■主な講演
1981 （S56） 6・19

第２回 日本歯内療法協会 総会
『私の臨床』 －Opian Methodの応用症例－

（大阪）

1981 （S56） 11･1

愛知県歯科医学大会
（中小企業センター）
『日常の臨床の中から』
－主としてOpian Carrier Method応用の症例から－

1987 （S62） 2・22

愛知県歯科医学大会
（愛知県産業貿易会館）
『私の臨床』 －Extrusion 応用の症例より－

1990 （H 2） 8･31

千種区歯科医師会 学術講演会
－歯根の利用とその補綴的対応－

1991 （H 3） 6･13

愛知学院大学歯学部同窓会
（東山会館）
愛知県支部 千種班学術講演会
『顎関節症の症例から学ぶこと』 －咬合のとらえ方－

1991 （H 3） 6・23

愛知学院大学歯学部同窓会
愛知県支部 豊田班学術講演会
－歯根の利用とその補綴的対応－

1992 （H 4） 2・23

愛知県歯科医学大会
（吹上ホール）
『私の臨床』 －矯正的挺出・外科的挺出の症例より－

1994 （H 6） 3・6

愛知学院大学歯学部同窓会
滋賀県支部 学術講演会
『私の臨床ノートから』 －臨床の基本と長期症例－

1994 （H 6） 6・2

瑞穂区歯科医師会 学術講演会
－長期経過症例から学ぶこと－

（ｼｬﾝﾋﾟｱ ﾌﾟﾗｻﾞ名古屋）

1994 （H 6） 9・4

名東区歯科医師会 学術講演会
－臨床の基本的事柄と長期経過症例－

（愛知県歯科医師会館）

1994 （H 6） 9・11

彦根市歯科医師会 学術講演会
『私の臨床ノートから』
－最近の臨床例から－

（東山会館）

（豊田市医療センター）

（彦根市）

（彦根市）
歯の移殖と再殖

1994 （H 6） 10・27

ブロック別学術・社保合同研修会
『咬合関連の検査について』

（愛知県歯科医師会館）

1994 （H 6） 10・30

ブロック別学術・社保合同研修会
『咬合関連の検査について』

（レクワールド岡崎）

1995 （H 7） 1･28

同研会 学術講演会
名古屋市歯科医師会学術部OB会
『私の臨床ノートから』 －歯根の挺出－

1995 （H 7） 3・16

半田市歯科医師会 学術講演会
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（金谷ホテル）

（半田市歯科医師会館）

『私の臨床ノートから』
－臨床の基本的事柄と最近の臨床例より－
1995 （H 7） 10・8

中島郡歯科医師会 学術講演会
（稲沢市民センター）
『私の臨床ノートから』 －信頼される歯科医療を求めて－

1995 （H 7） 10・12

中村区歯科医師会 学術講演会
（名古屋都ホテル）
『私の臨床ノートから』 －信頼される歯科医療を求めて－

1996 （H 8） 2・8

名東区歯科医師会 学術講演会
（愛知県歯科医師会館）
『私の臨床ノートから』
－歯の保存・歯質の保存・歯髄の保存－

1996 （H 8） 6・5

知多郡歯科医師会 学術講演会
（美浜保健センター）
『私の臨床ノートから』 －臨床への基本的な取り組み－

1996 （H 8） 10・19

ブロック別学術・社保合同講習会
『効率的な歯周治療への取り組み』

（豊橋開発ビル）

1996 （H 8） 10・24

ブロック別学術・社保合同講習会
『効率的な歯周治療への取り組み』

（愛知県歯科医師会館）

1996 （H 8） 10・27

三重県歯科医師会 亀山支部 学術講演会
『私の臨床ノートから』
－長期経過症例から学ぶこと－
－効率的な歯周治療への取り組み－

（亀山医療センター）

1997 （H 9） 2・9

西尾市歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて－①』

（西尾保険センター）

1997 （H 9） 3・20

西尾市歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて－②』

（西尾保険センター）

1997 （H 9） 10・2

安城市歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて－①』

（安城商工会館）

1998 （H10） 1・22

歯の健康セミナー
『食べる楽しみいつまでも』

（日債銀18Fパノラマホール）

1998 （H10） 1・25

蒲郡市歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて－①』

（蒲郡市健康保険センター）

1998 （H10） 2・8

刈谷市歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて－①』
『信頼される歯科医療を求めて－②』

（ホテル ニューマルイワ）
AM10：0 ～PM6：00

1998 （H10） 7・4

瑞穂区歯科医師会 学術講演会
『３mixを応用した私の臨床』
『歯根破折歯の接着再殖保存法』

（東レ シャンピアホール）
PM6：00～PM8：30

1998 （H10） 7・16

春日井市歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて』
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（春日井健康管理センター）
PM2：00～PM6：00

1998 （H10） 10・22（木） 天白区歯科医師会 学術講演会
（名古屋ﾃﾞﾝﾀﾙ 衛生士学院）
『信頼される歯科医療を求めて－②』
PM3：00～PM6：00
1998 （H10） 10・24（土） 瑞穂区歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて－③』

（シャンピアホール）
PM6：00～PM8：00

1998 （H10） 11・26（木） 安城市歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて（Ⅱ）』

（安城商工会館）
PM4：00～PM8：00

1998 （H10） 11・29（日） 松本歯科大学同窓会 学術講演会 Ⅱ
『歯科臨床への保存的取り組み』
〈接着・３ｍiｘ・長期症例から〉

（愛知県歯科医師会館）
PM1：00～PM5：00

1999 （H11） 1・28（木）

半田市歯科医師会 学術講演会
（半田市歯科医師会館）
『信頼される歯科医療をめざして』－その２
ＰM4：00～PM7：00
－歯の保存・歯質の保存・歯髄の保存－

1999 （H11） 2・7（日）

ＡＢＣ会 学術講演会
『私の臨床ノートから』－その１

（愛知県歯科医師会館）
ＡM10：00～PM4：00

1999 （H11） 3・11（木）

ＡＢＣ会 学術講演会
『私の臨床ノートから』－その２

（愛知県歯科医師会館）
ＡM10：00～PM5：00

1999 （H11） 6・10（木）

天白区歯科医師会 学術講演会
（名古屋歯科医療専門学校）
『私の臨床ノートから』－その２
PM3：00～PＭ6：30
－信頼される歯科医療を求めて－

1999 （H11） 7・15（木）

岡崎歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて』－その１
－長期経過症例から学ぶこと－

（岡崎歯科医師会館）
PM2：00～PM6：00

1999 （H11） 8・19（木）

岡崎歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて』－その２
－破折歯根の接着・再殖術－

（岡崎歯科医師会館）
PM2：00～PM6：30

1999 （H11） 9・2（木）

瑞穂区歯科医師会 学術講演会
『信頼される歯科医療を求めて』－その４
－歯の移殖・再殖術－

（シャンピアプラザ）
PM6：00～PM8：00

1999 （Ｈ11） 10・31

県民 ８０２０ 健康教室
－ボケと噛み合わせ－
『よく噛めば脳もイキイキ健康ライフ』

2000 （Ｈ12）

不明
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（愛知県歯科医師会館）
ＰＭ2：00～ＰＭ4：00

2001 （Ｈ13）
【愛知県歯科医師会学術部 地区学術講演会】
1・27（土）

犬山歯科医師会
『歯を守る歯科医療』

（犬山地域振興会館ﾌﾛｲﾃﾞ）
ＰＭ7：30～

2・10（土）

港区歯科医師会

2・22（木）

新城歯科医師会

〃

ＰＭ7：00～

2・28（水）

岡崎歯科医師会

〃

（岡崎公衆衛生センター）
ＰＭ7：00～

3・4（日）

海部郡歯科医師会

〃

（愛知県歯科医師会館）
ＰＭ3：00～

3・29(木）

瑞穂区歯科医師会

〃

（シャンピアホール）
ＰＭ5：00～

4・12（木）

東区歯科医師会
『一本の歯を守る』

〃

（スズケン研修室）
ＰＭ5：00～

4・19（木）

碧南歯科医師会

〃

（衣浦港湾会館）
ＰＭ6：00～

4・26（木）

半田市歯科医師会

〃

（半田市歯科医師会館）
ＰＭ6：00～

5・17（木）

瀬戸市歯科医師会

〃

（瀬戸旭医師会館）
ＰＭ5：00～

5・24（木）

豊田加茂歯科医師会

〃

（豊田加茂歯科医師会館）
ＰＭ5：00～

地区学術講演会

2001 （Ｈ13） 3・24（土）

中村区歯科医師会
学術講演会
『一本の歯を守る』
－8020への臨床的アプローチ－

2001 （Ｈ13） 6・28（木）

東区歯科医師会
学術講演会 －その２
愛知学院大学歯学部同窓会
愛知県支部 学術講演会
『一本の歯を守る』
基礎と臨床

2001 （Ｈ13） 8・18（日）

東京・医歯薬出版 会議室
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ＰＭ6：30～

（愛知県歯科医師会館）
ＰＭ6：00～ＰＭ8：00

（愛知学院大学 楠元学舎）
ＰＭ4：30～ＰＭ6：30

『歯を守る歯科医療』
2002 （Ｈ14） 2・17（日）

広島大学歯学部補綴学
（広島県立 生涯学習センター）
第２講座同門会 特別講演
ＰＭ1：00～ＰＭ3：30
『一本の歯を守る』
－歯の保存・歯質の保存・歯髄の保存－

2002 （Ｈ14） 5・23（木）

東海市歯科医師会
愛知県歯科医師会学術部 地区学術講演会
『歯を守る歯科医療』

ＰＭ8：30～

2002 （Ｈ14） 11・14（木） 三重県桑名市 歯科医師会
桑員支部 学術講演会
『歯を守る歯科医療』
（桑名平安閣）
－8020への臨床的アプローチ－
ＰＭ2：00～5：00
2003 （Ｈ15） 2・9（日）

碧南歯科医師会 学術講演会
『一本の歯を守る』
－8020への臨床的アプローチ－

2003 （Ｈ15） 7・12（土）

東区歯科医師会 学術講演会
（中北薬品 研修室）
『一本の歯を守る』
ＰＭ6：00～ＰＭ8：00
－8020への臨床的アプローチ ＰＡＲＴ Ⅲ－

2003 （Ｈ15） 10・25（土） ＡＤＡ 学術講演会
『一本の歯を守る』
2003 （Ｈ15） 11・8（土）

ＡＤＡ 学術講演会
『一本の歯を守る』

（衣浦港湾会館）
ＰＭ3：00～ＰＭ5：00

（Ⅰ）

（池下シロクス）
ＰＭ6：00～ＰＭ9：00

（Ⅱ）

（池下シロクス）
ＰＭ6：00～ＰＭ9：00

2003 （Ｈ15） 11・15（土） 豊川歯科医師会 学術講演会
『一本の歯を守る』
2004 （Ｈ16） 7・3

名古屋市千種区三師会（医・歯・薬）講演会
『全身疾患と歯科医療』

2005 （Ｈ17） 11・13

リンコースタディーグループ 学術講演会
『歯髄を守る』
－歯を生かす歯科医療－

2005 （Ｈ17） 11・23

岐阜県歯科医師会 学術講演会
『歯髄を守る』
－歯を生かす歯科医療－

2006 （Ｈ18）

不明

2007 （Ｈ19） 7・5（木）

名古屋市歯科衛生士専門学校 学術講演会
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（丸山）
ＰＭ7：30～
（名古屋ＫＫＫホテル）
ＰＭ1：00～ＰＭ4：00
（岐阜県歯科医師会館）

『歯を守る歯科医療 －基礎編－』
（名古屋市歯科衛生士学校）
－歯科衛生士に期待されるもの－
2007 （Ｈ19） 7・26（木）

名古屋市歯科衛生士専門学校 学術講演会
『歯を守る歯科医療 －臨床編－』
（名古屋市歯科衛生士学校）
－歯科衛生士に期待されるもの－

2007 （Ｈ19） 7・29（日）

愛知県歯科医師会 医療管理部講演会
（愛知県歯科医師会館）
歯科衛生士再就職支援講習会 〈歯科衛生士カムバックセミナー〉
『歯を守る歯科医療』
－歯科衛生士に期待されるもの－

2007 （Ｈ19） 11・18（日） 愛知学院大学歯学部
（愛知学院大学歯学部第一教室）
愛知県支部 学術講演会
ＰＭ1：00～ＰＭ4：30
〈歯科衛生士レベルアップセミナー〉
『歯を守る歯科医療』
－歯科衛生士に期待されるもの－
2008 （Ｈ20） 7・6（日）

三重県歯科衛生士会 学術講演会
『歯を守る歯科医療』
－歯科衛生士に期待されるもの－

（三重県歯科医師会館）
ＰＭ1：00～ＰＭ4：30

2008 （Ｈ20） 7・13（日）

一宮歯科医師会 学術講演会
『歯を守る歯科医療』
－歯科衛生士に期待されるもの－

（一宮ききょう会館）
ＰＭ1：00～ＰＭ6：00

2009 （Ｈ21） 5・30

愛知学院大学歯学部代議員会 特別講演会
『特定健診・特定保健指導への歯科健診の導入について』
（愛知学院大学歯学部楠元学舎１Ｆ第一教室）

2009 （Ｈ21） 11・21（土） 愛知学院大学歯学部同窓会 愛知県支部
（愛知県歯科医師会館）
３班合同学術講演会（千種区班主幹）
ＰＭ7：00～ＰＭ9：00
『特定健診・特定保健指導の概要と歯科医師会の課題』
－特定健診・特定保健指導への歯科健診の導入－
愛知県歯科医師国保組合 理事長 斉藤佳雄
2010 （Ｈ22） 3・18（木）

㈱テラシタ 学術講演会
『歯髄の保存』

ＡＭ10：00～ＰＭ0：00

2010 （Ｈ22） 4・8（木）

東海東京証券 ミッドランドプレミアセミナー
『食べる楽しみいつまでも』 パート Ⅰ

（ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱｻﾛﾝ）
ＰＭ2：00～ＰＭ3：30

2011 （Ｈ23） 3・18（金）

東海東京証券 ミッドランドプレミアセミナー
『食べる楽しみいつまでも』 パート Ⅱ

（ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱｻﾛﾝ）
ＰＭ2：00～ＰＭ3：30

2011 （Ｈ23） 12・8（木）

全国国民健康保険協会（全協）
中部支部 役職員研修会
『歯科と全身との関わり』
－歯を守る歯科医療－
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（ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾊｳｽ名古屋逓信会館）
ＰＭ2：00～ＰＭ4：00

2012 （Ｈ24） 10・24（木） 全国薬剤師国保組合総会・職員研修会
『歯を守る歯科医療』

（名古屋ｷｬｯｽﾙﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ）
ＰＭ2：00～ＰＭ4：00

2013 （Ｈ25） 2・14（木）

全国国民健康保険協会（全協）
中部支部 役職員研修会
『歯を守る歯科医療 その２』

（ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾊｳｽ名古屋逓信会館）
ＰＭ2：00～ＰＭ3：30

2013 （Ｈ25） 4・23（火）

愛知県建築連合国保組合 役職員研修会
『上手な歯医者さんのかかり方』
－歯を守る歯科医療－

2013 （Ｈ25） 10・3（木）

愛知県国保連合会 職員研修講義 ①
『歯を守る歯科医療 （Ⅰ）』
－全身疾患と歯科－

2013 （Ｈ25） 11・3（木）

医）高歯会 ぎふデンタルフォレスト
（ぎふデンタルフォレスト）
職員研修会
ＡＭ10：00～ＰＭ5：00
『歯を守る歯科医療 －長期経過症例から学ぶ－』
１）歯を守る歯科医療 Ⅰ －歯科医療と全身疾患との関わり－
２）歯を守る歯科医療 Ⅱ －私の臨床ノートから
（長期経過症例から学ぶこと）－
３）歯を守る歯科医療 Ⅲ －歯髄を守る－
４）歯を守る歯科医療 Ⅳ －歯根挺出法・歯の接着再殖・
歯の移殖－

2013 （Ｈ25） 11・7（木）

愛知県国保連合会 職員研修講義 ②
『歯を守る歯科医療 Ⅱ』
－私の臨床ノートから－

2014 （Ｈ26） 8・21（木）

西尾市健康講演会
『歯科医療と全身疾患との関わり』
－医療費の適正化に向けて－

2014 （Ｈ26） 10・1（水）

愛知県国保連合会 職員研修講義 ③
『歯を守る歯科医療 Ⅲ』
－歯髄を守る－

（名古屋ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ）
ＰＭ1：30～ＰＭ4：00

（愛知県国保連合会）
ＰＭ4：00～ＰＭ5：30

（愛知県国保連合会）
ＰＭ4：00～ＰＭ5：30
（西尾市保険センター）
ＡＭ10：00～ＰＭ0：00
（愛知県国保連合会）
ＰＭ4：00～ＰＭ5：30

2014 （Ｈ26） 10・16（木） 愛知県国保連合会 職員研修講義 ④
（愛知県国保連合会）
『歯を守る歯科医療 Ⅳ』
ＰＭ4：00～ＰＭ6：00
－歯根挺出法・歯の接着再殖・歯の移殖－
2017 (H29) 3・12(日)

愛知学院大学歯学部同窓会
(愛知学院大学楠元学舎)
『歯科臨床40年の軌跡』
AＭ9：30～ＰＭ5：00
－長期経過症例から何を学ぶか－

2017 (H29) 4・13(木)

中発協和会 総会講演
「歯科医療と全身疾患との関わり」
ー歯を守る歯科医療ー
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(メルパルク名古屋)
PM3:00～PM4:30

