
1日目　2019年5月10日（金）
第4会場 第7会場 第2会場

107＋108会議室 104＋105会議室 特別会議場

9:00 9:00

10:00 6 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

15:00 15:00

16:00 16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

. .

19:00 19:00

. . .

20:00 20:00

. . .

21:00 21:00

. . . .

22:00 22:00

19:00～20:30
懇親会

京王プラザホテル札幌

歯科補綴学研究の出口戦略

専門医筆記試験受付

13:30～14:15
支部長会

専門医筆記試験

総合受付開始

14:30～16:30
臨時総会

懇親会受付開始

10:00～11:00
会務連絡会

11:00～12:00
理事会

研究教育セミナー

座長： 志賀　　 博（日歯大）
         馬場　一美（昭和大）
講師： 佐々木啓一（東北大）
         二川   浩樹（広島大）

12:00～13:30
委員長会

16:30～17:00
日本歯科医学会会長懇談会
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第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6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
ハンズオン第1会場 ハンズオン第2会場

大ホールA 特別会議場 中ホール 107＋108会議室 小ホール 204会議室 206，207会議室 104＋105会議室 201＋202会議室

8:00
8:00

開会式

9:00
ハンズオンセミナー１‐１ ハンズオンセミナー２‐１ 9:00

10:00
10:00

理事長講演 理事長講演

歯科補綴学の本質を探究する 第１会場サテライト

座長：市川哲雄（徳島大）
講師：大川周治（明海大）

専門医制度委員会 第1会場サテライト

11:00
臨床リレーセッション1 シンポジウム1 11:00-12:00 ハンズオンセミナー１‐２ ハンズオンセミナー２‐２ 11:00

ブラキシズムと上手につきあ
うために 一般口演

12:00
12:00

ランチョンセミナー１ ランチョンセミナー２ ランチョンセミナー３

13:00
特別講演 シンポジウム２ 13：00～14:00 ハンズオンセミナー３‐１ ハンズオンセミナー４‐１ 13:00

補綴学的，歯周病学的観
点から見た連結・非連結

一般口演

14:00
14:00

シンポジウム３ シンポジウム４ 14：10～15:10

認知症の現状，補綴歯科
治療と今後の研究展開

一般口演

市民フォーラム ハンズオンセミナー４‐２

「飲み込み障害を予防して
美味しく食べよう」

ハンズオンセミナー３‐２

15:00
15:00

15：20～16:20

一般口演

診療室・技工室における作
業環境

臨床リレーセッション2 臨床リレーセッション2

16:00 （専門医研修単位
認定セミナー）

16:00

第1会場サテライト

16:30～17:30

歯科補綴学専門用語集
～改訂のポイント

一般口演

17:00
17:00

18:00
18:00

イブニングセッション１ イブニングセッション２ イブニングセッション３ イブニングセッション４ イブニングセッション５

19:00
19:00

20:00
20:00

委員会セミナー1
（用語検討委員会）

歯科医療安全対策
推進セッション

講師：坪田有史（東京支部）

座長：津賀一弘（広島大）
講師：藤本篤士（札幌西円山
病院）
        山根由起子（旭川医
大）

口腔内スキャナーの実践

ファイバーポストレジンコア
をマスターする

講師：坪田有史（東京支部）

座長：佐々木啓一（東北大）
　　　 　笛木賢治（医歯大）
シンポジスト：
　眞鍋雄太（神歯大）
　上田貴之（東歯大）
　木本克彦（神歯大）

座長：藤澤政紀（明海大）
　　　 槙原絵理（九歯大）
講師：加藤隆史（大阪大）
　　　　山口泰彦（北海道大）

座長：馬場俊輔（大歯大）
        松下恭之（九州大）
シンポジスト：
　　　　鷹岡竜一（東京支部）
　　　　木原優文（九州大）

Biodental Engineering
–再生歯科補綴に向けた
人工臓器の創成-

2日目　2019年5月11日（土）

口腔機能検査の活用

座長：志賀　博（日歯大）

口腔機能検査の活用

講師：志賀　博（日歯大）

ファイバーポストレジンコア
をマスターする

ポスター閲覧

ポスター閲覧

9：00～10：00

課題口演２

部分床義歯の力学を再考
する－天然歯を守るインプ
ラント支持の活かし方ー

座長：古谷野潔（九州大）
        若林則幸（医歯大）
講師：山下秀一郎（東歯大）
        中居伸行（関西支部）
        大久保力廣（鶴見大）
        安部友佳（昭和大)

座長：西村正宏（鹿児島大）
        岡崎定司（大歯大）
講師：村上　格（鹿児島大）
        秋葉陽介（新潟大）
        古地美佳（日本大）

軟質材料を用いたリライン
の実践
～技工操作から調整，除
去まで～

座長：上田貴之（東歯大）
        和田　健（東歯大）

軟質材料を用いたリライン
の実践
～技工操作から調整，除
去まで～

講師：上田貴之（東歯大）
        和田　健（東歯大）

口腔内スキャナーの実践

講師：疋田一洋（北医療大）

ポスター閲覧企業展示

座長：鮎川保則（九州大）
        田中昌博（大歯大）
講師：森本泰夫（産業医科大
学）

講師：疋田一洋（北医療大）

座長：江草　宏（東北大）
        西村正宏（鹿児島大）
シンポジスト：
　阿久津英憲（国立成育医療
研究センター）
　松本卓也（岡山大）
　江草　宏（東北大）

9：00～10：00

課題口演１

9：00～10：00

課題口演３

大ホールB

ポスター掲示

審美領域におけるインプラン
ト治療
－今何ができるか，どこまで
やるかー

座長：正木　千尋（九歯大）
　　　 横山紗和子（昭和大）
講師：土屋賢司（東京支部）
　　片岡繁夫（片岡セラミッ
ク）

粘菌の用不用適応能に
倣った形状最適化

座長：横山敦郎（北海道大）
講師：中垣俊之（北海道大）

ポスター討論
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3日目　2019年5月12日（日）

第1会場 第2会場 第3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

大ホールA 特別会議場 中ホール 小ホール 206、207会議室

8:00
8:00

9:00
シンポジウム５ シンポジウム６ 臨床スキルアップセミナー1 9:00～10:30 9:00

口腔内スキャナーの臨
床

顎機能障害に対する補
綴学的アプローチ

一般口演

10:00
10:00

臨床スキルアップセミナー2

　　海外特別講演 パネルディスカッション 10:40～12:10

一般口演

11:00
11:00

委員会セミナー２
（診療ガイドライン委員会）

12:00
12:00

ランチョンセミナー４ ランチョンセミナー５

13:00
13:00

専門医研修会 専門医研修会 13:10～14:10

（専門医研修単位
認定セミナー）

一般口演

第１会場サテライト

14:00
14:00

14:20～15:10

一般口演

15:00
15:00

16:00
16:00

17:00
17:00

高齢者における口腔リハビ
リテーションと補綴歯科治
療

座長：河相安彦（日大松戸）
        佐藤裕二（昭和大）
講師：飯沼利光（日本大）
        髙橋一也（大歯大）

舌接触補助床アップデート
－ここが変わった：エビデン
スと臨床－

座長：小野高裕（新潟大）
        會田英紀（北医療大）
講師：小野高裕（新潟大）
        尾澤昌悟（愛院大）
        中島純子（東京都健康
長寿医療センター）

Computer-aided engineering
of complete dentures and
implant prostheses: Clinical
experiences with both
traditional impressions and
intraoral scanning

座長：水口俊介（医歯大）
講師：Charles Goodacre
（Loma Linda University）

ポスター閲覧

座長：河相安彦（日大松戸）
        澤瀬　隆（長崎大）
講師：糸田昌隆（大歯大）
        古屋純一（医歯大）
        田口則宏（鹿児島大）

接着ブリッジの古今東西～
メタルとジルコニア，２リ
テーナーとカンチレバー～

座長：矢谷博文（大阪大）
        峯　篤史（大阪大）
講師：眞坂信夫（東京支部）
        竹市卓郎（愛院大）
パネラー；
垂水良悦（札幌デンタルラボラ
トリー）
        　　猪越正直（医歯大)

ポスター撤去

ポスター閲覧

ポスター討論

ポスター閲覧

ポスター閲覧

ポスター審査

15:10～　閉会式

大ホールB

企業展示

ポスター撤去

補綴のアウトカムを真剣
に考える
－口腔栄養関連サービ
スを多職種で構築するた

座長：窪木拓男（岡山大）
　　　 佐藤裕二（昭和大）
シンポジスト：
　　　　菊谷　武（日歯大）
　　　　吉村芳弘（熊本リハビリ
テーション病院）
　　　　本川佳子（東京都健康
長寿医療センター）

座長：疋田一洋（北医療大）
　　　 近藤尚知（岩手医大）
シンポジスト：
　　　　星　憲幸（神歯大）
　　　　髙場雅之（昭和大）
　　　　米澤　悠（岩手医大）

座長：鱒見進一（九歯大）
　　　 西山　暁（医歯大）
講師：築山能大（九州大）
　　　　小見山道（日大松戸）

補綴歯科専門医として身に
着けるべきコンピテンス
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