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　（社）日本口腔インプラント学会第 40回学術
大会が来る 9月 17日（金），18日（土），19日
（日）の 3日間の会期にて，札幌市の札幌コンベ
ンションセンター（Sora ），札幌市産業振興セ
ンターにおいて開催されます。
　昨年より本学会の学術大会は本部主導とし，大
会長，準備委員長に加えて，庶務委員会，学術委
員会，教育委員会，認定委員会，倫理委員会等が
参画し，プログラムを企画しました。『信頼性あ
るインプラント専門医』のメインタイトルのも
と，課題口演，一般口演，ポスター発表合わせて
約 290演題の応募，ケースプレゼンテーション
約 200題，さらに日本歯科医師会会長大久保満
男先生をお招きしての特別講演，招待講演には昨
年提携いたしましたドイツDGI から Dr.German 
Gomez Roman 先生をお招きし，その他アジア各
国から多数の演題申し込み，歯科衛生士セッショ
ン，歯科技工士セッション，本学会指定研修施設

によるリレー講演，モーニングセミナー等目新し
い企画も組みました。併催となりました日本口腔
検査学会，さらに日本顎顔面バイオメカニクス学
会も同一場所で開催され，そして基礎医学者によ
るセミナー，歯科麻酔学セミナー，歯科放射線学
セミナー，ランチョンセミナー，とボリューム一
杯のプログラムを企画いたしました。
　また，昨年会員からのご要望のありました託児
ルームも用意し，女性医療従事者の参加もしやす
いよう配慮いたしました。また，展示業者も昨年
同様に 80社，220ブースほどになっております。
　北海道は，この季節は季候も良く，グルメ満載
とあって一番の観光シーズンとなっております。
18日の懇親会（京王プラザホテル）では，カニ，
ジンギスカン，味噌ラーメンなどの北海道のグル
メが目白押しです。会員とご同伴のご家族の方は
会費が半額ですので，是非ご参加ください。

第40回学術大会開催迫る，公益社団法人定款改正なる，
支部活動報告，平成21年度各種専門資格合格者
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事前参加登録を8月20日（金）まで延長しました
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　今年度7月17日，18日に開催されます第5回
目の専門医臨床技術向上講習会に続き，今年度2
回目となる第6回講習会を朝日大学口腔インプラ
ント科の永原國央委員が幹事となり，平成22年
11月27，28日　名古屋国際交流センター（愛知）
にて開催致します。講演者は井出吉信（東京歯科
大学解剖学講座），嶋田　淳（明海大学口腔外科），
菅井敏郎（東京医科歯科大学口腔インプラント学
講座），松浦正朗（福岡歯科大学口腔インプラント
学講座），関根浄治（島根大学医学部歯科口腔外科
学講座），代居　敬（日本歯科大学生命歯学部歯科
放射線学講座），若松陽子（関西大学，学会顧問弁
護士）の各先生を予定しております。講習会のテ
ーマは第1回より継続して行っております「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，インプラント治療に関連する
解剖，インプラント治療の術前のエックス線診査，
診断，CT撮影の必要性，成功を導くインプラント
外科手術，インプラント外科手術に伴う偶発症に
ついて，骨造成術におけるインプラント外科基本
手術，インプラント外科手術を行ううえでの全身
管理，インプラント治療に関わる医療問題につい
て現場で活躍されております7名の講師により講
演を頂き，その後，シンポジウム形式でのディス
カッションを行います。口腔インプラント専門医
臨床技術向上講習会の目的は特に専門医を取得し

た方々，またこれから専門医を目指す方々を対象
に知識と臨床技術の向上を目的に行っております。
日常臨床でのインプラント治療が自己流になって
いたり，思いこんでおられる点の確認，また最新
の情報を皆様に提供致します。第1回から第4回
までは，同じ宿に泊まり同じ飯を食べ，できるだ
け参加された先生方の交流を図りたいとの目的か
ら宿泊をご用意しておりましたが，参加者数が多く，
宿泊施設の確保が困難となり，各自で宿泊をとっ
て頂くこととなりました。但し，講演者と十分な
議論を頂くために，第1日目の終了後，講師の先
生を囲んでの懇親会は，直接ディスカッションが
できることから本講習会の一つの楽しみとなって
おります。参加単位は10単位であり，学術大会参
加時と同等の単位を取得することができます。こ
の点につきましては専門医更新時，申請時本学会
学術大会参加の必須であること，申請時の単位か
らして10単位で十分これをみたすことから認定制
度検討委員会で協議，常務理事会で承認を頂きま
した。講演者の先生方には常に最新の技術，情報，
本音のお話を頂き，また会場での熱いディスカッ
ションが常に行われ，参加された先生からは実の
ある講習会であったとの評価を頂いております。
毎回参加されている先生もおられます。是非参加
頂きたいと思います。先生方に講習会の会場でお
会いできますことを楽しみに致しております。

　平成 22年 6月 6日に開催されました，理事会，
評議員会，総会におきまして公益社団法人移行に
むけて定款および施行細則が可決・承認されまし
た。総会での定款変更には，正会員の 3/4 以上
の出席が必要であり，各支部の支部長，事務局で
は出席数を確保するため，会員への電話などによ
り委任状を集め，3/4 以上の出席を得ることが
できました。会員の皆様には，感謝申し上げます。

この後は，書類を整え，認定申請手続き（電子申
請）を行うことになります。また，できるだけ早
い時期に代議員の選出を各支部で行い，認可に備
えておく必要があります。申請後には，ヒアリン
グ，質疑応答，種々の資料要求等を受け，認可を
待つことになります。認可の暁には，会員の皆様
にお知らせいたします。

第 6回口腔インプラント専門医
臨床技術向上講習会のご案内

教育委員会委員長　渡邉　文彦

公益社団法人への移行のための定款改正が承認される



─ 5 ─

Implant News No. 12

・神奈川歯科大学附属病院
施設長：木本　克彦

・京都大学医学部附属病院歯科口腔外科
施設長：別所　和久

・鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
施設長：長岡　英一

・長崎大学病院口腔顎顔面インプラントセンター
施設長：澤瀬　　隆

・インプラント再建歯学研究会
施設長：定永　健男

・中部インプラントアカデミー
施設長：安藤　雅康

塩田　　真（東京医科歯科大学）
丹羽　　健（臨床器材研究所）
日比　英晴（名古屋大学医学部附属病院）
大森　桂二（福岡歯科大学）
田島　伸也（愛知インプラントセンター）
吉永　　修（福岡歯科大学）

勝山　英明（鶴見大学）
城戸　寛史（福岡歯科大学）
鈴木　仙一（日本大学松戸歯学部付属病院）
木本　克彦（神奈川歯科大学）
矢島　安朝（東京歯科大学）
澤瀬　　隆（長崎大学）

研修施設名変更施設
・（旧）九州歯科大学歯科補綴学第 2講座
⇒（新）九州歯科大学附属病院口腔インプラント科

・（旧）名古屋大学医学部口腔外科学講座
⇒（新）名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科

・（旧）岡山大学医学部・歯学部附属病院
⇒（新）岡山大学病院
施設長変更施設
・（旧）倉地　洋一（昭和大学歯科病院）
⇒（新）佐藤　裕二（昭和大学歯科病院）

研修施設名，施設長変更施設
・（旧）東京歯科大学歯科保存学講座　施設長：
中川　寛一
⇒（新）東京歯科大学付属病院口腔インプラン
ト科　施設長：矢島　安朝

・（旧）東京医科歯科大学歯学部附属病院インプ
ラント治療部　施設長：石川　　烈
⇒（新）東京医科歯科大学歯学部附属病院イン
プラント外来  施設長：春日井昇平

（社）日本歯科先端技術研究所
神谷　隆裕，野村　智義，丸藤　雅義，富樫　敏夫，
阿部　正明

ジャシド
　徳永　博昭
ユニバーサルインプラント研究所
一之瀬邦彦，梅村　義成，石井　秀彦，中川　孝男

愛知インプラントセンター
　阪口　尚久，山口　陽道，小出　直弘
青森インプラント研究会
　工藤　淳一
大阪口腔インプラント研究会
　髙田　勝彦，黒田　収平，白井　敏彦

平成 21年度研修施設名および施設長変更

平成 21年度新規指定研修施設

平成 21年度指導医合格者

平成 21年度専門医合格者
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（第 1回）

石橋佑季子， 貝谷　深雪， 蛭田　絵美， 大沼　洋子， 
小波津三奈子， 礒野　久美， 藤村　香織， 加瀬　洋子， 
秋山　智絵， 尾崎　京子， 岡安　紀子， 渡部あゆみ， 
松尾かおる， 杉本　琴絵， 勝　　　幸， 宗久　訓子， 
岩崎　三枝， 遠藤　眞澄， 山口　　忍， 山口みどり， 
金桝奈穂美， 冨岡ゆかり， 横山　千穂， 小林　雅代， 
水本　るみ， 渋谷　幸子， 猪原　吉恵， 坂本　　泉， 
高橋有利子， 福田奈緒美， 三谷真由美， 三好　頼子， 
前田　佳子， 寺林　加織， 山脇よし子， 津田　淳子， 
朝隈　尚子， 稲森　美枝， 和田　佳子， 巽　さやか， 
清水　紀子， 曽谷　由香， 手島　三幸， 佐相　久美， 

能登加奈子， 松本美弥子， 新田　千恵， 小野　玲子， 
増田るみ子， 棚橋　千恵， 斉藤　真理， 山田奈帆美， 
谷内田有香， 三浦依保美， 尾川　裕子， 南　　由江， 
黒川　薫代， 二口二三子， 玉井　真理， 松本　弘美， 
前田有希子， 竹村　誉子， 岩田　周子， 益田　仁美， 
早川　純子， 大澤　　愛， 小谷　友美， 伊勢路一恵， 
岩倉　准子， 川口　美和， 竹田美由紀， 佐藤　康子， 
坂本　彰子， 福岡　真弓， 島根　千佳， 山口　祥子， 
下方　雅子， 石原まりも， 内藤みどり， 徳永みどり， 
古屋えりか， 山下あすか， 榊原由希子， 稗田　綾美， 
髙橋　　薫， 川合　実咲， 西並　朋子， 清水　裕子， 
島岡　玉枝， 真田依功子， 山崎　直子， 前田　明子， 
山内　美希， 古川　優美， 山田めぐみ， 山口　記子， 

東京形成歯科研究会
　鈴木　正史，月岡　庸之
北海道形成歯科研究会
　林　　　理
北日本口腔インプラント研究会
　福嶋　　透，谷口　昭博，南　　誠二
臨床器材研究所
　金森　公朗，中西　　功，神谷　英道
京都インプラント研究所
古原　優樹，竹内　宏行，福本　和夫，磯辺　量子，

　諏訪　裕彦，山本　英貴
九州インプラント研究会
高峰　弘二，雨宮　　啓，桝屋　順一，大串　　博

口腔インプラント生涯研修センター
　太田　一伸
埼玉インプラント研究会
　青沼　　直
日本インプラント臨床研究会
　水澤　伸仁，成瀬　啓一，藤田　幸彦
愛知学院大学歯学部附属病院
　竹内　一夫
名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科
　山田　陽一
松本歯科大学病院
　堂東　亮輔

神奈川歯科大学附属病院
　木本　克彦
鶴見大学歯学部附属病院口腔顎顔面インプラント
科
加藤　道夫，新井　寿欧，森田　雅之，渡邉憲一郎

東京歯科大学付属病院口腔インプラント科
　矢島　安朝
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室
　片岡　利之
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
　廣安　一彦，髙瀬　一郎
日本歯科大学附属病院インプラント診療センター
　濱　　仁隆
日本大学松戸歯学部付属病院インプラント診療科
老沼　博一，金丸　裕美，石井　智浩，玉木　大之，
釜崎　直人，中薹　麻美

福岡歯科大学インプラント科
神村　正人，宮本　耕一，矢野　尚一，馬場　正英，
上田　秀朗，山本　勝己，山本　由佳

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
舞田　健夫

平成 21年度
インプラント専門歯科衛生士合格者
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上杉さつき， 藤本　亜紀， 菅原　佳子， 高橋　幸世， 
佐々木由紀子， 十川　悠香， 金　　才順， 長澤まどか， 
小林奈知世， 菊地　　愛， 佐藤　芙美， 石倉あゆみ， 
藤原沙友里， 新保　有香， 大井まゆみ， 海野　直子， 
半田　亜紀， 岩井　圭子， 菊田　友美， 岡本るみ子， 
武井希三子， 土生真梨子， 栗本佳世子， 向畑公仁枝， 
森貞　和美， 杉原　智子， 藤原　理恵， 富保　操子， 
高田　愛子， 伊吹　浩恵， 室田　浩美， 三好　美衣， 
山田　知佳， 安原つかさ， 谷山奈津美， 海本　美栄， 
山田　和代， 金子　明子， 東山さおり， 棚原百合香， 
森　　和美， 飯尾　直美， 西出　陽子， 長山　春菜， 
稲垣美穂子， 藤井　晶子， 田中　　梢， 尾辻　裕美， 
林　由美子， 佐藤　有美， 嶋田　典子， 田頭　美穂， 
仲野　藍子， 安藤　和枝， 日比　麻未， 加藤　恵美， 
泉　　奈里， 嶋本加奈子， 中井　尚子， 森下　理加， 
髙橋　侑奈， 林　　友美， 金森真理子， 内田　美久， 
桜場　理沙， 菅原　加奈， 畑村　美香， 髙橋　広江， 
服部　松美， 木下　理花， 大森　紘子， 八木香保里， 
濱田　美紀， 曽我部真奈美， 松川　公子， 長岐　祐子， 
寺田　典子， 木島裕美子， 西本　郁恵， 手島　　知， 
千葉　愛佳， 鈴木友佳理， 北見　保子， 飯島佳代子， 
芳賀美智子， 高橋　直子， 宮石佳代子， 實野　典子， 
麻生　清子， 加藤　和枝， 加藤ほづみ， 田口　理恵， 
植木さなえ， 前崎　有美， 髙橋　真紀， 髙橋美雅子， 
藤本　眞里， 後藤喜代子， 小西　光恵， 笹田　香奈， 
平本　里花， 古谷田啓子， 山田　千恵， 中林　宏美， 
小倉　真澄， 須川　知子， 吉村　知子， 東　　由紀， 
福島美佐子， 上田　桃代， 山本千恵子， 川西　順子， 
二羽　奈美， 宮下　純子， 河井あやこ， 青木　由紀， 
磯部由紀子， 比嘉こずえ， 嘉数　理香， 中原　祐子， 
田部明日香， 木村　和美， 大塚恵理子， 浅田のぶ子， 
柳川　　恭， 池上美佳代， 七尾由紀子， 松本　絵美， 
古川　祐香， 石川　朋美， 櫻井　高子， 齋藤恵美子， 
久保田早織， 龍野　良子， 鷲見　由美， 小出　美希， 
杉原奈津子， 神野　紫穂， 塩附　祥恵， 榊原ひろみ， 
小崎　宝子， 柴田　豊子， 和田　絵美， 冨永友香里， 
和田美佐子， 柴田久美子， 坂口　琴美， 真原ゆかり， 
竹内　明美， 田中　文子， 吉村　良子， 加藤　瑞希， 
須藤さやか， 嘉数　真理， 佐々木千夏， 星　　美希， 
濱野有紀子， 橋戸　恵子， 北原　真美， 須﨑　洋子， 
林田　多英， 葛城由起江， 大塚　慶子， 白鯛真由美， 
堀井　玲子， 山内　美奈， 田中美由紀， 西原久美子， 
溝端　直美， 竹内　　梓， 伊藤なおみ， 椋梨　　節， 
斉藤　亜澄， 小林寿美子， 渡邉　美和

（第 2回）

平岡　理恵， 中嶋まゆ子， 野中かおり， 濱中いつ子， 
伴　　葉子， 山田　直美， 大森　　彩， 佐々木広美， 
嶋宮　佳菜， 伴　万里子， 堀家　美鈴， 横田　里美， 
真鍋　順子， 合田　　愛， 久保田　藍， 高橋　誠子， 
小川真佑美， 野田　千栄， 川井　円香， 那須恵理香， 
石田　房子， 藤田　隆子， 古本　真澄， 内林　里恵， 
築地　弘美， 大石　多海， 坂本　和子， 佐々木麻衣， 
佐藤美和子， 菅谷布美子， 宮本　綾子， 田原　裕香， 
村井亜希子， 野田真弥子， 野々村悠香， 小野澤直子， 
磯野亜紀奈， 加藤　敦子， 小野寺さゆり， 熊澤　明奈， 
椎橋　美穂， 鈴木　美香， 三浦真由美， 谷山　香織， 
木村　優子， 横谷亜希子， 藪　　沙織， 石原　眞紀， 
信藤　智子， 吉弘　　幸， 大野　由衣， 真杉　幸江， 
新井　　望， 齋藤　紀子， 大内理枝子， 岡村　亜季， 
加治佐明日香， 武井　亜子， 村井　靖子， 堀田千恵子， 
松林真由美， 南　　真弓， 畑岡いづみ， 内田　裕美， 
山本　明美， 中村　　香， 中村まり子， 本多　春枝， 
小林　明子， 佐藤　容子， 情野　絵美， 合津　早紀， 
村上美穂子， 木部美智代， 中林　三朋， 谷　　幸子， 
松崎　瑞穂， 西野千恵子， 金　久美子， 多田　可縫， 
奥村　直子， 開　さち江， 有若　妙子， 筋野　広美， 
扇　　加奈， 林　由智香， 古家　麻衣， 松村　由貴， 
北垣　順子， 古宇田悠美， 高田　　愛， 新藤　紋子， 
秋枝　由美， 山畑由貴子， 宮崎　照子， 木下　智子， 
奥野瑛理香， 丸山由起子， 山﨑　ゆか， 日野　和美， 
村中　結香， 城市　由紀， 岡部　茂子， 水田沙由美， 
中西　香織， 赤坂実希子， 山田　麻未， 植木　美幸， 
田中　汐理， 笠井　宏美， 安田　麻美， 田邉　里美， 
飯田　舞子， 戸松　敬恵， 太田めぐみ， 後藤　香織， 
廣瀬　了美， 有光　香奈， 吉川　敦子， 野崎　　睦， 
中村　美保， 尾藤　仁美， 藤原奈津美， 細井　美紀， 
加藤　裕美， 森　　彩緒， 上田　聡子， 古川　美樹， 
中山みどり， 石原　弥生， 赤木　智子， 夏目美奈子， 
上野　美紀， 緩利　佳代， 三木　千津， 舩垣　彰子， 
松村　香織， 伊藤　友美， 多田　恵泉， 前川　沙織， 
藤川真由子， 武田　未来， 中島久美子， 川村　涼子， 
山西　康恵， 金川　洋恵， 向出　圭子， 大牟田千尋， 
菊地　康恵， 渡邉ひとみ， 佐々木友美， 田中あゆみ， 
大山　佳子
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東北・北海道支部

支部長　松沢　耕介

　東北・北海道支部は現在，松沢耕介支部長を中
心に，1,117 名（平成 22年 4月時点）の正会員
のもと活動しております。東北・北海道支部の
正会員の内訳は歯科医師 942名，歯科技工士 38
名，歯科衛生士 126名となっています。全国で
約 600名が取得している専門医を東北・北海道
支部においては，歯科医師会員（ 942名）の約
1割である 90名以上が取得しております。ただ

し今後は専門医数を増やすだけでなく，専門医と
して，支部会員や会員外のインプラント治療従事
者への知識と技術の伝達のみならず，倫理観の徹
底などの教育的指導者としての自覚と認識を高め
ていただくために，支部としていかに活動してい
くかが課題となっています。また東北・北海道支
部正会員数（ 1,117 名）の 1割以上を歯科衛生
士（ 126名）が占めているのは，東北・北海道
支部においても，インプラント専門歯科衛生士制
度が順調に浸透していることを示していると思わ
れます。それに比べると，歯科技工士会員（ 38
名）が伸び悩んでいますが，インプラント治療に

宗村　裕之， 佐野　　聡， 杉山　弘和， 花原　靖朗， 
山下　健太， 今西　正史， 片折　浩紀， 臼井　　勇， 
中山　貴行， 木下　浩志， 速水　　毅， 南　　俊一， 
鈴木　　剛， 太田　光教， 石橋　輝夫， 伊藤　太志， 
髙木　康彦， 羽田　政美， 宮崎　克彦， 汲田　　健， 
三溝　恒幸， 梨野　宏文， 岡田　祐也， 原　　研一， 
中村　雄次， 石井　博文， 寺本　吉則， 竹内　俊二， 
磯川　　純， 五十嵐　智， 佐久間　隆， 新井　勝之， 
日浦　伸二， 金井　武敬， 伊藤　彰英， 沼尻　浩亮， 
仲川　百枝， 山崎　佳代， 鈴木めぐみ， 杉本　泰伸， 
近藤　悠司， 石田　崇志， 福田　達也， 中川　秀紀， 
山谷　勝彦， 井上　　悟， 大伴　純平， 澤田　和佳， 
永光　宏吏， 佐藤　　司， 前田　英治， 久世　　真， 
柴田　修一， 川口　祐樹， 眞野　　哲， 平塚　敏隆， 
須賀　重勤， 若杉　順一， 佐々木義雄， 森　　真二， 
森　　亮太， 白和　孝一， 椙村　明彦， 杉山　雅一， 
杉本　　淳， 松岡　研二， 大向　宏治， 堀川　義浩， 
中嶋　章晃， 西山　克也， 足立　昭彦， 村上　泰敏， 
東　　宗秀， 井ノ内由布子， 宇髙　勝昭， 堀田　将利
梶川めぐみ， 下迫　政人， 今井　義明， 井上　　聡， 
岩川　博和， 遠藤　伸吾， 中原　達也， 岡本　裕樹， 
捧　　泰章， 小川原和宏， 釋　　厚史， 瀬島　淳一， 
成田　俊亮， 酒井　　修， 須永　　裕， 諏江　泰樹， 

北詰　浩久， 尾林　洋隆， 菊地　栄二， 長沼　剛史， 
増山　崇俊， 溝口　　悟， 浅井　容子， 浅井　宏道， 
平本　正憲， 村井　義隆， 山澤　武司， 篠田　恭平， 
西村　元彦， 塩田　智史， 中川　哲也， 藤本　直樹， 
尾崎　秀成， 千田　大典， 鶴巻　春三， 島﨑　春樹， 
乙谷　正志， 伊藤　保弘， 鈴木　正憲， 太田　光臣， 
私市　和男， 山田　詠美， 江良知江子， 竹花　　覚， 
玉井　英俊， 松本　伸一， 山田　幸夫， 富永　　賢， 
叶原　正章， 沖村　尚政， 浅野　祐二， 松本　直人， 
川端　功男， 篠島　雅直， 吉田　智之， 和泉　　健， 
仲田　誠一， 若宮　　茂， 藤山　智行， 中村　　心， 
中原　譲二， 北崎　雄偉， 古田　勝典， 櫻井　利浩， 
木村　聡志， 土屋　雅一， 原田　浩和， 荒井　貴司， 
浅野　豊年， 月居　健一， 佐藤　七施， 榎本　　永， 
八島　宏文， 内藤　匡博， 西浦　和正， 渡辺　裕士， 
大村　博之， 吉田　謙一， 三嶋　秋文， 河野　雅聡， 
戸川　直幹， 郷上　　勲， 川﨑　希人， 庄　　慶彦， 
村田　秀夫， 橘田　　修， 工藤　昌人， 木南　忠幸， 
津久井貴光， 小笠原明弘， 河田登美男， 岸本　俊也， 
塚田　靖一， 福井　淳一， 垣内　敏成， 櫻井　直生， 
田川　哲成， 塚本　匡宏， 壷坂　英哉， 田邊　智久， 
落合　知正， 江本　朋弘， 小森　洋平， 井上　亮平， 
上谷　俊雄， 田中　浩明， 川上　　功

平成 21年度
インプラント専門歯科技工士合格者

支部活動報告
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とってチームアプローチは必須であり，今後支部
としても歯科技工士が参加しやすい環境作りを検
討していきたいと考えています。支部の主な活動
は毎年秋に開催される東北・北海道支部総会学術
大会です。昨年は西郷慶悦副支部長のもと，盛
岡市で第 29回東北・北海道支部総会学術大会が
365名もの参加者を得て，盛大に開催されました。
最近の支部総会学術大会は，参加人数が増え，内
容も充実し，多くの歯科衛生士の参加などにより，
以前よりとても華やいだ雰囲気の学会になってい
ます。今年 9月には札幌で，松沢耕介大会長の
もと，第 40回日本口腔インプラント学会学術大
会が開催され，東北・北海道支部総会も併催され
ます。現在，越智守生実行委員長を中心として充
実した学会になるよう準備し，皆様をお待ちして
おりますので，ご参加の程よろしくお願い申し上
げます。

関東・甲信越支部

支部長　相浦　洲吉

　関東・甲信越支部は茨城県・栃木県・群馬県・
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山
梨県・長野県からなり，その会員数は 4,474 名
（平成 22年 3月 4日現在）であります。
　昨年（平成 21年度）の第 29回支部学術大会
（平成 21年 8月）は明海大学の嶋田　淳教授の
もと東京フォーラムで多くの参加者を得て開催さ
れました。テーマは “ Versus ” ということでした。
多種多様な術式や材料がある中で “時を得た” テ
ーマでありました。本年度の第 30回支部学術大
会は平成 23年 2月 12日（土）・13日（日）に
横浜（パシフィコ横浜）で，日本インプラント臨
床研究会の主管（大会長　井汲憲治・実行委員長
　田中譲治）で開催されます。テーマは “長期経
過症例を振り返りインプラント治療の未来を考え
る” ということです。準備もほぼ整ってきている
ようです。多くの会員の皆様に参加をいただきた
いと思います。
　29回と 30回大会の間に 1年以上の期間があ
りますので，関東・甲信越支部では，“天然歯の
保存を考える─インプラントは天然歯を超えられ
るか─” と題してシンポジウムを開催いたします。

　インプラントの有用性である骨の保全，残存歯
への負担軽減はインプラント治療を基本とした一
口腔単位の治療計画の骨格となっています。その
際，我々が残存する天然歯の保存を優先させるか，
予後を考慮し戦略抜歯を行い，インプラントを代
替とするのかの判断は，患者さん主体の歯科診療
において大変重要です。我々が口腔インプラント
治療を実践するからこそ「天然歯の保存」につい
て再考し，臨床において的確な判断を行うことは，
患者さんにとっての利益であると信じて止みませ
ん。よりよきインプラント臨床の実践のためにも，
歯科医師の本分である「天然歯を守る」観点から
講演会形式でなく，ディスカッションを中心とし
たシンポジウムを開催いたします。夏休み直後の
開催となりますが，多数の会員の皆様にご参席頂
ければ幸いと存じます。
　＊ 詳しいご案内はパンフレットで広報いたします。

中部支部

支部長　堀田　康記

　中部支部は，愛知・岐阜・三重・静岡の東海 4
県よりなり，総会員数は 1,209 名（平成 22年 3
月 4日現在）で，ここ数年かなりの増加傾向に
あります。
　今年度の活動としては，第 31回中部支部総
会・学術大会が，「インプラント治療̶より信頼
を高めるためにー」をテーマにして，平成 22年
11月 13日（土）・14日（日）の 2日間，三重
県の四日市市文化センターで開催されます。講師
として，特別講演は村上　弘先生，教育講演は河
奈裕正先生，専門医教育講座は藤井俊治先生，イ
ンプラント専門衛生士教育講座は松岡恵里子先生，
インプラント専門技工士教育講座は蒔田眞人先生
を予定しており，より良い学会を目指して現在準
備をしております。
　現在中部支部の指定研修施設は，大学系が，愛
知学院大学歯学部口腔インプラント科・朝日大学
歯学部口腔インプラント科・名古屋大学医学部附
属病院歯科口腔外科・朝日大学歯科臨床研究所付
属歯科診療所の 4施設，臨床系が口腔インプラ
ント生涯研修センター・愛知インプラントセンタ
ー・中部インプラントアカデミーの 3施設で計
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7 施設あり，インプラント治療の教育や発展に力
を注いでいます。
　来年度の活動予定は，第 41回日本口腔インプ
ラント学会学術大会が名古屋国際会議場で平成
23年 9月 16日（金）～ 18日（日）に開催さ
れる予定です。多くの先生方に参加して頂けるよ
うに計画いたします。会員のみなさまのご協力を
お願いいたします。
　中部支部はこれからも，大学・研修機関と一般
臨床医が協力して，インプラント治療をより高い
安全性と信頼のおけるものにしていきたいと考え
ておりますので，ご指導，ご支援を賜りますよう
よろしくお願いいたします。

近畿・北陸支部

支部長　江藤　隆徳

　平成 21年度の第 29回近畿・北陸支部総会・
学術大会を平成 22年 1月 30日（土），31日
（日）の両日に和歌山市（ホテルグランヴィア和
歌山）にて開催いたしました。
　今回の学術大会では「インプラントを安心・安
全・確実に」をメインテーマに，30日に開催しま
した専門医教育講座では細川隆司先生（九州歯科
大学　口腔再建リハビリテーション学分野）に「安
全確実な上顎インプラントを考える」という演題で，
上顎へインプラントを適用する上での骨質の診断
法や初期固定の評価基準，適用するインプラント
の種類や本数などに関するご講演を頂きました。
　また，市民公開講座では森田展雄先生（和歌山
県立医科大学歯科口腔外科学教室）に「インプラ
ント治療の受け方・選び方」という演題で，種々
の症例を示しながら歯科医師，患者双方の立場に
立って治療の受け方，選び方についてのご講演を
頂きました。
　31日には「インプラントを安心・安全・確実
に」をメインテーマに学術大会を開催し，一般口
演 19演題，ポスター発表 15演題の発表があり
ました。
　専門歯科技工士教育講座では木下浩司先生（大
阪歯科大学歯科技工士専門学校）に「インプラ
ント上部構造製作時における要点」という演題
で，サージカルガイド製作時のCTデータの活用

とCAD/CAMなどについてのご講演を，専門歯
科衛生士教育講座では松岡恵理子先生（日本歯科
大学新潟病院　口腔インプラントセンター）に「イ
ンプラント治療における歯科衛生士の役割　─今，
インプラント専門歯科衛生士に求められること
─」という演題で，インプラント治療を安心・安
全・確実に遂行するために歯科衛生士は何をすべ
きなのかについてのご講演を頂き，有意義な学会
となりました。
　多大のご努力とご尽力を傾注されました大会長
の武田太之先生をはじめ実行委員長の新田　賢先
生，大会事務局の井関　繁先生ならびに和歌山県
の関係各位に，心からの敬意と感謝の辞を捧げ厚
くお礼申し上げます。

中国・四国支部

支部長　山根　　進

　平成 21年度中国・四国支部の最大行事は，中
国・四国支部が主管で第 39回（社）日本口腔イ
ンプラント学会学術大会が開催されたことであり
ます。市川哲雄大会長（徳島大学大学院ヘルスバ
イオサイエンス研究部）ならびに友竹偉則準備委
員長（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研
究部）はじめ，研究部の先生がたには大会を盛り
上げていただき，本当にありがとうございました。
会場は最初，中国・四国支部内で決めたかったの
ですが，一度に 3,000 人以上が収容でき，学会
として運営が可能なところがなく，大阪国際会議
場になり，市川哲雄大会長には大変ご迷惑をかけ，
すみませんでした。メインテーマは時期を得た「イ
ンプラント治療における医療安全・安心」であり，
4,000 人以上の参加者があり，盛大で有意義な大
会でありました。大会側にまかされたシンポジウ
ムでは中国・四国支部の先生を中心に盛り上がり，
さすがに市川哲雄大会長らしいと思いました。ま
た，市川哲雄大会長発案のバッグも大好評で，企
業名のデザインによってバッグを追い求める会員
もいました。大会の新しい流れと言いますか，ラ
ンチョンセミナーが好評で，整理番号はすぐ無く
なり，弁当も足らないのに立ち見席がでるところ
もありました。市民フォーラムは「患者の皆様が
求めるインプラント治療の疑問に答える─歯科医
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師が迷うこと，患者が迷うこと─」というテーマ
で，徳島市において開催されました。
　年次大会と同時に第 29回日本口腔インプラン
ト学会中国・四国支部総会・学術大会が併催され
ました。この総会において，1）平成 22年度中
国・四国支部事業計画案，2）平成 22年度支部
予算案が審議され，承認されました。
　中国・四国支部は 9県にまたがり，会員数は
現在 901名であります。支部総会・学術大会は
この 9県で順番に担当を決めて開催しておりま
す。第 30回（平成 22年度）は島根県松江市で
11月 13，14日に開催されます。大会長は岸祐
治先生であり，準備委員長は辻光弘先生です。メ
インテーマは「インプラント治療の現状と未来へ
の安心」，会場は島根県歯科医師会館およびくに
びきメッセであります。ホームページは http：//
www.shimanetaikai.info/ であり，ひとりでも多く，
参加をお願いいたします。

九州支部

支部長　伊東　隆利

（はじめに）
　九州支部会員は 1,456 名で関東，近畿につい
て多くの会員数を誇り，これまで歴代の支部長の
指導で大学系と臨床系がお互い補完し合いながら
発展してきている。本部理事 4名，本部評議員
34名，本部監事 1名，他に委員長，委員として
本学会発展に貢献している。
（支部学術大会報告）
　第 27回（社）日本口腔インプラント学会九州
支部学術大会が平成 22年 2月 27日～ 28日に
松浦正朗福岡歯科大学教授の下で福岡国際会議場

で開催された。
　700名を超える参加者，44題の一般口演発
表，26題のポスター発表，特別講演Optimizing 
Timing of Implant Placement and Surgical 
Protocol in the Esthetic Zone（北京大学口腔医
学院インプラントセンター　邱立新教授（Prof.  
Qiu Lixin ）），招待講演Surgery and Fabrication 
Method of Implant-retained Orbital Prostheses
（北京大学口腔医学院インプラントセンター　王
鶯先生（Dr・ Wang Ying ）），専門医教育講座「欠
損補綴のパラダイムシフトと口腔インプラント─
口腔インプラントで患者の満足を勝ち取るには
─」（岡山大学大学院医歯薬総合研究科インプラ
ント再生補綴学分野　窪木拓男教授），ランチョ
ンセミナー 4題，ハンズオンセミナー 4題があり，
充実した内容のものであった。
　歯科衛生士部門教育講演は「インプラント治療
長期成功のために歯科衛生士は何を目指すか」
（添島歯科医院院長，前日本口腔インプラント学
会九州支部長　添島義和先生），歯科技工士部門
教育講演「トップダウンインプラントトリートメ
ントにおける歯科技工士の果たす役割」（福岡歯
科大学咬合修復学講座冠橋義歯学分野　佐藤博信
教授）が行われ，いずれも好評のうちに終わった。
　展示会場も50社の協力を得て，盛大に行われた。
　前日には支部役員会，評議員会が開催され，次
回第 28回は鹿児島市（長岡英一大会長，平成
23年 1月 22，23日），次々回は宮崎市と決定
された。
　引き続き行われた会員懇親会では約 150名の
参加者があり，川添堯彬本学会理事長はじめ，名
誉会員末次恒夫先生，松浦智二先生の姿も見られ，
旧交を温めることができた。

庶務委員会
委員長　山内　六男

　庶務委員会は，理事長，常務理事 5名，常務
理事以外の支部長 4名の合計 9名で構成されて
おり，年間 6回程度開催されています。
　庶務委員会の主な活動は，各種委員会からの理

事会，総会等への上程議題のとりまとめ，学会の
事業計画の策定並びに各種委員会等への付託事項
の検討，学術大会の方針検討，公益法人移行認定
作業，などです。また，会員からの要望を支部長
やホームページ等を通じて吸い上げるのもつとめ
の一つです。学会への要望等がありましたら，お

各種委員会活動報告
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申し出ください。

財務委員会
委員長　山根　　進

　財務委員会の主な仕事は事業計画の状況把握，
および予算書・決算書の作成であります。先般３
月 14日の総会で平成 22年度予算案が承認され
ました。
　事業活動収支の部において，収入の部は前年度
より1,091万円の増を見込んで，26,920万円を計
上いたしました。平成２２年度の会員増を前年度
とおなじく，1,000人と見込み，会費収入は1,100
万円増の11,680万円を計上しました。事業収益と
して学術大会運営事業収入，学会誌等刊行事業収
入，専門医制度運営事業収入，展示・広告等収入
が上げられ，事業収益は74万円減の14,384万円
を見込んでいます。平成２１年度は学術大会運営
事業収入に展示・広告等収入を計上していました
が，平成22年度より新たな科目として展示・広告
等収入を立ち上げました。専門医技術向上講習会
収入を22年度より700万円を計上し，専門医制
度運営事業収入に組み入れました。
　支出の部において，事業費は前年度比 3,230
万円増の 21,469 万円であり，管理費は 626
万円減の 5,136 万円で，事業活動支出合計は
2,604 万円増の 26,604 万円であります。学術大
会運営事業費は管理部門の経費を按分（給与，会
議室貸借料，消費税）したために，学術大会運営
事業費は 727万円増の 11,471 万円を計上しま
した。また，専門医技術向上講習会経費と管理部
門の経費を按分したために，専門医制度運営事業
費は 2,240 万円増の 4,850 万円を計上いたしま
した。管理費の給料手当が 1,022 万円減になっ
ていますが，これは事業費へ按分した額でありま
す。
　新規積算事項として，1）学会誌査読，ケース
プレゼンテーション査読，学会発表抄録のための
査読料，2）委員会等出席のための日当（ 3,000
円），3）HPリニューアル経費，4）新用語集
（会員への郵送料は学会誌に同封するものとして
520万円計上），5）英文誌ワーキング，6）新
公益法人ワーキング，7）会員管理システム改善
準備費（新公益法人取得後，学会会員個人カード
作成），8）新公益法人認定申請委託費，9）国

際交流費が上げられています。
　事業活動収支の部以外に，固定資産取得支出
（WEB会員管理・行事受付システム，平成22
年 4月完成予定）として，350万円，予備費と
して400万円が計上され，当期収支差額はマイ
ナス434万円，次期繰越収支差額は10,065万
円になります。

編集委員会
委員長　諏訪　文彦

　論文投稿に対し，感謝を申し上げます。本委員
会は，年 4回の編集会議と学会誌（特別号）5巻
の発刊が主な活動です。10名の委員は，学術的
にすぐれた情報を早く会員へお届けするように一
致団結し，粉骨砕身で精励しています。さらに，
一万人の会員を有する学会となり，英文誌発刊へ
協議を重ねて，一日でも早く実現すべく，準備活
動をしています。英語論文の投稿協力と，多くの
論文投稿を心からお待ちしております。

学術委員会
委員長　前田　芳信

　現在の学術委員会は（井上，大塚，越智，古谷野，
佐藤，武田，萩原，矢島，宮崎，前田）10名で
構成されている。学会のメインテーマに沿ったシ
ンポジウムの企画と運営，一般演題ならびに抄録
の書き方等に関する基準の作成と改訂，査読委員
会と協力しての抄録の査読基準の作成と査読等に
かかわっており，これらの作業に忙殺されている。
またインプラント治療に関する評価，リスクファ
クターのガイドライン作成作業も行っている。

教育委員会
委員長　渡邉　文彦

　平成 21年度教育委員会の活動は①学会会員へ
の教育講習会の開催，②口腔インプラント診療ガ
イドラインの作成，③歯学部における口腔インプ
ラント学の卒前教育に関する調査と口腔インプラ
ント実習の検討を行っております。学会会員への
教育講習会としては専門医臨床技術向上講習会，
BLS講習会を開催し，口腔インプラント診療ガ
イドラインの作成としては「骨粗鬆症はインプラ
ント治療成績に影響を与えるか ?」「下顎遊離端
欠損（ 2歯欠損以上）の補綴治療はどうしたら
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よいか ?」のテーマについてまとめております。
さらに 29歯学部における口腔インプラント学実
習の卒前教育に関する調査を実施し，昨年日本歯
科医学教育学会で発表し，現在実習用模型の試作
と実習内容案をまとめております。

用語委員会
委員長　赤川　安正

　用語委員会では，インプラントの急速な進歩に
呼応する新しい用語集を発刊するため，現在の用
語集の単語の仕分けと新規導入語を検討し，まず
用語集（委員会案）を準備しました。現在，この
案に対して理事長校閲の後，常任理事，理事，評
議員の皆様の意見を求めているところです。今後
それらのご意見をもとに修正し，再度，関係各位
に回覧して用語集を完成させるつもりです。平成
23年 3月に発刊の予定ですので，皆様方のご協
力を重ねてお願いいたします。

認定委員会
委員長　松沢　耕介

　認定委員会は 12名の指導医から構成され，公
平を期すために，大学系と臨床系がほぼ半々で，
特定の地区に偏らないよう選出されています。近
年，年 6回のペースで開催され，各種審査，規程，
申請書類の見直しなどを行っています。その中で
も，専門医申請者，更新者が増えるにつれ，業務
量が加速度的に増しています。そのため，朝から
夕方まで休憩なし，昼食も 15分ほどで済ませて
いますが，それでも追いつかない状態です。

試験委員会
委員長　阿部　成善

　試験委員会では認証医，専門医，指導医取得へ
の試験に係わる一連の仕事に対する諸活動を行っ
ています。数回の諸会議を開催し，ケースプレゼ
ンテーション試験症例の概要報告書の審査，試験
委員 30名総勢によるケースプレゼンテーション
試験実施，ケースプレゼンテーション試験合格判
定会議，専門医，指導医試験実施，専門医，指導
医の合格判定会議，10名の試験委員によるケー
スプレゼンテーション論文の査読を行っています。

国際渉外委員会
委員長　渡邉　文彦

　昨年，第 39回口腔インプラント学会学術大会
でドイツ口腔インプラント学会DGI（ Deutsche 
Gesellschaft fur Implantologie ）との学術協定を
結び，これに基づいてドイツとの交流を進めて
おります。またDGI 以外の国との学術交流を図
るため，各国のインプラント学会の状況に関する
情報を収集し，また学術交流に向けての調査，検
討を致しております。さらに海外からの本学会へ
の参加に関しての対応が明確でなかったことより，
この対応に関する取り決めを作成しました。

倫理委員会
委員長　後藤　昌昭

　昨年の総会において倫理規程ならびに倫理懲戒
調査規則が承認されました。1万人を越える会員
を擁する本学会として，インプラント治療におけ
る倫理規範遵守と信頼性を確保することを会員に
十分に自覚していただくことが目的であり，今後
はこれらの規程に則り，諸問題に対処していくこ
とになります。情報が氾濫する中にあって，公平
性，透明性を守りながら，本委員会活動を続けて
いかねばと思っております。

医療・社会保険委員会
委員長　伊東　隆利

　本委員会の役割は①ガイドラインの作成，②医
療安全についての啓発，③社会保険制度関与の検
討等であるが，いずれも複雑な問題を含んでいる。
インプラントに関するクレーム，事故が報道され
ているが，本学会の対応として「医療安全」につ
いて本委員会が第 39回 JSOI 大会におけるシン
ポジウムを担当した。
　また第 40回大会でも「緊急シンポジウム医療
安全Part2 」として企画している。インプラント
と先進医療，社会保険制度関与の検討のため日本
歯科医学会のワークショップに出席し，理解を深
めている。

表彰委員会
委員長　榎本　紘昭 

　表彰委員会では，毎年本学会の顕彰部門に関し
て，名誉会員・学会特別功労賞等の推薦のあった
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候補者（表彰制度規程第 7条）についての審査，
および選考，また学会特別論文賞他各賞（表彰制
度規程第 8条，内規）に相応しいかどうかの審
議を行い，これに基づき選考した結果を，理事会
へ答申する重責を担っている。

広報委員会
委員長　春日井昇平

　広報委員会は，学会から会員の皆様への連絡と，
一般の患者さんへの情報発進を目的として活動を
行っています。年 2回会員の皆様に郵送してお
届けしている「インプラントニュース」の発行と，
学会ホームページの改訂が主な業務です。それら
に加えて今年度は特に，学会ホームページを使用
しやすいものにすること，ホームページを通じて
一般の患者さんへ積極的に情報発信することにつ
いて検討を行っていきたいと考えています。

インプラント専門歯科衛生士委員会
委員長　永原　國央

　平成 21年度は専門歯科衛生士委員会を 4回
開催しました。「インプラント専門歯科衛生士制
度」暫定期間最後の年度であったことで，11月
の第 1回委員会では約 280名，3月の第 4回委
員会では約 160名のインプラント専門歯科衛生
士申請書類の審査を行いました。それに加え，平
成 22年度からのインプラント専門歯科衛生士制
度の本格運用にあたり，本制度規程，細則，運営
規程等の改訂を審議し整理しました。

インプラント専門歯科技工士委員会
委員長　末瀬　一彦

　委員会においては申請書類の審査，制度規定や
施行細則，申請書の見直しなどを行っていますが，
暫定期間が終了し，いよいよ平成 22年度申請か
ら筆記試験および口述試験を加えた専門歯科技工
士試験が始まります。そのために試験の実施方法
などについてすでに検討し，会告に至っています。
もちろん試験は厳正ですが，これまで通り申請書
類には細心の注意を払って審査を行います。申請
される方には書類の不備がないよう，また症例写
真は鮮明かつ適正なものを提示して下さい。申請

方法や試験の実施方法については次回の学会専門
士セミナーにおいて解説させていただきます。現
在までに専門歯科技工士を取得された歯科技工士
は 315名（歯科技工士会員数 476名）です。

中央選挙管理委員会
委員長　高橋　康則

　現在，副委員長に小倉市開業の中野　充先生，
委員に京都市開業の古原英男先生，山口県下松市
で開業の田中　悟先生，浜松市開業の山口陽道先
生，東京都文京区開業の志賀泰昭先生，東京都杉
並区開業の藤野　茂先生，そして私の 6名の委
員で中央選挙管理委員会を運営しております。
　ご承知の通り中央選挙管理委員会は 2年に一
度の会長選に向けて活動をしておりますので，改
選年の 4月 1日以降に中央選挙管理委員会を開
催し改選年の 4月 1日現在の支部ごとの正会員
数の確認を行っており，特に毎年の報告はござい
ません。今年度は来年に向けての準備期間ですが，
現在公益法人化により代議員制に移行することが
予想されておりますので，6月の総会の結果を待
ちその後に活動をしたいと思っております。現在，
会員数が一万人を超えた日本口腔インプラント学
会ですので，中央選挙管理委員会の使命は大変重
要であると考えております。会員の皆様には今後
もご理解とご協力をお願い致します。

認定制度検討委員会
委員長　川添　堯彬

　本委員会は，今回の執行部から設置された新し
い委員会で，川添堯彬委員長，伊東隆利副委員長，
各制度担当委員長 3名，その他 4名から構成さ
れています。開催時期は不定期ですが，昨年は 3
回開催されました。
　本委員会の主な目的は，本学会の資格付与制度
である，認証医，専門医，専門歯科衛生士，専門
歯科技工士の受験資格や試験内容などが偏らない
ように調整すること，制度改正時の各制度間の整
合性を図ること，試験時期の調整などです。これ
まで専門歯科衛生士制度改正案，専門歯科技工士
制度改正案などについて検討しました。



─ 15 ─

Implant News No. 12

平成 22年度（社）日本口腔インプラント学会支部総会一覧

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30回

東北

北海道

平成22年

９月17日（金）

～19日（日）

第40回年次学術大会併催

第30回大会長：松沢 耕介

札幌コンベンションセンター

札幌市産業振興センター

〒003-0006

札幌市白石区東札幌６条１丁目1-1

TEL：011-817-1010

FAX：011-820-4300

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

〒061-0293

北海道石狩郡当別町金沢1757

TEL：0133-23-1059

FAX：0133-23-1059

越智守生

第30回

関東

甲信越

平成23年

２月12日（土）

～13日（日）

第30回大会長：井汲 憲治

パシフィコ横浜

〒220-0012

横浜市西区みなとみらい1-1-1

TEL：045-221-2155

（総合案内）

日本インプラント臨床研究会

〒102-8481

東京都千代田区麴町5-1

弘済会館ビル 株式会社コングレ内

TEL：03-5216-5318

FAX：03-5216-5552

第31回

中部

平成22年

11月13日（土）

～14日（日）

第31回大会長：林 尚史

四日市市文化会館

〒510-0075

三重県四日市市安島2-5-3

TEL：059-354-4501

FAX：059-354-4093

伊藤歯科

〒516-0008

三重県伊勢市船江1-5-60

TEL：0596-29-2020

FAX：0596-29-2029

伊藤幸司

第30回

近畿

北陸

平成22年

11月20日（土）

～21日（日）

第30回大会長：伊井 克安

AOSSA

（アオッサ・福井県県民ホール)

〒910-0858

福井市手寄１丁目４番１号

TEL：0776-87-0003

矢部歯科医院

〒910-0804

福井市高木中央２丁目3508

TEL：0776-53-2371

FAX：0776-53-2581

矢部道一

第30回

中国

四国

平成22年

11月13日（金）

～14日（日）

第30回大会長：岸 祐治

13日（土）島根県歯科医師会館

14日（日）くにびきメッセ

〒690-0884

島根県松江市学園南一丁目2-1

TEL：0852-24-1111

FAX：0852-22-9219

辻歯科医院

〒690-0884

松江市南田市147-1

TEL：0852-24-4582

FAX：0855-95-0007

辻 光弘

第28回

九州

平成23年

１月22日（土）

～23日（日）

第28回大会長：長岡 英一

かごしま県民交流センター

〒892-0816

鹿児島市山下町14-50

TEL：099-221-6600

FAX：099-221-6640

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

〒890-8544

鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

TEL：099-275-6222

FAX：099-275-6228

鎌下祐次
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▼東北・北海道支部
（北海道） 笹川　政嗣， 坂野　　研， 二宮　隆明， 
堀　　聖尚， 深瀬　寛也， 池田　欣希， 上田　耕平， 
嶋村成一郎， 岩渕　英明， 高山　芳幸， 佐々木紘子， 
阿部　浩亮， 吉井　　透， 青山　貴則， 金山　大助， 
松梨　　寛， 中田　久夫， 工藤　憲生， 坂田　美幸， 
谷脇　明宏， 越野　　寿， 小林　加奈， 市岡　勇輝， 
福本　真大， 遠藤　一彦， 木村いくみ， 山口　友隆， 
坪田　亘基， 佐竹　将玄， 岩田　泰明， 浦本　英二， 
笠井　郁世， 佐藤　里織， 佐藤　雄人， 金森　　剛
（青森県） 伊藤　恵一， 小川　　慧
（岩手県） 古屋　純一， 山田　雅寛， 鈴木　哲也， 
畠山　　航， 佐々木　健， 横田　　潤， 玉田　泰嗣
（宮城県） 会場　理惠， 小林　雅人， 佐野　有哉， 
金高　弘恭， 大高　　慎， 虻江　　勝
（山形県） 大泉　博史， 石田　　修， 堀　　　樹， 
鈴木　喜之， 本間　　済
（秋田県） 中山　智亮， 中山伊知郎
（福島県） 金子　友紀

▼関東・甲信越支部
（茨城県） 福田　輝幸， 尾関　和秀， 石﨑　達司， 
牧　　浩壽， 須藤　文彦， 人見奈々恵， 長濱　英嗣， 
高田　将生
（群馬県） 関根　史剛， 田口　章太
（埼玉県） 李　　知午， 竹市　光敏， 須永　　亨， 
志賀　勇哉， 安田　光伸， 中村　　信， 橋本るみこ， 
君塚　　崇， 鈴木智香子， 佐藤　正弘， 青山　智美， 
有賀英一郎， 奥脇　秀和， 岡田　　浩， 伊藤　　聖， 
龍田　恒康， 髙松沙耶子， 宮﨑さゆり， 田中　　敦， 
榎木祐一郎， 大澤　敏広， 下田　文香
（山梨県） 福本　晃祐， 寺田　典生， 渡辺　希江
（新潟県） 近藤　大輔， 熊倉　義直， 飯島　　浩， 
江口　洋輔， Stegaroiu Roxana ， 堀井　信哉， 
風間　未来
（神奈川県） 井上　羊子， 江木　佳世， 原野里羽子， 
加来賢太郎， 矢部　秀樹， 工藤　智也， 河原　健司， 
山内　由隆， 中平　賢吾， 長内　敬代， 本田　倫史， 
宍戸孝太郎， 青木　隆幸， 浦東　直利， 鮫島　佳子， 
植山　正史， 仲村　倫希， 若生美智代， 別部絵利子， 

川上健太郎， 伊藤　裕人， 武藤　隆嗣， 的場　祐子， 
錦織　聡明， 野宮由里子， 佐々木剛史， 三壁　信洋， 
田島大太郎， 鎌田　政宣， 廣田　正嗣， 内田　光彦， 
能勢　　誠， 横山　祐紀， 山田　祥人， 福田　優子， 
佐藤　　薪， 小西　弘晃， 時庭由美子， 藤堂　素子， 
小飯田武広
（千葉県） 金田　喜正， 福与　大介， 石井　祥子， 
征矢　　学， 丸山　　勤， 植村　晃一， 橋間　丈朋， 
宮地　清文， 杉山　　均， 小田　裕子， 安田　博光， 
竜　　正大， 安井　雅子， 古池　崇志， 辻　　　将， 
佐々木啓充， 飯島　孝大， 大塚　裕之， 横田　　章， 
谷本　安浩， 小池　朱美， 北條　弘明， 萩原　和明， 
朱　　建興， 趙　　　剣， 川村　隆博， 柳沢　哲秀， 
吉澤　佑世， 額賀　智之， 萩原　広明， 守　源太郎， 
門田　和也， 戒田　梢子， 白井　　亮
（長野県） 竹淵　　哲， 秋田　大輔， 金子　　至， 
木村　晃大， 丸川　和也， 大塚　麻美， 古田　浩史， 
吉澤　光弘， 甘利　光治， 窪田　裕一， 廣瀬　絵美， 
三溝　泰弘， 加藤　直美
（東京都） 森川　　理， 小出　恭代， 横田　真也， 
守屋　　彩， 織田　英毅， 拝野　俊之， 松岡　大輝， 
岡﨑　浩典， 松尾　　朗， 矢島　昇悟， 竹野　智崇， 
内堀　英貴， 福田　　雄， 加部　聡一， 生田　剛史， 
芝　多佳彦， 徳泉　美佐， 伊藤　　泰， 山内　友哉， 
榊　　航利， 橋本　卓馬， 田島　右資， 高原　博宣， 
松本　圭史， 松本　史弘， 堀　　文隆， 榎本　昭紀， 
小林　賢一， 手塚　貴雄， 荒井　　学， 久木元延宏， 
保谷　　賢， 半澤　一明， 霜　　信孝， 加藤　　崇， 
杉本　一野， 池澤　佑樹， 高木　廉平， 佐藤　宏和， 
池田　照彦， 朴　　幸佑， 髙木　謙一， 山田健太郎， 
柳澤　達雄， 小長井和裕， 平部　元枝， 田中　雄一， 
小林　一久， 三橋　　純， 山口　菊江， 藤島　昭宏， 
一色ゆかり， 塚田　真一， 濱野　英也， 小野沢秀樹， 
于　　　淼， 藤田日登美， 林　　　遼， 大林　尚人， 
小竹　秀和， 矢津田真麻， 蛭間あゆみ， 鎌田いづみ， 
高松　　礼， 佐藤　裕美， 久保　昌弘， 高根　　努， 
井原雄一郎， 浅川　勇人， 関原　　仁， 久保田優里， 
近津　大地， 内海百合子， 小林　　公， 島野　俊之， 
菅原　秀美， 髙木　容子， 小野　康寛， 江端　　洋， 
藤野　能成， 小林　弘清， 青柳　有祐， 関　　康宏， 

新入会者紹介
（平成 22年 1月 4日～平成 22年 5月 31日）
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安藤　進夫， 宮坂　　平， 小飼　英紀， 戸田　成紀
（栃木県） 檜山　成寿

▼中部支部
（愛知県） 押村　侑希， 小澤貴三郎， 古澤　　学， 
中川　正樹， 福澤　慎也， 阿久根竜大， 浅井　崇文， 
奥井　英幹， 横井　寛之， 後藤　光三， 林　　徳俊， 
中村健太郎， 杉石　　晋， 西嶋　宏禮， 長谷川善弘， 
山脇　大介， 牧　　公彦， 山口　大輔， 神農　豊隆， 
阿部亜希子， 山本　公珠， 李　　躍東， 坂根　　瑞， 
長谷川信洋， 柴田　紀幸， 髙田英一郎， 
MISHRA MANISH， 伊藤　友博， 岩味　　潤， 
安藤　友二， 坂田　麗奈， 村田　佳紀， 遠山　達彦， 
駒田　靜哉， 山田　康平， 吉原健太郎， 岩井　孝充， 
伊藤有実子， 大野　芳弘， 熊野　弘一
（岐阜県） 川口真美賀， 広瀬　　俊， 江幡　晃治， 
下出　　輝， 柴田　敏之， 郷　　純平， 松岡なつき， 
岩瀬　啓介， 藤井　和夫， 森川　貴史， 淺原　忠雄， 
浦田　裕介， 小出　洋平， 西山　瑠依
（三重県） 伊藤　雄鐘， 片山　　昇， 伊東　信介
（静岡県） 川口　博香， 江川　靖彦， 井出　吉彦， 
鈴木　英史， 鈴木　明彦， 小長井信治， 大石　高淑， 
西澤　誠剛， 藤野　博丈， 山口　芳行， 佐藤　里紗， 
長谷川浩子

▼近畿・北陸支部
（京都府） 杉　　典子， 坂野　泰造， 中尾　幸介， 
小森　由子， 川村　謙輔， 若城　健介， 井上　祐利， 
古森　　賢， 河岡　有美， 奥田優貴子， 太田　義教
（滋賀県） 田中　克弥， 窪田　亮介， 堀澤　建介， 
村上　拓也
（石川県） 小林　　晋， 田畑　　繁， 向　　将志， 
西　　康伸， 五十嵐常仁， 長久　宗弘， 池上　裕子， 
山田　宗宏
（大阪府） 上谷　智哉， 山中　愛子， 福本　雅美， 
上村　清仁， 崎田　典男， 金田　善俊， 小山　賢治， 
叶　　哲也， 和田　剛信， 林　　清誠， 辻本　貴之， 
小林　宗正， 明石　喜裕， 谷口　祐介， 山口　聡哉， 
信貴　大祐， 松下　孝直， 横田　若生， 川端千香子， 
北村　浩美， 林　亜紀子， 上芝　直樹， 蘆田　俊二， 
小西美加代， 髙尾　夕貴， 安東　基良， 安田　篤史， 
藤井　隆晶， 藤野　智子， 奥田　実希， 稲野　眞治， 

河野多香子， 阪中　孝之
（奈良県） 髙﨑　真一
（富山県） 米山　耕司， 吉田　真治
（福井県） 清水　　厳， 谷畠　里誌， 篠島　清修
（兵庫県） 田中　久雄， 下田　隆史， 森本　佳奈， 
米田　智志， 藤本　耕二， 山下　大輔， 渡邊　俊丈， 
西村　知晃， 西垣　慶之， 山田　理浩， 田中　美江， 
廣本　孝史， 瀬川　英美， 大間知資雄， 辻野　博大， 
髙野　雅彰， 杉　真一郎， 藤本　圭介， 前田　美沙， 
田中　佑輔
（和歌山県） 圡谷　直平， 岩端　秀幸， 穴原　伸晃， 
藤田　豊大， 古薗　　勉

▼中国・四国支部
（愛媛県） 井上　知則， 永井　伸人， 木原さやか
（岡山県） 脇本　真理， 三木　春奈， 田中　賢治， 
畑中　乾志， 田中　　力， 小林　文治， 芝﨑　　宏， 
平田　泰久， 仲田　直樹， 人見　浩二， 檜尾　光子
（広島県） 栗原　　茂， 梶井　正文， 今利　直也， 
有田　一喜， 有重　敬太， 藤本　文彦， 大石　憲一
（香川県） 田中　彩夏， 齋藤　隆司， 目黒敬一郎， 
田村　和也， 三木　武寛， 蔦川　裕来
（山口県） 沖田　　順， 礒邉　貴子
（鳥取県） 道田　章仁
（島根県） 高村雄太郎
（徳島県） 森　　博子， 富永　知穂， 橋本　芳郎， 
李　　　景

▼九州支部
（宮崎県） 黒木　道明， 金城　正典
（熊本県） 野口　尚代， 前田　大輔， 岩村　依美， 
岩下みなよ， 酒井　麻光， 竹谷　和子， 園木　　誠， 
小野　秀樹， 三好　優輝， 遠藤　善孝
（佐賀県） 林　　利典， 坂井　一弥， 小笠原誠司
（鹿児島県） 武原　政嗣， 戸川　　寛， 太田　剛史
（大分県） 中垣内　卓
（長崎県） 内田　　聡， 池田　秀吉， 菅原　敬道， 
渡邉亜梨沙， 田中　利佳， 田中美保子， 河野　俊広， 
角町　鎮男， 宇田　航希， 末廣　史雄
（福岡県） 西村　彰弘， 宇佐美晶信， 中野　陽介， 
佐々木　碧， 田村　暁子， 高橋　淳一， 我如古清太， 
村川　達也， 篠﨑　陽介， 梶原　基弘， 鬼塚　得也， 
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内丸　雅之， 松島　道人， 下川沙緒利， 山内　志保， 
中川　文雄， 北村　亮二， 古賀　　浩， 山地　正樹， 
坂田　憲彦， 葉山　揚介， 川本賀奈子， 荻野　真介， 

重冨　澄保， 松浦　　顯， 松木　良介
（以上 521名）
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今後の学術大会
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

大会長： 堀田康記

　　　　 （（社）日本口腔インプラント学会理事　

中部支部長）

準備委員長： 村上　弘

　　　　　　 （愛知学院大学歯学部高齢者歯科学

講座 口腔インプラント科）

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
インプラント学会 検索
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