ ＦＡＸ(　　　　　) (　　　　　)

大阪歯科大学 専門・大学 回

大学 部　　　年卒

大学・専門学校 年卒

大学・専門学校 年

大学・専門学校 年卒

@

@

いずれかを囲んでください。

□ 2 コース 2022.11.27   明日から実践できる摂食嚥下機能評価メソッド
                        ～訪問診療にも役立つ‼～

                                                    小野 圭昭・岩山 和史

●ホームページからのお申込み

●ファクシミリでのお申込み

大阪歯科大学同窓会　ポストグラデュエートコース委員会
〒540-0008　大阪市中央区大手前 1丁目 5番 17 号
　　　　　　  TEL：06-6910-1061　　Mail：dousou@cc.osaka-dent.ac.jp

http://www.osakadent-dousou.jp/pgc/pgc-schedule/
本申込書に必要事項をご記入の上、FAX してください。

FAX：06-6943-1389

ID @odupgc

近日運用開始予定

□ 1 コース 2022.9.4　  光学印象から
                  デジタルデンティストリーを始めよう！
                                 ～ 口腔内スキャナー（IOS）入門 ～
 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　柏木　宏介・鳥井　克典

　

　　　　　　　

新型コロナウイルス感染状況により、急遽中止になる事が
　　　　　ありあますのでご理解ください。

申し込みは、令和４年６月１日より、ホームページ又は、
　 この申込書に必要事項を記載しFAXしてください。
５月末日までの申し込みは、
　　　　一切受け付けませんのでご注意ください。




