
（令和4年4月現在）

専門分科会名 総会（学会） 開催期間･場所 責任者 連絡先･電話

9月17日（土）～19日（月） 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面形態学分野 （一財）口腔保健協会 コンベンション事業部

徳島大学蔵本キャンパス 馬場麻人　教授
Tel:03-3947-8761　Fax:03-3947-8873
e-mail: jaob63@kokuhoken.jp

6月16日（木)～29日（水） 奥羽大学歯学部歯内療法学 （一財）口腔保健協会 コンベンション事業部

Web開催 木村裕一　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

11月10日（木）・11月11日（金） 岡山大学大学院歯周病態学
株式会社日本旅行　大阪法人営業統括部
MICE営業部　岡山

岡山コンベンションセンター 高柴正悟　教授 TEL 086-225-9281 FAX 086-225-9305

7月15日（金）～17日（日） 岡山大学大学院 未定

未定 窪木拓男　教授

11月4日（金）～6日（日） 日本大学歯学部口腔外科学第Ⅰ講座 （株）日本旅行　東日本法人支店

幕張メッセ 外木守雄　教授
TEL：03-6892-5104　FAX：03-6892-1830
E-mail: jsoms2022@nta.co.jp

10月5日（水）～7日（金） 大阪歯科大学歯科矯正学講座 第81回日本矯正歯科学会学術大会運営事務局

大阪国際会議場 松本尚之　教授
TEL：03-5549-6913　FAX：03-5549-3201
E-mail:jos-meeting@intergroup.co.jp

5月13日（金）～15日（日） 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野 （一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

WEB開催 於保孝彦　教授
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873
E-mail：jsoh69@kokuhoken.jp

5月21日（土）・22日（日）
岩手医科大学歯学部医療工学講
座

（一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

いわて県民情報交流センター アイーナ 武本真治　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

11月4日（金）・5日（土） （一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

Chang Yung-Fa Foundation International Convention Center, Taipei, Taiwan TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

6月3日（金）・4日（土） 朝日大学歯学部 日本歯科放射線学会事務局

Web開催 勝又明敏　教授
TEL：03-5620-1953　FAX：03-5620-1960
E-mail：jsomr@onebridge.co.jp

5月19日（木）・20日（金） 日本大学歯学部小児歯科学講座 （一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

幕張メッセ国際会議場 白川哲夫　教授
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873
E-mail：jspd60@kokuhoken.jp

6月3日（金）・4日（土）
日本大学歯学部保存学教室歯周
病学講座

（株）日本旅行 大阪法人営業統括部 MICE営業部

京王プラザホテル 佐藤秀一　教授
TEL：06-4256-3869 / FAX：06-6204-1763
E-mail：jsps65@nta.co.jp

9月2日（金）・3日（土）
東北大学大学院歯学研究科歯内
歯周治療学分野

（株）日本旅行 大阪法人営業統括部 MICE営業部

仙台国際センター 山田　聡　教授
TEL：06-4256-3869 / FAX：06-6204-1763
E-mail：jspf65@nta.co.jp

10月27日（木）～29日（土）
昭和大学歯学部全身管理歯科学
講座歯科麻酔科学部門

（株）ピーシーオーワークス

昭和大学上條記念館 飯島毅彦　教授
TEL：03-3291-3636　FAX：03-3291-3635
E-mail：jdsa50@pcoworks.jp

10月1日（土） 日本歯科医史学会 日本歯科医史学会事務局

東京ガーデンパレス 高山直秀　先生
Tel:047-360-9440　Fax: 047-360-9439
e-mail: jsdh1967@gmail.com

6月18日（土）～19日（日） 岩手医科大学 口腔医学講座予防歯科学分野 （有）ヤマダプランニング

いわて県民情報交流センター ア
イーナ

岸　光男　教授
TEL：019-635-6011　FAX：019-635-6033
E-mail：jsdpa63@yamada-plammomg.co.jp

10月1日（土）・10月2日（日） 鹿児島大学歯学部

鹿児島大学稲盛会館 上川善昭　准教授

11月4日（金）～6日（日） 岡山大学病院 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

倉敷アイビースクエア・倉敷市民会館 江草正彦　教授
TEL：092-751-3244　FAX：092-751-3250
E-mail：jsdh39@jtbcom.co.jp

6月10日（金）～12日（日）
新潟大学大学院医歯学総合研究
科包括歯科補綴学分野

（株）シンセンメディカルコミュニケー
ションズ

りゅーとぴあ　新潟市民芸術文化会館 小野高裕　教授
TEL：025-278-7232　FAX：025-278-7285
Email：33jsg@shinsen-mc.co.jp

7月23日（土）～8月20日（土） 日本歯科大学
（株）シンセンメディカルコミュニケー
ションズ

オンライン開催 藤井　一維　学長
TEL：025-278-7232　FAX：025-278-7285
Email：jdea41@shinsen-mc.co.jp

9月23日（金）～25日（日）
愛知学院大学歯学部高齢者・在
宅歯科医療学講座口腔インプラ
ント科

（株）コングレ 中部支社内

名古屋国際会議場 村上　弘　教授
Tel:052-950-3430　Fax: 052-950-3370
e-mail: jsoi52@congre.co.jp

7月2日（土）・3日（日）
北海道大学大学院歯学研究院口
腔機能学分野冠橋義歯補綴学教
室

（株）コンベンションワークス内

札幌市教育文化会館 山口泰彦　教授
TEL：011-827-7799　FAX：011-827-7769
 E-mail：jstj35@c-work.co.jp

9月22日（木）〜24日（土）
北海道医療大学歯学部臨床口腔
病理学

北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学

札幌市教育文化会館 安彦善裕　教授
Tel:046-822-9537　Fax: 046-822-9537
e-mail: jsop-info@sksp.co.jp

6月3日（金）～5日（日）

第 41 回日本接着歯学会学術大
会 大会長
朝日大学歯学部口腔機能修復学
講歯科保存学分野歯冠修復学
教授 二階堂 徹

（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部

北海道大学学術交流会館

国際接着歯学会
（IAD2022@Sapporo）大会長
北海道大学大学院歯学研究
歯科保存学教室 教授
佐野 英彦

Tel:03-3947-8761　Fax:03-3947-8873
e-mail: iad.jsad41@kokuhoken.jp

7月9日（土）・10日（日） 坂東歯科医院 （一財）口腔保健協会 コンベンション事業部

札幌グランドホテル 坂東　信　先生
Tel:03-3947-8761　Fax:03-3947-8873
e-mail: jea43@kokuhoken.jp

11月26日（土）・27日（日）
東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科
歯周病学分野 歯周光線治療学担当

（一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

東京医科歯科大学 M＆Dタワー２階 青木　章　教授
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873
E-mail：jsld34@kokuhoken.jp

12月3日（土）・4日(日）
東京歯科大学口腔健康科学講座
スポーツ歯学研究室

（一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

銀座ブロッサム中央会館 武田友孝　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

4月29日（金）～5月1日（日）
日本歯科大学生命歯学部歯科麻
酔学講座

沖縄MICEサービス（株式会社アカネクリ
エーション内）

沖縄コンベンションセンター 砂田勝久　教授
Tel:098-862-8280　Fax: 098-862-8891
e-mail: jsdmcp31@akane-ad.co.jp

日本有病者歯科医療学会 第31回記念学術大会

日本レーザー歯学会 第34回総会･学術大会

日本スポーツ歯科医学会 第33回総会・学術大会

日本接着歯学会
第41回学術大会・国際接着歯
学会（IAD2022＠sapporo）

日本歯内療法学会 第43回学術大会

日本顎関節学会 第35回総会･学術大会

日本臨床口腔病理学会 第33回総会･学術大会

日本歯科医学教育学会 第41回学術大会

日本口腔インプラント学会 第52回学術大会

日本障害者歯科学会 第39回総会および学術大会

日本老年歯科医学会 第33回学術大会

日本歯科医療管理学会 第63回総会・学術大会

日本歯科薬物療法学会 第42回総会･学術大会 未定

日本歯科麻酔学会 第50回総会･学術集会

日本歯科医史学会 第50回総会･学術大会

日本小児歯科学会 第60回大会

日本歯周病学会

第65回春季学術大会

第65回秋季学術大会

日本歯科放射線学会
第62回学術大会・第18回定例
総会

日本矯正歯科学会 第81回学術大会

日本口腔衛生学会 第71回総会

日本歯科理工学会

第79回学術講演会（春期）

国際歯科材料会議2022／
IDMC2022
第80回学術講演会併催

未定

日本補綴歯科学会 第131回学術大会

日本口腔外科学会 第67回 総会・学術大会

令和４年度日本歯科医学会専門分科会総会一覧表

歯科基礎医学会 第64回学術大会

日本歯科保存学会

2022年度春季学術大会（第
156回）

2022年度秋季学術大会（第
157回）



（令和4年4月現在）

認定分科会名 総会（学会） 開催期間･場所 責任者 連絡先･電話

10月22日（土）・23日（日）
名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・
構造医学専攻感覚器・形成医学講座   口腔外
科学分野

名古屋市立大学病院歯科口腔外科学講座

名古屋市立大学 桜山キャンパス 渋谷　恭之　教授 TEL：052-858-7549　FAX：052-851-5511

6月25日（土）・26日（日）
自治医科大学附属さいたま医療
センター

自治医科大学附属さいたま医療センター

ソニックシティ市民ホール 小佐野仁志 TEL.048-647-2111（代表）

7月30日（土）・31日（日） 清水歯科クリニック （株）株式会社インターベント内

パシフィコ横浜 清水宏康　先生
Tel：03-3527-3890 　Fax：03-3527-3889
E-mail：jacp40th@intervent.co.jp

10月15日（土）・16日（日）
日本歯科大学新潟生命歯学部歯
科保存学第2講座

（株）シンセンメディカルコミュニケー
ションズ

りゅーとぴあ　新潟市民芸術文化会
館

新海航一　教授
TEL：025-278-7232　FAX：025-278-7285
E-mail：jaed33@shinsen-mc.co.jp

5月28日（土）・29日（日）
松本歯科大学総合歯科医学研究
所顎口腔機能制御学部門

松本歯科大学歯学部 地域連携歯科学講座内

松本歯科大学学生ホール（仮） 増田 裕次　教授
TEL：0263-51‐2116 / FAX：0263-51‐2115
 E-mail: jssf67th@yahoo.co.jp

10月22日（土）・23日（日） 昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門 （一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

昭和大学上條記念館 砂川　正隆　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

6月9日（木）・10日（金）
新潟大学大学院医歯学総合研究
科顎顔面再建学講座 組織再建
口腔外科学分野

（株）シンセンメディカルコミュニケー
ションズ

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセ
ンター

小林正治　教授
TEL：025-278-7232　FAX：025-278-7285
E-mail：jsjd2022@shinsen-mc.co.jp

6月23日（木）～25日（土）
宮崎大学医学部感覚運動医学講
座顎顔面口腔外科学分野

アンプロデュース株式会社

ニューウェルシティ宮崎 山下善弘　教授
TEL：092-401-5755 FAX：050-3488-2692
E-mail：info@jamp39.jp

6月18日（土）・19日（日） 日本顎咬合学会 日本顎咬合学会学術大会事務局

東京国際フォーラム 黒岩昭弘　理事長
TEL：03-3261-0474　FAX：03-6675-9539
E-mail： gakujutsu@ago.ac

11月4日（金）・5日（土）
北海道医療大学高齢者・有病者
歯科学分野

ガトーキングダムサッポロ（予定） 會田 英紀　教授

10月21日（金）・22日（土）
国際医療福祉大学三田病院歯科
口腔外科

第34回総会・学術大会運営事務局　㈱学術社内

国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス 矢郷　　香　教授
TEL：03-5924-1233　 FAX：03-5924-4388
E-mail：jspoms34@gakujyutsusha.co.jp

11月26日（土）・27日（日） 東京医科大学口腔外科学分野 （株）JTB　茨城南支店

東京医科大学病院 近津　大地　教授
電話：029-860-2872 FAX：029-854-1664
mail：mice-tsukuba@jtb.com

7月16日（土）・17日（日）
神奈川リハビリテーション病院
歯科口腔外科

関内馬車道デンタルオフィス

神奈川県歯科医師会館 河合毅師　先生
電話：045-299-0488 FAX：045-299-0488
mail：kbdental2016@gmail.com

9月23日（金）・24日（土） 北海道医療大学歯学部顎顔面口腔外科分野 株式会社 MONS

札幌市教育文化会館 永易　裕樹　教授
Tel: 011-824-8805　Fax: 011-826-4556
E-mail: convention@mons-sapporo.co.jp

2023年1月26日（木）・27日（金）
岡山大学学術研究院医歯薬学域
口腔病理学分野

株式会社キョードープラス

岡山コンベンションセンター 長塚　仁　教授
TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682
E-mail：jsoo41@kwcs.jp

11月19日（土）・20日（日）
北海道大学大学院歯学研究院高
齢者歯科学教室

北海道大学大学院歯学研究院高齢者歯科学
教室

北海道大学　学術交流会館 山崎　裕　教授
TEL：011-706-4582　FAX：011-706-4582
E-mail：jaor36@den.hokudai.ac.jp

10月9日（日）・10日（月・祝）
日本大学松戸歯学部有床義歯補
綴学講座

日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座

日本大学松戸歯学部キャンパス（調整中） 大久保昌和　専任講師 TEL:047-368-6111(代表) FAX:047-364-6295

11月12日（土）・13日（日） 日本大学歯学部 日本大学松戸歯学部有病者歯科検査医学講座

神奈川県歯科医師会館 武内博朗　臨床教授
TEL：047-360-9465　FAX：047-361-2712
E-mail：fukatsu.akira@nihon-u.ac.jp　担当：深津 晶

9月23日（金）・9月24日（土）
北海道医療大学歯学部
臨床口腔病理学

株式会社 MONS

札幌市教育文化会館 安彦　善裕　教授
TEL：011-824-8805　FAX：011-826-4556
E-mail：convention@mons-sapporo.co.jp

11月18日（金）～20日（日）
日本大学歯学部口腔外科学第1
講座

㈱日本旅行

万国津梁館 外木守雄　教授
TEL：03-6892-5104　FAX：03-6892-1830
E-mail：jadsm2022@nta.co.jp

4月23日（土）～24日（日）
日本大学松戸歯学部放射線学講
座

株式会社サンプラネット　メディカルコンベンション事業部

タワーホール船堀（ハイブリッド開催となります） 金田　隆　教授
TEL：03-5940-2614　FAX：03-3942-6396
E-mail：jadd13@sunpla-mcv.com

日本デジタル歯科学会 第13回学術大会

日本口腔内科学会 第32回総会・学術大会

日本睡眠歯科学会 第21回総会・学術大会

日本口腔顔面痛学会 第27回総会・学術大会

日本口腔検査学会 第15回総会・学術大会

日本口腔腫瘍学会 第41回総会・学術大会

日本口腔リハビリテーション学会 第36回学術大会

日本外傷歯学会 第22回総会・学術大会

日本口腔診断学会 第35回総会・学術大会

日本小児口腔外科学会 第34回総会・学術大会

日本顎顔面インプラント学会 第26回総会・学術大会

日本顎咬合学会 第40回学術大会・総会

日本磁気歯科学会 第32回総会・学術大会 未 定

日本顎変形症学会 第32回総会・学術大会

日本顎顔面補綴学会 第39回総会・学術大会

日本顎口腔機能学会 第67回学術大会

日本歯科東洋医学会 第40回学術大会

日本臨床歯周病学会 40周年記念大会

日本歯科審美学会 第33回学術大会

令和４年度日本歯科医学会認定分科会総会一覧表

日本口腔感染症学会 第31回総会・学術大会

日本歯科心身医学会 第37回総会・学術大会


