
発表者・座長一覧（敬称略）

A-Z
Rehab Alshargabi P-058
Dali Liu 国際シンポジウム
Gernot Wimmer 国際シンポジウム
Gregory J. Seymour 特別講演II
Jeong-Ho Yun P-086
Jungtae Lee P-087
Nay Aung P-031
Seong-Ho Choi 国際シンポジウム
SM Ziauddin P-032
Steven R. Daniel 国際シンポジウム
Thomas E. Van Dyke 特別講演II
Van Sa Nguyen P-038
Yong Yoon P-060
Young Ku 国際シンポジウム

あ
青木　章 シンポジウムⅥ
青山　典生 P-020
芥川　桂一 P-009
天野　敦雄 シンポジウムⅠ， 

ランチョンセミナー6
雨宮　花 DP-20
雨宮　美和 DP-18
荒川　浩久 ランチョンセミナー10
有賀　庸泰 DP-57

い
飯島　由羅 P-025
池上　久仁子 P-074
池田　恵莉 Sunstar Young Investigator 

Award口演
池谷　真 シンポジウムⅥ
伊澤　淳 ランチョンセミナー1
石井　春生 P-043

石井　マイケル大宜 DP-12
石黒　一美 P-094
石田　直之 DP-40
和泉　雄一 医科歯科連携シンポジウム4，

ランチョンセミナー8
一山　智 ランチョンセミナー7
伊藤　文 DP-14
伊藤　弘 P-002
伊東　昌洋 P-034
稲垣　暢也 医科歯科連携シンポジウム4
稲垣　裕司 DP-47
稲葉　啓太郎 P-028
井上　孝 シンポジウムⅤ
今荘　雅秀 DP-60
今村　聡 60周年記念講演
岩井　泰伸 P-050
岩﨑　和人 DP-17
岩野　義弘 DP-15

う
呉　亜欣 P-067
上田　順子 HP-26
植村　美穂 HP-16
鵜飼　孝 シンポジウムⅢ
内田　雄士 DP-49
浦川　李花 P-033

お
大江　丙午 DP-25
大毛　宏喜 医科歯科連携シンポジウム3
大島　光宏 シンポジウムⅢ
大津　杏理 P-010
大西　英知 DP-42
大野　祐 P-049
大野　博司 医科歯科連携シンポジウム3
大森　一弘 DP-55
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大八木　孝昌 DP-48
小方　頼昌 シンポジウムⅤ，京都宣言
小川　順 特別講演I
小川　侑子 HP-02
沖野　成美 HP-11
音琴　淳一 シンポジウムⅡ
鬼塚　理 Sunstar Young Investigator 

Award口演
小野　裕貴 DP-46
小原　彩加 HP-06
小原　啓子 歯科衛生士スイーツセミナー

か
景山　正登 DP-02
加治屋　幹人 シンポジウムⅥ
片桐　さやか 医科歯科連携シンポジウム2
勝沼　隆之 DP-01
葛城　啓彰 P-008
加藤　彩子 DP-08
加藤　智崇 P-099
加藤　万理 HP-30
上稲葉　隆 DP-07
川井　千恵子 HP-24
川西　章 DP-16
川本　亜紀 HP-28
菅　晴香 HP-09
甘　博文 P-026
神田　大史 DP-21

き
北野　香 HP-19
北村　景子 HP-29
北村　正博 ランチョンセミナー2
木戸　淳一 シンポジウムⅠ
衣松　高志 P-036
木下　淳博 ランチョンセミナー3

く
窪田　道男 DP-51

久保田　義隆 DP-37
熊谷　佑子 HP-22
倉治　竜太郎 P-098
栗原　英見 60周年記念講演， 

国際シンポジウム，京都宣言
呉　圭哲 P-065
黒木　慎太郎 P-071

こ
光野　史彦 DP-22
小園　知佳 HP-08
小玉　治樹 P-092
小林　明子 ランチョンセミナー2
小林　哲夫 医科歯科連携シンポジウム2
小渕　健二朗 P-027
駒崎　利奈 Sunstar Young Investigator 

Award口演
小松　奈央 Sunstar Young Investigator 

Award口演
小松澤　均 歯科衛生士ベーシックセミナー
五味　一博 シンポジウムⅥ

さ
齋藤　淳 国際シンポジウム
齋藤　弘毅 DP-03
坂上　竜資 シンポジウムⅡ， 

歯科衛生士スイーツセミナー
坂本　渉 P-091
坂本　真一 P-014
阪本　貴司 P-003
佐故　竜介 DP-39
佐々木　慎也 P-080
笹田　雄也 ランチョンセミナー9
笹部　奈津季 P-005
笹生　宗賢 DP-61
里　直行 シンポジウムⅣ
佐藤　聡 医科歯科連携シンポジウム1
佐藤　武則 P-041
佐藤　陽子 P-029
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眞田　大樹 P-064

し
椎葉　茂樹 60周年記念講演
塩路　昌吾 DP-53
四方　賢一 医科歯科連携シンポジウム4
四釜　洋介 P-053
設楽　沙月 P-070
篠原　啓之 P-023
柴崎　顕一郎 ランチョンセミナー4
清水　健司 P-061
清水　里香 HP-20
白井　義英 DP-50
白川　哲 P-095
申　基喆 シンポジウムⅤ

す
菅野　真莉加 DP-04
杉田　典子 P-063
杉山　香織 HP-25
鈴木　麻美 P-019
鈴木　一成 DP-09
鈴木　淳一 医科歯科連携シンポジウム1，

ランチョンセミナー1
鈴木　伸太 P-004
鈴木　幹子 P-093
鈴川　雅彦 ランチョンセミナー11
須田　玲子 P-096
須藤　毅顕 P-006
住友　雅人 60周年記念講演

せ
勢島　典 P-088

た
田井　康寛 P-015
高井　英樹 DP-26
高石　佳知 P-024

高柴　正悟 特別講演II，シンポジウムⅠ，
Sunstar Young Investigator 
Award口演

髙田　鮎子 P-068
高野　愛子 P-069
高野　琢也 DP-41
高橋　慶壮 シンポジウムⅤ
瀧野　裕行 シンポジウムⅥ
武井　典子 歯科衛生士プログラム
竹市　幸代 P-021
武内　崇博 P-079，DP-43
五十嵐（武内）　寛子 P-054
武田　恵理 HP-03
竹田　博文 DP-63
竹谷　佳将 P-075
竹之内　大助 DP-38
竹之内　優花 DP-34
竹脇　学 P-081
多田　浩之 P-055
田中　吏絵 HP-10
田内　明彦 DP-10
玉野　美樹 HP-12
田村　宗明 P-030

ち
車　玉蘭 P-056
千神　八重子 HP-05

つ
續橋　治 P-040

と
戸熊　真永美 HP-23
徳丸　操 HP-14
戸田　花奈子 HP-04
戸田　雅人 ランチョンセミナー12，

P-062
遠山　歳三 P-066
虎谷　斉子 P-048
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な
中川　泰 DP-29
中島　貴子 医科歯科連携シンポジウム1
長嶋　智美 HP-17
中田　光太郎 ランチョンセミナー5
永田　俊彦 医科歯科連携シンポジウム4
永田　鈴佳 HP-07
長谷　由紀子 HP-13
仲野　和彦 医科歯科連携シンポジウム3
中原　綾香 HP-15
永原　隆吉 DP-05
中村　紫野 Sunstar Young Investigator 

Award口演
中村　心 DP-28
中村　太志 DP-62
中村　貴則 DP-52
中山　洋平 DP-13
浪花　真子 P-007

に
二階堂　雅彦 シンポジウムⅡ
西　裕美 歯科衛生士プログラム
西原　廸彦 ランチョンセミナー11
西村　英紀 医科歯科連携シンポジウム4，

ランチョンセミナー7

ぬ
沼部　幸博 シンポジウムⅠ

の
野口　和行 医科歯科連携シンポジウム3
野田　和也 P-077
能田　佳祐 P-051
野村　正子 歯科衛生士ベーシックセミナー

は
橋本　万里 DP-06
橋本　求 医科歯科連携シンポジウム2

橋本　悠平 DP-23
蓮池　聡 DP-24
長谷川　直美 P-082
長谷川　桃 HP-27
濱崎　由衣 HP-18
濵本　結太 P-011
林　義典 DP-33
原　宣興 シンポジウムⅢ

ひ
東　克章 シンポジウムⅡ
東川　久代 HP-01
樋口　拓哉 P-044
日髙　恒輝 P-078
平木　大地 P-018
廣瀬　哲之 DP-58

ふ
蕗田　康平 P-097
福井　誠 P-001
福田　隆男 DP-19
福場　駿介 P-084
古市　保志 国際シンポジウム
古玉　大祐 P-016
古屋　早映美 HP-21

ほ
細川　義隆 P-047
堀　憲郎 60周年記念講演
堀口　智史 P-089
本城　賢一 P-085

ま
枡本　梨沙 P-073
松岡　隆史 P-039
松下　健二 シンポジウムⅣ
松永　一幸 P-045
松本　光生 P-013
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み
三木　康史 P-046
水野　智仁 シンポジウムⅢ
三谷　章雄 シンポジウムⅡ
三辺　正人 シンポジウムⅠ
宮内　睦美 医科歯科連携シンポジウム1
宮尾　益佳 DP-11
宮坂　尚幸 医科歯科連携シンポジウム2
宮崎　元志 DP-56
宮澤　進 P-100
宮沢　春菜 P-035
宮田　敦 DP-36

む
向中野　浩 DP-54
宗永　修一 P-012
村井　治 DP-44
村上　和彦 DP-59
村上　伸也 シンポジウムⅥ， 

ランチョンセミナー4， 
ランチョンセミナー8

室田　和成 P-022

め
目澤　優 P-059

も
茂木　美保 歯科衛生士プログラム
桃谷　勇太朗 P-072
森田　学 ランチョンセミナー12
諸岡　朋子 DP-35
諸星　裕夫 ランチョンセミナー10
文字山　穂瑞 シンポジウムⅣ

や
八木　寛子 P-076
八木　元彦 DP-30
安田　久理人 P-090

山口　依里香 P-101
山崎　和久 特別講演I， 

医科歯科連携シンポジウム3
山﨑　厚作 DP-27
山崎　瑞穂 P-052
山田　聡 シンポジウムⅢ
山中　克之 P-083
山之内　文彦 DP-31
山脇　勲 P-037
山脇　健史 DP-64

よ
吉江　弘正 医科歯科連携シンポジウム2
吉永　泰周 DP-32
吉成　伸夫 シンポジウムⅣ
米田　正人 医科歯科連携シンポジウム1
米山　武義 歯科衛生士プログラム

わ
渡辺　清子 P-042
渡辺　智良 DP-45
渡辺　典久 P-017
渡邉　裕 シンポジウムⅣ
王　祝愉 P-057
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