
2019年10月20日（日）

ベルサール東京日本橋  ４階

日時  9：30～16：30
※9：00受付開始

令和元年！ 新時代を見据えた日本の歯科医療テーマ

参加費

会　場

ベルサール東京日本橋  ４階会　場

申込方法

事前申込締切

お問い合わせ

歯科医師…　　　　　　　　　　コ・デンタルスタッフ…5,000 円　 準 会 員…無料
歯科医師…15,000 円　　コ・デンタルスタッフ…6,000 円
大学院生、研修医…3,000 円
学　　生…無料

（事前申込み）10,000 円
（当 日 参 加）12,000 円

＊会員カードを忘れずにお持ちください。　※日本歯科医師会ご所属の先生は生涯研修登録ICカードをお持ちください。

（事前参加登録の場合は学生証コピーをFAX、当日参加登録の場合は学生証持参）

（当日参加登録のみ、学生証を持参してください）

会　員

非会員

下記のいずれかの方法でお申込みください｡
❶ 関東・甲信越支部ホームページよりお申込みください。（クレジット、コンビニ決済）

  　 関東・甲信越支部ホームページ　http://kanto.shibu-ago.net/  
 ハンズオン、テーブルクリニックは事前申込制です。（先着順、ホームページのみ申込み可）

 ホームページから事前参加登録後、お申込みください。
 受講料：テーブルクリニック 3,000円、ハンズオン 5,000円（定員については裏面をご参照ください）

❷ 裏面の申込書にご記入の上、お申込みください。（コンビニ払いのみ）

 ※コンビニ決済の場合は後日払込票を郵送いたします。　※当日参加登録も可能です。（当日は現金払いのみ）

2019年9月30日（月）　参加費は10月7日（月）までにお支払いをお願いいたします。
※入金後はいかなる理由に関わらずご返金はいたしませんので予めご了承ください。
※払込期日までにご入金がない場合は、当日参加登録受付で再度お手続きください。

関東・甲信越支部副支部長　吉田拓志
TEL：03-3725-4182（よしだ歯科クリニック）

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー
TEL　03-3510-9236

東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線
「日本橋」駅　B6出口直結
JR線
「東京」駅　八重洲北口徒歩6分
東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前」駅　B6出口より徒歩3分

アクセス

関東・甲信越  支部
学術大会

2019年度

関東・甲信越支部支部長 小林 英史

平素は日本顎咬合学会にご理解、ご協力いただき誠に有難う
ございます。
大会長に吉田拓志先生、実行委員長に飯田倫太郎先生を迎え、
第 8 回関東・甲信越支部学術大会をベルサール東京日本橋で
開催いたします。東京駅からも近く、利便性抜群の会場です。

「令和元年！新時代を見据えた日本の歯科医療」をメインテー
マに掲げ、日本顎咬合学会らしく色々な分野のエキスパート
の先生方のご講演を企画いたしました。歯科医師はもちろん
歯科技工士・歯科衛生士・歯科助手・受付の皆さまにも多く
参加していただけるよう、支部の代名詞でもある「四位一体
の歯科医療」の実現を目指した充実した内容となっておりま
す。また、2 題のハンズオン、5 題のテーブルクリニック、9
題の会員発表と多彩なプログラムで、熱気のある支部学術大
会になること間違いなしです。
是非、周りの歯科界に生きるすべての皆さまをお誘い合わせ
のうえ、ご参加ください。

特定非営利活動法人  日本顎咬合学会

非会員も
参加可能



氏
名

TEL

ふりがな

送付住所　  □ 自宅　□ 勤務先

医院もしくは勤務先名

歯科医師 □ 会 員（□ 認定医／□ 指導医）  　　　□ 非会員

□ 会 員（□ 認定歯科技工士／□ 指導歯科技工士）  　　　□ 非会員

□ 会 員（□ 認定歯科衛生士／□ 指導歯科衛生士）  　　　□ 非会員

歯科技工士

歯科衛生士

□　その他 □　準会員（学生・研修医）

〒

会員ID

該当に□を記入してください。

FAXからお申込みの場合は、下記申込書をご利用ください。（複数参加の場合は1名ずつ用紙をコピーしてお申込みください）

9月30日（月）
事前参加申込締切

※ご入金後は理由に関わらずご返金はいたしませんので予めご了承ください。

関東・甲信越支部ホームページ http://kanto.shibu-ago.net/
事 前 参 加 登 録 は こ ち ら

テーマ 令和元年！ 新時代を見据えた日本の歯科医療
2019年度　関東・甲信越支部学術大会

お申し込み先　FAX 03-6691-0261（学会事務局）

ルームJ ルームC ルームD・E

午前の部

時間 会場

時間 会場

9：30 ～12：10

午後の部
13：30～16：30

12：30 ～13：15

【Dr.・DTセッション】
クラウンブリッジ

【Dr.・DT セッション】
デンチャー ペリオ

【Dr. セッション】

ベルサール東京日本橋4階

※テーブルクリニック（デモ付き講義）受講料 3,000円、ハンズオン（実習付き講義）受講料 5,000円

ペリオ 最新の根面う蝕予防

座長：小林和一、神山剛史 

二階堂雅彦（二階堂歯科医院）

長谷川嘉昭（長谷川歯科医院）

座長：高井基普、畑中秀隆 

「CAD／CAMとアナログの融合」
中島清史（ＫＮデンタルラボラトリー）

山﨑　治（原宿デンタルオフィス）

座長：安生朝子

青木　薫（テクノポートデンタルクリニック）

倉治ななえ（テクノポートデンタルクリニック）

座長：亀田行雄、小西浩介

下野 正基（東京歯科大学名誉教授）

司会：谷本　亨　座長：髙森愛子

【Dr.・DHランチョンセミナー】 【Dr.・DTランチョンセミナー】

【DHセッション】

【DHセッション】

協賛：デンツプライシロナ株式会社

【Dr.・DT・DH・DAランチョンセミナー】

浅野弥生（新札幌いった歯科）
協賛：株式会社デンタルダイヤモンド社

村田雅史（村田歯科医院） 吉田拓志（よしだ歯科クリニック）　
協賛：科研製薬株式会社  

【Dr. セッション】
包括歯科

座長：吉田拓志、小林英史

木原敏裕（木原歯科医院）

船登彰芳（なぎさ歯科クリニック）

企
業
展
示

プレゼンテーション
ワークショップ

「『わかりづらい、伝わりにくい』
理由を教えます

～プレゼン・コミュニケーションのテクニック～」
安藤彰啓（あんどう歯科口腔外科） 川島　哲（ユニデント）

飯沼　学（北大塚歯科）

小原由紀
（東京都健康長寿医療センター研究所）

①八代一貴 ②岡永　覚 ③楠　高伸 
④村辺　均 ⑤浅賀勝寛 ⑥岡本寛之
⑦越智信行 ⑧根間大地 ⑨小林友貴

「生物学的コンセプトに
基づいた現代の歯内療法 A to Z」

伊藤創平
（ITO DENTAL OFFICE)

パーシャルデンチャー
オーラルフレイル エンド

ルームB ホワイエ

午前の部
9：30 ～12：10

午後の部
13：30 ～16：30

ルームG ルームH ルームI

【Dr.・DH・DA テーブルクリニック】❶ 【DＨテーブルクリニック】❷ 【Dr. テーブルクリニック】❸ 【Dr.・DT テーブルクリニック】❹

定員35名 定員45名 定員20名 定員20名

接遇 SRP スーチャリング

澤泉仲美子（オフィスウエーブ） 松田　哲
（明海大学PDI東京歯科診療所）

池田育代
（武田歯科医院）座長：長阪信昌、牧　宏佳

　　　加部晶也、田嶋美樹

【DH・DA テーブルクリニック】❺ 会員発表 【DH ハンズオン】❻ 【Dr. ハンズオン】❼

定員35名 定員20名 定員20名

「臨床検査と病理検査の必要性」

「バイオロジーから歯周組織再生療法を再考する」

「FGF-2による歯周組織再生治療」

「Comprehensive dental treatments form point of
 view of Peiodontology and Implantlogy」

「私の考える包括的歯科治療」

「デジタルデンティストリーのOver view
～デジタルの可能性と今後の課題～」

「いざデジタルデンティストリーへ、口腔内スキャナーで変わる日常臨床
～CEREC systemの有用性～」　

鈴木宏樹（篠栗病院）

亀田行雄（D&Hかめだ歯科医院）

稲葉　繁（稲葉歯科医院）

「人生100年時代のホームケア～根面う蝕予防とは、象牙質を守ること～」

「根面う蝕の予防を多角的に考える」

「笑顔溢れる歯科医院を作る！
アンガーマネジメントメソッド」

「下野先生に聞いてみた
①ペリオ 編　②セメント質剥離・インプラント 編」

「心のホスピタリティ」

「歯科診療室で歯科衛生士は
オーラルフレイルにどう関わる？」

「基礎を確認！シャープニングと
スケーリング・ルートプレーニング」

「パーシャルデンチャーの基礎と臨床
～長期予後を達成するための条件とその考察～」

「PARTIAL DENTURE DESIGNER への道
―T．K．Design三角理論について」

「デンタルスーチャリング
基礎から応用まで」


