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展示ホール 1F B

サテライトセミナー
「口腔機能発達不全症とは？」

座長：吉田　教明、谷本幸太郎
演者：木本　茂成、田村　文誉
　　　弘中　祥司　　　　　　

生涯研修セミナー
座長：玉置　幸雄、谷本幸太郎
演者：西村　紗和、柳下　寿郎

社員懇談会
座長：

森山　啓司
演者：

住友　雅人

社員総会 社員総会 指導者講習会
座長：佐藤　和朗　　　　　　
演者：溝口　　到、田中　栄二
　　　宮脇　正一、佐藤　和朗
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搬入
搬入
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認定医新規申請用　症例審査

■10月30日（火）

臨床セミナー1
「埋伏歯の臨床の展開」
座長：宮澤　　健、五十嵐一吉
演者：嘉ノ海龍三、大坪　邦彦
　　　宮澤　　健　　　　　　

開
会
式

教育講演
「バイオ再生医療における細胞
バンクの意義　～矯正歯科医
の新たな役割を提起する」
座長：宮脇　正一
演者：中原　　貴

第7回日韓ジョイントミーティング
「上下顎前突の治療を再考する」

座長：森山　啓司、Yoon-Ah Kook
 演者：Byung In Kwon、高橋　滋樹
　 　Su-Jung Kim、本吉　　満

Special International Session
「World Trends in Orthodontics」

座長：齋藤　　功、槇　宏太郎　　   　　　　　　　
演者：森山　啓司、Allan R. Thom、Brent E. Larson　
　　　Ricardo Machado Cruz、Panagiotis Skoularikis

Yanheng Zhou、小野　卓史　　　　　

企業プレゼンテーション知っておきたい
先天異常の特徴

座長：須田　直人、溝口　　到
演者：須田　直人、小川　卓也

スタッフ&ドクターセミナー１
「歯科技工士の矯正歯科専門教育」

座長：福井　和德、久保田雅人
演者：杉岡　範明、尾﨑　順男
　　　鈴木　　達　　　　　　

学校歯科保健セッション
「矯正歯科医療と学校歯科保健

の関わり」
座長：鈴木　　博、土屋　俊夫
演者：佐草佐恵子、前田　眞琴
　　　齋藤　秀子　　　　　　

口演１
（英語セッション）
座長：上岡　　寛、山田　一尋
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懇親会

RTD 臨床考察セッション
「第１部　矯正歯科臨床とエビデンス」
「第２部　Ⅱ級早期治療の Review」
座長：田中　栄二、小森　　成　　　　　　
演者：納村　泰弘、石井　武展、田中　栄二
　　　山口徹太郎、小森　　成、三村　　博

■10月31日（水）

大会日程
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会　場

臨床セミナー2
「エッジワイズ法の未来
―変革期を迎えて―」
座長：田中　栄二、佐藤　和朗
演者：清水　典佳、齋藤　　功
　　　居波　　徹　　　　　　

閉
会
式

特別講演1
「マルチバンド法導入
期の矯正歯科事情

-Begg 法・Jarabak 法・
MFT-」

座長：新井　一仁
演者：大野　粛英

特別講演2
「顔と笑顔の最適化の
ためのプロトコール
座長：小野　卓史
演者：David M. Sarver

JOSフォーラム 第78回
学術大会
のご案内
吉田　教明

スタッフ＆ドクターセミナー2
「女性の歯科専門職が目指すもの」

座長：井上　裕子、伊藤　智恵
演者：熊谷ふじ子、橋本　律子
　　　井上　裕子　　　　　　

基調講演
「米国卒後教育の発展」

座長：山城　　隆
  演者：Leslie A. Will

スタッフ＆ドクター
セミナー3

「リハビリメイクと
患者さんの心」
座長：寺田　員人
　演者：かづきれいこ

口演2
（日本語セッション）
座長：髙橋　一郎、上岡　　寛
　　　川元　龍夫　　　　　　

認定医新規申請用　症例展示
認定医更新用　症例展示
認定医更新用　症例展示

歯の博物館　見学

専門医に関する相談コーナー
商社展示／学術展示／症例展示 ポスター討論

専門医更新用　症例展示
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指導医更新用　症例展示
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専門医更新用　症例展示 専門医更新用　症例展示 搬出

学術展示／症例展示　搬出

■11月1日（木）

市民公開講座
「矯正歯科治療を安心して受けるために」

モデレータ：名和　弘幸
演者：齋藤　　功
　　　土持　　正

■10月28日（日）

※プログラム及び使用会場は変更する場合があります。
※審査中は関係者以外の入室を禁止します。
※　   マークがついたプログラムには、同時通訳が入ります。
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