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参加者の皆様へ

参加者受付                                                                                                                             
場所： 大阪国際会議場 5Fホワイエ
2017年6月23日（金） 16：00−18：30 
 24日（土）  8：00−18：00
 25日（日）  8：00−13：00

〇事前登録の方
事前に参加登録と入金が完了されている方には事前に参加証と領収書をご登録いただいた住所宛に送付します。ラン
チョンセミナー、弁当を申し込まれた方には引換券を同封します。資格（認定歯科衛生士、認定医、指導医、歯周イ
ンプラント認定医、歯周インプラント指導医）は入力情報に基づき参加証に印刷しております。当日の受付は不要で
すが、参加証は必ずお持ちください。参加証ケースは記名台に用意していますので参加証を入れご着用ください。会
員の方は各自、設置のパソコンへ「IC会員カード」で参加登録をしてください。

〇当日受付の方
記名台に参加登録申込用紙を準備していますので、必要事項を記入の上、当日受付で参加登録を行ってください。参
加費納入は現金のみの取り扱いとさせていただきます。参加証・領収書をお受け取りください。認定歯科衛生士、認
定医、指導医、歯周インプラント認定医、歯周インプラント指導医に該当の方には資格シールを参加証に貼付けしま
す。記名台にて参加証に氏名と所属をご記入の上、ご着用ください。
会員の方は各自、設置のパソコンへ「IC会員カード」で参加登録をしてください。

〇各セッションの演者・座長、ご来賓の方
名札に貼付けるリボンをお渡しします。口演の演者・座長、ご来賓の方は5F総合受付、ポスター演者・座長の方は
3Fイベントホール内ポスター受付にお越しださい。

大会参加中は必ず参加証を確認しやすいように首にかけてご着用ください。

総会・表彰式
日時： 6月24日 17：45−18：30
会場： 大阪国際会議場 10F 第2会場 1001−1003

総会開催に先立ちまして、鈴木学術賞、JSP/JACPポスター賞、認定医ポスター賞、認定歯科衛生士ポスター賞の表
彰式を行います。

懇親会
日時： 6月24日 19：00−21：00
会場： リーガロイヤルホテル 3F ロイヤルホール
参加費： 4,000円

当日受付でも申込いただけますが、定員になりましたらお断わりする場合がございます。

学会入会・参加登録単位
日本臨床歯周病学会に入会をご希望の方は、「学会本部受付」にお越しください。                                                                                                            
本年次大会は日本歯科医師会生涯研修専業に認定されております。E-system ICカードをご持参ください。本年次大
会（2日間）で10単位となります。

本年次大会は、日本歯周病学会認定医および歯周病専門医（更新時）生涯研修単位10単位となります。また、日本歯
周病学会認定歯科衛生士制度その他の歯周治療研修会に該当し、（更新時）生涯研修単位5単位となります。（但し1年
間5単位が上限） 

クローク
クロークは5Fホワイエに下記の時間で設置いたします。貴重品、日付をまたいでのお預かりはできません。                                                                                       
開設時間： 2017年6月 24日（土） 8：00−19：00

  25日（日） 8：00−15：30
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1． ケースプレゼンテーションの会場は下記の通りです。 
 【歯科医師：5F 第1会場 メインホール】 
 【歯科衛生士：10F 第2会場 1001−1003】 

2． 発表される方は、予定時間の30分前までに発表会場の階のPC受付ブースにお越しください。動作確認の後、デー
タをお預かりします。お預かりしたデータはサーバーにアップロードし、講演会場で映写します。データ預かり
はWindows作成のPPT2007、2010、2013、2016に対応しています。

 発表データに動画が含まれている場合や、Macintoshで作成された場合はご自身のPCをお持ちください。
  Macintosh ご利用の方は、必ず専用外部出力ケーブルをお持ちいただきますようお願いします。PC 試写では、

D-sub15 ピン（ミニ）および HDMI を用意しておりますが一部のノートパソコンでは本体付属（別売り）の専用
コネクターが必要な場合もありますので必ずお持ちください。

  データ預かり、PC持ち込みのいずれの場合もご発表30分前までに、PC受付までデータチェックにお越しください。

3． PC持ち込みの演者は 動作確認後、ご発表会場前方左手のオペレーター席へ PCをお持ちください。

4． 前演者が登壇後、直ちに次演者席にお着きください。発表時間は、下記のとおりです。 
 【歯科医師ケースプゼンテーション:発表 12 分・質疑応答 3 分】 
 【歯科衛生士ケースプレゼンテーション:発表 10 分・質疑応答 2 分】 
  発表終了１分前および終了時にブザーが鳴りますので、時間厳守でお願いします。進行は座長の指示に従ってく

ださい。

5． 座長の先生におかれましては、時間どおりの進行に協力ください。また、10 分前までに会場前方右手の次座長席
にて待機してください。 

 
6． ご発表は、各会場の演台に設置した液晶モニターをご覧いただきながら、キーボード・マウスを演者の方ご自身

で操作しながら進めてください。 

7． 発表データの作成について 
  ①発表に使用できるデータ
  画面のサイズは 16：9 です。この環境のノート PC で全ての画面が不具合なく表現されることを、年次大会へ

お越しになる前にあらかじめご確認ください。また試写の際、画面表示、動作等をオペレーターとご確認くだ
さい。このチェックが行われていない場合の不具合につきましては責任を負いかねますのでご了承ください 

  ②動画・音声について
  動画や音声を使用する場合、リンク切れにご注意ください。必ず試写時に動作確認を行ってください。これはデー

タをメディアにコピーした後、作成した PC 以外の PC で動作確認することによりチェックできます。 なお、
動画のファイルには拡張子を必ずつけてください。また、使用動画データもフォルダに一緒に保存してください。 

8． ランチョンセミナーの画面サイズは 4：3 です。 PCをお持ち込みください。

【弁当・昼食会場について】

事前に弁当を注文されている方は、参加証と同封で送付しております弁当引換券をお持ちください。

引換時間：24日 12：30〜14：15、25日 11：20〜12：45

引換場所：3Fイベントホール内 休憩コーナー付近

昼食会場として 3Fイベントホール内の休憩コーナーと、24日は10F第2会場もご利用ください。

スライド発表の演者・座長の皆様へ
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プログラム

6/24（Sat）
 8:00 受付開始・開場

歯科医師セッション	 Dentist	Session
 8:45-9:00 歯科医師セッション開会式

歯科医師ケースプレゼンテーション（9:00-12:30）……………………………………………	 31	
▶会場：５F	第1会場（メインホール）

◦歯科医師ケースプレゼンテーションⅠ 【座長】飯田 吉郎（中部支部）／重岡 修司（関西支部）
 9:00-9:15 DRC1  咬合性外傷を伴う重度歯周炎に対して自然挺出を用いて歯周治療を行った1症例
 石塚 良介（北海道支部）
 9:15-9:30 DRC2 中等度慢性歯周炎に対して全顎的歯科治療を行った一症例 古山 智成（東北支部）
 9:30-9:45 DRC3 重度歯周炎に対する歯周・矯正・インプラント治療を用いた咬合再構成 
 工藤 求（関東支部）
◦歯科医師ケースプレゼンテーションⅡ 【座長】工藤 淳一（東北支部）／岡野 孝（中国・四国支部）
 9:45-10:00 DRC4 重度の骨内欠損部位において、歯周基本治療および再植をおこなった症例 

富樫 裕一郎（関東支部）
 10:00-10:15 DRC5 歯周病治療における咬合再構成の役割‒臼歯部咬合崩壊を伴う中等度慢性歯周炎への対応
 相宮 秀俊（中部支部）
 10:15-10:30 DRC6 病因論を考慮した根分岐部病変に対するアプローチ 石川 亮（関西支部）
 10:30-10:40 休憩 
◦歯科医師ケースプレゼンテーションⅢ 【座長】佐藤 禎（北海道支部）／稲垣 伸彦（関東支部）
 10:40-10:55 DRC7 歯頸線の不揃いとガミ‒スマイルに対し歯周外科処置による改善を行った一症例 

藤林 晃一郎（関西支部）
 10:55-11:10 DRC8 審美障害を有する中等度慢性歯周炎患者に対して包括的治療を行った1症例 

秋山 剛久（中国・四国支部）
 11:10-11:25 DRC9 広汎型慢性歯周炎患者に対し歯周組織再生療法を行った一症例 芳賀 剛（九州支部）
 11:25-11:40 DRC10 歯の自家移植において２種類の方法を実施し比較検証した症例 澤本 佳宏（九州支部）
 11:40-11:50 休憩
◦歯科医師ケースプレゼンテーションⅣ（International	Session）【座長】谷口 崇拓（関東支部）／安増 一志（九州支部）
 11:50-12:10 DRC11 Strategies for achieving predictable result in immediate implant therapy 

Lin, Shih-Jung（Taiwan）
 12:10-12:30 DRC12 Sinus lift with a surgical microscope Park, Sang Sub（Korea）

AAP会長 挨拶（12:30-12:40）

Griffin, Terrence（American Academy of Periodontology（AAP））

COI全体講習会（12:40-13:10）………………………………………………………………	 85	

  当学会における利益相反（COI）指針ならびに細則の施行にあたり 
後藤 邦之（副理事長・中部支部）

歯科医師ポスタープレゼンテーション（13:20-14:20）………………………………………	 40	
▶会場：３F	イベントホール

◦歯科医師ポスター1 【座長】浜本 淳司（北海道支部）
 13:20-13:35 DRP1 咬合性外傷を伴った重度慢性歯周炎患者への対応 関 滋之（北海道支部）
 13:35-13:50 DRP2 咬合性外傷を伴う重度慢性歯周炎に歯周基本治療と咀嚼力のコントロールを行ったケース 

菅原 哲夫（北海道支部）
◦歯科医師ポスター2 【座長】千葉 喜之（東北支部）
 13:20-13:35 DRP3 臼歯部咬合崩壊を伴う広汎型重度慢性歯周炎患者に対する包括的治療の一症例

佐藤 博久（東北支部）
 13:35-13:50 DRP4 広汎型重度慢性歯周炎患者の歯周治療〜3年間経過症例〜 上中 晴貴（東北支部）
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◦歯科医師ポスター3 【座長】若松 尚吾（関東支部） 
 13:20-13:35 DRP5 症例報告表題 咬合性外傷を伴う慢性歯周炎患者に対し歯周治療を行った症例

鈴木 浩之（関東支部）
 13:35-13:50 DRP6 重度歯周炎患者の補綴処置〜コーヌステレスコープを用いた症例〜 芝 多佳彦（関東支部）
 13:50-14:05 DRP7  臼歯部咬合崩壊を伴う広汎型慢性歯周炎患者に対するインプラント治療を用いた咬合再構成

の一症例 山口 文誉（関東支部）
◦歯科医師ポスター4 【座長】倉田 豊（関東支部）
 13:20-13:35 DRP8 広汎型重度慢性歯周炎に対する包括的治療の一症例 石川 聡（関東支部）
 13:35-13:50 DRP9 フレアアウトの改善に努めた慢性歯周炎の一症例 江尻 健一郎（関東支部）
◦歯科医師ポスター5 【座長】味岡 武志（中部支部）
 13:20-13:35 DRP10 咬合崩壊を伴う広汎型慢性歯周炎を有する患者に対して包括的治療を行った一症例 

高松 宏（中部支部）
 13:35-13:50 DRP11 角化歯肉の獲得を図りながら行った包括治療 小森 真吾（中部支部）
◦歯科医師ポスター6 【座長】尾野 誠（関西支部）
 13:20-13:35 DRP12 補綴前処置にコンポジットレジン修復と結合組織移植を用いて根面被覆を行った一症例 

牛窪 建介（関西支部）
 13:35-13:50 DRP13 垂直性骨欠損のある上顎臼歯部に歯周組織再生療法を行った一症例 小山 直浩（関西支部）
 13:50-14:05 DRP14 骨移植材の種類による歯周組織の再生を検討した症例 津守 紀昌（関西支部）
◦歯科医師ポスター7 【座長】越智 章二（中国・四国支部）
 13:20-13:35 DRP15 歯周治療を通して、糖尿病の改善・認知機能の改善が見られた一症例 

藪 健一郎（中国・四国支部）
 13:35-13:50 DRP16 根分岐部病変を伴う中等度慢性歯周炎患者の歯周治療を考察する
 難波 一郎（中国・四国支部）
◦歯科医師ポスター8 【座長】市原 健太郎（九州支部）
 13:20-13:35 DRP17 歯周形成手術により受動的萌出不全に対処した１症例 溝上 宗久（九州支部）
 13:35-13:50 DRP18 広汎型中等度慢性歯周炎患者に対して歯周-矯正治療を行った一症例 太田 純明（九州支部）
 13:50-14:05 DRP19 フルマウスSRP，再生・インプラント療法で重度侵襲性歯周炎を緩解させた症例 

山口 竜亮（九州支部）
◦歯科医師ポスター9 【座長】藤本 浩平（関東支部）
 13:20-13:35 DRP20  Combination of gelatin/hydroxyapatite/beta-tricalcium phosphate cryogel with poly(D,L-

lactide-co-glycolide) microspheres encapsulating BMP-2 for supra-alveolar ridge 
Augmentation Chang, Hao-Chieh（台湾）

 13:35-13:50 DRP21 The possible associations between severity of psoriasis and periodontal destructions 
Chu, Po-Han（台湾）

 13:50-14:05 DRP22 Interdisciplinary approach for esthetic management: a case series Tsai, Fang-Chao（台湾）
◦歯科医師ポスター10 【座長】清水 宏康（関東支部）
 13:20-13:35 DRP23 Interdisciplinary treatment for therapeutic occlusion of advanced periodontitis patients  

Min, Kyoung-man（韓国）
 13:35-13:50 DRP24 Various space management strategies for tooth missing area  Min, Kyoung-man（韓国）
 13:50-14:05 DRP25 Clinical and histological analysis of new anorganic bovine graft material, InterOss®  

Ham, Byung Do（韓国）

基調講演（14:30-15:00）…………………………………………………………………………	 17	
▶会場：５F	第1会場（メインホール）

◦インプラント周囲炎は歯周炎と同じか？	〜細菌学的検討〜
和泉 雄一（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）

シンポジウムⅠ（15:00-17:35）…………………………………………………………………	 19	
▶会場：５F	第1会場（メインホール）

◦インプラント治療における歯周病学的配慮 【座長】杉山 豊（東北支部）／野原 栄二（中部支部）
  SY1-1 歯周病患者に対する治療結果の永続性をめざして 松井 徳雄（関西支部）
  SY1-2 歯周病治療歯とインプラントの共存を考える 谷口 宏太（九州支部）
  SY1-3 インプラントを有効に活用するために 石川 知弘（関東支部）
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歯科衛生士セッション	 Dental	Hygienist	Session
CEC	Platinum（9:00-10:30）……………………………………………………………………	 83	
▶会場：10F	第2会場（1001-1003）	

 10:30-10:40 歯科衛生士セッション開会式 

歯科衛生士教育講演（10:40-12:55）……………………………………………………………	 57	
▶会場：10F	第2会場（1001-1003）

  【座長】小林 明子（関東支部）／辻 光弘（中国・四国支部）
  DH-EL1 病原性の高いプラークと低いプラーク 天野 敦雄 

（大阪大学大学院歯学研究科 口腔分子免疫制御学講座 予防歯科学分野）
  DH-EL2 「歯周病が治る」って、どういう意味？ —「治る」と「再生する」を再考しよう— 村上 伸也 

（大阪大学大学院歯学研究科 歯周病分子病態学・歯周病診断制御学）

歯科衛生士ポスタープレゼンテーション（13:20-14:20）……………………………………	 73	
▶会場：３F イベントホール

◦歯科衛生士ポスター1 【座長】上原 博美（関東支部） 
 13:20-13:35 DHP1 オープンバイトを伴う慢性歯周炎に基本治療で対応した一症例 大友 奈津子（関東支部）
 13:35-13:50 DHP2 咬合性外傷による垂直性骨欠損を伴う慢性歯周炎の一症例 鈴木 亜紀（関東支部）
 13:50-14:05 DHP3 某セミナー受講者の歯科衛生士卒後教育に対する意識調査 長谷川 純代（中部支部）
◦歯科衛生士ポスター2 【座長】上村 佳子（関西支部） 
 13:20-13:35 DHP4 広汎型重度慢性歯周炎患者の歯周治療におけるコミュニケーションの重要性 

寺西 香織（関西支部）
 13:35-13:50 DHP5 衛生士業務において手術用顕微鏡を用いることの有益性を再考する 飯盛 奈緒子（関西支部）
 13:50-14:05 DHP6 難治性口腔粘膜疾患を有する患者の口腔ケアについて 桑原 彩加（関西支部）
◦歯科衛生士ポスター3 【座長】山下 素史（九州支部）  
 13:20-13:35 DHP7 歯科恐怖症を有する患者に歯周治療を行なった一症例 古川 浩子（中国・四国支部）
 13:35-13:50 DHP8 臼歯部における歯間ブラシの使用に関するアンケート調査 目原 鮎（九州支部）
 13:50-14:05 DHP9 免疫力が低下しているベーチェット患者の歯周管理 山下 沙織（九州支部）

歯科衛生士ケースプレゼンテーション（14:30-17:10）………………………………………	 67	
▶会場：10F	第2会場（1001-1003）	
	
◦歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅠ 【座長】伊藤 智恵（東北支部）
 14:30-14:43 DHC1 SPT中に乳がんを発症したブラキシズムのある患者の23年の経過 三上 理沙（北海道支部）
 14:43-14:56 DHC2 患者の要望を考慮し治療に取り組んだ中等度慢性歯周炎患者の一症例 燕 若奈（東北支部）
◦歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅡ 【座長】飯尾 恵（関東支部）
 14:56-15:09 DHC3 歯周基本治療で歯周組織の改善が得られた２症例 大島 千鶴（関東支部） 
 15:09-15:22 DHC4 歯周基本治療の中で変化の見られた症例 小南 彩夏（関東支部）
 15:22-15:37 休憩
◦歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅢ 【座長】大塚 英里（中部支部）
 15:37-15:50 DHC5 見えてきた口腔衛生指導での課題 横木 友美（中部支部）
 15:50-16:03 DHC6 歯科治療に不信感を持つ患者に対し信頼関係の構築とモチベーション向上に努めた一症例 
 平林 由理（関西支部）
◦歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅣ 【座長】山﨑 瑞穂（中国・四国支部） 
 16:03-16:16 DHC7 拡大視野で行う歯科衛生士業務のミラー操作・ポジショニングを再考する 

高橋 規子（関西支部）
 16:16-16:29 DHC8 心疾患を伴う患者を担当し, かかりつけ医での口腔衛生管理の重要性を再認識した症例 

佐々木 祥子（中国・四国支部）
◦歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅤ 【座長】中野 恵美（九州支部） 
 16:29-16:42 DHC9 プラークコントロールの改善と向上に影響を与える要因セルフケアを充実させるためには 

田熊 麗美（九州支部）
 16:42-16:55 DHC10 包括的な歯周治療における歯科衛生士としての役割 村上 祥子（九州支部）
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6/25（Sun）
歯科医師セッション	 Dentist	Session
シンポジウムⅡ（8:30-11:45）……………………………………………………………………	 19	
▶会場：５F	第1会場（メインホール）

◦インプラントにおけるトラブルシューティング 【座長】長谷川 嘉昭（関東支部）／岩田 光弘（中国・四国支部）
  SY2-1 インプラント周囲炎，克服への道のり 二階堂 雅彦（関東支部）
  SY2-2 インプラント周囲疾患治療の実際 中島 康（関西支部）
  SY2-3 審美領域におけるインプラント周囲軟組織の退縮に対する対処法 鈴木 真名（関東支部）
  SY2-4 効果的なインプラント周囲炎の外科療法を考察する 松井 孝道（九州支部）

認定医限定プラチナム講演会（11:50-13:00）…………………………………………………	 81	
▶会場：12F	特別会議場

  How to manage peri-implant diseases Schwarz, Frank（Heinrich Heine University, Germany）
  ※事前申込要 ※同時通訳あり  
	 後援：株式会社デンタリード

シンポジウムⅢ（13:10-15:00）…………………………………………………………………	 19	
▶会場：５F	第1会場（メインホール）

◦Dr.DH合同企画：チームで守る天然歯とインプラント 【座長】井上 一彦（北海道支部）／奥田 裕司（関西支部）
  SY3-1 インプラント周囲炎のマネイジメント 清水 宏康（関東支部）
  SY3-2 天然歯とインプラントを長期に共存させるために 川崎 律子（関東支部） 
  SY3-3 どこを診る？ 何をする？ チームで取り組むインプラントメインテナンス 
 林 美穂・藤本 和泉（九州支部）

 15:00-15:10 閉会式 会場：５F	第1会場（メインホール） 
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歯科衛生士セッション	 Dental	Hygienist	Session
特別企画（8:30-11:25）……………………………………………………………………………	 61	
▶会場：10F	第2会場（1001-1003）

◦インプラント治療における歯科衛生士の役割 【座長】塩浦 有紀（関東支部）／大住 祐子（関西支部）
  DH1 インプラント治療に必要な情報提供と歯科衛生士の役割 

本田 貴子（Merci & Merci Takako Dental Hygienist Office）
  DH2 基礎知識の整理と課題

国武 芙美代（中国四国支部）
  DH3 高齢化社会とインプラント治療 −歯科衛生士の立場から− 村上 恵子（関東支部）
  DH4 重度歯周病患者へのインプラント治療に対するアプローチ 巻島 由香里（関東支部）

COI全体講習会（12:40-13:10）………………………………………………………………	 85	

  当学会における利益相反（COI）指針ならびに細則の施行にあたり 
後藤 邦之（副理事長・中部支部）

シンポジウムⅢ	（13:00-15:00）…………………………………………………………………	 19	
▶会場：５F	第1会場（メインホール）

◦Dr.DH合同企画：チームで守る天然歯とインプラント 【座長】井上 一彦（北海道支部）／奥田 裕司（関西支部）
  SY3-1 インプラント周囲炎のマネイジメント 清水 宏康（関東支部）
  SY3-2 チームで守る天然歯とインプラント〜天然歯とインプラントを長期に共存させるために〜

川崎 律子（関東支部）
  SY3-3 どこを診る？ 何をする？ チームで取り組むインプラントメインテナンス 

林 美穂・藤本 和泉（九州支部）

 15:00-15:10 閉会式 会場：５F	第1会場（メインホール）

 

市民フォーラム	 Public	Forum  

市民フォーラム「高齢者の食を考える」（14:00-16:00）………………………………………	 87	
▶会場：12F	特別会議場

  コーディネーター 吉田 春陽（吉田歯科医院院長）
  安全快適に食事するための3つの約束事 舘村 卓（一般社団法人TOUCH代表理事）
  元気で長生き〜多様な食品を摂ろう〜 
 爲房 恭子（特定非営利活動法人ケアプランニングNEST代表）
  食生活から考えるアンチエイジング 松尾 美由起（医療法人松尾クリニック院長）



6/24（Sat） 14:30-15:00
基調講演

	 	 SL	 インプラント周囲炎は歯周炎と同じか？	〜細菌学的検討〜	
和泉	雄一（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）

歯科医師セッション
Dentist	Session





6/24（Sat） 15:00-17:35
シンポジウムⅠ「インプラント治療における歯周病学的配慮」

【座長】 杉山 豊（東北支部）／野原 栄二（中部支部）

	 SY1-1	 歯周病患者に対する治療結果の永続性をめざして	 松井 徳雄（関西支部）
	 SY1-2	 歯周病治療歯とインプラントの共存を考える〜	 谷口 宏太（九州支部）
	 SY1-3	 	インプラントを有効に活用するために	 石川 知弘（関東支部）

6/25（Sun） 8:30-11:45
シンポジウムⅡ「インプラントにおけるトラブルシューティング」

【座長】 長谷川 嘉昭（関東支部）／岩田 光弘（中国四国支部）
	 SY2-1	 インプラント周囲炎，克服への道のり	 二階堂 雅彦（関東支部）
	 SY2-2	 インプラント周囲疾患治療の実際	 中島 康（関西支部）
	 SY2-3	 審美領域におけるインプラント周囲軟組織の退縮に対する対処法	 鈴木 真名（関東支部）
	 SY2-4	 効果的なインプラント周囲炎の外科療法を考察する	 松井 孝道（九州支部）

6/25（Sun） 13:10-15:00
シンポジウムⅢ「Dr.DH合同企画：チームで守る天然歯とインプラント」

【座長】 井上 一彦（北海道支部）／奥田 裕司（関西支部）
	 SY3-1	 インプラント周囲炎のマネイジメント	 清水 宏康（関東支部）
	 SY3-2	 天然歯とインプラントを長期に共存させるために	 川崎 律子（関東支部）
	 SY3-3	 どこを診る？ 何をする？ チームで取り組むインプラントメインテナンス	

林 美穂・藤本 和泉（九州支部）

シンポジウム
Symposium

























6/24（Sat） 9:00-12:30
歯科医師ケースプレゼンテーション

歯科医師ケースプレゼンテーションⅠ 【座長】飯田 吉郎（中部支部）／重岡 修司（関西支部）
9:00-9:15	 DRC1	 	咬合性外傷を伴う重度歯周炎に対して自然挺出を用いて歯周治療を行った 1症例
	 石塚 良介（北海道支部）
9:15-9:30	 DRC2	 中等度慢性歯周炎に対して全顎的歯科治療を行った一症例	 古山 智成（東北支部）
9:30-9:45	 DRC3	 重度歯周炎に対する歯周・矯正・インプラント治療を用いた咬合再構成	 工藤 求（関東支部）

歯科医師ケースプレゼンテーションⅡ 【座長】工藤 淳一（東北支部）／岡野 孝（中国・四国支部）
9:45-10:00	 DRC4	 重度の骨内欠損部位において、歯周基本治療および再植をおこなった症例

富樫 裕一郎（関東支部）
10:00-10:15	 DRC5	 歯周病治療における咬合再構成の役割‒臼歯部咬合崩壊を伴う中等度慢性歯周炎への対応
	 相宮 秀俊（中部支部）
10:15-10:30	 DRC6	 病因論を考慮した根分岐部病変に対するアプローチ	 石川 亮（関西支部）

歯科医師ケースプレゼンテーションⅢ 【座長】佐藤 禎（北海道支部）／稲垣 伸彦（関東支部）
10:40-10:55	 DRC7	 歯頸線の不揃いとガミ‒スマイルに対し歯周外科処置による改善を行った一症例

藤林 晃一郎（関西支部）
10:55-11:10	 DRC8	 審美障害を有する中等度慢性歯周炎患者に対して包括的治療を行った 1症例

秋山 剛久（中国・四国支部）
11:10-11:25	 DRC9	 広汎型慢性歯周炎患者に対し歯周組織再生療法を行った一症例	 芳賀 剛（九州支部）
11:25-11:40	 DRC10	 歯の自家移植において２種類の方法を実施し比較検証した症例	 澤本 佳宏（九州支部）

歯科医師ケースプレゼンテーションⅣ（International	Session）
【座長】谷口 崇拓（関東支部）／安増 一志（九州支部）

11:50-12:10	 DRC11	 Strategies	for	achieving	predictable	result	in	immediate	implant	therapy
Lin,	Shih-Jung（Taiwan）

12:10-12:30	 DRC12	 Sinus	lift	with	a	surgical	microscope	 Park,	Sang	Sub（Korea）

歯科医師セッション
Dentist	Session



















6/24（Sat） 13:20-14:20
歯科医師ポスタープレゼンテーション
歯科医師ポスター1 【座長】浜本 淳司（北海道支部）
13:20-13:35	 DRP1	 咬合性外傷を伴った重度慢性歯周炎患者への対応	 関 滋之（北海道支部）
13:35-13:50	 DRP2	 咬合性外傷を伴う重度慢性歯周炎に歯周基本治療と咀嚼力のコントロールを行ったケース	

菅原 哲夫（北海道支部）

歯科医師ポスター2 【座長】千葉 喜之（東北支部）
13:20-13:35	 DRP3	 臼歯部咬合崩壊を伴う広汎型重度慢性歯周炎患者に対する包括的治療の一症例

佐藤 博久（東北支部）
13:35-13:50	 DRP4	 広汎型重度慢性歯周炎患者の歯周治療〜3年間経過症例〜	 上中 晴貴（東北支部）

歯科医師ポスター3 【座長】若松 尚吾（関東支部）
13:20-13:35	 DRP5	 咬合性外傷を伴う慢性歯周炎患者に対し歯周治療を行った症例

鈴木 浩之（関東支部）
13:35-13:50	 DRP6	 重度歯周炎患者の補綴処置〜コーヌステレスコープを用いた症例〜	 芝 多佳彦（関東支部）
13:50-14:05	 DRP7	 	臼歯部咬合崩壊を伴う広汎型慢性歯周炎患者に対するインプラント治療を用いた咬合再構成の一症例	

山口 文誉（関東支部）

歯科医師ポスター4 【座長】倉田 豊（関東支部）
13:20-13:35	 DRP8	 広汎型重度慢性歯周炎に対する包括的治療の一症例	 石川 聡（関東支部）
13:35-13:50	 DRP9	 フレアアウトの改善に努めた慢性歯周炎の一症例	 江尻 健一郎（関東支部）

歯科医師ポスター5 【座長】味岡 武志（中部支部）
13:20-13:35	 DRP10	 咬合崩壊を伴う広汎型慢性歯周炎を有する患者に対して包括的治療を行った一症例	

高松 宏（中部支部）
13:35-13:50	 DRP11	 角化歯肉の獲得を図りながら行った包括治療	 小森 真吾（中部支部）

歯科医師ポスター6 【座長】尾野 誠（関西支部）
13:20-13:35	 DRP12	 補綴前処置にコンポジットレジン修復と結合組織移植を用いて根面被覆を行った一症例	

牛窪 建介（関西支部）
13:35-13:50	 DRP13	 垂直性骨欠損のある上顎臼歯部に歯周組織再生療法を行った一症例	 小山 直浩（関西支部）
13:50-14:05	 DRP14	 骨移植材の種類による歯周組織の再生を検討した症例	 津守 紀昌（関西支部）

歯科医師ポスター7 【座長】越智 章二（中国・四国支部）
13:20-13:35	 DRP15	 歯周治療を通して、糖尿病の改善・認知機能の改善が見られた一症例	

藪 健一郎（中国・四国支部）
13:35-13:50	 DRP16	 根分岐部病変を伴う中等度慢性歯周炎患者の歯周治療を考察する

難波 一郎（中国・四国支部）

歯科医師セッション
Dentist	Session



歯科医師ポスター8 【座長】市原 健太郎（九州支部）
13:20-13:35	 DRP17	 歯周形成手術により受動的萌出不全に対処した１症例	 溝上 宗久（九州支部）
13:35-13:50	 DRP18	 広汎型中等度慢性歯周炎患者に対して歯周‒矯正治療を行った一症例	 太田 純明（九州支部）
13:50-14:05	 DRP19	 フルマウスSRP，再生・インプラント療法で重度侵襲性歯周炎を緩解させた症例

山口 竜亮（九州支部）

歯科医師ポスター9 【座長】藤本 浩平（関東支部）
13:20-13:35	 DRP20	 	Combination	of	gelatin/hydroxyapatite/beta-tricalcium	phosphate	cryogel	with	poly(D,L-lactide-co-

glycolide)	microspheres	encapsulating	BMP-2	for	supra-alveolar	ridge	augmentation
Chang,	Hao-Chieh（台湾）

13:35-13:50	 DRP21	 The	possible	associations	between	severity	of	psoriasis	and	periodontal	destructions	
Chu,	Po-Han（台湾）

13:50-14:05	 DRP22	 Interdisciplinary	approach	for	esthetic	management:	a	case	series	 Tsai,	Fang-Chao（台湾）

歯科医師ポスター10 【座長】清水宏康（関東支部）
13:20-13:35	 DRP23	 Interdisciplinary	treatment	for	therapeutic	occlusion	of	advanced	periodontitis	patients	

Min,	Kyoung-man（韓国）
13:35-13:50	 DRP24	 Various	space	management	strategies	for	tooth	missing	area	 	Min,	Kyoung-man（韓国）
13:50-14:05	 DRP25	 Clinical	and	histological	analysis	of	new	anorganic	bovine	graft	material,	InterOss®	 	

Ham,	Byung	Do（韓国）

































6/24（Sat） 10:40-12:55
歯科衛生士教育講演

【座長】小林 明子（関東支部）／辻 光弘（中国・四国支部）
	 DH-EL1	 病原性の高いプラークと低いプラーク
	 天野 敦雄（大阪大学大学院歯学研究科	口腔分子免疫制御学講座	予防歯科学分野）
	 DH-EL2	 「歯周病が治る」って、どういう意味？	—「治る」と「再生する」を再考しよう—

村上 伸也 （大阪大学大学院歯学研究科	歯周病分子病態学・歯周病診断制御学）

歯科衛生士セッション
DH	Session









6/25（Sun） 8:30-11:25
特別企画

インプラント治療における歯科衛生士の役割 【座長】塩浦 有紀（関東支部）／大住 祐子（関西支部）
	 DH1	 インプラント治療に必要な情報提供と歯科衛生士の役割	

本田 貴子（Merci	&	Merci	Takako	Dental	Hygienist	Office）
	 DH2	 基礎知識の整理と課題	 国武 芙美代（中国四国支部）
	 DH3	 高齢化社会とインプラント治療 －歯科衛生士の立場から－	 村上 恵子（関東支部）
	 DH4	 重度歯周病患者へのインプラント治療に対するアプローチ	 巻島 由香里（関東支部）

歯科衛生士セッション
DH	Session













6/24（Sat） 14:30-17:10
歯科衛生士ケースプレゼンテーション

歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅠ 【座長】伊藤 智恵（東北支部）
14:30-14:43	 DHC1	 SPT 中に乳がんを発症したブラキシズムのある患者の 23年の経過

三上 理沙（北海道支部）
14:43-14:56	 DHC2	 患者の要望を考慮し治療に取り組んだ中等度慢性歯周炎患者の一症例	 燕 若奈（東北支部）

歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅡ 【座長】飯尾 恵（関東支部）
14:56-15:09	 DHC3	 歯周基本治療で歯周組織の改善が得られた２症例	 大島 千鶴（関東支部）
15:09-15:22	 DHC4	 歯周基本治療の中で変化の見られた症例	 小南 彩夏（関東支部）

歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅢ 【座長】大塚 英里（中部支部）
15:37-15:50	 DHC5	 見えてきた口腔衛生指導での課題	 横木 友美（中部支部）
15:50-16:03	 DHC6	 歯科治療に不信感を持つ患者に対し信頼関係の構築とモチベーション向上に努めた一症例

平林 由理（関西支部）

歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅣ 【座長】山﨑 瑞穂（中国・四国支部）
16:03-16:16	 DHC7	 拡大視野で行う歯科衛生士業務のミラー操作・ポジショニングを再考する

高橋 規子（関西支部）
16:16-16:29	 DHC8	 心疾患を伴う患者を担当し ,	かかりつけ医での口腔衛生管理の重要性を再認識した症例

佐々木 祥子（中国・四国支部）

歯科衛生士ケースプレゼンテーションⅤ 【座長】中野 恵美（九州支部）
16:29-16:42	 DHC9	 プラークコントロールの改善と向上に影響を与える要因
	 	 	 セルフケアを充実させるためには	 田熊 麗美（九州支部）
16:42-16:55	 DHC10	 包括的な歯周治療における歯科衛生士としての役割	 村上 祥子（九州支部）

歯科衛生士セッション
DH	Session













6/24（Sat） 13:20-14:20
歯科衛生士ポスタープレゼンテーション

歯科衛生士ポスター１ 【座長】上原 博美（関東支部）
13:20-13:35	 DHP1	 オープンバイトを伴う慢性歯周炎に基本治療で対応した一症例	 大友 奈津子（関東支部）
13:35-13:50	 DHP2	 咬合性外傷による垂直性骨欠損を伴う慢性歯周炎の一症例	 鈴木 亜紀（関東支部）
13:50-14:05	 DHP3	 某セミナー受講者の歯科衛生士卒後教育に対する意識調査	 長谷川 純代（中部支部）

歯科衛生士ポスター2 【座長】上村 佳子（関西支部）
13:20-13:35	 DHP4	 広汎型重度慢性歯周炎患者の歯周治療におけるコミュニケーションの重要性

寺西 香織（関西支部）
13:35-13:50	 DHP5	 衛生士業務において手術用顕微鏡を用いることの有益性を再考する	 飯盛 奈緒子（関西支部）
13:50-14:05	 DHP6	 難治性口腔粘膜疾患を有する患者の口腔ケアについて	 桑原 彩加（関西支部）

歯科衛生士ポスター3 【座長】山下 素史（九州支部）
13:20-13:35	 DHP7	 歯科恐怖症を有する患者に歯周治療を行なった一症例	 古川 浩子（中国・四国支部）
13:35-13:50	 DHP8	 臼歯部における歯間ブラシの使用に関するアンケート調査	 目原 鮎（九州支部）
13:50-14:05	 DHP9	 免疫力が低下しているベーチェット患者の歯周管理	 山下 沙織（九州支部）

歯科衛生士セッション
DH	Session

















6/25（Sun） 11:50-13:00
認定医限定プラチナム講演会

How	to	manage	peri-implant	diseases	 Schwarz,	Frank（Heinrich	Heine	University,	Germany）
後援：株式会社デンタリード

認定医限定講演会
Dentist	Platinum	Lecture





6/24（Sat） 	9:00-10:30
CEC	Platinum	2017

認定歯科衛生士限定講演会
DH	Platinum	Lecture





6/24（Sat） 12:40-13:10
歯科医師対象 COI全体講習会

6/25（Sun） 11:30-12:00
歯科衛生士対象 COI全体講習会

	 	 	 当学会における利益相反（COI）指針ならびに細則の施行にあたり	
後藤 邦之（副理事長・中部支部）

COI 全体講習会





6/25（Sun） 14:00-16:00
市民フォーラム「高齢者の食を考える」

【コーディネーター】 吉田 春陽（吉田歯科医院）
安全快適に食事するための3つの約束事	 舘村 卓（一般社団法人TOUCH代表理事）
元気で長生き〜多様な食品を摂ろう〜	 爲房 恭子（特定非営利活動法人ケアプランニングNEST代表）
食生活から考えるアンチエイジング	 松尾 美由起（医療法人松尾クリニック院長）

市民フォーラム
Public	Forum
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舘村 卓 TACHIMURA, Takashi
一般社団法人 TOUCH 代表理事

日本人の平均寿命は1947年に50歳を越え、その後66年間に2年に1歳ずつ延びた。緩徐な増加のため
に、私たちの社会システムは、医療を含めて、この変化に気づかずに現在に至った。寿命50歳時代の
私たちは、「一生の終わり頃」の「一時期」に「一つの疾患」を患い、疾患が治れば生き、治らなけ
れば死んだ。すなわち、医療は「疾患」を「治療」しさえすればよかった。当時の歯科も、患者は全
身疾患を有さないことで通院できる人であり、栄養摂取を妨げる歯科疾患の治療や義歯の作成だけで
当時の社会的課題であった低栄養の改善に対応できた。 

長寿化した現代の私たちは「一生」に「何度」も「複数の完治していない疾患」を有するようになっ
た。すなわち、治っていない疾患のために不自由な生活になり、リハビリテーションやケアによる生
活参加の支援を必要とするようになった。その結果、全身状態に応じて様々な生活環境が提供される
ようになったが、経口摂取に向けた支援は共通して求められている。その背景は、長期の非経口摂取
や軟食の摂取に伴った消化管の廃用化により生じた栄養吸収機能の低下が原因の低栄養によって日常
生活が困難になることにある。

一方、口から食事を摂ることによって消化管の廃用化が防止されることから、その重要性が認識さ
れるようになったが、加齢による身体機能の低下や全身疾患の合併症等によって安全に経口摂取する
ことには特別の配慮も必要になっている。情緒的にQOLの向上として、闇雲に口から食事を摂った
場合には誤嚥性肺炎や窒息事故のリスクも高まることや水分摂取時にむせることで水分摂取をためら
うことでの脱水やそれが重度になることで譫妄状態に陥ることもある。

本市民フォーラムでは、安全に口から食事を摂るための要件と日常生活での実践方法について紹介
したい。 

安全快適に食事するための 3 つの約束事

【略歴】
1981年 大阪大学歯学部卒業
1985年   大阪大学大学院歯学研究科修了（歯学博士）
1986年   大阪大学歯学部附属病院口腔外科助手
1989年   大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部講師
2000年   大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部助教授兼

副部長
2007年   大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座

准教授

2007年   一般社団法人 TOUCH（※）代表理事
1997年   イリノイ大学口蓋帆咽頭閉鎖機能の共同研究と言語

病理学教育の調査
2014年   大阪大学大学院歯学研究科を辞し，TOUCH 業務に

専従

市民フォーラム「高齢者の食を考える」
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爲房 恭子 TAMEFUSA. Yasuko
特定非営利活動法人 ケアプランニング NEST 代表

高齢者が要介護状態となる要因の一つとして低栄養状態が考えられる。低栄養状態は、免疫力低下
による感染症の誘発、日常生活動作の低下や生活の質の低下を引き起こす。高齢者の健康や生活の質
は、適正な栄養摂取が強い影響を与えると考えられ、健康寿命を維持し、自立した生活を送り続ける
ためにも、食生活が重要な課題であると考えられている。また、多様な食品を摂取することの大切さ
は、2000年に策定された「食生活指針」、「高齢者のための食生活指針」においても提唱されている。 

多様な食品を摂取することが在宅高齢者の高次生活機能の自立性の低下を予防することを示した先
行研究から、多様な食品を摂取している人ほど、肥満や痩せが少ない、運動習慣がある、生活を楽し
いと感じている人が多いという特徴もある。また、趣味を有することが、健康度自己評価が高い、高
次生活機能の維持の寄与が高い、生活満足度が高い、握力が高いと示されている。

今回、我々の調査結果から、多様な食品を摂取している者は、体力測定値（特に下肢）、意識両面
において有意な差がみられ、高次生活機能の自立性の低下予防になると示唆される結果であった。ま
だ自立生活が十分営める壮年後期から、多様な食品を多様な調理方法で摂取することを心がけること
が、高次生活機能の自立度低下予防に繋がるのではないかと推察される。

元気で長生き
〜多様な食品を摂ろう〜

【略歴】
・武庫川女子大学家政学部食物学科卒業
・  国立公衆衛生院（現：国立保健医療科学院）専攻課程栄養

学科修了
・  急性期病院（大阪厚生年金病院 現：大阪病院・順天堂大

学医学部付属順天堂医院）勤務
・  管理栄養士養成（武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学

科 教授）
・大阪市の訪問事業に参画
・「ケアプランニング NEST」開設
・在宅訪問栄養食事指導（慢性疾患患者への個人指導）
・大阪市介護予防事業「栄養改善」他に携わる

・「在宅療養者の栄養ケアを考える会」を主宰
・  「訪問」ができるスキルを持った管理栄養士養成にも取り組

む

【在宅・訪問・高齢者関連の著書】
「透析患者さんにやさしい料理」
 単著 武庫川女子大学出版部 2011

「老年病・認知症」〜長寿の秘訣〜
 共著 メディカルレビュー社 2013

「高齢者の糖尿病」  共著 メディカ出版 2014

市民フォーラム「高齢者の食を考える」
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松尾 美由起 MATSUO, Miyuki
医療法人 松尾クリニック院長

超高齢社会となり高齢者のいる世帯が4割といわれその半数を独居あるいは老夫婦世帯が占めてい
る。食事を作ることができないで総菜を買ってくる人が多くなり、宅配食を利用していても食べるも
のが限られたり嗜好の変化から栄養の偏りが見られる。

又、口腔乾燥や誤嚥、逆流性食道炎、薬の副作用などから食欲の低下が見られ体力や筋力の低下を
招き、いわゆる健康障害を起こしやすい「フレイル」という状態になりかねない。さらに認知症も併
発すると火の管理も危険であるし、食品の衛生管理も重要な問題になる。

希薄な家族関係も多くコミュニティ内の相互理解の不足もあり今後の高齢者の食と健康を考える上
でどのような工夫が必要か、そしていかに老化を防ぎ健康寿命を延ばすかが重要である。

今回は最近注目を集めている「AGE（終末糖化産物）＝タンパクと糖が加熱されてできた物質で
老化を進める原因物質といわれている」についてもふれ、食生活から考えるアンチエイジングについ
てお話ししたいと思います。

食生活から考えるアンチエイジング

【略歴】
1973年 国立広島大学医学部卒業
1974年   全人的医療に惹かれ、淀川キリスト教病院内科に勤務
1978年 八尾徳洲会病院循環器内科勤務
1983年 八尾徳洲会病院地域医療部副部長就任
1985年   松尾クリニック開院 訪問診療（在宅医療）開始
1986年   医薬分業、訪問看護、患者会（松

しょうじゅかい

樹会）の活動開始
1994年   1 月 1 日 医療法人松尾クリニック開設 理事長就任
1996年 訪問看護ステーション「来夢」開設
2003年   ケアプランセンター、通所リハビリテーション開設
2004年   在宅医療・看護を考える会を開設、年 2 回開催

【主な著書】
「在宅医療こそ私の歩む道」 悠飛社
「褥創治療プラクティス」 プリメド社
「はじめよう在宅医療 21」 医学書院
「老年医学・精神医学」 嵯峨野書院
DVD「実践！ Dr. 鳥谷部の How to ラップ療法」 株式会社
ケアネット

市民フォーラム「高齢者の食を考える」
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今回の特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会第35回年次大会開催にあたり、下記に記載する企業様よりランチョ
ンセミナー、企業展示などを通じて多大なご協力を、また、各学会、団体様にも御後援を賜りました。ここに記載し
て改めて感謝申し上げます。

特定非営利活動法人日本臨床歯周病学会第35回年次大会
大会長 山野 総一郎

◦アークレイ株式会社
◦株式会社アクシオン・ジャパン
◦アサヒプリテック株式会社
◦有限会社医学情報社
◦医歯薬出版株式会社
◦伊藤超短波株式会社
◦ウエルテック株式会社
◦株式会社FOD
◦欧和通商株式会社
◦株式会社オーラルケア
◦株式会社岡部
◦オリンパステルモバイオマテリアル株式会社
◦株式会社ガイドデント／株式会社メディカルネット
◦株式会社カイマンデンタル
◦科研製薬株式会社
◦クインテッセンス出版株式会社
◦ 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
◦クロスフィールド株式会社
◦ケンテック株式会社
◦佐藤製薬株式会社
◦サンスター株式会社
◦株式会社ジーシー
◦株式会社シエン社
◦ジャパンライム株式会社
◦株式会社松風
◦ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コンシュー

マーカンパニー
◦ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社
◦ストローマン・ジャパン株式会社
◦スリーエム ジャパン株式会社
◦株式会社ゼロメディカル

◦タカラベルモント株式会社
◦株式会社デンタリード
◦株式会社デンタルダイヤモンド社
◦デンツプライシロナ株式会社
◦東京メディカルスクール株式会社
◦日本歯科薬品株式会社
◦ネオス・ジャパン株式会社
◦ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
◦白水貿易株式会社
◦株式会社白鵬
◦パナソニック株式会社
◦株式会社ピー・エム・ジェー
◦株式会社 ビー・エム・エル
◦ヒューフレディ・ジャパン合同会社
◦株式会社ヒューロン・パブリッシャーズ
◦株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン
◦フェザー安全剃刀株式会社
◦株式会社 フォレスト・ワン
◦プロクターアンドギャンブルジャパン株式会社
◦株式会社プロシード
◦株式会社ヘルシーパス
◦ペントロン ジャパン株式会社
◦株式会社マイクロテック
◦株式会社茂久田商会
◦株式会社モリタ
◦株式会社モリムラ
◦株式会社ヤマト
◦株式会社USEN
◦株式会社ヨシダ
◦ライオン株式会社
◦ライオン歯科材株式会社

（50音順）

協賛企業一覧

謝辞
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◦日本歯周病学会
◦日本学術会議
◦日本医師会
◦日本歯科医師会
◦日本歯科医学会
◦日本歯学系学会協議会

◦日本老年歯科医学会

◦歯学系学会社会保険委員会連合
◦日本歯科衛生士会
◦大阪府医師会
◦大阪府歯科医師会
◦大阪府歯科衛生士会
◦大阪府歯科技工士会

後援（年次大会）

第35回年次大会実行委員会

大会長 山野 総一郎 
実行委員長 佐々木 猛
副実行委員長 宮前 守寛
プログラム委員会  小林 守（委員長）、岡村 昌明、合田 征司、石川 亮、山野 総一郎、佐々木 猛、

宮前 守寛
会計 中野 浩
総務・役員懇親会 大川 敏生
学術 松井 徳雄（責任者）、平山 富興
渉外 中野 浩
業者展示・ランチョン 瀧野 裕行（責任者）、高田 光彦
記録 重岡 修司
懇親会 米澤 大地
ポスター 阿保 淳一
庶務 北野 泰啓
コ・デンタル 鈴木 秀典、水野 秀治、大住 祐子、貴島 佐和子、小松原 夕香
ドクターセッション 河野 智生 小田 師巳 佐々木 継泰 寺田 真也
市民フォーラム 金子 潤平
顧問 吉田 春陽（市民フォーラム）、畠山 善行、奥田 裕司、信藤 孝博、浦野 智

後援（市民フォーラム）
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