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「寿命はどこまで延ばせるか？」

「口腔内弱毒菌と血管疾患との
　　　　　　　　　　関連について」

2013年10月27日（日）

早稲田大学 国際教養学部 教授

司会･大会委員長

大会会長

富山県知事

富山市長

日本歯科医師会会長

日本歯科医学会会長

池田　清彦

東京医科歯科大学名誉教授・慶友会つくば血管センター長
日本静脈学会理事長 岩井　武尚

「歯の健康力と全身の健康」
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科

生体支持組織学講座 歯周病学分野教授 和泉　雄一

中道　　勇

吉田　季彦

石井　隆一

森　　雅志

大久保満男
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大会副会長 山﨑　安仁

大会副会長 安田　　篤
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●ＪＲ富山駅よりバスで約5分/城址公園前下車 徒歩3分
●ＪＲ富山駅より市内電車（セントラム）で約7分/国際会議場前下車 徒歩0分
●ＪＲ富山駅より徒歩で約15分
●北陸自動車道、富山ICから約10分
●北陸自動車道、富山西ICから約20分

会場 富山国際会議場
大手町フォーラム

〒930-0084 富山県富山市大手町1番2号
TEL.076-424-5931

Dental Show 2013 富山Dental Show 2013 富山
日時：10月27日（日）9：00～16：30

会場：富山国際会議場2階
北陸歯科用品商協同組合　富山県支部
デンタルショー2013　実行委員会

Dental Show 2013 富山

京都府歯科医師会会長 平塚　靖規

16:10 閉会のことば

特別講演 Ⅰ

特別講演 Ⅱ

特別講演 Ⅲ

開場・受付開始

開会のことば

大会セレモニー
【挨 拶】

【祝 辞】

【次期開催地紹介・挨拶】

休 憩

 

 

〒930-0887 富山県富山市五福五味原2741-2
TEL.076-432-4466 FAX.076-442-4013

http://www.tda8020.com/

2013.10.27（日）  富山国際会議場

一般社団法人 富山県歯科医師会

第65回

生命と環境Ⅱ ̶その近未来を展望する̶

近畿北陸地区歯科医学大会

休 憩
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ご　挨　拶
「寿命はどこまで
　　  延ばせるか？」

「口腔内弱毒菌と血管疾患との
関連について」

「歯の健康力と全身の健康」

東京都足立区生まれ
東京教育大学理学部生物学科動物学専攻卒業
東京都立高等学校教諭 （～1979年）
東京都立大学大学院理学研究科博士課程
（生物学専攻）単位取得満期退学（修了）
東京都立大学理学博士
山梨大学教育学部講師 （～1981年）
山梨大学教育学部助教授（～1990年）
山梨大学教育学部（1998年より教育人間科学部に改組）
教授（～2004年）
早稲田大学国際教養学部教授

■略歴

1967年　東京医科歯科大学医学部卒業 
1972年　ニューヨーク、サンフランシスコにて外科・血管外科
1998年　東京医科歯科大学 第一外科教授 
2007年　慶友会つくば血管センター長ほか

■略歴

東京医科歯科大学歯学部 卒業
東京医科歯科大学大学院歯学研究科 修了 歯学博士
ジュネーブ大学医学部歯学科 講師
鹿児島大学歯学部歯科保存学講座（２） 教授
鹿児島大学歯学部附属病院 副病院長
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野 教授
東京医科歯科大学歯学部附属病院 病院長補佐

3月
3月

10月
8月
4月
4月
4月

1979年
1983年
1987年
1999年
2003年
2007年
2008年

■略歴

東京都立大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。
進化論・科学論・環境問題から、脳科学・発達心理学まで幅広く
論じ、単著だけでも約50冊を出版、エッセイ・書評等も多数。
また、雑誌「プレジデントファミリー」のコラム連載、フジテレビ
「ホンマでっか!?TV」に出演するなど、多方面で活躍している。

日本静脈学会理事長、NPO法人バージャー病研究所理事長、
日本血管外科学会-名誉会員、
日本外科学会、日本脈管学会、日本臨床外科医学-特別会員、IUA(日本代表)、
EVF（founder member）, AsVF (former president), 
韓国静脈学会-名誉会員、国内４学会からの専門医取得

■主な役職

日本学術会議連携会員、医薬品医療機器総合機構専門委員、
日本歯周病学会常任理事、日本歯科保存学会常任理事、
日本再生医療学会評議員

■主な役職

『激変する核エネルギ－環境』（ベストセラ－ズ）
『「進化論」を書き換える』（新潮社）
『構造主義進化論入門』（講談社）
『新しい環境問題の教科書』（新潮社）
『メスの流儀オスの流儀』（静山社）
『楽しく生きるのに準備はいらない』（青春出版社）
『３８億年　生物進化の旅』（新潮社）
『人はダマシ・ダマサレで生きる』（静山社）
他多数

■主な著書

吉田  季彦

第65回 近畿北陸地区歯科医学大会 会長
一般社団法人 富山県歯科医師会 会長
よしだ すえひこ

池田  清彦
いけだ きよひこ 岩井 武尚

東京医科歯科大学名誉教授
慶友会つくば血管センター長
日本静脈学会理事長 いわい たけひさ

和泉 雄一

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 
生体支持組織学講座 歯周病学分野教授

いずみ ゆういち

　近畿北陸地区歯科医学大会は、昭和23年（1948年）「日本歯科医師会 

近畿北陸地区歯科医学大会」として開催され、本年が65回目の開催となり

ます。

　この歴史と伝統のある大会が富山県歯科医師会創立100周年を迎える

記念すべき年に富山県において12年ぶりに開催されることは誠に喜びに

耐えません。これもひとえに近畿北陸地区歯科医師会の先生方のご尽力の

賜物と心より感謝申し上げます。

　さて、現在の日本の歯科界は低迷し苦慮しているのが現状ですが、その

一方国民の口腔保健状態は改善され、健康な口腔を持つ人が増加してきて

いることも事実であります。この一見矛盾する状況をどのように認識すべ

きなのか？

　また、高齢社会が急速に進む中で、健康で生きがいのある生活が送れる

長寿社会のために我々歯科医師が果たすべき役割を考えなければなりま

せん。口腔が全身の健康に及ぼす影響については近年さまざまな角度から

研究がされており、健康全般における歯科、すなわち口腔の健康の位置づ

けも明確になってきております。

　その一方、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれ

に伴って発生した津波により東北から関東にかけての東日本一帯に甚大

な被害を及ぼし、福島第一原発事故では、がれきの処理も含め環境問題が

未だに大きな問題となっております。

　そこで、前回の本県のテーマ「生命と環境」に引き続き、改めてこのこと

について考えるため「生命と環境Ⅱ－その近未来を展望する－」を大会テー
マとさせていただきました。このテーマに沿った講演としてテレビでもお

なじみの早稲田大学国際教養学部教授で環境問題にも詳しい池田清彦先

生に「寿命はどこまで延ばせるか？」のテーマでご講演いただきます。

　特別講演Ⅱでは全身と口腔の関わりについて、医科の立場から血管外科
の第一人者であり、本場米国の血管外科学を初めて日本に導入したパイオ

ニアでもある東京医科歯科大学名誉教授・慶友会つくば血管センター長・

日本静脈学会理事長の岩井武尚先生に「口腔内弱毒菌と血管疾患との関連

について」のテーマでご講演をいただきます。

　特別講演Ⅲでは歯科の立場から東京医科歯科大学大学院教授の和泉雄
一先生に「歯の健康力と全身の健康」のテーマでご講演いただきます。

　いずれのご講演も、全身の健康のため歯科の果たすべき役割について考

えるにはお役に立つものと確信しております。また、秋の富山の味覚を満

喫していただける時期でもありますので、多くの先生方、デンタルスタッフ

の皆様のご参加を心よりお待ちしております。

　最後になりましたが、本大会を開催するにあたりご支援、ご協力を賜りま

した関係各位に厚く御礼を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

特別講演 Ⅰ

特別講演 Ⅲ

特別講演 Ⅱ10:00～ 13:20～

14:50～

『ザ・ペリオドントロジー』（永末書店）
『歯周治療へのアプローチ』（永末書店）
『インプラント周囲炎を治療する』（医学情報社）

■主な著書

バージャー病（難病）救援活動と病因探求、血管のアンチエイジング、
血管とスポーツ医学、音楽と絵画。

■主な活動

■主な一般向け著書

1947年
1971年
1976年
1977年

1978年
1979年
1981年
1990年

2004年

早稲田大学 国際教養学部 教授

『こうして治す下肢静脈瘤』
『バージャー病』

（保健同人社 2008）
（保健同人社 2011）

※日本糖尿病協会歯科医師登録医のための講習会の受講票が発行されます。


