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第44回大会，東京で皆様をお待ちしています
大　会　長　簗瀬武史 
実行委員長　塩田　真

 第 44 回公益社団法人日本口腔インプラント学会
学術大会 ( 第 34 回関東・甲信越支部学術大会併催 )
を９月 12 日（金）～ 14 日（日）の３日間，東京国
際フォーラムにて開催いたします。本学術大会は「口
腔インプラント治療の “めざす” もの　―より信頼さ
れるインプラント治療へ―」をテーマとして開催いた
します。本大会では，「治療の確実性と不確実性」「治
療の社会的評価を問う」「経過観察からインプラント
治療を考察する─補綴学的視点から将来のインプラ
ント治療について考える─」「Peri-implant diseases 
の予防と対応」をテーマとする４シンポジウムを中心
にインプラント治療の可能性や限界を明らかにすると
同時に，我々が負うべき医療責任や医療倫理について，
全員参加型のディスカッションを行います。教育講演
は「インプラント治療のための画像診断：インプラン
ト CT とシミュレーションの基礎と臨床応用」「イン
プラント治療のための術前検査・全身管理 ( インプラ
ント治療と全身疾患 )」の 2 講演，特別講演は東京医
科歯科大学 宗田 大先生，下村博文文部科学大臣，樋
渡啓祐佐賀県武雄市長による 3 講演，研究シンポジ
ウムは「骨の『質』的評価が変えるインプラント臨床」
をテーマに，第 1 部「メカノバイオロジー研究が実現
する新しい顎骨評価」，第２部「骨質がインプラント

治療に何をもたらすのか」の２部構成で行います。ま
た，Department of Periodontology UCL Eastman 
Dental Institute の Nikolaos Donos 先生による海外招
待講演，ドイツインプラント学会 Gerhard Iglhaut 先
生，Karl-Ludwig Ackermann 先生による DGI セッショ
ン，専門歯科衛生士セミナー，専門歯科技工士セミナー
ほか３委員会セミナー，また「臨床の疑問に答える」「若
手インプラントロジストのためのワークショップ」，
各研修施設の日頃の研鑽の成果を発表する「イブニン
グセミナー」「ブレックファーストセミナー」等も予
定しています。

今回，市民フォーラムは認知症治療の第一人者であ
る本間　昭先生，大久保満男日本歯科医師会長，大
会長簗瀬にて歯科と認知症のかかわりについての啓発
活動を行います。

現在，大会準備委員会ならびに本学会学術委員会
にて鋭意準備中ですが，昨今，複雑化された学術大
会をシンプル化し，参加される皆様が「参加しやすい」

「選択しやすい」「聴きやすい」大会運営を企画してお
ります。本学術大会がご参加の皆様の基礎ならびに
臨床の学術的研鑽の一助となる3日間になるよう最善
を尽くしますので，ぜひとも多数のご参加をお待ちし
ております。

第44回学術大会迫る，平成25年度各種専門資格合格者，
支部活動報告，JSOI専修医への移行　など
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平成25年度 研修施設長，施設名変更
・ （旧）鶴見大学歯学部附属病院口腔顎顔面インプ

ラント科　 佐藤淳一
⇒ （新）鶴見大学歯学部附属病院インプラントセン

ター　大久保力廣

平成25年度 研修施設名変更
・ （旧）東北大学病院歯科部門インプラント外来 ⇒（新）東北大学病院歯科インプラントセンター

平成25年度 研修施設長名変更
・ （旧）京都インプラント研究所   山上哲贒
 ⇒（新）京都インプラント研究所  江原雄二
・ （旧）北海道形成歯科研究会    松沢耕介
 ⇒（新）北海道形成歯科研究会  吉村治範
・  （旧）東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教

室　扇内秀樹
  ⇒（新）東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学

教室　岡本俊宏
・（旧）ジャシド   大村　桂
 ⇒（新）ジャシド 堀内克啓

平成25年度 新規指定研修施設
・  東北口腔インプラント研究会　 
 施設長：古澤利武
・  福岡口腔インプラント研究会　 
 施設長：大森桂二
・  埼玉医科大学総合医療センター　 
 施設長：下山哲夫
・ 島根大学医学部附属病院顎顔面インプラントセ

ンター　 施設長：関根浄治

・  新潟大学医歯学総合病院インプラント治療部　  
 施設長：魚島勝美
・  信州大学医学部附属病院特殊歯科・口腔外科　 
 施設長：栗田　浩
・  北海道大学大学院歯学研究科口腔機能補綴学教

室 施設長：横山敦郎

　  平成25年度 指導医合格者
小幡　登  （近畿・北陸）
鍋島弘充  （中部）
植松厚夫  （関東・甲信越）
関根秀志  （東北・北海道）

中野　環  （近畿・北陸）
西村正宏  （九州）
栗田　浩  （関東・甲信越）
 （以上7名）

平成25年度 専門医合格者
▼東北・北海道支部
木村洋子， 竹田智郎， 加藤清志， 齋藤善広，

川瀬　敬， 田崎純一， 山内健介， 三嶋直之，
伊藤　理， 板橋基雅



─ 5 ─

Implant News No. 20

▼関東・甲信越支部
栗田　浩， 関　孝史， 柴垣博一， 岡田崇之，
原　紀文， 堤　美津子， 佐久間　栄， 松浦宏彰，
小林充明， 杉崎哲也， 増田一生， 武井賢郎，
榊原康智， 安岡沙織， 宮田幹郎， 佐々木穂高，
松井　力， 山本成允， 宮澤　進， 河津千尋，
神山洋介， 村上　智， 赤羽康彦， 沼　健博，
三冨純一， 伊東義雅， 中川　整， 塚田正寿，
伊藤寛史， 三宅一永， 新名主耕平， 福井直人，
荻原光貴， 菅井敏郎， 柳澤邦博， 田中治男，
今井守夫， 飯野雅一， 作山　葵， 山本　愛，
中村貴弘， 小林裕史， 林　昌二， 法月良江，
山田浩之， 小巻健二， 金井　亨， 吉田有智，
篠原光代， 東　高士， 小田貴士

▼中部支部
林　玄治， 田ヶ原昭弘， 加藤　宙， 伊藤康弘，
加藤史輔， 山内健司， 吉本光一郎， 安部貴之
▼近畿・北陸支部
今上英樹， 園山　亘， 西中英伸， 長田卓央，
小田師巳， 井堂信二郎， 松田博文， 井殿泰造，
成之坊昌功， 若林一道， 角倉　毅， 上村直也，
寺本修久
▼中国・四国支部
渡辺禎久， 荒川　光， 土井伸浩， 大西吉之
▼九州支部
中島幹雄， 朝比奈　泉， 森永健三， 友枝　圭，
奥村　晃， 横上　智， 西村正宏
 （以上93名）

平成25年度 インプラント専門 
歯科衛生士合格者

▼東北･北海道支部
佐々木　綾， 鈴木美穂， 妹尾尚子， 阿部麻衣，
丹下　渚， 三川里沙
▼関東・甲信越支部
小林美穂， 中村麻友美， 矢作順子， 日野麻衣子，
升田菜穂子， 吉田芳子， 折笠靖女， 小林一恵，
鈴木葉月， 竹内厚子， 増子弘美， 山口麻由，
岩渕　慧， 長谷川佑衣， 服部千絵， 林　久美子，
本田真理， 丸山由香利， 瀬野真由美
▼中部支部
稲垣　愛， 川口博香， 棚瀬照子， 久留沙和子

▼近畿・北陸支部
天野惠美子， 上本佳那， 西尾　薫， 野澤依里，
松原摩依， 小川夕紀， 安永あゆみ
▼中国・四国支部
藤原和栄， 細川美鶴， 宮里磨紀
▼九州支部
井手美樹， 坂口奈津子， 清水有紀， 髙田美由紀，
長尾　綾， 待永智華， 桑田未紀， 中村　優，
岡部麻衣子， 渡邉亜梨沙

 （以上49名）

平成25年度 インプラント専門 
歯科技工士合格者

▼東北･北海道支部
片倉照美
▼中部支部
塚本文隆
▼近畿・北陸支部
井上　学， 辻　貴裕

▼中国四国支部
人見浩二， 政廣　仁
▼九州支部
佐藤三次， 中川隆志

 （以上8名）
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公益社団法人日本口腔インプラント学会 
東北・北海道支部活動報告

支部長　西郷慶悦

東北・北海道支部は，１道６県で構成されており
本会６支部の中で最も広範囲にわたる支部です。
会員数は平成26年７月14日現在で1,282名であり，
研修施設は新たに認定された北海道大学大学院歯
学研究科，東北口腔インプラント研究会を加え大
学系６施設ならびに臨床系５施設の計11施設と
なっております。現在，本支部において研修施設
の指定がないのは山形県のみで，今後の配置が待
たれるところであります。

支部の活動は，年１回の支部総会・学術大会が
中心で，昨年は第33回の大会を木村博人大会長の
もと平成25年11月２日（土），３日（日）の両日，弘
前市で開催し，特別講演，各種教育講座ならびに
シンポジウム，ランチョンセミナーに加え一般口演
が37題と盛りだくさんの内容で，学会参加者は
395名を数え盛会裏に終わることができました。ま
た，日を異に同月９日には市民フォーラムを開催し
ております。第34回の大会は，本年11月15日（土），
16日（日）に高木幸人先生を大会長に山形市で開催
する予定であります。大会のメインテーマは「より

信頼されるインプラント治療をめざして」と題し，
山形歯科インプラント研究会と山形大学医学部歯
科口腔・形成外科学講座が連携を取り，飯野光喜
教授を実行委員長に鋭意準備を進めております。
そして，特別講演の講師には，『医療崩壊の真犯
人』『高齢者医療難民』などの著者でもある山形大学
大学院医学系研究科医療政策学講座教授の村上正
泰先生を迎え「医療政策の今後の方向性と歯科医
療」と題してお話をうかがうことになっており，各
種教育講座等，例年同様の企画も立てております。
現在，演題申し込みならびに事前参加登録が始
まっており，会員多数の参加を切にお願いするしだ
いであります。

支部長を拝命して二期目になりますが，冒頭にも
申し上げましたたように支部が広範囲にわたってい
ることから開催地の議論もされております。また，
支部会則および各種規程等の整備，さらには支部
ホームページの開設にも着手しております。今後と
もご理解，ご協力を賜りますようお願い申し上げ支
部活動報告とさせていただきます。

指定研修施設紹介
 大阪口腔インプラント研究会

施設長　阪本貴司

本研究会は，歯科医療の知識の修得と治療技術
の向上を目的とし1986年5月18日に発足しました。
会員は，大阪，兵庫を中心に活動している歯科開
業医，大学関係者など335名です（2014年5月現
在）。所属会員の専門分野は，補綴科，口腔外科，
歯周病科，麻酔科，矯正科とその範囲も広く，若
手会員からベテラン会員まで多方面で活躍してい
ます。 会員の多くはインプラントの臨床経験も豊
富です。

公益社団法人 日本口腔インプラント学会の研修
施設としては1994年に認可を受け，第1期セミナー
を開催しました。以後毎年セミナーを開講し，現在

21期生を迎えて開催中です。学会認定の研修施設
としては日本で最も古い研修施設となりました。

年4回開催している定例会では，様々な講演やシ
ンポジウムを開催しています。また毎年発刊してい

セミナー受講風景（20期）
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る研究会誌には，例会での講演内容や研究発表を
掲載し，会員以外の関係者にも広く閲覧して頂い
ています。当会の研究会誌は，発足当時の第1号か
ら本年度発刊された第28号まで当会のHPから自
由に閲覧可能となっています。会員同士で忌憚なく
ディスカッションできることが当会の特徴です。

インプラント治療の普及は目覚ましく，ほとんど
の歯科医がインプラントを埋入する時代になりまし
た。1980年代には最先端であったインプラント治
療も今では安全で確実な治療法としてその地位を
確立し，多くの患者さんがインプラント治療によっ
て，噛む喜びを取り戻しています。インプラント治
療が最先端治療であった1986年当時，これから
益々普及するであろうインプラント治療に対して，
天然歯を保存する姿勢が失われることを危惧し，
今後のインプラント治療の正しいあり方について同
じ考えの先生が集まり，発足したのが我々研究会
です。

我々が日々学び，高めている知識や技術は患者
さんのためにあることを忘れてはなりません。残念

ながらインプラントに偏った知識の中で活動するグ
ループも散見されます。基本的な検査と診断，カリ
エス治療や根管治療，歯周病や義歯の治療が出来
ない歯科医がインプラント治療を行うことは，リス
クが高いと言わざるを得ません。我々は小さくても
ハイレベルな研究会にするため，またそれを保つた
めに入会に際して審査を行っています。その目指す
ものはあくまで臨学一体の形の中で活発な意見交
換が出来る会です。

定例会では，各専門分野の講師を招き，活発な
議論を行っています。会員が自らの臨床例を供覧
し，他の臨床医と意見交換することで自らの臨床を
振り返ることが出来ます。今後も患者の口腔機能
の回復のために，そして歯科医療の研究と臨床に
貢献できるように，充実した活動を続けて行きたい
と思っています。

2016年11月12日，13日には大阪国際会議場に
て創設30周年記念式典および記念講演会を開催い
たします。学会関係者の皆様にはさらなるご指導と
ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

奥羽大学歯学部附属病院 
口腔インプラント外来

施設長　山森徹雄

奥羽大学歯学部附属病院口腔インプラント外来
は，平成22年に研修施設の指定を受けた新しい研
修施設の一つです。平成26年3月の時点では，29
名の兼任スタッフが所属しています。さらに本年4
月からは，診療科長として関根秀志教授を迎えると

ともに，2名の助手が専任となりました。
当口腔インプラント外来は平成13年7月に発足し，

附属病院としての診療体制が整備されました。と
はいえ専任スタッフや専用の診療室があったわけで
はなく，保存系および補綴系診療科，口腔外科，
歯科麻酔科からの兼任スタッフに歯科衛生士，歯
科技工士と事務担当者を加えたメンバーで活動を
開始しました。このような体制でスタートしたため，
当初から各専門領域間の協力によって診療が進め

大阪口腔インプラント研究会
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られたこと，また担当医間の意思疎通を図るため全
症例をカンファランスで検討するシステムが構築さ
れたことはメリットであったかもしれません。これ
らは現在でも継続されています。症例数としては，
発足当初は１年間に数例から10例程度でしたが，
近年では口腔インプラント治療を担当するスタッフ
の増加もあって年間30～50例程度で推移してい
ます。また，基本的な症例を中心に診療が開始さ
れましたが，現在では必要に応じて骨増生を併用
する症例も多く手掛けられるようになっています。

診療体制の整備に伴い，口腔インプラントに関
する研究活動，学会活動も活発化しつつあります。
これらの活動の多くは各部署毎に行われています
が，大学全体として徐々に増加傾向にあります。ま
た平成24年11月には本学歯科補綴学講座との共
同主管により，第32回　公益社団法人日本口腔イ
ンプラント学会　東北・北海道支部総会・学術大
会を担当しました。会場を本学講義棟としたことも
あって手作りの学会でした。至らない点が多くあっ
たかとは思いますが，参加者各位のご協力のもと，
それまで培った当外来のチームワークによって何と
か終了でき，安堵したことを記憶しています。

学生教育では，以前から行われていた第６学年
での数時間の講義に加え，平成21年からは第４学
年での15時間の講義と第５学年での4時間の実習
が開始されました。これらは当外来スタッフに基礎

系科目の教員を加えたメンバーが担当していました。
前述の通り，今年度から関根秀志教授を迎え，学
生教育が大幅に充実されました。すなわち第４学
年学生に対して，15時間の講義がブラッシュアッ
プされると共に実習が30時間設定され，プランニ
ングから外科処置，補綴処置の模型実習が実施さ
れています。実習にはインストラクターとして当外
来のスタッフも多く携わっています。今後，口腔イ
ンプラント治療が広範に実施されることが推測され
る状況にあって，関根教授を中心とした卒前教育
の充実により，本学の卒業生が口腔インプラント治
療に関する基本的な知識や技術を充分に習得する
ことが期待されます。

これまで附属病院内の口腔インプラントに関する
研修会は不定期に開催されていましたが， 昨年度よ
り毎月1回の定期的な研修会が設定されました。症
例のカンファランスとともに研修施設に所属するス
タッフ教育を目的としていますが，臨床研修歯科医
師を含む病院内スタッフにオープンの研修会とし，
病院全体としてのレベルアップも図っています。口
腔インプラント治療における「安全・安心」の声が
高まる中，研修施設として果たすべき役割の重要
性を認識し，更なる充実を図ってまいります。今後
とも，奥羽大学歯学部附属病院口腔インプラント
外来をよろしくお願いいたします。 

JSOI認証医からJSOI専修医への移行について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認定委員会　堀田康記

平成19年3月から始まったJSOI認証医制度は，
平成26年3月にJSOI専修医に名称変更され，今後，

5年ごとの更新が必要となりました。
理由は，認証医という名称が，専門医との兼ね

口腔インプラント外来とスタッフ研修会出席者 関根秀志教授と専任助手
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合いで，治療を受ける側からみると，どちらがより
専門性が高いのかが分かりづらいという指摘があっ
たためです。また，現在，歯科医師会の同意が得
られず，厚労省からいまだ広告可能な専門医の認
可が得られない状況下で，少しでも歯科界の中で
誤解を招くような名称は避けるべきとの判断で変更
されたものです。

そもそも，認証医制度が作られた経緯は，いきな
り専門医受験資格を満たそうとすると，あまりに
ハードルが高いので，前段階，つまり専門医の準
備的なポジションとして発足したものです。しかし，
認証医が現在約800名にまで増加し，その役割も
終わったかのように思われます。そこで，第43回
学術大会（福岡国際会議場）で，急遽，施設長懇談
会を開催し認証医の存続について意見交換を行い
ました。その際，認証医の廃止も検討されました．
しかし，その後，認定委員会，理事会で討議した
結果，認証医を廃止すれば，認証医を取得した先
生の今までの実績が事実上消滅してしまう恐れが
あり，専門医教育講座等の学会出席が減少し，会
員の生涯教育を図る義務を負うという学会の理念

に反する旨の意見が出され，5年更新という条件の
下，存続させるという結論に至りました。

専修医の申請資格においては，従来の認証医か
らの変更はありませんが，更新のため，下記条件を
5年間の認定期間の中で満たす必要があります。

（１）  本会学術大会及び支部学術大会に各々1回以
上，計3回以上参加すること．

（２）  専門医教育講座を2回以上，専門医臨床技術
向上講習会を1回以上受講すること．

但し，随時変更されることがありますので，更新
の際には，学会ホームページで最新の規程を御確
認くださるようお願いいたします。

また，すでに，認証医の先生は，そのまま専修医
に移行しますが，5年後の2019年３月に更新を迎
えます。直前に，上記条件をすべて満たすことは物
理的に難しいと思われますのでご注意ください。

最後に，この変更に伴い，すでに認証医を取得
されている先生方には，新たに専修医の認定証を
発行しますので，お手元の認定証を回収するため
の返却キットを送付しました。

ご協力の程，よろしくお願い申し上げます。

 新役員紹介
平成26年６月８日に開催されました総会におきまして，新役員が決まりましたので御紹介致します。

理 事 長  渡邉文彦
     （日本歯科大学新潟生命歯学部教授）
専務理事  相浦洲吉（アイ歯科院長）
常務理事  堀田康記（堀田歯科院長）
 ※中部支部支部長
常務理事  古谷野　潔（九州大学大学院教授）
 ※九州支部支部長
常務理事  山根　進（医療法人社団山根歯科医院

理事長）　 ※中国・四国支部支部長
常務理事  木村博人（弘前大学大学院教授）
理 事  前田芳信（大阪大学大学院教授・歯学

部附属病院長）
理 事  諏訪文彦（大阪歯科大学副学長）　
 ※近畿・北陸支部支部長
理 事  塩田　真
     （東京医科歯科大学大学院准教授）
理 事  後藤昌昭（佐賀大学医学部教授）
理 事  宮﨑　隆（昭和大学教授・歯学部長）
理 事  簗瀬武史（医療法人社団泰峰会ヤナセ

歯科院長）※関東・甲信越支部支部長
理 事  永原國央（朝日大学歯学部教授）
理 事  西郷慶悦（西郷歯科医院院長）
 ※東北・北海道支部支部長
理 事  井汲憲治（医療法人石倉歯科医院院長）
理 事  矢島安朝（東京歯科大学教授・病院長）
理 事  佐藤博信（福岡歯科大学教授）
理 事  阪本貴司
     （医療法人白鵬会阪本歯科院長）
理 事  馬場俊輔（大阪歯科大学教授）
理 事  窪木拓男
     （岡山大学大学院教授・歯学部長）
監 事  井出吉信（東京歯科大学学長）
監 事  赤川安正（奥羽大学学長）
監 事  馬渕洋一
      （公益財団法人政策医療振興財団事務

局長）
              ・カッコ内　所属
              ・※印　各支部長
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各種委員会紹介
（任期：平成26年7月19日～平成28年度定時総会日まで）

委員会名 委員長 副委員長 委　員

総務 相浦洲吉 簗瀬武史 西郷慶悦，大田善秋，奥森直人，片山幸太郎，笹谷和伸，高森　等，
宮﨑　隆，矢島安朝

財務 山根　進 樋口大輔 鷲谷一晴，江黒　徹，尾関順子，馬場俊輔，久保隆靖，木原優文

編集 宮﨑　隆 又賀　泉 石崎　明，天野　修，小倉隆一，佐野　司，塩田　真，高森　等，
美島健二，玉置幸道，西村正宏

学術 古谷野　潔 近藤尚知 梅原一浩，関根秀志，高橋　哲，阿部伸一，小田　茂，宮﨑　隆，
鮎川保則（幹事），澤瀬　隆

教育･研修 矢島安朝 松下恭之

関根秀志，廣瀬由紀人，伊藤太一，小倉　晋，春日井昇平，
加藤仁夫，金田　隆，小久保裕司，菅井敏郎，萩原芳幸，　
廣安一彦，安田治男，永原國央，馬場俊輔，前田芳信，　市川哲雄，
武知正晃，城戸寛史，松浦正朗

用語 諏訪文彦 加藤仁夫 高橋　哲，山口秀紀，代居　敬，今井弘一，児玉利朗，原　宜興，
細川隆司

認定 堀田康記 高森　等
藤井俊治

三上　格，尾関雅彦，片山幸太郎，加藤仁夫，簗瀬武史，永原國央，
中野喜右人，涌本　昇，岸　民祐，城戸寛史

試験 永原國央 細川隆司 越智守生，佐藤　聡，田中譲治，藤井俊治，澤瀬　隆

会則 西郷慶悦 土屋直行 木村博人，笹谷和伸，高森　等，涌本　昇

国際渉外 前田芳信 萩原芳幸 横山敦郎，金田　恒，池邉一典(幹事)，松浦正朗

倫理 後藤昌昭 佐藤　聡 吉村治範，又賀　泉，萩原芳幸，簗瀬武史，杉田　基，岸本裕充

医療･社会保険 塩田　真 黒岩　茂 佐藤暢也，横山敦郎，井上一彦，江黒　徹，佐藤裕二，田島伸也

表彰 窪木拓男 西郷慶悦 片山幸太郎，坂根清文，三村義昭，田中　悟，長畠駿一郎，加来敏男

広報 塩田　真 市川哲雄 山森徹雄，北川　昇，嶋田　淳，内藤宗孝，山内六男，十河基文，
添島義樹

専門歯科衛生士 阪本貴司 松井孝道 和田義行，阿部田暁子，柏井伸子，松岡恵理子，村井健二，
田中　悟

専門歯科技工士 佐藤博信 末瀬一彦 舞田健夫，江黒　徹，木村健二，山田雅夫，木下浩志，岸　民祐，
野林勝司

中央選挙管理 高橋康則 涌本　昇 志賀泰昭，藤野　茂，山口陽道，田中　悟，森永　太

専門医制度推進 木村博人 矢島安朝 井汲憲治，黒岩　茂，藤井俊治，簗瀬武史，渡邉文彦，堀田康記，
古谷野　潔

国際誌 前田芳信 横山敦郎 佐々木啓一，関根秀志，佐藤淳一，萩原芳幸，村上　弘，　和田誠大

利益相反（COI）
管理 馬場俊輔 簗瀬武史 佐藤裕二，田中譲治，又賀　泉，前田芳信，若松陽子

支部活性化
検討 簗瀬武史 澤瀬　隆 近藤尚知，井汲憲治，村上　弘，江原雄二，窪木拓男，松井孝道

研究推進 井汲憲治 佐藤裕二
和泉雄一 小山重人，渥美美穂子，大久保力廣，佐藤　聡，馬場俊輔
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平成26年度 学術大会のお知らせ
支　部 開催日・大会長 会　場 大会事務局

第 34 回
東北・北海道

支部大会

平成 26 年
11 月15 日（土）

～ 11 月16 日（日）

大会長：高木幸人
高木歯科医院

山形テルサ

〒 990-0828
山形市双葉町 1-2-3
TEL：023-646-6677
FAX：023-647-0123

山形大学医学部
歯科口腔・形成外科学講座
飯野光喜

〒 990-9585
山形市飯田 2-2-2
TEL：023-628-5413
FAX：023-628-5416
E-mail：info@jsoi-thb34.jp
大会 HP：http://jsoi-thb34.jp/

平成 26 年度
第 44 回

年次学術大会
（本部学術大会）

（第 34 回
関東・甲信越
支部大会併催）

平成 26 年
9 月12 日（土）

～ 9 月14 日（日）

大会長：簗瀬武史
公益社団法人

日本歯科先端技術研究所

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

公益社団法人
日本歯科先端技術研究所
東京事務局

〒 102-0075
東京都千代田区三番町 2 三番町
KSビル 3F

（株式会社コンベンションリンケージ内）
TEL：03-3263-8688
FAX：03-3263-8693
Email：jsoi44@c-linkage.co.jp
大会 HP：http://www.44jsoi.com/

第 35 回
中部

支部大会

平成 26 年
12 月6 日（土）

～ 12 月7 日（日）

大会長：安藤雅康
一般社団法人

中部インプラントアカデミー

ウインクあいち

〒 450-0002
愛知県名古屋市
中村区名駅 4-4-38
TEL：052-571-6131

医療法人かめる会　アピカ歯科医院
梶本忠保

〒 501-3886
岐阜県本巣郡北方町
春来町 1 丁目 210
TEL：058-323-9088
FAX：058-323-9087
E-mail：tadamori@circus.ocn.ne.jp
大会 HP：
http://www.jsoi-chubu.org/35/

第 34 回
近畿・北陸
支部大会

平成 27 年
1 月31 日（土）
～ 2 月1 日（日）

大会長：別所和久
京都大学大学院医学研究科

感覚運動系外科学講座
口腔外科分野

京都大学百周年時計台記念館
〒 606-8501
京都市左京区吉田本町
京都大学本部構内正門構内
TEL：075-753-2285

京都大学医学部創立百周年
記念施設芝蘭会館
〒 606-8501
京都市左京区吉田近衛町
京都大学医学部構内
TEL：075-753-9336

今出川前田歯科医院
前田潤一郎

〒 602-8444
京都市上京区西北小路町 241-2
TEL：075-441-8668
FAX：075-441-4970
Email：info@jsoi-kyoto.com
大会 HP：http://jsoi-kyoto.com

第 34 回
中国・四国
支部大会

平成 26 年
11 月29 日（土）

～ 11 月30 日（日）

大会長：山根　進
山根歯科医院

山口県健康づくりセンター

〒 753-0814
山口市吉敷下東 3-1-1
山口県総合保険会館内
TEL：083-934-2200
FAX：083-934-2209

きむら歯科医院
木村英一郎

〒 747-0028
防府市東松崎町 4-26-2
TEL：0835-22-1184
FAX：0835-22-1480
E-mail：info@kimuradental.jp
大会 HP：http://www.jsoi.jp/jsoi34/

第 32 回
九州

支部大会

平成 27 年
1 月31 日（土）
～ 2 月1 日（日）

大会長：澤瀬　隆
長崎大学病院

口腔顎顔面インプラントセンター

長崎ブリックホール

〒 852-8104
長崎市茂里町 2-38
TEL：095-842-2002
FAX：095-842-2330

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
口腔インプラント学分野
平　曜輔

〒 852-8588
長崎市坂本 1-7-1
TEL：095-819-7688
FAX：095-819-7689
E-mail：32k_jsoi@ml.nagasaki-u.ac.jp
大会 HP：http://o-enn.jp/32k-jsoi/
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新入会者紹介
 （平成25年11月12日～平成26年7月14日）

 ▼東北・北海道支部

（北海道）

福原麻由， 藤田良磨， 石崎明裕， 菊地結衣， 

木村桜子， 平田恵理， 今本芳彦， 南田康人， 

多田和弘， 田島英奈， 藤村倫匡， 吉川修平， 

齋藤宗良， 山田淳一， 神野由貴， 高野将太， 

土橋隆史， 高橋和平

（青森県）

古舘　健

（岩手県）

原　　淳， 早﨑　渓， 田村栄樹， 石崎　明， 

千葉舞美， 菅原志帆， 福徳暁宏， 小村圭介， 

村上智彦， 千葉高大

（宮城県）

南舘公雄， 細見幸世， 酒井　祐， 佐藤　工， 

熊本裕行， 佐藤博久， 逢坂拓雄， 髙田雄京， 

伊藤好見， 山村直明， 川上　壮， 竹内裕尚， 

大竹義雄， 菊地憂香， 杉山　亮， 松尾　洋， 

久保田　光， 青沼　哲， 松永　圭， 吉野英司

（秋田県）

守口　直， 佐藤直人， 高橋春香， 水上尚子

（山形県）

尾崎　尚， 吉田雪絵， 橘　寛彦， 黒田裕人

（福島県）

鈴木　翔， 岸　飛鳥， 伊藤　悠， 村島直道， 

末永弘卓， 添田和真

▼関東・甲信越支部

（茨城県）

箕輪沙織， 本多由佳梨， 冨樫彩夏， 中村信太郎， 

後藤卓也， 久保田　滋， 石島秀貴

（栃木県）

中島　純， 渡邉裕太， 田中良幸， 高橋　希， 

小澤通子， 植村　健， 高原　亮， 岩崎このみ， 

村上修一， 続橋正喜， 安川俊之， 渡辺秀紀， 

南木　茂

（群馬県）

豊田庸光， 伊澤和三， 中島明敏

（埼玉県）

天野　修， 菊地徹行， 鈴木康博， 深町和宏， 

武内一広， 藁谷哲哉， 本荘真也， 千葉里美， 

谷野文宣， 下山　彬， 浅賀勝寛， 吉村　元， 

小林由紀枝， 浦　啓修， 福岡敬太， 田島賢一，

山田　遼， 笠井雄太， 髙橋邦明， 藤田耕太朗， 

永吉泰雄， 湯本欣也， 髙田　学， 小尾　功， 

奥平洋介， 坂下　英， 竹尾一馬， 渡辺秀俊， 

石井　豪， 森田荘一朗

（千葉県）

鈴木正敏， 市川勝一， 加瀬保奈美， 綿貫　公， 

藤田　裕， 安田太郎， 諸隈正和， 成島桂子， 

髙橋篤史， 齋藤栄崇， 仲村早織， 岩崎深雪， 

後藤知美， 椎津裕貴， 手代木悠太， 河地　誉， 

日上正博， 高峰圭介， 渋谷哲勇， 青木　瞬， 

須長　敬， 森本　功， 京極　啓， 二方葉子， 

下坂典立， 北嶋　愛， 神尾　崇， 沢田康明， 
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堀田久斗， 小貫和之， 田中晶恵， 椛田雄一， 

石橋　肇， 永田恵実子， 野村聖一， 中嶋亜希子， 

卯田昭夫， 高橋洋一， 中村友美， 津守將充

（東京都）

山本美穂， 早坂裕美， 小林美由紀，関根大介， 

田子内道徹， 金子隆二， 長谷川正典，澤　隆三， 

落合久彦， 花澤昌宏， 蛭田　賢，  平野雄一， 

渡邊直子， 林　幹智， 石澤正晃，  大塚幸恵， 

末田麻由美， 松村　憲， 深堀真敬，  飯田拡達， 

中地　進， 森　真美， 松尾沙樹，  濱田泰子， 

髙橋優貴子， 大橋　豪， 壇辻昌典，  小林孝誌， 

松本充正， 畑山賢伸， 宮本祐輔，  大森一平， 

高村明香里， 寺田英樹， 岡田圭祐，  山科浩一朗， 

藤田譲治， 石井佐知， 山本恵史，  窪田弘幸， 

古川丈博， 林　祥太， 覚本貴仁，  塩田乃里子， 

荒井佑輔， 芹澤直美， 小野瀬弘記，  中村玲子， 

篠　麻美， 布施佑磨， 趙　永哲，  岡田謙一郎， 

小髙至彦， 金子啓介， 濵田経太，  板谷良平， 

三田拓也， 熊澤亮人， 青柳ひとみ，  中山大介， 

杉山武央， 小見山和也， 三浦　直， 金子慧治， 

森光麗子， 加藤景子， 宮澤利明， 南部知博， 

野瀬冬樹， 荒木成典， 吉田和正， 古木敬一郎， 

中野遼太郎， 村上優美諸， 森川　暁， 柳沢佑太， 

井川貴博， 多田昌功， 熊谷優衣， 松田うな， 

瀬藤昌也， 喜瀬信一郎， 若佐一以， 中村慎太郎， 

柿下茉弥， 本田晃規， 角園博史， 柴　慶幸， 

正木麻美子， 波多野友博， 五十嵐正樹， 藤田一成， 

大橋隆宏， 伊達若枝， 鈴木　愛， 姜　静姫， 

勝俣　弾， 玉繁和久， 野口博志， 渡辺健雄， 

青柳佳奈， 熱田有加， 立山高秋， 阿部千尋， 

小川貴也， 久後佑介， 岡　吉孝， 林邉　勝， 

白土博司， 田中郁雄， 佐藤邦彦， 佐藤年彦， 

仁科美由紀， 北村綾子， 萩原智恵， 佐野徳太郎， 

守谷理恵， 冨永浩平， 武田昌男， 笹川真梨子， 

渡邊麻里子， 小林宏明， 菊地玲奈， 八木洋二郎， 

國弘幸伸， 大塚勇二， 竹内祥吾， 林　茂雄， 

田角夏樹， 四ッ谷　護

（神奈川県）

吉村慎一朗， 風間裕之， 山崎貴裕， 三浦貴裕， 

稲葉　仁， 細田忠史， 中島　晃， 寒河江昌平， 

杉山朋久， 秋月達也， 池　洋典， 荒木康智， 

髙橋雅仁， 有川貴志， 田辺功貴， 田村義也， 

萩原健史， 秋元優範， 塩田大輔， 山川理代， 

田賀紀広， 荒井法行， 藤森章浩， 北條彩和子， 

薄井秀敏， 江田　琢， 北崎浩一， 金子直哉， 

佐々木圭太， 宇澤匡俊， 古賀絢子， 溝辺義晴， 

山井裕生， 滝田大地， 寺田知加， 星谷雄太， 

深代祐五， 菊池謙一， 矢島奈央子， 山﨑雄矢， 

味村健広

（新潟県）

黒川孝一， 岡部　薫， 田中　彰， 西山晃司， 

山本幸司， 清水太郎， 西山秀昌， 堀口裕徳， 

長谷川雅子， 中島瑞恵， 久保田健彦， 鶴谷和明， 

外島　彩

（山梨県）

秋山昌士， 熊井純平， 村上舜司， 渡邊幹一

（長野県）

嶋根　哲， 野池淳一， 西牧史洋， 上原　忍， 

宮林秀企， 上條瑠美， 伊藤隆一， 吉村伸彦， 

横田克彦， 小林志保， 都筑　甲， 森　こず恵

▼中部支部

（岐阜県）

成瀨真子， 石神　元， 渡辺まゆか， 柴田暁晴， 
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藤本将幸， 東　宗弘， 市原裕介， 林　　猛， 

浦野紀浩， 土谷満寿美， 井上浩一

（静岡県）

藤原理一， 石井ちひろ， 中島　還， 石渡隆政， 

波多野康祐

（愛知県）

橋本雅人， 津田佳奈， 阪野昭雄， 上栗有二， 

友松哲郎， 野田和秀， 長嶺健二郎， 佐々　真， 

吉木雄一朗， 土屋周平， 小竹敦子， 阿部公成， 

柴田玲生， 加藤　剛， 萩原佳江， 川村真一， 

源　弘行， 宮本貴文， 堀田真希， 安藤壮吾， 

鈴木　学， 清水武嗣， 鈴木信之介， 西田　智， 

小川直寛， 高須晃太， 山内元気， 佐藤伸明， 

後藤敏文， 星野考望， 尾之内友晴， 秦　正樹

（三重県）

太田雅也， 柴田渉吾， 松村　元， 三森貴弘

▼近畿・北陸支部

（富山県）

古川健一朗

（石川県）

西田　渓， 今村紗也加， 中村博幸， 海本茂光

（福井県）

山﨑信奈， 松田慎平， 田野ゆかり， 荻野優介

（滋賀県）

萱原直樹， 下村卓也， 重岡修司， 香川智世， 

平田智子

（京都府）

杼村恭秀， 岡本進大， 森　悠衣， 堀口敬司， 

木原博美， 川島璃子， 西野悠貴， 藤田真治， 

神奈木建児， 盛植紘太朗， 山本貴信， 美崎昌江

（大阪府）

舩戸麻里子， 村上祥人， 加藤啓介， 笹山智史， 

九十九清行， 松村和典， 小田英明， 大本博樹， 

前田太久夫， 尾崎亘弘， 船越美帆， 三代賢哉， 

林　よし子， 山嶋崇盛， 島田　光， 秋田　誠， 

山下恒彦， 麩谷嘉一， 正元洋介， 岩狭昌宏， 

金　龍門， 多仁照人， 宮嶋宏行， 中村拓人， 

井上美紗， 小峰陽比古， 小林友幸， 中野裕司， 

宮本世智， 成田大輔， 髙尾宏昭， 張元　翰， 

中越辰夫， 加藤　哲， 富田章子， 松川あすか， 

南口真実， 樋口愛介， 前田健志， 江頭伸行， 

岩永寛司， 徳永　格， 本城裕也， 城德昭宏， 

伊山舜吉， 小笠原千香， 根元七恵， 末松　亮， 

高島宏成， 田中洋充， 谷　光則

（兵庫県）

藤原麻矢， 古家　豊， 武市寛司， 宇垣吉秀， 

村松弘康， 名嘉眞恵美， 梅村哲弘， 蛭田真未， 

王　陽平， 宮内雄平， 大川敏生， 市場裕康， 

岡田知久， 釜口尚弘， 曽田梨江， 山口晋司， 

下出　毅， 香西宏敏， 呉　シン， 澤田一平， 

三木津佳奈

（奈良県）

武田吉裕， 山本貴裕， 戸尾善哉

（和歌山県）

川島稔弘， 小嶋允郎

▼中国・四国支部

（島根県）

齋藤　誠， 恒松晃司

（岡山県）

柴山和也， 石原彰子， 北原宏之， 小盛大志， 

山口　郁， 逢坂　卓， 佐伯正則， 大島正充， 

松尾憲治， 石田展久
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（広島県）

時数智子， 木村義昭， 山口光明， 加藤　寛， 

田邉和宗

（山口県）

田中一成

（徳島県）

小暮大地， 天野悦子， 忠津真理子， 神原常道， 

大倉一夫， 葉山莉香， 田島登誉子

（香川県）

中井康博， 横山泰平， 永野大樹， 間島　徹

（愛媛県）

今岡美佐子， 加藤博智

（高知県）

武政賢洋， 谷　憲人， 佐竹宣哲

▼九州支部

（福岡県）

諸冨彰彦， 西村朋子， 井上愛沙子， 中尾伸宏， 

郡家浩人， 今泉典子， 千代情路， 芳賀　剛， 

島北寛仁， 加藤円香， 臼杵雄一郎， 森　悦秀， 

稲葉健一郎， 宮口直之， 荒平高章， 久石正明， 

吉永洋平， 鶴田勝大， 實渕誠治， 大多和徳人， 

竹島尚孝， 中島紀子， 黄　文敬， 深堀真司， 

根本哲臣， 渡辺俊博， 小早川美輝， 岡松千恵， 

窪田佑輔， 竹内　弘， 福永丈人， 高橋佳子， 

堤　貴司， 原田博文， 都留朋子， 川谷温美， 

山尾康暢， 堀田　淳， 山崎誠也， 有水智香， 

安里　啓， 宮城勇大， 駒形裕也， 冨川和哉， 

中川智仁

（佐賀県）

中村好一， 下平大治， 鍬塚美由貴

（長崎県）

澤田裕也， 服部賢子， 蒲生亮平， 本田光浩， 

右藤友督

（熊本県）

松原崇士， 出崎晃代， 前田貴代江， 宇都和寿

（宮崎県）

西村秀一， 金松志帆

（鹿児島県）

川井田　蘭， 下田平直大， 田中荘子 藤島　慶

（沖縄県）

志茂泰教

▼外国

NayarSuresh，楊シャフェイ

 （以上610人）

 

 

広報委員会からのお知らせ
今年度から塩田　真（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： 塩田　真
副 委 員 長： 市川哲雄
委 員： 山森徹雄，北川　昇，嶋田　淳，
 内藤宗孝，山内六男，十河基文，
 添島義樹
　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。とくに今年度は広告可能な
専門医取得に向けて広報の立場からサポートしてい
く所存です。御意見，ご要望等ございましたら，以
下の連絡先にご連絡下さい。
〒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・口腔再生医学分
野　塩田　真
電 話：03-5803-5774
フ ァ ッ ク ス：03-5803-5774
メールアドレス：mshiota.impl@tmd.ac.jp
インプラント学会 検索
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Veraviewepocs 3Df 40e
ベラビュー  エポックス

CT 撮 影、パノラマ撮 影、セファロ撮 影が 1台で可能な Veraviewepocs 3Df
シリーズ に、画 像 の 精 細 さと撮 影 の 簡 単さはそ のままに、機 能を 絞るこ
と で 低 価 格 化 を 実 現 し た Veraviewepocs 3Df 40e が 新 登 場。CT 撮 影 は 
φ 40×H40mm とφ 40×H80mm の 2 種類の FOV を選択することができます。
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