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一般口演およびポスター発表も全てeポスターになる旨，プログラム・抄録集に記載をしておりま
したが，一般口演は誌上のみの掲載となります．

大会ホームページ「日程表・プログラム」ページよりＰＤＦがダウンロード出来ますのでこちらよ
りご確認ください．

第129回学術大会参加の
皆様へ
演題募集（終了）
事前参加登録(延長受付中)
日程・プログラム
認定医・専門医筆記試験
およびケースプレゼンテー
ション試験
イブニングセッション
コーディネーター募集
ランチョンセミナー
託児施設のご案内
協賛募集
第129回学術大会アンケート
Program in English
関連リンク

第129回学術大会につきまして
会員各位

平素より本学会発展のためにご理解，ご協力を賜り感謝申し上げます．
さて，大変お待たせしておりました（公社）日本補綴歯科学会第129回学術大会（福岡国際会議

場）の誌上とWeb会議システムによる開催方法および参加登録について，ご案内申し上げます．下
記URLよりご確認ください．残念ながら，専門医ケースプレゼンテーション，認定医・専門医試

験，イブニングセッションは延期，国際セッション，ハンズオンセミナー，懇親会等は中止となり
ましたが，課題口演，シンポジウム（海外演者による企画を除く），特別講演，専門医研修，一般

https://jps129.com/[2020/10/05 14:07:06]
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口演，ポスター発表等，大部分の企画を実施するよう準備いたしました．特に歯科技工士特別シン
ポジウムは録画により学会終了後1週間，本学会HPにおいて視聴できるようになります．
（公社）日本補綴歯科学会第129回学術大会（福岡国際会議場）

※福岡国際会議場会議室ではWebシステムの管理のみを行いますので，お越し頂いても講演は
行われず，聴講もできませんのでご注意ください．

開催方法および事前参加登録につきましては本HPをご覧下さい．

※事前参加登録のみとなります．登録者の管理やログインパスワード発行のため，

当日参加登録はできませんので，ご注意ください．

事前参加登録期間： 2020年6月12日（金）17：00まで
※口演およびeポスターの筆頭発表者は，事前参加登録が必須となります．

より多くの先生方，歯科技工士，歯科衛生士などコデンタルスタッフの方々，そして歯科学生の

方々にも，ご参加，ご視聴いただきますことを心よりお待ち申し上げています．
COVID-19感染の拡大が続いています．皆様方におかれましては健康にご留意されますことをご祈
念申し上げます．

公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長

大川

周治

新着情報
2020年06月28日

第129回学術大会優秀ポスター賞審査結果．

2020年06月27日

第129回学術大会

2020年06月26日

プログラムを聴講・eポスターを閲覧するまでの手順を掲載しました．

課題口演演題審査結果．

大会事務局

学会事務局

運営事務局

九州大学大学院 歯学研究院

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局

㈱エス・ティー・ワールド
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東京都港区芝2-29-11 高浦ビル4階
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口腔機能修復学講座 内

福岡市東区馬出3-1-1

Tel: 092-642-6441
Fax: 092-642-6380

〒105-0014

Tel：03-6722-6090

Fax：03-6722-6096

コンベンション事業部内
福岡市中央区天神2-8-30

天神西通りビジネスセンター6Ｆ
TEL：092-288-7577

FAX：092-738-3791
E-mail: jps129@stworld.jp
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古谷野 潔

（九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学講座・教授)

大川周治理事長をはじめ理事の先生方，そして本学会の諸先生方のご高配を賜り，公益社団法人日本補綴歯科学会第1
29回学術大会を九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座で担当させていただくこととなりました．
会期は2020年6月26日（金）から28日（日）までの３日間で，福岡国際会議場にて開催する予定としておりましたが， 新
型コロナウイルス感染症の蔓延と，それに伴う福岡県に対する緊急事態宣言発出という事態を受け，福岡国際会議場を
使用しての通常の大会形式での開催は断念せざるを得なくなりました．種々検討の結果，誌上とWeb会議システムを併
用するかたちで開催することといたしました．
今大会のメインテーマは「食力向上による健康寿命の延伸」です．メインテーマと関連して，日本を代表する疫学研
究である久山町研究を推進されている九州大学大学院医学研究院の二宮利治教授による特別講演，そして，日本学術会
議との共催となるメインシンポジウム「食力向上による健康寿命の延伸：補綴歯科の意義」をはじめ，多くの素晴らし
いプログラムを水口学術委員長をはじめとする学術委員会の先生方，さらに各委員会の先生方の多大なるご尽力により
準備していただきました．
WEBでの開催に伴い，国際セッション，市民フォーラム，イブニングセッション，ハンズオンセミナー等の実施を断
念しました．しかしながら，前述の特別講演，メインシンポジウムを始めとするほとんどのシンポジウムを開催する予
定です．さらに課題講演やポスター発表は，WEB開催にもかかわらず賞の選考も含めて実施することといたしました．
プログラムは少々縮小せざるを得ませんでしたが，当初予定していたのとほぼ同じ日程・時間帯でWEB会議の形で129
回大会を実施できる目処が立ちました．歯科系の大規模な学会では初めての試みではないかと思います．より多くの皆

関連リンク

様にご参加いただき，129回大会を例年の学術大会と同じように楽しんでいただくと同時に研鑽の機会にしていただくこ
とが，新型コロナウィルスによって我々にもたらされた悪影響を乗り越える意味でも極めて重要なことだと思っていま
す．
モツ鍋，水炊き，とんこつラーメン，明太子を始めとする福岡のグルメも学会参加の楽しみの一つであったかと思い
ます．このような状況下では，どこにいても外食は楽しめません．その代わり宅配が多様化してきました．博多のグル
メは宅配で楽しんでいただき，補綴学会のプログラムはWEBで楽しんでいただくというのが，新しいスタイルとも言え
ます．
新型コロナウィルス感染症の影響を吹き飛ばす意味も込めて，多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています．
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託児施設のご案内
協賛募集
第129回学術大会アンケート
Program in English
関連リンク

参加登録された方は必ず下記ご確認の上，Zoomへの接続性のテストをお願い申し上げます．
1. 新型コロナウイルスによる感染防止のため，これまでの学術大会とは異なり誌上＆Web開催とします．第12
9回学術大会ではZoom会議システム（ウェビナー）を利用します
2. Zoom会議システムの概要，聴講方法に関しましては，下記のとおりとなりますのでご熟読ください．
I. 参加登録申込並びに参加登録費のお支払いが完了されましたら，運営事務局より「Web開催ページ」へ
ログインできるIDとPWをご案内します．
II. 案内に基づき学術大会開催までに，各自にて事前にお持ちのPCまたは携帯端末等へのZoomアプリのイン
ストールおよび事前登録の氏名とメールアドレスの入力をお願いします．当日の入室も可能ですが，事
前準備により聴講がスムーズに行えます
III. 各ルームのURL（ウェビナー専用）が記載されていますので，聴講希望のRoomのURLをクリックし，氏
名（姓・名）とメールアドレス（確認用アドレス含む）を入力後，開催中のウェビナーに参加ください
．また，会期前に入室された場合，事前登録が可能です．氏名とメールアドレスの入力後，ウェビナー
登録完了メールが届きますので，会の当日は送られてきたメールに記載されたURLより，聴講を開始し
てください．氏名の入力は必ず聴講者本人の入力をお願いします．本人以外やニックネームでは単位認
定ができません．
IV. なお，同時に2つ以上のRoomへの入室はできません．
V. 専門医研修単位認定セミナーとなっています，下記の2つのセッションに関しましては，下記のようにお
願いします．
《対象セッション》メインシンポジウム，専門医研修会
A) 該当セッションの直前のセッションが終了しますと，一旦全員強制退出となります．
B) メインシンポジウム並びに専門医研修会を聴講されます場合は，改めてRoomのURLより再入室を行
い，聴講を開始してください．
C) メインシンポジウム並びに専門医研修会終了後，一旦退出をしてください．
D) 万一退出されない場合は，聴講開始と聴講終了時刻の確認ができないため，単位認定できませんの
で，ご了承ください．
3. プログラム・抄録集，学術大会参加章は事前に送付します．
4. Web開催における動画の収録・音声データの録音ならびに写真撮影は，発表者の著作権保護のため禁止させ
ていただきます．
5. 企画開催中の質問とアンケート
Googleドライブのサービスのひとつである，Googleフォームを用いて，セッションを行う講師の先生に質問
することが可能です．各企画抄録に掲載されていますQRコードをスマートフォン等で読み込み，各セッシ
ョンの講師の先生に対して質問をご記載ください．セッション中に座長の先生が取りまとめ，質疑応答の際
に講師の先生に視聴者からの質問として回答していただきます．また，学術大会のアンケートについても，
同様な方法でご回答いただけますので是非ご活用ください．
6. 日本学術会議主催メインシンポジウムのみ聴講される場合，下記の手順にてお願いします．
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I. 第129回学術大会ホームページの「メインシンポジウム」へ入ってください．
II. 記載されていますURLをクリックし，Zoomアプリ（ウェビナー）のインストールおよびアカウント情報
（氏名，メールアドレス）を入力し，聴講を開始してください．
III. なお，この方法で聴講する場合は，単位認定されませんのでご注意ください．

聴講前にテストするにはどうすればよいですか？
Zoomへの接続性をテストできます．事前にマイク／スピーカーをテストできま
す．Zoomミーティング中にビデオまたはオーディオをテストすることもできま
す．詳細につきましては，http://zoom.us/testにアクセスしてご確認ください．
大会事務局

学会事務局

運営事務局

九州大学大学院 歯学研究院

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局

㈱エス・ティー・ワールド

〒812-8582

東京都港区芝2-29-11 高浦ビル4階

〒810-0001

口腔機能修復学講座 内

福岡市東区馬出3-1-1

Tel: 092-642-6441
Fax: 092-642-6380

〒105-0014

Tel：03-6722-6090

Fax：03-6722-6096

コンベンション事業部内
福岡市中央区天神2-8-30

天神西通りビジネスセンター6Ｆ
TEL：092-288-7577

FAX：092-738-3791
E-mail: jps129@stworld.jp

Copyright © The 129th Annual Meeting of the Japan Prosthodontic Society All rights reserved.
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公益社団法人

日本補綴歯科学会 第129回学術大会
The 129th Annual Meeting of the Japan Prosthodontic Society

web開催
HOME
大会長挨拶
開催概要（WEB開催）

演題登録は全てオンラインで受け付けます．

第129回学術大会参加の
皆様へ
演題募集（終了）

演題登録締め切り
演題登録は終了しました．多数のご応募ありがとうございました．

事前参加登録(延長受付中)
日程・プログラム
認定医・専門医筆記試験
およびケースプレゼンテー
ション試験

（公社）日本補綴歯科学会第129回学術大会は，誌上とWeb会議システムによる開催方法に
なった際，演題取り下げを希望する場合は認めることで事前にご案内し，お申し出期間を
設定，通知いたしました．既に演題取り下げ申請期間は終了し，プログラム・抄録集の印
刷を始めておりますので取り下げはできかねます．また，発表者は事前参加登録して頂く
必要がございますのでご理解ご了承の程宜しくお願いいたします．

イブニングセッション
コーディネーター募集
ランチョンセミナー

演題登録に関する注意事項

託児施設のご案内
協賛募集
第129回学術大会アンケート
Program in English
関連リンク

演者は，日本補綴歯科学会会員に限ります．
演者以外の共同発表者は，日本補綴歯科学会会員，あるいは所定の手続きを済ませた臨時会員（
下記「・共同発表者が非会員の場合…」参照）に限らせていただきます．
年会費が未納の方は，演者あるいは臨時会員以外の共同発表者としての登録はできません．事前
に年会費の支払いを済ませてからご登録ください．
年会費の支払状況の確認やお支払いなどは日本補綴歯科学会の会員ページからおこなえます．
共同発表者の方にもご確認いただきますよう，よろしくお願いいたします．
演題登録時に全ての発表者の会員番号を入力してください．
会員番号は，会員カードに記載しております．
事前に共同発表者の方から会員番号を確認していただき，ご登録をお願いいたします．
学会事務局および大会事務局では，個人情報保護の観点から，他の会員の会員番号に関する問合
せには一切お答えしておりません．
ご自身の会員番号は，会員カードにてご確認ください．
会員カードの紛失などにより，ご自身の会員番号が不明な方は，日本補綴歯科学会の会員ページ
内のログイン画面にある「パスワードを忘れた方」から，メールアドレスを入力，送信ボタンを
クリックしていただくと，パスワードがメールにて配信されます．
ログイン後，「会員情報」をクリックしていただくと会員番号の閲覧が可能になります．
共同発表者が非会員の場合は，事前参加登録ページより臨時会員登録とお支払をお済ませくださ
い．
その後，発行される臨時会員番号（e***）を会員番号欄に入力してください．なお，本会の振興
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の為，この機会の入会をお勧めしていただけると幸いです．
プログラム委員会では登録された抄録の校正および修正依頼は一切おこないません．登録者の責
任で，校正を済ませたうえで登録していただきますよう，お願いいたします．抄録作成時にはH
P上の「抄録投稿チェックリスト」を厳守してください．特に，タイトルや抄録の字数制限を超
過しないよう，ご注意ください．規定外の抄録は，不採用（リジェクト）となりますので十分に
ご注意ください．なお，プログラム委員会では体裁の修正を行うことがありますので，予めご了
承ください．
演題登録締め切り後，演題の取り下げのないよう十分に内容を吟味した上で，ご登録をお願いい
たします．万一取り下げを希望される場合，2019年1月31日(木)までにご連絡いただければプロ
グラム・抄録集からの演題消去が可能ですが，それ以降になりますとプログラム・抄録集からの
完全な消去は困難となり，取り消し線や取り下げの明記，あるいはホームページや大会会場掲示
板での掲示がなされることを予めご了承ください．
抄録の内容をHP上にアップすることへの諾否および利益相反の有無，疫学研究倫理審査委員会
承認，臨床研究倫理審査委員会承認，動物実験倫理審査委員会承認，組み換えDNA実験安全委
員会承認等に関する登録もおこなっております．チェックボックスにチェックして登録してくだ
さい．

演題登録ページ
以下のボタンから演題登録ページにお進み，手続きください．

演題登録ページへ

大会事務局

学会事務局

運営事務局

九州大学大学院 歯学研究院

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局

㈱エス・ティー・ワールド

〒812-8582

東京都港区芝2-29-11 高浦ビル4階

〒810-0001

口腔機能修復学講座 内

福岡市東区馬出3-1-1

Tel: 092-642-6441
Fax: 092-642-6380

〒105-0014

Tel：03-6722-6090

Fax：03-6722-6096

コンベンション事業部内
福岡市中央区天神2-8-30

天神西通りビジネスセンター6Ｆ
TEL：092-288-7577

FAX：092-738-3791
E-mail: jps129@stworld.jp
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web開催
HOME
大会長挨拶
開催概要（WEB開催）

参加登録方法

第129回学術大会参加の
皆様へ
WEB開催に伴い，参加登録期間を延長します．
演題募集（終了）
事前参加登録(延長受付中)

事前登録締切：2020年5月13日（水）17：00 （受付終了）

6月12日（金）17:00（受付終了）

終了致しました．
これ以降の参加申込みはできませんので，必ず期間内にお申込み下さい．

日程・プログラム
認定医・専門医筆記試験
およびケースプレゼンテー
ション試験
イブニングセッション
コーディネーター募集

オンラインでの参加登録が困難な場合
電子メールまたはFAXにて，お名前，電話番号，メールアドレスまたはFax番号をお知らせくだ
さい． 折り返し案内を送付させていただきます．
連絡先

ランチョンセミナー

株式会社日本旅行 ECP営業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19

託児施設のご案内

Fax：03-3437-3944

虎ノ門マリンビル11階

E-mail：mcs_inq05@nta．co.jp

協賛募集

営業時間：平日 9:30～17:30（土・日・祝日は休業）

第129回学術大会アンケート
Program in English
関連リンク

学術大会参加費
※当日受付は行いません．WEB開催に伴う参加費の変更はありません．
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前納会費

当日会費

正会員

10，000円

15，000円

賛助会員

10，000円

15，000円

準会員（一般）

5，000円

7，500円

準会員（学部学生）

1，000円

2，000円

非会員（一般）

15，000円

20，000円

非会員（学部学生）

2，000円

3，000円

事前参加登録｜第129回日本補綴歯科学会学術大会

取り消し（返金）手数料
2020年5月13日（水）6月12日（金）17：00まで 10%
2020年5月13日（水）6月12日（金）17：00以降 100%

懇親会のお知らせ（中止になりました）
日時
2020年6月26日（金）19:00～21:00（予定）
場所
ホテルオークラ福岡
〒812-0027 福岡市博多区下川端町3-2
Tel：092-262-1111
懇親会参加費
前納会費

12，000円

（当日会費

15，000円）

申込方法
学術大会参加登録と同時にオンラインにてお申し込みください．

専門医研修単位について
専門医研修単位認定セミナー
・6月27日（土）メインシンポジウム
・6月28日（日）専門医研修会
・学術大会参加４単位
・メインシンポジウム（6/27（土）），専門医研修会（6/28（日））いずれかの聴講で4単位
の最大８単位取得できます．

参加登録ページ
以下のボタンから参加登録ページにお進み，手続きください．

参加登録ページへ

大会事務局

学会事務局

運営事務局

九州大学大学院 歯学研究院

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局

㈱エス・ティー・ワールド

〒812-8582

東京都港区芝2-29-11 高浦ビル4階

〒810-0001

口腔機能修復学講座 内

福岡市東区馬出3-1-1

Tel: 092-642-6441
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〒105-0014
Tel

03-6722-6090

コンベンション事業部内
2-8-30

日程表・プログラム｜第129回日本補綴歯科学会学術大会

公益社団法人

日本補綴歯科学会 第129回学術大会
The 129th Annual Meeting of the Japan Prosthodontic Society

web開催
HOME
大会長挨拶
開催概要（WEB開催）

抄録

第129回学術大会参加の
皆様へ

・プログラム・抄録集（PDF）

演題募集（終了）
事前参加登録(延長受付中)

・抄録

課題口演（PDF）2020年6月10日掲載

・抄録

一般口演（PDF）2020年6月10日掲載

・抄録

ポスター（PDF）2020年6月10日掲載

日程・プログラム
認定医・専門医筆記試験
およびケースプレゼンテー
ション試験

日程表

イブニングセッション
コーディネーター募集

日程表（PDF）

ランチョンセミナー
託児施設のご案内
協賛募集

プログラム

第129回学術大会アンケート
Program in English
関連リンク

■ 特別講演

2020年6月27日（土） Room A 16:00～17:00（60分）

「認知症予防における食事および歯科ケアーの重要性：久山町研究」
座長： 古谷野
講師： 二宮

潔（九州大）
利治（九州大）

本特別講演では，九州大学が世界に誇る大規模コホート研究である久山町研究の代表研
究者である二宮利治先生をお招きして，長期に渡る大規模コホート研究の成果をご紹介
いただき，認知症予防における食事ならびに歯科治療の重要性についてお話しいただき
ます．これらの研究成果を基盤に補綴歯科の意義を再考する機会としていただきたいと
思います．

■ メインシンポジウム

2020年6月27日（土） Room A 13:00～15:00（120分）

（専門医研修単位認定セミナー）

日本学術会議主催（後援：日本生命科学アカデミー），日本補綴歯科学会共催
※メインシンポジウムのみの聴講を希望される方は参加費無料です．

「食力向上による健康寿命の延伸：補綴歯科の意義」
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座長： 丹沢
古谷野

秀樹（千葉大）

シンポジスト：

潔（九州大）
朝田

芳信（鶴見大）

市川

哲雄（徳島大）

馬場

一美（昭和大）

窪木

拓男（岡山大）

本シンポジウムは，日本学術会議歯学委員会と本学会の共催シンポジウムです．高齢者
の健康長寿に結びつける食（力）を考える場合に，ただ高齢者の咀嚼能力だけを捉える
のではなく，小児，成人，高齢者という各世代通しての口腔の健康，口腔機能の育成・
維持・回復を考えていく必要があります．こうした幅広い視点の中で食力を回復し健康
長寿をもたらす補綴歯科の貢献の学術的意義について議論します．

■ シンポジウム２

2020年6月27日（土） Room B 10:30～12:00（90分）

「インプラント撤去とその後のリカバリーを考える」
座長： 馬場

俊輔（大歯大）

関根

秀志（東歯大）

シンポジスト：

正木

千尋（九歯大）

阪本

貴司（関西支部）

西村

正宏（鹿児島大）
（公益社団法人日本口腔インプラント学会共催）

インプラントの不具合症例が増えつつあるなか，インプラントを撤去せざるを得ない症
例も，ある一定程度含まれている．このような現状からインプラントの撤去を余儀なく
される症例についての撤去基準が論じられているものの，インプラント撤去後の補綴装
置の選択基準は十分な議論がない状態である．これまでのインプラント撤去基準を整理
するとともに，撤去後の欠損に対する補綴装置を用いたリカバリーについて論じてもら
い，その際の選択基準とノウハウについても展開してもらうこととする．

■ シンポジウム３

2020年6月27日（土） Room C 10:30～12:00（90分）

「顎関節症の咬合治療の在り方」
座長： 菅沼

岳史（昭和大）

西山

暁（医歯大）

シンポジスト：

小見山
山口

道（日大松戸）
泰彦（北海道大）
（一般社団法人日本顎関節学会共催）

咬合異常が顎関節症の原因であるというエビデンスは過去に考えられていたほど強くな
いとされており，顎関節症患者で観察される咬合異常の一部は原因ではなく，顎関節症
のさまざまな病態によって下顎位が変化し，その結果，二次的に生じている咬合異常が
多く存在しているといえる．ここでは，顎関節症の初期治療として咬合治療を選択する
べきではないという最近の考え方をもとに顎関節症の咬合治療の在り方を考える．

■ シンポジウム４

2020年6月27日（土） Room B 13:00～14:30（90分）

「口腔内スキャナーを使いこなすために知っておくべき基礎知識」
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座長： 疋田
中村

一洋（北医療大）
隆志（大手前短期大）

シンポジスト：

堀田

康弘（昭和大）

高橋

英和（医歯大）

木村

健二（東関東支部）
（一般社団法人日本デジタル歯科学会共催）

補綴臨床の現場でデジタルデンティストリーが拡大する中，次の大きなブレイクスルー
として口腔内スキャナーの普及が期待され，次々と新しい製品がリリースされている．
本シンポジウムでは，それぞれの製品にどのような特徴があるのか，どのような原理で
精密に口腔内の三次元情報をスキャンするのか，そして，ラボサイドにとって有効なデ
ータとは何かなど，口腔内スキャナーを臨床現場で最大限に活用するための必須情報を
確認したい．

■ シンポジウム５

2020年6月27日（土） Room C 13:00～14:30（90分）

「最新の骨補填材について考える」
座長： 馬場
近藤
シンポジスト：

俊輔（大歯大）
尚知（岩手医大）
鮎川

保則（九州大）

船登

彰芳（関西支部）

宮本

洋二（徳島大）
（公益社団法人日本口腔インプラント学会共催）

骨補填材は，インプラント治療の骨増生手術の際に用いられているが，近年までインプ
ラント治療に適応可能なものが販売されていなかったのが現状である．そのような状況
下，昨今，インプラント治療への適応が承認された骨補填材が製造販売されるようにな
り，その効能・効果が注目されている．本シンポジウムでは，これまで適応外使用とし
て利用されてきた骨補填材と，新規に適応が承認された骨補填材の現状での安全性なら
びに効果を報告し，原料や構造の違いに起因する，ハンドリングと使用方法の特徴につ
いても言及する．

■ シンポジウム６

2020年6月27日（土） Room A 10:30～12:00（90分）

「欠損歯列における咬合再構成 ─適正な咬合高径をどのように求めるか─ 」
座長： 佐々木啓一（東北大）
山下秀一郎（東歯大）
シンポジスト：

山下秀一郎（東歯大）
小出
澁川

馨（日歯大新潟）
義幸（東歯大）
（特定非営利活動法人日本顎咬合学会共催）

咬合の再構成を行う際には，臼歯部咬合支持の残り方によって付与する咬合の考え方は
異なるが，その多くで咬合挙上が必要となる．このような場合に，経験則をもとに暫間
補綴装置を用いた顎位の回復が一般的な考え方であり，何を基準に新たな顎位を設定し
たのかについての客観性は乏しい．本企画では咬合高径をテーマに，２名の補綴専門医
と生理学者を交えて，臨床と基礎の両面から議論したい．
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■ シンポジウム７

2020年6月27日（土） Room B 15:00～16:30（90分）

「IOD のニューエビデンス」
座長： 大久保力廣（鶴見大）
田中
シンポジスト：

譲治（東関東支部）
金澤

学（医歯大）

中居

伸行（関西支部）

永田

省藏（九州支部）

インプラントオーバーデンチャー（IOD）については，即時荷重，各種アタッチメント
，ミニインプラントなど新しいソリューションが登場し，臨床データも蓄積されている
．一方でIOD には，上顎と下顎の相違，埋入本数，インプラントの連結や非連結，緩圧
と非緩圧等，さまざまな考え方が混在している．そこで，本シンポジウムではIOD に関
する最新のエビデンスを整理し， IOD の設計，術式，アタッチメントセレクション等
についての指針を示したい．

■ シンポジウム８

2020年6月28日（日） Room A 9:00～10:30（90分）

「欠損歯列における咬合再構成
か─」
座長： 谷田部

─欠損をどう診て，どのようにアプローチする

優（東京支部）

山下秀一郎（東歯大）
シンポジスト：

兒玉

直紀（岡山大）

倉嶋

敏明（関越支部）

日比

英晴（名古屋大）
（特定非営利活動法人日本顎咬合学会共催）

過度な咬合平面の乱れや顎位の大きな変化は欠損修復処置を困難にさせ，高齢になるほ
ど治療介入が難しくなる場合が少なくない．本セッションでは，さまざまな立場での豊
富な臨床経験をお持ちの先生がたにご登壇いただき，欠損を伴う患者の咬合再構成に対
する臨床的な考え方と対処について症例を交えてそれぞれの視点から紹介していただく
．

■ シンポジウム９

2020年6月28日（日） Room C 9:00～10:30（90分）

「補綴歯科治療におけるデジタルワークフローの到達点 ─残された問題点とそ
の解決策を探る─」
座長： 正木

千尋（九歯大）

横山紗和子（昭和大）
シンポジスト：

丸尾勝一郎（東京支部）
新保

秀仁（鶴見大）

植松

厚夫（東京支部）
（一般社団法人日本デジタル歯科学会共催）

補綴歯科治療においては，口腔内スキャナーからCAD/CAM 補綴に至るまでのデジタル
ワークフローが確立されつつある．デジタル技術を用いることで，治療がシンプルにな
り，より精度の高い治療が可能となる一方，いまだにアナログ技術が必要なステップも
存在するのが現状である．本シンポジウムでは補綴歯科治療におけるデジタルワークフ
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ローについて，現時点での到達点を考えるとともに，残された問題点やその解決策につ
いて議論したい．

■ シンポジウム１０

2020年6月28日（日） Room B 11:00～12:30（90分）

「どこまでできる 訪問歯科診療
座長： 河相

─補綴歯科の知識と技術をどう生かすか─」

安彦（日大松戸）

渡邉

恵（徳島大）

シンポジスト：

角谷

真一（中国・四国支部）

菅

武雄（鶴見大）

糸田

昌隆（大歯大）
（一般社団法人日本老年歯科医学会共催）

既に超高齢社会となったわが国では，今後も要介護高齢者の人口が増加し続けると予想
され，在宅での歯科治療のニーズがますます高まると考えられる．これまでの訪問歯科
診療は口腔清掃と義歯が中心であったが，今後は多様化する個々の症例に対応する知識
と技術が求められる．本セッションでは，訪問歯科診療における補綴歯科の臨床決断と
治療の進め方についてエキスパートの先生方にお話しいただく．

■ シンポジウム１１
「in situ

2020年6月28日（日） Room C 11:00～12:30（90分）

組織再生法が拓く未来の補綴歯科技術」

座長： 江草
西村
シンポジスト：

宏（東北大）
正宏（鹿児島大）
石川

邦夫（九州大）

岸田

晶夫（医歯大）

山田

将博（東北大）

再生歯科治療の実現を考えた場合，細胞移植を伴う治療アプローチには高コストの問題
がついて回る．近年，生体材料にバイオミメティクス等の機能を付与することで，『in
situ』（本来の場所＝欠損部位）に患者の幹細胞を集積させ，組織再生を成し遂げよう
とするアプローチが盛んになっている．本シンポジウムでは，新たな補綴歯科治療を創
出する技術イノベーションをin situ 組織再生法の視点から考えてみたい．

■ シンポジウム１２

2020年6月28日（日） Room C 13:30～15:00（90分）

「ジルコニアはホントに最高？」
座長： 細川

隆司（九歯大）

三浦

宏之（医歯大）

シンポジスト：

伴

清治（愛院大）

山下

恒彦（関西支部）

小濱

忠一（東北・北海道支部）
（一般社団法人日本デジタル歯科学会共催）
（一般社団法人日本歯科審美学会共催）

近年，セラミックス系CAD/CAM マテリアルとしてジルコニアが多く使用されるように
なってきたが，本当に理想的なマテリアルと言えるのであろうか？本シンポジウムでは
まずセラミックス材料に関する理工学的性質を整理していただくとともに，歯科医師あ
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るいは歯科技工士の立場からみたCAD/CAM マテリアルの選択基準について，3 名のエ
キスパートの先生方を演者に迎え，さまざまな角度から議論したい．

■ 歯科技工士特別シンポジウム

2020年6月28日（日） Room B 13:30～15:30（120分）

「歯科技工業の現状と将来 ─厚生労働科学研究の結果から―」
座長： 川添

堯彬（大歯大）

赤川

安正（昭和大）

シンポジスト：

小嶺
田地

祐子（厚生労働省）
豪（広島大）

堀口

逸子（東京理科大）

小畑

真（北海道大）

赤川

■ 専門医研修会

安正（昭和大）

2020年6月28日（日）Room A 13:30～15:30（120分）

（専門医研修単位認定セミナー）

「補綴歯科専門医として身につけるべきコンピテンス（その2）」
座長： 河相
飯沼
シンポジスト：

安彦（日大松戸）
利光（日本大）
古屋

純一（昭和大）

隅田

由香（医歯大）

補綴歯科専門医として求められている包括能力および資質，いわゆるコンピテンスにつ
いては教育問題検討委員会で検討が重ねられている．同時に，食力の回復に必要な口腔
の形態，機能および審美回復等の支援に必要な技能とコミュニケーション能力を臨床現
場の実践から多角的に探る必要もある．本研修は専門医として具備すべきコンピテンス
1・2・3 にフォーカスをあて臨床を通したコンセンサスを模索することを目的としてい
る．そこで，2 名の講師の方々に日常の臨床を通して実践しているコンピテンスとコン
ピテンシーを考察していただき，補綴歯科専門医としてこれらの能力を如何に身につけ
るべきかを理解することを目指したい．

■ 臨床スキルアップセミナー

2020年6月28日（日） Room B 9:00～10:30（90分）

「超高齢社会における有床義歯治療のアプローチ」
座長： 佐藤

裕二（昭和大）

山森

徹雄（奥羽大）

講師： 上田

貴之（東歯大）

小林

琢也（岩手医大）

岡本

和彦（明海大）

平成28 年度歯科疾患実態調査によれば，65 歳以上の喪失歯所有者率はいまだ高い傾向
にある．超高齢社会を迎えた日本においては，健康長寿を達成する上で有床義歯治療の
役割がより重要になっているといえる．本セミナーでは，3 名の先生方に超高齢社会に
おける有床義歯治療の意義と，臨床現場で役立つポイントについて解説していただく予
定である．
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【COVID-19 対応】
認定医・専門医試験および専門医ケースプレゼンテーション審査について
（実施時期延期）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に伴い，公益社団法日本補
綴歯科学会第 129 回学術大会は誌上＋Web 開催となりました．それに伴い，令
和２年度 認定医・専門医試験（2020 年 6 月 26 日）および専門医ケースプレゼ
ンテーション審査につきまして，安全かつ公平な試験の実施見通しが立たない
ため，それぞれ実施を延期することといたします．
受験者の皆様におかれましては誠に申し訳ございませんが，今般の状況を鑑
み，ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます．延期に向けて以下の対応を
進めておりますが，詳細が決まりましたら，本会ホームページおよび JPS メー
ルマガジンにて公開させていただきます．お手数をおかけいたしますが，ご確
認ください．
【認定医・専門医試験】
１．延期日程（案）
翌年（2021 年）の学術大会に合わせて実施します．但し，社会情勢に応じて，
実施時期が前後する可能性がございます．

２．お送りいただいた申請書類等
提出された専門医多肢選択式筆記試験申込書（様式 29），お送りいただきま
した，返信用封筒（定型，長形 3 号封筒に 404 円切手を貼付し宛先を明記し
たもの）および専門医審査書類等は，返却させていただきます．ご面倒をお
かけしますが，次回の試験や審査時に，再度の申込や申請を行なって下さい．
【専門医ケースプレゼンテーション審査】
１．延期日程（案）
翌年（2021 年）の学術大会に合わせて実施します．あるいは支部学術大会に
振り替えることもできます．但し，社会情勢に応じて，学術大会・支部学術
大会の実施時期が前後する可能性がございます．
２．申し込みいただいた申請書類等
提出された専門医審査書類等は，返却させていただきます．ご面倒をおかけ
しますが，次回の申請時に，再度作成して下さい．
３．申請料
事務局に振り込みいただきました申請料は，返金させていただきます．返金
方法等は事務局からご連絡申し上げます．

本年の認定医・専門医試験，または専門医審査を受験希望されていらっしゃっ
た先生におかれましては，コロナウイルス感染症への影響とは言え，ご迷惑を
おかけすることとなり誠に申し訳ございませんが，何卒ご理解のほどよろしく
お願い申し上げます．

令和 2 年 4 月 24 日
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長

大川

周治

修練医・認定医・専門医制度委員長

河相 安彦

修練医・認定医・専門医認定委員長

大久保 力廣
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ただいま準備中です．

第129回学術大会参加の
皆様へ

もうしばらくお待ちください．

演題募集（終了）
事前参加登録(延長受付中)
日程・プログラム
認定医・専門医筆記試験
およびケースプレゼンテー
ション試験
イブニングセッション
コーディネーター募集

大会事務局

学会事務局

運営事務局

九州大学大学院 歯学研究院

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局

㈱エス・ティー・ワールド

〒812-8582

東京都港区芝2-29-11 高浦ビル4階

〒810-0001

口腔機能修復学講座 内

福岡市東区馬出3-1-1

Tel: 092-642-6441
Fax: 092-642-6380

〒105-0014

Tel：03-6722-6090

Fax：03-6722-6096

コンベンション事業部内
福岡市中央区天神2-8-30

天神西通りビジネスセンター6Ｆ
TEL：092-288-7577

FAX：092-738-3791
E-mail: jps129@stworld.jp

ランチョンセミナー
託児施設のご案内
協賛募集
第129回学術大会アンケート
Program in English
関連リンク

https://jps129.com/luncheon.html[2020/10/05 14:07:47]

託児施設のご案内｜第129回日本補綴歯科学会学術大会

公益社団法人

日本補綴歯科学会 第129回学術大会
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第129回学術大会参加の
皆様へ

会場内に無料臨時託児室をご用意いたします．ご利用は公益社団法人日本補綴歯科学会 第129回学術大会の参
加者に限ります．ご希望の方は下記要領でお申し込みください．託児につきましては，保護者と託児業者との
契約によるものとし，公益社団法人日本補綴歯科学会及び公益社団法人日本補綴歯科学会 第129回学術大会で
は責任を負いかねます．

演題募集（終了）

開催日時

事前参加登録(延長受付中)
日程・プログラム

6月27日（土）8：30～19：00
6月28日（日）8：00～16：00

認定医・専門医筆記試験
およびケースプレゼンテー
ション試験
イブニングセッション
コーディネーター募集

ご利用資格
公益社団法人日本補綴歯科学会 第129回学術大会参加者を保護者とする生後6ヶ月～小学校3年生まで
の健康なお子様

ランチョンセミナー
託児施設のご案内

託児委託先
株式会社アピカル 福岡支店

協賛募集
ご利用規約

第129回学術大会アンケート

利用規約を必ずご了解の上，お申し込みいただきますようお願いいたします．
Program in English

ご利用規約【PDF】

関連リンク

料金
無料

お申し込み締切日

2020年5月29日（金）
※定員に達した場合にはキャンセル待ちとなります．
キャンセルが出た場合にのみお申し込み順にご連絡させていただきますので，何卒ご了承ください．

お申し込み方法

https://jps129.com/childcar.html[2020/10/05 14:07:49]

託児施設のご案内｜第129回日本補綴歯科学会学術大会

下記申込書に必要事項をご記入のうえ，FaxまたはEメールにてお申込みください．
お申し込み後1週間以内に申し込み確認の連絡がない場合，下記の「お申し込み先・お問合せ先」ま
で必ずお問い合わせ下さい．
開催日が近づきましたら，お電話にてお子さまの詳しい様子をお伺いいたします．
※託児室の場所は，申込受付後ご連絡いたします．
※お子様を託児室にお連れいただく際に，「申込書（捺印済みの原本）」をご持参ください．
また，本会の参加証をご提示いただきますようお願い致します．

申込書【PDF】

申込書【WORD】

大会事務局

学会事務局

運営事務局

九州大学大学院 歯学研究院

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局

㈱エス・ティー・ワールド

〒812-8582

東京都港区芝2-29-11 高浦ビル4階

〒810-0001

口腔機能修復学講座 内

福岡市東区馬出3-1-1

Tel: 092-642-6441
Fax: 092-642-6380

〒105-0014

Tel：03-6722-6090

Fax：03-6722-6096

コンベンション事業部内
福岡市中央区天神2-8-30

天神西通りビジネスセンター6Ｆ
TEL：092-288-7577

FAX：092-738-3791
E-mail: jps129@stworld.jp
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協賛募集｜第129回日本補綴歯科学会学術大会
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開催概要（WEB開催）
第129回学術大会参加の
皆様へ
演題募集（終了）
事前参加登録(延長受付中)
日程・プログラム
認定医・専門医筆記試験
およびケースプレゼンテー
ション試験

協賛企業募集について
この度の公益社団法人日本補綴歯科学会第129回学術大会におきまして，展示，広告掲載，
セミナー共催，寄付の各項目において協賛いただける企業様・団体様を募集しております．
企業展示・書籍展示： 展示ブースにおける商品・機器展示ならびに書籍展示
広告掲載： 講演要旨集への広告掲載
セミナー共催： ランチョンセミナーの共催
寄付：公益社団法人日本補綴歯科学会第129回学術大会開催経費の一部に充当

趣意書の送信を希望する

イブニングセッション
コーディネーター募集

公益社団法人日本補綴歯科学会第129回学術大会 運営準備室
㈱エス・ティー・ワールドコンベンション事業部内

ランチョンセミナー

〒810-0001

託児施設のご案内

福岡市中央区天神2-8-30

天神西通りビジネスセンター6Ｆ

TEL：092-288-7577 FAX：092-738-3791

E-mail: jps129@stworld.jp

協賛募集
第129回学術大会アンケート
Program in English
関連リンク

大会事務局

学会事務局

運営事務局

九州大学大学院 歯学研究院

公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局

㈱エス・ティー・ワールド

〒812-8582

東京都港区芝2-29-11 高浦ビル4階

〒810-0001

口腔機能修復学講座 内

福岡市東区馬出3-1-1

Tel: 092-642-6441
Fax: 092-642-6380

〒105-0014

Tel：03-6722-6090

Fax：03-6722-6096

コンベンション事業部内
福岡市中央区天神2-8-30

天神西通りビジネスセンター6Ｆ
TEL：092-288-7577

FAX：092-738-3791
E-mail: jps129@stworld.jp
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SCHEDULE

第129回学術大会参加の
皆様へ
演題募集（終了）
事前参加登録(延長受付中)
日程・プログラム
認定医・専門医筆記試験
およびケースプレゼンテー
ション試験
イブニングセッション
コーディネーター募集
ランチョンセミナー

Main Theme

Extension of healthy life expectancy by improving eating power : Mission of Prosthodontics

Date

June 26 (Fri) - 28 (Sun), 2020

Venue

Web broadcast and by the Abstracts

託児施設のご案内
Congress President
協賛募集
Prof. Kiyoshi Koyano (Kyushu University)
第129回学術大会アンケート
Registration
Program in English
関連リンク

Registration Fee
※We will accept only Pre-registration.

https://jps129.com/english.html?lang=en[2020/10/05 14:07:54]

Pre-registration

On-site registration

Member, Company member

JPY10,000-

JPY15,000-

Supporting member

JPY10,000-

JPY15,000-

Temporary member (Regular)

JPY5,000-

JPY7,500-

Temporary member (Undergraduate student)

JPY1,000-

JPY2,000-

Non-member (Regular)

JPY15,000-

JPY20,000-

Non-member (Undergraduate student)

JPY2,000-

JPY3,000-

Program in English｜第129回日本補綴歯科学会学術大会

Pre-registration
Membership number is necessary for member registration, please click

here .

Pre-registration period
Until May 13 (Wed) June 12 (Fri), 2020, 17:00 (JST)

Cancel Fee
Until May 13 (Wed) , June 12(Fri), 17:00, 10% of Registration fee
After May 13 (Wed) , June 12(Fri), 17:00, 100% of Registration fee

Banquet（Cancel）

Date
June 26 (Fri), 2020, 19:00-21:00 (Schedule)

Place
Hotel Okura Fukuoka
Hakata Riverrain, 3-2 Shimokawabata-machi, Hakata-ku, Fukuoka, 812-0027, Japan,
Tel: 092-262-1111 (+81-92-262-1111)

Reception fee
Pre-registration for banquet            JPY12,000On-site registration for banquet    JPY15,000-

Hotel Reservation（Cancel）

Closing dates for the reservation
17:00 pm, June 1st, 2020 (Japan time = UTC+09:00)

Due date for payment
12:00 pm, June 2nd, 2020 (Japan time = UTC+09:00)

HOTEL ACCOMMODATIONS

Contact

For more information please contact the following address.

Executive Secretariat of The 129th Annual Meeting of the Japan Prosthodontic Society
STWorld Inc, Convention Division
Tenjin nishidori business center 6F, 2-8-30 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka, 810-0001, Japan
Tel: 092-288-7577 (+81-92-288-7577)
Fax: 092-738-3791 (+81-92-738-3791)
email: jps129@stworld.jp Business hours: 10:00-18:30 on weekday

https://jps129.com/english.html?lang=en[2020/10/05 14:07:54]
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Program

【Special Lecture】

Title:

June 27 (Sat.) Room A 16：00 ～ 17：00

The significance of diet and dental care on the prevention of dementia

Chairperson: Kiyoshi Koyano (Kyushu University)
Speakers: Toshiharu Ninomiya (Kyushu University)

【Main Symposium】

June 27 (Sat.) Room A 13：00 ～ 15：00

Science Council of Japan (host), Japan Academy of Life Sciences (co-host), Japan Prosthodontic Society (supp
ort)
※No admission is necessary if you are taking only main symposium.
Title:

Extension of healthy life expectancy by improving eating power: Mission of Prostho
dontics

Chairpersons: Hideki Tanzawa (Chiba University)
Kiyoshi Koyano (Kyushu University)
Speakers: Yoshinobu Asada (Tsurumi University)
Tetsuo Ichikawa (Tokushima University)
Kazuyoshi Baba (Showa University)
Takuo Kuboki (Okayama University)

【Symposium 2】

Title:

June 27 (Sat.) Room B 10：30 ～ 12：00

Implant removal and recovery thereafter

Chairpersons: Shunsuke Baba (Osaka Dental University)
Hideshi Sekine (Tokyo Dental College)
Speakers: Chihiro Masaki (Kyushu Dental University)
Takashi Sakamoto (Kansai Branch)
Masahiro Nishimura (Kagoshima University)

【Symposium 3】

Title:

June 27 (Sat.) Room C 10：30 ～ 12：00

Occlusal treatment for temporomandibular dysfunctions

Chairpersons: Takeshi Suganuma (Showa University)
Akira Nishiyama (Tokyo Medical and Dental University)
Speakers: Osamu Komiyama (Nihon University at Matsudo)
Taihiko Yamaguchi (Hokkaido University)

【Symposium 4】

Title:

June 27 (Sat.) Room B 13：00 ～ 14：30

Basic knowledge for using intraoral scanner

Chairpersons: Kazuhiro Hikita (Health Sciences University of Hokkaido)
Takashi Nakamura (Otemae College)
Speakers: Yasuhiro Hotta (Showa University)
Hidekazu Takahashi (Tokyo Medical and Dental University)

https://jps129.com/english.html?lang=en[2020/10/05 14:07:54]
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Kenji Kimura (East Kanto Branch)

【Symposium 5】

Title:

June 27 (Sat.) Room C 13：00 ～ 14：30

Latest Bone Graft Materials

Chairpersons: Shunsuke Baba (Osaka Dental University)
Hisatomo Kondo (Iwate Medical University)
Speakers: Yasunori Ayukawa (Kyushu University)
Akiyoshi Funato (Kansai Branch)
Youji Miyamoto (Tokushima University)

【Symposium 6】

Title:

June 27 (Sat.) Room A 10：30 ～ 12：00

Oral rehabilitation of missing dentition
- How to establish optimum occlusal vertical dimension? -

Chairpersons: Keiichi Sasaki (Tohoku University)
Shuichiro Yamashita (Tokyo Dental College)
Speakers: Shuichiro Yamashita (Tokyo Dental College)
Kaoru Koide (The Nippon Dental University)
Yoshiyuki Shibukawa (Tokyo Dental College)

【Symposium 7】

Title:

une 27 (Sat.) Room B 15：00 ～ 16：30

New evidence for implant overdenture

Chairpersons: Chikahiro Ohkubo (Tsurumi University)
Jyoji Tanaka (East Kanto Branch)
Speakers: Manabu Kanazawa (Tokyo Medical and Dental University)
Nobuyuki Nakai (Kansai Branch)
Shozo Nagata (Kyushu Branch)

【Symposium 8】

Title:

June 28 (Sun.) Room A 9：00 ～ 10：30

Oral rehabilitation of missing dentition
- Diagnosis and approach for partially and completely edentulous patients -

Chairpersons: Masaru Yatabe (Tokyo Branch)
Shuichiro Yamashita (Tokyo Dental College)
Speakers: Naoki Kodama (Okayama University Hospital)
Toshiaki Kurashima (Kan-Etsu Branch)
Hideharu Hibi (Nagoya University)

【Symposium 9】

Title:

June 28 (Sun.) Room C 9：00 ～ 10：30

The ultimate goal of digital workflow in prosthodontic treatment
- discussing the remaining problems and solutions -

Chairpersons: Chihiro Masaki (Kyushu Dental University)
Sawako Yokoyama (Showa University)
Speakers: Katsuichiro Maruo (Tokyo Branch)
Hidemasa Shimpo (Tsurumi University)

https://jps129.com/english.html?lang=en[2020/10/05 14:07:54]
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Atsuo Uematsu (Tokyo Branch)

【Symposium 10】

Title:

June 28 (Sun.) Room B 11：00 ～ 12：30

How far can we achieve with house call dentistry?
- How can we apply the prosthodontic knowledge and skill -

Chairpersons: Yasuhiko Kawai (Nihon University)
Megumi Watanabe (Tokushima University)
Speakers: Shinichi Kadoya (Chugoku & Shikoku Branch)
Takeo Suga (Tsurumi University)
Masataka Itoda (Osaka Dental University Hospital)

【Symposium 11】

Title:

June 28 (Sun.) Room C 11：00 ～ 12：30

Pioneering the future of prosthodontic technologies by in situ tissue regeneration

Chairpersons: Hiroshi Egusa (Tohoku University)
Masahiro Nishimura (Kagoshima University)
Speakers: Kunio Ishikawa (Kyushu University)
Akio Kishida (Tokyo Medical and Dental University)
Masahiro Yamada (Tohoku University)

【Symposium 12】

Title:

June 28 (Sun.) Room C 13：30 ～ 15：00

Is zirconia really the ideal material?

Chairpersons: Ryuji Hosokawa (Kyushu Dental University)
Hiroyuki Miura (Tokyo Medical and Dental University)
Speakers: Seiji Ban (Aichi Gakuin University)
Tommy Yamashita (Kansai Branch)
Tadakazu Obama (Tohoku & Hokkaido Branch)

【Special Symposium for Dental Technician】

Title:

June 28 (Sun.) Room B 13：30 ～ 15：30

Current situation and future of dental laboratory work

Chairpersons: Takayoshi Kawazoe (Osaka Dental University)
Yasumasa Akagawa (Showa University)
Speakers: Yuko Komine (Ministry of Health, Labour and Welfare)
Tsuyoshi Taji (Hiroshima University)
Itsuko Horiguchi (Tokyo University of Science)
Makoto Obata (Hokkaido University)
Yasumasa Akagawa (Showa University)

【Prosthodontic Specialist Seminar】

Title:

June 28 (Sun.) Room A 13：30 ～ 15：30

The Competence that Prosthodontists Should Acquire; Part2

Chairpersons: Yasuhiko Kawai (Nihon University at Matsudo)
Toshimitsu Iinuma (Nihon University)
Speakers: Junichi Furuya (Showa University)

https://jps129.com/english.html?lang=en[2020/10/05 14:07:54]
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Yuka Sumita (Tokyo Medical and Dental University)

【Clinical Skill-up Seminar】

Title:

June 28 (Sun.) Room B 9：00 ～ 10：30

Approaches for the treatments using removable prostheses in a super-aged societ
y

Chairpersons: Yuji Sato (Showa University)
Tetsuo Yamamori (Ohu University)
Speakers: Takayuki Ueda (Tokyo Dental College)
Takuya Kobayashi (Iwate Medical University)
Kazuhiko Okamoto (Meikai University)

Congress Secretariat

Academic Secretariat

Executive Secretariat

Section of Implant & Rehabilitative Dentistr

Public interest incorporated association Japa

STWorld Inc， Convention Division

y

n Prosthodontic Society

Division of Oral Rehabilitation

Shiba 2-29-11， Takaura Building 4th F1．

Faculty of Dental Science， Kyushu Univer
sity
3-1-1 Maidashi， Higashi-ku， Fukuoka，
812-8582， JAPAN

，

Minato-ku， Tokyo， 105-0004， JAPAN

Tenjin nishidori business center 6F， 2-8-3
0 Tenjin，

Chuo-ku， Fukuoka， 810-0001， JAPAN
Tel: +81-92-288-7577

Tel: +81-3-6722-6090

Fax: +81-92-738-3791

Fax: +81-3-6722-6096

email: jps129@stworld.jp

Tel: +81-92-642-6441

Business hours: 10:00-18:30 on weekd
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関係機関・団体

第129回学術大会参加の
皆様へ

公益社団法人日本補綴歯科学会
http://hotetsu．com/

演題募集（終了）

九州大学
https://www．kyushu-u．ac.jp/ja/

事前参加登録(延長受付中)

九州大学 歯学研究院・歯学府・歯学部 - クラウンブリッジ補綴学 http://www．dent．kyushu-u．ac.jp/about/field/field3/field3_06/

日程・プログラム

九州大学 歯学研究院・歯学府・歯学部 - インプラント・義歯補綴学 http://www．dent．kyushu-u．ac.jp/about/field/field3/field3_07/

認定医・専門医筆記試験
およびケースプレゼンテー
ション試験
イブニングセッション
コーディネーター募集
ランチョンセミナー
託児施設のご案内
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〒812-8582
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口腔機能修復学講座 内
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Tel: 092-642-6441
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〒105-0014

Tel：03-6722-6090

Fax：03-6722-6096

コンベンション事業部内
福岡市中央区天神2-8-30

天神西通りビジネスセンター6Ｆ
TEL：092-288-7577

FAX：092-738-3791
E-mail: jps129@stworld.jp

公益社団法人日本補綴歯科学会第129回学術大会日程表
食力向上による健康寿命の延伸：補綴歯科の意義

2020年6月26日（金）
Web開催

2020年6月27日（土）
Room A

Room B

Room C

開会式

開会式

開会式

課題口演１

課題口演2

課題口演3

eポスター

8:30
9:00

10:00

11:00

会務連絡会

理事会
12:00

シンポジウム6
欠損歯列における咬合再構成
－適正な咬合高径をどのように求めるか－
座長：佐々木啓一（東北大）
山下秀一郎（東歯大）
シンポジスト：
山下秀一郎（東歯大）
小出 馨（日歯大新潟）
澁川 義幸（東歯大）

シンポジウム3
シンポジウム2
インプラント撤去とその
顎関節症の咬合治療の
後のリカバリーを考える
在り方
座長：菅沼 岳史（昭和大）
座長：馬場 俊輔（大歯大）
西山 暁（医歯大）
関根 秀志（東歯大）
シンポジスト：
シンポジスト：
小見山 道（日大松戸）
正木 千尋（九歯大）
山口 泰彦（北海道大）
阪本 貴司（関西支部）
西村 正宏（鹿児島大）

メインシンポジウム
（専門医研修単位認定セミナー）
食力向上による健康寿命の延伸：
補綴歯科の意義
座長：丹沢 秀樹（千葉大）
古谷野 潔（九州大）
シンポジスト：
朝田 芳信（鶴見大）
市川 哲雄（徳島大）
馬場 一美（昭和大）
窪木 拓男（岡山大）

シンポジウム4
シンポジウム5
口腔内スキャナーを使いこなす
最新の骨補填材に
ために知っておくべき基礎知識
ついて考える
座長：疋田 一洋（北医療大） 座長：馬場 俊輔（大歯大）
近藤 尚知（岩手医大）
中村 隆志（大手前短期大）
シンポジスト：
シンポジスト：
堀田 康弘（昭和大）
鮎川 保則（九州大）
高橋 英和（医歯大）
船登 彰芳（関西支部）
木村 健二（東関東支部）
宮本 洋二（徳島大）

委員長会
13:00

支部長会
14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

シンポジウム7
IODのニューエビデンス
座長：大久保力廣（鶴見大）
田中 譲治（東関東支部）
シンポジスト：
金澤 学（医歯大）
特別講演
中居 伸行（関西支部）
認知症予防における食事および歯科
永田 省蔵（九州支部）
ケアーの重要性：久山町研究
座長：古谷野 潔（九州大）
講師：二宮 利治（九州大）

ポスター
閲覧

公益社団法人日本補綴歯科学会第129回学術大会日程表
食力向上による健康寿命の延伸：補綴歯科の意義
2020年6月28日（日）
Room A
9:00

10:00

Room B

シンポジウム8
臨床スキルアップセミナー
欠損歯列における咬合再構成
超高齢社会における
－欠損をどう診て,どのようにアプローチするか－
有床義歯治療のアプローチ
座長：谷田部 優（東京支部） 座長：佐藤 裕二（昭和大）
山下秀一郎（東歯大）
山森 徹雄（奥羽大）
シンポジスト：
講師：上田 貴之（東歯大）
兒玉 直紀（岡山大）
小林 琢也（岩手医大）
倉嶋 敏明（関越支部）
岡本 和彦（明海大）
日比 英晴（名古屋大）

11:00

Room C

eポスター

シンポジウム9
補綴歯科治療におけるデジタルワークフローの到達点
－残された問題点とその解決策を探る－
座長：正木 千尋（九歯大）
横山紗和子（昭和大）
シンポジスト：
丸尾勝一郎（東京支部）
新保 秀仁（鶴見大）
植松 厚夫（東京支部）

シンポジウム10
シンポジウム11
どこまでできる訪問歯科診療
in situ 組織再生法が
－補綴歯科の知識と技術をどう生かすか－
拓く未来の補綴歯科技術
座長：河相 安彦（日大松戸） 座長：江草
宏（東北大）
渡邉
恵（徳島大）
西村 正宏（鹿児島大）
シンポジスト：
シンポジスト：
角谷 真一（中国・四国支部）
石川 邦夫（九州大）
菅
武雄（鶴見大）
岸田 晶夫（医歯大）
糸田 昌隆（大歯大）
山田 将博（東北大）

12:00

13:00

14:00

15:00

専門医研修会
（専門医研修単位認定セミナー）
補綴歯科専門医として身に
つけるべきコンピテンス（その２）
座長：河相 安彦（日大松戸）
飯沼 利光（日本大）
シンポジスト：
古屋 純一（昭和大）
隅田 由香（医歯大）

閉会式
16:00

17:00

18:00

シンポジウム12
歯科技工士特別シンポジウム
歯科技工業の現状と将来
ジルコニアはホントに最高？
－厚生労働科学研究の結果から－ 座長：細川 隆司（九歯大）
三浦 宏之（医歯大）
座長：川添 堯彬（大歯大）
シンポジスト：
赤川 安正（昭和大）
伴
清治（愛院大）
シンポジスト：
山下 恒彦（関西支部）
小嶺 祐子（厚生労働省）
小濱 忠一
田地
豪（広島大）
（東北・北海道支部）
堀口 逸子（東京理科大）
小畑
赤川

真（北海道大）
安正（昭和大）

閉会式

閉会式

ポスター
閲覧

第 129 回 日本補綴歯科学会学術大会
託児利用規約

2020 年 6 月 27 日 （土）
2020 年 6 月 28 日 （日）

8：30 ～ 19：00
8：00 ～ 16：00

託児場所 ： 福岡国際会議場 （福岡県福岡市博多区石城町 2 番 1 号）
※託児会場はセキュリティのためご利用者の方のみお伝えいたします

3 ヶ月以上～小学 6 年生までのお子様

無料

捺印済みの「託児申込書」をご提出いただき、
スタッフに当日のお子様のご様子などをお伝えください。
※お子様の安全の為、お預けとお迎えはできるだけ同じ方が行っていただきますよう お願いいたしま
す。異なる場合は託児室申込書にその旨をご記入の上、当日お預けの際に必ずお伝え下さい。

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

事前に記入された「託児申込書」 （1 枚/1 日）
食べ物、飲み物（必要な時間帯のお預けの場合）
着替え（上下の服・下着）
汚れ物袋（スーパーのビニール袋などを必要枚数分ご持参ください）
ミルクを飲むお子さま：ミルク・哺乳瓶（必要回数分お持ちください）
オムツ利用のお子さま：オムツとおしりふき

※持ち物にはすべてお名前をご記入いただき、ひとつの荷物にまとめてご持参ください。

⚫
⚫
⚫
⚫

急な発熱や不測の事態が発生した場合、基本的に保護者様にご対応をお願いしております。
当日の参加会場および携帯番号を「託児申込書」にお間違いのないようにご記入ください
当日緊急時の連絡体制は、原則託児室からの直接連絡となります。
万が一保護者様に連絡がとれない場合や、その他緊急の際には、学会会場から救急車または担当の
者が車で該当の医療機関までお連れすることがあります。

⚫

下記連絡先までお電話にてご連絡ください。
ご利用日前日及び、会期中に欠席などのご変更が生じた場合は、お電話にてご連絡いただきます
ようお願いいたします。
（※連絡先） ㈱エス・ティー・ワールド コンベンション事業部
電話番号：092-288-7577
会期中：福岡国際会議場
代表電話番号：092-262-4111

⚫
⚫
⚫
⚫

お迎えの時間は厳守をお願いいたします。
学校法定伝染病などの場合には、原則として託児をお断りいたします。
当日お熱のある場合や体調不良の場合、また集団保育に適さないと判断した場合はお預かりできな
い場合がございます。
お子さまへの投薬全般は、保護者の方にてお願いいたします。

託児中の万一の事故に備え、(株)アピカルでは賠償保険および傷害保険に加入しています。
（対人賠償 1 名最高 2 億円、対物賠償 1 事故最高 10 億円、入院 1,500 円/日、通院 1000 円/日）
※但しシッターの過失以外、不可抗力の場合はこの限りではありません。

申込先：株式会社エス・ティー・ワールド コンベンション事業部 FAX：092-738-3791
E-mail：jps129@stworld.jp

公益社団法人日本補綴歯科学会 第 129 回学術大会 託児利用申込書
保護者氏名
ご住所
TEL(緊急連絡先)/FAX

託児日/託児時間
（□にチェックしてください）

〒
TEL：
（携帯）

（自宅）

FAX：
□ ６月２７日（土）

託児時間

：

～

：

□ ６月２８日（日）

託児時間

：

～

：

(ふりがな)
お子様お名前
本日の健康状態

男 ・女
愛称

無し・有り（内容）

当日の食事

保護者と一緒に ・ シッター対応
ミルク ・離乳食 ・普通食 ・おやつ
授乳予定時間

授乳・食事
（乳幼児のみ）

睡眠

ヶ月

血液型

良好 ・ 不良 （不良ならばその内容）

アレルギー

排泄

才

分量

その他 おやつ 離乳食

：

ｃｃ

：

ｃｃ

：

ｃｃ

おむつ ・トイレトレーニング中 ・一人で出来る ・その他（
睡眠時間
（
分）

）

すぐ寝る ・だっこ ・おんぶ ・その他

好きな遊び

保育上の注意事項

【同意書】
私は公益社団法人日本補綴歯科学会 第 129 回学術大会託児室の利用にあたり、
「利用規約」を理解・同意した上で託児サービスの申込みを致します。

令和

年

月

日

株式会社アピカル 殿
ご芳名
印
※ お申し込みをいただいた後，当社よりお電話で連絡しましてお子様の様子を伺わせて頂きます。連絡がない
場合は必ずお問い合わせください。
※ 託児室の場所はその際にご案内します。

The 129th Annual Meeting of the Japan Prosthodontic Society
Extension of healthy life expectancy by improving eating power : Mission of Prosthodontics

June 26, 2020 (Fri)

8:30

Web meeting
(closed)

June 27, 2020 (Sat)
Room A

Room B

Room C

Opening Ceremony

Opening Ceremony

Opening Ceremony

Oral Presentation
Competition 1

Oral Presentation
Competition 2

Oral Presentation
Competition 3

Symposium 6
Oral rehabilitation
of missing dentition
- How to establish
optimum occlusal
vertical dimension? -

Symposium 2
Implant removal
and recovery
thereafter

Symposium 3
Occlusal treatment for
temporomandibular
dysfunctions

ePoster

9:00

10:00

11:00

Executive Board
Meeting

Board Meeting
12:00

Committee
13:00

Branch Manager
Meeting
14:00

Symposium 4
Main Symposium
Basic knowledge for
Extension of healthy life
using intraoral
expectancy by improving
scanner
eating power: Mission of
Prosthodontics

15:00

16:00

17:00

18:00

Symposium 7
New evidence for
implant overdenture
Special Lecture
The signiﬁcance of
diet and dental care
on the prevention
of dementia

Symposium 5
Latest Bone Graft
Materials

Poster Presentation
Exhibition

The 129th Annual Meeting of the Japan Prosthodontic Society
Extension of healthy life expectancy by improving eating power : Mission of Prosthodontics

June 28, 2020 (Sun)
Room A

Room B

Room C

ePoster

9:00

10:00

Symposium 8
Symposium 9
Oral rehabilitation of
Clinical Skill-up Seminar The ultimate goal of digital
missing dentition
workﬂow in prosthodontic
- Diagnosis and approach Approaches for the treatments
treatment
using
removable
prostheses
in
for partially and comdiscussing
the remaining
a
super-aged
society
pletely edentulous
problems and solutions patients -

11:00

Symposium 10
Symposium 11
How far can we achieve
Pioneering the future of
with house call dentistry?
prosthodontic technologies
- How can we apply the
prosthodontic knowledge by in situ tissue regeneration
and skill -

12:00

13:00

14:00

Prosthodontic Specialist
Seminar
The Competence that
Prosthodontists Should
Acquire; Part2

15:00

Closing Ceremony
16:00

17:00

18:00

Symposium 12
Special Symposium for
Dental Technician
Is zirconia really the ideal
material?
Current situation and
future of dental laboratory
work

Closing Ceremony

Closing Ceremony

Poster Presentation
Exhibition

