平成３０年度日本歯科医学会専門分科会総会一覧表
（平成30年1月現在）

専門分科会名
歯科基礎医学会

総会（学会）
第60回学術大会

開催期間･場所
9月5日（水）～7日（金）

九州大学大学院歯学研究院

九州大学医学部百年講堂（福岡県） 清島

2018年春季学術大会
（第148回）
日本歯科保存学会
2018年秋季学術大会
（第149回）
日本補綴歯科学会

日本口腔外科学会

日本矯正歯科学会

日本口腔衛生学会

第127回学術大会

第63回総会・学術大会

第77回学術大会

第67回総会
第71回
学術講演会（春期）

日本歯科放射線学会

日本小児歯科学会

第59回学術大会・総会

第56回大会

第61回春季学術大会

日本歯科麻酔学会

日本歯科医史学会

第46回総会･学術集会

第４６回総会･学術大会

日本歯科医療管理学会 第59回総会・学術大会

日本歯科薬物療法学会 第38回総会･学術大会

日本障害者歯科学会

日本老年歯科医学会

教授

株式会社日本旅行 西日本ＭＩＣＥ営業部

横浜みなとみらいホール

石井信之

TEL 06-6342-0212 / FAX 06-6342-0214
E-mail：jscd148@nta.co.jp

11月1日（木）～2日（金）

愛知学院大学歯学部

株式会社コングレ 中部支社

京都市勧業館みやこめっせ

三谷章雄

TEL：052-950-3369 / FAX：052-950-3370

6月15日（金）～17日（日）

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 （公社）日本補綴歯科学会

岡山コンベンションセンター
ホテルグランヴィア岡山

皆木省吾

11月2日（金）～4日（日）

東京歯科大学

【運営事務局】（株）コングレ内

幕張メッセ

柴原孝彦

TEL 03-5216-5318 / FAX 03-5216-5552
E-mail:jsoms2018@congre.co.jp

10月30日（火）～11月1日（木）

日本歯科大学生命歯学部

株式会社コングレ内

パシフィコ横浜（神奈川県）

新井一仁

TEL03-5216-5318 / FAX 03-5216-5552
E-mail:jos2018@congre.co.jp

5月18日（金）～20日（日）

北海道医療大学歯学部口腔構造・
機能発育学系 保健衛生学分野

（一財）口腔保健協会

札幌市教育文化会館

千葉逸朗

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873

4月14日（土）～15日（日）

大阪歯科大学歯科理工学講座

（一財）口腔保健協会

今井弘一

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873

大阪歯科大学

楠葉学舎

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

日本顎関節学会

日本歯内療法学会

日本レーザー歯学会

コンベンション事業部

コンベンション事業部

6月6日（土）～ 7日（日）
北海道大学

吉田靖弘 教授

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873

5月25日（金）～ 27日（日）

神奈川歯科大学

神奈川歯科大学 大学院歯学研究科
態診断治療学講座

神奈川歯科大学

櫻井

TEL 046-822-8851 / FAX 046-822-8850
E-mail:jsomfr59@kdu.ac.jp

5月10日（木）～11日（金）

大阪歯科大学

日本旅行西日本MICE事業部

大阪国際会議場

有田憲司

TEL 06-6252-5044 / FAX 06-7657-8412
E-mail:jspd56th@west.jtb.jp

6月1日（金）～2日（土）

東京歯科大学

（株）日本旅行

京王プラザホテル（東京都）

齋藤

TEL 06-6342-0212 / FAX 06-6342-0214
E-mail：jsps61@nta.co.jp

10月26日（金）～27日（土）

大阪歯科大学

（株）日本旅行

リーガロイヤルホテル大阪

梅田

TEL 06-6342-0212 / FAX 06-6342-0214
E-mail：未定

10月4日（木）～7日（日）

日本歯科大学

（株）日本旅行

奈良春日野国際フォーラム甍（奈良県）

砂田勝久

TEL：03-5402-6401 / FAX：03-3437-3944
E-mail:jdsa_46@nta.cp.jp

9月29日（土）

日本歯科医史学会

日本歯科医史学会事務局
（日本大学松戸歯学部 歯科麻酔学講座内）

東京ガーデンパレス（東京都）

別部智司

TEL：047-360-9438 / FAX：047-360-9439
E-mail:JSDH1967@gmail.com

7月20日（金）～22日（日）

日本歯科大学新潟生命歯学部学部長
歯科麻酔学講座教授

株式会社 アド・メディック内

日本歯科大学新潟生命歯学部

藤井一維

TEL 025-282-7035 / FAX 025-282-7048
E-mail:59jdpa@admedic.jp

3月22日（木）～24日（土）

日本大学歯学部口腔外科学講座 （一財）口腔保健協会

タワーホール船堀

大木秀郎

11月16日（金）～18日（日）

一般社団法人東京都中野区歯科医師会

（一財）口腔保健協会

中野サンプラザ（東京都〉

山内幸司

TEL 03-3947-8891 / FAX 03-3947-8341

6月22日（金）～23日（土）

昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 株式会社日本旅行ECP営業部

きゅりあん（品川区立総合区民会館）

佐藤裕二

7月27日（金）～28日（土）

奥羽大学歯学部

（一財）口腔保健協会

奥羽大学

大野

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873
E-mail:jdea37@kokuhoken.jp

9月14日（金）～16日（日）

大阪歯科大学口腔インプラント科 日本コンベンションサービス株式会社

学術交流会館

孝

淳

誠

教授

教授

教授

教授

教授

理事

教授

コンベンション事業部

顎顔面病

西日本MICE営業部内

西日本MICE営業部内

コンベンション事業部

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873
E-mail:jsdmcp-jsotp2018@kokuhoken.jp

コンベンション事業部

第35回総会および学術大会

第29回学術大会

第48回学術大会

第31回総会･学術大会

日本臨床口腔病理学会 第29回総会･学術大会

日本接着歯学会

TEL 03-5733-4680 / FAX 03-5733-4688
E-mail:hotetsu-gakkai01@max.odn.ne.jp

北海道大学大学院歯学研究科生
（一財）口腔保健協会
体理工学教室

会長

教授

日本歯科医学教育学会 第37回総会および学術大会

日本口腔インプラント学会

TEL: 092-712-6201 FAX: 092-712-6262
E-mail: 60jaob@convention.co.jp

神奈川歯科大学

日本歯周病学会
第61回秋季学術大会

保

日本コンベンションサービス株式会社
九州支社内

6月14日（木）～15日（金）

日本歯科理工学会
第72回
学術講演会（秋期）

連絡先･電話

責任者

第37回学術大会

第39回総会･学術大会

第30回総会･学術大会

敬

教授

コンベンション事業部

関西支社内

TEL 06-6221-5933 / FAX 06-6221-5938
E-mail:jsoi2018＠convention.co.jp
株式会社エス・ティー・ワールド
コンベンション事業部
TEL：092-288-7577 FAX：092-738-3791
E-mail: jstj31@stworld.co.jp

大阪国際会議場（大阪府）

馬場俊輔

7月7日（土）～8日（日）

九州歯科大学歯学部顎口腔欠損再構築学分野

北九州国際会議場

鱒見進一

8月24日（金）～26日（日）

東京歯科大学 臨床検査病理学講座 東京歯科大学 臨床検査病理学講座

東京歯科大学水道橋校舎

井上

11月10日（土）～11日（日）

日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第2講座

（一財）口腔保健協会

日本歯科大学新潟生命歯学部講堂・アイヴイホール

新海航一

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873

7月7日（土）～8日（日）

福岡歯科大学口腔治療学講座歯科保存学分野

（一財）口腔保健協会

福岡国際会議場

阿南

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873

10月19日（金）～21日（日）

日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座

（一財）口腔保健協会

日本歯科大学生命歯学部

沼部幸博

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873

富士見ホール

孝

壽

教授

TEL 03-5402-6401 / FAX 03-3437-3944
E-mail：gero_29@nta.co.jp

教授

教授

教授

教授

教授

TEL 03-6380-9252 / FAX 未定
E-mail: 29jsop11sedp2018@gmail.com

コンベンション事業部

コンベンション事業部

コンベンション事業部

平成３０年度日本歯科医学会認定分科会総会一覧表
（平成30年1月現在）

認定分科会名

日本口腔感染症学会

総会（学会）

第27回総会・学術大会

開催期間･場所
10月13日（土）～14日（日）
広島大学広仁会館

日本臨床歯周病学会

日本歯科審美学会

日本顎口腔機能学会

日本歯科東洋医学会

日本顎変形症学会

千葉大学大学院医学研究院口腔外科学講座
内

千葉市市民会館（千葉県千葉市）

丹沢

TEL / FAX 043-226-2300
E-mail: sika-koukugeka@office.chiba-u.jp

北九州国際会議場、西日本総合展示場新館AIM

日本顎咬合学会

日本磁気歯科学会

日本口腔診断学会

日本口腔腫瘍学会

日本口腔リハビリテーション学会

日本口腔顔面痛学会

日本口腔検査学会

埼玉医科大学医学部
口腔外科学講座
大会長：依田哲也 教授

鈴川雅彦

TEL 092-288-7577 / FAX 092-738-3791
E-mail:jacp36＠stworld.co.jp

9月29日（土）～30日（日）

明海大学歯学部

（一財）口腔保健協会 コンベンション事
業部

ウェスタ川越

藤澤政紀

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873
E-mail:http://www.kokuhoken.jp/jaed29/mail/

4月21日（土）～22日（日）
鶴見大学会館

鶴見大学歯学部
クラウンブリッジ補綴学講座
小川
匠 教授

10月20日（土）～ 21日（日）

大阪大学歯学部

森ノ宮医療大学

瀧

6月14日（木）～15日（金）

大阪大学

ナレッジキャピタル

古郷幹彦

第60回学術大会

院長

教授

第36回総会・学術大会
邦高

コングレコンベンションセンター

コンベン

鶴見大学歯学部
クラウンブリッジ補綴学講座
TEL 045-581-8416 / FAX
E-mail：shigemoto-s@tsurumi-u.ac.jp

TEL / FAX
E-mail:

臨床教授

運営事務局 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
ミーティング＆コンベンション事業部

第28回総会・学術大会

TEL 06-6348-1391 / FAX 06-6456-4105
E-mail:jawd28@jtbcom.co.jp

教授

6月23日（土）～24日（日）

東北大学大学院歯学研究科
口腔システム補綴学分野

株式会社 東北共立

トークネットホール仙台（仙台市民会館）

大会長：佐々木啓一

TEL /FAX 022-246-2591／022-249-5618
E-mail:jasd29@tohoku-kyoritz.co.jp

6月28日（木）～30日（土）

徳島大学大学院医歯薬学研究部
口腔機能管理学分野

運営事務局：株式会社アイデル
〒770-0873 徳島市東沖州1-7 建物1F

徳島大学 大塚講堂

松山

TEL 088-677-6777／FAX 088-677-6666
E-mail：jamp35@aidel.jp

6月9日（土）～10日（日）

大会長：上田秀朗

第35回総会・学術大会

美和

教授

教授
理事長

第36回学術大会・総会

第28回総会・学術大会

TEL 092-288-7577 / FAX 092-738-3791
E-mail:jstj31@stworld.co.jp

広島国際会議場

第36回学術大会

第29回日本歯科審美学
会学術大会

運営事務局：株式会社エス・ティー・ワー
ルドコンベンション事業部

(株)エス・ティー・ワールド
ション事業部内

日本顎咬合学会学術大会事務局

東京国際フォーラム

TEL 03-3261-0474 / FAX 03-6675-9539
E-mail : gakujutsu@ago.ac

11月3日（土）～4日（日）

日本歯科大学新潟生命歯学部

大会長：永田和裕 准教授
（日本歯科大学新潟生命歯学部
総合診療科)
日本歯科大学新潟生命歯学部アイブィホール

TEL 025-267-1500 / FAX 025-267-1134
E-mail:nagata@ngt.ndu.ac.jp

埼玉医科大学かわごえクリニック

大会長：下山哲夫 教授
（埼玉医科大学総合医療セン
ター
歯科口腔外科）

12月1日（土）～2日（日）

大会長：河奈裕正

東京国際交流館

慶應義塾大学医学部
歯科・口腔外科学教室

7月14日（土）～15日（日）

大会長：福島直樹

医療法人樹光会

福岡県歯科医師会館

医療法人樹光会

TEL 092-737-6480 / FAX
E-mail:fukushima-shika@tau.bbiq.jp

9月14日（金）～15日（土）

里村一人

横浜開港記念会館

鶴見大学歯学部

1月24日（木）～25日（金）

梅田正博

長崎ブリックホール

長崎大学

TEL 092-437-4188 / FAX 092-437-4182
E-mail:jsoo37@c-linage.co.jo

11月10日（土）～11日（日）

大阪歯科大学附属病院臨床研修教育科

第32回日本口腔リハビリテーション学会学
術大会準備委員会

神戸芸術センター

前田照太

TEL 06-6910-1012 / FAX 06-6910-1024
E-mail:jaor32@cc.osaka-dent.ac.jp

日本小児口腔外科学会 第30回総会・学術大会

日本外傷歯学会

教授

AICデンタルクリニック

11月23日（金）～24日（土）

日本顎顔面インプラント学会

秀樹

7月7日（土）～ 8日（日）

日本スポーツ歯科医学会 第29回総会・学術大会

日本顎顔面補綴学会

広島県広島市南区霞1-2-3
広島大学大学院医歯薬学総合研究科
広島大学大学院医歯薬学総合研究科
口腔健康科学専攻口腔健康科学講座
口腔健康科学専攻口腔健康科学講座
TEL 082-257-5958 / FAX
杉山 勝 教授
E-mail:

千葉大学大学院医学研究院口腔
外科学講座

第33回総会・学術大会 7月7日（土）～8日（日）
日本歯科心身医学会

連絡先･電話

2019年3月1日（金）～3日（日）
日本有病者歯科医療学会 第28回総会・学術大会

（第23回一般社団法人日本口腔顔面痛
学会学術大会、第31回一般社団法人日
本顎関節学会総会・学術大会と共催）

責任者

第22回総会・学術大会

FAX 049-225-1677
E-mail:smcshika@saitama-med.ac.jp

准教授
准教授

第18回総会・学術大会
ふくしま歯科医院

教授

TEL / FAX
E-mail:

ふくしま歯科医院

日本口腔内科・診断学会大会事務局

第31回総会・学術大会
口腔内科学

TEL 03-5402-6401 / FAX03-3437-3944
E-mail:jsom_2018@nta.co.jp

株式会社コンベンションリンケージ

教授

第37回総会・学術大会

第32回総会・学術大会

第23回一般社団法人日本口腔
7月7日（土）～8日（日）
顔面痛学会学術大会
（第31回一般社団法人日本顎
関節学会総会・学術大会、第
33回日本歯科心身医学会総
北九州国際会議場（福岡県）
会・学術大会と共催）

埼玉医科大学総合医療センター
歯科口腔外科内

臨床教授

徳島大学大学院医歯薬学研究部
顎機能咬合再建学分野

運営事務局：株式会社エス・ティー・ワー
ルドコンベンション事業部

大会長：松香芳三

TEL 092-288-7577 / FAX 092-738-3791
E-mail:jstj31@stworld.co.jp

8月25日（土）～26日（日）

大会長

東京歯科大学水道橋校舎

副大会長

井上

孝

教授
教授

第11回総会・学術大会
松坂賢一

教授

東京歯科大学臨床検査病理学講座
TEL 03-6380-9252
E-mail: 29jsop11jsedp2018@gmail.com

