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日程表

5⽉7⽇（⽔） 第1⽇⽬

4階 「扇」
B会場

4階 「花C」
I 会場

42階 「⾼尾」 5階 「コンコードBC」
8:30

9:00

10:00

11:00

11：30～12：30

被選理事会12:00

12：30～14：00

理事会

13:00

14:00 14：00～15：30

評議員会
15:00

15：30～18：00

学術教育研修会
「⼝腔科学に求められる

基礎研究」

小守 壽文・一條 秀憲

座長：中村 誠司・山口 朗

16:00

17:00

18:00

18：30～20：30

懇親会

19:00

20:00
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5⽉8⽇（⽊） 第2⽇⽬
A会場

5階 「エミネンス」
B会場

4階 「花C」
C会場

4階 「花D」
D会場

43階「スターライト」
E会場

43階「ムーンライト」
8:30

8：50 開会式
9:00 9：00～9：50

悪性腫瘍1
1-B-1〜1-B-5

座長：朔 敬・藤田 茂之

9：00～10：00

発育異常と顎⾻⼿術
1-C-1〜1-C-6

座長：池邉 哲郎・原田 清

9：00～9：50

⻭科インプラント
1-E-1〜1-E-5

座長：高橋 哲・永原 國央

9：10～10：40

ワークショップ2
「がんを間質から

考える」
石井源一郎・平川 聡史・

樋田 京子

座長：進藤 正信

9：10～10：40

ワークショップ1
「遠隔画像診断の将来」
勝又 明敏・江島 堅一郎・
Mats Jontell・松本 直行

座長：本田 和也

10:00 10：00～10：50

悪性腫瘍2
1-B-6〜1-B-10

座長：喜久田 利弘・小村 健

10：00～10：50

臨床統計と医事紛争
1-C-7〜1-C-11

座長：小宮 正道・嶋田 淳

10：00～10：50

粘膜疾患1
1-E-6〜1-E-10

座長：久保田 英朗・神部 芳則

11:00 11：00～12：00

教育講演1
Jiri Mestecky

座長：小宮山 一雄

12:00 12：00～13：00

ランチョンセミナー1
オカダ医材（株）
髙戸 毅

座長：米原 啓之

12：00～13：00

ランチョンセミナー2
メディカルユーアンドエイ（株）
外木 守雄・管野 貴浩
座長：森田 章介

12：00～13：00

ランチョンセミナー3
（株）モリタ
新井 嘉則

座長：本田 和也
13:00 13：00～13：30

総  会
13：30～14：00

受賞講演
座長：髙戸 毅

14:00 14：00～15：00
特別講演

「歴史の謎を推理して
みませんか」
上田 秀人

座長：小宮山 一雄
15:00 15：00～16：30

シンポジウム1
「⼝腔組織に由来する
幹細胞の医科への応⽤」
松崎 有未・山座 孝義・
手塚 建一・本田 雅規

座長：本田 雅規

15：00～15：40
悪性腫瘍3

1-B-11〜1-B-14
座長：岡本 哲治・柴田 敏之

15：00～15：40
⾻形成

1-C-12〜1-C-15
座長：上條 竜太郎・水谷 英樹

15：00～16：30

シンポジウム2
「早期⼝腔癌境界病変の
診断と⾮侵襲治療」
朔 敬・金子 忠良・
Chiang chun Pin・

秋元 治朗
座長：大木 秀郎

15：00～15：50

疫  学
1-E-11〜1-E-15

座長：梅田 正博・別所 和久

16:00 16：00～16：50

悪性腫瘍4
1-B-15〜1-B-19

座長：浅野 正岳・鵜沢 一弘

16：00～16：40
基礎的研究・実験

1-C-16〜1-C-19
座長：長塚 仁・由良 義明

16：00～16：50

良性腫瘍1
1-E-16〜1-E-20

座長：近藤 壽郎・豊澤 悟
16：40～17：10
粘膜疾患2 1-D-1〜1-D-3
座長：代田 達夫・前田 初彦

17:00 17：00～17：50

悪性腫瘍6
1-A-1〜1-A-5

座長：杉原 一正・山本 学

17：00～17：40
悪性腫瘍5

1-B-20〜1-B-23
座長：柴原 孝彦・浜川 裕之

17：00～17：40
臨床的研究

1-C-20〜1-C-23
座長：有地 榮一郎・森 悦秀

17：00～17：40
⼼⾝症

1-E-21〜1-E-24
座長：佐々木 朗・松井 義郞

17：20～18：00
粘膜疾患3
1-D-4〜1-D-7

座長：高木 律男・高田 隆18:00

18：30～20：30

公開講座
「お⼝からながいき 
ーめざせ健康⻑寿ー」
グラクソ・スミスクライン（株）・

サンスター（株）
東京都⻭科医師会後援
菊谷 武・新井 康通・

飯沼 利光

座長：広瀬 信義・小宮山 一雄

18：30～20：30

サテライト
セミナー1

「顎顔⾯⼿術⼿技
研究会」

18：30～20：30

サテライト
セミナー2

「より良い⼝唇⼝蓋裂
治療を考える会」

18：30～20：30

サテライト
セミナー3

「⼝腔顎顔⾯核医学
フォーラム」

18：30～20：30

サテライト
セミナー4

「⽇本レーザー⻭学会」

19:00

20:00
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5⽉8⽇（⽊） 第2⽇⽬
F会場

43階 「コメット」
G会場

42階 「富⼠」
I会場

42階 「⾼尾」
ポスター会場

4階 「花AB＋ホワイエ錦」
8：30～10:00 8:30

ポスター貼付

9:00

ポスター掲⽰

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

17：50～18：30

ポスター討論
18:00

18：30～20：30

サテライト
セミナー5

「⼝腔外科BNCT
研究会設⽴総会」

18：30～20：30

サテライト
セミナー6

「ピエゾサージェリー
研究会」

18：30～20：30

サテライト
セミナー7

「全国医学部附属病院
⻭科⼝腔外科科⻑

会議」

18：30～19：30

ポスター撤去
2⽇⽬ポスター貼付

19:00

20:00
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5⽉9⽇（⾦） 第3⽇⽬
A会場

5階 「エミネンス」
B会場

4階 「花C」
C会場

4階 「花D」
D会場

43階「スターライト」
E会場

43階「ムーンライト」
ポスター会場

4階
8:15 8：15～8:55

ポスター
討論

9:00 9：00～10：00

悪性腫瘍7
2-A-1〜2-A-6

座長：篠原 正徳・武川 寛樹

9：00～10：30

シンポジウム4
「睡眠医療に対する

⻭科の役割」
内山 真・千葉伸太郎・
濱田 傑・有坂 岳大

座長：外木 守雄・小林 正浩

9：00～9：50

良性腫瘍2
2-C-1〜2-C-5

座長：依田 哲也・又賀 泉

9：10～10：50
シンポジウム6
「⼝腔癌研究の
シーズを探す」
中城 公一・

Mohammad O. Hoque・
鵜澤 一弘・内田 大亮
座長：川又 均

9：00～9：50

再⽣医学1
2-E-1〜2-E-5

座長：安藤 智博・山口 朗

ポスター
掲⽰

10:00 10：00～10：30
指名報告

日比 英晴 座長：丹沢 秀樹

10：00～10：50

良性腫瘍3・嚢胞
2-Z-1, 2-C-6〜2-C-10
座長：大木 秀郎・田中 昭男

10：00～10：50

再⽣医学2
2-E-6〜2-E-10

座長：星 和人・本田 雅規
10：30～11：00

宿題報告
丹沢 秀樹 座長：森田 章介

11:00 11：00～12：00

教育講演2
藤島 昭

座長：小宮山 一雄

12:00 12：00～13：00

ランチョンセミナー4
富⼠ソフト（株）
平家 勇司
座長：髙戸 毅

12：00～13：00

ランチョンセミナー5
ブリストル・マイヤーズ（株）

横田 知哉
座長：藤内 祝

12：00～13：00

ランチョンセミナー6
ニプロ（株）

岸本 裕充・渡邊 裕
座長：大木 秀郎

12：00～13：00

ランチョンセミナー7
デピューシンセス・ジャパン

森 良之
座長：横尾 聡

13:00 13：00～14：30 13：00～13：50

感染症1
2-B-1〜2-B-5

座長：金子 明寛・前田 伸子

13：00～13：40
悪性腫瘍8

2-C-11〜2-C-14
座長：鄭 漢忠・光藤 健司

13：00～14：30 13：00～13：50

睡眠⻭学
2-E-11〜2-E-15

座長：外木 守雄・濱田 傑

シンポジウム3
「iPS細胞が拓く
未来への医療

⾻／軟⾻研究の進歩」
江草 宏・辻 孝・
大庭 伸介・星 和人
座長：髙戸 毅

ワークショップ３
「英語論⽂を書こう」

波多野 薫・
J. Patrick Barron・

白砂 兼光

座長：土持 眞

14:00 14：00～15：00

感染症2
2-B-6〜2-B-11

座長：朝比奈 泉・楠川 仁悟

14：00～14：50

悪性腫瘍9
2-C-15〜2-C-19
座長：横尾 聡・野口 誠

14：00～15：00

外  傷
2-E-16〜2-E-21

座長：飯野 光喜・濱田 良樹
14：30～15：30

特別企画
堀 裕行

座長：星 和人

15:00 15：00～15：50

感染症3
2-B-12〜2-B-16

座長：植野 高章・木村 博人

15：00～16：00

悪性腫瘍10
2-C-20〜2-C-25

座長：中城 公一・中村 誠司

15：00～15：40
周術期管理
2-D-1〜2-D-4

座長：栗田 浩・近津 大地

15：00～16：00

⾻髄炎1
2-E-22〜2-E-27

座長：高橋 喜久雄・山本 哲也
15：30～16：00

シンポジウム5
「⼝腔癌治療における

機能  
維持と周術期管理」
横尾 聡・大山 哲生・
藤原 久子・高橋 浩二
座長：米原 啓之

15：30～
17：30

ポスター
撤去

16:00 16：00～16：50

⾎液疾患
2-B-17〜2-B-21

座長：古森 孝英・長谷川 博雅

16：00～17：00

悪性腫瘍11
2-C-26〜2-C-31

座長：坂下 英明・森 良之

16：00～17：00

唾液腺疾患
2-D-5〜2-D-10

座長：北川 善政・阪井 丘芳

16：00～16：30
⾻髄炎2 2-E-28〜2-E-30
座長：里村 一人・杉山 芳樹

17:00

17：10 優秀発表賞授与式
17：20 閉会式

18:00

19:00

20:00


