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1．座長は事前に発表者の研究内容を十分にご検討ください．
2．�優秀演題発表，一般口演の次座長はセッション開始の15分前までに，会場右前方の次座長席にご着席のうえ，進行

係にお声掛けください．
3．ポスター発表の座長は，ポスター討論開始の15分前までにポスター座長受付にお越しください．
4．発表進行の時間厳守をお願いいたします．
5．時間を超過する発表があれば，座長の判断で発表を終了させ，次の発表に移ってください．
6．質疑応答，討議，総括等を適切に行い，発表を有意義なものにしてください．

ジャンル 日程 会場名 演題番号 時間 座長 所属

優秀研究発表
（臨床）

9月23日
（土） 第3会場

O-1-3-1～O-1-3-4 9：00～10：00 林　　尚史 愛知インプラントセンター

O-1-3-5～O-1-3-7 10：05～10：50 三村　義昭 臨床器材研究所

O-1-3-8～O-1-3-10 10：55～11：40 小室　　暁 大阪口腔インプラント研究会

優秀研究発表
（基礎）

9月23日
（土） 第4会場

O-1-4-1～O-1-4-4 9：00～10：00 戸田　伊紀 大阪歯科大学　解剖学講座

O-1-4-5～O-1-4-7 10：05～10：50 西村　正宏 鹿児島大学

O-1-4-8～O-1-4-10 10：55～11：40 樋口　大輔 昭和大学歯科病院
インプラントセンター

一般口演 9月23日
（土）

第4会場

O-1-4-11～O-1-4-15 13：50～14：40 濱田　　傑 近畿大学医学部附属病院
歯科口腔外科

O-1-4-16～O-1-4-20 15：00～15：50 栗田　　浩 信州大学医学部歯科口腔外科教室

O-1-4-21～O-1-4-25 16：00～16：50 日比　英晴 名古屋大学

第5会場

O-1-5-1～O-1-5-6 9：00～10：00

黒田　真司 東京医科歯科大学　大学院
インプラント・口腔再生医学分野

笹谷　和伸 一般社団法人
日本インプラント臨床研究会

O-1-5-7～O-1-5-11 10：10～11：00 別所　和久
京都大学大学院医学研究科
感覚運動系外科学講座
口腔外科学分野

O-1-5-12～O-1-5-16 11：10～12：00 恒松　晃司 島根大学医学部附属病院

O-1-5-17～O-1-5-22 13：50～14：50
山口　葉子 昭和大学インプラント歯科学講座

梨本　正憲 総合インプラント研究センター

O-1-5-23～O-1-5-27 15：00～15：50 下尾　嘉昭 ユニバーサルインプラント研究所

O-1-5-28～O-1-5-32 16：00～16：50 加来　敏男 九州インプラント研究会

座長の先生方へのご案内
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ジャンル 日程 会場名 演題番号 時間 座長 所属

一般口演

9月23日
（土） 第6会場

O-1-6-1～O-1-6-6 9：00～10：00

北條　正秋 みなとみらい（MM）
インプラントアカデミー

草野　　薫
北海道医療大学
顎顔面口腔外科学分野
口腔インプラント科

O-1-6-7～O-1-6-11 10：10～11：00 深田　健冶 東京女子医科大学病院

O-1-6-12～O-1-6-16 11：10～12：00 小林　　恒 弘前大学大学院医学研究科
歯科口腔外科学講座

O-1-6-17～O-1-6-22 13：50～14：50

黒嶋伸一郎

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
口腔インプラント学分野
長崎大学病院口腔・顎・顔面
インプラントセンター

山田　将博 東北大学大学院歯学研究科
分子・再生歯科補綴学分野

O-1-6-23～O-1-6-27 15：00～15：50 鮎川　保則
九州大学大学院歯学研究院
口腔機能修復学講座
インプラント・義歯補綴学分野

O-1-6-28～O-1-6-32 16：00～16：50 山本　英一 北海道形成歯科研究会

9月24日
（日）

第6会場

O-2-6-1～O-2-6-6 9：00～10：00

廣安　一彦 日本歯科大学新潟病院
口腔インプラント科

正木　千尋 九州歯科大学口腔再建
リハビリテーション学分野

O-2-6-7～O-2-6-11 10：10～11：00 嶋田　　淳
明海大学歯学部
病態診断治療学講座
口腔顎顔面外科学分野1

O-2-6-12～O-2-6-16 11：10～12：00 宗像　源博 神奈川歯科大学附属病院
口腔インプラントセンター

O-2-6-17～O-2-6-22 13：50～14：50

中本　哲自 松本歯科大学歯科補綴学講座

関根　秀志 奥羽大学歯学部歯科補綴学講座
口腔インプラント学

第7会場 O-2-7-1～O-2-7-6 9：00～10：00

山本　勝己 福岡歯科大学咬合修復学講座
口腔インプラント学分野

友竹　偉則 徳島大学病院
口腔インプラント診療部内

　�



16

ジャンル 日程 会場名 演題番号 時間 座長 所属

一般口演 9月24日
（日） 第7会場

O-2-7-7～O-2-7-11 10：10～11：00 和田　誠大 大阪大学大学院歯学研究科

O-2-7-12～O-2-7-16 11：10～12：00 宮前　　真 愛知学院大学歯学部附属病院

O-2-7-17～O-2-7-22 13：50～14：50

福田　雅幸 秋田大学医学部歯科口腔外科

奥森　直人 公益社団法人
日本歯科先端技術研究所

歯科衛生士
セッション

9月23日
（土） 第3会場

O-1-3-11～O-1-3-14 13：50～14：30
伊藤　太一 東京歯科大学

口腔インプラント学講座

和田　義行 北海道形成歯科研究会

O-1-3-15～O-1-3-18 14：40～15：20

高橋　徹次 北日本口腔インプラント研究会
（NIS）

正木　千尋
九州歯科大学
口腔再建リハビリテーション学
分野

O-1-3-19～O-1-3-22 15：30～16：10

山田麻衣子 日本歯科大学付属病院
口腔インプラント診療科

蓮井　義則 公益社団法人
日本歯科先端技術研究所

O-1-3-23～O-1-3-25 16：20～16：50

関根　智之 埼玉インプラント研究会

加藤　大輔 愛知学院大学歯学部
高齢者歯科学講座

ポスター発表 9月23日
（土）

第8会場
ポスター
会場1

P-1-8-1～P-1-8-5

13：20～13：50

小野　真司 大阪大学歯学部附属病院

P-1-8-6～P-1-8-10 高藤　恭子 岩手医科大学附属病院
口腔インプラント科

P-1-8-11～P-1-8-15 礒邉　和重 一般社団法人東京形成歯科研究会

P-1-8-16～P-1-8-20 髙岡　一樹 兵庫歯科大学歯科口腔外科学講座

P-1-8-21～P-1-8-25 江原　雄二 京都インプラント研究所

第9会場
ポスター
会場2

P-1-9-1～P-1-9-5 鈴木　恭典
鶴見大学有床義歯補綴学講座，
鶴見大学歯学部附属病院インプ
ラントセンター

P-1-9-6～P-1-9-10 三宅　　実 香川大学医学部歯科口腔外科

P-1-9-11～P-1-9-15 添田　義博 特定非営利活動法人
臨床器材研究所

　�
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ジャンル 日程 会場名 演題番号 時間 座長 所属

ポスター発表

9月23日
（土）

第9会場
ポスター
会場2

P-1-9-16～P-1-9-20 新井　是宣 大阪歯科大学
口腔インプラント学講座

P-1-9-21～P-1-9-25 加藤　英治 口腔インプラント生涯研修センター

9月24
（日）

第8会場
ポスター
会場1

P-2-8-1～P-2-8-5

13：20～13：50

懸田　明弘 嵌植義歯研究所

P-2-8-6～P-2-8-10 越沼　伸也 滋賀医科大学

P-2-8-11～P-2-8-15 津野　宏彰 富山大学附属病院
顎口腔外科・特殊歯科

P-2-8-16～P-2-8-20 松尾　　朗 東京医科大学口腔外科学分野

P-2-8-21～P-2-8-25 関　　啓介 日本大学歯学部
歯科インプラント科

第9会場
ポスター
会場2

P-2-9-1～P-2-9-5 田邊俊一郎 朝日大学歯科部附属病院
口腔インプラント科

P-2-9-6～P-2-9-10 馬場　正英 福岡口腔インプラント研究会

P-2-9-11～P-2-9-15 片海　裕明 新潟再生歯学研究会

P-2-9-16～P-2-9-20 齋藤　善広 嵌植義歯研究所

P-2-9-21～P-2-9-25 森　　康志 一般社団法人中部
インプラントアカデミー
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