
平成 26 年度（大阪） 

第 5 回日本デジタル歯科学会学術大会プログラム 

平成 26 年 4 月 19 日（土）13：00－18：40  懇親会 18：50－20：00 

4 月 20 日（日） 9：00－16：40 

大阪歯科大学天満橋学舎 創立 100 周年記念会館 

          〒540‐0008 大阪市中央区大手前 1 丁目 5 番 17 号 

 

4 月 19 日（土） 

  10：00－12：00 企業展示搬入  （創立 100 周年記念会館 2・3 階講義室） 

  11：30－12：30 ポスター発表掲示（創立 100 周年記念会館 2 階講義室） 

11：00‐12：30 理事会・評議員会（西館 5 階臨床講義室） 

11：00－12：30 受付      （創立 100 周年記念会館 1 階エントラス）  

12：40－13：10 総会・開会式  （創立 100 周年記念会館 4 階大講堂）  

13：10－13：40 大会長講演   座長：中村隆志    

末瀬一彦（学会長・大阪歯科大学歯科審美学室） 

          「CAD/CAM システムの現状と展望」 

13：40－14：20 教育講演①   座長：新谷明喜 

          十河基文（大阪大学歯学研究科歯科補綴学第二教室 / 株式会社アイキャット） 

              「デジタル・デンティストリーの“最初の第一歩”  

― CTによる診査・診断とその応用 ―」 

14：30－15：10 教育講演②   座長：岩田健男 

          南 昌宏（医療法人 皓隆会 南歯科医院） 

          「デジタル機器を活用した審美修復治療」 

15：10－15：50 企画講演①   座長：鈴木哲也 

          水口俊介（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野） 

                「CAD/CAMによる全部床義歯製作の現状と未来」 

  16：00－16：30 ポスター発表討論 (創立 100 周年記念会館 2 階講義室) 

16：40－17：40 教育講演③   座長：南 昌宏 

          濱田良樹（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座） 

          「当科における Computer Aided Oral & Maxillofacial Surgery」 

          畠中利英（奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター 口腔外科技工室） 

            「口腔顎顔面外科領域におけるデジタル技術と歯科技工の役割」 

  17：40－18：40 一般口演    座長：大久保力廣・ 

  18：50－20：00 懇親会(附属病院 14 階 プラザフォーティーン) 

 



4 月 20 日(日) 

  8：30－12：00 受付   （創立 100 周年記念会館 1 階エントラス） 

  9：00－10：50 企画講演②   座長：三浦宏之 

            「口腔内スキャナーの進化」 

   9：00－9：20 草間幸夫（日本臨床歯科 CADCAM 学会（前 JSCAD）会長） 

             「CEREC システムのデジタルストラテジー」 

9：20－9：40 上野 学（3M ヘルスケア株式会社 歯科用製品事業部） 

         「3Mがご提供する口腔内スキャナ 3M™ True Definition Scanner のご紹介」 

9：40－10：00 飯島俊一（アイ・ティー・デンタルクリニック） 

          「撮影から補綴までトータルで見た口腔内スキャナーiTeroの重要性」 

 10：00－10：40 Lok-Kin（アプリケーションスペシャリスト 3Shape A/S）（通訳）  

               「Taking Impression in Digital Dentistry」 

 10：40－10：50 まとめ 

  

  11：00－12：00  特別講演   座長：末瀬一彦 

             原 清治 先生（佛教大学教授・教育学部長） 

            「学生の学修力を喚起するためのＩＴ機器を利用した授業方法」 

    

12：10－12：50  ランチョンセミナー① (西館 4 階ゼミ室)  株式会社モリタ 

             加藤正治 （高輪歯科 DCC&DSS）  

           「クラレノリタケ「カタナ」ジルコニアの臨床的アドバンテージを探る」 

              ランチョンセミナー② (西館 6 階ゼミ室) 株式会社３Mヘルスケア 

               上野 学（3M ヘルスケア株式会社 歯科用製品事業部） 

             「海外での口腔内スキャナー活用状況と日本での展開予定」 

            ランチョンセミナー③ (西館 7 階ゼミ室) 株式会社 

              飯島俊一（アイ・ティー・デンタルクリニック）大信貿易株式会社 

             「オープン口腔内スキャナーiTeroの可能性」 

13：00－13：40 教育講演④   座長：斎木好太郎 

          十河厚志（㈱ デンタル デジタル オペレーション） 

              「審美修復技工におけるデジタルソルーション」 

13：40－14：20 教育講演⑤   座長：中村隆志 

          玉川裕夫（大阪大学歯学部附属病院 医療情報室 准教授） 

          「歯科領域デジタル情報の何をどのように活用できるのか」 

14：20－15：00 教育講演⑥   座長：馬場一美 

          杉山昌二（医療法人社団矯晶会 杉山矯正歯科） 

                「デジタル技術を応用した矯正診断と治療の優位性について」 



15：10－16：30 シンポジウム  座長：佐藤博信・山下恒彦 

          「デジタル機器を応用したインプラントソルーション」 

          日高豊彦（日高歯科クリニック） 

           「CAD/CAM Restorations and Computer Guided Technology」 

          中田光太郎（京都府開業） 

           「インプラント治療におけるトータルデジタルネットワーク  

                 ―プランニングから補綴までのシームレスワークフロー」 

  16：30－16：40 閉会式     (創立 100 周年記念会館 4 階大講堂)  

 

大 会 長：末瀬一彦（大阪歯科大学歯科審美学室・大阪歯科大学歯科技工士専門学校） 

準備委員長：中村隆志（大阪大学歯学部歯科補綴学第一講座） 

連絡先：大阪歯科大学歯科技工士専門学校 

    第 5 回日本デジタル歯科学会学術大会準備委員会 

    〒573‐1144 枚方市牧野本町 1―4―4    

    TEL ：072‐857‐3905 

学会ホームページ：http://www.jaddent.jp 

 

 

懇親会のご案内 

日時  平成 26 年 4 月 19 日（土） 18：50－20：00 

会場  大阪歯科大学附属病院 14 階 プラザフォーティーン 

会費  8,000 円（事前 6,000 円） 

ポスター発表者にはアワードの発表がございますので、ぜひともご参加ください。 

 

 

講師・座長の先生へ 

＊ 講演 10 分前に会場席で待機してください。 

＊ 講演時間は厳守してください。 

＊ 座長は講演時間内に余裕があれば質問を受けてください。 

＊ PC は各自ご持参ください。ただしバックアップ用 USB（Windows 版）もご持参く

ださい。 

＊ 講演終了後、壇上にて座長から講師へ感謝状をお渡しください。 

＊ 講師の先生方は、懇親会へご招待させていただきます。 


