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A-Z
Gunnar�Dahlén� 特別講演Ⅱ
Jeong-Ho�Yun� P-33
Joo�Hyun�Kang� P-34
Kiyoung�Cho� 韓国歯周病学会代表講演
Niklaus�P.�Lang� 特別講演Ⅲ
Yoo-Kyung�Sun� P-35
Young-Taek�Kim� P-36

ア
青木　栄人� SYIA-02
浅岡　実希子� HP-02
阿部　英貴� DP-48
新井　伸治� DP-42
有島　直子� DP-45

イ
飯間　理沙� HP-10
池上　久仁子� SYIA-04
池田　千鶴� HP-01
石井　マイケル　大宜� O-10
石井　善仁� P-25
石黒　幸枝� 歯科衛生士シンポジウム
石塚　良介� DP-35
泉　聡史� O-14
和泉　雄一� 韓国歯周病学会代表講演，�

特別講演Ⅲ，�
日本歯科医学会会長講演

泉川　彩� HP-13
伊東　孝� P-40
伊藤　弘� P-65，�

歯科衛生士シンポジウム
井上　将樹� O-23
色川　大輔� P-27
岩井　泰伸� P-09
岩田　倫幸� O-19

発表者・座長一覧（敬称略）

岩田　光弘� DP-17

ウ
上島　文江� HP-14
上原　直� O-25
植原　俊雄� DP-12
内海　大輔� DP-05

エ
江部　由佳梨� P-29
江俣　壮一� DP-39

オ
大越　章吾� 市民公開講座
大城　希美子� P-60
太田　淳也� DP-03
大谷　裕亮� DP-38
大塚　源� P-46
大野　祐� O-07
大野　純一� ランチョンセミナー 6
大場　拓馬� P-26
大森　一弘� P-53
大八木　孝昌� DP-30
大山　勤� P-50
小方　頼昌� O-04～O-06
岡信　愛� O-18
小川　智久� P-61
奥原　優美� DP-24
尾崎　幸生� P-10
小野　彌� O-06

カ
柿﨑　翔� P-02
加藤　幸紀� P-58
加藤　智崇� P-56
金子　輝子� HP-08
鴨井　久博� ランチョンセミナー 5
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清水　豊� DP-29
肖　滨璐� P-23
白井　義英� DP-09
白方　良典� O-04
申　基喆� ランチョンセミナー 1 ，

シンポジウムⅡ
進藤　智� O-13

ス
鈴木　麻美� P-48
鈴木　佳奈� HP-05
鈴木　啓太� P-16
鈴木　健太� P-15
鈴木　崇夫� DP-06
鈴木　琢磨� DP-22
鈴木　達郎� P-22
住友　雅人� 日本歯科医学会会長講演

セ
関　啓介� P-04
関野　愉� P-44

タ
高井　英樹� P-30
高柴　正悟� シンポジウムⅠ
高橋　慶壮� O-21～O-23
高橋　直紀� P-20
田口　洋一郎� DP-01
田中　彰� シンポジウムⅠ
田中　麗� O-11
谷口　崇拓� DP-32
田幡　元� DP-34
田村　宗明� P-52

チ
近澤　貴士� ランチョンセミナー 2

ツ
築根　直哉� P-18
津島　賢一朗� O-16

川上　まり子� DP-18
川村　弘� P-43
川本　亜紀� P-57
川本　康平� O-03

キ
菊谷　武� 歯科衛生士シンポジウム
北村　信隆� DP-41

ク
工藤　求� DP-44
窪田　道男� DP-15
倉治　竜太郎� O-09
栗原　英見� 特別講演Ⅱ

コ
小園　知佳� HP-07
小玉　治樹� O-21
後藤　久嗣� SYIA-01
小林　哲夫� O-15
小林　友幸� O-22
小堀　瑛一� O-27
近藤　貴之� DP-14

サ
斎田　寛之� DP-20
齋藤　淳� O-07～O-09
坂上　竜資� 認定医・専門医教育講演
阪下　裕美� O-17
向坂　幸彦� SYIA-05
佐々木　慎也� P-24
佐藤　秀一� O-01～O-03
佐藤　聡� 特別講演Ⅰ，�

市民公開講座
佐藤　匠� P-59
佐野　朋美� O-20

シ
塩山　秀裕� DP-46
清水　太郎� DP-47
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長谷川　昌輝� DP-10
長谷川　満男� DP-43
林　丈一朗� シンポジウムⅡ
原　宜興� O-24，O-25
半田　慶介� O-02
板東　美香� P-11

ヒ
久野　彰子� 歯科衛生士教育講演
日髙　弘一� P-54
廣島　佑香� P-13

フ
福田　瑛理香� HP-04
藤田　美也子� O-08
藤友　崇� O-26
渕上　祐子� HP-09
古市　保志� 倫理委員会企画講演

マ
牧草　一人� DP-40
町頭　三保� P-03
松浦　孝典� P-64
松岡　順治� シンポジウムⅠ
松木　裕� DP-19
松﨑　英津子� DP-33
松島　友二� P-42
松村　侑� P-63
松本　光生� P-05
松本　崇嗣� HP-06
丸山　起一� O-05
丸山　顕太郎� P-45
丸山　昂介� P-38

ミ
三上　格� ランチョンセミナー 4
水野　智仁� P-19
溝部　健一� DP-16
三谷　章雄� O-10～O-12
三辺　正人� O-26，O-27

辻　哲夫� 特別講演Ⅰ
土岡　弘明� DP-11
坪井　綾香� DP-26
坪川　正樹� O-24

テ
寺嶋　宏曜� DP-02
寺西　香織� HO-02

ト
徳永　哲彦� DP-21
外山　淳史� P-37

ナ
中島　啓介� 認定医・専門医教育講演
中田　貴也� P-08
中田　光� 倫理委員会企画講演
永田　英樹� ランチョンセミナー 7
永田　瑞� SYIA-03
中村　太志� DP-31
永森　太一� DP-25
中谷　清吾� P-62
中山　洋平� P-66

ニ
西村　英紀� O-13～O-15

ネ
根本　千聖� HP-12

ノ
野口　和行� O-19，O-20，P-01
野崎　剛徳� P-49
野中　由香莉� P-07
野村　正子� 歯科衛生士教育講演

ハ
萩尾　佳那子� P-14
長谷川　直美� P-41
長谷川　博� P-28
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米澤　大輔� P-55
米山　久美子� 歯科衛生士シンポジウム

ワ
若林　健史� シンポジウムⅡ
渡邉　文彦� シンポジウムⅡ
渡辺　禎之� DP-13

美原　智恵� DP-23
宮崎　晶子� HO-01
宮田　さほり� P-06

ム
向井　景祐� P-31
村井　治� DP-27
村内　利光� DP-37
村上　伸也� ランチョンセミナー 2
村田　比呂司� スイーツセミナー
村田　雅史� DP-28

メ
目澤　優� O-01

モ
森本　佳伸� P-39
両⻆　俊哉� DP-08
両⻆　祐子� シンポジウムⅠ，�

市民公開講座

ヤ
八木　元彦� DP-04
安田　久理人� P-32
山内　伸浩� P-17
山口　博之� P-21
山崎　和久� O-16～O-18
山﨑　厚作� P-47
山﨑　瑞穂� P-12
山﨑　梨恵� HP-03
山下　素史� ランチョンセミナー 3
山田　潔� DP-36
山田　実生� O-12
山宮　かの子� DP-07
山本　麗子� HP-11

ヨ
吉江　弘正� SYIA-01～ SYIA-05
吉成　伸夫� HO-01，HO-02
吉峰　正彌� P-51
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