
A・・・・B・・・・C会場会場会場会場 ポスター・展示会場（大ホールC)ポスター・展示会場（大ホールC)ポスター・展示会場（大ホールC)ポスター・展示会場（大ホールC) 105会議室会議室会議室会議室 107会議室会議室会議室会議室 108会議室108会議室108会議室108会議室

14:00～17:0014:00～17:0014:00～17:0014:00～17:00

　[プレセミナー]　[プレセミナー]　[プレセミナー]　[プレセミナー]

リフレッシュセミナーリフレッシュセミナーリフレッシュセミナーリフレッシュセミナー

今井　智子今井　智子今井　智子今井　智子

小山　明彦小山　明彦小山　明彦小山　明彦

金野　吉晃金野　吉晃金野　吉晃金野　吉晃

小森　成小森　成小森　成小森　成

村松　裕之村松　裕之村松　裕之村松　裕之

12:00～13:0012:00～13:0012:00～13:0012:00～13:00

Japancleft委員会Japancleft委員会Japancleft委員会Japancleft委員会

14:00～15:4514:00～15:4514:00～15:4514:00～15:45

理事会理事会理事会理事会

16:00～18:0016:00～18:0016:00～18:0016:00～18:00

社員総会（評議員会）社員総会（評議員会）社員総会（評議員会）社員総会（評議員会）

17:00

18:00

19:00

15:00

16:00

12:00

13:00

14:00

10:00

11:00

会期前日　5月28日（水）

8:00

9:00



A会場（大ホール会場（大ホール会場（大ホール会場（大ホールA・・・・B）））） B会場（特別会議場会場（特別会議場会場（特別会議場会場（特別会議場 C会場（中ホール）会場（中ホール）会場（中ホール）会場（中ホール） ポスター・展示会場（大ホールC)ポスター・展示会場（大ホールC)ポスター・展示会場（大ホールC)ポスター・展示会場（大ホールC) 105会議室会議室会議室会議室

16:40～17:2016:40～17:2016:40～17:2016:40～17:20

一般・示説一般・示説一般・示説一般・示説

（奇数番号）（奇数番号）（奇数番号）（奇数番号）

17:20～18:0017:20～18:0017:20～18:0017:20～18:00

一般・示説一般・示説一般・示説一般・示説

（偶数番号）（偶数番号）（偶数番号）（偶数番号）

19:00～21:00    会員懇親会（キリンビール園本館）19:00～21:00    会員懇親会（キリンビール園本館）19:00～21:00    会員懇親会（キリンビール園本館）19:00～21:00    会員懇親会（キリンビール園本館）

8:008:008:008:00

貼付開始貼付開始貼付開始貼付開始

11:0011:0011:0011:00

貼付完了貼付完了貼付完了貼付完了

14:10～14:5014:10～14:5014:10～14:5014:10～14:50

一般口演一般口演一般口演一般口演

口唇裂二次手術2口唇裂二次手術2口唇裂二次手術2口唇裂二次手術2

（1C-4-1～4）（1C-4-1～4）（1C-4-1～4）（1C-4-1～4）

15:00～15:4015:00～15:4015:00～15:4015:00～15:40

一般口演一般口演一般口演一般口演

口唇裂一次手術4口唇裂一次手術4口唇裂一次手術4口唇裂一次手術4

（1C-5-1～4）（1C-5-1～4）（1C-5-1～4）（1C-5-1～4）

15:40～16:3015:40～16:3015:40～16:3015:40～16:30

一般口演一般口演一般口演一般口演

顎裂部骨移植術顎裂部骨移植術顎裂部骨移植術顎裂部骨移植術

（1C-6-1～5）（1C-6-1～5）（1C-6-1～5）（1C-6-1～5）

15:00～15:4015:00～15:4015:00～15:4015:00～15:40

一般口演一般口演一般口演一般口演

口蓋裂一次手術1口蓋裂一次手術1口蓋裂一次手術1口蓋裂一次手術1

（1B-3-1～4）（1B-3-1～4）（1B-3-1～4）（1B-3-1～4）

15:40～16:3015:40～16:3015:40～16:3015:40～16:30

一般口演一般口演一般口演一般口演

口蓋裂一次手術2口蓋裂一次手術2口蓋裂一次手術2口蓋裂一次手術2

（1B-4-1～5）（1B-4-1～5）（1B-4-1～5）（1B-4-1～5）

10:10～11:0010:10～11:0010:10～11:0010:10～11:00

特別講演 Ⅰ特別講演 Ⅰ特別講演 Ⅰ特別講演 Ⅰ

ゲノム科学手法による遺伝子病・ゲノム科学手法による遺伝子病・ゲノム科学手法による遺伝子病・ゲノム科学手法による遺伝子病・

遺伝形質遺伝子の単離遺伝形質遺伝子の単離遺伝形質遺伝子の単離遺伝形質遺伝子の単離

新川　詔夫新川　詔夫新川　詔夫新川　詔夫

11:10～12:0011:10～12:0011:10～12:0011:10～12:00

特別講演 Ⅱ特別講演 Ⅱ特別講演 Ⅱ特別講演 Ⅱ

Comprehensive treatment of patientsComprehensive treatment of patientsComprehensive treatment of patientsComprehensive treatment of patients

with cleft lip and palate andwith cleft lip and palate andwith cleft lip and palate andwith cleft lip and palate and

associated craniofacial anomalies.associated craniofacial anomalies.associated craniofacial anomalies.associated craniofacial anomalies.

Terumi Okada OzawaTerumi Okada OzawaTerumi Okada OzawaTerumi Okada Ozawa

12:10～13:1012:10～13:1012:10～13:1012:10～13:10

診療ガイドライン診療ガイドライン診療ガイドライン診療ガイドライン

委員会委員会委員会委員会

第1日　5月29日（木）

開会式開会式開会式開会式

9:00～9:309:00～9:309:00～9:309:00～9:30

一般口演一般口演一般口演一般口演

術前治療・その他 （1A-1-1～3）術前治療・その他 （1A-1-1～3）術前治療・その他 （1A-1-1～3）術前治療・その他 （1A-1-1～3）

9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00

一般口演一般口演一般口演一般口演

遺伝・発生 （1A-2-1～3）遺伝・発生 （1A-2-1～3）遺伝・発生 （1A-2-1～3）遺伝・発生 （1A-2-1～3）

9:00～9:309:00～9:309:00～9:309:00～9:30

一般口演一般口演一般口演一般口演

治療法・手術法1 （1B-1-1～3）治療法・手術法1 （1B-1-1～3）治療法・手術法1 （1B-1-1～3）治療法・手術法1 （1B-1-1～3）

9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00

一般口演一般口演一般口演一般口演

治療法・手術法2 （1B-2-1～3）治療法・手術法2 （1B-2-1～3）治療法・手術法2 （1B-2-1～3）治療法・手術法2 （1B-2-1～3）

9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00

一般口演一般口演一般口演一般口演

口唇裂一次手術2口唇裂一次手術2口唇裂一次手術2口唇裂一次手術2

（1C-2-1～3）（1C-2-1～3）（1C-2-1～3）（1C-2-1～3）10:00

8:00

9:00
9:00～9:309:00～9:309:00～9:309:00～9:30

一般口演一般口演一般口演一般口演

口唇裂一次手術1口唇裂一次手術1口唇裂一次手術1口唇裂一次手術1

（1C-1-1～3）（1C-1-1～3）（1C-1-1～3）（1C-1-1～3）

11:00

12:00

13:20～14:5013:20～14:5013:20～14:5013:20～14:50

シンポジウム Ⅰシンポジウム Ⅰシンポジウム Ⅰシンポジウム Ⅰ

顎裂の再建戦略顎裂の再建戦略顎裂の再建戦略顎裂の再建戦略

-前歯部咬合の確保という-前歯部咬合の確保という-前歯部咬合の確保という-前歯部咬合の確保という

観点から-観点から-観点から-観点から-

松沢　祐介松沢　祐介松沢　祐介松沢　祐介

小林　眞司小林　眞司小林　眞司小林　眞司

村田　　勝村田　　勝村田　　勝村田　　勝

芳澤　享子芳澤　享子芳澤　享子芳澤　享子

須佐美　隆史須佐美　隆史須佐美　隆史須佐美　隆史

15:00～16:3015:00～16:3015:00～16:3015:00～16:30

シンポジウム Ⅱシンポジウム Ⅱシンポジウム Ⅱシンポジウム Ⅱ

構音難治症例への対応構音難治症例への対応構音難治症例への対応構音難治症例への対応

井上　直子井上　直子井上　直子井上　直子

緒方　祐子緒方　祐子緒方　祐子緒方　祐子

木村　智江木村　智江木村　智江木村　智江

13:20～14:5013:20～14:5013:20～14:5013:20～14:50

診療ガイドライン作成委員会診療ガイドライン作成委員会診療ガイドライン作成委員会診療ガイドライン作成委員会

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション

土佐　泰祥土佐　泰祥土佐　泰祥土佐　泰祥

高木　律男高木　律男高木　律男高木　律男

鈴木　恵子鈴木　恵子鈴木　恵子鈴木　恵子

秀島　雅之秀島　雅之秀島　雅之秀島　雅之

小林　一女小林　一女小林　一女小林　一女

落合　　聡落合　　聡落合　　聡落合　　聡

末石　研二末石　研二末石　研二末石　研二

12:10～13:1012:10～13:1012:10～13:1012:10～13:10

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー

出生前診断の現状と出生前診断の現状と出生前診断の現状と出生前診断の現状と

そのあり方そのあり方そのあり方そのあり方

山田　崇弘山田　崇弘山田　崇弘山田　崇弘

提供：株式会社アソインターナ提供：株式会社アソインターナ提供：株式会社アソインターナ提供：株式会社アソインターナ

ショナルショナルショナルショナル

13:20～14:1013:20～14:1013:20～14:1013:20～14:10

一般口演一般口演一般口演一般口演

口唇裂一次手術3・口唇裂二次手術1口唇裂一次手術3・口唇裂二次手術1口唇裂一次手術3・口唇裂二次手術1口唇裂一次手術3・口唇裂二次手術1

（1C-3-1～5）（1C-3-1～5）（1C-3-1～5）（1C-3-1～5）

13:00

14:00

15:00

16:00

19:00

17:00

18:00



A会場（大ホール会場（大ホール会場（大ホール会場（大ホールA・・・・B）））） B会場（特別会議場）会場（特別会議場）会場（特別会議場）会場（特別会議場） C会場（中ホール）会場（中ホール）会場（中ホール）会場（中ホール） ポスター・展示会場（大ホールC)ポスター・展示会場（大ホールC)ポスター・展示会場（大ホールC)ポスター・展示会場（大ホールC) 105会議室会議室会議室会議室

8:15～8:458:15～8:458:15～8:458:15～8:45

[モーニングセミナー][モーニングセミナー][モーニングセミナー][モーニングセミナー]

歯科矯正用アンカースクリューの歯科矯正用アンカースクリューの歯科矯正用アンカースクリューの歯科矯正用アンカースクリューの

保険診療への導入保険診療への導入保険診療への導入保険診療への導入

14:40～15:2014:40～15:2014:40～15:2014:40～15:20

一般口演一般口演一般口演一般口演

口蓋裂言語4 （2B-5-1～4）口蓋裂言語4 （2B-5-1～4）口蓋裂言語4 （2B-5-1～4）口蓋裂言語4 （2B-5-1～4）

15:20～16:1015:20～16:1015:20～16:1015:20～16:10

一般口演一般口演一般口演一般口演

口蓋裂言語5・鼻咽腔閉鎖機能口蓋裂言語5・鼻咽腔閉鎖機能口蓋裂言語5・鼻咽腔閉鎖機能口蓋裂言語5・鼻咽腔閉鎖機能

2　（2B-6-1～5）2　（2B-6-1～5）2　（2B-6-1～5）2　（2B-6-1～5）

14:40～15:2014:40～15:2014:40～15:2014:40～15:20

一般口演一般口演一般口演一般口演

他の顎顔面先天異常、症候群1他の顎顔面先天異常、症候群1他の顎顔面先天異常、症候群1他の顎顔面先天異常、症候群1

（2C-5-1～4）（2C-5-1～4）（2C-5-1～4）（2C-5-1～4）

15:20～16:1015:20～16:1015:20～16:1015:20～16:10

一般口演一般口演一般口演一般口演

他の顎顔面先天異常、症候群2他の顎顔面先天異常、症候群2他の顎顔面先天異常、症候群2他の顎顔面先天異常、症候群2

･その他･その他･その他･その他

（2C-6-1～5）（2C-6-1～5）（2C-6-1～5）（2C-6-1～5）

10:45～11:1510:45～11:1510:45～11:1510:45～11:15

一般口演一般口演一般口演一般口演

口蓋裂言語3 （2B-4-1～3）口蓋裂言語3 （2B-4-1～3）口蓋裂言語3 （2B-4-1～3）口蓋裂言語3 （2B-4-1～3）

10:05～10:4510:05～10:4510:05～10:4510:05～10:45

一般口演一般口演一般口演一般口演

矯正歯科治療 （2C-3-1～4）矯正歯科治療 （2C-3-1～4）矯正歯科治療 （2C-3-1～4）矯正歯科治療 （2C-3-1～4）

10:45～11:1510:45～11:1510:45～11:1510:45～11:15

一般口演一般口演一般口演一般口演

チーム医療・一貫治療チーム医療・一貫治療チーム医療・一貫治療チーム医療・一貫治療

（2C-4-1～3）（2C-4-1～3）（2C-4-1～3）（2C-4-1～3）

10:05～10:4510:05～10:4510:05～10:4510:05～10:45

一般口演一般口演一般口演一般口演

口蓋裂言語2 （2B-3-1～4）口蓋裂言語2 （2B-3-1～4）口蓋裂言語2 （2B-3-1～4）口蓋裂言語2 （2B-3-1～4）

18:00

19:00

17:00～19:0017:00～19:0017:00～19:0017:00～19:00

［ポストセミナー]［ポストセミナー]［ポストセミナー]［ポストセミナー]

  唇顎口蓋裂患者に  唇顎口蓋裂患者に  唇顎口蓋裂患者に  唇顎口蓋裂患者に

上顎前方牽引は有効か？上顎前方牽引は有効か？上顎前方牽引は有効か？上顎前方牽引は有効か？

坂本　輝雄坂本　輝雄坂本　輝雄坂本　輝雄

平野　吉子平野　吉子平野　吉子平野　吉子

朝日藤　寿一朝日藤　寿一朝日藤　寿一朝日藤　寿一

小森　成須小森　成須小森　成須小森　成須

須佐美　隆史須佐美　隆史須佐美　隆史須佐美　隆史

閉会式閉会式閉会式閉会式

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

11:00

13:40～14:3013:40～14:3013:40～14:3013:40～14:30

会員総会会員総会会員総会会員総会

14:40～16:1014:40～16:1014:40～16:1014:40～16:10

シンポジウム Ⅳシンポジウム Ⅳシンポジウム Ⅳシンポジウム Ⅳ

今、矯正治療に思う事今、矯正治療に思う事今、矯正治療に思う事今、矯正治療に思う事

平川　　崇平川　　崇平川　　崇平川　　崇

佐藤　友紀佐藤　友紀佐藤　友紀佐藤　友紀

朝日藤　寿一朝日藤　寿一朝日藤　寿一朝日藤　寿一

坂本　輝雄坂本　輝雄坂本　輝雄坂本　輝雄

森下　  格森下　  格森下　  格森下　  格

辻　美千子辻　美千子辻　美千子辻　美千子

第2日　5月30日（金）

8:00

9:00

10:00

9:00～9:309:00～9:309:00～9:309:00～9:30

一般口演一般口演一般口演一般口演

顎顔面発育 （２C-1-1～3）顎顔面発育 （２C-1-1～3）顎顔面発育 （２C-1-1～3）顎顔面発育 （２C-1-1～3）

9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00

一般口演一般口演一般口演一般口演

教育・その他 （２C-2-1～3）教育・その他 （２C-2-1～3）教育・その他 （２C-2-1～3）教育・その他 （２C-2-1～3）

12:30～13:3012:30～13:3012:30～13:3012:30～13:30

臨時理事会臨時理事会臨時理事会臨時理事会

12:30～13:3012:30～13:3012:30～13:3012:30～13:30

ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー

障害をもつ子どもと家族への障害をもつ子どもと家族への障害をもつ子どもと家族への障害をもつ子どもと家族への

メンタルサポートメンタルサポートメンタルサポートメンタルサポート

才野　  均才野　  均才野　  均才野　  均

提供：株式会社　近藤商會提供：株式会社　近藤商會提供：株式会社　近藤商會提供：株式会社　近藤商會

9:00～9:309:00～9:309:00～9:309:00～9:30

一般口演一般口演一般口演一般口演

鼻咽腔閉鎖機能1鼻咽腔閉鎖機能1鼻咽腔閉鎖機能1鼻咽腔閉鎖機能1

（2B-1-1～3）（2B-1-1～3）（2B-1-1～3）（2B-1-1～3）

9:30～10:009:30～10:009:30～10:009:30～10:00

一般口演一般口演一般口演一般口演

口蓋裂言語1 （2B-2-1～3）口蓋裂言語1 （2B-2-1～3）口蓋裂言語1 （2B-2-1～3）口蓋裂言語1 （2B-2-1～3）

9:00～11:209:00～11:209:00～11:209:00～11:20

シンポジウム Ⅲシンポジウム Ⅲシンポジウム Ⅲシンポジウム Ⅲ

唇顎口蓋裂治療における唇顎口蓋裂治療における唇顎口蓋裂治療における唇顎口蓋裂治療における

Aesthetic MindAesthetic MindAesthetic MindAesthetic Mind

-Final Touch-ups-Final Touch-ups-Final Touch-ups-Final Touch-ups

岡部　圭介岡部　圭介岡部　圭介岡部　圭介

杠 　　俊介杠 　　俊介杠 　　俊介杠 　　俊介

土佐　泰祥土佐　泰祥土佐　泰祥土佐　泰祥

星　　 和人星　　 和人星　　 和人星　　 和人

小山  明彦小山  明彦小山  明彦小山  明彦

奥本　隆行奥本　隆行奥本　隆行奥本　隆行

菅原　康志菅原　康志菅原　康志菅原　康志

川上　重彦川上　重彦川上　重彦川上　重彦

平野　明喜平野　明喜平野　明喜平野　明喜

11:30～12:2011:30～12:2011:30～12:2011:30～12:20

教育講演教育講演教育講演教育講演

80歳のエベレスト登頂80歳のエベレスト登頂80歳のエベレスト登頂80歳のエベレスト登頂

三浦　雄一郎三浦　雄一郎三浦　雄一郎三浦　雄一郎

16:00～17:0016:00～17:0016:00～17:0016:00～17:00

ポスター撤収ポスター撤収ポスター撤収ポスター撤収


