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●大　会　長　大川周治 教授（明海大学　機能保存回復学講座 歯科補綴学分野）
●実行委員長　藤澤政紀 教授（明海大学　機能保存回復学講座 歯科補綴学分野）
●準備委員長　岡本和彦 准教授（明海大学　機能保存回復学講座 歯科補綴学分野）

主 催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
 理事長　矢谷 博文 （大阪大学大学院歯学研究科　
  顎口腔機能再建学講座　クラウンブリッジ補綴学分野）
協 賛：埼玉県歯科医師会
後 援：日本歯科医師会，日本歯科医学会，日本歯学系学会協議会
 日本臨床睡眠医学会，さいたま市歯科医師会，日本歯科技工士会
 日本歯科技工学会，日本歯科衛生士会，日本栄養士会
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■ 特別講演 1
 「食べて治す，食べて癒す」
 座  長：矢谷  博文（大阪大）
 講  師：東口  髙志（藤田保健衛生大）
■ 特別講演 2 （米国補綴歯科学会との連携講演）
 「Recent Advances in Digital Dental 
 Technology: The future is here」
 座  長：古谷野  潔（九州大）
 講  師：Dr. Baldwin Marchack（Pasadena, CA）
■ 教育講演
 「スポーツに対して歯学・歯科補綴学が果たす役割」
 座  長：前田  芳信（大阪大）
 講  師：安井  利一（明海大）
  近藤  尚知（岩手医大）

Lecture

プログラム Program

■ シンポジウム 1
「チェアサイドとベッドサイドをつなぐ睡眠時
ブラキシズムの診断と治療」

 座　　　長：藤澤  政紀（明海大）
 シンポジスト：山内  基雄（奈良医科大）
 加藤  隆史（大阪大）
 馬場  一美（昭和大）
■ シンポジウム 2
 「テクノロジーと医療」
 座　　　長：二川  浩樹(広島大）
 小川  　匠（鶴見大）
 シンポジスト：寺田  信幸（東洋大）
 大竹  義人（奈良先端科学技術大学院大）
■ シンポジウム 3
 「幹細胞研究の現状と将来展望」
 座　　　長：魚島  勝美（新潟大）
 西村  正宏（鹿児島大）
 シンポジスト：長澤  丘司（京都大）
 玉井  克人（大阪大）
 秋山  謙太郎（岡山大）

Symposium

■ 臨床スキルアップセミナー
 「口腔機能の客観的評価としての舌圧測定：
 その意義，開発から展望まで」
 座  長：松山  美和（徳島大）
 講  師：津賀  一弘（広島大）
 小野  高裕（新潟大）

Skill up Seminar

■ 臨床リレーセッション 1
 「パーシャルデンチャーの設計を再考する」
 座  長：小出 　馨(日歯大新潟)
 講  師：大川    周治（明海大）
 大久保 力廣（鶴見大）
■ 臨床リレーセッション2（専門医研修単位認定セミナー）
「要介護高齢者の食を守るために考える：
補綴治療を始める前に考えること」

 座  長：服部  佳功（東北大）
 池邉  一典（大阪大）
 講  師：矢花  渉史（農林水産省）
 菊谷  　武（日歯大）
 吉田  光由（広島市立リハビリテーション病院）
■ 臨床リレーセッション 3
「認知症と歯科医療─認知症とはどんな病気か，
歯科治療はどのように，また，いつ行うべきか，認知
症に罹患したら歯科にかかるよう勧めるために─」

 座  長：窪木  拓男（岡山大）
 講  師：平野  浩彦（東京都健康長寿医療センター）
 池田  　学（熊本大）

Relay session

■ 委員会セミナー
　 （社会連携委員会，医療問題検討委員会）
「歯科補綴に関連する医療機器，歯科用材料，
補綴装置の安全管理について」

 座  長：佐藤  博信（福歯大）
 講  師：和田  康志（厚生労働省）
 末瀬  一彦（大歯大）
■ 専門医研修単位認定セミナー
「全部床義歯補綴の統一見解」
 座  長：水口  俊介（医科歯科大）
 講  師：松田  謙一（大阪大）
 鈴木  哲也（医科歯科大）
 市川  哲雄（徳島大）

Seminar

■ モーニングセッション
 「再生医療等安全性確保法と歯科医療」
 座  長：西村  正宏（鹿児島大）
 講  師：飛田  護邦（厚生労働省）
■ イブニングセッション
 「臨床イノベーションのための挑戦」
 コーディネーター： 
 1.  インプラントオーバーデンチャー
 兒玉  直紀（モントリオール大）
 2.  薬剤誘発性骨壊死等
 黒嶋  伸一郎（長崎大）
 3.  睡眠時無呼吸症候群
 津田  緩子（九州大）
 4.  歯・歯周組織の再生医療
 新部  邦透（東北大）
 5.  歯科金属アレルギーと関連疾患
 秋葉  陽介（新潟大）, 渡邉  恵（徳島大）
 6.  咬合支持と脳機能研究
 原　  哲也（岡山大）
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座  長：馬場  一美（昭和大）
講  師：馬場  一美（昭和大）
 横山  敦郎（北海道大）
 窪木  拓男（岡山大）

Civic Forum
■ 市民・県民フォーラム
 「義歯で健康寿命を伸ばそう─味わうことの大切さ─」
 座  長：皆木  省吾（岡山大）
 講  師：櫻井  　薫（東歯大）
 神山かおる（農研機構食総研)

Civic Forum

公益社団法人　日本補綴歯科学会　事務局
〒105-0004　東京都港区新橋5-13-5-3F A室　TEL：03-5733-4680 FAX：03-5733-4688

＊一般口演・ポスター発表の抄録は、冊子ではなく、PDFでのダウンロードとなります。
　事前参加登録された方に、IDとパスワードをお送りします。
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「JPRがこれから目指すこと」
5月29日（金）
17：40～18：40


