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昨年度は「さぁ予防にめざめよう」と題し、予防歯科医療を社会に定着さ

せるために、どのように行動していくかをテーマに開催致しました。

今年のテーマは「RESTART WITH WHY ～内なる心に火をつけろ～

」です。さまざまな角度から「なぜ行うのか」「なぜそう考えるのか」「なぜ、

そうなりたいのか？」と原点に立ち戻って考える1日を予定しています。

COVID-19はあらゆるものを根本から変え、私たち自身も今までの行動

を変える必要があります。本当に今それが必要か、なぜこの行動を行う

のか、しっかりと腹落ちし自分自身で理由が明確になった時、私たちは

より一歩前へ進んで行くことができると確信しています。

COVID-19のような外的要因によって物事を定義されるアウトサイドイ

ンの考えから、考えをカタチにするインサイドアウトの発想力を革命的に

伸ばす自分自身の潜在能力を向上させる絶好の機会です。2月21日（日

曜日）の1日を通して、「WHY」に気づき、自己革新、つまり自らの心に火

をつけていただけるよう、国内外の第一線でご活躍の著名なパネリスト

をお招きし、数々の刺激的なプログラムを用意しております。この1日が、

必ず皆さんの明日を変えると信じて、ご参加お待ちしております。

参加満足度約96％を記録した
UPDATEMEETING2020＠京都が、
2021年【オンライン】にて帰ってきます！

2020年11月1日から
11月30日午後５時までにお申し込みの方

1医院で10名以上申し込まれる場合
1人あたり個人価格の20%引きになります

■ 受講料

特設HP https://updatemeeting2021.jp/

スケジュールの都合上、同時に複数のセッションが開催されますが、
セッション中に別のセッションへ移動することも可能です。
全てのライブ動画は、閉会後一定期間視聴可能とさせていただく予
定です。



Experience Driven Treatment

須田 剛義 先生 / 筒井 純也 先生 / 木戸 淳太先生
【矯正セッション】
次世代の矯正治療
～なぜアライナー矯正治療が「学術的」に優れているのか～
尾島 賢治 先生 / 高津 充雄 先生 / 南舘 崇夫 先生

【デジタルデンティストリーセッション】
なぜデジタルが治療計画立案に必要なのか？
―歯科医師だけでなく、衛生士も知るべき使い方―

予防医療セッション

長谷川 雄一 先生 / 石川 健 先生 / 山田 翔 先生
【ペリオドントロジーセッション】
Battle of WHY: イエテボリ vs コロンビア vs インディアナ
岸本 隆明 先生 / 加藤 雄大 先生 / 辻 翔太 先生
【終末歯列セッション】
欠損歯列重症化予防のための、4つの鍵
～なぜ欠損の拡大を食い止めることは難しいのか～
五島 健一 先生 / 杉田 龍士郎 先生
【食セッション】
なぜ？食事で唾液の質と量が変わるのか。
UMAMIがあなたの心と体を呼び覚ます！
新田 成人 先生 / 日置 友輔 先生 / 松嶋 啓介 先生

【カリオロジーセッション】
Why Cariology? ～信頼の医療～

GLOBAL リーダーズセッション

Paul Bhatti DMD/MD

【GLOBAL リーダーズセッション】
なぜアフターコロナ時代において
成長し続けるためのMindsetが必要なのか（和題）

【歯内療法セッション】
なぜ初回根管治療が失敗するのか？
遠藤 祐人 先生 / 嘉村 康彦 先生 / 田中 俊典 先生
【顎顔面疼痛セッション】
何故、非歯原性歯痛を知っておくべきなのか
西山 暁 先生 / 宮下 裕志 先生

顎顔面疼痛セッション

【メインセッション①】
なぜ世界基準の価値観が必要なのか？
PHIPのグローバルビジョンと将来像
築山 鉄平 先生 / 宮本 貴成 先生 / Dr.McGuire / Dr.Scheyer

PHIJ GLOBAL Vision

オーラルハイジーンセッション

小山 珠美 先生 / 小林 真純 先生

なぜ、歯科衛生士は楽しくてやめられないのか
奥山 洋実 先生 / 佐藤 弥生 先生 / 澤木 美鈴 先生 / 徳安 杏奈 先生

Why and when your maintenance patients should be 
recommended to enter periodontal surgical therapy 

to have an optimum Heath of life time?
生涯に渡る健康を得るためにメインテナンス患者に

歯周外科をいつ、何故それを勧めるのか？
Becki Cole

【DHキャリアセッション】
なぜ医療連携に歯科衛生士が必要なのか

瓜生 幸代 先生 / 本田 智恵子 先生 / 濱本 瑠美 先生

【DHセッション】
なぜ私達は最期まで口から「食べる」を支えるのか？

アフターコロナの歯科医療

安藤 壮吾 先生 / 大島 拓也 先生 / 押村 憲昭 先生
【医科歯科連携セッション】

何故、歯科医院の健康ステーション化が、ひきこもり支援となるのか？
～歯科医院は誰もが安心して過ごせる場所に光を当てる力を持っている～

加藤 隆弘 先生 / 関 善弘 先生

【院長セッション】
予防特化型歯科医院の新たなる挑戦

～何故、今、歯科医院は新たなる進化に挑まなければならないのか？～

リーダーシップセッション

栗林 研治 先生 / 園延 昌志 先生 / 藤久保 元希 先生 / 宮本 貴成 先生
【ライフシフトセッション】

なぜ我が国の戦略を紐解く必要性があるのか
～Life Shiftを支える我が国の戦略、未来へのマイルストーンを模索する～

赤司 征大 先生 / 田口 円裕 先生

【リーダシップと人材開発セッション】
Lead the Self！なぜ3人は、リーダーシップの旅を楽しんでいるのか？

【相互依存する健康社会の実現】
石川 善樹 先生 / 武内 和久 先生 / 築山 鉄平 先生 / 林 英恵 先生

Next Vision セッション

【口腔機能低下症セッション】
歯が残ればいいのか？

―口腔機能検査を臨床に生かす―
上田 貴之 先生

【地域包括ケアセッション】
なぜ地域包括ケアに歯科医療が必要とされているのか。

～実際の現場からの観点で紐解く～
猪原 健 先生 / 渡部 守 先生

高齢者と地域医療セッションPROGRAM
実行委員長　京都府南丹市勤務　高屋翔


