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大会長挨拶

第 59 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会開催にあたって
第 59 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長 藤 井 一 維
本学会の総会・学術大会の季節となりました．今回は，私どもの大学で開催させていただきます．
今回のテーマは，
「既成との対峙，そして創造へ

〜Dental Singularity を目指して〜」といたしました．前回

の大会では，西原達次大会長は「歯科医療職の自立と自律

〜プロフェッショナル・オートノミー〜」をメイン

テーマとされ，いわゆる意識改革も求めるものであったことに続き，今回は行動変容をテーマにしました．
社会構造の変化に合わせて，歯科医療を取り巻く環境やその意義も変化し，国民が歯科に求める期待は高まっ
てきています．
歯科医療管理学とは，歯科医学に依拠した臨床管理学と，経済学・経営学などに依拠した経営管理学の 2 つを
相互に補完し合うよう駆使して，
良質な歯科医療を患者に提供することを考究する学問とされています．従来は，
個々の診療所における施策，歯学を個々の患者に応用する場合に関連した管理運営上の諸問題を考究するものと
捉えられていました．しかし，社会保障制度が整備されたことで，人々の健康維持増進は国家ないし社会の責任
と考えられるようになり，個々の診療所の運営に関しても，社会制度・施策の影響を強く受けるようになってき
ました．
今回のテーマ「既成」はこの前段のみならず現状の制度・施策を意味しますが，これと対峙しただけでは変革
は生まれません．創造のないところに変革はないとの思いからメインテーマといたしました．また，
歯科は，
往々
にして歯科領域だけで対処する傾向が強いことへの反省を踏まえ，広い視野で他の業界へも目を向けるべきとの
思いからサブタイトルを付けました．
プログラムもこのテーマをもとに，基調講演，他業種からの特別講演を 2 題，歯科界のツートップ（日本歯科
医師会会長 堀

憲郎先生，日本歯科医学会会長 住友雅人先生）を迎えたシンポジウムを予定し，ランチョンセ

ミナーについても歯科にとらわれない他業種のお話も交えています．
今回は学会法人化後初の開催となりますので，総会のプログラムも従来とは異なる形式となります．大会に参
加された会員各位の記憶に残る，寝させない学会となるよう準備委員一同努力して参りますので，新潟で皆様を
お待ち申し上げます．
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お知らせとお願い
．概要と日程
会

期：平成 30 年 7 月 20 日（金)〜22 日（日)

会

場：日本歯科大学新潟生命歯学部
〒 951-8580 新潟市中央区浜浦町 1-8
新潟グランドホテル
〒 951-8052 新潟市中央区下大川前通 3 ノ町 2230

大会テーマ：「既成との対峙，そして創造へ

〜Dental Singularity を目指して〜｣

．参加者の方へ
当日参加登録受付
参加登録は，7 月 21 日（土）は 9：00 より，22 日（日）は 8：30 より行います．参加申込書に必要事項をご記入
のうえ，日本歯科大学新潟生命歯学部講堂（1 階）の総合受付にて当日参加費をお支払いのうえ，参加章，プログ
ラム集をお受け取りください．

学術大会参加費

懇親会参加費

学 会 員

区

分

8,000 円

10,000 円

非学会員

10,000 円

10,000 円

コ・デンタル

4,000 円

6,000 円

事前参加登録の方へ
日本歯科大学新潟生命歯学部講堂（1 階）の総合受付にてプログラム集をお受け取りください．
医の博物館の開館について
21 日（土）
・22 日（日）の両日ともに，学内にある「医の博物館」を開館いたします．ぜひお立ち寄りください．
懇親会
7 月 21 日（土）18：30（予定）から，新潟グランドホテルで開催いたします．事前登録を済ませていない方は，
学会場総合受付にて当日会費をお支払いのうえ，参加章にチェックを受けてください．萬代橋と信濃川の絶好の
ロケーションを楽しめる会場での懇親会，奮ってご参加ください．
認定医申請ならびに更新予定の方へ
参加章ならびに認定医研修会受講証は，認定医申請ならびに更新時に必要ですので，各自で保管してください．
企業展示
7 月 21 日（土）9：00〜17：10，22 日（日）9：00〜15：00，GAKUSHOKU（ポスター・企業展示会場）にて企
業展示を行っております．皆様には各社の製品をご覧いただきたいと思います．
．発表の方へ
口頭発表
) 発表会場は，講堂（メインホール）です．
) 発表時間は，発表 7 分，討論 2 分です．時間厳守でお願いいたします．
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) 発表の 40 分前（口頭発表①および④は 20 分前）までに口頭発表受付にて試写をお済ませください．
) 発表者は発表 15 分前に次々演者席にお着きください．
) 液晶プロジェクター 1 台，スクリーンは 1 面使用となります．動画，音声出力，35 mm スライドや DVD
は使用できません．
) PowerPoint 原稿はなるべく大きな字で，発表内容がわかるよう簡潔に，かつ要領よくまとめるよう心がけ
てください．
) 発表データは USB フラッシュメモリで受付にお持ちください．
【データのお持込み，講演用 PC について】
・お持ちいただけるデータは USB メモリのみです．
・持ち込まれるデータには当日発表されるデータ以外は入れないようにしてください．
・会場に設置される機材のスペックは下記のとおりです．
OS：Windows

Microsoft PowerPoint 2010／2013／2016

・保存時のデータファイル名は「演題番号，演者氏名．
pptx」としてください．
・データ作成後，必ずウイルスチェックと他のパソコンでの試写をしてください．
・USB メモリは，受付後にご返却いたしますが，念のため，発表時にご持参ください．発表は演台に設置され
ているキーボード，マウスで操作してください．発表に使用したデータは，学会終了後に大会事務局にて消
去いたします．
ポスター発表
) ポスターは 7 月 21 日（土）
・22 日（日）の 2 日間通し
て展示していただきます．取り換えはございません．
) ポ ス タ ー 展 示 は，講 堂（メ イ ン ホ ー ル）隣 の
GAKUSHOKU（学生食堂）となっております．発表者
用リボンはポスターボードにあらかじめ貼り付けてあ
りますので，発表時に着用してください．
) ポスターの貼付，発表，撤収は下記の時間帯に行って
ください．
①ポスター貼付
7 月 21 日（土）9：00〜10：00（所定の位置に貼付願
います)
演題番号はこちらで用意したものを貼り付けていた
だきます．
②ポスター討論
7 月 22 日（日）14：30〜15：00
ポスター発表をされる方は，上記の時間にご自身の
ポスター前で待機ください．演題ごとに発表時間 5
分，質疑応答 2 分の時間を設けます．座長の指示に
従って発表してください．
③ポスター撤収
7 月 22 日（日）15：00〜15：30（撤去されない場合は大会事務局で処分します)
) パネルには大会事務局であらかじめ演題番号（縦 20 cm×横 15 cm）を掲示します．
) 縦 150 cm×横 90 cm の範囲で，上部に演題名，氏名，所属（縦 20 cm×横 75 cm）
，下部に，発表内容（縦
130 cm×横 90 cm）をご準備ください．
) 展示に必要なピンは大会事務局でご用意いたします．
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．口頭発表・ポスター発表座長の先生方へ
口頭発表・ポスター発表座長の先生におかれましては，時間厳守のうえ，活発な討論となるようお願いいたしま
す．口頭発表座長の先生は，担当時間の 10 分前までに次座長席へお越しください．ポスター発表座長の先生は，
ポスター会場に討論開始時刻の 5 分前までにお越しください．
．大会事務局
〒 951-8580 新潟市中央区浜浦町 1-8
日本歯科大学新潟病院

病院情報処理室内

第 59 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会事務局
TEL：025-267-1500（代） 内線 2279
E-mail：59jdpa@admedic.jp

担当：石井瑞樹
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交通案内・会場図
．日本歯科大学新潟生命歯学部

●JR 新潟駅万代口より
①バスで約 25 分

新潟駅前バスターミナルより
「C2 浜浦町線」乗車
「浜浦町一丁目」下車

徒歩 1 分

②車，タクシー利用で約 20 分
●新潟空港より
①空港バス

新潟空港〜新潟駅南口（もしくは万代口）
約 25〜33 分
新潟駅前から大学までは上記参照

②車，タクシー利用で約 30 分

．新潟グランドホテル
●JR 新潟駅万代口より
①新潟駅バスターミナルより約 5 分

「礎町」下車

徒歩 2 分
②車，タクシー利用で約 5 分
●大学より
①バス「浜浦町線」
「信濃町線（浜浦町経由）
」で
「浜浦町一丁目」から約 20〜25 分
「礎町」下車

徒歩 2 分

②タクシー利用で約 15 分
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第 59 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム
＜総会・学術大会＞
日本歯科大学新潟生命歯学部
講堂（メインホール）
，GAKUSHOKU（ポスター・企業展示会場）
，4 号館 2 階セミナー室
7 月 21 日（土)
9：00

受付開始（講堂前：総合受付)

9：00〜10：00

ポスター貼付（GAKUSHOKU)

9：30〜9：40

開会式（講堂)

9：00〜17：10

企業展示（GAKUSHOKU)

10：00〜17：10 ポスター展示（GAKUSHOKU)
9：40〜10：10 口頭発表① ［座長：鶴田

潤］
（講堂)

O-1．
（9：40〜9：49）歯科保健医療サービスを行動経済学の�選択の設計�の視点から考える
○野村眞弓1,3)，尾﨑哲則2,4)，上原
1)

任2,4)，三澤麻衣子2,4)，梅川義忠5)

ヘルスケアリサーチ株式会社（東京都）
，2)日本大学歯学部医療人間科学講座，3)自然医科学研究所（大阪

府）
，4)日本大学総合歯学研究所，5)梅川歯科（東京都)
O-2．
（9：50〜9：59）18 年目となる ISO9001 の 2015 年版への移行審査合格の手順
―経営改善に舵を切り，2008
1)

年版より医療管理に有効性が高まる―

2)

○福西啓八，日浦成彦，小林正三 ，藤田亜津美 ，秋田恭宏3)，下田久幸4)
福西歯科口腔外科（大阪市）
，1)小林歯科（大阪市）
，2)あづみ歯科クリニック（大阪府堺市）
，3)秋田歯科（大
阪市），4)下田歯科（大阪府堺市)
O-3．
（10：00〜10：09）日本歯科大学附属病院における歯科治療に関する医療の質を評価する取り組み
渉，石垣佳希，三代冬彦

○宮下

日本歯科大学附属病院
10：10〜10：40 口頭発表②［座長：瀬川

洋］
（講堂)

O-4．
（10：10〜10：19）診療報酬改定と歯科診療所の生産性の動向
○五十嵐

公

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医療経済学分野
O-5．
（10：20〜10：29）2030 年�歯科診療所ゼロ時代�の到来か！

徹，前田憲邦，佐々木良二，松浦良二，檜谷邦茂1)

圭，藤江

○澄川裕之，朝比奈

―島根県の事例―

（一社）島根県歯科医師会医療管理部，1)島根県中山間地域研究センター
O-6．
（10：30〜10：39）歯科診療所におけるインフェクションコントロール
―CDC

○堀川晴久，宮内

ガイドライン準拠への取り組み―

舞，粂田有花

ほり川デンタルクリニック（東京都墨田区)
10：50〜11：50 基調講演 ［座長：川上智史］
（講堂)
「歯科医師需給問題 既知と未知｣
安藤雄一 先生（国立保健医療科学院統括研究官)
12：00〜13：00 ランチョンセミナーⅠ（講堂)
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13：10〜15：10 シンポジウム 20 年後の歯科界を考える ［座長：白圡清司］
（講堂)
「超高齢社会で目指す新しい歯科医療の姿について｣
堀

憲郎 先生（公益社団法人日本歯科医師会会長)

「学会が示す 2040 年へのイノベーションロードマップの序章｣
住友雅人 先生（日本歯科医学会会長)
15：20〜16：00 口頭発表③ ［座長：福泉隆喜］
（講堂)
O-7．
（15：20〜15：29）既存の統計資料からみた訪問歯科診療の充足状況に関する考察
○外山敦史，外山康臣，東松信平
愛豊歯科医師会
O-8．
（15：30〜15：39）福島県における復興公営住宅入居者に対する口腔ケア推進事業
○瀬川

洋1,2)，大橋明石1,2)，南 健太郎1,2)，齋藤高弘2)

1)

奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，2)奥羽大学歯学部附属病院

O-9．
（15：40〜15：49）訪問歯科診療専門の診療所開設
―日本歯科大学在宅ケア新潟クリニックが目指す新たな地域連携体制の構築―

○赤泊圭太，吉岡裕雄，白野美和，高田正典1)，黒川裕臣1)，石井瑞樹2)，戸谷収二3)，山口

晃3)，田中

彰4)，

藤井一維5)
日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科，1)日本歯科大学在宅ケア新潟クリニック，2)日本歯科大学新潟
病院総合診療科，3)日本歯科大学新潟病院口腔外科，4)日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座，5)日
本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座
O-10．
（15：50〜15：59）歯科医師臨床研修における周術期口腔機能管理および在宅歯科医療に関する研修状況
について
1)

○恒石美登里 ，山口武之1,2)，牧野利彦1,2)
1)

日本歯科総合研究機構，2)(公社）日本歯科医師会

16：10〜17：10

認定医研修会 ［座長：笠井史朗］
（講堂)

「感染予防管理｣
川上智史 先生（北海道医療大学歯学部高度先進保存学分野教授)
17：20〜17：50

認定医試験 （4 号館 2 階セミナー室)

18：30〜20：30

懇親会 （新潟グランドホテル)

7 月 22 日（日)
8：30

受付開始（講堂前：総合受付)

9：00〜15：00

ポスター展示・企業展示（GAKUSHOKU)

9：00〜9：30

会務報告会（講堂)

9：40〜10：20 口頭発表④ ［座長：城山

博］
（講堂)

O-11．
（9：40〜9：49）労働者のタイプ A 行動と歯科口腔保健との関連について
○小野瀬祐紀1)，久保秀二2)，高橋義一1,3)，上條英之4)，杉原直樹1)
1)

東京歯科大学衛生学講座，2)久保歯科医院（東京都江東区）
，3)高橋歯科医院（東京都文京区）
，4)東京歯科

大学歯科社会保障学
O-12．
（9：50〜9：59）仙台市とその他の宮城県内における歯科医療機関に対する保健所立入検査の現状について
○今野賢克，入野田昌史，澤野和則，高橋健一，矢尾板由紀子，清野浩昭，佐藤仁彦，三浦啓伸，駒形守俊
（一社）仙台歯科医師会
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O-13．
（10：00〜10：09）歯科学生と歯科衛生学生が診療参加型臨床実習で協働する連携実習に対する協力患者
による評価
○則武加奈子，近藤圭子1)，鶴田 潤2)
東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部，1)東京医科歯科大学大学院生涯口腔保健衛生学分野，
2)

東京医科歯科大学統合教育機構

O-14．
（10：10〜10：19）日本歯科大学附属病院における電子カルテシステムを応用した診療録研修の試み
○三代冬彦，石垣佳希，小林隆太郎，秋山仁志，羽村 章，佐々木重綱1)，中島次郎1)，柴田さおり1)
日本歯科大学附属病院，1)株式会社オプテック
10：20〜11：00

口頭発表⑤ ［座長：川野正嗣]（講堂）

O-15．
（10：20〜10：29）歯科健康づくり推進事業（30 歳節目健診）の推移について
○窪田明久1,2)，坂本 亮1)，相馬親良1)，小林武士1)，磯谷美重1)，日野優理1)，堀内 登1)，柏木 勝1)，
北村中也1)，清水秋雄1)
1)

特定非営利活動法人口腔保健医療研究所，2)一般社団法人富士宮市歯科医師会

O-16．
（10：30〜10：39）香川県における骨粗鬆症予防に関する医科歯科連携事業
○丸尾修之，豊嶋健治，勝又明敏1)
（公社）香川県歯科医師会，1)朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野
O-17．（10：40〜10：49）口腔がんの脅威に関するアンケート調査
○大石泰子，佐藤俊郎，難波眞記，野宮孝之1)，相澤文恵2)，岸

光男

1)

岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野， 岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科
学分野，2)岩手医科大学教養教育センター人間科学科心理学・行動科学分野
O-18．
（10：50〜10：59）インプラント治療開始年齢の推移
○杉田武士1,2)，戸澤裕幸1,3)，久保田 守1)
1)

医療法人久保田歯科医院（神奈川県平塚市），2)神奈川歯科大学大学院高度先進口腔医学講座麻酔科学分

野，3)株式会社アドバンス
11：10〜12：10 教育講演 ［座長：黒川裕臣]（講堂）
「あたりまえですが，全て自費です｣
浅井

厚 先生（アニマルメディカルプラザ関屋・あさい動物病院院長（獣医師）
)

12：20〜13：10 ランチョンセミナーⅡ（講堂)
13：20〜14：20 特別講演 ［座長：藤井一維]（講堂）
「JAL の品質を生み出す 整備現場の取り組み―ヒューマンエラーを防ぎ，品質を作り込む―｣
北田裕一 氏（日本航空株式会社執行役員整備本部長／株式会社 JAL エンジニアリング代表取締役社長)
14：30〜15：00 ポスター発表［4 グループで同時進行］（GAKUSHOKU)
第 1 グループ（14：30〜14：51）［座長：木村哲也]
P-1．本学における口腔保健・健康長寿推進センター（DEMCOP）の取り組み
○曽我部浩一1,2)，大渡凡人2)，藤井 航2)，木尾哲朗1)
1)

九州歯科大学総合診療学分野，2)九州歯科大学口腔保健・健康長寿推進センター

P-2．歯周疾患検診結果の地域差に関する研究―平成 26 年地域保健・健康増進事業報告からの分析―
○江面

晃，小松崎 明1)，小野幸絵1)，鴨田剛司1)，黒川裕臣，藤井一維2)

日本歯科大学新潟病院総合診療科，1)日本歯科大学新潟生命歯学部衛生学講座，2)日本歯科大学新潟生命歯
学部歯科麻酔学講座
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P-3．大規模災害時等における会員の安否確認と支援体制
―災害支援システムの有用性と課題―

○三善

潤，大黒英貴，佐藤

保

（一社）岩手県歯科医師会
第 2 グループ（14：30〜14：51）［座長：三代冬彦]
P-4．歯科医院通院患者の中断要因調査
○磯谷美重，山本一臣，窪田明久，小林武士，柳澤明美，柏木 勝，竹内ヒロ子，北村中也，清水秋雄
特定非営利活動法人口腔保健医療研究所
P-5．歯性感染症の急性増悪により敗血症性ショックから多臓器不全となった 1 症例
○佐藤

光，佐々木重夫，川合宏仁，山崎信也，島村和宏，瀬川 洋，齋藤高弘

奥羽大学歯学部附属病院
P-6．奥羽大学歯学部附属病院における鋳造物の誤飲・誤嚥事故防止の対策
○佐々木重夫，山崎信也，瀬川 洋1)
奥羽大学歯学部附属病院医療安全管理室，1)奥羽大学歯学部附属病院地域医療支援歯科
第 3 グループ（14：30〜14：58）［座長：外山敦史]
P-7．高等学校教員の医療職に対するイメージと進学先決定の際の重視項目について
○吉田

隆，有泉祐吾1)，大川由一2)，栁澤伸彰，古澤成博3)

埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科口腔保健科学専攻，1) 静岡県立大学短期大学部歯科衛生学
科，2)千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科，3)東京歯科大学歯内療法学講座
P-8．親からみた子の将来の職業としての興味に関する分析
―歯科関係職種の安定供給に向けた方策の検討―

○大島克郎，安藤雄一1)
日本歯科大学東京短期大学，1)国立保健医療科学院
P-9．文献調査による歯科衛生士が関わる Inter professional work の現状
○戸田花奈子，鶴田 潤
東京医科歯科大学大学院歯学教育システム評価学分野
P-10．アンケート結果から見た歯科医師国民年金基金のあり方
○長崎康俊，片山繁樹
歯科医師国民年金基金
第 4 グループ（14：30〜14：58）［座長：上原

任]

P-11．
「うすき石仏ねっと」の歯科医師会における活用法
○伊東理夫，小名川良輔，陶山直昭，藤澤昭彦，白圡清司，舛友一洋1)，小野清史1)，冨田明子1)，西岡

隆2)

臼津歯科医師会，1)臼杵市医師会立コスモス病院，2)厚生労働省
P-12．臼杵市医師会立コスモス病院における医科歯科連携の進め方
○冨田明子1)，白圡清司2)，小名川良輔2)，陶山直昭2)，伊東理夫2)，藤澤昭彦2)，舛友一洋1,3)，小野清史1,4)，
西岡
1)

隆5)

臼杵市医師会立コスモス病院，2)臼津歯科医師会，3)臼杵市医師会医療福祉統合センター，4)臼杵市医師会

情報管理センター，5)厚生労働省
P-13．東日本大震災被災者コホート研究．震災発生年と 5 年後の年代別口腔内状況の比較
○難波眞記，佐藤俊郎，大石泰子，阿部晶子，岸

光男，鈴木るり子1)，坂田清美2)

岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野，1)岩手看護短期大学看護学科，2)岩手医科大学医学部衛
生学公衆衛生学講座
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P-14．特別養護老人ホームにおける口腔粘膜ケアが OAG スコアに与える影響に関する pilot study
○山口摂崇，越智守生，草野 薫1)，村松真澄2)
北海道医療大学歯学部，1)大阪歯科大学歯学部，2)札幌市立大学看護学部
15：10〜

閉会式（講堂)
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第 59 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会を終えて
会期：平成 30 年 7 月 21 日（土）
，22 日（日)
会場：日本歯科大学新潟生命歯学部
第 59 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会
大会長

藤井一維
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第 59 回日本歯科医療管理学会総会・学術大会は，平成
30 年 7 月 21 日（土）
，22 日（日）に日本歯科大学新潟生

の下，会場からの参加者含め，活発な意見交換がなされ
ました．

命歯学部を会場として開催されました．テーマは，
「既成

第 1 日目終了後は，場所を新潟グランドホテルに場を

との対峙，そして創造へ 〜Dental Singularity を目指し

移し，130 名を超える参加の下，和やかに会員懇親会が

て〜」，特にサブタイトルについては，歯科は，往々にし

開催されました．50 種を超える新潟の地酒利き酒に多く

て歯科領域だけで対処する傾向が強いことへの反省を踏

の参加者が群がり，閉会までほとんどの参加者が中座す

まえ，広い視野でほかの業界へも目を向けるべきとの思

ることなく親交を深めました．

いから付けさせていただいた次第です．参加登録者数は

第 2 日目の午前は，教育講演として，他分野でありな

230 名を超え，口頭発表 18 演題，ポスター発表 14 演題

がら医療に携わる獣医師の世界について，アニマルメ

と多くの発表があり，活発な討議・意見交換が行われま

ディカルプラザ関屋・あさい動物病院院長の浅井

した．

生に「あたりまえですが，全て自費です」と題し，ご講

厚先

第 1 日目の午前は，基調講演として，国立保健医療科

演をいただきました．午後からは，
「JAL の品質を生み

学院統括研究官の安藤雄一先生から「歯科医師需給問題

出す整備現場の取り組み―ヒューマンエラーを防ぎ，品

既知と未知」と題し，特に未知についてはその程度を明

質を作り込む―」と題し，日本航空株式会社執行役員整

確にするご講演をいただきました．午後からは，シンポ

備本部長／株式会社 JAL エンジニアリング代表取締役社

ジウムのテーマを「20 年後の歯科界を考える」として，

長の北田裕一氏から特別講演をいただきました．

「超高齢社会で目指す新しい歯科医療の姿について」を
日本歯科医師会会長の堀

最後に，今大会の開催に際してご協力をいただきまし

憲郎先生，
「学会が示す 2040

た日本歯科医療管理学会会員・関係者各位ならびに事務

年へのイノベーションロードマップの序章」を日本歯科

局各位に心より御礼と感謝を申し上げ，報告の結びとい

医学会会長の住友雅人先生からご講演をいただきまし

たします．

た．お二人の講演後は，本会理事長の白圡清司先生座長
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