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＜8月 21日（土）＞ 

                11:00       12:00    13:00 13:10                 17:00 17:30 

 常任理事会 理事・評議 

員会 

 一般口演・業者プレゼンテーション 

（第 1講堂） 

 懇親会 

(いこい） 

＜8月 22日（日）＞ 

9:30  10:00            12:00      13:00  13:15  14:00         16:20 

  特別講演 

（第 2講堂） 

 休

憩 

総

会 

シンポジウム 

（第 1講堂） 

閉
会
式 

                             

道具大賞選考委員会        ランチョンセミナー（第 2講堂） 

 

 

 

11:00～12:00  常任理事会          日本大学歯学部 2号館 2F 第２会議室 

12:00～13:00  理事会・評議員会      日本大学歯学部 2号館 2F 第１示説室 

13:10～17:00    一般口演・業者プレゼンテーション 日本大学歯学部 2号館 B1F 第１講堂 

17:30～         懇親会           日本大学歯学部 3号館 B1F いこい  

＊受付開始： 12:00～               日本大学歯学部 2号館 B1F 第１講堂入口 

＊企業展示：13:30～17:15             日本大学歯学部 2号館 B1F 学生ホール 

 

＜2号館地下１階 第１講堂＞ 

13:10     開会・会長挨拶・大会長挨拶 

13:15～17:15 一般口演・業者プレゼンテーション 

13:15～14:00 一般口演 座長 高橋英和先生（東京医科歯科大学） 

     １  インベストメントエジェクター第２報－油圧プレス用アタッチメント－ 

        ○中西竜三郎１），林 純子１），坂口節子１），廣瀬英晴２），佐藤吉則１） 

        日本大学歯学部附属歯科技工専門学校１），日本大学歯学部歯科理工学教室２） 

 

     ２  等張オゾン水生成装置の開発 

○ 新井浩一１，２，３）、廣瀬英晴２）、米山隆之２），玉置幸道３），宮﨑 隆３）， 

安藤進夫４） 

        日本捲線工業株式会社１）、日本大学歯学部歯科理工学教室２）， 

        昭和大学歯学部歯科理工学教室３），日本歯科大学生命歯学部歯科理工学教室４） 

 

３  操作が簡単なオゾン化オイル吸着シート製造装置の開発 

        ○新井浩一１，２），廣瀬英晴２），米山隆之２），安藤進夫３） 

日本捲線工業株式会社１）、日本大学歯学部歯科理工学教室２）， 

        日本歯科大学生命歯学部歯科理工学教室３） 

プ ロ グ ラ ム 

大 会 日 程 

8 月 21 日（土） 
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14:05～14:50 一般口演 座長 桃井保子先生 （鶴見大学歯学部） 

４  特殊スポンジを使った簡便な石膏作業について 

   〇田中 誠 

        愛歯技工専門学校 

 

     ５  迅速・安心・安全・抜糸シザースの開発 

        ○奥寺 元，奥寺俊允，月居賢一 

        王子歯科美容外科クリニック（東京都） 

 

     ６  ゴシックアーチトレーサー簡易装着装置 

        ◯西山和彦 

        あい歯科クリニック（福島県） 

 

15:00～15:45 一般口演 座長 末瀬一彦先生 （大阪歯科大学） 

     ７  回転式歯ブラシ（ペリオラ○R ）の開発および歯垢除去に対する評価（実験モデルを使

用） 

        ◯八重樫 潤 

        銀座ＵＳ歯科（東京都） 

 

     ８ 義歯用クラスプを応用した矯正装置 

 ◯藤井佳朗 

 新神戸歯科（兵庫県）  

 

     ９ １軸ロボットを応用した摩耗試験器の試作 

  ◯高橋英和１），岩崎直彦１），Natthavoot KOOTTATHAPE1)，青柳裕仁２），楳本貢三２） 

  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科先端材料評価学分野１） 

  神奈川歯科大学生体材料器械学講座２） 

 

15:50～16:25 業者プレゼンテーション 進行 廣瀬英晴先生（日本大学歯学部） 

クロスフィールド株式会社 

セレック株式会社 

長田電機工業株式会社 

株式会社 ジーシー 

株式会社 モリタ 

キング工業株式会社 

神東産業株式会社 

（各社５分，お申込受付順） 
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16:30～17:00 一般口演 座長 葭田秀夫先生 （葭田歯科医院） 

 １０ ユニットチェアの快適性研究 

  ◯根本忠明 

  株式会社 吉田製作所 マーケティング部 デザインセンター 

 

 １１ 解剖学的見地による電動ヘッドレストを備えた歯科用チェアの開発 

  ◯佐野敬隆１），佐藤 博２），藤島 渉１） 

  株式会社 吉田製作所 ユニット事業部１）， 

  株式会社 吉田製作所 MRIプロジェクト２） 

 

＜3号館地下１階 学生ラウンジ“いこい”＞ 

17:30～   懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業展示 

2 号館地下 1 階 学生ホール 

８月 21 日（土）13:30～17:00 

8 月 22 日（日） 9:30～14:00 

 

展示業者一覧（お申込順） 

クロスフィールド株式会社 

セレック株式会社 

長田電機工業株式会社 

株式会社ジーシー 

株式会社モリタ 

株式会社松風 

キング工業株式会社 

神東産業株式会社 

ランチョンセミナー協賛企業一覧 

      株式会社丸山医療器械 

オムロンコーリン株式会社 

フクダ電子東京販売株式会社 

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 
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9:30～10:00  道具大賞選考委員会      日本大学歯学部 2号館 2F  第１示説室 

10:00～12:00  特別講演          日本大学歯学部 2号館 B1F 第 2講堂 

12:00～13:00    ランチョンセミナー        日本大学歯学部 2号館 B1F 第 2講堂 

13:15～14:00    日本医用歯科機器学会総会・授賞式 日本大学歯学部 2号館 B1F 第１講堂 

14:00～16:20  シンポジウム           日本大学歯学部 2号館 B1F 第１講堂 

＊受付開始： 9:30～                日本大学歯学部 2号館 B1F 第１講堂入口 

＊企業展示：10:00～14:00             日本大学歯学部 2号館 B1F 学生ホール 

 

＜2号館地下 1階 第 2講堂＞ 

10:00～12:00  特別講演 

        座長 佐藤吉則先生（日本大学歯学部） 

『心肺蘇生法と AED(自動体外式除細動器)の適切な使用法』 

見崎 徹 准教授  日本大学歯学部 歯科麻酔学教室 

 

＜2号館地下 1階 第 2講堂＞ 

12:00～13:00    ランチョンセミナー 

        座長 廣瀬英晴先生（日本大学歯学部） 

       『歯科治療を安全に行うための機器の活用法』   

― 生体情報モニタと笑気・酸素吸入鎮静器の正しい使用法を中心として―  

        見崎 徹 准教授  日本大学歯学部 歯科麻酔学教室 

        協賛 株式会社丸山医療器械，オムロンコーリン株式会社 

          フクダ電子東京販売株式会社，株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 

 

＜2号館地下 1階 第１講堂＞ 

13:15～14:00    日本医用歯科機器学会総会・授賞式 

 

14:00～16:20  シンポジウム 「最近の診査・治療・技工を支援する機器」 

 

        座長 山中通三先生 （吉田製作所） 

Ⅰ デジタル X線撮影装置の使用方法と利点 

       本田和也 教授 日本大学歯学部 歯科放射線学教室 

 

  座長 明石俊和先生 （日本大学歯学部） 

Ⅱ  ピエゾ・オーラルサージェリ－チップを使用したコルチコトミー併用矯正治療  

中川正治 先生 日本大学歯学部 小児歯科学教室兼任講師 

 

8 月 22 日（日） 
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座長 小田 豊先生 （東京歯科大大学） 

Ⅲ 歯科技工におけるレーザー溶接の活用 

     木村健二 先生 日本大学歯学部附属 歯科技工専門学校兼任講師 

16:20～  閉会 

 

広告企業一覧（お申込順） 

クロスフィールド株式会社 セレック株式会社  長田電機工業株式会社 

株式会社ジーシー  株式会社モリタ 
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◆会場見取り図◆

懇
親
会
場

2号館（歯科病院）地下１階

2号館(歯科病院）2階

3号館地下1階 3号館1階

＜第１講堂＞
８月21日（土）
13:10～１７：１５
一般口演・業者プレゼンテーション
8月22日（日）
13:15～14:00 総会・授賞式
14:00～16:20 シンポジウム

＜第２講堂＞
8月22日（日）
10:00～12:00 特別講演
12:00～13:00 ランチョンセミナー

＜第２会議室＞
8月21日（土）
11:00～12:00 常任理事会

＜第１示説室＞
8月21日（土）
12:00～13:00 理事・評議員会
8月22日(日）
9:30～10:00 道具大賞選考委員会

＜3号館地下1階 学生ラウンジ＞
8月21日（土）
17:30～19:30 懇親会
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