
西川義昌
にしかわ　よしあき　Yoshiaki Nishikawa

●略歴
1949年	
 大阪生まれ
1975年	
 大阪歯科大学卒業
1975年	
 原宿デンタルオフィス勤務(東京都)
1995年	
 甑島中央診療所勤務（鹿児島県）
2000年	
 代々木上原デンタルオフィス開設（東京都渋谷区）
2012年	
 代々木上原デンタルオフィス閉院
2013年	
 宮崎県にて勤務

現在	
 NMG代表、東京S.J.C.D.会員      熊本S.J.C.D.顧問　

●勤務先
〒899-8605　鹿児島県曽於市末吉町二之方3107-2　すみよし歯科

●WEB
http://www.ourdent.com/nmg/

●E-mail 
youdotutu0058@gmail.com

●講演依頼・調整などの連絡先
有限会社アワデント

代表取締役　粟津貴昭
〒862-0933熊本市東区小峯1丁目1-95
電096-331-0567　FAX096-331-0057
e-mail:taka@ourdent.com
http://www.ourdent.com/
携帯 090-3328-9989
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●2013年
■宮崎講演「安全な治療の基準」

3/3吉見歯科器械店主催
■熊本講演「Tooth Preparation 出版記念講演会（桑田正博先生と）

3/24熊本SJCD主催

■NMG6日コース予定(7月より)

吉見歯科器械店主催

●2012年
■久留米歯科医師会講演

1/28
■NMGセミナーコンポジットレジン充填実習セミナー

2/4 モモセ歯科商会 大阪
■WDSC基本歯冠修復コース

4/28より2日×３回コース、東京
■吉見歯科器材店主催、講演

5/13 大分
■「Tooth Preparation」出版記念講演（桑田正博先生と）

10/28北海道歯科産業主催
■日本歯科医学総会（審美学会分科会）講演

11/11インテックス大阪

●2011年
■NMGセミナーレジンコア実習1日コース

12/4　ペントロンコミュニケーションスクエア
■昭和大学同窓会ポストグラデシュエートセミナー1日講演会

10/2　昭和大学旗の台校舎
■トクシ企画主催支台歯形成2日間実習コース

9/18,19　徳島県歯科医師会技工研修センター
■サクセスソサエティ主催福岡1日講演会

7/10　福岡県歯科医師会館
■福岡歯科大学にて有志支台歯形成研修会

3/12,13　福岡歯科大学
■日本歯科臨床補綴研修会主催　基本的歯冠修復治療1ヶ月コース

1/22,23　ヘレウスクルッツァー東京研修センター

●2010年
■鹿児島一三会主催　一日講演
10/31,31 「安全な日常臨床のためのレシピ」ニッシン東日本営業所研修室
■第6回国際歯科大会若手歯科医向け講演
10/9 クインテッセンス主催：パシフィコ横浜
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■株式会社ニッシン主催支台歯形成実習セミナー
7/31,8/1「安全な日常臨床のためのレシピ」ニッシン東日本営業所研修室

■小倉歯科医師会講演会5/15 「基本歯冠修復の基準」小倉歯科医師会館
■日本歯科臨床補綴研修会主催　基本的歯冠修復治療1ヶ月コース

1/23,24　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
■日本臨床歯科補綴研修会、基本8ヶ月コース、コースインストラクター

●2009年
■日本歯科臨床補綴研修会主催　基本的歯冠修復治療3ヶ月コース

1/24,25　第1回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
2/21,22　第2回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
3/21,22　第3回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター

■NMGマイクロエンド実習セミナー11/22,23ハマダ歯科商店本店研修室
■サクセスソサエティ主催実習セミナー　広川

10/3,4 「安全な日常臨床のためのレシピ」株式会社愛歯福岡研修室

■UKデンタル鹿児島店　講演会
8/2 「基本歯冠修復のレシピ」UKデンタル鹿児島店UKホール

■大阪歯科大学同窓会徳島県支部　特別学術講演
6/28徳島市　グランドパレス徳島

■長崎NMG発足記念講演会　5/24 UKデンタル長崎店UKホール
■熊本S.J.C.D.インサービストレーニングセミナー講演

1/18 熊本県歯科医師会館ホール
■日本臨床歯科補綴研修会、基本8ヶ月コース、コースインストラクター

●2008年
■北陸S.J.C.D.特別講演会　講演

10/5「安全な日常臨床のためのレシピ～シングルユニットの治療を中心として」金沢市　石川県地
場産業振興センター
■射水市歯科医師会学術講演会　講演

10/5「シングルユニットの治療を中心とした安全な日常臨床のためのレシピ」
富山県歯科医師会館

■UKデンタル　コンポジットレジン実習セミナー
7/27鹿児島市　UKデンタル鹿児島店UKホール

■大阪歯科大学同窓会徳島県支部　特別学術講演
7/13「適切な診断とコンポジット修復」徳島市　グランドパレス徳島

■UKデンタル　コンポジットレジン実習セミナー
6/8熊本市　UKデンタル熊本店UKホール

■日本歯科臨床補綴研修会15周年記念特別講演[補綴装置の天井と底の基準を明確にする]

3/29　小出馨・桑田正博・星久雄と　日本歯科大学富士見ホール
■日本歯科臨床補綴研修会主催　基本的歯冠修復治療3ヶ月コース

1/26,27　第1回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
2/23,24　第2回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
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3/22,23　第3回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
■日本臨床歯科補綴研修会、基本8ヶ月コース、コースインストラクター

ヘレウス東京研修センター

●2007年
■日本歯科臨床補綴研修会主催　基本的歯冠修復治療3ヶ月コース

1/27,28　第1回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
2/24,25　第2回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
3/24,25　第3回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター

■日本臨床歯科補綴研修会、基本8ヶ月コース、コースインストラクター
ヘレウス東京研修センター

●2006年
■東京　㈱岩瀬歯科商会　田中歯科器械店㈱　講演

11/23 「日常臨床における適切で安全な最小限の治療とは何か？
－適切な診断とコンポジットレジン修復－
日本歯科大学　富士見ホール

■名古屋　中央歯科産業株式会社　講演
11/12 「日常臨床における適切で安全な最小限の治療とは何か？
－適切な診断とコンポジットレジン修復－
名古屋栄ガスビル会議室

■大阪　伊藤歯科器材株式会社　講演
11/05 「日常臨床における適切で安全な最小限の治療とは何か？
－適切な診断とコンポジットレジン修復－
梅田スカイビル　会議室

■札幌　北海道歯科産業株式会社　講演
10/09 「日常臨床における適切で安全な最小限の治療とは何か？
－適切な診断とコンポジットレジン修復－
札幌コンベンションホール

■金沢　株式会社佐波　講演
9/3 「日常臨床における適切で安全な最小限の治療とは何か？
－適切な診断とコンポジットレジン修復－
石川県地場産業振興センター

■福岡　株式会社愛歯　新社屋完成記念講演会
7/9 「日常臨床における適切で安全な最小限の治療とは何か？
－適切な診断とコンポジットレジン修復－
株式会社愛歯福岡営業所　研修室

■福岡　九州大学同窓会　春季学術講演会
4/23 「接着を活かした最新の審美保存修復」
福岡県歯科医師会館５F大ホール

■熊本　熊本県歯科医師会歯科医学大会　講演
2/5 「日常臨床における適切で安全な最小限の治療とは何か？
－適切な診断とコンポジットレジン修復－熊本県立劇場大会議室
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■日本歯科臨床補綴研修会主催　基本的歯冠修復治療3ヶ月コース
1/28,29　第1回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
2/25,26　第2回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
3/25,26　第3回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター

■日本臨床歯科補綴研修会、基本8ヶ月コース、コースインストラクター
ヘレウス東京研修センター

●2005年
■日本歯科臨床補綴研修会主催　基本的歯冠修復治療3ヶ月コース

1/22,23　第1回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
2/12,13　第2回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター
3/12,13　第3回セミナー　ヘレウスクルッツァー東京研修センター

■NMG臨床補綴セミナー　関東アドバンスコース
4/16,17 第1回セミナー（上野　岩瀬歯科商会東京営業所）
6/18,19第1回セミナー（上野　岩瀬歯科商会東京営業所）

■NMG臨床補綴セミナー　関東コース
8/27、28（ヘレウス東京研修センター）
10/15,16 (同上)、12/10,11(同上) 

■NMG臨床補綴セミナー　鹿児島コース
7/16，17（有限会社ハマダ歯科商店本店研修室）
9/17,18（同上）、11/19,20（同上）

■日本臨床歯科補綴研修会、基本8ヶ月コース、コースインストラクター
ヘレウス東京研修センター

●2004年
■NMG臨床補綴セミナー　関東コース（新宿）

6/6 第1回講演会（新宿宇都宮合同　東京国際フォーラム）
8/28,29 第2回新宿（日本医学院歯科衛生士学校）
10/16,17第3回新宿、12/4,5 第4回新宿

■NMG臨床補綴セミナー　関東コース（宇都宮）
6/6 第1回講演会（新宿宇都宮合同　東京国際フォーラム）
7/10,11 第2回宇都宮（岩瀬歯科商会研修室）
9/4,5 第3回宇都宮、11/27,28 第4回宇都宮

■NMG鹿児島コース「NMG臨床補綴セミナー」
1/24,25（有限会社ハマダ歯科商店本店研修室）,3/13,14（同上）
5/15,16（鹿児島中央ビル）,7/17,18（ハマダ）、9/18,19（ご欠席）、11/13,14

■中央歯科産業講演
3/5 「適切な治療とは何か？そしていかに実現するか？」
名古屋国際会議場2号館

■岩瀬歯科商会講演
2/8（日）千葉市卸会館会議室	
 	
 「適切な診療とは何か？」
2/15（日）岩瀬歯科商会宇都宮支店	
「適切な診療とは何か？」

■田中歯科器械店講演
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1/17　講演
■WDSC支台歯形成セミナー

1/11,12　東京都本郷　3/20,21 5/2,3

■医歯薬シンポジウム
7/4 「修復治療における診査診断と診断用ワックスアップ」	

新高輪プリンスホテル　パミール北辰

■東京SJCDインサービストレーニング
10/3 「これからの適切な歯科治療とは」予防を中心として
SYDホール

■日本補綴歯科学会生涯学習公開セミナー9/12座長として
■日本臨床歯科補綴研修会、基本8ヶ月コース、コースインストラクター
ヘレウス東京研修センター

●2003年
■日本歯科企業協議会例会　特別講演

6/17「日常臨床における適切な治療とは何かに関する一考察」グランドパレス
■TNT鹿児島コース

（年間6回　鹿児島ハマダ研修室）
■NMG宮崎コース

（年間6回　宮崎UKデンタル研修室）
■TNT宮崎講演

3/16 「スタンダードな治療のための基準」　宮崎日日新聞　研修室
■昭和大学歯学部同窓会学術研究会

5/18「接着性コンポジットレジン修復とは」伊藤和雄助教授と講演
■日本歯科大学新潟校歯学部歯科補綴学第一講座同門会「一の会」公開講演会

11/15「スタンダードな治療とは」
■日本臨床歯科補綴研修会、基本8ヶ月コース、コースインストラクター

ヘレウス東京研修センター

●雑誌・本関係(2003以降) 
■歯界展望別冊「Tooth Preparation」　2012年3月　西川義昌・桑田正博　編著

■クインテッセンス出版「コンポジットレジン充填テクニック」　2011年3月　西川義昌・小野寺保夫　著

■歯界展望別冊Single Crown Provisional Restorations DVDビデオ付 天然歯形態の観察から始まる修復治療
2010年12月　桑田正博・西川義昌　編著
•QDT2010年5月号「あと30年臨床に立つ君たちへ」「医療に勝ち負けなんて存在しない」

■「補綴臨床」別冊臨床機能咬合学　Functional Occlusion 咬合の7要素によるオクルージョンの臨床　小出
馨　編

■「歯科技工」別冊デザイニング・コンプリートデンチャー　小出馨　編著

•ザ・クインテッセンス2009年8月号巻頭カラー特集　NYグルーブ
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■歯科技工別冊「Biological Crown Contour～生体に調和する歯冠形態」 
2008年9月 　井出吉信・桑田正博ほかと

■歯界展望「基本歯冠修復としての直接・接着性レジン修復法」
2008年7月 　小野寺保夫・児玉敏郎・坂元一貴・茆原かおり・大西一男・中崎裕と

■QDT「1本の歯にこだわる　再治療歯の支台歯形成から Part2」 

2007年12月 　大西一男・茆原かおり・児玉敏郎・崎田竜仁と

■QDT「1本の歯にこだわる　再治療歯の支台歯形成から Part1」 

2007年11月 　大西一男・茆原かおり・児玉敏郎・崎田竜仁と

■ザ・クインテッセンス「新・症例プレイバック」修復物の長期安定には細菌・顎機能検査が不可欠 2007年9
月

■補綴臨床「失敗しない補綴治療のための誌上Polyclinic」
2003年9.11月、2004年1月：歯周組織への侵襲と歯肉の着色が認められる上顎第二小臼歯の再修復治療　
中崎裕と共著

■補綴臨床「歯冠修復のスタンダードを探る－診査・診断・治療の原則とその手技」
フェイルセーフな機能を有し、支台歯の保全と補強を図る接着性レジン支台築造、天川らと

■補綴臨床「変革からスタンダードへ－この治療を支えるこの器材システム」
第6回日常臨床を変えた現代の歯冠修復治療
2003年11月

■歯科技工「この歯科技工のためにはこの処置・対応と製作情報を
―歯科技工が歯冠修復治療として成立する要件
2003年12月：第10回細菌と力の検査を行って、顎機能との調和を図った症例　歯科技工士　内海賢二と

■歯界展望「確実な象牙質接着の理論と新しいうしょく検知液カリエスチェック」
2004年11月　伊藤和雄と

■歯科技工別冊「クリニカルクラスプデンチャー」
2004年12月：３クラスプデンチャーの一般検査　今井俊広、真弓と

■補綴臨床別冊「チェアサイドで行う顎機能診査のための基本機能解剖」
2004年6月

■「歯科臨床のエキスパートを目指して　vol.1コンベンショナルレストレーション」

1. 診査・診断と診断用ワックスアップ　編集
2. プロビジョナルレストレーション：直接法によるプロビジョナルレストレーションの製作
3. 根管形成と支台築造：ひ薄な残存歯質の左下６にファイバーポストを組み込んだ接着性レジン支台築造
■「歯科臨床のエキスパートを目指して　vol.2ボンディッドレストレーション」

8．コンポジットレジン　レストレーション
　ポーセレンインレーアンレー　レストレーション2006年4月

以上
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