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　第 39回（社）日本口腔インプラント学会学術
大会は，「インプラント治療における医療安全・
安心」をメインテーマとして，9月 25日（金）
〜 27日（日）の 3日間，大阪国際会議場，通称
グランキューブ大阪で開催されます。
　インプラント治療は歯科におけるスタンダード
な治療法として既に認知されていますが，その急
激な進歩と展開によって，これまでの歯科治療の
枠を超えた問題が起こることが危惧されており対
応が急がれています。信頼される医療としてイン
プラント治療を安全・安心に提供するために，基
本に立ち返って，または分野を超えた様々な角度

から検討することが必要です。
　本大会では，3つの委員会主導企画と5つの教育
セミナー，すべて同時通訳が入る4つのワールドサ
テライトセミナーと国際セッション，研究セミナー，
日本学術会議共催シンポジウム，数多くのランチョ
ンセミナー，女性・国際交流をキーワードとした従
来にない新しいセミナーなど，会員の皆様が確かな
情報を共有できるようにと多彩な企画を用意してお
ります（詳細は2頁〜3頁をご覧ください。）。
　会員の皆様の活発な討議を期待しておりますの
で，是非とも多くのご参加を賜りますよう，よろ
しくお願い申し上げます。

第 39 回学術大会開催間近に迫る
8 月 31 日（月）までに是非事前登録を‼
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「Nobelguide®Immediate Loading: Success and 
Failures with Guided Planning and Surgeries」

「Surgical and Prosthetic Aspects with Bone Level 
Implants: Options and Clinical Procedures」

「医療安全・安心における患者の声を傾聴し，医療者にもとめられていることを考えよう」

菊池裕子

講　師: Günter Jakob Dhom（ドイツインプラント学会会長）
 Henry KL Ho（シンガポール開業）
 横山敦郎（北海道大学）
 Rudi Wigianto（インドネシア開業）
 Myung-Jin Kim（Seoul National University）
 Yeo Gab Kim（Kyung Hee University）
 Chang Young Ahn（韓国開業）

「インプラント周囲炎の診断・治療における
細菌学的アプローチ」

「女性医療従事者のための企画（接遇，メイク）─好感度アップのナチュラルメイク」

藤澤健司

「Key to Success: Precision Implant Surgery and 
Immediate Loading」
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「Techniques and Technologies for
Adavanced Implant Treatment」
講　師: Roberto Cocchetto（Private, Italy）

「Critical Remarks on Alveolar and
Socket Maintenance for Implant Restoration」
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新役員紹介
　以下の先生方が平成 21年 4月 1日から平成
23年 3月 31日の役員ですので紹介いたします。
なお，（　）内は所属を示しています。

▼理事長
　川添堯彬（大阪歯科大学　学長・理事長室）
▼常務理事
伊東隆利（九州インプラント研究会）
松沢耕介（北海道形成歯科研究会）
山内六男（朝日大学歯学部口腔機能修復学講座
歯科補綴学分野）
前田芳信（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機
能再建学講座）
渡邉文彦（日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補
綴第 2講座）

▼理事
山根　進（（社）日本歯科先端技術研究所）
榎本紘昭（新潟再生歯学研究会）
阿部成善（九州インプラント研究会）
諏訪文彦（大阪歯科大学解剖学講座）
相浦洲吉（日本インプラント臨床研究会）
堀田康記（愛知インプラントセンター）
木村博人（弘前大学医学部歯科口腔外科学講座）
赤川安正（広島大学医歯学総合研究科先端歯科
補綴科）
塩田　真（東京医科歯科大学大学院インプラン
ト学）
松浦正朗（福岡歯科大学インプラント科）
江藤隆徳（大阪歯科大学附属病院口腔インプラ
ント科）
後藤昌昭（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）
宮崎　隆（昭和大学歯学部歯科理工学教室）
簗瀬武史（（社）日本歯科先端技術研究所）

▼監事
石野敏明（ソニーイーエムシーエス株式会社）
長岡英一（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
口腔顎顔面補綴学分野）
井出吉信（東京歯科大学解剖学講座）

平成 21年度表彰者紹介
　以下の先生方が受賞されましたので，お知らせ
いたします。

学会特別功労賞
松沢耕介（東北・北海道支部）

学会特別賞
　芝　燁彦（関東・甲信越支部）

学会優秀論文賞
渡邉信幸（日本大学松戸歯学部生化学・分子生
物学講座）
黒木克哉（大阪歯科大学解剖学講座）
藤澤健司（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ
ンス部口腔顎顔面外科学分野）

学会奨励論文賞
日野　純（北海道医療大学歯学部顎顔面口腔外
科学分野）
五十嵐崇恭（（社）日本歯科先端技術研究所）

学会優秀研究発表賞
熱田　生（九州大学大学院歯学研究院口腔機能
修復学講座咀嚼機能再建学分野）
山田陽一（名古屋大学医学部附属病院）

デンツプライ賞
佐野将史（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機
能再建学講座（歯科補綴学第二教室））
鎌田浩一（広島大学大学院医歯薬学総合研究科
顎口腔頚部医科学講座歯科補綴学研究）
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　3月 20日（金），21日（土）の 2日間，社団
法人日本口腔インプラント学会教育委員会が主催
し，東京文京区お茶の水にある東京医科歯科大学
を会場に，第 2回口腔インプラント専門医臨床
技術向上講習会を開催致しました。参加者は主催
者も含めて 170名で，指導医，専門医，これか
ら専門医を目指す人，また認証医を目指す方々で，
合宿形式で行い，2日間の講演を受講，講師の講
演に対して熱い質疑や議論が行われました。
　この講習会の目的は，日本口腔インプラント学
会川添堯彬理事長の方針でもあり，インプラン
ト専門医の臨床技術の向上と，研修施設を超えた
各先生方の連携とコミュニケーションにあります。
現在，会員数も 10,000 人をすでに超えており，
さらに会員数は増えるものと予測されます。これ
から会員数の増加は学会として嬉しいことですが，
反面，知識や治療技術の向上，治療に対するコン
センサスの一致が大切となると共にこれら治療技
術を高めていくことが国民，社会から求められます。
　今回も第 1回目と同じく，「適切な診断および
安全・安心のインプラント外科埋入手術」をテー
マに，インプラント埋入手術術前エックス線診断
基準，インプラント埋入手術に伴う重篤な医療事
故への対応，インプラント治療における歯槽堤造
成術の基礎とガイドライン，インプラント埋入手
術における埋入ポジションと初期固定，審美を考
慮したインプラント埋入手術，インプラント治療
における病診連携について，現場で活躍されてお
ります 7名の講師を迎え実施致しました。
　日程は 20日（金）の午後 1時より受け付け開
始し，午後 1時 30分より開講式があり，川添堯
彬理事長のご挨拶の後，教育委員会委員の朝日大
学歯学部口腔インプラント学の永原國央先生の座
長で，各演者 1時間の講演を行いました。第一
日目は鶴見大学歯学部口腔顎顔面インプラント科

第 2回口腔インプラント専門医臨床技術向上講習会
開催報告

教育委員会委員長　渡邉　文彦

図4　講演者とのディスカッション

図 3　講演中の代居　敬先生

図 2　講演会場

図 1　川添堯彬理事長の挨拶
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の佐藤淳一先生，日本歯科大学生命歯学部歯科放
射線学講座の代居　敬先生，東京歯科大学口腔イ
ンプラント研究室の矢島安朝先生，大阪大学歯学
部臨床教授の堀内克啓先生が講演，講演を終了し
た後，明日の講演者も含めて，シンポジウム形式
でディスカッションが行われました。会場からは
日常臨床で直面している疑問について次々と質問
が出され，活発な質疑が行われました（図 1〜 5）。
　第 1日目は午後 6時 30分に終了し，宿泊，懇
親会場である，東京ガーデンパレスに移り，直ち
に各部屋に入っていただき，午後 7時 00分から
の天空の間にて懇親会が開催されました。懇親会
ではまだ講演の興奮が覚めやらぬ状態で，川添堯
彬理事長先生の挨拶の後，参加された先生を代

表して川口和子先生が乾杯の発声で始められまし
た（図 6）。各テーブルは席が決められておらず，
自由な場所に座って頂き，各演者を囲んで議論の
続きをして頂きました（図 7，図 8）。
　本講習会は合宿形式で開催しておりますが，こ
れは主催者の目的の一つが “同じ釜のメシを食べ，
共に寝て，研修医施設を超え，コミュニケーショ
ンを図って頂きたい” との意図があります。各部
屋では懇親会終了後も，部屋で第 1回の講習会
のときと同じく，予測したようにインプラント治
療に関して熱い議論を重ねていた部屋もありまし
た。
　翌日は各自，自由に朝食を取って頂き，午前 9
時より東京医科歯科大学口腔インプラント・口腔
再生医学の春日井昇平先生の座長で大阪大学歯学
部臨床准教授の岡田隆夫先生，大阪心斎橋イン
プラントセンターの西村　眞先生に 1時間ずつ
の講演を頂いた後，午後講演予定の藤井俊治先生，
また昨日講演された先生も含めてシンポジウム形
式で再度 7名の先生方で 1時間の質疑とディス
カッションを行いました。前日に続き，熱い議論
が行われ 1時間のディスカッションでは不足で
した。今後ディスカッションの時間を長くしたい
と考えております。昼食の後，藤井俊治先生の講
演を 1時間頂きました。
　午後 2時 30分修了式が行われ，参加された先
生方へ修了証が手渡されました。
　第 3回もすでに終了しており，第 4回は平成
21年 11月 28日（土），29日（日）に新梅田研
修センターで開催予定ですので，ふるってご参加
ください。第 4回は口腔外科の実習を行う予定
です。

図5　会場よりの質疑 図 8　講師の先生を囲んで

図 7　懇親会会場

図 6　懇親会　川口和子先生による乾杯のご発声
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総合インプラント研究センター

施設長　梨本　正憲
　総合インプラント研究センターは，平成元年 2
月に設立し 20周年を迎え，本年 2月 21日（土）
に都市センターホテルで設立 20周年記念式典を
行いました。
　また，昨年 2月 2日，3日に関東・甲信越支
部学術大会を主催し開催いたしました。御陰様で，
インプラント学会の先生方の多数のご協力を賜り
まして盛大に開催することが出来ました。インプ
ラント学会会員の著しい増加は現在の歯科事情を
反映しているものと考えております。
　日本口腔インプラント学会より平成 10年から
研修施設に認定され，それ以降毎年（社）日本口
腔インプラント学会認定講習会を開催しておりま
す。昨今の厳しい歯科界において，インプラント

治療のニーズの増加は年々著しいものがあります。
　総合インプラント研究センターの認定講習会は，
毎年偶数月の第 3土曜日，日曜日の 2日間を 1
回とし，主に新宿で開催しています。
　講習会は，インプラント治療における，基礎か
ら臨床，メンテナンスに至るまで，多数の講師を
招聘し，手術見学，インプラント埋入実習等も実
施しています。受講生も大変積極的で，前向きに
取り組んでくれています。
　今や日進月歩の進化を見せるインプラント治療
でありますが，我々認定講習会を企画するものに
とっても，その時代のニーズに応じる内容を考え
ていく必要があります。毎年役員会で検討し，調
整をしているところであります。
　今後とも総合インプラント研究センターをよろ
しくお願い申し上げます。

木下三博（東京形成歯科研究会）
今西恒夫（臨床器材研究所）
原田順男（嵌植義歯研究所）
穂積洋史（嵌植義歯研究所）
山田隆信（嵌植義歯研究所）
前谷崇志（（社）日本歯科先端技術研究所）
飛田　豪（嵌植義歯研究所）
村上正幸（嵌植義歯研究所）
工藤信哉（九州インプラント研究会）
高橋恭彦（（社）日本歯科先端技術研究所）
早乙女雅彦（（社）日本歯科先端技術研究所）
武田和久（大阪歯科大学附属病院口腔インプラン
ト科）
友竹偉則（徳島大学歯学部附属病院インプラント
診療部門）
松本英喆（大阪歯科大学附属病院口腔インプラン
ト科）
野本秀材（（社）日本歯科先端技術研究所）
藤本茂樹（（社）日本歯科先端技術研究所）

水上　克（新潟再生歯学研究会）
石川敏樹（（社）日本歯科先端技術研究所）
浅川和也（（社）日本歯科先端技術研究所）
日髙敏郎（東京女子医科大学医学部歯科口腔外科
学教室）
山田　裕（大阪歯科大学附属病院口腔インプラン
ト科）
井上雅裕（大阪歯科大学附属病院口腔インプラン
ト科）
山内英嗣（徳島大学歯学部附属病院インプラント
診療部門）
品川浩介（北海道形成歯科研究会）
小松　修（口腔インプラント生涯研修センター）
佐々木憲明（青森インプラント研究会）
金平裕久美（大阪歯科大学附属病院口腔インプラ
ント科）
山崎尚之（青森インプラント研究会）
中野宏俊（九州インプラント研究会）
岡下慶太郎（大阪歯科大学附属病院口腔インプラ

指定研修施設紹介

平成 20年度専門医合格者



─ � ─

Implant News No. 10

ント科）
山川尚人（日本インプラント臨床研究会）
市川　大（北海道形成歯科研究会）
千葉順一（ユニバーサルインプラント研究所）
白倉由貴（（社）日本歯科先端技術研究所）
櫻井里江（鶴見大学歯学部附属病院口腔顎顔面イ
ンプラント科）
石田昇平（北海道形成歯科研究会）
上田一彦（日本歯科大学新潟生命歯学部附属病院
口腔インプラントセンター）
近藤尚知（東京医科歯科大学歯学部附属病院イン

プラント治療部）
藤関雅嗣（東京歯科大学歯科保存学講座）
松原秀樹（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・
再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴
学分野）
小林真理子（鶴見大学歯学部附属病院口腔顎顔面
インプラント科）
佐々木立命（福岡歯科大学インプラント科）
春日井昇平（東京医科歯科大学歯学部附属病院イ
ンプラント治療部）
別所和久（京都大学医学部附属病院歯科口腔外科）

・明海大学歯学部付属明海大学病院口腔外科第1科
　施設長：嶋田　淳
　所在地：〒 350-0283　�埼玉県坂戸市けやき台

1の 1
　Tel：049-285-5511　Fax：049-286-6248

・松本歯科大学病院
　施設長：植田章夫
　所在地：〒 399-0781　 長野県塩尻市広丘郷原

1780
　Tel：0263-51-2300　Fax：0263-51-2345

福田雅幸（青森インプラント研究会）
林　正人（臨床器材研究所）
志賀泰昭（（社）日本歯科先端技術研究所）
梶本忠保（朝日大学歯科臨床研究所附属歯科診療
所）
添田義博（臨床器材研究所）

奥森直人（（社）日本歯科先端技術研究所）
森　康志（朝日大学歯科臨床研究所附属歯科診療
所）
春日井昇平（東京医科歯科大学歯学部附属病院イ
ンプラント治療部）
別所和久（京都大学医学部附属病院歯科口腔外科）

・（旧）新日本臨床歯科インプラント協会
　　⇒（新）ジャシド

・（旧） 鶴見大学歯学部附属病院（施設長：瀬戸
晥一）

　　⇒（新） 鶴見大学歯学部附属病院口腔顎顔面
インプラント科（施設長：佐藤淳一）

・（旧）施設長：川原春幸（臨床器材研究所）
　　⇒（新）施設長：三村義昭（臨床器材研究所）

・（旧）施設長： 栗田賢一（愛知学院大学歯学部
附属病院）

　　⇒施設長： 村上　弘（愛知学院大学歯学部附
属病院）

平成 20年度指導医合格者

平成 20年度新規指定研修施設

研修施設名および施設長変更
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（社）日本口腔インプラント学会各種委員会名簿
（平成 21年 4月 1日〜平成 23年 3月 31日）

委員会名 委員長 副委員長 委　員

庶　務 山内六男 伊東隆利 江藤隆徳、山根　進、相浦洲吉、堀田康記、松沢耕介

財　務 山根　進 阪本貴司 山内六男、相浦洲吉、定永健男、神田昌巳、川口和子

編　集 諏訪文彦 代居　敬 伊藤充雄、高森　等、細川隆司、又賀　泉、松浦正朗、
吉成正雄、安孫子宜光、今井弘一

学　術 前田芳信 古谷野　潔 大塚　隆、萩原芳幸、武田孝之、井上　孝、宮崎　隆、
矢島安朝、越智守生、佐藤裕二

教　育 渡邉文彦 松浦正朗 春日井昇平、矢島安朝、江藤隆徳、加藤仁夫、永原國央、
松下恭之、広瀬由紀人、前田芳信、廣安一彦

用　語 赤川安正 加藤仁夫 松浦正朗、宮崎　隆、塩田　真、原　宜興、児玉利朗、
内藤宗孝

認　定 松沢耕介 堀田康記
高森　等

涌本　昇、松浦正朗、藤井俊治、浅賀　寛、簗瀬武史、
片山幸太郎、尾関雅彦、加藤仁夫、永原國央

試　験 阿部成善 細川隆司

後藤昌昭、代居　敬、尾関雅彦

越智守生、三嶋　顕、小川　優、西郷慶悦、佐藤裕二、
嶋田　淳、萩原芳幸、村瀬博文、田中譲治、藤野　茂、
塩田　真、奥寺　元、田川　清、村上　弘、式守道夫、
村上広樹、岸　民祐、岸　克好、横田　誠、香月　武、
梅原正年、添島義和、山上哲贒、佐藤　聡

会　則 木村博人 塩田　真 藤野　茂、高嶋秀隆、末瀬一彦、森永　太、田中　悟

国際渉外 渡邉文彦 井上　孝 前田芳信、萩原芳幸、阪本貴司、佐藤博信

倫　理 後藤昌昭 若松陽子 古原英男、吉村治範、簗瀬武史、杉田　基、奥寺　元、
萩原芳幸

医療･社会保険 伊東隆利 榎本紘昭 奥寺　元、村上広樹、江原雄二、小森規雄、田島伸也、
横山敦郎

表　彰 榎本紘昭 相浦洲吉 山内六男、西郷慶悦、扇内秀樹、三村義昭、長畠駿一郎、
岸　克好

広　報 春日井昇平 五十嵐俊男 十河基文、山内六男、内藤宗孝、北川　昇、嶋田　淳、
土屋直行

専門歯科衛生士 永原國央 三上　格 村井健二、田中　悟、松井孝道、松岡恵理子、阿部田暁子、
柏井伸子

専門歯科技工士 末瀬一彦 岸　民祐 石井良明、山田雅夫、佐藤博信、郷上　勲、江黒　徹、
木村健二

中央選挙管理 高橋康則 中野　充 古原英男、田中　悟、山口陽道、志賀泰昭、藤野　茂

認定制度検討 川添堯彬 伊東隆利 山内六男、松沢耕介、市川哲雄、堀田康記、渡邉文彦、
永原國央、末瀬一彦
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平成 21年度日本口腔インプラント学会支部総会

開催数
支部名

学術大会開催日
および�大会長

会　場
（住所・TEL）

大会事務局
（住所・TEL・担当者）

第29回

東北
北海道

平成21年
11月14日（土）〜15日（日）

第29回大会長 ：西郷慶悦

アイーナ
（いわて県民情報交流センター）
〒020-0045
盛岡市盛岡駅西通1-7-1
TEL：019-606-1717

医療法人髙橋歯科医院内
〒020-0022
盛岡市大通1-2-1
TEL：019-651-0202
髙橋秀典

第29回

関東
甲信越

平成�21年
8月22日（土）〜23日（日）

第29回大会長 ：嶋田　淳

東京国際フォーラム
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-5-1
TEL：03-5221-9000（代表）

明海大学歯学部病態診断治療学講座
口腔顎顔面外科学分野1研究室
〒350-0283
埼玉県坂戸市けやき台1-1
TEL：049-279-2809
FAX：049-279-2757
竹島　浩

第30回

中部

平成�21年
11月7日（土）〜8日（日）

第30回大会長：杉田　基

じゅうろくプラザ
（岐阜市文化産業交流センター）
〒500-8856
岐阜市橋本町1丁目10番11
TEL：058-262-0150（代）
FAX：058-262-0151

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座
インプラント学分野
〒501-0296
岐阜県瑞穂市穂積1851-1
TEL：058-329-1463
FAX：058-329-1463
田辺俊一郎

第29回

北陸

平成22年
1月30日（土）〜31日（日）

第29回大会長 ： 武田太之

ホテルグランビア和歌山
〒640-8342
近畿和歌山市友田町5-18
TEL：073-425-3333

井関歯科医院
〒640-8329
和歌山県和歌山市田中町4-118
TEL：073-422-3588
FAX：073-424-7613
井関　繁

第29回

四国

平成21年
9月25日（金）〜27日（日）

第39回年次学術大会併催
第29回大会長：市川哲雄

大阪国際会議場
（グランキューブ大阪）
〒530-0005
中国大阪市北区中之島5-3-51
TEL：06-4803-5555
FAX：06-4803-5620

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ
ンス研究部
〒770-8504
徳島県徳島市蔵本町3-18-15
TEL：088-633-7347
FAX：088-633-7461
友竹偉則

第27回

九州

平成22年
2月27日（土）〜28日（日）

第27回大会長：松浦正朗

福岡国際会議場
〒812-0032
福岡市博多区石城町2-1
TEL：092-262-4111
FAX：092-262-4701

福岡歯科大学咬合修復学講座
口腔インプラント学分野
〒814-0193
福岡市早良区田村2-15-1
TEL：092-801-0411
FAX：092-801-0513
城戸寛史
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後藤雄一，� 藤島　等，� 菅谷行宣，� 柴田祐一，�
川島孝治，� 内林里恵，� 小川綾乃，� 笹田香奈，�
小川真佑美，�横山建介，� 河合洋平，� 川端一裕，�
長内哲生，� 山本博充，� 千田典史，� 吉本いつみ，�
井上将成，� 井上　悟，� 大伴純平，� 玉井英俊，�
宇野沢秀樹，�福西雅史，� 三海正人，� 種田祐子，�
山本敦之，� 坪井陽一，� 米津康一，� 内田大亮，�
長山春菜，� 堀部康宏，� 小林公子，� 笹山　敏，�
後藤洋介，� 三浦陽子，� 松林真由美，�秋　知明，�
南　真弓，� 井上秀人，� 江澤康仁，� 岸本俊也，�
河田登美男，�岡本多浩，� 五島健一，� 三井由香理，�
上野山敬子，�森川紗里，� 中山みどり，�成田俊亮，�
中村　愛，� 戸川直幹，� 佐藤文昭，� 山本美智子，�
林　譲治，� 岸本正由貴，�中原譲二，� 北崎雄偉，�
高橋英登，� 森　泰正，� 前田康弘，� 政廣　仁，�
仙田直樹，� 目黒　恵，� 川里邦夫，� 林　　亨，�
樋口　惣，� 森山貴仁，� 折原雅洋，� 西岡輝寿，�
中山浩之，� 三箇　満，� 中平良基，� 姫嶋良將，�
酒井和人，� 暮田　郷，� 桃谷泰蔵，� 土岡弘明，�
植木さなえ，�松本美弥子，�神田哲聡，� 青木寛之，�
新田千恵，� 織井弘道，� 宇渡正志，� 宍戸史世，�
石渡千紗，� 伊藤剛士，� 土屋穂積，� 伊藤真大，�
唐澤博士，� 遠渡将輝，� 入山　亮，� 横山敬一，�
吉村誠一郎，�青木　渉，� 梅津健太郎，�風間智之，�
山田貴史，� 伊澤　晃，� 柴田紘光，� 瀬下卓哉，�
石川詔子，� 佐藤雄大，� 中原幹雄，� 中島清史，�
野尻直宏，� 吉岡寿治，� 下山泰明，� 岡野友香，�
泉田尚宏，� 原口尚大，� 工藤　東，� 藤井陽子，�
佐々木麻衣，�依岡　聡，� 鈴木宏樹，� 齋藤翔太，�
下里剛史，� 右京博巳，� 堀尾弘治，� 松川隆也，�
中根真理，� 平本正憲，� 平本里花，� 大西祥文，�
島田　昂，� 浜野直昭，� 上中茂晴，� 岡部康浩，�
吉田康一，� 梅田貴載，� 三堀陽介，� 島田　俊，�
宮野敬三，� 小林正明，� 淺原周平，� 吉田洋一，�
飯岡拓馬，� 高原成和，� 横山　隆，� 鬼塚聖也，�
嶺﨑良人，� 高橋誠子，� 岩本麻也，� 田中秀幸，�
小彈正公彰，�古谷野ゆきえ，�福田記子，� 山西康恵，�
永野美幸，� 青木春美，� 上野　忍，� 鶴見和久，�
沖村尚政，� 五十嵐智，� 髙木康彦，� 篠崎泰宏，�
中池祥浩，� 冨田　修，� 川合宏仁，� 舛田明徳，�

中原祐子，� 星　雅朗，� 岡戸芳江，� 芦田克仁，�
伊藤　誠，� 羅田久和，� 竹内　正，� 中澤　准，�
満岡宏治，� 堀尾嘉信，� 柴田将臣，� 藤原康行，�
浜瀬敬輔，� 萩原美緒，� 大江史子，� 田中美枝，�
姜フランチェスカ静姫，�鈴木　寧，� 清水隆夫，�
丸尾尚伸，� 加茂　誠，� 猪俣　徹，� 吉川和宏，�
田中　久，� 南部洋郎，� 川畑仁克，� 山﨑　陽，�
小林　誠，� 福田真之，� 沼田和治，� 安東信行，�
春岡　誠，� 山田　清，� 佐々木嘉一，�吉田敏男，�
吉田隆一，� 林靖一郎，� 谷川淳一，� 辻　陽太，�
秋山智絵，� 山田奈帆美，�山田めぐみ，�眞野　哲，�
辻　大輔，� 安福明日香，�若杉洋平，� 村井正彦，�
世戸敏明，� 吉田武史，� 富永紀雄，� 菊池洋平，�
赤岩経大，� 松本康郎，� 岩泉宏和，� 佐藤好孝，�
宮田洋一，� 中村　穣，� 松井竜太郎，�古川優美，�
阿部俊輔，� 鈴木　澄，� 武田光弘，� 鳥居寛史，�
中嶋義圭，� 今井正樹，� 相浦淳一，� 加賀谷雅之，�
齋藤達郎，� 明石　学，� 伊勢海信宏，�日坂充宏，�
黒田敏樹，� 藤田隆子，� 谷内田有香，�藤田令衣，�
藤原和栄，� 北原佳典，� 上田忠司，� 多賀智治，�
高木博忠，� 谷本良司，� 高山忠裕，� 藤井亮介，�
又井裕二，� 尾崎京子，� 鎌田みよ子，�高田　愛，�
林　貞宏，� 江越貴文，� 清水航治，� 大前款嗣，�
森山　進，� 堀　佑輔，� 西尾圭司，� 菅谷布美子，�
鎌田奈都子，�青山　登，� 横山喜一，� 池永剛久，�
新村信一，� 別部尚司，� 和田健志，� 塩田欽三，�
森島　康，� 白　景媛，� 遠藤　学，� 今西宣晶，�
相磯貞和，� 中村洋士，� 青海津行，� 河野智一，�
中村恵理子，�服部哲雄，� 竹本慶一郎，�近藤剛史，�
鈴木直樹，� 金子潤平，� 石原　昇，� 米田晋也，�
岡部麻衣子，�西尾　薫，� 岩坪昤子，� 三浦由里，�
田中　格，� 久我雅則，� 上山直紀，� 後藤修一郎，�
福田和彦，� 古舘隆充，� 彌吉重孝，� 古瀬雄二郎，�
佐藤　潤，� 山脇よし子，�枡富健二，� 前原俊幸，�
篠田　力，� 榊原ひろみ，�塚越　好，� 石川昌洋，�
中村寛之，� 多田晃基，� 高萩隆行，� 田部明日香，�
佐藤ゆき，� 永田　恵，� 上野紀幸，� 山﨑　徹，�
緒方維教，� 吉田高規，� 塩﨑泰雄，� 石堂招紀，�
湯沢秀行，� 栗林伸行，� 岡本和彦，� 梅村恵理，�
池田　茂，� 森野美幸，� 廣田哲哉，� 宮島佳尚，�

新入会者紹介
（平成 21年 1月 4日〜 6月 30日）
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今村　敦，� 村上貴也，� 石田雅嗣，� 柏原雄飛，�
小林照正，� 藤岡真左子，�石原健太郎，�彌勒寺寛之，�
本橋宏明，� 黒田芳正，� 太田信介，� 当間　裕，�
大楽明広，� 長尾和成，� 小倉真澄，� 千葉和成，�
首藤崇裕，� 山村卓生，� 岡本圭司，� 山下あすか，�
寺林加織，� 赤塚麻帆，� 今井智子，� 佐藤洋平，�
塩崎秀弥，� 大津亮泰，� 濱川悦郎，� 山口昭彦，�
酒井榮一，� 原田健吾，� 小見山道，� 内堀聡史，�
古川信也，� 岡　亮太，� 長田嘉文，� 木下一郎，�
岡本壮一郎，�大澤一雄，� 坂本佳名子，�林　友美，�
吉田祐児，� 山脇　均，� 天谷哲也，� 手銭親良，�
西岡由江，� 小野寺さゆり，�木村優子，� 山村啓介，�
間奈津子，� 副島寛貴，� 野沢健太郎，�田中祐介，�
國富泰嗣，� 堀内　章，� 西村孝太，� 木村たき子，�
小池知子，� 松本達事，� 岩田　慧，� 小倉英稔，�
海老澤進，� 池田珠幸，� 金子　創，� 小西隆司，�
吾妻由規，� 木村直人，� 齋藤　大，� 真壁　康，�
後藤大介，� 伊藤幸太，� 金城英典，� 千田大誠，�
村上徳夫，� 伊藤克紀，� 冨田尚充，� 木曽達人，�
和田　晃，� 粟野祐司，� 田畑慎也，� 會澤雅仁，�
関谷浩太郎，�松本瑞代，� 山崎玲子，� 野々村悠香，�
細井美紀，� 加藤敦子，� 中村美保，� 川﨑修一，�
池田啓二，� 石橋良則，� 高野昌士，� 加藤恵美，�
山口　徹，� 椙村明彦，� 川原　唯，� 吉田美香，�
小澤勇介，� 髙野勝光，� 赤沼正康，� 岡島幹樹，�
谷口省吾，� 山口みどり，�三嶋秋文，� 中澤　太，�
寒河江登志朗，�和田貞夫，� 渡辺裕士，� 吉田謙一，�
河野雅聡，� 多久島彩花，�江坂まどか，�二宮嘉昭，�
築地弘美，� 丸山浩美，� 川島　渉，� 三浦依保美，�
大石多海，� 小林大介，� 鈴木謙司，� 久保州敬，�
久保大樹，� 宮原　大，� 剣持正浩，� 伊東令華，�
宮坂岳男，� 勅使河原靖史，�奥野　進，� 宮川博史，�
橋本　修，� 小倉嘉弘，� 冨　仁司，� 熊野仁也，�
福田元雄，� 太田義之，� 八島宏文，� 越沼伸也，�
久保田和利，�松原有里，� 山本卓生，� 櫻井高子，�
吉井あい子，�田中晋平，� 小竹真人，� 伊藤太志，�
溝井　心，� 白鳥香理，� 相浦　隆，� 堀健太郎，�
菊池　俊，� 中島康経，� 柴田武士，� 後藤崇晴，�
瀧内博也，� 小笠原龍一，�小林　伸，� 竹中洋平，�
柳田充康，� 木村勝年，� 山田浩平，� 越智眞理，�
阿部雅子，� 片岡展夫，� 髙橋彩子，� 上地美由紀，�
東田麻里，� 樫原祐市，� 米澤功至，� 見明康雄，�
本間崇裕，� 石田璃久磨，�椋本裕行，� 岡﨑昌太，�
久保田早織，�柳川　恭，� 池上美佳代，�藤崎亜希，�

浅樋梨衣，� 下方雅子，� 鴨川和子，� 川﨑真依子，�
呉本勝隆，� 坂東秀宜，� 中島博文，� 川嵜俊明，�
新山重美，� 安野貴美恵，�坂東伸幸，� 深野源太，�
相馬智也，� 香川豊宏，� 井上明也，� 岩下太一，�
入江昭仁，� 藤岡裕美，� 井上雄吾，� 小倉真次，�
清水雅哲，� 長澤麻沙子，�水野行博，� 井出康時，�
龍野良子，� 森　淑子，� 山田将博，� 久留克彦，�
下田定弘，� 齋藤恵美子，�辻野香苗，� 椛嶋純平，�
藤田佑貴，� 浦部哲夫，� 木下滋彦，� 高本　愛，�
女川瑞夫，� 佐々木洋人，�大見　寧，� 米澤　理人，�
三浦宏之，� 永尾　寛，� 埴　英郎，� 宇田川信之，�
中村美どり，�増田るみ子，�安岡美樹夫，�齊藤永二，�
片岡いづみ，�石川朋美，� 大木　恵，� 小林敦子，�
西山貴浩，� 尾崎紀代美，�宮元一美，� 溝畑和恵，�
岩崎昭憲，� 瀧　道代，� 坂田健一郎，�松村光明，�
能城理加，� 古家麻衣，� 渡辺理平，� 松村由貴，�
藤岡　健，� 権　里奈，� 楊　宗傑，� 濱田美紀，�
日野和美，� 村中結香，� 後藤和久，� 久中聖史，�
岡本裕樹，� 津田淳子，� 福岡隆治，� 石田　修，�
汲田　健，� 白川哲也，� 加藤郁郎，� 伊藤和也，�
Brunette�Donald�M，� 久保田うつき，�互　庸平，�
中村好德，� 七熊　勇，� 難波照啓，� 西並朋子，�
森　茂美，� 岸本裕充，� 北崎祐之，� 田中麻衣子，�
渡邉　徹，� 美原博文，� 佐藤貴子，� 金沢みのり，�
伊藤允人，� 清水敏弘，� 鈴木康紘，� 三谷真由美，�
石田崇志，� 岩﨑剣吾，� 物部良樹，� 折田隆二，�
児島菊乃，� 木村美和子，�鈴木義純，� 木村正子，�
天神記英子，�竹村尚記，� 榎並真弓，� 本間文将，�
大村陽子，� 今村直樹，� 遠藤憲一，� 瓦井　徹，�
壺内　豊，� 大井手和久，�松尾かおる，�脇　知邦，�
二藤部栄司，�野口秀夫，� 髙川博敏，� 岡田大輔，�
下郡俊映，� 名賀鮎美，� 坂本春生，� 重田優子，�
笠間慎太郎，�寺岡　啓，� 井川知子，� 若月俊典，�
吉村研治，� 柏田陽平，� 嶋本加奈子，�泉　奈里，�
鈴木朋湖，� 小川　匠，� 横小路幸高，�児玉康典，�
久保朱里，� 鈴木親良，� 吉位　尚，� 松浦賢治，�
八木香保里，�三山善也，� 古田洋介，� 谷山香織，�
井上正安，� 須藤さやか，�竹澤幸一郎，�乙谷正志，�
石井康達，� 犬飼丈晴，� 外丸雅晴，� 鶴岡岳史，�
森山勝行，� 神田　茂，� 押川亮宏，� 藤本正一郎，�
古川祐香，� 太田めぐみ，�園田晋平，� 大倉知久，�
木下英荘，� 早川純子，� 松村幸治，� 原　研一，�
近藤　基，� 佐藤修一，� 田代　正，� 角熊雅彦，�
榊原由希子，�木村和美，� 岡和田忠，� 﨑本　卓，�
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岡安紀子，� 貝谷深雪，� 平松亜紀子，�林　隆之，�
長谷川純代，�朝熊尚子，� 久保田卓，� 岩部弘昌，�
磯村京美，� 藤中恵子，� 石橋佑季子，�菊池　毅，�
杉浦　究，� 正木明日香，�河合高弘，� 阿部智信，�
神野大介，� 深見幸司，� 加藤　彰，� 菅原加奈，�
加藤貴司，� 篠原健一，� 戸松敬恵，� 杉山孝嘉，�
髙田智史，� 矢野淳也，� 大久保弘道，�岩井圭子，�
山崎直子，� 秋枝由美，� 新藤紋子，� 松　信裕，�
牛戸大介，� 加藤文度，� 佐々木慶裕，�小西健仁，�
竹村昌浩，� 和久田哲生，�友辺芳明，� 中野　瞳，�

金子明子，� 斉藤綾一朗，�市瀬和治，� 清水紀子，�
大村和久，� 南野　純，� 井口義浩，� 船登彰芳，�
森山雅史，� 騎馬洋修，� 内田治雄，� 井上崇徳，�
米山繁樹，� 黒澤　悟，� 中庭敏博，� 中庭麻友子，�
森数祐輔，� 阿部正夫，� 竹田美由紀，�小西康三，�
五藤康子，� 富阪　正，� 生熊克成，� 奥田健太郎，�
三好頼子，� 花本圭司，� 上出正幸，� 伊熊直記，�
濱野宜治，� 後藤文麿，� 小林剛志，� 皆川　仁，�
田邉里美

（以上 743名）

今後の学術大会案内
第40回（社）日本口腔インプラント学会学術大会
テーマ「信頼性のある口腔インプラント専門医」
日　時：�2010年（平成22年）
　　　　9月17日（金）〜19日（日）
場　所：�札幌コンベンションセンター・札幌市

産業振興センター
大会長：�松沢耕介（（社）日本口腔インプラント

学会　東北・北海道支部長）
実行委員長：�越智守生（北海道医療大学口腔機

能修復・再建学系クラウンブリッ
ジ・インプラント補綴学分野）

第41回（社）日本口腔インプラント学会学術大会
日　時：�2011年（平成23年）
　　　　9月16日（金）〜18日（日）
場　所：�名古屋国際会議場



─ �� ─

Implant News No. 10



─ �� ─

Implant News No. 10



─ �� ─

Implant News No. 10

目　　次

本号のトピックス

第 39 回日本口腔インプラント学会・学術大会　大会長挨拶 ……………………………………………………  1

第 39 回日本口腔インプラント学会・学術大会プログラム ………………………………………………… 2 〜 3

新役員紹介……………………………………………………………………………………………………………… 4

平成 21 年度表彰者紹介 ……………………………………………………………………………………………… 4

第 2 回口腔インプラント専門医臨床技術向上講習会開催報告 …………………………………………… 5 〜 6

指定研修施設紹介

　総合インプラント研究センター…………………………………………………………………………………… 7

平成 20 年度専門医，指導医，新規指定研修施設 …………………………………………………………… 7 〜 8

研修施設名称等変更…………………………………………………………………………………………………… 8

各種委員会委員紹介…………………………………………………………………………………………………… 9

平成 21 年度日本口腔インプラント学会支部総会一覧 …………………………………………………………… 10

新入会者紹介…………………………………………………………………………………………………… 11 〜 13

今後の学術大会案内…………………………………………………………………………………………………… 13

広告……………………………………………………………………………………………………………… 13 〜 16

目次……………………………………………………………………………………………………………………… 16

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

〰
〰

広報委員会からのお知らせ

　前年度に引き続き春日井昇平（東京医科歯
科大学）が委員長を務めます。現在の広報委
員会のメンバーは以下の通りです。
委 員 長：春日井昇平
副委員長：五十嵐俊男
委　　員：�山内六男，嶋田　淳，十河基文，

内藤宗孝，北川　昇，土屋直行
　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
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