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19回

● 第 37回 日本顎咬合学会学術大会・総会報告

　 学術大会・総会報告／表彰者一覧 ･････････ 6 
● 第 38回 日本顎咬合学会学術大会・総会

　 会員発表の登録方法変更のお知らせ  ･･････ 7
咬み合わせベーシックセミナー  ･･････････････ 7

抄録 /プログラム 　　　　　　  2，3抄録 /プログラム  ････････････････････････････････ 4，5

理事長就任挨拶 ････････････････ 2
黒岩 昭弘

林 美穂
菅野 詩子
櫻井 健次
安光 崇洋
須呂 剛士

新常任理事コメント ･････････ 2，3



NEWSLET TER
ACADEMY OF CLINICAL DENTISTRY

卒業と同時に本学会に入会して 22年が経ち，理事を拝命してからのこの 14年間，諸先輩の先生方

の日常臨床に対する情熱と，本学会への献身的な活動を身近で拝見し，大変多くの事を学び，また言

葉には言い表せないほど貴重な経験をさせていただいております．総務企画委員会に包括されており

ました利益相反（COI）が，今期より委員会として新しく設立されることとなり，新委員会の委員長

と常任理事を拝命しました．会員の皆様方に，COIにつきまして，分かり易い形でお伝えできますよ

う取り組んで参りますので，ご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます．菅野 詩子
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■ 理事長 黒岩 昭弘

■ 次期理事長 貞光 謙一郎

■ 前理事長 上田 秀朗

■ 副理事長 俵木 勉 倉富 覚 松崎浩成 ■ 専務理事 金沢 紘史

■ 常任理事 上野 道生 平井 順 岸本 英之 登内 敏夫 関野 愉 中島 稔博 田中 憲一 村田 雅史 難波 錬久

林 美穂 菅野 詩子 櫻井 健次 安光 崇洋 須呂 剛士 榊原 功二 鍵和田 優佳里

■ 監事 河津 寛 富野 晃 渡辺 隆史 南 清和

■ 顧問 菅野 博康 河原 英雄 小林 和一 岩田 健男 山地 良子 鈴木 尚 桑田 正博 林 崇民

この度，新たに常任理事を拝命しました櫻井健次と申します．趣味は剣道です．剣道をつうじて人

生においての人間形成を学んでおります．当学会の歴史と伝統をしっかりと継承し，また新常任理事

として会員と執行部の橋渡し，さらに地区との連携を密にとり，会員の皆様が当学会に入って心から

良かったと思えるよう取り組んでいきます．また若手の活躍が学会の活性化，発展につながると確信

しております．広報として会員数 1万人を目指していきます．これからもどうぞよろしくお願いいた

します．櫻井 健次
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若手歯科医師の登竜門 支部選抜優秀発表者

 林 宏暁　　（東北支部）

矢澤一浩賞 小西 浩介　（関東・甲信越支部）

 粟谷 英信　（近畿・中国・四国支部）

学会誌 論文賞

松岡 力

歯科医師部門坂口 政磯

藤野 茂

第 36回 学術大会優秀発表者（口演）

力丸 哲哉（歯科医師） 尾崎 大祥（歯科医師）

溝上 宗久（歯科医師） 森 裕之（歯科医師）

勝部 義明（歯科医師） 永田 一樹（歯科医師）

岡本 寛之（歯科医師） 中村 浩明（歯科技工士）

西田 有希（歯科医師） 山岡 由嘉代（歯科衛生士）

第 36回 学術大会優秀発表者（ポスター）

川里 邦夫（歯科医師） 石田 明（歯科技工士）

藪 健一郎（歯科医師） 伊東 祐衣（歯科衛生士）

河方 知裕（歯科医師）

メーカー賞

佐藤 孝仁（歯科医師） カボデンタル賞

石川 太一（歯科技工士） モリタ賞

洪 知香 （歯科衛生士） ヨシダ賞

矢澤一浩賞



NEWSLET TER
ACADEMY OF CLINICAL DENTISTRY

会員発表募集開始
2019年12月2日（月）

［締切①］発表者登録・演題の締切
2020年 1月 31日（金）

［締切②］ 演題変更・抄録投稿の締切
2020年 2月 10日（月）

査読結果通知 3月下旬～ 4月上旬

・発表者登録（所属・経歴・顔写真等）
・演題と抄録の投稿

・演題変更と抄録の投稿

査読通過者には，ご発表時の「日時」「会場」等のご連絡をいたします．

新方式



◆ 2019 年度　各支部の事業予定　（自　2019 年 4 月 1 日～至　2020 年 3 月 31 日）

支部名 区　分 開催日 会　場 内容，講師等

北海道

認定医 
教育研修会

2019 年 
11 月 9 日（土）

北海道歯科医師会館 
（北海道札幌市）

　テーマ ：「心地よく咬むために土台を作る―ペリオを極める―」 
　　申　基喆 先生（明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野教授）　
　　水上哲也 先生（福岡県開業）

支部学術大会
2019 年 

11 月 10 日（日）
北海道歯科医師会館 
（北海道札幌市）

　テーマ ：「新時代！　咬合を極める！！」  
　　特別講演Ⅰ：黒岩昭弘 先生 
　　特別講演Ⅱ (衛生士部門 )：小林明子 先生  
　　会員発表：歯科医師　10題、歯科技工士　５題

東北

認定医 
教育研修会

2019 年 
11 月 30 日（土）

宮城県歯科医師会館 
（宮城県仙台市）

　テーマ：「心地よく咬むために土台を作る―ペリオを極める―」 
　　申 基喆 先生（明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野教授）
　　谷口威夫 先生（長野県開業）

支部学術大会
2019 年 

12 月 1 日（日）
宮城県歯科医師会館 
（宮城県仙台市）

　テーマ：「調整の少ない補綴物を入れよう！世界一やさしい TCHと Tooth Wear入門」 
　　【Dr.・DT向け特別講演】「調整の少ない補綴物を入れよう」 
　　　パーシャルデンチャー　佐藤勝史 先生 
　　　インプラント・クラウンブリッジ　小川洋一 先生　　　　　　　　　　 
　　【DH向け特別講演】「世界一やさしい TCHと Tooth Wear入門」 
　　　Tooth Wear 　黒江敏史 先生、TCH　櫻井善明 先生、 林 智恵子 先生　 
　　 有料ハンズオンセミナー　3題、会員発表　10題

関東 
甲信越

認定医 
教育研修会

2019 年 
10 月 19 日（土）

ベルサール東京日本橋 
（東京都中央区）

　テーマ：「心地よく咬むために土台を作る―ペリオを極める―」 
　　関野 愉 先生（日本歯科大学生命歯学部歯周病学分野准教授）　　　　　　　　　　 
　　谷口威夫 先生（長野県開業）

支部学術大会
2019 年 

10 月 20 日（日）
ベルサール東京日本橋 
（東京都中央区）

　テーマ ：「令和元年！新時代を見据えた日本の歯科医療」
　　特別講演 ： 歯科医師対象２題、歯科医師・歯科技工士対象２題、歯科衛生士対象２題
　　ハンズオン　2題、テーブルクリニック　5題、ランチョンセミナー　３題
　　会員発表　９題

中部

認定医 
教育研修会

2019 年 
11 月 16 日（土）

栄ガスビル
キングルーム 

（愛知県名古屋市）

　テーマ ：「心地よく咬むために土台を作る―ペリオを極める―」 
　　関野 愉 先生（日本歯科大学生命歯学部歯周病学分野准教授）　　　　　　　　　　 
　　水上哲也 先生（福岡県開業）

支部学術大会
2019 年 

11 月 17 日（日）

栄ガスビル　
栄ガスホール【咬合・補綴】
キングルーム【歯周治療】 
（愛知県名古屋市）

　テーマ：「これからの歯科技工と歯周治療を考える！！」 
　　【咬合・補綴セッション講演】デジタル VSアナログ　知恵とテクノロジーの融合 
　　　加藤尚則 先生（株式会社カスプデンタルサプライ／カナレテクニカルセンター） 
　　　佐藤幸司 先生（佐藤補綴研究室） 
　　【歯周治療セッション講演】イエテボリから学ぶエビデンスベースの歯周治療 
　　　福井秀和 先生（さつき歯科医院）
　 　会員発表　7題

近畿 
中国 
四国

認定医 
教育研修会

2019 年 
11 月 3 日（日）

AP大阪駅前梅田１丁目 
APホール 

（大阪府大阪市）

　テーマ：「心地よく咬むために土台を作る―ペリオを極める―」 
　　申 基喆 先生（明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野教授）
　　谷口威夫 先生（長野県開業）

支部学術大会
2019 年 

11 月 4 日（月・祝）

AP大阪駅前梅田１丁目 
APホール　Aルーム 
（大阪府大阪市）

　テーマ：「チーム医療の大切さ」 
　　特別講演：長谷川嘉昭 先生（長谷川歯科医院）、川崎律子 先生（長谷川歯科医院） 
　　歯科衛生士対象特別講演：原野晶代 先生、石川華子 先生（なかやま歯科） 
　　会員発表　6 題

九州 
沖縄

認定医 
教育研修会

2019 年 
12 月 7 日（土）

エルガーラホール 
（福岡県福岡市）

　テーマ：「心地よく咬むために土台を作る―ペリオを極める―」 
　　関野 愉 先生（日本歯科大学生命歯学部歯周病学分野准教授）
　　水上哲也 先生（福岡県開業）

沖縄県主催 
認定医研修会

未定
未定 

（沖縄県）
未定

支部学術大会
2019 年 

12 月 8 日（日）
エルガーラホール   
（福岡県福岡市）

　テーマ：「チームで取り組む！　歯科医療！！」 
　　特別講演：歯科医師・歯科技工士対象　大森有樹 先生 
　　　　　　　歯科衛生士対象　安生朝子 先生 
　　テーブルクリニック　２題、会員発表：歯科医師　7題、コデンタルスタッフ　5題

・	 勤務先 ･自宅・お届け先などご登
録内容の確認・変更

・	 認定資格・単位取得状況の確認
・	 年会費のお支払（カード決済），お
支払状況の確認
※コンビニ・郵便振替をご希望の
方は事務局までご連絡ください


