
 

 

福岡歯科大学同窓会主催

第34回学術講演会 

日時 令和4年2月27日（日）9：30

歯内治療をみえるようにしよう   

診断とテクニックを原点から見直そう！ 

講師 香川 豊宏 先生 

松 浦  顯 先生  

倉 富  覚 先生 

【座長】西 耕作先生・青木隆宜先生・坂田憲彦先生 

オンデマンド見逃し配信 

令和4年3月9日（水） ～ 3月22日（火）2週間    



 

 

ごあいさつ 

 本日は福岡歯科大学同窓会主催第34回学術講演会にご参加いただき誠に有り難うございます。今回は「歯内療法を見える

ようにしよう」をメインテーマに講演会を企画いたしました。最初に画像診断の立場から福岡歯科大学口腔画像診断学分野

教授の香川豊宏先生に講演をして頂き、そして歯内療法専門医の立場から福岡市でご開業の松浦顯先生に、一般歯科の立場

から北九州市でご開業の倉富覚先生にご講演をして頂きます。 

 後日オンデマンド配信も行ないますので、どうか最後までご聴講いただき、明日からの診療に役立てていただければ幸甚

に存じます。        

 福岡歯科大学同窓会 会 長 吉 永  修  

プログラム 

9：30-  開 会              司会 松永興昌 

9：30-9：35 会長挨拶          会長 吉 永 修 

 午前の部     

9：35～11：05 
座長 西 耕作 先生 

1【講演】 「歯内療法における画像診断の役割」 
福岡歯科大学口腔画像診断学分野 

教授 香川豊宏 先生 

11：05～11：20 質疑 ・ 応答 
11：20～11：25 休憩  （企業広告）  

11:25～12：55 
座長 青木隆宜 先生 

2【講演】 「Modern？Endodontic Technique」    
福岡市開業 

 院長 松浦 顯 先生 

12：55～13：10 質疑 ・ 応答 

13：10～13：30 昼食休憩  （企業広告）  

午後の部  

13：30～14：30  

座長 坂田憲彦先生 

3【講演】 「押さえておくべき歯内療法のポイント」 

～経過症例からわかること～ 
北九州開業  

院長 倉富 覚、先生 

14：30～14：35  休憩  （企業広告）  

14：35～15：35  

座長 坂田憲彦先生 

3【講演】 「押さえておくべき歯内療法のポイント」 

～経過症例からわかること～ 
北九州開業  

院長 倉富 覚、先生 

15：35～15：50 質疑 ・ 応答 （全体まとめ） 

15：50～16：00 閉  会    副会長  上田秀朗  
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講演『歯内療法における画像診断の役割』   

福岡歯科大学口腔画像診断学分野 

 教授 香川豊宏 先生 
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歯内療法は歯科治療における基本かつ重要な過程である。しかし、対象部位は狭小な管状構造物であるため、事前の

画像診断が重要となる。歯内療法における画像診断には口内法が頻用されるが、口内法は三次元を二次元に投影した

陰影であるため、そのことを踏まえて観察しなければならない。加えて、口内法はエックス線の投影方向により像の

歪みが出現することも知られている。 

また、2000年ごろより歯科用コーンビームCTが歯内療法に活用されている。医科用のCTよりも分解能が高く、これ

まで口内法では観察困難であった頬舌方向へ走行する根管の分枝なども容易に見つけることが可能となった。しかし

ながら、歯科用コーンビームCTを歯内療法に応用するには撮影時の注意点や画像特性を理解しておくことが求められ

る。 

本講演では、歯内療法における口内法と歯科用コーンビームCTの活用法と診断のポイントに関してお話をさせていた

だく予定である。 

  【略 歴】 

平成 ４年 ３月  福岡歯科大学 歯学部卒業（15期生） 

平成 ４年 ４月  福岡歯科大学 歯科放射線学講座 助手 

平成２２年 ４月  福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 画像診断学分野 講師 

平成２５年１１月  福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 画像診断学分野 准教授 

令和 ２年１１月  福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 画像診断学分野 教授 

令和 ３年 ４月  福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 主任教授 



 

 

「Modern？Endodontic Technique」    

福岡市開業 院長 松浦 顯 先生 
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 マイクロスコープ、CBCT、バイオセラミック材料の浸透は歯内療法臨床を大きく変えたと言われている。 

特にマイクロスコープは今やそれ自体を所有しているだけでは話にならないし、バイオセラミック材料は歯内療法臨

床（得に術式）を大きく変えた。今やMTAセメント自体が必要ないくらいである。しかし、当歯科医院にはCBCTは

ない。ないが、歯内療法をやっていける。 

 現に私はアメリカへ留学する1年前の2013年から歯内療法のみしか臨床を行なっていない。その時以来、特別

CBCTがないからといって困ったことがない。外科治療（Apicoectomy）以外でCBCTを使用することはないから

だ。 

 今回の講演では、 私がどのように日々の臨床に取り組んでいるか？をケースを通じて解説していこうと思ってい

る。明日から役に立つ知識をまとめて公開したい。 

 【略 歴】  

1975年 島根県松江市出身 

2002年  長崎大学歯学部卒業 

2016年  南カリフォルニア大学歯学部歯内療法科大学院卒業 

2016年  米国歯内療法専門医 

【所属する学会・団体】 

AAE(American Association of Endodontists) Specialist member 



 

 『押さえておくべき歯内療法のポイント』 

～経過症例からわかること～   

北九州開業 院長 倉富 覚 先生 

【略 歴】 

1996(平成8)年  九州大学歯学部 卒業 

   同年    北九州市門司区 山内歯科医院 勤務 

1998(平成10)年  北九州市小倉北区 下川歯科医院 勤務 

2001(平成13)年  北九州市小倉南区 川崎歯科医院 勤務 

2003(平成15)年  現在地にて開業 

2018(平成30)年    九州大学歯学部臨床教授 就任 
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【所属スタディグループおよび学会】 

北九州歯学研究会 / 経基臨塾 / スタディグループR 

日本顎咬合学会副理事長・かみ合わせ指導医 

日本歯周病学会歯周病専門医 

日本臨床歯周病学会認定医・歯周インプラント認定医 

日本歯内療法学会会員 

日本審美歯科協会会員 

歯内療法においては、自分では完璧な処置が行えたと思っても症状が改善しないケースに頭を悩ますこともある。近

年、CBCTの普及によって画像診断の精度は飛躍的に向上し、マイクロスコープを用いる術式が確立されたことにより、

根管内の不可視部位の診断と清掃を行えるようになった。根管治療を何度行っても症状が改善されないような難症例に対

して、問題解決の一助となるツールであることは間違いない。しかし、その一方でただ単にそれらを導入することが、臨

床成績の向上に繫がるわけではないと考える。それらをいかに活用して、どのような診断をくだし、どのような概念で根

管治療を行うかは、つまるところ術者次第である。そのためには、的確な診査・診断と確立されたコンセプトをベースに

歯内療法に臨むことが最も重要だと考える。 

今回は歯内療法のなかでも感染根管処置にポイントを絞り、私なりに考える根尖病変を治癒に導くためのカギを呈示

させていただく。 



 

 

 

医療共済会 

株式会社 愛歯 

マニー 株式会社 

アサヒプリテック株式会社 

株式会社 ブレーンベース 

株式会社 松風 

株式会社 ヨシダ 

麻布デンタルアカデミー 

朝日レントゲン工業 株式会社 

株式会社 カイマンデンタル 

クオール 株式会社 

株式会社 テクノミックス 

メディア 株式会社 

福岡歯科大学同窓会 福岡市早良区田村２丁目１５－１  
〒814-0093 ☎(092) 863-2966 dousoukai@college.fdcnet.ac.jp 

http://www.fdcnet.ac.jp/col/collink/alumnus/index.html 
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この度は、福岡歯科大学同窓会主催、第34回学術講演会にご参加いただきました事、心より感謝申し上げま

す。また、講演会に際しご協力いただいきました協賛業者の方々、本当に有難うございました。なにぶん不行届

きの事もあったと思いますがご容赦お願いいたします。 

副 会 長 上田 秀朗 

【ご協力企業様一覧】 
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申し込みはMail又はFaxでお申し込み下さい。
振込先 口座名：福岡歯科大学同窓会 西日本シティ銀行 野芥支店 （普） ８９２０９

ゆうちょ銀行 郵便振替 １７４０-６-１９０４７
※ご入金の際の申込者と振込者名が異なる場合はその旨ご記入ください。

新型コロナウイスル感染対策の一環として「健康状態申告書」を予めご記入いただき、来
場の際入口にてご提出お願いします。

新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）のインストールを推奨します

　■予めご記入いただき、来場日に入口にてご提出をお願いいたします。

申告者氏名: 携帯番号:

  1.過去14か以内の行動について

🔲Yes　🔲No ① 新型コロナウイルス感染者と接触したことがある。

🔲Yes　🔲No ② 海外に渡航した。

🔲Yes　🔲No ③ 自分あるいは家族に咳や熱がある。倦怠感、他の呼吸器症状がある。

  2.参加時の健康状態

🔲Yes　🔲No ① 37.5度以上の発熱あるいは、平熱より1度以上の発熱がある。

🔲Yes　🔲No ② 咳や倦怠感、他の呼吸器症状がある。

🔲Yes　🔲No ③ 聴覚異常や味覚異常がある。

健康状態申告書

記入日　2022年5月22日（日）

福岡歯科大学同窓会学術事業に参加するにあたって下記を申告します。


