
第2会場 第3会場 第4会場 リーガロイヤルホテル大阪
総会

日本歯科医学会会長懇談会
専門医関連委員会セミナー

認定医・専門医筆記試験
診療ガイドライン委員会セミナー

会務連絡会，理事会，
委員長会，支部長会， 会員意見交換会

（現地+ライブ配信）
10F　会議室1003

（現地）
10F　会議室1001-1002

（現地）
10F　会議室1008 3F　光琳の間

10：00

会務連絡会

11：00

理事会

12：00

委員長会
13：00

支部長会14：00

総会受付

認定医・専門医筆記試験
受付

総　会

15：00

認定医・専門医
筆記試験

16：00

日本歯科医学会会長懇談会

17：00
専門医関連委員会セミナー

機構認証を目指す日本補綴歯科学
会専門医の認定制度，研修機関と

研修の概要

座長：井野　智（神歯大）
講師：河相安彦（日大松戸）
　　　木本克彦（神歯大）
　　　鮎川保則（九州大）
　　　窪木拓男（岡山大）

診療ガイドライン委員会セミナー
知っておきたい感染対策，睡眠時

ブラキシズム治療

座長：松香芳三（徳島大）
　　　藤澤政紀（明海大）
講師：會田英紀（北医療大）
　　　水口　一（岡山大）
　　　山口泰彦（北海道大）

18：00

19：00

会員意見交換会20：00

21:00
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7月15日（金）

─ 21─



第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 ポスター会場 展示会場 専門医ケース
プレゼンテーション

（現地+ライブ配信）
5F　大ホール

（現地+ライブ配信）
10F　会議室1003

（現地）
10F　会議室1001-1002

（現地）
10F　会議室1008

（現地）
10F　会議室1009

（現地）
5F　小ホール

（現地+ホームページ掲載）
10F　会議室1004-1007

／ 10F　ホワイエ

（現地）
12F　特別会議場／
12F　ホワイエ

8：00

ポスター
掲示

ポスター
掲示

開会式
9：00

シンポジウム１
バイオマテリアルの拓

く補綴歯科
座長：秋葉陽介（新潟大）
　　　江草　宏（東北大）
シンポジスト：
　　　川下将一（医歯大）
　　　小松周平（東京理科大）
　　　正木千尋（九歯大）

課題口演1
Smart 

prosthodontics
演題：課題1～3
座長：木本克彦（神歯大）

シンポジウム2
AI と補綴歯科の未来
座長：津賀一弘（広島大）
　　　大野　彩（岡山大）
シンポジスト：
　　　中原龍一（岡山大）
　　　駒ヶ嶺友梨子（医歯大）
　　　玉田泰嗣（長崎大）

ハンズオンセミナー１-1
磁性アタッチメントを
習得する～技工操作か
ら取り付けまで～

講師：鈴木恭典（鶴見大）
協賛：株式会社モリタ
　　　株式会社ケディカ
　　　株式会社キクタニ

ハンズオンセミナー2-1
口腔内スキャナーの実

践 Ver.4
講師：疋田一洋（北医療大）
　　　樋口大輔（松歯大）
協賛：株式会社松風
　　　デンツプライシロナ株式会社
　　　インビザライン・ジャパン株式会社

ポスター
閲覧

企業展示

ポスター
閲覧

10：00

課題口演2
臨床エビデンス

演題：課題4～6
座長：横山敦郎（北海道大）シンポジウム3

補綴治療は患者の何を改
善できるか？：臨床アウト
カムを多角的に評価する
座長：松香芳三（徳島大）
　　　堀　一浩（新潟大）
シンポジスト：
　　　高阪貴之（大阪大）
　　　岩崎正則（東京支部）
　　　内藤真理子（広島大）

シンポジウム4
若手からベテランまで！
補綴歯科領域におけるシス
テマティックレビュー入門
座長：笛木賢治（医歯大）
　　　猪越正直（医歯大）
シンポジスト：
　　　笛木賢治（医歯大）
　　　前川賢治（岡山大）
　　　峯　篤史（大阪大）

ハンズオンセミナー１-2
磁性アタッチメントを
習得する～技工操作か
ら取り付けまで～

講師：鈴木恭典（鶴見大）
協賛：株式会社モリタ
　　　株式会社ケディカ
　　　株式会社キクタニ

ハンズオンセミナー2-2
口腔内スキャナーの実

践 Ver.4
講師：疋田一洋（北医療大）
　　　樋口大輔（松歯大）
協賛：株式会社松風
　　　デンツプライシロナ株式会社
　　　インビザライン・ジャパン株式会社

11：00

課題口演3
バイオロジー

演題：課題7～9
座長：鮎川保則（九州大）

12：00

ポスター
討論

（演題番号
末尾が奇数
の演題）

ランチョンセミナー１
講師：田中譲治（東関東支部）
協賛：ストローマン・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー2
座長：澤瀬　隆（長崎大）
講師：馬場一美（昭和大）
協賛：アース製薬株式会社

ランチョンセミナー3
講師：苅谷周司，島村直起
　　　（株式会社ジーシー）
協賛：株式会社ジーシー

Lunch & Learning
シングルセルバイオロジーが切り
拓くProsthodontic Medicine
座長：秋葉陽介（新潟大）
　　　大島正充（徳島大）
講師：大野充昭（岡山大）

Meet the Experts
13：00

ポスター
閲覧

海外特別講演
スマイルビジネスの

法則
座長：澤瀬　隆（長崎大）
　　　細川隆司（九歯大）
講師：
Christian Coachman
（Digital Smile Design）

臨床リレーセッション1
部分床義歯の設計を極める
－支持・把持を高めるために

何を考えるのか－
座長：山下秀一郎（東歯大）
　　　谷田部　優（東京支部）
講師：武部　純（愛院大）
　　　加藤光雄（東京支部）
　　　青木　勇
（東京支部／有限会社ライズアオキ）

一般口演1：口腔機能1
演題：O1-1～ O1-3
座長：服部佳功（東北大）

発表
専門医1-1～ 1-7

一般口演2：口腔機能2
演題：O1-4～ O1-7
座長：小見山　道（日大松戸）

ハンズオンセミナー3-1
口腔機能測定から食事

指導へ
講師：上田貴之（東歯大）
協賛：株式会社クリニコ

ハンズオンセミナー4
包括的補綴歯科治療に
必須なペリオドンタル
プラスティックサー

ジェリー
講師：小田師巳（関西支部）
　　　園山　亘（関西支部）
協賛：株式会社松風
　　　ペントロンジャパン株式会社

発表
専門医2-1～ 2-7

14：00

一般口演3：口腔機能3
／ニューロサイエンス

演題：O1-8～ O1-10
座長：中本哲自（朝日大）

発表
専門医3-1～ 3-7

15：00 臨床リレーセッション2
補綴医が知っておきたい
歯科訪問診療の基礎知識
座長：會田英紀（北医療大）
　　　古屋純一（昭和大）
講師：猪越正直（医歯大）
　　　猪原　健（中国・四国支部）

発表
専門医4-1～ 4-7

一般口演4：症例1
演題：O1-11～O1-13
座長：柏木宏介（大歯大）

ポスター
閲覧

調印式 一般口演5：有床義歯1
演題：O1-14～O1-16
座長：小川　匠（鶴見大）

ハンズオンセミナー3-2
口腔機能測定から食事

指導へ
講師：上田貴之（東歯大）
協賛：株式会社クリニコ

16：00 メインシンポジウム
（専門医単位認定対象セッション）

補綴の未来，歯科の
未来に向けて

座長：土屋賢司
（東京支部／日本臨床歯科学会）

　　　澤瀬　隆（長崎大）
シンポジスト：
　　馬場一美（昭和大）
　　山﨑長郎

（東京支部／日本臨床歯科学会）
　　本多正明

（関西支部／日本臨床歯科学会）
　　窪木拓男（岡山大）

一般口演6：有床義歯2
演題：O1-17～O1-19
座長：黒岩昭弘（松歯大）

一般口演7：有床義歯3
演題：O1-20～O1-22
座長：越野　寿（北医療大）17：00

一般口演8：有床義歯4
演題：O1-23～O1-24
座長：若林則幸（医歯大）

18：00
イブニングセッション1

付加製造法による補綴
装置製作の現状と未来

コーディネーター：
　　　　三浦賞子（明海大）

イブニングセッション2

ジルコニアは完成した
のか，それとも更なる
発展を遂げるのか
コーディネーター：
　　　原田光佑（東京支部）

イブニングセッション3

口腔機能の低下に対する
補綴歯科の可能性　～嚥
下・構音・睡眠時呼吸～
コーディネーター：
　　　鈴木善貴（徳島大）

イブニングセッション4

科学的・臨床的側面から
考える補綴医主導型移植・
再植治療の実現に向けて
コーディネーター：
　　　　兒玉直紀（岡山大）

イブニングセッション5

CAD/CAM技術を応用し
たパーシャルデンチャー
の試み
コーディネーター：
　　　　田坂彰規（東歯大）

19：00
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第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 ポスター会場 展示会場 専門医ケース
プレゼンテーション

（現地+ライブ配信）
5F　大ホール

（現地+ライブ配信）
10F　会議室1003

（現地）
10F　会議室1001-1002

（現地）
10F　会議室1008

（現地）
10F　会議室1009

（現地）
5F　小ホール

（現地+ホームページ掲載）
10F　会議室1004-1007

／ 10F　ホワイエ

（現地）
12F　特別会議場／
12F　ホワイエ

8：00

9：00
シンポジウム5

床用レジンを再考する：
補綴臨床はSDGsに
貢献できるか？

座長：都築　尊（福歯大）
　　　村田比呂司（長崎大）
シンポジスト：
　　　洪　　光（東北大）
　　　川口智弘（福歯大）
　　　二瓶智太郎（神歯大）

臨床リレーセッション3
インプラント補綴患者に生
じる欠損歯列：次の補綴介
入は何を選択するのか？
座長：荻野洋一郎（九州大）
　　　和田誠大（大阪大）
講師：内田剛也（西関東支部）
　　　近藤祐介（九歯大）
　　　永田浩司（医歯大）

臨床スキルアップセミナー
インプラント補綴の勘所
座長：細川隆司（九歯大）
　　　越智守生（北医療大）
講師：鮎川保則（九州大）
　　　樋口大輔（松歯大）

ハンズオンセミナー5
部分床義歯完全デジタ
ルワークフローのため
のボックスジョイント

テクニック
講師：中野田紳一
　　　 （中国・四国支部／株式会

社インサイドフィールド）
協賛：こばやし歯科クリニック
　　　株式会社プラトンジャパン
　　　株式会社コアデンタルラボ横浜
　　　株式会社六甲歯研

ハンズオンセミナー6
ラミネートベニア審美
補綴治療の最前線

講師：土屋賢司
　　　大河雅之
　　　北原信也
（東京支部／日本臨床歯科学会）
協賛：株式会社ニッシン
　　　ペントロンジャパン株式会社
　　　株式会社モリムラ

ポスター
閲覧

企業展示

発表
専門医5-1～ 5-7

発表
専門医6-1～ 6-7

10：00

シンポジウム6
口腔内スキャナーは臨

床でこう使う
座長：疋田一洋（北医療大）
　　　木本克彦（神歯大）
シンポジスト：
　　　丸尾勝一郎（東京支部）
　　　佐々木英隆

（エスデンタルオフィス）
　　　北道敏行

（きたみち歯科医院）

発表
専門医7-1～ 7-7特別講演

認知症の口腔機能と
食行動

座長：窪木拓男（岡山大）
　　　笛木賢治（医歯大）
講師：池田　学
　　　 （日本老年精神医学

会理事長／大阪大）

臨床リレーセッション4
補綴医に必要な磁性アタッ
チメントの知識と技能

座長：大川周治（明海大）
　　　大久保力廣（鶴見大）
講師：秀島雅之（医歯大）
　　　大山哲生（日本大）
　　　田中譲治（東関東支部）

ポスター
閲覧

11：00

12：00
ランチョンセミナー4
講師：佐藤洋平（鶴見大）
協賛： クラレノリタケデン

タル株式会社

ランチョンセミナー5
座長：河相安彦（日大松戸）
講師：村田比呂司（長崎大）
協賛： グラクソ・スミスクライン・コンシュー

マー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー6
座長：小見山　道（日大松戸）
講師：飯田　崇（日大松戸）
協賛：サンスター株式会社

ポスター
討論

（演題番号
末尾が偶数
の演題）

ランチョンセミナー7
講師：城戸寛史（福歯大）
協賛： ノーベル・バイオケア・

ジャパン株式会社

ランチョンセミナー8
座長：土屋賢司（東京支部/日本臨床歯科学会）
講師：貞光謙一郎

（関西支部 /日本臨床歯科学会）
　　　植松厚夫（東京支部 /日本臨床歯科学会）
協賛：Planmeca Japan 株式会社

13：00
専門医研修会

（専門医単位認定対象セッション）

補綴難症例に対する補
綴歯科専門医の解決策
を共有する（その1）
すれ違い咬合，高度顎
堤吸収，摂食機能障害
座長：河相安彦（日大松戸）
　　　井野　智（神歯大）
講師：大久保力廣（鶴見大）
　　　鱒見進一（九歯大）
　　　小野高裕（新潟大）

歯科技工士セッション
歯科医師・歯科技工士の視点から考え
るジルコニア製補綴装置の課題と展望
歯科医師・歯科技工士それぞれの視点から
座長：小峰　太（日本大）
　　　三浦賞子（明海大）
講師：近藤尚知（岩手医大）
　　　 大川友成（東海支部／Organ 

Dental Technology Hamburg）

一般口演9：バイオロジー・
バイオマテリアル1

演題：O2-1 ～ O2-3
座長：魚島勝美（新潟大） ポスター

閲覧

一般口演13：インプラント
／症例2

演題：O2-12～O2-14
座長：馬場俊輔（大歯大）一般口演10：バイオロ

ジー・バイオマテリアル2
演題：O2-4 ～ O2-6
座長：西村正宏（鹿児島大）

一般口演14：クラウン
ブリッジ1

演題：O2-15～O2-17
座長：五味治徳（日歯大）

14：00

ポスター
撤去

ポスター
撤去

歯科衛生士セッション
補綴装置を長期維持管理
するために必要な歯科衛
生士のスキルとは？

座長：二川浩樹（広島大）
　　　田中譲治（東関東支部）
講師：川崎律子（長谷川歯科医院）
　　　柏井伸子

（有限会社ハグクリエイション）

一般口演11：バイオロ
ジー・バイオマテリアル3
演題：O2-7 ～ O2-9
座長：原　哲也（岡山大）

一般口演15：クラウン
ブリッジ2

演題：O2-18～O2-20
座長：石垣尚一（大阪大）

一般口演12：教育
演題：O2-10～O2-11
座長：河野文昭（徳島大）

15：00

閉会式　表彰式

16：00

17：00
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