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事務局からのご挨拶，第 36 回学術大会
（新潟）報告，第 37 回学術大会（熊本）
案内，指定研修施設紹介
の基盤整備等に一気呵成に走ってまいりましたの

事務局からのご挨拶

で，会員の皆様には未だに何かと不都合をお掛け
しておりますことを，紙面をお借りしましてあら

事務局長

村山正信

ためてお詫び申し上げます。

日本口腔インプラント学会が文部科学省の認可

本学会では，喫緊の課題として専門医制度の制

を得まして，平成 17 年 8 月 15 日にこれまでの

定や本年 4 月の役員等再編成を目前にしており，

任意団体から社団法人に衣替えし，早くも 1 年

更に平成 20 年秋に施行予定の新公益法人制度へ

半ほどの月日が経ちました。会員の皆様や関係団

の対応のため，定款等の改正による評議員会の位

体各位のご支援を頂きまして，ここまでは順調に

置づけ等の抜本的な制度改革による，新公益社団

法人化のスタートが切れておりますことを，事務

法人認定申請のための準備作業が間近に迫ってお

局を預かる者としてとりあえず慶んでおります。

ります。今後とも理事長はじめ皆様のご指導を賜

法人認可申請時には学会事務局の存在が必要と

り，こうした諸課題についての事務処理に遺漏の

いうことで，従来事務委託しておりました（財）

ないよう努めてまいります。
なお，事務局スタッフは本学会事務局での勤務

口腔保健協会内から，一昨年の 9 月に港区芝の
地に新しい事務局が設置されました。

経験がまだ一年前後の者ばかりですので，精一杯

当初は事務局長一人でスタートしました事務局

努力しておりますがまだまだ至らず今後ともご迷

も，現在は 3 名のスタッフを頂き，何とか皆様

惑をお掛けすると思いますが，よろしくご指導を

のご期待に応えるべく日夜頑張っております。し

お願い申し上げます。

かしながら，今日まで事務引継ぎと並行しながら
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第 36 回（社）
日本口腔インプラント学会学術大会報告
第 26 回（社）日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部学術大会
第 36 回（社）日本口腔インプラント学会学術大会
準備委員長
平成 18 年 9 月 15 日（金）〜 9 月 17 日（日）
の 3 日間，新潟市コンベンションセンター朱鷺
メッセにおいて第 36 回社団法人日本口腔インプ
ラント学会学術大会が関東・甲信越支部主管，日
本歯科大学新潟生命歯学部，新潟再生歯学研究会
が担当して畑 好昭大会長の下，開催されました。
参加者は 1,800 名で，海外からはドイツ，スイス，
イスラエル，米国，タイ，中国，台湾，韓国の 8
カ国 60 名余りが参加し，メインテーマは先進展
開するインプラント治療，サブテーマは人種，食
生活によりインプラント治療に違いはあるかとの
テーマで行いました。今回の学術大会は学会が社
団法人化されて初めての開催であり，学会会員は
もちろんのこと，関連他学会，海外からも大きな
関心が寄せられていました。
学術大会前日，9 月 15 日には午前 9 時より午
後 6 時まで，学会の認定医のケースプレゼンテ
ーションが行われました。今回の発表者は，認定
医ケースプレゼンテーション開始以来の 104 名
という多数の発表がありました。
翌日は午前 8 時 50 分に，開会式が行われ，9
時から 2 日間の学術大会がスタートしました。特
別講演 4 演題，招待講演 1 演題，教育講演 1 演
題，シンポジウム 3 演題，歯科技工士セッション，
歯科衛生士セッション，市民フォーラム，ランチ

渡

邉

文

彦

ョンセミナー等，また一般発表は課題講演 20 演
題，一般講演 96 演題，ポスター（認定医ケース
プレゼンテーションを含め）235 演題と過去最大
の学術大会となりました。特別講演，招待講演，
教育講演，シンポジウムは日本語から英語，英語
から日本語の同時通訳を行い，国内外の演者，出
席者の活発な質疑が行われました。特にアジアの
国々から多くの演者を招聘し，アジアでのインプ
ラント治療の会議の場の必要性をアピールできま
した。
初日最初の特別講演では，佐藤直志先生にイン
プラントと歯周治療，天然歯とインプラントとの
共存について，続いて Dr. Axel Kirsch に骨，軟
組織が欠損する口腔内の状態を分類し，種々な硬
組織，軟組織のマネージメントを含むインプラン
ト治療についてご講演いただきました。また，午
後のシンポジウムでは軟組織，硬組織のティッシ
ュマネージメント，インプラント適応症の拡大に
ついて発表とディスカッションが行われました。
午後 6 時 30 分より業者展示，ポスター展示が行
われている展示会場ウエーブマーケットで懇親会
が開催されました。新潟の郷土芸能である万代太
鼓より懇親会の開催が告げられ，畑 好昭大会長，
川添堯彬理事長の挨拶の後，海外招待演者を含め
て，鏡開きが行われました。参加者は 400 名余

会場となったコンベンションセンター朱鷺メッセ

挨拶中の畑
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りで，軽快なバンドに合わせ，新潟のきれいどこ
ろも花を添え，盛り上がりました。
2 日目は午前 9 時よりアジアセッションが開催
され，韓国，台湾，タイ，日本の演者による，欧
米とアジアでのインプラント治療に違いがある
かのテーマで発表が行われました。また，ポス
ターセッション，さらに異なる部屋で行われた教
育セミナーでは，Dr. Fred Bergmann に歯槽骨の

水平および垂直骨量増生における手順と現在の傾
向についてご講演いただきました。その後，会場
ではスイス，ベルン大学歯学部顎顔面外科の Dr.
Tateyuki Iizuka 先生による，極度に萎縮した歯槽
骨突起の再建に関してご講演いただきました。
Dr. Iizuka は新潟出身の先生であり，ドイツの歯
学部を卒業された先生で，流暢に日本語でわかり
やすくご講演いただきました。さらに別会場では，

川添理事長の挨拶

韓国招待演者

Dr.Axel Kirsch ご講演

アジアセッションのシンポジスト

郷土芸能の万代太鼓

ポスター発表会場
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同時に歯科技工士セッションを開催し，インプラ
ント治療における歯科医師と歯科技工士の連携に
ついての 6 人のシンポジストによる発表が行わ
れ，行田克則先生が座長と演者を兼ねられ，臨床
ケースを提示しての発表と活発なディスカッショ
ンが行われました。会場は満室で多くの立位の参
加者もあり，熱気が溢れていました。昼には 9 つ
の会場でランチョンセミナーが開催され，その内
の 1 会場は改正薬事が歯科医療に及ぼす影響に
ついて，学会主催で，白水貿易の谷 千寿氏にご
講演いただきました。他の会場はそれぞれ，イン
プラントメーカーが主体となって行いました。ど
の会場も満席となっていました。午後からはシン
ポジウムⅢとして，インプラント表面性状と周囲
組織のテーマで開催されました。また歯科技工士
セッションの後の会場では，歯科衛生士セッショ
ンが開催され，元明海大学歯周病学講座教授の宮
田 隆先生，新潟県三条市の榎本歯科の歯科衛生
士佐々木美幸さんにご講演いただきました。また
別の会場では，市民の方を対象に市民フォーラム
が開催され 170 名の参加者があり，元新潟大学
歯学部の花田晃治先生に成人矯正について，日本
大学歯学部インプラント科の萩原芳幸先生にイン
プラント治療についてご講演いただきました。会
場からは治療法，費用，治療病院などにつき，具
体的な活発な質問が出されていました。メイン会
場ではまとめとして筒井昌秀先生がインプラント
治療の普及と歯科治療の転機のテーマで，特別講
演を行い，現在のインプラント治療の現状とこれ
からの方向について総括されました。日本列島に
台風が近づいていましたが，会場は最後まで多く
の方が講演を聴かれており，講演終了と同時にス
タンディングオベーションで拍手喝采でした。

平成 18 年度デンツプライ賞受賞者

熱気に包まれた懇親会会場

市民フォーラムの花田晃治先生

特別講演の筒井昌秀先生

歯科技工士セッションのシンポジスト
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指定研修施設紹介
大阪口腔インプラント研究会
会 長：佐藤文夫
同研修施設長：西村敏治
本学会は 1993 年に，臨床医が近代インプラン
トを研修できる場所として，全国のスタディグル
ープの中で活発な学会活動の業績あるリーダー格
が複数人いる所で，かつ実習設備も兼ね備えた施
設を「学会指定の研修施設」として認可する制度
をスタートさせました。当時，全国の歯科大学，
歯学部は，いまだインプラントの胎動期でした。
私どもの施設は 1994 年に 100 時間セミナー
（学会指定）として基礎，臨床を織り交ぜたプロ
グラムを用意して，集中的にインプラントについ
ての講義，実習を 1 期生 15 人の受講生に対して
スタートし，以来，今では約 200 人を超える人
の修了をみてきました。今年も 14 期生を迎えて
開講されるところです。
この研修セミナーをひきうけた母体の「大阪口
腔インプラント研究会」は発足して 20 周年を過
ぎ，昨年 5 月に記念講演会，祝賀会を行いました。
大阪口腔インプラント研究会は 1980 年頃より
大阪近辺のインプラント臨床医の有志の者が勉強
し合ううち，1985 年より定期的に年 4 〜 5 回勉
強会をしようと正式に発会いたしました。その心
得として
1 ）業者等から一切の援助はうけない。
2 ） ほんね のディスカッションをしよう。
そのため発表者，発言者に対し疑問があれば，
すぐに質問しても可。外来の招聘講師の時でも遠
慮なく質問や意見を述べて可。時に失礼になった
としても，お互い ええかっこせんとこ… （良
い格好をつけないで…）をモットーに活き活きし
た勉強会が，続けてこられたと自負しております。
会場は，主として大阪厚生年金病院会議室や看
護学校教室が使用できたことは経費的に大いに助
かりました。
会の世話人（役員）も毎月 1 回は集まり運営
に熱を注いできました。
会の発足から約 10 年は，大阪の 2 つの大学歯
学部および付属病院において，全くインプラント
を無視するか，批判のみを発してきたことが，臨

床医メンバーにとっては反撥心のようなエネルギ
ーとなって働いたことも否めません。
以上のような背景が相まって，当会が永続して
きた理由であろうか？と考えています。
現在，研究会会員 140 名，指導医 3 名，認定
医 14 名が在籍しています。
今後は大学のドクターらとともに臨床，基礎の
研究が進められればと願っています。
研究会の HP：http：//www.osaka-implant.com/
研究会会長 TEL：0725-32-5530
同 施設長 TEL：06-6453-8899

北日本口腔インプラント研究会
研修施設長 三嶋 顕
研修施設住所：〒 068-0027 岩見沢市 7 条西 5
丁目 20-1 医）柏葉会三嶋歯科 7 条院内
北日本口腔インプラント研究会は，現研修施設
となっている医療法人柏葉会三嶋歯科医院での手
術研修会の OB 会組織を前身として昭和 61 年 7
月に発足しました。当初の会員数はわずかに 20
数名でしたが，時を重ねるごとに会員数も増加し，
平成 2 年には北日本口腔インプラント研究会と
改称，現在では 180 名近くの会員数を数えるまで
に成長しております。
本会の基本コンセプトは，インフォームド・コ
ンセント・患者自身の意志決定を大切に考えなが
ら，インプラントや歯科医学のみならず，隣接医
学から広く自然科学に至るまで幅広く知識を吸収
しつつ本音で話し合える会を目指しており，多く
の賛同を集めています。
毎年 11 月には，北海道地区口腔インプラント
臨床コロキウムの主催，年 2 回の機関誌「 NIS
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東京医科歯科大学歯学部附属病院
インプラント外来

ジャーナル」の発刊，年 4 回の定例会，新年交
礼会，ゴルフコンペ，口腔インプラント学会認定
医取得用教育講座の開催などの活動を行っていま
す。
教育講座の開催は，研修施設として認可されて
から毎年欠かさず開催されているほか，臨床コロ
キウムでは毎年 300 名近い参加者を集め，北海
道のスタディグループとしては最大規模の動員数
となっています。
研修施設は手術室を完備し，PRP ，ハードレ
ーザーなど最新の医療機器を備えているほか，口
腔内撮影用ファイバースコープがあり，手術室に
入ってライブで見学することができるほか，2 階
研修室でも同時に研修が可能です。
また北日本口腔インプラント研究会の活動は
一 般 市 民 か ら の 関 心 も 集 め て い ま す。2005 年
からは web ページを開設し（ http：//www.oralimplant.org/ ）
，市民向けのインプラント専門医検
索サービスを提供するほか，インプラントに関す
る Q&A などインプラントに対する情報公開と啓
発に努めています。さらに昨年，札幌市で市民公
開講座を開催し約 400 名の参加を得て好評を博
しました。

研修施設長：石川 烈
外来科長：春日井昇平
全国 29 の歯学部病院の中で最初のインプラン
ト専門外来として，1996（平成 8 ）年 4 月に東
京医科歯科大学歯学部附属病院に，歯科インプラ
ント治療の専門外来としてインプラント治療部が
設立されました。インプラント治療部の部長は榎
本昭二教授（第二口腔外科教授と併任）であり，
第一歯科補綴学から塩田 真助教授，第二口腔外
科より立川敬子講師がスタッフとして加わりまし
た。2000（平成 12 ）年 4 月に本学が大学院大学
となった際に，大学院医歯学総合研究科が設立さ
れ，その中にインプラント学分野（塩田 真助教
授）と摂食機能制御学分野（春日井昇平教授）が
新設されました。2001（平成 13 ）年 4 月より春
日井が治療部の部長（併任）となり，黒田真司助
手，同年 10 月より近藤尚知助手がスタッフとし
て加わりました。
日本口腔インプラント学会研修施設として，
2002 年 3 月 17 日に認定を受け，石川 烈教授
（歯周病学分野）が研修施設長となりました。現
在（ 2006 年 6 月）外来では，上記の春日井，塩
田，立川，近藤，黒田の 5 名に加えて，藤森達也，
鬼原英道，横山紗和子，山口葉子の 4 名の医員，
計 9 名の常勤スタッフが中心となって，インプラ
ント治療を行っています。さらに非常勤スタッフ
として，菅井敏郎客員臨床教授（菅井歯科口腔イ
ンプラントセンター）
，
岡田常司客員臨床講師（真
坂歯科医院），荒 正晴客員臨床講師（山王病院
口腔インプラントセンター）には臨床治療をお願
いしています。インプラント治療を希望される
患者さんの数は増えていますが，当外来において
も毎年 15 〜 20％患者数が増加しており，2005
年は 1,362 本のインプラントを埋入しました。
Nobel Biocare と Straumann のインプラントを主
に使用しており，そのほかに 3i, Astra, Zimmer,
ジーシー , アドバンスのインプラントも使用して
います。
現在大学院生が 20 名おり，インプラントとイ
ンプラント周囲組織に関する研究，インプラント
の上部構造に関する研究，骨と歯周組織の再生に
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関する研究を行っています。大学院の非常勤講師
を大塚 隆先生（ PTC 歯科インプラントセンタ
ー），勝山英明先生（医療法人さくら会），高橋雄
三先生（講道館歯科）にお願いしており，昭和大
学歯学部宮崎 隆教授には，口腔インプラント学
会認定施設の顧問として助言をいただいておりま
す。定期的に週 2 回の抄読会と週 1 回の症例検
討会を行っており，その他外部講師によるセミナ
ーも年に 5 ，6 回開催しています。やる気のある
スタッフと学生が多く，インプラント臨床と研究
の両面で頑張っておりますので宜しくお願い致し
ます。

広島大学病院口腔インプラント診療科
（旧広島大学歯学部附属病院第一補綴科）
科長 赤川 安正
広島大学病院は政令指定都市広島市の中心市街
地からも比較的近く，JR 広島駅から南へ約 2 キ
ロの南区霞にあります。
当診療科は昭和 43 年，前科長津留宏道教授に
より開設された広島大学歯学部附属病院第一補綴
科を母体として，平成 15 年 10 月の医学部と歯
学部の附属病院統合，平成 16 年 4 月の広島大学
の独立行政法人化を経て，現在の広島大学病院口
腔インプラント診療科となりました。
インプラント治療の臨床への本格的な取り組み
は赤川がスウェーデンイエテボリ大学から帰国し
た 1982 年からですが，第 1 号のインプラント治
療は赤川が 1978 年行ったブレード型インプラン
トの植立から始まりました。
現在は従来型のブリッジや可撤式義歯を用い
た補綴歯科治療に加え，インプラント治療を欠

損 補 綴 治 療 の 1 つ の オ プ シ ョ ン と 位 置 づ け，
BrÌnemark implant と Straumann implant を 中 心
に GC インプラントも用いながら治療を行ってお
り，骨増生やサイナスリフト，インプラントを用
いた歯科矯正治療などもあわせて，年間 50 症例
前後のインプラント治療を行っています。
また，放射線科にスパイラル CT と CBCT を
有していることから，MPR 像や Simplant を用い
た画像診断のみの近隣開業医からの紹介も受けて
います。
インプラント関連の臨床研究としては，30 年
ほど前よりインプラントに関する動物実験を開始
し，単結晶サファイアインプラント，ハイドロキ
シアパタイトコーティングインプラントやジルコ
ニアセラミックスインプラントなど，多種のイン
プラント開発に携わってきました。現在は新しい
連通孔人工骨補填材料に関する臨床治験を行って
おり，歯科への適用に向けて治験を遂行中です。
その他にもデンタルエックス線写真からの骨質診
断，三次元生体力学解析を応用した上部構造の製
作等のデータ集積を行っています。
研究面では，インプラントへの即時もしくは早
期負荷に関しての動物実験や，新しいコンセプト
を取り入れた骨移植材の開発，骨質診断法の開発
やインプラント材料の新しい表面処理方法などに
関して数多くの研究を遂行しています。
教育面では，卒前にインプラントに関する正し
い知識を持ってもらうため，3 年前より臨床見学
前の歯学部学生に対し，インプラント治療に関す
る PBL および模型への埋入実習を行っています。
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平成 17 年度指導医合格者
倉本 弘樹
田中 譲治
中野喜右人
三村 義昭
片山幸太郎
佐藤 淳一
佐藤

（日本歯科先端技術研究所）
（日本インプラント臨床研究会）
（日本インプラント臨床研究会）
（臨床器材研究所）
（北海道形成歯科研究会）
（鶴見大学歯学部口腔顎顔面インプ
ラント科）
聡 （日本歯科大学新潟病院口腔インプ
ラントセンター）

平成 17 年度認定医合格者
塩浜 康良
久野 敏行
大久保力廣
佐藤 俊哉
伊藤 幸司
小松 晋一
田島 和典
添田 義博
辻本 仁志
大野 泰史
堀
稔
山田 俊介
北爪 昭彦
仲西 健樹
呉本 時男
高橋 徹次
由良
博
大森 桂二
黒岩 敏彦
柴田 貞彦
小幡
登
川畑
剛
木下
保
萬葉 陽己
藤澤 健司
山田
孝
吉田 剛人
苧坂
通
星野淳一郎

（日本歯科先端技術研究所）
（埼玉インプラント研究会）
（鶴見大学歯学部附属病院）
（日本インプラント臨床研究会）
（愛知インプラントセンター）
（愛知インプラントセンター）
（日本歯科先端技術研究所）
（臨床器材研究所）
（日本インプラント臨床研究会）
（日本インプラント臨床研究会）
（日本大学歯学部附属歯科病院）
（九州インプラント研究会）
（埼玉インプラント研究会）
（臨床器材研究所）
（臨床器材研究所）
（北日本口腔インプラント研究会）
（ユニバーサルインプラント研究所）
（福岡歯科大学咬合修復学講座）
（日本インプラント臨床研究会）
（北海道形成歯科研究会）
（ユニバーサルインプラント研究所）
（九州インプラント研究会）
（ユニバーサルインプラント研究所）
（日本インプラント臨床研究会）
（徳島大学病院インプラント診療部
門）
（ユニバーサルインプラント研究所）
（新潟再生歯学研究会）
（日本インプラント臨床研究会）
（日本大学歯学部附属歯科病院）

笠村健一朗 （愛知インプラントセンター）
高橋 満次 （臨床器材研究所）
大村 真基 （日本歯科大学歯学部附属病院イン
プラント診療センター）
真鍋 秀樹 （日本インプラント臨床研究会）
日比 英晴 （名古屋大学大学院医学研究科）
奥田 謙一 （大阪口腔インプラント研究会）
古川 達也 （新潟再生歯学研究会）
笹谷 和伸 （日本インプラント臨床研究会）
和田貴美代 （大阪口腔インプラント研究会）
丹羽
健 （臨床器材研究所）
神田
浩 （日本インプラント臨床研究会）
上川 吉雄 （日本インプラント臨床研究会）
齊藤 正徳 （日本インプラント臨床研究会）
武田 悦弘 （嵌植義歯研究所）
村井 健二 （九州大学歯学部歯科補綴学第 2 講
座）
室木 俊美 （金沢大学医学部付属病院歯科口腔
外科）
石山 富造 （京都インプラント研究所）
中川 晃成 （九州インプラント研究会）
松井 義郎 （昭和大学歯科病院）
森山 和郎 （埼玉インプラント研究会）
小倉
晋 （日本歯科大学歯学部附属病院イン
プラント診療センター）
伊藤 嘉信 （日本インプラント臨床研究会）
森
基 （北日本口腔インプラント研究会）
黒住 良隆 （大阪口腔インプラント研究会）
岡本
茂 （日本大学松戸歯学部付属歯科病院
インプラント診療科）
中野 裕理 （日本大学松戸歯学部付属歯科病院
インプラント診療科）
藤井 秀朋 （朝日大学歯学部附属病院口腔イン
プラント科）
常見 隆明 （埼玉インプラント研究会）
李
徳操 （東京形成歯科研究会）
髙山 光平 （新日本臨床歯科インプラント協会）
関
和昭 （日本インプラント臨床研究会）
佐藤 博信 （福岡歯科大学口腔インプラントセ
ンター）
城戸 寛史 （福岡歯科大学口腔インプラントセ
ンター）
長島 義之 （福岡歯科大学口腔インプラントセ
ンター）
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朝日
川野
白鳥
金
佐野
山口

啓司
正嗣
清人
修澤
慶克
貴史

中村
勝沼
高島
岩田

真一
稔
英利
光生

柳
智哉
廣瀬由紀人
小林
末瀬

健男
一彦

（東京形成歯科研究会）
（北日本口腔インプラント研究会）
（九州インプラント研究会）
（昭和大学歯科病院）
（埼玉インプラント研究会）
（大阪歯科大学附属病院口腔インプ
ラント科）
（ユニバーサルインプラント研究所）
（埼玉インプラント研究会）
（ユニバーサルインプラント研究所）
（大阪歯科大学附属病院口腔インプ
ラント科）
（北日本口腔インプラント研究会）
（北海道医療大学歯学部歯科補綴学
第 2 講座）
（北海道形成歯科研究会）
（大阪歯科大学附属病院口腔インプ
ラント科）

五十嵐正人，五十嵐祐二，池岡

岳， 井下田繁子，

池田周平， 池田貴之， 池田

通， 池田英弘，

池田正人， 池田

守， 池田康男， 池田

寛，

池田嘉徳， 池田頼宣， 池戸泉美， 池端伯子，
石井浩一郎，石井宏知， 石井弘之， 石井将之，
石井靖人， 石川高行， 石川禎一， 石川博之，
石川

誠， 石川正俊， 石崎和美， 石田昭彦，

石田勝重， 石田典子， 石田雄一， 石塚あづさ，
石野敏明， 石橋彩子， 石原勝利， 石原
石原祐一， 石部 徹， 石見
磯田幸盛， 板津知明， 板野

隆，

通， 和泉雄一，
賢， 一瀬順輔，

井手進策， 井出吉昭， 伊藤明彦， 伊藤公一，
伊藤佐智子，伊藤順三， 伊藤大輔， 伊藤俊英，
伊東憲子， 伊藤史生， 伊藤雅仁， 伊藤宗倫，
伊東佑記， 伊藤良明， 伊藤理佳， 糸瀬勝樹，
稲垣智浩， 稲田和徳， 井上勝正， 井上慎太郎，
井上美鈴， 井上 実， 猪田浩理， 猪又俊之，

新入会者紹介

井畑信彦， 今井恭一郎，今井恒夫， 今井智明，

平 成 16 年 12 月 1 日 か ら 平 成 18 年 10 月 31
日までに以下の先生方が新しく入会されましたの
で，ご紹介致します。
相田

飯田光穂， 飯田祥了， 飯塚智彦， 飯塚雅岳，
飯濱 剛， 伊介昭弘， 五十嵐英次，五十嵐智一，

今川裕敏， 今津二美子，今宮圭太， 今村義治，
入江

功， 入江真之， 入部亜季美，岩井俊憲，

岩井竜一， 岩田光弘， 岩永将巳， 岩波洋一，
岩野義弘， 岩間 渉， 岩本紀久， 岩本康弘，
岩屋浩洋， 上島潤一， 上江洲 出，上田和孝，

聡， 會田英紀， 相羽雅夫， 相原一雅，

青木暁宣， 青木雅憲， 青沼陽菜， 青柳 潔，
青山大樹， 安賀 稔， 赤井紀之， 赤石吉雄，

植田智也， 植田

赤崎洋介， 明石秀夫， 赤羽康彦， 赤松一成，

博， 上田康弘， 上田裕次，

上田芳男， 上田吉松， 上野健一郎，上野大輔，

上り口晃成，秋田

誠， 秋田恭宏， 秋本陽介，

上野貴士， 上野憲秀， 上原淳二， 上村直也，
上山泰弘， 上山吉哉， 魚島勝美， 鵜川由紀子，

秋山仁志， 秋山

裕， 明

碓井

正孝， 阿久津

功，

大， 内倉賢二， 内田史郎， 内田智也，

浅井知宏， 浅香陽介， 浅田祥子， 浅野善一，

内沼栄樹， 宇野光乗， 梅岡秀臣， 梅川哲也，

浅野治己， 朝野 誠， 朝日保州， 朝比奈 泉，
芦澤 仁， 莇生田整治，足立和貴， 熱田 生，

浦

熱田

阿部修作， 阿部清一郎，阿部貴充， 阿部達彦，

榎本雅宏， 江畑典幸， 江端正祐， 江原大輔，
江見佑介， 及川 理， 生川寛之， 大泉 誠，

安部

大出和彦， 大口直輝， 大久保雅嗣，大路純子，

亙， 穴井

純， 阿部克生， 阿部幸作，

司， 阿部友和， 安倍憲一， 阿部洋太郎，

栄吾， 浦口秀剛， 浦野英子， 宇和山

猛，

江川哲治， 江﨑大輔， 江藤賢治， 衛藤史子，

阿保淳一， 英保武志， 天内孝昌， 天野伸泰，
荒井昌海， 荒井良明， 荒木一将， 荒記春雅，

大塩恭仁， 大島

荒木正夫， 荒木政光， 荒木光徳， 蘭

大瀧晃一， 大谷恭史， 大谷正彦， 大谷昌宏，

粟田則正， 粟田口幸佑，安藤
安藤

太田和俊， 太田貴之， 太田武信， 太田美紗，

源太郎，

有賀淑隆， 有馬敬介， 有山金一郎，有山清吾，
歩， 安藤琢真，

優， 安藤如規， 安念抱一， 飯田

務，

賢， 大島朋子， 大島基嗣，

大多良俊光，大槻武司， 大槻芳夫， 大友孝信，
大友正和， 大西薫児， 大西 崇， 大貫智宏，
大野
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大野充昭， 大庭容子， 大橋卓史， 大橋 勝，
大橋瑞己， 大橋盛人， 大橋祐生， 大原成仁，

木場秀夫， 君塚幸子， 木村
木村東二， 木村 瞳， 木村

大森久仁子，大山高太郎，大山知宏， 大和田弘幸，

木本

岡

喜友名

俊一， 岡

森彦， 岡崎弘典， 緒方邦敏，

彩， 木村恒太，
正， 木村正人，

明， 木本一成， 木元喜久治，木元美貴，
萌，清田茂裕， 金城

真， 金原大輔，

岡田耕一郎，岡田とし江，岡田成生， 岡野忠浩，

金原由布子，九鬼佐和子，草野

岡林茂樹， 岡部一登， 岡村健司， 岡本直子，

草間弘朝， 久島

岡本 信， 岡本泰信， 岡本吉宏， 岡本好正，
岡本隆造， 小川滋寿， 小川淳司， 小川博士，

久世一路， 久世哲也， 工藤剛大， 久保浩太郎，
久保秀二， 久保田文隆，久保田 守，久保山 昇，

小川益弘， 小木曽政則，荻原光貴， 沖村

熊谷早津季，熊坂

真，

潔， 楠

薫， 草野由紀子，

正暢， 楠目真大，

士， 熊澤洋一， 蔵田明美，

荻本多津生，奥田幸祐， 奥田祐司， 尾口英太郎，

蔵原一英， 蔵前尚子， 栗田

麗， 栗林拓也，

小口

栗原宏行， 栗本慎治， 暮田

学， 暮田

亘， 奥寺俊允， 奥村拓也， 奥村秀則，

桃，

奥山淡紅子，奥山雅人， 長富浩一郎，小澤庄二，
小澤次郎， 小澤 誠， 尾島 勇， 尾関真帆，

黒岩香奈子，黒木唯文， 黒澤明子， 黒田泰志，
黒滝義之， 黒柳範雄， 桑折欣也， 桑原直久，

小田泰史， 小田師巳， 小田切秀男，小田部岳雄，

桑原伯至， 桒原栄樹， 毛塚和哉， 小池健夫，

落合栄樹， 小野兼義， 小野浩一， 小野

小板橋

剛，

徹，小岩賀代， 高後友之， 合田大亮，

小野真紀子，小野洋一， 小宅宏史， 尾張仁志，

河野千春， 河野恭範， 河見光生， 神谷順子，

加賀龍太郎，垣内一徳， 柿添晶久， 角田まり子，

郡

角元義尚， 掛谷昌宏， 影山勝保， 駕田恭子，
笠井啓次， 笠原邦昭， 笠原哲三， 梶 真人，

古賀幸恵， 古川幸枝， 小坂孝史， 小日向秀子，
小島広臣， 小島弘充， 児玉裕美子，小塚義夫，

梶本弥佐子，柏崎晴彦， 柏崎

泰， 柏田征吾，

小坪義博， 後藤悦郎， 後藤滋巳， 古藤俊介，

寛， 片岡美世， 片木紘樹， 片桐紀行，

後藤真二， 後藤哲哉， 小西賀絵， 小沼正樹，

數田

英寛， 古賀剛人， 古賀

仁， 古賀睦弘，

片口宗久， 刀迫哲弘， 片平信弘， 勝島千展，

小羽田敦正，小林暁史， 小林

勝瀬泰忠， 勝部朝之， 加藤昭浩， 加藤勇夫，

小林徳栄， 小林正典， 小林充明， 小林

加藤清志， 加藤興一， 加藤史輔， 加藤誠也，
加藤大輔， 加藤秀顕， 加藤弘正， 加藤嘉哉，

小舩邦夫， 駒井英基， 駒井宏行， 駒形和男，
小松広明， 小村国大， 小村朋己， 薦田淳司，

金井

小森敦夫， 小山和彦， 小山典昭， 今

靖， 金倉仁実， 金崎伸幸， 金指幹元，

良，

一裕，

金澤憲孝， 金子明寛， 金子一平， 金子勝彦，

金

金子尚樹， 金子秀仁， 金田和彦， 金田竜典，
金田光正， 金成雅彦， 金平俊毅， 兼松義典，

近藤隆俊， 近藤隆彦， 近藤壽郎， 近藤英夫，
今野正道， 齋藤琢也， 斉藤岳人， 齋藤浩人，

金光琢磨， 狩野

聡， 鎌下祐次，

斉藤雅則， 齋藤康行， 斉藤義章， 齋藤善広，

学， 上岡義章， 神谷光男， 神野良一，

才野木敏夫，酒井直彦， 坂井義彦， 坂田晋也，

鎌田

上林昭子， 紙本

覚， 鎌倉

篤， 神谷武秀， 神山洋介，

秀樹， 近藤一男， 近藤

繁， 小林正治，

晋， 近藤純代，

阪田俊智， 坂本一郎， 坂本耕造， 酒本

充，

亀澤初水， 亀澤広子， 唐鎌正明， 川浦明浩，

坂本吉史， 佐久間

川勝敦子， 川上まり子，川崎五郎， 川崎智之，
川崎由希子，川路直尚， 河瀬聡一朗，河瀬雄治，

櫻井直紀， 櫻井善幸， 迫田竜二， 佐々木克徳，
佐々木恵三，佐々木健一，佐々木貞慶，佐々木 仁，

川野

佐々木

大， 川野竜太郎，河原利哉， 川前通朗，

栄，佐久間祥光，櫻井直樹，

徹，佐々木

源，佐々木秀典，佐々木裕道，

川村哲也， 川村陽介， 河本新次， 川本敏雄，

佐々木満博，笹澤武史， 貞森紳丞， 佐藤和良，

川本善和， 神作

佐藤恒太郎，佐藤

忍， 佐藤森太郎，佐藤

菊池英明， 菊地紘乃， 菊池正紀， 木暮麻理子，

佐藤

毅， 佐藤友清， 佐藤亘也，

岸 廣彦， 岸 宗弘， 岸田 健， 木島 研，
北田秀昭， 木谷憲典， 北村篤史， 北村清一郎，

佐藤英継， 佐藤秀昌， 佐藤文明， 佐藤 仁，
佐藤 満， 佐藤洋司， 佐藤佳明， 佐藤嘉則，

北村

佐藤

愛， 神成克映， 菊川郁雄，

豊， 木下健輔， 木下浩介， 木下貴雄，
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匡， 佐藤

隆，

良， 佐貫展丈， 佐野和信， 佐野将史，
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佐野幹雄， 佐保 崇， 澤木佳弘， 澤田久仁彦，
塩澤誠士郎，塩野篤史， 塩原英史， 重中美智子，

武田裕公， 武田 貢， 武山 剛， 田治米康宏，
田代 剛， 多田久也， 龍田光弘， 巽 貞樹，

重久

立山由乘， 田所重映， 田中昭生， 田中

偉， 重村

宏， 宍戸秀徳， 雫田和成，

彰，

篠崎泰久， 篠原昭智， 篠原健一郎，篠原壽和，

田中かずさ，田中香苗， 田中茂夫， 田中繁寿，

篠原豊樹， 篠原光代， 柴田琢磨， 柴田恭明，

田中章平， 田中敏史， 田中教順， 田中

柴原清隆， 渋澤洋子， 澁谷仁志， 渋谷光広，

田中宏和， 田中真喜， 田仲優子， 田中幸雄，

島田英輔， 嶋田 潔， 嶋田景介， 島根千佳，
島村好則， 島本敏宏， 清水惠子， 清水 準，

田中陽平， 谷 紳一， 谷尾洋子， 谷口勝哉，
谷口哲也， 谷西ゆり， 田野辺 健，田原秀起，

清水多佳志，清水徹太郎，清水浩志， 清水幹広，

田原嘉子， 玉井和樹， 玉井久光， 田村和俊，

清水優花， 清水義仁， 清水礼子， 〆谷秀人，

田村賢一， 垂水

下野純司， 首藤真一， 庄

檀上

昌彦， 正慶智雄，

修， 垂水範泰， 檀上

修， 千蔵紘一， 池主

久，

敦，

塁， 千葉大輔，

白石 一， 白澤昭一， 白数明義， 白数信明，
白根和明， 進 記子， 新崎公子， 新谷 悟，

張 鎮也， 長 也寸志，立木靖種， 塚野寛久，
月星大介， 柘植琢磨， 辻
礼， 辻内誠二，

新藤靖二郎，新冨芳浩， 神農悦輝， 新保るり子，

辻野哲弘， 辻本和弥， 津田

末藤一， 末森

豪， 菅

土田

杉浦邦明， 杉浦

隆， 杉岡

杉澤

徳明， 菅原大地，
悟， 杉崎哲也，

満， 杉下友紀， 杉村明邦， 杉村

達，

剛， 津田幸夫，

桂， 土田武史， 土永浩史， 土橋誠二郎，

土本浩嗣， 土屋総一郎，土屋
筒井昌秀， 堤

貴通， 堤

衛， 土屋令雄，
泰彦， 常木直哉，

杉本大輔， 杉本敬弘， 杉山辰行， 杉山元浩，
杉山幸代， 杉山 豊， 助川 洋， 鈴木 彰，

津野宏彰， 坪井 誠， 坪野慶弘， 津村太郎，
津村典子， 鶴岡隆明， 手島 将， 鉄村明美，

鈴木和人， 鈴木君和， 鈴木清史， 鈴木康司，

寺田弘司， 寺田征彦， 寺前智人， 土肥

鈴木

東内公一， 時森正俊， 渡具知

茂， 鈴木精一郎，鈴木孝裕， 鈴木敏雄，

豊，

稔，徳永寿幸，

鈴木泰明， 鈴木宏忠， 鈴木康史， 鈴木祐輔，

徳永

浩， 都甲雅俊， 壽永旭博， 外島秀一，

鈴木好徳， 鈴木若葉， 須藤隆之， 砂田勝久，

利森

仁， 利森幸子， 戸田裕士， 栃原かおり，

角倉 毅， 住田知樹， 角竹功次， 住本和歌子，
洲脇道弘， 清野 尚， 清野浩昭， 清野政孝，

鳥羽修平， 戸邊真希子，都丸泰寿， 冨岡未記子，
富田 徹， 富永敏彦， 冨安真吾， 戸村公紀，

関

友枝

圭， 朝永俊介， 友野博記， 友村善則，

関谷健祐， 世古武嗣， 瀬戸幸絵， 瀬戸口尚志，

豊泉

修， 豊嶋寛司， 豊嶋洋一， 豊田崇裕，

千 栄寿， 千崎史剛， 曽 雅宏， 相馬基逸，
副島健太郎，曽雌 隆， 園尾千恵， 大作武彦，

豊福英市， 鳥居賢一， 内藤義隆， 永石 仁，
長尾大輔， 永尾光治， 仲尾泰彦， 長岡俊哉，

平

長岡

孝史， 関

秀祥， 関根裕明， 関谷恵子，

健人， 高風裕一， 髙木智史， 高木忠徳，

稔， 中川大輔， 中川浩伸， 中川守正，

高久

暹， 高久田和夫，高嶋芸樹， 高島義明，

中久木康一，長坂博子， 中里政可， 中澤

高須

曜， 高須真千子，高田耕司， 高田

永島絵梨奈，中嶋

高田

剛， 高田晴彦， 高田勇生， 髙橋和寛，

晋，

長島

章，

顕， 中島航輝， 長島光志，

悟， 中島寿一郎，中島崇史， 中嶌

誠，

高橋啓子， 高橋健児， 高橋研祐， 高橋究理，
高橋伸一郎，高橋武志， 高橋 毅， 高橋貫之，

中島真英， 中島正裕， 中島 克， 中島幹夫，
仲筋宣子， 長瀬隆之， 中瀬治幸， 中田圭祐，

高橋

永田肖三， 永田智一， 仲舘正芳， 中塚敏弘，

徹， 高橋雅幸， 高橋雄三， 髙藤恭子，

高藤洋之， 高松朋恵， 高見

太， 高見澤一伸，

中戸川倫子，中野聖士， 長野孝俊， 中野幹丈，

高柳芳人， 高山賢一， 高山裕司， 田川雅久，

中林晋也， 中原

元， 永原

滝口昌親， 滝沢史夫， 田草川

中満嘉彦， 中村

敦， 中村仁也， 中村啓嗣，

徹，田口

明，

光， 中原正嗣，

田口裕哉， 田口裕美子，田口洋一郎，田窪一廣，
田熊啓弘， 武石 宏， 竹内 賢， 竹内宏二，

中村薫央， 中村誠司， 中村武夫， 中村直寿，
中村英生， 中村秀範， 中村裕子， 中村雅彦，

武内孝治， 竹内

中村雅英， 中村充良， 中矢

宏， 竹島

浩， 武末秀剛，
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崇， 中山健彦，
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中山秀樹， 永山元彦， 長昌弘晃， 長昌留未，

平山明順， 廣島直彦， 広瀬幸治， 深田健治，

南木伸也， 生井友農， 生木俊輔， 名村大輔，

深野秀明， 福井和徳， 福井達也， 福岡一馬，

成澤義勝， 成田

淳， 成田保之， 成之坊昌功，

福岡富士雄，福田耕司， 福富健介， 福留健太郎，

縄稚久美子，縄稚

梢， 難波一郎， 難波

崇，

福原隆久， 藤井賢一郎，藤井規孝， 藤垣雅士，

難波竜児， 新坂公果子，新沼栄治， 新美寿英，

藤澤重樹， 藤島輝幸， 藤瀬和隆， 藤田温志，

新納

周子，

藤田貴史， 藤田忠生， 藤田龍之， 藤田哲男，

西尾博光， 西岡信治， 西方敬人， 西川健太，

藤田雄三， 藤田義典， 藤波正裕， 藤本幸永，

西川博昭， 西川博史， 西川正典， 西木戸博史，

藤本善裕， 藤山

直， 藤原正彦， 船越栄次，

西嶋一路， 西田紘一， 西田尚人， 西田哲也，

舩崎義孝， 舩戸

大， 船曳晃滋， 文田清美，

西谷寿夫， 西谷大樹， 西中寿夫， 西原一雅，

Beaumont Christian ， 古市保志， 古川清暁，

西原

古川能史， 古田和也， 古田孝彦， 古橋淳一，

亨， 二階堂雅彦，西

耕作， 西

裕， 西松成器， 西村公一， 西村成文，

西村浩司， 西山典宏， 西脇

顕， 西脇知弘，

古橋拓哉， 古屋一明， 古谷義隆， 米花晃人，

似鳥友秀， 二宮寿祥， 丹羽

浩， 丹羽慶繁，

裵

沼

健博， 根本美穂， 野杁由一郎，能智星悟，

福泰， 邉見良行， 星名秀行， 細原政俊，

程塚譲治， 堀

克昌， 堀

賢治， 堀

智一，

野上俊雄， 野口展生， 野口義洋， 野尻敏郎，

掘金春樹， 本田雅規， 本間輝章， 本間憲章，

野城康成， 能勢

本間英孝， 本間康章， 眞板真理， 前田

剛， 能勢隆介， 野田欣志，

野中幸治， 野々山和弘，信森

剛， 野間太郎，

祥，

前田博章， 前山秀樹， 槇野隆秀， 牧野智彦，

野村明広， 野村勝則， 野村太郎， 野村雅久，

牧野路子， 真砂

野村

益﨑与泰， 増田千恵子，増田裕之， 増田安紀，

朴

充， 野村雄司， 野本晃巨， 萩原俊史，
寅出， 白

羽毛田

京大， 朴

匡，橋爪

浚喜， 箔本陽子，

章， 橋爪英城， 橋本憲二，

洋， 真下純一， 増木英郎，

町頭三保， 町田和美， 町田二郎， 町田宗一郎，
町田大輔， 町田

哲， 松井孝介， 松井徳彦，

橋本真一， 橋本隆之， 橋本啓史， 橋本祐子，

松浦

橋本祐介， 馬杉亮彦， 長谷川亜紀，長谷川伸司，

松岡裕樹， 松岡幸生， 松賀正考， 松香芳三，

長谷川貴司，長谷川巧美，長谷川英毅，長谷川雄士，

松木

畑

憲秀， 畠山成知， 畑中良太，

松崎文頼， 松澤

吏， 松下桂介， 松下直弘，

八戸正己， 服部圭代， 服部裕二， 花城国英，

松下秀明， 松島

淳， 増田一生， 松田慎一郎，

花田俊士， 花野響子， 羽入田

松田健大， 松田哲朗， 松舘邦彦， 松永

濱

秀一， 畑

裕一， 濱岡正憲， 濱崎

仁，馬場直樹，
健， 浜野弘規，

歩， 松尾徹也， 松尾俊明， 松岡政二，
裕， 松崎

松葉敏幸， 松原

哲， 松崎

明， 松原

崇， 松崎拓也，

智，

隆， 松原正和，

濱本和彦， 早川浩太郎，早川光央， 林

昭宏，

松丸二郎， 松村康平， 松村幸利， 松本英一，

林

千津子，林

誠， 林

美恵，

松本匤泰， 松元長泰， 松本弘幸， 松本昌也，

林

美加子，林

幹太， 林

祐介， 早瀬智広，

松本光彦， 松山孝司， 的場匡敬， 眞野晃寿，

原

健一郎，原

聰， 原

紀文， 原

馬渕量平， 丸尾勝一郎，丸山真哉， 丸山俊正，

原

慶明， 原田

清， 原田大輔， 原田博己，

丸山

原田雅史， 原田

康， 針谷靖史， 番園人之，

三重野

正純， 林

昌男，

完， 三浦治郎， 三浦稔呂， 三浦真香，
雅，三代真義， 水野貴文， 水野守道，

日置

圭， 桧垣一夫， 東田淳一郎，疋田久登，

水野良洋， 三隅晴具， 三瀬功二， 溝井優生，

樋口

茜， 樋口賀一郎，樋口和徳， 樋口均也，

溝口

樋口拓哉， 樋口雅俊， 樋口

学， 肥後聡彌，

潔， 溝口

三田和弘， 三橋

洋， 三谷章雄， 三次正春，
晃， 三橋

裕，

肥後智樹， 久富隆生， 久松淳一， 日比由里子，

水口

姫嶋淳克， 檜山雄彦， 平井秀栄， 平井基之，

宮井崇宏， 宮内鉄平， 宮内陸行， 宮浦靖司，

平井彦和， 平岩裕一郎，平内恭徳， 平澤貴典，

宮尾忠一， 宮尾益佳， 宮城尚広， 宮城徳人，

平田一成， 平原泰樹， 平山東隆， 平山博邦，

三宅高弘， 三宅正基， 三宅正康， 宮坂厚弘，
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一， 南原賢一， 峰

淳， 三橋

祥靖， 三村博史，
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宮坂孝弘， 宮坂宗永， 宮﨑
宮里省吾， 宮下

朗， 宮崎敏樹，

卓， 宮谷英樹， 宮前

宮本晃宏， 宮本哲朗， 宮本佳明， 迎

真，
耕司，

吉川

博， 吉澤さゆり，吉田

淳， 吉田和市，

吉田淳一， 吉田忠信， 吉田朋洋， 吉田奈穂子，
吉田

恒， 吉田靖弘， 吉田有里， 吉田隆一，

椋梨兼彰， 村田大輔， 武藤寛宗， 六人部宏基，

吉武幹雄， 吉武義泰， 吉谷正純， 吉富慎一，

宗像宏行， 宗本幸子， 村井絢子， 村井正剛，

吉仲正記， 吉成伸夫， 吉野修二， 吉野宏幸，

村上

吉橋典章， 吉原正明， 吉原雄祐， 吉見涼子，

卓， 村上龍也， 村上

洋， 村上裕矢，

村嶋勇飛， 村田辰夫， 村田真穂， 村田優美，

吉村篤利， 吉本彰夫， 与那覇朝路，米田

村中哲也， 村山大悟， 室井悠里， 恵

米永一理， 米本和顕， 寄本雅智， 萬

康弘，

李

龍雄，

毛利章子， 望月俊男， 本島秋子， 元山

周一郎，
修，

進彰， 李

MOMIN MOHAMMAD ABDUL ，森

啓一， 盛

晋作，

六川

森

光伸， 森

靖博，

若松常信， 脇田

昌一， 李

真二郎，森

直基， 森

宗奇， 陸

修，

健， 六島聡一， 若月達也， 若林

潤，

壮， 和三典子， 和田栄伸，

森川俊彦， 森﨑百合子，森澤公清， 森下恵理子，

和田一彦， 和田修治， 和田卓也， 和田徹志，

森島正治， 守田誠吾， 森田浩光， 森田正則，

渡瀬秀彦， 渡辺悦子， 渡邉恭子， 渡辺泰典，

森永達哉， 森本

渡邊隆彦， 渡辺徹也， 渡部哲義， 渡辺

進， 森本太一朗，森山摩矢，

徹，

森山昌秀， 諸岡紀仁， 門口元治， 矢儀一智，

渡邉智典， 渡邉宏司， 渡辺浩秀， 渡邉二三雄，

八木

渡邉誠之， 渡辺真由子，渡辺八洲郎，渡邉恭伸，

哲， 八木美充， 矢嶋俊彦， 矢代享一，

安井彩香， 安井尚史， 安岡沙織， 安岡大志，

渡辺佑治， 渡部芳雄， 渡辺禎久
（以上 1,469 名）

安川英輔， 安田久理人，安田昌律， 保田宗則，
直，

柳井昌之， 谷中正幸， 栁澤光一郎，柳田英穂，
柳田

恵， 矢野敦嗣， 矢野誠記， 矢原憲一，

薮根敏晃， 山内浩司， 山内幸司， 山内
山内普史， 山岡

薫， 山岡

禎，

洋， 山縣憲司，

山上美樹， 山口明子， 山口明彦， 山口

敦，

山口東吾， 山口敏樹， 山口利浩， 山口尚彦，
山口將日， 山口恭誉， 山口透子， 山口芳照，
山﨑慎一， 山﨑大輔， 山崎安晴， 山崎康之，
山崎芳徳， 山下

庸， 山下圭一郎，山下康平，

山下秀一郎，山下哲司， 山下正晃， 山田明子，
山田伊知郎，山田一穂， 山田邦晶， 山田順一，
山田潤一， 山田正一， 山田隆寛， 山田龍男，
山田晴樹， 山田麻衣子，山田将博， 山田雅也，
山田裕士， 山田

豊， 山田陽子， 山中威典，

山野博文， 山林一公， 山村昌弘， 山本敦彦，
山本恒一， 山本宏二， 山本浩司， 山本正剛，
山本大吾， 山元貴弘， 山本鉄也， 山本成充，
山本将弘， 山本るみ， 湯浅一洋， 湯浅算章，
湯川

徹， 雪下明人， 湯下耕平， 横塚

正，

横村昌彦， 横矢重幸， 横山真紀子，横山

穣，

吉江健二， 吉岡喜久雄，吉岡宣史郎，吉川恵造，

pppppppppppppppppppppp
広報委員会からのお知らせ
今年度より，広報委員長が山内六男常務理
事より春日井昇平（東京医科歯科大学）に代
わりました。以下が現在の広報委員会のメン
バーです。
委 員 長：春日井昇平
副委員長：五十嵐俊男
委
員：岸 民祐，児玉利朗，嶋田 淳，
十河基文，内藤宗孝
今後とも広報委員会は，ニュースレターとホ
ームページを通じて会員の皆様に学会の情報を
素早く正確に伝達するよう努力致しますので宜
しくお願い致します。ご意見，ご要望等ござい
ましたら，以下の連絡先にご連絡ください。
〒 113-8549 東京都文京区湯島 1-5-45
東京医科歯科大学 インプラント・口腔再生医学
春日井昇平
電話 03-5803-5934
ファックス 03-5803-5934
メールアドレス：kas.mfc@tmd.ac.jp

pppppppppppppppppppppppppppppppp

安光秀人， 安本順一， 矢田浩章， 柳井智恵，

pppppppppppppppppppppppppppppppp

安田麗来， 安永規之， 安原豊人， 八角
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第 37 回 （社）日本口腔インプラント学会学術大会案内
開
会

催

日：平成 19（ 2007 ）年 9 月 14 日（金）
，15 日（土）
，16 日（日）
場：熊本市内 （熊本交通センターから各会場まで徒歩約 2 分圏内）
A 会場：熊本市民会館

/

B 会場：熊本市国際交流会館

/

C 会場：熊本市産業文化会館

大 会 長：添島 義和 （
（社）日本口腔インプラント学会九州支部長）
実行委員長：伊東 隆利 （
（社）日本口腔インプラント学会 常務理事）
メインテーマ：「専門性あるインプラント治療」
̶ インプラントのスタンダードレベルを高めるためのチャレンジ ̶
基調講演

川添 堯彬（（社）日本口腔インプラント学会 理事長）

特別講演Ⅰ

Peter WÚhrle（ California, USA ）

特別講演Ⅱ

Henry Salama（ Atlanta,USA ）

特別講演Ⅲ

Urs Belser（ Geneva, Switzerland ）

シンポジウムⅠ「国際セッション」
〔シンポジスト：王 興（北京大学 / 中国），蔡 逸民（台湾大学 / 台湾），
PAENG, JUN YOUNG（国立ソウル大学 / 韓国），Siegfried Marquardt（ Tegernsee 開業，ドイツ）〕

シンポジウムⅡ「インプラント上皮界面の病理と臨床」
〔シンポジスト：井上

孝（東京歯科大学），榎本紘昭（榎本歯科医院），鈴木真名（鈴木歯科医院）〕

シンポジウムⅢ「 Peri-implantitis の予防と対策」
〔シンポジスト：松井孝道（松井歯科医院），三辺正人（文教通り歯科クリニック），辰己順一（明海大学），
和泉雄一（鹿児島大学）〕

シンポジウムⅣ「成功のための治療ガイドライン」
〔シンポジスト：高橋

哲（九州歯科大学），西堀雅一（西堀歯科医院），松下恭之（九州大学）〕

ミニシンポジウム①「治療期間の短縮」
〔シンポジスト：諏訪文彦（大阪歯科大学），井上
菅井敏郎（菅井歯科口腔インプラントセンター）〕

孝（東京歯科大学），

ミニシンポジウム②「高齢者のインプラント」
〔シンポジスト：Richard Leesungbok（慶煕大学 / 韓国），友竹偉則（徳島大学），
寶田 博（東京セントラル歯科）〕

ミニシンポジウム③「インプラント教育の現状と展望」
〔シンポジスト：矢島安朝（東京歯科大学），渡邉文彦（日本歯科大学），永原國央（朝日大学），
Park Jun Woo（輸林大学 / 韓国）〕

ミニシンポジウム④「インプラント手術支援」
〔シンポジスト：井汲憲治（石倉歯科医院），古賀剛人（古賀テクノガーデン歯科），
岡野友宏（昭和大学）〕

認定医更新用教育講座 講師：伊東隆利（伊東歯科医院）
歯科技工士セッション：特別講演 桑田正博（愛歯技工専門学校）

講演 茂野啓示（北山茂野歯科医院），
飯島俊一（ I.T デンタルクリニック），木村健二（協和デンタルラボラトリー）

歯科衛生士セッション：教育講演
特別講演

奥田克爾（東京歯科大学）
加藤 典（スウェーデン・デンタル・センター）

市民フォーラム：「かなえよう！インプラントで健康長寿」
〔講師：米満弘之（熊本機能病院），斎藤

滋（全国食育推進研究会），宝田恭子（宝田歯科医院）〕

上記プログラムは，2007 年 2 月現在のものとなります。今後多少の変更も予想されますので予めご了承ください。

■【大会事務局】
医療法人伊東会 伊東歯科医院
〒 860-0851 熊本市子飼本町 3-14
TAL：096-343-0377 FAX：096-341-1130 E-mail：m.itoh@sysken.or.jp
■大会ホームページ：http://www.ics-inc.co.jp/jsoi2007/
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第 37 回（社） 日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学 会 学 術 大 会（平 成 19 年 9 月
14 〜 15 日、熊本）の参加登録および演題登録は、大会ホームページ
（ http://www.ics-inc.co.jp/jsoi2007/ ）より受付致します。
参加登録：平成 19 年 5 月 1 日（火）〜 8 月 24 日（金）
演題登録：平成 19 年 5 月 1 日（火）〜 5 月 31 日（木）
（※抄録原稿も必着のこと）

〜ご注意ください：会員のみなさんへ〜
学術委員会ならびに編集委員会からのお知らせ
本年度（第 37 回：熊本大会）から学会発表（課題口演，一般口演，ポスター演題）に
おける抄録は事前抄録のみになります。したがって，発表された演題については事前抄録
が，後日，日本口腔インプラント学会誌に事後抄録として掲載されることになります。
なお，認定医申請のためのケースプレゼンテーションについては，これまで通り，発表
後に事後抄録の提出が必要ですのでご注意ください。
これは
1 ．抄録の内容をより充実したものとして，参加される方に事前に多くの情報が得られ
るようにする
2 ．事後抄録の回収に多大な時間と手間を要していたものを解消し，編集作業を円滑に
進行させ早期に掲載する
3 ．2009 年度から，事前抄録を学会誌の特別号として位置づけ全会員に配付するため
の前段階とする
ことが目的となっています。
そこで，抄録を作成される場合には，以下のような点がプログラム委員会での採否の判
定の重要なポイントになります。

1 ．抄録の記載の規定に従い，必要な事項がすべて記載されているか
2．
「目的」「材料ならびに方法」「結果ならびに考察」が具体的に，簡潔に，かつ分
かりやすくまとめて記載されているか
3 ．特に「結果」については，具体的に記載されているか
（＊ 「興味ある知見が得られたので報告する。」 等は不可）

学会での学術的内容をさらに充実したものとするために，どうかご協力をお願い致します。
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