
発表者・座長一覧（敬称略）

A-Z
Cristiano	Tomasi	 	 特別講演Ⅱ
Eun-Young	Kwon	 	 P-54
Hee-young	Choi	 	 P-53
Jae	Mok	Lee	 	 P-55
Ki-Tae	Koo	 	 P-56
Mun-young	Lee	 	 P-57
Sarita	Giri	 	 P-19
Urangoo	Sugarbaatar	 P-30
Yoojin	Hong	 	 P-58
Yoonseob	Lee	 	 P-59
Young	Ku	 	 	韓国歯周病学会

（KAP）招待講演
Young-Joon	Kim	 	 P-52

あ
青木　仁	 DP-20
青山　典生	 DP-37
赤澤　惠子	 DP-56
有水　智香	 HO-02
安藤　和成	 DP-49

い
五十嵐　寛子	 P-13
石井　春生	 P-22
石田　房子	 HP-07
一柳　幸廣	 DP-01
稲垣　伸彦	 DP-51
稲垣　みずき	 P-12
今井　一貴	 O-09
今藤　隆智	 P-29
今村　健太郎	 DP-50
岩切　美奈	 ランチョンセミナーⅤ
岩崎　由美	 DP-17
岩田　隆紀	 シンポジウムⅡ，O-11～O-13

岩本　敏昌	 DP-41

う
臼井　通彦	 市民公開講座，	

ランチョンセミナーⅢ

え
榮樂　菜保子	 P-28
榎本　紀子	 歯科衛生士シンポジウム
江部　由佳梨	 HP-14
江村　有紀	 HP-05
遠藤　恵里	 DP-18

お
大杉　勇人	 SYIA口演（ランチョンセミナー）
太田　広宣	 DP-05
大塚　健司	 DP-61
大月　基弘	 ハンズオンセミナーⅡ
大野　純一	 教育講演Ⅰ
大林　京子	 P-48
大村　祐進	 DP-02
大渡　凡人	 シンポジウムⅠ
小方　頼昌	 シンポジウムⅡ
奥積　祐太	 DP-29
尾崎　幸生	 O-14
小野　晋太郎	 O-02
小野　智弘	 DP-08

か
角舘　直樹	 倫理委員会企画講演
景山　正登	 DP-36
加地　京香	 HP-11
柏木　陽一郎	 DP-03
加藤　直美	 O-25
加藤　麻友	 SYIA口演（ランチョンセミナー）
金井　信雄	 シンポジウムⅡ
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金森　行泰	 DP-68
金子　創	 DP-67
亀田　麻未	 HP-06
鴨井　久一	 ランチョンセミナーⅤ
河合　治	 DP-54
川崎　輝子	 DP-32
川野　彩子	 HP-04

き
木暮　隆司	 DP-15
北川原　聡	 DP-48
北村　友里恵	 SYIA口演（ランチョンセミナー）
木下　淳博	 歯科衛生士シンポジウム
木下　昌毅	 O-16

く
楠　侑香子	 DP-70
汲田　剛	 DP-38
倉光　祥平	 P-10
栗原　英見	 教育講演Ⅱ

こ
小出　容子	 DP-40
小北　一成	 DP-07
後藤　亮真	 O-13
小渕　健二朗	 O-03
小松　智成	 DP-19
小松　康高	 DP-45
小柳　達郎	 DP-52

さ
齋藤　淳	 O-04～O-06
齊藤　仁志	 O-23
細波　由里	 HP-03
坂井田　京佑	 P-41
坂上　竜資	 シンポジウムⅢ，	

歯科衛生士教育講演
坂口　和歌子	 P-23

笹田　雄也	 ランチョンセミナーⅣ，
DP-65

佐藤　秀一	 倫理委員会企画講演
佐藤　博久	 DP-22
佐藤　由美	 HO-01
佐野　哲也	 DP-13
澤田　憲孝	 O-19

し
塩見　慧	 P-05
重谷　寧子	 DP-11
柴戸　和夏穂	 DP-64
志摩　沙耶佳	 HP-08
自見　英治郎	 特別講演Ⅰ
清水　宏康	 シンポジウムⅢ
清水　雄太	 P-04
清水　豊	 P-51
新城　尊徳	 O-18

す
鈴木　麻美	 P-40

せ
関野　愉	 P-45

た
高井　英樹	 P-08
高井　瑞穂	 P-15
高尾　康祐	 DP-63
高柴　正悟	 地域活動賞受賞講演，	

SYIA口演（ランチョンセミナー），
O-07～O-10

髙瀬　雅大	 P-44
高橋　慶壮	 認定医・専門医教育講演
田ヶ原　昭弘	 DP-69
高見澤　圭	 O-26
武井　宣暁	 DP-59
竹内　友規	 P-09
竹立　匡秀	 シンポジウムⅡ
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竹谷　佳将	 O-01
竹松　未紗	 HP-13
田中　慧介	 P-16
谷口　陽一	 DP-60
田淵　和	 P-31
多部田　康一	 O-01～O-03
田村　仁美	 DP-57

ち
千葉　学	 DP-44
鎮守　信弘	 P-47

つ
築山　鉄平	 シンポジウムⅢ
土岡　弘明	 ハンズオンセミナーⅠ
都野　隆博	 O-06
坪川　正樹	 O-22
鶴屋　祐人	 P-03

て
出分　菜々衣	 P-38

と
唐木　俊英	 DP-27
東郷　夕起子	 HP-10
富田　真仁	 DP-12
豊福　つくし	 HP-09

な
長澤　雄宇	 DP-31
中島　啓介	 教育講演Ⅰ，市民公開講座
永島　百合	 P-07
中田　貴也	 DP-34
長谷　由紀子	 HP-01
中野　宏俊	 DP-71
永原　隆吉	 DP-09
中村　幹	 DP-14
中家　麻里	 DP-25
那須　真奈	 DP-26

に
西谷　佳浩	 ランチョンセミナーⅥ
西村　英紀	 特別講演Ⅰ

の
野口　和行	 O-14～O-16
野田　一樹	 DP-39
能田　佳祐	 P-18
野中　康平	 P-11
野原　康平	 O-15
野村　正子	 歯科衛生士教育講演

は
芳賀　剛	 DP-58
畑野　紗希	 O-07
林　惠子	 DP-06
林　大翔	 O-17

ひ
日髙　敏郎	 DP-23
日野　泰志	 DP-21
平井　杏奈	 P-06
平野　絵美	 P-36
平野　恵実	 P-43
廣島　佑香	 P-39
廣瀬　泰之	 DP-72
廣松　亮	 P-35

ふ
深澤　俊也	 P-20
福家　教子	 DP-10
藤井　航	 シンポジウムⅠ
藤谷　崇人	 O-24
藤村　千恵	 HP-12
船越　栄次	 シンポジウムⅢ
降籏　友和	 O-11
古市　保志	 特別講演Ⅱ
古玉　大祐	 O-20
古畑　光昭	 P-25
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ほ
星　旦二	 歯科衛生士シンポジウム

ま
牧草　一人	 DP-66
松尾　一朗	 O-04
松尾　浩一郎	 シンポジウムⅠ
松田　一成	 P-17
松田　真司	 DP-43
松原　成年	 DP-33
松本　修治	 O-21
眞弓　佳代子	 P-32

み
三浦　真由美	 DP-62
水上　哲也	 ランチョンセミナーⅠ
三谷　章雄	 O-24～O-26
宮田　昌和	 DP-53

む
向坊　太郎	 ランチョンセミナーⅡ
村岡　宏祐	 P-46
村上　伸也	 韓国歯周病学会（KAP）	

招待講演，教育講演Ⅱ
村山　智子	 HP-02

め
目澤　優	 P-01

も
茂木　美保	 HO-01～HO-02
森川　暁	 DP-55
森本　康仁	 P-26

や
八木　寛子	 P-14
八島　章博	 DP-46
安松　香奈江	 P-42

柳瀨　舜佑	 P-37
山口　亜利彩	 P-02
山口　義	 O-28
山口　洋子	 O-08
山口　竜亮	 P-49
山崎　和久	 O-17～O-20
山崎　恭子	 P-21
山﨑　厚作	 DP-30
山崎　太士	 DP-24
山﨑　幹子	 O-27
山下　良太	 DP-42
山本　直史	 DP-47
山本　松男	 O-21～O-23
湯浅　慶一郎	 DP-16

よ
横田　悟	 DP-04
横田　誠	 P-50
横沼　久美子	 HP-15
吉田　茂	 DP-35
吉田　航	 P-27
吉永　泰周	 ランチョンセミナーⅠ，P-33
吉成　伸夫	 シンポジウムⅠ，	

認定医・専門医教育講演
吉野　祥一	 P-34
吉村　篤利	 O-27～O-29
吉村　理恵	 DP-28
四本　かれん	 O-10

ら
阮　亜茹	 O-12

り
笠　孝成	 P-24

わ
若林　健史	 スイーツセミナー
脇田　有貴	 O-29
渡辺　典久	 O-05
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