
※ 2022 年 11 月 30 日現在（順不同、敬称略）。演者は変更になる場合があります。国内の演者については、順次発表します。

【期　日】 2023年 9 月29日（金）～10月 1 日（日）
【会　場】 パシフィコ横浜

【併　催】 World Young Dental Innovators' Meeting 2023
第 9 回 ワールドデンタルショー2023

No Dentistry，No Wellness !
継承と革新から創造する歯科の未来

大会テーマ

1st Circular

Alessandro Agnini Andrea Agnini Wael Att Gustavo Avila-Ortiz Markus B. Blatz Naoki HayashiVictor Clavijo Glécio Vaz de Campos Vincent FehmerKarim Dada

Mario Imburgia Diane Millar Seiko Min Ravindra NandaSérgio Kahn Stefen KoubiGuillaume Jouanny Christopher Köttgen Tomas Linkevičius Nazariy Mykhaylyuk

Andreas Nolte Léon Pariente Jose Manuel Reuss Domenico Ricucci

Paul Sipos

Isabella Rocchietta Joe Iwanaga Todd SchoenbaumIrena Sailer Werner Schupp

Sandra Tai Istvan Urban Eric Van Dooren Débora R. Vilaboa Aki Yoshida Otto Zuhr

Richard D. Roblee

後援：公益社団法人 日本歯科医師会／公益社団法人 日本歯科技工士会／公益社団法人 日本歯科衛生士会
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演者＆座長

相田　潤 相宮秀俊 青井良太 青木　章 青木健治 青島徹児 赤坂政彦 渥美克幸 阿部仁子 阿部伸一

天川由美子 天野敦雄 甘利佳之 鮎川保則 新井聖範 荒井昌海 安斉昌照 安藤彰啓 安藤壮吾 安東俊夫 飯田真也 飯田吉郎

五十嵐　智 五十嵐尚美 五十嵐　一 池上龍朗 石井彰夫 石川知弘 石川　亮 石谷徳人 石原美樹 石三晃一 泉　英之 和泉雄一

伊藤　中 伊藤雄策 伊藤竜馬 井上　和 井上敬介 井上　謙 井上陽介 猪原　健 猪原　光 伊原啓祐 今井一彰 今井俊広

今村栄作 岩城謙二 岩田　淳 岩田隆紀 岩野義弘 岩渕博史 上田秀朗 上野博司 上原芳樹 植村美穂 牛窪敏博 薄井秀敏

薄井由枝 内山徹哉 浦野　智 瓜坂達也 枝川智之 遠藤眞美 大井佳与 大川敏生 大川友成 大河雅之 大河原純也 大久保力廣

大久保真衣 大谷一紀 大塚　淳 大月基弘 大森有樹 岡口守雄 岡崎好秀 岡田素平太 岡野修一郎 岡藤範正 小川勝久 荻野真介

奥野幾久 奥森健史 奥山洋実 尾島賢治 小田中康裕 小田師巳 落合真理子 小野晴彦 尾野　誠 小濱忠一 柿崎陽介 加治初彦

片岡繁夫 片野　潤 片山章子 片山明彦 勝山英明 加藤正治 加藤　典 加藤尚則 角　祥太郎 金成雅彦 構　義徳 川崎律子

河奈裕正 神戸　良 菊谷　武 菊地康司 貴島佐和子 岸本裕充 北折　一 北島　一 北原信也 北村和夫 鬼頭寛之 木下淳博
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木林博之 木村英隆 木本克彦 陸　誠 窪木拓男 窪田　努 久保哲郎 熊谷真一 熊本宏美 倉治ななえ 倉富覚、 栗林研治

栗原　仁 黒江敏史 黒川　綾 黒木幸子 黒嶋伸一郎 黒飛一志 黒松慎司 小石　剛 国賀就一郎 小島理史 小谷泰子 小坪義博

小林明子 小林恭之 小林豊明 小牧令二 小峰　太 小見山　道 米谷敬司 古谷野　潔 小山邦宏 近藤尚知 斎田寛之 齋藤真行

酒井慎太郎 坂口雄一 坂本佳昭 佐々生康宏 佐々木正二 佐々木　猛 笹田雄也 貞光謙一郎 佐藤勝史 佐藤久美子 佐藤幸司 佐藤琢也

佐藤裕二 佐藤洋平 佐本　博 澤泉仲美子 志田和浩 東雲那津子 柴原清隆 柴原由美子 渋澤龍之 嶋田　淳 島津貴咲 清水清恵

清水宏康 下田裕子 下野正基 白石　愛 白石和仁 白土　徹 白鳥清人 新藤有道 新谷明一 末石倫大 須貝昭弘 菅原準二

杉田龍士郎 杉元敬弘 杉山精一 須崎　明 鈴木　淳 鈴木仙一 鈴木哲也 鈴木宏樹 鈴木真名 須田剛義 須藤　享 須藤哲也

関　錦二郎 関崎和夫 関根陽平 関野　愉 十河厚志 園山　亘 髙井基普 高井康博 高垣智博 高田智史 髙田光彦 高野清史

高橋　健 髙橋規子 高橋恭久 田上めぐみ 宝田恭子 瀧野裕行 瀧本晃陽 田代浩史 田中憲一 田中譲治 田中健久 田中利典

田中秀樹 谷垣裕美子 田村　恵 丹野　努 チェ・ムンシク 千葉豊和 塚崎雅之 槻木恵一 月星太介 月星光博 築山鉄平 辻　紗耶加
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辻　翔太 辻本恭久 土岡弘明 土田晃太郎 土屋和子 土屋賢司 土屋　覚 筒井武男 筒井照子 筒井祐介 都築優治 伝法昌広

津覇雄三 寺西香織 寺西邦彦 寺本浩平 寺本昌司 常盤　肇 徳永哲彦 十時久子 外木徳子 戸原　玄 豊嶋健史 中居伸行

長尾龍典 中川昌樹 中島清史 中島航輝 中島稔博 中島　康 中嶋　亮 中田光太郎 中村亜美 中村健太郎 中村茂人 中村昇司

中村悠介 中村ゆかり 長山和枝 中山大蔵 名取　徹 行田克則 奈良嘉峰 西川岳儀 西原　徹 西村好美 西山英史 二宮佑介

沼澤秀之 沼部幸博 根岸慎一 野阪泰弘 野平勇人 芳賀　剛 萩原芳幸 橋中知之 蓮池　聡 長谷川篤史 長谷川嘉昭 長谷剛志

畑　慎太郎 塙　真樹子 馬場一美 濵田智恵子 濵田真理子 浜野美幸 林　丈裕 林　美穂 林　洋介 林　亮助 肥川憲一郎 樋口克彦

樋口　惣 樋口琢善 日髙豊彦 平井友成 弘岡秀明 深澤真一 福田知恵子 福西一浩 福原あゆみ 藤尾　明 藤岡万里 藤田　亨

藤松　剛 藤本光治 藤山光治 船越栄次 船登彰芳 古畑　升 古屋純一 辺見浩一 北條正秋 星﨑雅恵 星　憲幸 堀内克啓

堀之内康文 本多浩二 本多正明 前畑　香 牧草一人 槇　宏太郎 牧野正志 牧野泰千 政廣明徳 益子正範 増田英人 松井徳雄

松尾幸一 松川敏久 松島正和 松田謙一 松野智宣 松丸悠一 松村香織 松本勝利 間中道郎 丸尾勝一郎 丸岡三紗 丸尾　操
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丸橋理沙 萬田久美子 三上　格 水上哲也 水木さとみ 水口稔之 水谷幸嗣 水野秀治 溝上宗久 三橋　晃 三橋　純 三林栄吾

南　清和 南　昌宏 峯崎稔久 宮崎真至 宮地　舞 宮本泰和 武川泰久 村川達也 村田彰弘 村田比呂司 森　昭 森田　誠

森本太一朗 八幡祥生 山尾康暢 山口幸子 山口文誉 山﨑　治 山崎史晃 山﨑長郎 山崎　竜 山下恒彦 山下素史 山城崇裕

山田和伸 山田　翔 山中隆平 山羽　徹 山本敦彦 山本恒一 山本浩正 湯浅直人 湯田亜希子 横山紗和子 吉岡沙樹 吉岡隆知

吉岡俊彦 吉木雄一朗 吉田健二 吉田茂治 吉松繁人 吉村知久 米澤大地 米永一理 米山武義 若林健史 和田淳一郎 綿引淳一

和田匡史 和田誠大
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気鋭若手臨床家による
プレゼンテーション

演者
青木隆宜 青木秀記 青山貴則 浅井宏行 畔柳沙織 足立哲也 阿部健一郎 安部貴之 池畠光朗

石井ちひろ 石倉千尋 泉谷剛行 井筒大輔 岩城秀明 上田桂子 牛窪建介 内海崇裕 円林秀治 大井手和久 大島健吾 大杉和輝

小川直子 小川允知 荻原太郎 奥田浩規 押村憲昭 小野真司 加藤駿祐 加藤晴康 金尾　晃 川本賀奈子 鬼頭広章 木村正人

熊谷友理子 呉本勝隆 小松昌平 今野麻央 斎藤秀也 榊　航利 佐藤優樹 佐藤令菜 三條直哉 島松　博 新名主耕平 須貝彩帆

杉森　匡 杉山幸菜 鈴木　祐 陶山新吾 瀬川　智 髙岡亮太 髙野琢也 髙橋　由 髙山祐輔 辰巳大貴 檀　知里 月星陽介

寺尾陽一 寺田真也 遠山敏成 中島圭治 中島寛明 中野忠彦 中村一寿 中村航也 西村和美 沼田華恵 浜田加奈子 葉山揚介

原田光佑 一栁通宣 平澤正洋 廣田哲哉 福場駿介 藤崎啓太 藤野拓郎 藤巻　良 北條弘明 星　嵩 松田健嗣 松本圭史

松山真也 丸山俊正 南舘崇夫 宮地栄介 森本昌孝 八木洋二郎 山岡義孝 山道研介 湯口晃弘 依田慶太 米田晋也 脇田祐輔
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会議センター

5A
ホール

デジタルデンティストリー（CID clubセッション）
Wael Attほか

DR

会議センター

5B
ホール

ZERO BONE LOSS CONCEPT： 
Implant-Abutment Junctionを紐解く（5-D Japanセッション）

Tomas Linkevičiusほか

DR

会議センター

5C
ホール

JIADS35周年記念講演会
（JIADSセッション）

DR

会議センター

5D
ホール

PHIJの考える未来へ紡ぐ予防歯科医療
（PHIJセッション）

DR DH

展示ホール、パシフィコ横浜ノース1F 12:00 19:00第9回ワールドデンタルショー2023

会議センター

1A
ホール

日本臨床歯科学会 
令和５年第８回 40周年記念学術大会 開会式

複雑な矯正-補綴の連携治療
座長：山﨑長郎

土屋賢司／Richard D Roblee／ディスカッション

DR

ノース

3B
ホール

TBA

ノース

3C
ホール

解剖を理解したX-ガイドからインプラント補綴まで
（JAIDセッション）

DR

ノース

4A
ホール

アライナー矯正歯科治療（JAAOセッション）

DR

ノース

4B
ホール

学術・教育・経営を極める（MID-Gセッション）

DR

ノース

3A
ホール

ソーセージテクニックのための
硬・軟組織マネージメント（ENセッション）

Istvan Urbanほか

DR

パシフィコ横浜ノース

18:00〜
ウェルカム・レセプション

The 9th World Dental Meeting in Japan 2023

TIME TABLE

9  29（金）
9:00 10:30 12:30 16:3015:30 17:3014:3013:309:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:0011:30

9:00 10:30 12:30 16:3015:30 17:3014:3013:309:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:0011:30

パシフィコ横浜会議センター

DR 歯科医師向　 DH 歯科衛生士向　 DT 歯科技工士向　 DA 歯科助手向
 同時通訳（英↕日）　  逐次通訳（英→日）　  昼休憩（第９回ワールドデンタルショー2023をお楽しみください）

逐次通訳は、海外演者による講演のみに行われます。プログラムは演者・会場の関係で変更になる場合があります。
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展示ホール、パシフィコ横浜ノース1F 10:00 19:00第9回ワールドデンタルショー2023

会議センター

1A
ホール

歯髄温存療法最前線
座長：月星光博

瀧本晃陽／辺見浩一／
泉　英之／Domenico Ricucci

歯内療法最前線
座長：北村和夫

福西一浩／牛窪敏博／倉富　覚、／
林　洋介／吉岡隆知／Guillaume Jouanny

DR DR

会議センター

3A
ホール

患者さんの耳が向く話
阿部伸一／岡崎好秀／伊藤　中

長期に患者を診る
座長：三上　格

三上　格／若林健史／貴島佐和子／
山口幸子／ディスカッション

DR DH DR DH

会議センター

3B
ホール

歯科医院だからできる！ 
他職種と実践する＋αの取り組み

柿崎陽介＋酒井慎太郎＋黒木幸子／山田　翔

アシスタントワーク
中島　康／丸橋理沙／佐藤久美子

DR DH DH DA

会議センター

3C
ホール

基礎を固める 
インスツルメンテーション

座長：木下淳博
髙橋規子／丸尾　操／小牧令二

レベルアップ歯周基本治療
萬田久美子／長山和枝／下田裕子

DH DH

会議センター

3D
ホール

口にとらわれない摂食嚥下のみかた
戸原　玄／十時久子／白石　愛／小谷泰子

高齢者の食べるを支えるために　
歯科だからできること

米山武義／湯田亜希子／阿部仁子／佐々生康宏

DR DH DR DH

会議センター

3E
ホール

気鋭若手臨床家による
プレゼンテーション

座長：山口幸子
沼田華恵／今野麻央／佐藤令菜／杉山幸菜

DHのキャリア形成
寺西香織／黒川　綾

DHが 
活躍できる
環境づくり

関根陽平／黒飛一志

歯科の働き方改革
森　昭＋吉岡沙樹／

濵田智恵子／猪原　健DH

DH DR
DH

DR
DH
DT

会議センター

3F
ホール

あの人のあの話が聞きたい！　Part１
今村栄作／島津貴咲＋林　亮助／須崎　明

あの人のあの話が聞きたい！　Part２
藤岡万里／谷垣裕美子／岩渕博史／倉治ななえ

DR DH DH

会議センター

4A
ホール

NEXT GENERATION 
気鋭歯科技工士の部屋

座長：西村好美
足立哲也／一栁通宣／藤崎啓太／松田健嗣／松山真也

インプラント技工の現在
座長：日高豊彦

志田和浩／山下恒彦

DT DT

会議センター

4B
ホール

補綴装置のContourを考える
関錦二郎／上原芳樹／久保哲郎

時代をリードする　人気セラミストの部屋［前半］
吉村知久／肥川憲一郎／峯崎稔久／橋中知之

DT DT

会議センター

4C
ホール

これからのデンチャーテクニシャンに
求められるスキルを考える［全部床義歯編］

座長：佐藤幸司
岩城謙二／須藤哲也／五十嵐　智

これからのデンチャーテクニシャンに
求められるスキルを考える［部分床義歯編］

黒松慎司／小山邦宏／西原　徹／奥森健史

DT DT

会議センター

4D
ホール

矯正歯科治療と補綴治療：歯科技工士の視点から
中村悠介／青木健治／藤尾　明

DT

会議センター

5A
ホール

根面被覆術＆乳頭再建を極める！
座長：鈴木真名

尾野　誠／小田師巳／松井徳雄／
Otto Zuhr／南　昌宏

歯周・インプラント治療における硬軟組織マネジメント
座長：船越栄次

浦野　智／樋口琢善／大川敏生／Gustavo Avila-Ortiz／
岩野義弘／片山明彦／山口文誉／北島　一

DR DR

会議センター

5B
ホール

トップセラミスト競演［前半］
座長：片岡繁夫

瓜坂達也／小田中康裕

トップセラミスト競演［後半］
座長：山田和伸

西村好美／湯浅直人／林　直樹／Aki Yoshida

DT DT

会議センター

5C
ホール

顔貌と調和する補綴装置を考える
座長：高橋　健

土屋　覚／斉藤真行

MI時代の補綴・修復装置
都築優治／内山徹哉／間中道郎／岩田　淳／大川友成

DT DR DT

会議センター

5D
ホール

この書籍の話が聞きたい！　Part１
水口稔之／岸本裕充／岡口守雄／
大久保力廣／三橋　純／柴原清隆

この書籍の話が聞きたい！　Part２
北條正秋／伊藤雄策／小坪義博／園山　亘／

田中利典／国賀就一郎／山城崇裕

DR DR

パシフィコ横浜会議センター

The 9th World Dental Meeting in Japan 2023

9  30（土）
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 同時通訳（英↕日）　  逐次通訳（英→日）　  昼休憩（第９回ワールドデンタルショー2023をお楽しみください）

逐次通訳は、海外演者による講演のみに行われます。プログラムは演者・会場の関係で変更になる場合があります。
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ノース

3A
ホール

MIの加速する 
クラウンブリッジの現在地

座長：小峰　太
吉木雄一朗／天川由美子／大谷一紀／大河雅之／Markus Blatz

低侵襲インプラント治療を極める
座長：近藤尚知

Joe Iwanaga／飯田吉郎／田中秀樹／
Leon Pariente＆Karim Dada／Todd Schoenbaum

DR DR

ノース

3B
ホール

補綴前処置としての 
GPによるLOT、全顎矯正歯科治療

座長：加治初彦
中島稔博／米澤大地／上野博司／松尾幸一／徳永哲彦

デジタル矯正歯科最前線：その実際と課題
座長：槇　宏太郎

長尾龍典／牧野正志／深澤真一／甘利佳之／Sandra Tai／荒井昌海

DR DR

ノース

3C
ホール

日本審美歯科協会／WDC（Women Dentists Club）合同セッション

DR

ノース

3D
ホール

歯科用レーザー機器はこの治療に 
こう使う！：そのエビデンスと臨床を検証する

座長：青木　章
津覇雄三／水谷幸嗣／小野晴彦／山本敦彦

Airway Dentistry：
睡眠時無呼吸治療の実際と補綴治療との接点を探る

座長：山﨑長郎
宮地　舞／古畑　升／吉田茂治／Richard D Roblee／今井俊広

DR DR

ノース

3E
ホール

こだわりペリオ／インプラント： 
私の視点 Part１
座長：高井康博

辻　翔太／溝上宗久／笹田雄也／奈良嘉峰／水野秀治／丹野　努

こだわりペリオ／インプラント： 
私の視点 Part２

座長：岩田隆紀
斎田寛之／清水宏康／井上　謙／高野清史／池上龍朗／山下素史／土岡弘明

DR DR

ノース

3F
ホール

経験豊富な 
インプラントロジストの匠の技！

座長：嶋田　淳
高橋恭久／河奈裕正／堀内克啓／鈴木仙一／岡田素平太／寺本昌司

歯内・歯周・修復、使い方いろいろ！　 
マイクロスコープ

座長：辻本恭久
髙田光彦／塙　真樹子／大河原純也／樋口　惣／中山大蔵／三橋　晃

DR DR

ノース

4A
ホール

歯科矯正医がGPに贈る！　矯正歯科で今、
語りたいこと／医療連携上で今、伝えたいこと

座長：渋澤龍之
綿引淳一／筒井武男／Ravindra Nanda／伝法昌広

補綴治療におけるデジタル技術応用の現在地
座長：馬場一美

千葉豊和／山羽　徹／丸尾勝一郎／窪田　努／Wael Att／北原信也

DR DR

ノース

4B
ホール

審美歯科治療の
トータルマネージメント：診断、治療計画とその実際

座長：山﨑　治
構　義徳／Nazariy Mykhaylyuk／菊地康司／佐藤琢也

驚くべきインプラント周囲硬・ 
軟組織マネジメントの世界

座長：勝山英明
Christopher Köttgen／増田英人／林　美穂／白鳥清人／山中隆平

DR DR

ノース

4C
ホール

令和時代における
勝ち組歯科医院のつくり方 Part１

座長：荒井昌海
澤泉仲美子／中田光太郎／瀧野裕行／濵田真理子／牧野泰千

令和時代における 
勝ち組歯科医院のつくり方 Part２

座長：角　祥太郎
小島理史＆東雲那津子／坂口雄一＆大井佳与／田中健久／畑　慎太郎／末石倫大

DH
DA

DR DH DADR

ノース

4D
ホール

アライナー矯正治療を検証する：
エビデンスの視点・実践の視点

三林栄吾／藤山光治／常盤　肇

気鋭若手臨床家によるプレゼンテーション：
アライナー矯正治療／矯正歯科治療セッション

座長１：佐本　博　講演１：杉森　匡／小松昌平／藤巻　良／南舘崇夫／斎藤秀也
座長２：綿引淳一　講演２：熊谷友理子／上田桂子／檀　知里／金尾　晃／月星陽介

DR DR

ノース

4E
ホール

気鋭若手臨床家によるプレゼンテーション：
エンド／ペリオセッション

座長１：福西一浩　講演１：石倉千尋／湯口晃弘／安部貴之／青山貴則
座長２：牛窪敏博　講演２：藤野拓郎／牛窪建介／辰巳大貴／呉本勝隆

気鋭若手臨床家によるプレゼンテーション：
補綴セッション

座長１：大谷一紀　講演１：遠山敏成／瀬川　智／髙岡亮太／依田慶太／西村和美
座長２：山㟢　治　講演２：荻原太郎／池畠光朗／中村一寿／浅井宏行／寺尾陽一

DR DR

ノース

4F
ホール

気鋭若手臨床家によるプレゼンテーション：
審美セッション

座長１：千葉豊和　講演１：中野忠彦／石井ちひろ／平澤正洋／加藤駿祐
座長２：土屋賢司　講演２：青木隆宜／中島圭治／木村正人／円林秀治／森本昌孝

気鋭若手臨床家によるプレゼンテーション：
さまざまな分野セッション

座長1：中島稔博　講演１：岩城秀明／須貝彩帆／浜田加奈子／丸山俊正／井筒大輔／押村憲昭
座長２：松井徳雄　講演２：八木洋二郎／陶山新吾／新名主耕平／北條弘明／髙野琢也

DR DR

ノース

4G
ホール

SBC総会・学術大会（SBCセッション）

DR DH

展示ホール、パシフィコ横浜ノース1F 10:00 19:00第9回ワールドデンタルショー2023

アネックス

A
ホール

令和の予防
杉山精一／小林明子／天野敦雄

令和のペリオ
山本浩正／石原美樹／下野正基

DR DH DR DH

アネックス

B
ホール

小児の食生活指導と
口腔機能

座長：石谷徳人
石谷徳人／浜野美幸／中村ゆかり／外木徳子

長期メインテナンスに活きる
インスツルメンテーション（検査）

田村　恵／落合真理子／奥山洋実

DR DH DH

パシフィコ横浜アネックスホール

The 9th World Dental Meeting in Japan 2023

8:30 10:00 12:00 16:0015:00 17:00 17:3014:0013:009:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:3011:00

8:30 10:00 12:00 16:0015:00 17:00 17:3014:0013:009:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:3011:00

パシフィコ横浜ノース

p07-11_JDA2023_A4pamph.indd   9p07-11_JDA2023_A4pamph.indd   9 2022/12/02   17:202022/12/02   17:20



展示ホール、パシフィコ横浜ノース1F 9:00 17:00第9回ワールドデンタルショー2023

会議センター

1A
ホール

プラスティックサージェリー最前線
座長：沼部幸博

中田光太郎／瀧野裕行／Sérgio Kahn／
Seiko Min／Glécio Vaz de Campos／松川敏久

歯周組織再生療法で歯はどこまで残せるか？　
インプラント＋再生療法でどれだけ安定させられるか？

座長：和泉雄一
石川知弘／白石和仁／船登彰芳／水上哲也／Isabella Rocchietta／宮本泰和

DR DR

会議センター

3A
ホール

かかりつけ歯科医院による 
子どもたちを健全歯列に導くコツ

座長：関崎和夫
関崎和夫／須貝昭弘／清水清恵／益子正範／ディスカッション

小児の口腔機能育成
〜子どもの口はふしぎがいっぱい〜

座長：岡崎好秀
岡崎好秀／小石　剛／西川岳儀／中村亜美／ディスカッション

DR DH DR DH

会議センター

3B
ホール

明日の臨床が楽しくなるエビデンスの話
築山鉄平／安藤壮吾／月星太介

科学的根拠に基づく歯科治療　
―歯周から補綴まで―

杉田龍士郎／大月基弘／中居伸行／ディスカッション

DR DH DR DH

会議センター

3C
ホール

DHのためのコミュニケーションスキル
田上めぐみ／柴原由美子／水木さとみ

ペリオドンタル
インスツルメンテーションのエッセンス

座長：薄井由枝
薄井由枝／Diane Millar／福田知恵子／ディスカッション

DH DA DH

会議センター

3D
ホール

プロフェッショナルケアの眼と技
熊本宏美／星﨑雅恵／植村美穂

ホワイトニング
飯田吉郎／辻　紗耶加／新井聖範

DH DR DH

会議センター

3E
ホール

診療室＆訪問で役立つ
高齢者歯科の知識とスキル
寺本浩平／前畑　香／遠藤眞美

社会的処方
相田　潤／丸岡三紗／猪原　光

DR DH DR DH

会議センター

3F
ホール

チェアサイドでできる
口腔機能アップの実践　小児から高齢者まで

宝田恭子／長谷剛志／大久保真衣

DR×DH チーム医療のかたち
石川　亮＋福原あゆみ／長谷川嘉昭＋川崎律子

DR DH DR DH

会議センター

4A
ホール

CAD/CAMシステムを使いこなす！
［前半］

山崎　竜／長谷川篤史／中島清史

CAD/CAMシステムを使いこなす！［後半］
政廣明徳／片野　潤／伊藤竜馬／藤松　剛

DT DT

会議センター

4B
ホール

咬合再構成を考える
藤本光治／石三晃一／井上陽介

時代をリードする　人気セラミストの部屋［後半］
野平勇人／薄井秀敏／佐々木正二／赤坂政彦

DT DT

会議センター

4C
ホール

デジタル時代の
マテリアルを使いこなす

座長：木本克彦
星　憲幸／加藤尚則

デジタル時代のラボ経営＆スタッフ教育
座長：陸　誠

村田彰宏／枝川智之／十河厚志／ディスカッション

DR DT DT

会議センター

4D
ホール

QDTデンチャーセッション
［全部床義歯編］
座長：村田比呂司

五十嵐尚美／佐藤勝史／山﨑史晃

QDTデンチャーセッション
［部分床義歯編］

座長：萩原芳幸
和田淳一郎／中川昌樹／松本勝利

DR DT DR DT

会議センター

5A
ホール

インプラント治療における
歯周組織と補綴装置の接点を探る

座長：古谷野　潔
Victor Clavijo／牧草一人／行田克則／Prof. Tomas Linkevičius／小濱忠一

インプラントが絡む複雑な補綴の
マネジメントをいかに行うか？

座長：上田秀朗
中村茂人／Irena Sailer／佐々木　猛／Eric Van Dooren

DR DR

会議センター

5B
ホール

ラミネートベニア最前線
座長：新谷明一

Stefen Koubi／大河雅之／山本恒一

ヨーロッパの
最先端技工と補綴を学ぶ

座長：山下恒彦
Andreas Nolte／Paul Sipos／Vincent Fehmer

DR DT DR DT

会議センター

5C
ホール

モノリシックレストレーションの最前線
鈴木　淳／チェ ムンシク／鬼頭寛之

コラボレーションによる
補綴・咬合治療
座長：中村健太郎

木林博之＋森田　誠／佐藤洋平＋伊原啓祐／二宮佑介＋小林恭之

DT DR DT

会議センター

5D
ホール

この書籍の話が聞きたい！　
Part３

栗原　仁／樋口克彦／小川勝久／
五十嵐　一／大塚　淳

DR

パシフィコ横浜会議センター

The 9th World Dental Meeting in Japan 2023

10  1（日）
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8:30 10:00 12:00 16:0015:00 17:0014:0013:009:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:3011:00

p07-11_JDA2023_A4pamph.indd   10p07-11_JDA2023_A4pamph.indd   10 2022/12/02   17:202022/12/02   17:20



アネックス

A
ホール

軟組織・硬組織と歯周ポケット
井上　和／塚崎雅之／下野正基

長期に歯を残す歯周治療
関野　愉／加藤　典／弘岡秀明

The NEW APPROACH
土屋和子

DR DH DR DH DH

アネックス

B
ホール

歯科に伝えたい　
面白くてためになる話

今井一彰／北折　一

セルフケアの効果を
引き出すためのプロケア
加藤正治／片山章子／槻木恵一

DH
DA

DR DR DH

展示ホール、パシフィコ横浜ノース1F 9:00 17:00第9回ワールドデンタルショー2023

ノース

3A
ホール

その技術を極める！　無歯顎補綴
座長：寺西邦彦

古屋純一／奥野幾久／松丸悠一／
松田謙一／鈴木哲也／吉松繁人

補綴治療に必要な視点を再考する：NCCL、Tooth Wear、咬合
座長：本多正明

黒江敏史／Débora R. Vilaboa＋Jose Manuel Reuss／
須田剛義／松島正和／髙井基普／大森有樹

DR DR

ノース

3B
ホール

包括的歯科治療に矯正歯科治療を
どう取り入れる？

座長：金成雅彦
武川泰久／山尾康暢／石井彰夫／筒井照子／藤田　亨

デジタル機器を歯科臨床にどう生かす？：
アナログからデジタルへの変換と、アナログとデジタルの融合

座長：窪木拓男
窪木拓男／Mario Imburgia／筒井祐介／中村昇司／田中譲治

DR DR

ノース

3C
ホール

日本包括歯科臨床学会セッション

DR

ノース

3D
ホール

歯周治療の今日的トピックを語ろう！
座長：安東俊夫

木村英隆／土田晃太郎／芳賀　剛／安斉昌照／蓮池　聡

スタッフが辞めないためのマニュアルは
本当にあるのか！？　これからの時代に悩まないための歯科医院経営

座長：南　清和
栗林研治／和田匡史／中島航輝／沼澤秀之／坂本佳昭

DR DR

ノース

3E
ホール

補綴治療の今日的トピックを語ろう！
座長：小見山　道

小林豊明／村川達也／新藤有道／和田誠大／熊谷真一／
西山英史／本多浩二

インプラント治療のトラブルシューティング
座長：鮎川保則

田中憲一／白土　徹／名取　徹／森本太一朗／
林　丈裕／高田智史／相宮秀俊

DR DR

ノース

3F
ホール

高齢者に必要とされる歯科医療を
エキスパートから学ぶ：今、GPに必要な視点は？

座長：佐藤裕二
鈴木宏樹／松村香織／米永一理／米谷敬司／菊谷　武

GPの臨床に役立つ
口腔外科の知識と技

座長：松野智宣
堀之内康文／黒嶋伸一郎／安藤彰啓／豊嶋健史／野阪泰弘

DR DR

ノース

4A
ホール

JAO日本版セッション：
アライナー矯正治療の実践と知っておくべきストラテジー

座長：根岸慎一
Sandra Tai／岡野修一郎／佐本　博

JAO日本版セッション：
治療難易度、顎機能の診断をふまえたアライナー矯正治療の実践

座長：岡藤範正
Werner Schupp／菅原準二／尾島賢治

DR DR

ノース

4B
ホール

専門医、研究者、GPの7人が語る歯内療法
座長：青井良太

吉田健二／須藤　享／八幡祥生／吉岡俊彦／神戸　良／平井友成

その技術を極める！　接着修復
座長：宮崎真至

渥美克幸／高垣智博／飯田真也／田代浩史／青島徹児

DR DR

ノース

4C
ホール

創立50周年記念講演会 
（日本インプラント臨床研究会セッション） 日本小児口腔発達学会（NPD）セッション

DR DH DADR

ノース

4D
ホール

歯科臨床におけるデジタル技術の
さらなる活用を占う　Part１

座長：貞光謙一郎
井上敬介／荻野真介／横山紗和子／中嶋　亮／杉元敬弘

歯科臨床におけるデジタル技術の
さらなる活用を占う　Part２

座長：貞光謙一郎
Alessandro Agnini／Andrea Agnini

DR DR

ノース

4E
ホール

気鋭若手臨床家によるプレゼンテーション： 
ペリオセッション

座長１：斎田寛之　講演１：星　嵩／三條直哉／福場駿介／宮地栄介
座長２：岩野義弘　講演２：寺田真也／青木秀記／大杉和輝／小川允知／阿部健一郎

気鋭若手臨床家によるプレゼンテーション： 
治療計画セッション

座長１：吉松繁人　講演１：加藤晴康／鬼頭広章／脇田祐輔／葉山揚介
座長２：奥野幾久　講演２：大井手和久／中村航也／榊　航利／畔柳沙織／髙山祐輔

DR DR

ノース

4F
ホール

気鋭若手臨床家によるプレゼンテーション： 
インプラントセッション

座長１：中村茂人　講演１：大島健吾／松本圭史／泉谷剛行／奥田浩規
座長２：松島正和　講演２：山道研介／小野真司／川本賀奈子／高橋　由

気鋭若手臨床家によるプレゼンテーション： 
咬合再構成セッション

座長１：新藤有道　講演１：米田晋也／山岡義孝／鈴木　祐／廣田哲哉／内海崇裕
座長２：西山英史　講演２：小川直子／島松　博／中島寛明／原田光佑／佐藤優樹

DR DR

ノース

4G
ホール

TBA TBA

パシフィコ横浜ノース

The 9th World Dental Meeting in Japan 2023

パシフィコ横浜アネックスホール

8:30 10:00 12:00 16:0015:00 17:0014:0013:009:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:3011:00

8:30 10:00 12:00 16:0015:00 17:0014:0013:009:00 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:3011:00
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早期割引-1
2023/3/31まで

早期割引-2
2023/5/31まで

早期割引-3
2023/9/10まで

2023/9/11
以降・当日

デンタルゲート会員／非会員 会員＊1 非会員 会員＊1 非会員 会員＊1 非会員
歯科医師（研修医含む）・
企業関係者

38,000円 41,000円 39,000円 42,000円 42,000円 45,000円 49,000円

学生（歯科医師）＊2 一律　27,000円

歯科技工士 24,000円 27,000円 25,000円 28,000円 28,000円 31,000円 34,000円

学生（歯科技工士）＊2 一律　20,000円

歯科衛生士 
（歯科助手・受付等含む）

22,000円 25,000円 23,000円 26,000円 26,000円 29,000円 32,000円

学生（歯科衛生士）＊2 一律　18,000円

 参加登録料一覧（消費税込）　（※ 9 名様までの料金になります。）

＊ 1  クイントデンタルゲート会員様（無料）限定の特典料金です。
＊ 2  学生のお申込みには学生証のコピーが必要です。コピーは、申込み完了メールに画像を添付して返信ください。
※FAX・郵送でお申込みの際は、弊社Webサイトより参加登録申込書（FAX・郵送専用）をプリントアウトしていただき、お申込みください。
※FAX・郵送でお申込み料金は、上記金額に2,000円（消費税込）を加算した金額となります。詳しくは参加登録申込書（FAX・郵送専用）をご確認ください。
※お納めいただいた参加登録料のご返金は致しかねます。ご了承ください。

10名様以上なら団体申込みがお得です！（最大16,000円の割引実施中！2023/3/31まで）

＊学生のお申込みには学生証のコピーが必要です。コピーは、申込み完了メールに画像を添付して返信ください。
※お納めいただいた参加登録料のご返金は致しかねます。ご了承ください。
※上記割引額は、 9 名様までの早期割引- 1（非会員）および当日料金と比較した場合の金額です。

 団体申込み参加登録料一覧（消費税込）

早期割引-1
2023/3/31まで

歯科医師（研修医含む）・
企業関係者

33,000円

学生（歯科医師）＊ 27,000円

歯科技工士

21,000円

学生（歯科技工士）＊ 20,000円

歯科衛生士
（歯科助手・受付等含む）

19,000円

学生（歯科衛生士）＊ 18,000円

早期割引-１（非会員）
との比較で

8,000円
当日料金との比較で

16,000円
お得！

早期割引-１（非会員）
との比較で

6,000円
当日料金との比較で

13,000円
お得！

早期割引-１（非会員）
との比較で

6,000円
当日料金との比較で

13,000円
お得！

  （※50名様以上）

早期割引-1
2023/3/31まで

早期割引-2
2023/5/31まで

早期割引-3　
2023/9/10まで

歯科医師（研修医含む）・
企業関係者

35,000円

37,000円 39,000円

学生（歯科医師）＊ 一律　27,000円

歯科技工士

22,000円

23,000円 24,000円

学生（歯科技工士）＊ 一律　20,000円

歯科衛生士
（歯科助手・受付等含む）

20,000円

21,000円 22,000円

学生（歯科衛生士）＊ 一律　18,000円

早期割引-１（非会員）
との比較で

6,000円
当日料金との比較で

14,000円
お得！

早期割引-１（非会員）
との比較で

5,000円
当日料金との比較で

12,000円
お得！

早期割引-１（非会員）
との比較で

5,000円
当日料金との比較で

12,000円
お得！

  （※10 ～49名様）

　お申込みにあたっては下記事項をご確認ください。お早めのお申込みをおすすめします。今回より、弊社Webサイトのク
イントデンタルゲート会員様（無料）限定の特典料金がございます。お申込みの際は、クイントデンタルゲート会員のご入会
もあわせてお待ちしています。また10名様以上、50名様以上向けの団体申込料金もございます。
　弊社Webサイトからのご登録をお待ちしています（https://www.quint-j.co.jp/）。

参加募集要項
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第9回日本国際歯科大会2023
【併催】World Young Dental Innovators’Meeting 2023

大会テーマ：No Dentistry，No Wellness！ 継承と革新から創造する歯科の未来
　第 9 回日本国際歯科大会2023（World Young Dental Innovators’  Meeting 2023併催）を、 5 年ぶりにパシフィコ横浜（神奈
川県横浜市）で開催いたします。
　今回は世界的に活躍中の海外演者37名と日本国内の一流演者に加え、今後の歯科の未来を担う若手演者の総勢500名超
を招聘します。また、2020年にオープンしたパシフィコ横浜「ノース」が新たな会場として加わり、過去最大規模の大会と
なります。まさしく、本会は居ながらにして世界および日本の歯科医療の最先端とこれからの未来を体感できる最高の
チャンスです。さらに歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士がともに学べるセッション、スタディグループによるセッショ
ンも企画されており、まさに学びの 3 日間となるはずです。
　併せて、国内最大級のデンタルショー「第 9 回ワールドデンタルショー2023」も開催いたします。今回も多くの皆様のご
参加をお待ちしております。

日程：2023年 9月29日（金）～10月 1日（日）
会場：パシフィコ横浜　会議センター・アネックスホール・ノース（※ノースは新会場）

お申込みにあたっては下記事項をご確認ください。お早めのお申込みをおすすめします。

 ウェルカム・レセプション
日時：2023年 9 月29日（金）　18：00～　　参加費用：20,000円（消費税込）
会場：ヨコハマ　グランド　インターコンチネンタルホテル（ボールルーム）

 参加登録方法
　「クインテッセンス出版」と検索して弊社Webサイトにアクセスしていただくか、または右のQR
コードよりWebサイトにアクセスのうえ、お申込みください。10名様以上、50名様以上向けの団体申
込料金もございます。詳しくは弊社Webサイトをご覧ください（https://www.quint-j.co.jp/）。

※�参加登録料の受領をもって登録完了とさせていただきます（参加登録料の受領後、参加登録証・領収証等を郵送に
てお送りいたします）。

※お納めいただいた参加登録料のご返金は致しかねます。ご了承ください。
※当日登録は現金のみのお取り扱いとなります。クレジットカードのお取り扱いはできませんのでご注意ください。
※いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。

 参加登録に関するお問い合わせ・お申込み先
第 9回日本国際歯科大会2023【併催】World�Young�Dental�Innovators’�Meeting�2023　事務局
TEL.�03-5842-2270　FAX.�03-5800-7597
〒113-0033�東京都文京区本郷 3丁目 2番 6号�クイントハウスビル 7階　クインテッセンス出版㈱�内

 講演等の内容に関するお問い合わせ先
◦ザ・クインテッセンス編集部� TEL.�03-5842-2275
◦QDT編集部� TEL.�03-5842-2277
◦歯科衛生士編集部� TEL.�03-5842-2278
◦Quintessence�Dental�Implantology編集部� TEL.�03-5842-2273
◦JAO日本版編集部� TEL.�03-5842-2271

 宿泊・旅行・その他のご案内
JTB�グローバルマーケティング＆トラベル
「第 9回日本国際歯科大会2023�【併催】World�Young�Dental�Innovators’�Meeting�2023」係
TEL.�03-5796-5445　FAX.�03-5495-0685　e-mail：jda2023@gmt.jtb.jp

 会場
パシフィコ横浜　会議センター・アネックスホール・ノース
〒220-0012�神奈川県横浜市西区みなとみらい 1丁目 1番 1号
TEL.�045-221-2155（総合案内）　TEL.�045-221-2166（交通案内・テープ）
Webサイト　https://www.pacifico.co.jp/

弊社Webサイト
QRコード
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