
発表者・座長一覧（敬称略）

A-Z
Alexandra	Athanasiou	Tsigarida	 IO-04
Alshargabi	Rehab	 O-11
Asmita	Dawadi	 IO-02
Basnyat	KC	Smriti	 P-43
Denis	F.	Kinane	 特別講演Ⅰ
Eiji	Ichimaru	 IO-07
George	H.	Papantonopoulos	 特別講演Ⅱ
Jungwon	Lee	 IO-03
Pandey	Nashib	 P-44
Sarita	Giri	 P-27
Subba	Mahima	 P-34
Thapa	Victory	 P-45
Tsuyoshi	Shimohira	 IO-08
Ya-Hsin	Wu	 IO-06
Ying	An	 IO-01
Yuan	Hang	 IO-05

あ
相葉　望美	 HP-04
青木　章	 シンポジウムⅠ，	

認定医・専門医教育講演
阿部　真弓	 P-11
天野　敦雄	 歯科衛生士特別講演（スイー

ツセミナー）
荒木　美穂	 歯科衛生士シンポジウム，

O-17

い
飯島　孝典	 DP-15
猪狩　寛晶	 シンポジウムⅡ
池上　久仁子	 P-33
池田　雅彦	 シンポジウムⅡ
石川　聡	 O-16
石川　知弘	 シンポジウムⅢ

稲垣　みずき	 P-15
井上　裕子	 歯科衛生士シンポジウム
猪子　光晴	 O-18
今村　琢也	 DP-27
岩田　健太郎	 教育講演Ⅲ
岩田　隆紀	 O-07～O-08
岩田　倫幸	 O-07

う
上田　隼也	 O-15
宇佐見　啓治	 市民公開講座
内川　宗敏	 DP-12
梅田　誠	 O-23～O-24

え
江頭　健二	 P-13
江崎　禎英	 教育講演Ⅱ
衛藤　雅昭	 市民公開講座

お
應原　一久	 学会学術賞受賞記念講演
大家　研二	 DP-48
大島　光宏	 シンポジウムⅠ，	

市民公開講座
大城　暁子	 歯科衛生士シンポジウム
大槻　昌幸	 ランチョンセミナーⅤ
大藤　拓生	 P-19
大森　一弘	 DP-46
岡崎　加奈	 DP-21
岡田　たまみ	 DP-19
小方　頼昌	 シンポジウムⅢ
岡本　浩明	 P-06
尾﨑　悠	 P-17

か
片山　明彦	 O-19
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桂木　康弘	 歯科衛生士特別講演（スイー
ツセミナー）

嘉藤　弘仁	 DP-24
金子　高士	 歯科衛生士シンポジウム
上中　晴貴	 DP-33
神谷　洋介	 P-24
鴨井　久博	 ランチョンセミナーⅣ
河田　絢子	 P-40
川村　浩樹	 DP-41
神田　善姫	 DP-16

き
北見　瑛一	 DP-23
木戸　理恵	 P-12
木下　淳博	 HO-01～HO-02
木村　英隆	 シンポジウムⅢ

く
窪田　裕一	 DP-26
窪田　道男	 DP-31
倉橋　絢子	 P-02
栗林　拓也	 DP-22

こ
小池　亮	 P-26
上妻　和幸	 シンポジウムⅡ
小飼　英紀	 DP-51
小林　梨江	 HP-02
五味　一博	 倫理委員会企画講演，	

ランチョンセミナーⅢ
小柳　圭代	 O-03

さ
斎田　寛之	 シンポジウムⅡ
齋藤　朗	 シンポジウムⅠ
齋藤　淳	 ブランチセミナー
齊藤　仁志	 O-13
坂井　雅子	 歯科衛生士教育講演
坂上　竜資	 O-12～O-13

佐久間　隆章	 シンポジウムⅡ
佐光　秀文	 P-14
佐々木　知津	 HO-01
佐藤　瞭子	 O-08
佐藤　秀一	 O-19～O-20
佐藤　聡	 O-14～O-15
佐藤　哲夫	 P-05
佐藤　治美	 P-41
佐藤　昌美	 HP-05
佐藤　ゆかり	 HP-10
佐藤　柚香里	 P-22
佐藤　由美	 HO-02
佐藤　令	 P-25
佐野　哲也	 DP-40

し
柴戸　和夏穂	 DP-39
首藤　明日香	 DP-34
庄司　恵	 P-36
白方　良典	 IO-05～IO-08
白川　哲	 DP-01
新城　尊徳	 O-01

す
菅　毅典	 P-03
杉原　俊太郎	 DP-17
杉山　豊	 DP-25
須藤　嵩文	 P-31

た
高井　英樹	 P-46
高柴　正悟	 教育講演Ⅰ
高橋　慶壮	 特別講演Ⅰ，シンポジウムⅢ
滝川　雅之	 歯科衛生士教育講演
武井　典子	 ブランチセミナー
田島　聖士	 O-12
田中　真喜	 シンポジウムⅡ
田淵　和	 P-18
多部田　康一	 O-21～O-22，DP-10
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ち
張　井玉	 P-16

つ
土屋　和子	 ランチョンセミナーⅡ
都築　里帆	 HP-06
坪﨑　健斗	 P-39
津守　紀昌	 DP-29

と
富樫　裕一郎	 DP-30
冨田　貴和子	 O-06
鳥巣　康行	 DP-11

な
永井　省二	 DP-50
永田　肇	 DP-08
永田　光	 DP-38
中根　咲	 P-04
長野　孝俊	 若手研究者の集い
永原　隆吉	 DP-35
中村　彩乃	 P-09
中山　洋平	 P-01，若手研究者の集い
夏堀　壮一郎	 O-20

に
西川　有彩	 O-05
西村　英紀	 教育講演Ⅲ
丹羽　堯彦	 DP-04

ぬ
額賀　潤	 DP-03
沼田　綾子	 HP-01

の
野中　由香莉	 DP-05

は
蓮池　聡	 シンポジウムⅢ
長谷川　嘉昭	 ランチョンセミナーⅥ
畑中　加珠	 P-32
馬場　優	 シンポジウムⅢ
濱崎　あゆみ	 HP-07
濵田　義三	 DP-09
早川　裕記	 DP-45
林﨑　良英	 教育講演Ⅰ
林　尚史	 DP-49
林　大翔	 O-02

ひ
日吉　巧	 O-23
平山　富興	 シンポジウムⅡ
廣島　佑香	 P-30

ふ
深田　明美	 HP-11
福田　耕司	 DP-02
福原　俊一	 倫理委員会企画講演
藤井　利哉	 P-29
藤田　愛弓	 P-20
藤本　徹生	 DP-18
古市　保志	 特別講演Ⅱ，IO-01～IO-04

ほ
堀江　真史	 シンポジウムⅠ，教育講演Ⅰ

ま
増田　勝実	 DP-20
松尾　一朗	 O-22
松岸　葵	 O-24
松崎　達哉	 P-35
松田　光正	 DP-37
間中　総一郎	 P-47
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み
三代　紗季	 O-04
三谷　章雄	 O-09～O-10
宮崎　晶子	 P-37
宮下　達郎	 DP-28
宮下　幸大	 P-08
宮下　陽子	 DP-47
宮島　恒一	 DP-43
宮田　敦	 DP-44

む
村岡　宜明	 教育講演Ⅱ
村上　慶	 DP-42
村上　伸也	 教育講演Ⅱ
村上　侑	 P-10

も
百瀬　恵美	 HP-08

や
八木　元彦	 DP-36
柳田　学	 DP-06
山内　恒人	 シンポジウムⅠ
八巻　恵子	 DP-14
山口　義	 P-42
山口　博康	 若手研究者の集い
山口　洋子	 シンポジウムⅠ
山崎　和久	 O-11
山崎　恭子	 O-10
山崎　英彦	 DP-32
山﨑　幹子	 O-14
山下　萌	 P-28
山下　恭徳	 P-38
山田　聡	 学会学術賞受賞記念講演，	

ランチョンセミナーⅣ
山本　幸司	 DP-07
山本　松男	 認定医・専門医教育講演，

O-03～O-04

山本　やすよ	 HP-03
山本　裕子	 HP-09

ゆ
湯本　浩通	 O-01～O-02

よ
横江　将	 P-23
吉田　佳世	 O-21
吉永　泰周	 P-07
吉成　伸夫	 O-16～O-18
吉野　敏明	 ランチョンセミナーⅠ
吉村　篤利	 O-05～O-06

る
阮　亜茹	 P-21

わ
若松　尚吾	 DP-13
渡辺　典久	 O-09
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