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ホテル日航新潟
4Ｆ：朱鷺

Maxillofacial analysis ～予知性のある包括的歯科治療をめざして～
内山 徹哉 東京都港区開業　東京 SJCD

座長：木原 敏裕先生

会員発表：コンベンションナルレストレーション 10:00-12:15

12:30-

MI concept therapy02

03

04

05

高橋 忠弘 石川県金沢市開業　北陸 SJCD

咬合再構成における下顎前歯部へのアプローチとその重要性
ー SJCD コンセプトを学んで４年、少しずつ見えてきたことー

米田 晋也 りょうき歯科クリニック勤務
大阪府東大阪市

京都 SJCD

座長：鈴木 真名先生

矯正医とのインターディシプリナリー
川畑 正樹 鹿児島県枕崎市開業　福岡 SJCD

矯正治療によりアンテリアガイダンスを獲得し咬合の安定を目指した症例
河合 竜佐 高知県土佐市開業　四国 SJCD

06 機能との調和を目指した審美修復治療
岩田　 淳 奈良県橿原市 松川歯科医院勤務

座長：土屋 賢司先生

会員発表：審美修復治療

前歯部開咬に対する修復治療の一症例07

08

09

10

添島 義樹 熊本県熊本市開業　熊本 SJCD

SJCD コンセプトに則った、フルマウス リコンストラクションの１症例
青山 貴則 北海道 SJCD

北海道岩内郡岩内町開業

座長：南　 昌宏先生

Interdisciplinary approach to Esthetic and Functional improvement on SJCD guideline
木村 卓哉 兵庫県神戸市開業　大阪 SJCD

顎位の考察を含めた包括的アプローチにより審美的改善が認められた症例
中村 茂人 東京都中央区開業　東京 SJCD

July 20(Sun)

Program July 21(Mon)

(Sun)

(Mon)
3F

朱鷺メッセ

2F
朱鷺メッセ

大阪 SJCD

11 インターディシプリナリーアプローチにおける治療ゴールの考察
相宮 秀俊 愛知県名古屋市 医療法人至誠会 二村医院勤務

座長：伊藤 雄策先生
会員発表：インプラント治療

SJCD セッション

SJCD セッションのお申込み方法

Implant 埋入時の骨損傷とその動態12

13

14

15

勝田 康弘 新潟県新潟市  日本歯科大学新潟生命歯学部

Full mouth restorations considered surgical and prosthetic strategies for implant placement
髙橋　聡 福岡 SJCD

福岡県直方市開業

座長：小濱 忠一先生

インプラント周囲組織の審美的回復を困難にする生物学的リスクファクターについて検討を要した一症例

川本　亨 岡山県浅口郡里庄町開業
広島 SJCD

インプラントを用いた咬合崩壊へのアプローチ
伊藤 秀寿 宮城県仙台市開業　東北 SJCD

名古屋 SJCD

～上顎前歯部複数歯インプラント治療における必須概念～

歯科補綴学第２講座 　新潟 SJCD

A 会場 人生を語る 山﨑　長郎先生 原宿デンタルオフィス

審美歯科の最前線 大河　雅之先生 代官山アドレス歯科クリニック(302A)

若き君たちへ 本多　正明先生 本多歯科医院

原田　和彦先生 秋葉原原田歯科クリニック技を極める
B 会場
(302B)

発信する医療 「変わらない歯科の本質と再生医療の現状について」 茂野　啓示先生 北山茂野歯科医院

スタッフ教育の実際 皆川　　仁先生 皆川歯科クリニック

C 会場
(301A)

プラス 10 年長生きして歯科人生を楽しむコツ 添島　正和先生 添島歯科クリニック

プロフェッショナルとは 木原　敏裕先生 木原歯科医院
D 会場
(301B)

技を語る ─ 予知性の高いインプラントを目指して ─ 伊藤　雄策先生 伊藤歯科医院

人を動かす 吉木　邦男先生 吉木デンタルクリニック

E 会場
(303)

成功の秘訣を語る 寺西　邦彦先生 寺西歯科医院

人の感性 小濱　忠一先生 小濱歯科医院
F 会場
(304)

敗北からの勝利 鈴木　真名先生 鈴木歯科医院

日本の匠が世界をリードする 岡口　守雄先生 岡口歯科クリニック

G 会場
(305)

聴く耳を持たせる会話術 土屋　和子先生 株式会社スマイル・ケア

心の豊かさ　～ 笑顔 ～ 植松　厚夫先生 ウエマツ歯科医院
H 会場
(306)

閉会式 (A 会場 )

13:15-15:30

9:30-12:30

15:40-17:55

http://www.niigata-sjcd.com/ 新潟 SJCD のホームページ、トップのバナーをクリックして、
必須項目を入力してください。各会場定員制で受付は登録順といたします。

10:00-10:25

10:25-10:50

11:00-11:25

11:25-11:50

11:50-12:15

13:15-13:40

13:40-14:05

14:15-14:40

14:40-15:05

15:05-15:30

15:40-16:05

16:05-16:30

16:40-17:05

17:05-17:30

17:30-17:55

～多数の先天性欠如を伴うクラス３症例～

「患者に選ばれる歯科医院を目指して」

～私を動かした SJCD・SJCD は君を動かす～


