
（平成31年1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

10月12日（土）～14日（月） 東京歯科大学
（一財）口腔保健協会 コンベンション事
業部

東京歯科大学水道橋校舎（東京都） 山本　　仁　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

6月27日（木）・28日（金） 日本歯科大学生命歯学部 （株）コンベンションリンケージ

石川県立音楽堂（石川県） 奈良陽一郎　教授
TEL：03-3263-8686　FAX：03-3263-8693
E-mail：jscd2019-kanazawa@c-linkage.co.jp

11月7日（木）・8日（金） 九州大学大学院歯学研究院 （一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

福岡国際会議場（福岡県） 前田　英史　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

5月10日（金）～12日（日） 北海道大学大学院歯学研究院 （公社）日本補綴歯科学会

札幌コンベンションセンター（北海道） 横山　敦郎　教授
TEL：03-5733-4680　FAX：03-5733-4688
E-mail：hotetsu-gakkai01@max.odn.ne.jp

10月25日（金）～27日（日） 東北大学大学院歯学研究科 （株）コンベンションリンケージ

札幌コンベンションセンター（北海道） 高橋　　哲　教授
TEL：022-722-1657　FAX：022-722-1658
E-mail：jsoms2019@c-linkage.co.jp

11月20日（水）～22日（金） 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 （株）インターグループ内

長崎ブリックホール他（長崎県） 吉田　教明　教授
TEL：03-5549-6913 / FAX：03-5549-3201
E-mail:jos-meeting@intergroup.co.jp

5月22日（水）～24日（金） 鶴見大学歯学部
（一財）口腔保健協会　コンベンション事
業部

ピアザ淡海（滋賀県） 花田　信弘  教授
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873
E-mail：jsoh68@kokuhoken.jp

4月20日（土）・21日（日） 東京歯科大学 （一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

東京歯科大学水道橋校舎新館（東京都） 服部　雅之　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

10月5日（土）・6日（日） 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 （一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

長崎大学　文教キャンパス
中部講堂（長崎県）

渡邊　郁哉　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

6月14日（金）～16日（日） 日本大学歯学部
日本大学歯学部　歯科放射線学講座内
(大会事務局　準備委員長：江島堅一郎)

日本大学歯学部付属歯科病院
7階　創設百周年記念講堂（東京都）

本田　和也　教授
TEL：03-3219-8084　FAX：03-3219-8354
E-mail：de.jsomfr60@nihon-u.ac.jp

6月10日（月）・11日（火） 北海道大学大学院歯学研究科 （株）近畿日本ツーリスト　北海道MICEセンター

札幌コンベンションセンター（北海道） 八若　保孝　教授
TEL：011-280-8855　FAX：011-251-2288
E-mail：s-convention-1@or.knt-h.co.jp

5月24日（金）・25日（土） 鶴見大学歯学部 （株）日本旅行　西日本MICE営業部内

神奈川県民ホール（神奈川県） 五味　一博　教授
TEL：06-6342-0212 / FAX：06-6342-0214
E-mail：jsps62@nta.co.jp

10月25日（金）・26日（土） 九州歯科大学 （株）日本旅行　西日本MICE営業部内

北九州国際会議場および
西日本総合展示場（福岡県）

中島　啓介　教授
TEL：06-6342-0212　FAX：06-6342-0214
E-mail：jspf62@nta.co.jp

10月25日（金）～27日（日） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 （株）キョードープラス

岡山コンベンションセンター（岡山県） 宮脇　卓也　教授
TEL：086-250-7681　FAX：086-250-7682
E-mail：jdsa2019@wjcs.jp

9月28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） 三宅　正彦　理事
TEL：047-360-9438　FAX：047-360-9439
E-mail：JSDH1967@gmail.com

7月13日（土）～15日（月） 日本大学歯学部
（一財）口腔保健協会　コンベンション事
業部

日本大学歯学部（予定）（東京都） 尾﨑　哲則　教授
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873
E-mail：jsdpa60@kokuhoken.jp

3月1日（金）～3日（日） 東海大学医学部 未定

千葉市民会館（千葉県） 金子 明寛　教授

11月22日（金）～24日（日） 朝日大学歯学部 （株）インターグループ内

長良川国際会議場　岐阜都ホテル（岐阜県） 玄　　景華　教授
TEL：052-581-3241　FAX：052-581-5585
E-mail：jsdh36@intergroup.co.jp

6月6日（木）～8日（土） 米山歯科クリニック
日本コンベンションサービス（株）東北支
社

仙台国際センター（宮城県） 米山　武義　院長
TEL：022-722-1311　FAX：022-722-1178
E-mail：31rounen@convention.co.jp

7月19日（金）・20日（土） 九州大学大学院歯学研究院
（株）エス・ティー・ワールド
コンベンション事業部内

パピヨン24ガスホール（福岡県） 古谷野　潔　教授
TEL：092-288-7577　FAX：092-738-3791
 E-mail：jdea38@stworld.jp

9月20日（金）～22日（日） 福岡歯科大学 （株）エス･ティ･ワールドコンベンション事業部

福岡国際会議場・福岡サンパレス
ホテル＆ホール（福岡県）

城戸　寛史　教授
TEL：092-288-7577　FAX：092-738-3791
E-mail：jsoi2019@stworld.jp

7月27日（土）・28日（日） 日本大学松戸歯学部
（株）サンプラネットサンプラネットメディカ
ルコンベンション事業部

学術総合センター・一橋講堂（東京都） 近藤　壽郎　教授
TEL：03-5940-2614　FAX：03-3942-6396
 E-mail：jstmj32@sunpla-mcv.com

9月21日（土）～23日（月） 鶴見大学歯学部 鶴見大学歯学部　病理学講座

一橋大学一橋講堂（東京都） 斎藤　一郎　教授
TEL：045-580-8362　FAX：045-572-2888
E-mail：pathology@tsurumi-u.ac.jp

9月28日（土）・29日（日） 愛知学院大学歯学部 （一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

愛知県産業労働センター
ウインクあいち（愛知県）

冨士谷盛興　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

6月15日（土）・16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

タワーホール船堀（東京都） 横瀬　敏志　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

10月5日（土）・6日（日） 大阪歯科大学 （一財）口腔保健協会　コンベンション事業部

大阪歯科大学　創立100周年記念館（大阪府） 山本　一世　教授 TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

日本接着歯学会 第38回学術大会

日本顎関節学会
第32回総会･学術大会
（併催）第6回アジア顎
関節学会

日本臨床口腔病理学会 第30回総会･学術大会

日本歯科医学教育学会 第38回総会･学術大会

日本口腔インプラント学会 第49回学術大会

日本障害者歯科学会 第36回総会および学術大会

日本老年歯科医学会 第30回学術大会

日本歯科医療管理学会 第60回総会・学術大会

日本歯科薬物療法学会 第39回総会･学術大会

日本歯科麻酔学会 第47回総会･学術集会

日本歯科医史学会 第47回総会･学術大会

日本歯科放射線学会 第60回学術大会・総会

日本小児歯科学会 第57回大会

日本歯周病学会

第62回春季学術大会

第62回秋季学術大会

日本口腔外科学会 第64回 総会・学術大会

日本歯科理工学会

第73回
学術講演会（春期）

第74回
学術講演会（秋期）

日本歯内療法学会 第40回学術大会

日本レーザー歯学会 第31回総会･学術大会

平成３１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61回学術大会

日本歯科保存学会

2019年度春季学術大会
（第150回）

2019年度秋季学術大会
（第151回）

日本矯正歯科学会 第78回学術大会

日本口腔衛生学会 第68回総会

日本補綴歯科学会 第128回学術大会



（平成31年1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12日（土）・13日（日） 近畿大学 近畿大学医学部附属病院　歯科口腔外科

近畿大学東大阪キャンパスB館
（法科大学院・経済学部）（大阪府）

濱田 　傑  教授
TEL：072-366-0221　FAX：072-367-9218
www.kdomfs-conference.com

2月28日（金）・3月1日（日） 神戸常盤大学短期大学部 ときわ病院　歯科口腔外科

神戸国際会議場（兵庫県） 足立　了平　教授 TEL / FAX：0794-89-8817

11月15日（金）～17日（日） 大阪歯科大学 運営事務局　あゆみコーポレーション内

大阪市中央公会堂（大阪府） 松本　尚之　教授
TEL：06-6131-6605　FAX：06-6441-2055
E-mail：jsp6cc_secretariat@a-youme.jp

6月22日(土)・23日(日) 日本臨床歯周病学会北海道支部
（株）近畿日本ツーリスト北海道
北海道DM支店 MICEセンター

札幌コンベンションセンター（北海道） 今村　琢也　支部長 TEL：011-280-8855　FAX：011-221-5491

11月30日（土）・12月1日（日） 昭和大学
(一財）口腔保健協会 コンベンション事業
部

昭和大学上條記念会館 （東京都） 真鍋　厚史　教授
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873
E-mail：jaed30@kokuhoken.jp

4月13日（土）・14日（日） 愛知学院大学歯学部 愛知学院大学歯学部　口腔生理学講座

愛知学院大学
楠元キャンパス4号館2階（愛知県）

平場　勝成　教授
TEL：052-757-6741　FAX：052-752-5988
E-mail：takumi@dpc.agu.ac.jp

10月5日（土）・6日（日） 井村歯科医院
(一財）口腔保健協会 コンベンション事業
部

広島県歯科医師会館（広島県） 井村　嘉男　院長
TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873
E-mail：jdsom37@kokuhoken.jp

6月8日（土）・9日（日） 日本大学松戸歯学部
運営事務局　（株）サンプラネット
メディカルコンベンション事業部

学術総合センター・一橋講堂（東京都） 近藤　壽郎　教授
TEL：03-5940-2614　FAX：03-3942-6396
E-mail：jawd29@sunpla-mcv.com

6月22日（土）・23日（日） 今給黎総合病院 （株）舞研

かごしま県民交流センター（鹿児島県） 吉田 雅司　口腔外科部長
TEL：099-266-2501 /　 FAX：099-266-2601
E-mail:jasd30@convention.co.jp

6月27日（木）～29日（土） 東北大学大学院歯学研究科 （株）東北共立

東北大学星陵会館（宮城県） 佐々木啓一　教授
TEL：022-246-2591　FAX：022-246-1754
E-mail：jamp36@tohoku-kyoritz.co.jp

6月22日（土）・23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（東京都） 上田　秀朗　理事長･大会長
TEL：03-3261-0474　FAX：03-6675-9539
E-mail： gakujutsu@ago.ac

11月9日（土）・10日（日） 九州歯科大学 九州歯科大学　顎口腔欠損再構築学分野

Hotel & Resorts BEPPUWAN（大分県） 鱒見　進一　教授
TEL：093-582-1131　FAX：093-582-1139
E-mail：jsmad29@gmail.com

11月22日（金）・23日（土） 石川県立中央病院 石川県立中央病院　歯科口腔外科

金沢市内予定 宮田　　勝　歯科口腔外科部長
TEL：076-237-8211（代）
FAX：076-238-2337（医局）

11月30日(土)・12月1日（日） 東京医科大学　茨城医療センター
東京医科大学 茨城医療センター歯科口腔外
科

つくば国際会議場（茨城県） 松尾　　朗　教授 （未定）

7月6日（土）・7日（日） 大阪歯科大学 大阪歯科大学　歯科保存学講座

大阪歯科大学創立100周年記念館（大阪府） 山本　一世　教授
TEL：06-6910-1051　FAX：06-6910-1052
E-mail：yamamoto@cc.osaka-dent.ac.jp

9月21日（土）～23日（月） 自治医科大学 （株）ネットワークインターナショナル

一橋大学一橋講堂（東京都） 神部　芳則　教授 TEL：03-5684-0351　FAX：03-5684-0354

2020年1月23日（木）・24日（金） 東海大学 （株）コンベンションリンケージ内

一橋講堂・学士会館（東京都） 太田　嘉英　教授
TEL：03-3263-8688　FAX：03-3263-8693
E-mail：jsoo38@c-linkage.co.jp

11月9日（土）・10日（日） 新潟大学大学院医歯学総合研究科
第33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

新潟ユニゾンプラザ（新潟県） 井上　　誠　教授
TEL：025-227-2999　FAX：025-227-2998
E-mail：oral-reha@dent.niigata-u.ac.jp

9月28日（土）・29日（日） 川崎市立井田病院
慶應義塾大学医学部
歯科・口腔外科学教室

川崎市産業振興会館（神奈川県） 村岡　　渡　歯科口腔外科部長
TEL：03-3353-1211　FAX：03-3357-1593
E-mail：ofp2019kawasaki@gmail.com

9月21日（土）～23日（月） 日本大学歯学部 （株）ネットワークインターナショナル

一橋大学一橋講堂（東京都） 浅野　正岳　教授 TEL：03-5684-0351　FAX：03-5684-0354

日本有病者歯科医療学会 第29回総会・学術大会

平成３１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28回総会・学術大会

日本歯科心身医学会 第34回総会・学術大会

日本臨床歯周病学会 第37回年次大会

日本歯科審美学会 第30回学術大会

日本顎口腔機能学会 第62回学術大会

日本歯科東洋医学会 第37回学術大会

日本顎変形症学会 第29回総会・学術大会

第23回総会・学術大会

日本スポーツ歯科医学会 第30回総会・学術大会

日本顎顔面補綴学会 第36回総会・学術大会

日本顎咬合学会 第37回学術大会・総会

日本磁気歯科学会 第29回総会・学術大会

日本小児口腔外科学会 第31回総会・学術大会

日本顎顔面インプラント学会

日本外傷歯学会 第19回総会・学術大会

日本口腔診断学会 第32回総会・学術大会

日本口腔腫瘍学会 第38回総会・学術大会

日本口腔検査学会 第12回総会・学術大会

日本口腔リハビリテーション学会 第33回学術大会

日本口腔顔面痛学会 第24回総会・学術大会


