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特別講演: Dr.Henry H.Takei, Dr.Perry R. KLokkevoLd

2016.6.ll Sat / 12 Sun東京国際フォーラム

◎岩等貰蒜合字毒
THE ACADEMY OF CuNICAL DENTISTRY

http:〝www.ago.ac/34th/
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生涯にわたる校合の重要性

轡…認⑳ -帽…◎◎　　　　　　国回霞

生涯の健康を考える

PeernsfisefctsetmfrPoOS &ned7ceiQniSe?r照[:TedkQ::n:d築dQ琵琵;

佼むこと､それが人生だHen｢違法寵‡…至芸;
健康長寿のために歯科にできること河原英雄(25分)
長寿社会と歯の健康　　　　　田中秀一(25分)

ディスカッション(25分)

座長:上演正

∴ ･ ∴　　　　　　　国回･

食に貢献する
よく噛んで健康長寿

夏見良宏(45分)

演題未定
和田義明(45分)

歯科医療サービスの需要の変化と今後の展望
田口円裕(45分)

演題未定

柳澤幸江(45分)

座長:山田好秋

や･_?ら -- riご:､こ,i:J 国回二

I PS細胞に迫る歯科再生医療
I ttイオ再生医療の高鳴る鼓動
～斯界を救う無限のポテンシャル～

中原貢(le'5分)

座長:上演正

ランチョンセミナーは協賛企業のプログ

ラムです｡お弁当付のプログラムとなり

ますが､原則チケット配布制となってお

ります｡数に限りがありますので予めこ

了承ください｡

盲3こ'S5 - -6:36

人工歯排列
審美領域における人工歯配列の考え方

上林健(60分)

デンチャースペースを基準とした人工歯排列法
EE]中五郎(60分)

全部床義歯の合理的な人工歯排列を再考する
黒岩昭弘(60分)

ディスカッション(15分)

座長:秋山浩教

EEl歯科医師　団歯科技=士　置歯科衛生士

～ゆりかごから墓場まで～　　イてY

適.弓
11日㊧ 13:30-16:30　ホールB5皇居側

乳幼児期･小児期｢吸畷から校合･岨噂の確立へ｣

12日⑳　9:15-12:00　ホールB7左側

青年期･成人期｢校合の維持･再建で岨晴の安定･向上｣
12日⑳ 13:15-16:30　ホールB5ガラス横側

高齢期｢校合の再建･管理で岨噂の維持･回復｣

生涯にわたる健康な校合･岨噂を育成･維持･再建･管理について､ゆり

かごから墓場まで､それぞれのステージごとにプログラムを組みました｡

全ての講演を聴講しても､現在臨床で必要なステージのみ聴講しても明白

からの臨床に活かせる内容になっています｡

｢健□長寿｣とは何か｡皆様の臨床に役立つヒントがありましたら幸いです｡

3 :i工瞭一･一･行工三･･二†･

TPeuLemFeEri:edno, rofi ck in.Xl …dEgrg fO.i, pbeednif?sf;sbien LmdQE ni geenr.ooYyHfyogri !hn?s 冒.e n -｡

All members of the Denlcll Teclm including AssisIclnIs c'nd Dentcll Lclborotory TechniciclnS

clre encoUrclged to clftend.

Henry HToke･･ Perry R KlokkevolcHl 80分)

座長:渡辺隆史､村上恵子

早.:うう･-喜三三く毎 匡】回___

青年期･成人期
校合の維持･再建で岨晴の安定･向上
校合再構成のKey point

貞光謙一郎(45分)

歯周疾患症例における校合再構成の留意点
上Ef]秀朗(60分)

健全な胆略機能を営む有歯顎の校合の条件
小林義典(60分)

座長:長谷川寛

冒:18 --･ -∴巨=

KoVbシステムを応用した究極の総義歯～難症例への対応～

稲葉繁

Alニ
KaVo Dental ExceHence

カボデンタルシステムズジャパン株式会社

13:15 - -ujこ:きゃ

基礎系の校合育成
永久歯交換期から始める校合発育と口腔機能育成の着眼点と疑問

小林明子(40分)

乳幼児期の食べる機能の発達と食支援
弘中祥司(60分)

乳歯列期からの校合育成一健全な口腔機能の獲得に向けて一

木本茂成(a)0分)

ディスカッション(35分)

座長:田中晃伸

歯科助手

ウニLf5 --で二二日む

歯内療法は精度と情熱
歯内療法の質を高めるためにできること､すべきこととは?

阿部修(50分)

私が考える難症例への対応
倉冨覚(50分)

GPのためのシステマテイツクな歯内療法の確立
平井順(50分)

ディスカッション(15分)

座長:金沢紘史

ー3:HI, ･- …f_1:3e

顎関節症の基準
頭頂部全体の機能を再考する
一未国定標本で理解する顎関節の機能的役割-

阿部伸- (95分)

TCHコントロールによる顎関節症治療
木野孔司(95分)

座長:赤田尚久



6月11日㊧9:30-12:00　会場:ホールC　座長:上演正

生涯の健康を考える　演者: Perry R. KlokkeVold､ Henry H.Takei､垣添忠生､河原英雄､田中秀一

6月11日㊧ 13:30-16:30　会場:ホールB7左側/右側　座長:渡辺隆史､村上恵子

Pure PeriodontiCs in the Era of Predictable lmplant Therapy for the Dental Team:

Essential Knowledge for Dentists and THEIR Dental Hyglenists.
■

ALL members of the DentaL Team incLudingAssistants and DentaL Laboratory Technicians are
encouraged to attend.

Henry H. Takei,
DDS,州S

Dr. lbkei is o DisnlgUished Cliniccll Professor of

Periodonfics in the Section of Periodonlics clt the

UCLA School of Denfisfry. ln cldcliTion, he serves CIS

o ConsulfclnI in Periodonncs to The Veterclns

AdministrQtion HospiIc.I in Los Angeles. His privqte

proclice is limited to periodonHcs clnd impIQnI

SUrgery･

頂3;3⑳ -,胃虚言詔◎

乳幼児期･小児期
限畷から□交合･岨晴の確立へ
吸隣から阻晴､いつ･どのように変化する?

Ef]村康夫(60分)

口は命の入り口
増EE]純一(60分)

小児期の校合育成に関わる諸問題一習癖､呼吸､先天欠紬など一

山山寺要一(60分)

座長:山地良子

匡】回

校合の神髄
顎関節症に対する校合再構成～校合と全身との調和～

山地正樹(60分)

2つの校合学～病態に陥った原因を探す校合学修復のための校合学～

筒井照子(60分)

瞭頭蕨合位の安定と円滑な下顎運動を校合治療の結果から考察

本多正明(60分)

座長:菅野博康

I:lJLIT､ご.lip -1･-岳11.g:時

企画中

ープ:10-13:00

下尾嘉昭

〆shumc･nn
sim紳do⊥1唱mDre

ストローマン･ジャパン株式会社

二言35- 16:30

企画中

MORIT^

株式会社モリタ

Perry R. KLokkevoLd,
DDS, MS, FACD

Dr. Klokkevold is Associ(コIe Professorof Periodonfics

qI 〕CLA, cI Diplomdle of the American Boclrd of

PeriodonIology clnd Progrclm Director of the UCLA

PostgrcldUclfe Periodontics Residency progrclm.

PrevioUsly′ he prcICIicecl genercll denHstry clnd

served CIS Progrclm Director of The UCLA Hospitcll

Dentistry GPR progrom日987-1 992)･

1:ミ書.■十一∴とpl:.･･--㍑j

審美修復の究極を探る
]一口ツ川こおける多人種性に対応した事実へのアプローチ

大川友成(60分)

審美補綴における歯周組織のマネージメント
大村祐進(60分)

一審美修復治療一予知性を高める治療指針

土屋賢司(60分)

座長:岩田健男

EE)画　…

回復期リハビリ(リハビリ病院)
超高齢社会における歯科医療の役割
通院可能な場合と通院不可能となった場合

山口康介(80分)

医療と生活を繋ぐ回復期リハビリテーション病棟
～地域包括ケアにおける医科･歯科連携拠点～

栗原正紀(100分)

座長:鈴木宏樹

撃潤. -召望…踊　　　　　国回転

欠損補綴とどう取り組むか
企画趣旨説明(1 0分)

欠損補綴のメインテナンス
川崎律子(40分)

欠損補綴治療:歯科技工士の視点から
遊亀裕一(40分)

チーム医療における欠損補綴の診断と臨床
亀EB行雄(40分)

ディスカッション(35分)

座長:鈴木朋湖

12:10 -- 13:0(:3

二川浩樹

ROEO
ロート製薬株式会社

EE)匝I l

高齢期
校合再建･管理で阻晴の維持･回復
生活に出会う一岨晴の回復

河原英雄(65分)

胃ろうからすべての経口摂取へ
竹内孝仁(65分)

高齢期の摂食瞭下リハビリテーション
植EB耕-那(65分)

座長:長谷川寛

ケ■表三二㌔ ~312:猷Il

患者のための歯周病治療
なぜインフォームドコンセントの実現は難しいのか

杉田裕一(55分)

根分岐部病変治療における意思決定
関野愉(55分)

歯周病の基本治療を再考する!
伊藤公一(55分)

座長:小林和一

H,ミニ亘巨･一一一言■さ亮時

口腔内スキャナーを活用した
新たな診療スタイル(仮)

夏堀礼二

ヨⅥ
スリーエムジャパン株式会社ヘルスケアカンパニー

匡】Bi] 寡

矯正の診断
一矯正医とのコミュニケーションー

演題未定

座長:渡辺隆史

宮下邦彦
｣ NbrHn PoJomo

Leenc】 P(コiomo

撃…胃愚-領空…⑳⑳　　　　匝]回鎚

診療室､訪問で行うリハビリ
歯科でこそできる食支援

岩崎黄土(75分)

摂食瞭下障害に対する評価と支援
寺本浩平(90分)

座長:山口康介

主三木;u　-I--鳥二L帝

Biocaretn

ノーベル･バイオケア･ジャパン株式会社

国回

インプラント
周囲炎を踏まえてインプラント治療は変わってゆくのか

水上哲也(65分)

審美領域に於ける顎堤の温存と組織の再生
白鳥清人(65分)

抜歯即時埋入インプラントにおける適応と考察
林揚春(65分)

座長:南清和

プログラムは､ 1 1月4日現在の内容です｡



認定資格を取得して､患者の口腔を守るため､明日からの臨床に役立

てよう｡

認定歯科技工士

○田本顎校合学会会員

認窪歯網衛窒ま

○日本顎校合学会会員歴2年以上

○臨床歴4年以上芸鎧竪4-品謂配ていること｡ ○臨床歴2年以上

〇第34回日本顎校合学会学術大会に参加し､ ｢認定研修I Jを受講､後日検定試

験を受験

認定研修Ⅰ
今後の歯科医療人として知らなければならない臨床検査+口腔外科

認定研修日時: 2016年6月12日⑳　9:15-12:00

会場:東京国際フォーラム　セミナー室1

*上記認定研修Ⅰを受講すると201 7年4月(予定)実施の検定試験を受けることができます｡

検定試験のご案内は､ 9月上旬に発送予定です｡

4三.認定研修,i二の会場にてh出席をとり蒙すgjで､会員力-卜を必すこ持参ください.‥.

p■上告･ -∴.こ.=uこILJRP

国匝卜

苦手歯科医師の登竜門支部選抜発表
選抜中

歯科医師向け ��倬Y,靫域ﾘﾏﾈ*��E歯転義壷i高け~~~ 

- 俔ｨﾘr�Wc]xUp 倬X怦���h齎,ﾉ|ﾘ/��&ﾘ.ｸ*B�
7--マ 

日時 塗ﾈ貪)?ｨtB�6月ll目㊧ 塗ﾈ貪)?ｨ�ﾒ�
l3:l5-lb:30 姪3｣3�ﾖﾆ#｣3��9:l5-l2:00 

演者 �駢IL��榊原功二 ���碓ﾈﾆ(蒔B�UYm云r�

受講音数 �#�kﾂ�lb名 �#�kﾂ�

受講料 祷�ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ冷�5′〇〇〇円 �8�ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ冷�

嘉空誓宝

4月1日㊧よりHPにて申込開始予定
※先着申込順(受講者数を超えた場合はキャンセル待ちとなります｡)

※セミナー単体でのお申込みはできません｡先に事前参加登録をお済
ませください｡

※認定資格取得者優先　取得単位: 10単位

※電話でのお申込はお受けしておりません｡

※振込期日までに受講料のご入金がない場合は､キャンセルとさせて
いただきます｡

※ご入会後のキャンセルは一切お受けできません｡

庸二退く卜∴ほ二二3sj

修復の究極を探る
ダイレクトボンディングおさえておきたい3つのツポ

樋口克彦(60分)

演題未定

演題未定

座長:棲井健次

天川由美子(60分)

高橋登(60分)

同語;詔⑳ -頂虚言3⑳

Wax Up
校合のKEYである大臼歯のワキシンク

榊原功二(180分)

(事前参加登録制)

皇3i: I-パ上演1,

今後の歯科医療人として
知らなければならない臨床検査+口腔外科
噛んで食べることの舞台裏

井上孝(80分)

噛んで食べることの表舞台
柴原孝彦(80分)

座長:田中晃伸

~岳3:lg5 -蔓b:3(]

デジタルデンテイストリー
今からやってくる!デジタルデンチャー

渡逼祐康(65分)

デジタルインプラントデンテイストリーの成功への鍵
山下恒彦(65分)

デジタルデンテイストリ-におけるオーラルスキャナ-の現状

夏堀礼二(65分)

座長:矢野尚-

※プログラムは予告なく変更になる可能性があります｡予めご了承ください｡最新情矧まHPでご確認ください｡　h什 0.CIC/34Ih/



[演題募集期間] 2015年12月1日㊨ ～ 2016年1月29日㊧

口演発表 ポスター発表-

h什p:〟W.clgO.CJC/34Ih/ HPからのみ受付
※メール､電話､ FAX､郵送での受付は行っておりませんo

※演題登録は､事前参カロ登録を済ませてからこ登録ください｡
※投稿に関する注意事項等は､ HPにてこ確認ください｡

※演題･抄録の採用につきましては､査読委員会にて決定させていただ
きます｡ご希望に沿えない場合もございますので予めご了承ください｡

テーブルクリニックのご案内 貴講演スケジュールは､学術大会HPでもご確認いただけます｡

開催日時:6月日日㊧ 12:30-19:00 (予定)

6月12日⑳　9:00-16:45 (予定)

会　　場:地下2F展示ホール

条件:日本顎校合学会会員

対象:生後3ケ月～就学前まで

料金: 5′400円(税込)/1日1人当たり

詳細は4月1日よりHPにてご案内いたします｡

*テーブル3一セッションl､ 2､ 3､ 4は日時が入替りました｡

利用可能時間: 6月日日㊧ 12:30-17:00 (予定)

6月12日⑧　9:00-16:45 (予定)

展示ホール内に休憩コーナーを設置いたします｡お飲み物のご用意も
ありますので､ご休憩やお待ち合せ場所としてご利用ください｡

∴tJ≡f 剔l毒 �8���

6月ll日 地下2F 浩賞､学会 ル賞､モl 意してお 刧�17:15-18:15(予定) 展示ホール 誌優秀論文賞､第33回大会の会員発表優秀者､力ポ リ夕賞､∃シダ賞の表彰を行います○軽食とお飲み物 りますo皆様のご参加をお待ちしておりますo 日時: 

会場: 

矢淳一 

デン夕 

もご用′ 



㊨
千代田線日比谷線
日比谷研

日比谷通り
⑳三EE櫓Ej比谷研　◎千代口線二重橋所FJq

◎南条釘.Y,FR音楽和明

平日10:00-17:30

ヨ本顎校合学会

●学術大会に関するお問い合わせ

TEL 03-3261 -0474

FAX 03-6675-9539

E-mai一 gakujutsu@ago.ac

●入会･単位その他に関するお問い合わせ

TE L 03-6683-2069

FAX 03-6691-0261

E-mai一 nichigaku@ago.ac

2015年12月1日㊨～2016年5月17日㊨まで
※締切後のお申込みはお受けできません｡締切後は､会場の当日参カロ登録受付に

お越しください｡当日参カロ登録は､かなりの混雑が予測されますので事前参加

登録をお勧めします｡
※事前参カロ登録のキャンセルはお受けできません｡またご入金いただきました参

カロ登録費のご返金もできませんので予めご了承ください｡

h什p:〟W.clgo.cl(/34Ih/
※HPまたはFAXでのお申込となります｡メール､電話でのお申込みはお受けし

ておりません｡

会員歯科医師27′000円 ��

会員歯科技工士12′000円 儖�檍醜餽怦ｵｨﾔ域ﾓ�X�ﾃ���冷�

会員歯科衛生士12′000円 儖�檍醜餽怦���h贊�X�ﾃ���冷�

準会員無料 倬X怦�蘒�(�ﾃ���冷�

非会員臨床研修医.非会員学生無料 
A)絹E会昌臨床研修医･非会員学生への抄録集配布はございません｡必要な場合は､当日l郡

l ′000円でこ購入くださいo
I:HE会員臨床研修医･非会員学生は証明書必須

･;詫参カロカテゴリーに該当しない方(子供含む)は､こ参カロいただけません｡

≪ご入会について≫

HPよりお手続きくだ乱､o h什p://…〝.C)go.C]C/

入会金､年会費は正会員･準会員では異なります｡詳しくはHPをご覧ください｡

※準会員入会資格者-臨床研修医､学生(社会人学生を除く)

･事前参加登録-クレジットカードまたはコンビニ決済｡但し､ FAXでお

申込みの場合はコンビニ決済となります｡

※コンビニ決済をご選択された場合は､代行業者rSMBCファイナンス｣

より払込用紙をお送りさせていただきます｡

･ご登録は､こ入金をもって完了となります｡振込期日までにご入金がない

場合は､当日参カロ登録受付にて再度お手続きください｡

･当日参加登録-現金払いのみ(クレジットカードはご利用いただけません｡)

･認定医､認定歯科技=士､認定歯科衛生士を目指す方は､必ず事前にご入

会ください｡

･非会員で参加登録をし､後日入会されましても差額分はご返金できません

ので予めご了承ください｡

･準会員はweb登録もしくは当日参加登録のみとなっております｡ FAXでの

お申込みはお受けしておりません｡また非会員臨床研修医･非会員学生は

当日参加登録のみとなっております｡証明書･学生証をご持参のうえ､会
場までお越しください｡

※臨床研修医証明書は研修先から発行されている物をご準備ください｡なお､

ひな形が必要な場合はHPよりダウンロードしてください｡

･同一名での複数登録･代理登録はできませんのでご注意ください｡

･学術大会への参カロにあたり､参加者が支払う学術大会参加費は消費税の課

税仕入れには該当しませんのでご留意くださいo

事前参加登録､参加費の入金確認が取れた方には5月中旬より随時ネームカ
ード(参カ口証)を発送させていただきます｡

※ネームカード(参加証)は再発行いたしません｡学術大会当日は必ずご持参

ください｡

会員番号(8ケ夕数字) �-8.�*ｨ,��

姓 冖ﾂ�

医院名もしくは勤務先名

送付先ご住所　□自宅　□勤務先　　　T

(非会員の方へ)

日本顎校合学会よりDMを　口受取る　□受取らないチェックを入れてくだ乱､｡

※お申込用紙は1人1枚でご記入ください｡複数枚必要の場合は､お手数ですがコピーしてご利用ください｡

⊂二会員歯科医師　II■T OOく3甲

□会員歯科技=士　胃2800◎円

[二会員歯科衛生士　卜.?..00(哨

[=非会員歯科技=士1 5.,00t薫

□非会員歯科衛生士相g◎◎0円

[コ歯科助手　　　　言榔(:皇軍

準会員(孟宗警警話語訂会手続きの)　　無料
※web申込もしくは当日参カロ登録

非会員臨床研修医･非会員学生無料
※当日参カロ登録のみ　ij

....:/_.V _;_:_:_ ____ ___,._ __‥__ ‥____　_,__‥_∴_, _二三yf_':_!!.干T二二三'_ __ _.

※FAXでお申込の場合は､クレジットカードはご利用い

ただけません｡後日､収納代行業者｢SMBCファイナ
ンス｣より振込用紙をお送りさせていただきます｡



第34回日本顎唆合学会学術大会･総会パンフレット希望

日本顎唆合学会学術大会事務局　行(FAX : 03-6675-9539)

【パンフレット送付先】

ご住所:　〒

ご担当者:

電話:

FAX :

E-mail :

部数:　　　　　　　　部

※ご協力いただくにあたり､発送作業や封入作業などに費用がかかる場合は費用負担さ

せて頂きますのでお申し出ください｡


