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資料1

役職名 氏　名

理事長 渡邉　文彦

専務理事 塩田　　真

常務理事 堀田　康記

常務理事 古谷野　潔

常務理事 宮﨑　　隆

常務理事 矢島　安朝

理事 山根　　進

理事 木村　博人

理事 前田　芳信

理事 簗瀬　武史

理事 永原　國央

理事 西郷　慶悦

理事 井汲　憲治

理事 佐藤　博信

理事 阪本　貴司

理事 馬場　俊輔

理事 窪木　拓男

理事 黒岩　　茂

理事 小正　　裕

理事 加来　敏男

監事 赤川　安正

監事 後藤　昌昭

監事 馬渕　洋一

支部名

東北・北海道

関東・甲信越

中部

近畿・北陸

中国・四国

九州

　西郷　慶悦

　井汲　憲治

支部長名

黒岩歯科医院院長

公益財団法人 政策医療振興財団　前事務局長

九州大学大学院歯学府長、教授

昭和大学副学長、教授

広島大学名誉教授

佐賀大学副学長、理事

所　属

日本歯科大学新潟生命歯学部教授

東京医科歯科大学大学院准教授

堀田歯科院長

公益社団法人日本口腔インプラント学会役員・6支部長名一覧

大阪歯科大学教授

岡山大学副学長、教授

大阪歯科大学教授

医療法人社団泰峰会 ヤナセ歯科医院院長

朝日大学歯学部教授

西郷歯科医院院長

医療法人 石倉歯科医院院長

東京歯科大学水道橋病院長、教授

医療法人社団 山根歯科医院理事長

　　　　　　　　　　　（平成28年6月12日～平成30年6月総会日まで）

福岡歯科大学口腔医療センター長、教授

医療法人白鵬会 阪本歯科院長

　古谷野　潔

医療法人 加来歯科理事長

弘前医療福祉大学教授、弘前大学名誉教授

　永原　國央

　小正　　裕

　山根　　進

大阪大学大学院特任教授



資料2

委員会名 委員長 副委員長 委　員

 総　務 塩田　真 矢島安朝
片山幸太郎、黒田真司、田中譲治、野本秀材、宮﨑　隆、
江原雄二、伊東隆利

財　務 簗瀬武史 樋口大輔
鷲谷一晴、山口葉子、尾関順子、阪本貴司、久保隆靖、
木原優文、小田　茂

編　集 宮﨑　隆 又賀　泉
天野　修、石崎　明、小倉隆一、金田　隆、高森　等、
萩原芳幸、玉置幸道、前田初彦、西村正宏

学　術 古谷野　潔 澤瀬　隆
梅原一浩、近藤尚知、阿部伸一、小倉　晋、小田　茂、
日比英晴、阪本貴司、鮎川保則

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、松浦正朗、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

用　語 窪木拓男 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、福田雅幸、佐藤　聡、田中譲治、澤瀬　隆

会　則 山根　進 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 高橋　哲 横山敦郎、金田　恒、松浦正朗、池邉一典

倫　理 馬場俊輔 佐藤　聡
吉村治範、又賀　泉、簗瀬武史、山田陽一、岸本裕允、
戸田伊紀

医療･社会保険 西郷慶悦 佐藤裕二
佐藤暢也、山森徹雄、横山敦郎、井上一彦、江黒　徹、
田島伸也

表　彰 黒岩　茂 西郷慶悦
奥森直人、尾関雅彦、坂根清文、三村義昭、田中　悟、
山根　進

広　報 塩田　真 市川哲雄
山森徹雄、北川　昇、今　一裕、嶋田　淳、内藤宗孝、
十河基文、添島義樹

専門歯科衛生士 阪本貴司 和田義行
阿部田暁子、柏井伸子、松岡恵理子、加藤大輔、村井健二、
山田貴子、篠原こずえ、蓮井義則、嶋崎恵子、正木千尋

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、
友竹偉則、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 井汲憲治
黒岩　茂、藤井俊治、矢島安朝、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

加来敏男 馬場俊輔 佐藤裕二、田中譲治、原　俊浩、村井健二、若松陽子(会員外）

支部活性化
検討

小正　裕 近藤尚知 井汲憲治、村上　弘、阪本貴司、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、大久保力廣、小倉　晋、上條竜太郎、佐藤　聡、
相田　潤（会員外）

倫理審査 馬場俊輔 佐藤　聡
小山重人、近藤尚知、吉村治範、小倉隆一、片山幸太郎、
又賀　泉、山田陽一、江原雄二、岸本裕允、戸田伊紀、
城戸寛史、澤瀬　隆、名取はにわ（会員外）、若松陽子（会員外）

公益社団法人日本口腔インプラント学会 各種委員会構成員一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　（任期：平成28年7月24日～平成30年定時総会日まで)



資料3

委員会 活動状況報告

総務
・役員会（常務理事会・理事会）、総会の調整
・総務に係る審議
・各委員会との連携

財務

・経営改善方策の策定
・会議費・旅費交通費の削減
・旧年度事業の対費用効果の検証
・次年度予算・事業内容の査定
・本部/支部会計の円滑化の推進

編集

・企画原稿の対象を拡大して企画を受実した。学術大会、専門医臨床技術向上講習会のほかに、研究推
進、表彰関係ほか、会員に有益で学会に記録としても有益な情報を掲載することにした。
・投稿規程を改正した。原著論文に臨床研究を含むことにし、英文原稿を受け付けることにした。
・学会誌の表紙と本文の体裁を変更することとした。

学術
・学術大会のプログラム企画の検討
・演題システムの改善
・学術大会業務委託公募型企画競争の導入

教育・研修
・専門医研修カリキュラムプランニング（一般目標、行動目標作成：完了予定）
・専門医臨床技術向上講習会、BLS講習会企画運営

用語
・口腔インプラント学会用語集の新規収載用語の選定とブラッシュアップ
・本年度中に、増補版のウェブ出版
・日本歯科医学会歯科用語集の編纂作業

認定
・専修医、専門医、指導医審査
・認定研修在り方WG

試験
・ケースプレゼンテ－ション試験実施（第48回学術大会から日程変更）
・専門医、指導医試験の実施および２０１８年度からの専門医試験への多肢選択問題導入に向けての準
備

会則
・定款と規程との整合性の点検
・会則の見直し
・規程案の作成

国際渉外 ・タイインプラント学会との交流協定の調印など

倫理 ・会員、インプラント関連会社の倫理に関しての審査

医療・社会保険

・「口腔インプラント治療とリスクマネジメント」の見直し
・「インプラント治療のためのチェックリスト」の改訂を検討中
・「インプラントカード」の見直し
・口腔インプラント治療相談窓口についての委員会報告の学会誌への掲載を検討中
・保険導入を目指した医療技術提案を検討中

表彰
・各賞、候補者の募集と選考
・副賞、賞状の検討

広報

・国民向けホームページの更新
・ニュースレターの定期発行
・ホームページの定期更新
・報道機関からの取材対応

専門歯科衛生士
・専門歯科衛生士試験及び更新審査の実施
・専門歯科衛生士教育講座の企画及び実施

専門歯科技工士
・専門歯科技工士試験の実施
・専門歯科技工士教育講座の企画及び実施
・専門歯科技工士公開セミナーの企画及び実施

中央選挙管理 ・次年度代議員、役員選出の審査

専門医制度推進
・広告可能な口腔インプラント専門医の承認に向けての活動
・インプラント治療に係る不適切な医療広告の情報収集と対応
・日本口腔顎顔面インプラント学会との連携に向けた実務者会議活動

国際誌 ・IJIDのIFの獲得のための活動を実施中

利益相反（COI)管理 ・利益相反（COI）審査

支部活性化検討
・6支部での学術シンポジウムの開催ならびに各都道府県歯科医師会と連携しインプラント
　治療の啓発・研修活動を推進する

研究推進
・“高齢者施設の実態調査”の推進
・“訪問診療におけるインプラントトラブル対応”のポディションペーパー策定
・“インプラントのメインテナンス”に関する学会見解の策定

倫理審査 ・研究活動に関しての倫理審査

                          平成29年度各種委員会活動状況報告一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　
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庶 務 報 告 

公益社団法人 日本口腔インプラント学会 
 

正会員数  １５，１４７名（平成 29 年 9 月 12 日現在）  
 

Ⅰ 会員の動向                                

 H29.7/31 現在 H29.8/31 現在 H29.9/12 現在 

名誉会員 １９ １９ １９

正会員 １５，０３９ １５，１２３ １５，１４７

歯科医師 12,612 12,673 12,687
歯科衛生士 1,710 1,726 1,736
歯科技工士 571 578 578

  その他※ 146 146 146
準会員 ６５ ６８ ７０

歯科衛生士 36 39 40
歯科技工士 9 9 9

その他※ 20 20 21
賛助会員 ３４ ３５ ３５

合  計 １５，１５７ １５，２４５ １５，２７１

※ その他……歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士資格外の者 

 
Ⅱ 支部別正会員数区分（H29.9.12 現在） 

 

 

支部名 正会員 
東北・北海道支部 1,405
関東・甲信越支部 6,256

中部支部 1,565
近畿・北陸支部 2,906
中国・四国支部 1,186

九州支部 1,827
外国 2

合  計 １５，１４７

Ⅲ 指導医・専門医数（H29.9.12 現在） 

 

 

指導医 197
専門医 1,145
専修医 1,122

Ⅳ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ専門歯科衛生士・技工士数    
 

 

ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ専門歯科衛生士（H29.9.12 現在） 785 
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ専門歯科技工士（H29.9.12 現在） 262 
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資料 6 

 

 

平成 30 年度第 48 回学術大会のご案内 

 
 

第 48 回学術大会のテーマ 

 

インプラント治療が拓く未来 

～超高齢社会への責任～ 

 

第 48 回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会 

日 程 平成 30（2018）年 9 月 14 日（金）～16 日（日）予定 

場 所 大阪国際会議場 

大 会 長 馬場俊輔先生 （日本口腔インプラント学会理事、大阪歯科大学教授） 
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