
Stream A Web

8：00

9：00

e-Poster
掲示板方式によ

る質疑応答

企業展示

会務連絡会

集合型開催 + ライブ配信10：00

旧理事会

集合型開催 + ライブ配信

11：00

委員長会

集合型開催 + ライブ配信

12：00

13：00

総　会

集合型開催 + ライブ配信

14：00

15：00
新理事会

集合型開催 + ライブ配信

支部長会

集合型開催＋ライブ配信
16：00

日本歯科医学会会長懇談会
ライブ配信

17：00
★
歯科医療安全対策推進セッション

座長：飯沼利光（日本大）
講師：森本泰夫（産業医大）

事前録画配信 + ライブディスカッション
18：00

歯科専門医機構 理事長講演
座長：大川周治（明海大）
講師：今井　裕（一般社団法人 日本歯科専門医機構 理事長）

ライブ配信

19：00

公益社団法人日本補綴歯科学会　第130回記念学術大会　日程表
6月18日（金）

開催様式／  Web ライブ配信　  事前録画配信 + ライブディスカッション　  集合型開催 +Web ライブ配信　  事前録画配信のみ

 ★ オンデマンド有り



Stream A Stream B Stream C Stream D Web

8：00

e-Poster
掲示板方式
による質疑

応答

企業展示

9：00
開会式

課題口演 1 課題口演 3

e- ハンズオンセミナー１
軟質材料を用いたリラインの実践

ー臨床の疑問に答えるー
講師：上田貴之（東歯大）
　　　齋藤　壮（東歯大）
協賛企業：株式会社ジーシー，株式会
社トクヤマデンタル，ネオ製薬工業株
式会社（五十音順）

課題口演 2

10：00

理事長講演
補綴の矜恃

座長：大川周治（明海大）
講師：馬場一美（昭和大） e- ハンズオンセミナー２

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）
協賛企業：株式会社ジーシー，サンメ
ディカル株式会社（五十音順）

11：00
第130回記念パネルディスカッション

−補綴歯科の力を示す−
座長：水口俊介（医歯大）
パネリスト：佐々木啓一（東北大），
古谷野　潔（九州大），矢谷博文（大阪大） 
松村英雄（日本大），市川哲雄（徳島大） 
大川周治（明海大），馬場一美（昭和大）

スポンサードセッション 3

ミリングシステムによるデジタ
ルデンチャーの夜明け

講師：池邉一典（大阪大）
　　　豆野智昭（大阪大）
　　　松田謙一（大阪大）

（Ivoclar Vivadent 株式会社）

12：00 スポンサードセッション 1

義歯の管理にどう使う？
義歯安定剤

講師：村田比呂司（長崎大）
（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）

スポンサードセッション 2

桜 SAKURA ブロックを使った
Implant 症例

講師：志田和浩（株式会社 PREF）
（ストローマン・ジャパン株式会社）

13：00 ★
シンポジウム 2

補綴医に必要な覚醒時 
ブラキシズムの検査と診断

座長：菅沼岳史（昭和大）
　　　西山　暁（医歯大）
シンポジスト：山口泰彦（北海道大）
　　　　　　　藤澤政紀（明海大）

★
シンポジウム 1

パーシャルデンチャー 
デジタル化への現状と課題

座長：若林則幸（医歯大）
　　　大久保力廣（鶴見大）
シンポジスト：西山弘崇（昭和大）
　　　　　　　田坂彰規（東歯大）
　　　　　　　笛木賢治（医歯大）

★
医療問題検討委員会連携企画

前歯にも保険適用された 
CAD/CAM 冠の安全な使い方

座長：疋田一洋（北医療大）
　　　山森徹雄（奥羽大）
講師：新谷明一（日歯大）
　　　吉田圭一（長崎大）
　　　田上直美（長崎大）

e- ハンズオンセミナー 3
口腔機能検査の効果的活用法

講師：志賀　博（日歯大）
協賛企業：株式会社ジーシー 14：00

★
シンポジウム 4

義歯洗浄剤，洗浄システムの 
適応と効果

座長：二川浩樹（広島大）
　　　村田比呂司（長崎大）
シンポジスト：河相安彦（日大松戸）
　　　　　　　福西美弥（昭和大）
　　　　　　　二川浩樹（広島大）

★　　　 海外特別講演

Adhesive luting protocols of 
indirect restorations

座長：水口俊介（医歯大）
講師：Bart Van Meerbeek
　　　（University of Leuven）

★　　　シンポジウム 3

歯を守る修復治療
歯根破折を起こさないために

座長：小峰　太（日本大）
　　　渡邉　恵（徳島大）
シンポジスト：神戸　良（京都府開業）
　　　　　　　坪田有史（東京支部）

15：00

16：00 ★
メインシンポジウム 1

（専門医研修単位認定セミナー）

審美修復材料を極める 
ー基礎から臨床まで

座長：正木千尋（九歯大）
　　　小峰　太（日本大）
シンポジスト：峯　篤史（大阪大）
　　　　　　　髙垣智博（朝日大）
　　　　　　　猪越正直（医歯大）
　　　　　　　大谷一紀（東京支部）

★
シンポジウム 5

ディスファンクションと 
パラファンクションの顎運動と 

下顎位

座長：菅沼岳史（昭和大）
　　　小川　匠（鶴見大）
シンポジスト：荒井良明（新潟大）
　　　　　　　鈴木善貴（徳島大）

イブニングセッション 1
Challenge to change ―全部床義
歯補綴教育の今と未来を紐解く―
コーディネーター：
　　　　岩城麻衣子（医歯大）
発表者：金澤　学（医歯大）
　　　　兒玉直紀（岡山大）
　　　　松田謙一（大阪大）

17：00

イブニングセッション 2
スクリュー固定によってインプラント

周囲炎は防げるのか？
コーディネーター：
　　　　宗像源博（昭和大）
発表者：和田誠大（大阪大）
　　　　秋月達也（医歯大）
　　　　山口菊江（昭和大）

★
シンポジウム 6

バイオマテリアルの限界と 
インプラント治療

座長：澤瀬　隆（長崎大）
　　　鮎川保則（九州大）
シンポジスト：高橋　哲（東北大）
　　　　　　　中原　賢（日歯大新潟）
　　　　　　　神野洋平（九州大）

18：00

19：00

公益社団法人日本補綴歯科学会　第130回記念学術大会　日程表
6月19日（土）
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Stream A Stream B Stream C Web

8：00

e-Poster
掲示板方式
による質疑

応答

企業展示

9：00

★
メインシンポジウム 2

多角的な視点から食力を考える

座長：細川隆司（九歯大）
　　　大川周治（明海大）
シンポジスト：飯島勝矢（東京大）
　　　　　　　米永一理（東京大）
　　　　　　　池邉一典（大阪大）

★
臨床リレーセッション 1

欠損補綴におけるインプラントの効果
−特に被圧変位量の差に着目して−

座長：山下秀一郎（東歯大）
　　　前田芳信（大阪大）
講師：武田孝之（東歯大）
　　　新名主耕平（関東甲信越支部）
　　　和田誠大（大阪大）

イブニングセッション 3
メタルフリー支台築造の新しい 

設計指針
コーディネーター：駒田　亘（医歯大）
発表者：新谷明一（日歯大）
　　　　峯　篤史（大阪大）

10：00

イブニングセッション 4
間葉系幹細胞の研究から考える生物

科学としての補綴歯科治療
コーディネーター：黒嶋伸一郎（長崎大）
発表者：熱田　生（九州大）
　　　　秋山謙太郎（岡山大）
　　　　加来　賢（新潟大）

★
シンポジウム 7

睡眠時無呼吸症の口腔内装置 
による治療

座長：秀島雅之（医歯大）
　　　菅沼岳史（昭和大）
シンポジスト：奥野健太郎（大歯大）
　　　　　　　槙原絵理（九歯大）

★
臨床リレーセッション 2

欠損補綴における補綴装置と 
支台歯の選択

座長：池邉一典（大阪大）
　　　谷田部　優（東京支部）
講師：大久保力廣（鶴見大）
　　　藤関雅嗣（東京支部）
　　　和田淳一郎（医歯大）
　　　木原優文（九州大）

11：00

イブニングセッション 5
歯科金属アレルギー患者への対応

〜検査，診断，治療方針と他科連携〜
コーディネーター：秋葉陽介（新潟大）
発表者：細木眞紀（徳島大）
　　　　原田章生（東北大）
　　　　高岡由梨那（新潟大）

12：00

スポンサードセッション 4
デジタル補綴に変革をもたらす

「ジーシー イニシャルＬｉＳｉブロック」
講師：秋山茂範（株式会社ジーシー）
　　　島村直起（株式会社ジーシー）

（株式会社ジーシー）

13：00 スポンサードセッション 5

iTero エレメント 5D で実現する
ウェルネススキャン

（口腔衛生管理の観点から）

講師：麻生幸男（麻生歯科クリニック）
（インビザライン・ジャパン株式会社）

スポンサードセッション 6

安全・確実に直接リラインを
成功させるコツ

−光硬化型リライン材の活用法−

講師：上田貴之（東歯大）
（株式会社トクヤマデンタル）★

シンポジウム 8

アップデート咬合論

座長：小野高裕（新潟大）
　　　小川　匠（鶴見大）
シンポジスト：中村健太郎（東海支部）
　　　　　　　吉見英広（東京支部）
　　　　　　　田中秀樹（九州支部）

14：00

★
シンポジウム 9

インプラントの連結様式を再考する

座長：馬場俊輔（大歯大）
　　　大久保力廣（鶴見大）
シンポジスト：中野　環（大阪大）
　　　　　　　中島　康（大歯大）
　　　　　　　飯島俊一（東歯大）

スポンサードセッション 7

S-PRG フィラー含有材料の現状と
補綴領域における将来展望

講師：猪越正直（医歯大）
（株式会社松風）

15：00

★
専門医研修会

（専門医研修単位認定セミナー）

補綴歯科専門医として身につけるべき
コンピテンス（その３） 

日々の臨床にリサーチマインドを如何
に連関させるか？

座長：河相安彦（日大松戸）
　　　飯沼利光（日本大）
講師：金澤　学（医歯大）
　　　鈴木秀典（関西支部）
　　　中居伸行（関西支部）

★
シンポジウム 10

先端歯学研究のあり方から 
歯科補綴学を考える

座長：江草　宏（東北大）
　　　窪木拓男（岡山大）
シンポジスト：村上伸也（大阪大）
　　　　　　　石丸直澄（徳島大）
　　　　　　　窪木拓男（岡山大）

16：00

17：00

表彰式 
閉会式 

18：00

19：00

公益社団法人日本補綴歯科学会　第130回記念学術大会　日程表
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