
正しいセルフケアとプロフェッショナルケアを学ぼう！！
365日のセルフケアと、その管理を見守るプロフェッショナルケアで歯を健康に保ちましょう！

これからはじめる口腔ケア

https://www.dental-fes.tokyo 「東京デンタルフェスティバル2022」事務局

お問い合わせ

主催

共催 協賛 後援 公益社団法人日本歯科医師会  東京都歯科健康保険組合  公益社団法人東京都歯科衛生士会 
一般社団法人東京都歯科技工士会　公益社団法人東京都栄養士会東京都

公益社団法人東京都歯科医師会 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

イベントの詳細はこちら

WEBのみで
参加するイベント

オンライン
LIVE配信

14：00～16：00
日



講　演 講　演　者

14：00 開　　演

14：02 主催者挨拶 井上　惠司（公益社団法人東京都歯科医師会　会長）

14：07 主催者挨拶
野上　麻理

（グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
　代表取締役社長）

14：12 講　　　演

「自信をもってマスクを外せるように
〜口臭や歯科疾患を防ぐケア〜」
相田　　潤

（東京医科歯科大学大学院
　医歯学総合研究科　健康推進歯学分野　教授）

14：47 講　　　演

「男性にも知ってもらいたい、
女性の身体とお口の為にできる事」
高尾　美穂

（産婦人科専門医／医学博士／スポーツドクター）

15：21 シンポジウム これからはじめる口腔ケア
正しいセルフケアとプロフェッショナルケアを学ぼう！！

15：51 アンケート協力・景品紹介

16：00 配信終了

（敬称略）

※プログラムの進行状況によってはお時間が前後する場合がございます。

プ ロ グ ラ ム



「東京デンタルフェスティバル
2022」のご視聴にお申込みいた
だき、誠に有難うございます。皆
様方におかれましては、日頃から
「お口の健康」に対して、大きな
関心を持たれていることでしょ
う。私ども、歯科医療に携わる一
員として大変、嬉しく思います。

本イベントは2015年から始ま
り、今年で８回目を迎えます。
全国（47都道府県）からご参加
していただいており、本年も皆様
にご参加いただきたく、オンライ
ンライブ配信での開催となりまし
た。「これからはじめる口腔ケア
～正しいセルフケアとプロフェッ
ショナルケアを学ぼう!! ～」を
テーマとして、講演とシンポジウ
ムを通してお役に立てる情報を伝
えることができればと考えており
ます。

さて、お口の中を清潔に保つこ
とは、新型コロナウイルス等の感
染症予防等にも効果があると言わ
れています。ご自身のお口の中を
いつも診てくれる「かかりつけ歯
科医」に日頃から相談して、毎日
の口腔ケアにぜひ努めてくださ
い。「かかりつけ歯科医」は、む
し歯だけでなく、近年、全身への

ように、盛沢山の内容となってお
りますので、ご自宅等、視聴可能
な環境でご覧いただき、有意義な
時間をお過ごしください。

東京都歯科医師会では、今後も
都民の皆様に対し、ライフステー
ジに沿った様々な歯科保健事業を
提供し、都民のお口の健康の向上
によるフレイル予防といった健康
寿命の延伸に直結する歯科保健事
業を推進して参ります。今回ご視
聴いただく皆様方にとって、本イ
ベントが全身の健康管理の一助と
なり、益々ご健勝に過ごされます
ことを祈念し、挨拶といたします。

影響（糖尿病、心疾患、誤嚥性肺
炎等）が大きいとされている歯周
病の予防や治療にも重要な役割を
果たしています。また、今日、我
が国における死因の第一位である
「がん」に対しては、がん手術前
後におけるお口のケアが予後にも
良好な結果をもたらすと言われて
います。こうしたことから、今
後、より一層「お口の健康」の重
要性が増していくものと考えられ
ます。

最近は、コロナ禍でマスクを付
けることや、イベントなどの参加
がリモートになることが日常に
なってきております。そんな中
で、コロナが収束に向かい、コロ
ナ禍以前の日常を取り戻した際
に、口腔のトラブルを少しでも解
決できるよう、本日の講演では、
東京医科歯科大学大学院教授の
相田　潤先生から「自信をもって
マスクを外せるように～口臭や歯
科疾患を防ぐケア」をテーマとし
てお話しいただきます。また、ス
ポーツドクターであり産婦人科医
の高尾美穂先生から「男性にも
知ってもらいたい、女性の身体と
お口の為にできる事」をテーマと
してお話しいただきます。以上の

公益社団法人 東京都歯科医師会

会長　井上惠司
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「東京デンタルフェスティバル
2022」の開催にあたって

主催者
挨　拶



この度は「東京デンタルフェス
ティバル2022」のご視聴にお申
込みいただき、ありがとうござい
ます。東京デンタルフェスティバ
ルは2015年開催より、今年で８回
目を迎えます。弊社グラクソ・ス
ミスクライン・コンシューマー・
ヘルスケア・ジャパンは、初年度
から参加させていただいており、
本年度もオーラルヘルスケアの重
要性を皆さまと一緒に考える機会
をいただき、嬉しく存じます。

本年７月に、人々の日々の健康
に特化するグローバルコンシュー
マーヘルスケア企業Haleon（ヘ
イリオン）が設立されました。弊
社はHaleonの日本法人として、
人への深い理解、信頼される科学
を組み合わせ、皆さまの日々の健
康をサポートするブランドや製品
を引き続き展開してまいります。
「シュミテクト」、「カムテクト」
などの歯みがき製品や、義歯関
連製品として義歯の汚れ・ニオ
イを落として除菌する義歯洗浄
剤「ポリデント」、少量でも義歯
をフィットさせ、強くしっかり噛
むことをサポートする義歯安定剤
「ポリグリップ」、義歯やマウス
ピースなどの口腔内装具の使用に
潜む様々なリスクを徹底的に研究
し、口腔内装具と歯の両方のケア
を提案する「ポリデント デンタ
ルラボ」をご提供しております。
また、OTC医薬品として外用鎮
痛消炎剤「ボルタレン」、かぜ・
鼻炎薬「コンタック」をはじめと
した製品もお届けしております。

コロナ禍において、人々の健康
に対しての意識が今まで以上に高
まり、予防や健康をご自身で管理
することの重要さを多くの方が感
じられています。また、近年、世
界保健機関（WHO）でも口腔保
健に関する取り組みが強化されて
おり、日本だけではなく世界的に
も口腔保健への関心が高まって
おります。健康な高齢化（ヘル
シー・エイジング）を進めるため
には、口腔の健康も重要な要素の
一つです。弊社は「もっと健康
に、ずっと寄りそって」という
パーパス（存在意義）の実現を目
指し、皆さまのよりよい日々の健
康に貢献してまいります。

本イベントが、皆さまの健康を
考える機会になりますことを祈念
いたしまして、ご挨拶とさせてい
ただきます。

東京医科歯科大学大学院教授 
相田潤先生「自信をもってマスク
を外せるように～口臭や歯科疾
患を防ぐケア～」、スポーツドク
ターであり産婦人科医の高尾美穂
先生「男性にも知ってもらいた
い、女性の身体とお口の為にでき
る事」のトピックでの両先生のご
講演を、私も非常に楽しみにして
おります。個人としても口腔の健
康を改めて考える機会にしたいと
存じます。

人生100年時代といわれる今
日、健康寿命を延ばすことは私た
ちひとりひとり、また企業、医療
関係団体や行政とともに、社会全
体でより積極的に取り組む必要が
あります。先生方のご講演でも触
れられるかと存じますが、昨今、
年齢や性別を問わず、どの世代の
方にとっても口腔の健康管理が重
要と考えられており、口腔と全身
の健康に関する研究も進んでおり
ます。特に義歯は、ケアを怠るこ
とで誤嚥性肺炎といった全身の健
康にも大きな影響をもたらすとい
われております。義歯を清潔に保
つことは、健康な歯を維持するこ
とにもつながります。そして、お
いしく食事を楽しみ、栄養を取る
ことも、健康には重要な要素の一
つです。義歯の安定は、食事や会
話にも大きく影響します。弊社は
本イベントを通じて、歯科医療従
事者の方々と共に、毎日の口腔そ
して全身の健康をどのように管理
していくかを皆さまと考えてまい
りたいと思います。

グラクソ・スミスクライン・
コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

代表取締役社長　野上　麻理
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主催者
挨　拶

科学に根づいた
ブランド・製品を通じ、
よりよい日々の健康をお届けします



ボルタレン

コンタック フルナーゼ

ニコチネル

ラミシール HP アクチビア

シュミテクト
シュミテクト
PROエナメル

カムテクト アクアフレッシュ バイオティーン

ポリデント ポリグリップ
ポリデント
デンタルラボ

取り扱い製品

● 一般用医薬品関連製品

● オーラルケア製品

● デンチャー（入れ歯）・口腔内装具関連製品

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
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共催者挨拶



相
あいだ

田　潤
じゅん

 先生

自信をもって
マスクを外せるように
〜口臭や歯科疾患を防ぐケア〜

プロフィール

東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科 
健康推進歯学分野　教授

2003年	 北海道大学歯学部	卒業	
2004年	 国立保健医療科学院専門課程	修了	
2007年	 北海道大学大学院歯学研究科博士課程	修了	
2007年～ 2011年	 東北大学大学院歯学研究科	助教	
2010年～ 2011年	 University	College	London	客員研究員	
2011年～ 2020年	 東北大学大学院歯学研究科	准教授　	
2012年～ 2018年	 宮城県保健福祉部	参与（歯科医療保健政策担当）兼務	
2014年～ 2020年	 東北大学大学院歯学研究科臨床疫学統計支援室	室長
2020年～ 2021年	 東北大学大学院歯学研究科歯学イノベーションリエゾンセンター
	 地域展開部門	教授（クロスアポイントメント）
2020年～	 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野	教授
現在に至る

最近10年ほどの世界の研究で、歯科疾患の大きなニュースがありました。それは他の病気と比べると、歯科疾
患がとても多いということです。これは日本でも同様で、むし歯は減ったと言われる今日でも、例えば大人では３
人に１人1）の人が治療が必要なむし歯を有しています。また10人に１人が口臭を気にしていると報告されていま
す。口の悩みは多くの人が感じているのです。

そんな口の悩みも、マスク着用が普通だった時期には隠しやすかったかもしれません。しかしマスクを外すのが
普通になってくると（この原稿を書いている時点でまだどうなるかわかりませんが…）、口臭や歯科疾患が気にな
るという方も増えてくるのではないかと思います。そこでこの講演では、むし歯や歯周病、口臭といった誰もが感
じる口の不安を予防するにはどうしたらいいか、お話をしたいと思います。

口の健康は人とのコミュニケーションや食事、そして口の中の細菌の働きを通して、全身の健康にも影響をする
ことが分かっています。こうした点からも口のケアは大事になります。自信をもってマスクを外せるようなケアの
一助になれば幸いです。

出典：１）厚生労働省 平成28年歯科疾患実態調査
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講　演



プロフィール

産婦人科専門医／医学博士／スポーツドクター
·女性のための統合ヘルスクリニック「イーク表参道」副院長
·文部科学省・国立スポーツ科学センター
　女性アスリート育成・支援プロジェクトメンバー
·長年ヨガを愛好し多くのヨガインストラクターを指導
·YouTube「高尾美穂からのリアルボイス」では毎日、女性のお悩みに答え、楽に
生きられる考え方を配信している

テレビ出演
·NHK　あさイチ	 「知ってるようで知らない“体内時計”」
·NHK　あさイチ	 「コロナによる受診控え」
·	NHKBSプレミアム	 晴れ！ときどきファーム
·NHK　あさイチ	 「コロナワクチン接種とHPVワクチン接種のタイミング」
·日本テレビ系	 世界一受けたい授業
·NHK　あさイチ	 「プレミアムトーク」
·NHK　あさイチ	 「“女性のこころ”と“ホルモンバランス”」

……他多数

ラジオ出演
·TBSラジオ	 荻上チキ・Session	 「今こそ知る	更年期障害」
·TBSラジオ	 荻上チキ・Session	 「新型コロナウイルスと妊婦、その対応」
·J-wave	 TOMORROW	LAB.	 「生きる」

……他多数

Web
·ミュゼプラチナムYouTube　ジブン向上委員会
	「10-20代の皆さんと女性ホルモンについて」

……他多数

著書
·扶桑社 『オトナ女子をラクにする心とからだの本』
·講談社 『大丈夫だよ～女性ホルモンと人生のお話１１１』
·宝島社	 『更年期前後がラクになる!	おうちヨガ入門』
·日経BP	 『心が揺れがちな時代に「私は私」で生きるには』
·世界文化社	『いちばん親切な更年期の教科書【閉経完全マニュアル】』

……他多数

https://www.mihotakao.jp/

オフィシャルサイト

高尾美穂さんの公式SNS

https://www.facebook.com/kurimiho

＠ yoginidr_miho

@mippolin78

高
たかお

尾 美
みほ

穂 先生
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講　演 男性にも知ってもらいたい、
女性の身体と
お口の為にできる事



東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科　健康推進歯学分野　教授

相
あ い だ

田　 潤
じゅん

 先生

産婦人科専門医／医学博士／
スポーツドクター

高
た か お

尾 美
み ほ

穂 さん

東京都歯科医師会
公衆衛生Ⅱ（高齢者保健・介護）担当理事

末
す え だ

田 麻
ま ゆ み

由美 先生
小
こばやし

林 奈
な な え

々絵 さん

司　会

これからはじめる口腔ケア
正しいセルフケアと
プロフェッショナルケアを学ぼう!!

登壇者
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口臭は誰しも感じたことがあると思います。口
臭が気になった経験がある人は80％も存在する
という調査もあります。口臭が気になると、人と
話をするのに不安を感じてしまうこともあるかも
しれません。

口臭は誰にでも存在し、1日のうちで変動があ
ります。朝起きた直後が最も口臭が強く、空腹時
やストレスがある時にも口臭は強くなりがちで
す。女性の場合、月経に関連して口臭が強くなる
場合もあります。ニンニクなどのにおいの強い食
べ物を食べたり、タバコを吸った後にも口臭が出
ますが、一時的なもので時間と共にこれらの口臭
はなくなっていきます。こうした誰にでもあるレ
ベルの口臭は気にする必要がありません。

しかし、誰もがもっている自然なレベルを超え
て強い口臭が発生することがあります。この原因
は、「口の中からくるもの」と「全身の病気から
くるもの」があり、90％以上が口の中が原因と
なっています。口の中の新陳代謝ではがれた粘膜
や血球、細菌の死骸などのタンパク質が、細菌に
より分解されて生じる硫黄を含んだガスが、口の
中からくる口臭の主な原因です。

口の中の硫黄を含んだタンパク質の多くは、舌
の表面に「舌苔（ぜったい）」としてくっついて

います。そのため、その
タンパク質が分解された
硫黄を含んだガスが口臭
として舌苔から発生して
います。そのほかの原因
としては、歯周病や口が
乾くこと、歯や入れ歯の

清掃が十分でなかったり、ひどいむし歯があるこ
となどがあります。

口臭の正確な診断は専門外来で機器による口臭
測定などを用いて行い、基準を満たすと口臭症と
診断されます。そして治療としては、口腔清掃に
よりにおいの原因を除去することが基本として行
われます。とくに、舌苔を除去する舌清掃が重点
的に行われます。家庭で行う歯磨きや舌磨き指導
や、唾液を出すマッサージの指導も場合によって
は行われます。歯周病やひどいむし歯などの原因
がある場合はその治療を行います。全身疾患がに
おいの原因の場合は、医科に紹介を行い、原因疾
患の治療が必要となります。しかし、ほとんどの
場合が口の中の原因で発生する口臭なので、舌苔
の除去を中心とした口腔の清掃で口臭が減少する
場合が多く、まずは家庭で口腔清掃を念入りにし
てみることで対処できる場合もあるでしょう。そ
れで改善しない場合は、歯科医院に相談に行きま
しょう。

また、これまで説明をしてきた口臭とは別に、
心因性の口臭とよばれる、実際は口臭はないの
に、心理的に気にし過ぎてしまい口臭があると考
えてしまう状態が存在します。人に口臭があると
いわれたり、相手の仕草や態度などで口臭がある
と思い込んでしまうことでこうした状態になるこ
とがあります。こうした場合は、診断のうえでカ
ウンセリングを行います。

　　　　　文責：東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科　健康推進歯学分野

相田　潤、財津　崇、大城暁子

口臭とは？その治療とは？

舌
ぜったい

苔

舌
ぜったい

苔

舌
ぜつ

ブラシ
舌
ぜつ

ブラシ

公益社団法人 東京都歯科医師会
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歯と口の
健康について

2022年（令和４年）東京都歯科医師会雑誌２月号 付録
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歯科に関わる記念日（一部）

それって

歯が

ときたら

歯医者へ行こう

公益社団法人 東京都歯科医師会

それって
7 月 25 日は

知覚過敏
の日

歯科健診を受けよう

公益社団法人 東京都歯科医師会

8 月 8 日は

歯ならびの日

公益社団法人 東京都歯科医師会

毎月 8 日は

「 」

公益社団法人 東京都歯科医師会

10 月８日は

「 」
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口の病気の予防や改善を目指し、
口から全身の健康づくりをサポートする専門職です
様々な場面で活動しています

コロナ禍においては、工夫を凝らし様々な場面に対応しています

東京都歯科衛生士会公式キャラクター
エイせいさん

公益社団法人 東京都歯科衛生士会
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あ～

う～

い～

う

べ～

「あー」と言いながら
口を大きく開く

「うー」と言いながら
口を強く前に突き出す

「いー」と言いながら
口を横に広げる

「べー」と
舌を突き出して
下に伸ばす

舌を鍛えることで自然に口が閉じ、
鼻での呼吸を促すようになります

解説入りのチラシは
当会ホームページより
ダウンロードできます

1日30回
毎日続けましょう

舌を鍛えることで自然に口が閉じ、舌を鍛えることで自然に口が閉じ、
鼻での呼吸を促すようになります
舌を鍛えることで自然に口が閉じ、

公益社団法人 東京都歯科衛生士会
〒113-0033　東京都文京区本郷2-21-3-4F
TEL  03-5689-4311　FAX  03-5689-4312
ホームページ  https://tokyo.jdha.or.jp/
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一般的に歯の治療をしたいときには、歯科医院に行って治療をしてもらいます。そして治療が

終了するときも歯科医院で終了します。

そのため、「歯科技工士」に会う機会はほとんどないかと思いますが、実は「銀歯」や「白い歯」、「入

れ歯」や「矯正装置」、最近では「インプラント」や「マウスピース」など、これらを補綴物と

言いますが、皆さんのお口の中に入る補綴物を製作しているのは、私たち「歯科技工士」なんです。

皆様は歯科技工士という
職業を知っていますか？

一般社団法人 東京都歯科技工士会
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一般社団法人 東京都歯科技工士会
〒170-0004　東京都豊島区北大塚2-2-10 ヴィップ大塚香川ビル4階
TEL 03-3576-5611　FAX  03-3576-5615
ホームページ  https://www.to-ginet.com/

歯科技工士は「歯科医師」の指示にもとづいて、患者さん一人ひとりの、口腔内に入る補綴物を、

一つ一つオーダーメイドで製作していきます。そしてそれを最終的に「歯科医師」が患者さんの

口腔内で更に調整をおこなって装着されていきます。

歯科技工士は国家試験に合格しなければ資

格を取得することができません。

高等学校卒業後、歯科技工士の養成機関に

入学し、定められたカリキュラムを２年以上学

び、歯科技工士として必要な知識と技能

を修めることで国家試験を受けるこ

とができます。

歯科技工士の養成校は専門学

校・短期大学・４年制大学があ

り、合わせて全国に47校存在し

ます（2021年10月現在）。

わたしたち「歯科技工士」は歯科医療を
「歯科医師」や「歯科衛生士」と共に支えるチームメイトです。
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公益社団法人東京都栄養士会は、昭和20年に日本栄養士会東京都支部として設立され昭和57年社団法人と
して、平成25年４月１日より公益社団法人として東京都知事より認可された栄養士の職能団体です。都民の健
康増進、疾病の予防及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。

【目的】・地域包括ケアシステムへの対応

　　　・災害時における対応および支援（JDA-DAT・行政機関等との連携）

1. 都民の健康増進及び疾病予防に資する事業
2. 栄養改善に関する調査及び啓発普及に資する事業
3. 児童、高齢者および障がい者の福祉に資する事業
4. 公衆衛生に資するため、管理栄養士・栄養士の
 資質の向上に資する事業
5. 管理栄養士・栄養士の職業紹介に資する事業
6. その他、本会の目的を達成する為に必要な事業

東京都民

自治体との連携
地域診断に基づく栄養・食事に関するリスク管理
（食物アレルギー、特殊食品、濃厚流動食・ミルク、食事形態など）
栄養ケア・ステーションとの連携
地域ケア会議への参画、地域住民の食事・栄養を支援
JDA－DATとの連携
特殊栄養ステーションの設置、支援活動の受け入れ

行政栄養士（区市町村）住民に身近な相談
次世代・高齢者の健康、保健、医療、福祉及び介護
領域における管理栄養士・栄養士の育成、健康危機
管理への対応、食育推進ネットワークの構築

東京都栄養士会 ○○区市町村 東京都東京都栄養士会

○○支部

学校研究
教育事業部

公衆衛生
事業部

勤労者
支援事業部

福祉
事業部

医療
事業部

栄養ケア・ステーション
JDA－DAT/TOKYO

研究教育
事業部

地域活動
事業部

行政機関

東京都栄養士会の事業内容

東京都栄養士会は各地区に支部の設置を推進しています

公益社団法人 東京都栄養士会
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東京都栄養士会　栄養ケア・ステーションの機能と通いの場における共食支援

東京都栄養士会
栄養ケア・ステーション

●センター機能として地域の認定栄養ケア・
ステーションと連携

●在宅患者訪問栄養食事指導２
●診療所外来・入院栄養食事指導２
●居宅療養管理指導Ⅱ
●栄養改善加算
●栄養アセスメント加算
●栄養管理体制加算

認定栄養ケア・ステーション
●介護予防教室
●配食サービス
●総合事業
●一体的事業
●地域ケア会議
●食育フェア
●講演会の講師
●健康サポート薬局
●料理教室
●栄養価計算　 など

健康支援型配食サービス

住民主体の通いの場

●低栄養対策をはじめとする高齢者の食生活改善
●利用者の状況を適切に把握し、利用者にあった食
事の提供

●配食時のアセスメントやフォローアップ体制あり

東京都栄養士会栄養ケア・ステーション
（公社）東京都栄養士会が公益目的事業のため設置・運営を行っています。栄養ケア活動を提供する地

域拠点で、様々な依頼に対して、登録の管理栄養士・栄養士を紹介しています。

認定栄養ケア・ステーション
（公社）日本栄養士会栄養ケア・ステーション認定制度規則により「認定栄養ケア・ステーション」名

称表記の要件を満たした栄養士会員の事業者が設置・運営を行っています。

◆東京都栄養士会栄養ケア・ステーションは東京都内の認定栄養ケアステー ションと連携をとり、地

域での食育・健康作り、疾病の予防・治療から介護 介助まで「切れ目のない食支援」を目標に取組ん

でおります。栄養・食事に関してお困りのことがございましたらぜひ一度、ご相談ください。

公益社団法人 東京都栄養士会
〒160-0004　東京都新宿区四谷3-9 慶和ビル3F
TEL  03-6457-8590　FAX  03-6457-8591
E-mail  tokyoeiyou@mui.biglobe.ne.jp
ホームページ  https://www.tokyo-eiyo.or.jp/

栄養ケア・ステーションへのお問い合わせ
公益社団法人 東京都栄養士会 栄養ケア・ステーション
TEL  03-6457-8592
E-mail  tokyoeiyou-cs@ksf.biglobe.ne.jp

東京都栄養士会  栄養ケア・ステーション
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正しいセルフケアとプロフェッショナルケアを学ぼう！！
365日のセルフケアと、その管理を見守るプロフェッショナルケアで歯を健康に保ちましょう！

これからはじめる口腔ケア

https://www.dental-fes.tokyo 「東京デンタルフェスティバル2022」事務局

お問い合わせ

主催

共催 協賛 後援 公益社団法人日本歯科医師会  東京都歯科健康保険組合  公益社団法人東京都歯科衛生士会 
一般社団法人東京都歯科技工士会　公益社団法人東京都栄養士会東京都

公益社団法人東京都歯科医師会 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

イベントの詳細はこちら

WEBのみで
参加するイベント

オンライン
LIVE配信

14：00～16：00
日


