平成２９年度日本歯科医学会専門分科会総会一覧表
（平成29年4月現在）

専門分科会名
歯科基礎医学会

総会（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

日本小児歯科学会

松本歯科大学キャンパス（長野県）

中村

2017年春季学術大会
（第146回）

6月8日（木）・9日（金）

昭和大学歯学部

（一財）口腔保健協会

リンクステーションホール青森（青森市文化
会館）（青森県）

真鍋

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

2017年秋季学術大会
（第147回）

10月26日（木）・27日（金）

岩手医科大学歯学部

日本コンベンションサービス（株）東北支社

マリオス（盛岡地域交流センター）（岩手県）

野田

TEL 022-722-1311 / FAX 022-722-1178

6月30日（金）～7月2日（日）

鶴見大学歯学部

（株）日本旅行ECP営業部

パシフィコ横浜（神奈川県）

大久保力廣

TEL 03-5402-6401 / FAX 03-3437-3944
E-mail:jps_126nta.co.jp

10月20日（金）～22日（日）

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

【運営事務局】（株）コングレ 京都支店

国立京都国際会館（京都府）

佐々木

TEL 075-212-0690 / FAX 075-212-0691
E-mail:jsoms2017@congre.co.jp

10月18日（水）～20日（金）

北海道医療大学歯学部

（株）インターグループ内

ニトリ文化ホール・札幌市教育文化会館（北海道）

溝口

TEL 03-5549-6913 / FAX 03-5549-3201
E-mail:jos-meeting@intergroup.co.jp

5月31日（水）～6月2日（金）

東京歯科大学

山形テルサ（山形県）

眞木

第69回
学術講演会（春期）

4月15日（土）・16日（日）

日本歯科大学生命歯学部

（一財）口腔保健協会

日本歯科大学富士見ホール（東京都）

宮坂

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

第70回
学術講演会（秋期）

10月14日（土）・15日（日）

新潟大学大学院医歯学総合研究科 （一財）口腔保健協会

朱鷺メッセ（新潟県）

泉

6月2日（金）～4日（日）

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

かごしま県民交流センター(鹿児島県)

馬嶋

5月25日（木）・26日（金）

九州歯科大学

西日本総合展示場新館（福岡県）

牧

5月12日（金）・13日（土）

九州大学大学院歯学研究院

（株）コンベンションリンケージ内

福岡国際会議場（福岡県）

西村

TEL 092-437-4188 / FAX 092-437-4182
E-mail：jsps60@c-linkage.co.jp

12月16日（土）・17日（日）

広島大学大学院医歯薬保健学研究院

（株）日本旅行

京都国際会館（京都府）

栗原

TEL 06-6342-0212 / FAX 06-6342-0214
E-mail：jspf60@nta.co.jp

10月13日（金）～15日（日）

松本歯科大学

まつもと市民芸術館（長野県）

澁谷

9月30日（土）

九州歯科大学

東京ガーデンパレス（東京都）

小林

7月14日（金）～ 16日（日）

九州歯科大学

北九州国際会議場（福岡県）

西原

6月17日（土）・18日（日）

愛知学院大学歯学部

第126回学術大会

第62回総会・学術大会

第76回学術大会

第66回総会

第58回学術大会・総会

第55回大会

第60回春季学術大会
日本歯周病学会
60周年記念京都大会

日本歯科麻酔学会

日本歯科医史学会

日本歯科医療管理学会

日本歯科薬物療法学会

第45回総会･学術集会

第45回総会･学術大会

第58回総会・学術大会

第37回総会･学術大会

愛知学院大学

日本障害者歯科学会

日本老年歯科医学会

日本歯科医学教育学会

日本臨床口腔病理学会

日本接着歯学会

日本歯内療法学会

10月27日（金）～29日（日）

教授

厚史教授

守

朗

教授

教授

教授

到 教授

吉信

平

健次

秀行

憲司

英紀

英見

徹

繁

達次

彰史

第28回学術大会

第36回総会･学術大会

第30回総会･学術大会

第28回総会･学術大会

第36回学術大会

第38回総会・学術大会

第29回総会・学術大会

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

（一財）口腔保健協会

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

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

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873
E-mail:jsoh66@kokuhoken.jp

コンベンション事業部

コンベンション事業部

TEL 03-3947-8891 / FAX 03-3947-8341
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
顎顔面放射線学分野内
TEL 099-275-6272 / FAX 099-275-6278
E-mail:jsomr-58@d1.dent.kagoshima-u.ac.jp
（株）日本旅行 九州法人支店
Global MICEセンター
TEL 092-451-0606 / FAX 092-451-0550
E-mail:jspd55@nta.co.jp

西日本MICE営業部内

（株）プロコムインターナショナル

教授

TEL 03-5520-8821 / FAX 03-5520-8820
E-mail:jdsa45@procomu.jp

日本歯科医史学会事務局

名誉教授

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

九州歯科大学

教授

教授

総合診療学分野

TEL 093-582-1131㈹ / FAX 093-582-1411
E-mail:2017jsdpa@gmail.com
【運営事務局】
（株）インターグループ 名古屋支社内
TEL 052-581-3241 / FAX 052-581-5585
E-mail:jsotp37@intergroup.co.jp

九州歯科大学

（株）インターグループ

福岡国際会議場（福岡県）

柿木

TEL 092-712-9530 / FAX 092-712-9533
E-mail:jsdh34@intergroup.co.jp

6月14日（水）～ 16日（金）

東京歯科大学

名古屋国際会議場（愛知県）

櫻井

7月28日（金）・29日（土）

松本歯科大学

松本市中央公民館
（Mウイング文化センター）（長野県）

長谷川博雅

9月22日（金）～24日（日）

嵌植義歯研究所

（株）東北協立

仙台国際センター・仙台サンプラザ（宮城県）

西郷

TEL 022-246-2591 / FAX 022-249-2591
E-mail:jsoi2017＠tohoku-kyoriz.co.jp

7月29日（土）・30日（日）

鶴見大学歯学部

（株）日本旅行ECP営業部

ワークピア横浜（神奈川県）

小林

TEL 03-5402-6401 / FAX 03-3437-3944
E-mail:jstj_30@nta.co.jp

8月23日（水）～25日（金）

明海大学歯学部

明海大学歯学部

ウェスタ川越（埼玉県）

草間

TEL 049-279-2773 / FAX 049-286-6101

11月25日（土）・26日（日）

日本大学歯学部

（一財）口腔保健協会

タワーホール船堀（東京都）

宮崎

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

7月22日（土）・23日（日）

東京歯科大学

東京歯科大学

日本レーザー歯学会

楠元キャンパス（愛知県） 戸苅

浩彰

（一財）口腔保健協会

第34回総会および学術大会

日本口腔インプラント学会 第47回学術大会

日本顎関節学会

連絡先･電話

松本歯科大学

日本歯科理工学会

日本歯科放射線学会

責任者

9月16日（土）～18日（月・祝）

第59回学術大会

日本歯科保存学会

日本補綴歯科学会

開催期間･場所

水道橋校舎新館（東京都） 古澤

9月23日（土）・24日（日）
日本歯科大学新潟生命歯学部
講堂・アイヴイホール（新潟県）

保明

薫

慶悦

馨

薫

真至

成博

教授

九州支社内

日本コンベンションサービス（株）中部支社

教授

TEL 052-957-2131 / FAX 052-954-2355
E-mail:gero28@convention.co.jp

（一財）口腔保健協会

教授

施設長

教授

教授

教授

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873
E-mail:jdea36@kokuhoken.jp

病理学分野

（一財）口腔保健協会

教授

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

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873
E-mail:jea38@kokuhoken.jp

日本歯科大学新潟生命歯学部

（一財）口腔保健協会

新海

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873
E-mail: jsld29@kokuhoken.jp

航一

教授

コンベンション事業部

平成２９年度日本歯科医学会認定分科会総会一覧表
（平成29年4月現在）

認定分科会名

総会（学会）

開催期間･場所
11月11日（土）・12日（日）

日本口腔感染症学会

責任者
豊橋市民病院

豊橋市民病院

日本臨床歯周病学会

日本歯科審美学会

穂の国とよはし芸術劇場PLAT（愛知県） 嘉悦

淳男

歯科口腔外科部長 TEL 0532-33-6111 / FAX 0532-33-6177

平成30年3月22日（木）～24日（土） 大木

秀郎

教授

タワーホール船堀（東京都）

日本大学歯学部

TEL 03-5924-3621

7月8日（金）・9日（土）

日本歯科大学附属病院

日本歯科大学附属病院

日本歯科大学生命歯学部九段ホール（東京都）

岡田

TEL 03-3261-5511 / FAX 03-3261-3924

6月24日（土）・25日（日）

やまの歯科

大阪府立国際会議場（大阪府）

山野総一郎

IFED/9月14日（木）～16日（土）
日本大会/9月17日（日）

愛知学院大学歯学部

富山国際会議場ならびにANA
クラウンプラザホテル富山 （富山県）

千田

彰

教授

長崎大学医学部良順会館（長崎県）

吉田

教明

教授

10月14日（土）・15日（日）

北海道医療大学歯学部

（一財）口腔保健協会

北海道自治労会館（北海道）

斎藤

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

6月15日（木）・16日（金）

東京歯科大学

ビッグサイトTFTホール（東京都）

末石

6月17日（土）・18日（日）

額賀歯科医院

札幌市教育文化会館（北海道）

額賀

6月1日（木）～3日（土）

日本大学歯学部

（一財）全電通労働会館（東京都）

米原

6月10日（土）・11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）

上濱

11月11日（土）・12 日（日）

東北大学大学院歯学研究科

ホテル大観荘（宮城県）

高田

TEL 03-3261-0474 / FAX 03-6675-9539
E-mail:gakujutsu@ago.ac
東北大学大学院歯学研究科
歯科生体材料学分野
TEL 022-717-8317 / FAX 022-717-8319
E-mail:meeting27@jsmad.jp

11月17日（金）・18日（土）

新潟大学大学院医歯学総合研究
科

（株）アド・メディック内

アートホテル新潟駅前（新潟県）

髙木

TEL 025-245-4087 / FAX 025-247-8101
E-mail:jspoms29@admedic.jp

12月9日（土）・10日（日）

富山大学医学部

【連絡事務局】（株）PCO内

富山国際会議場（富山県）

野口

TEL 076-461-7028
E-mail:jami2017@pcojapan.jp

7月8日（土）・9日（日）

愛知学院大学歯学部

愛知学院大学歯学部

愛知学院大学楠元キャンパス4号館（名古屋市）

前田

TEL 052-757-6736 / FAX 052-751-2568

智雄

教授

総合診療科

（株）Atalacia

第35回学術大会
第10回国際歯科審美学会
(IFED)・第28回日本歯科
審美学会学術大会

日本顎口腔機能学会
第59回学術大会

日本顎変形症学会

（仮）（一社）日本有病者歯科医療学会事務
局

第32回総会・学術大会

第58回学術大会

日本歯科東洋医学会

歯科口腔外科

第26回総会・学術大会

日本有病者歯科医療学会 第27回総会・学術大会

日本歯科心身医学会

連絡先･電話

院長

TEL 072-808-8125 / FAX 072-808-8126
E-mail:jacp2017@atalacia.com

（一財）口腔保健協会

コンベンション事業部

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873
E-mail:meet@ifed-2017.com
徳島大学大学院医歯薬学研究部
4月15日（土）・16日（日）
徳島大学大学院医歯薬学研究部 顎機能咬合再建学分野
TEL 088-633-7350 / FAX 088-633-7391
徳島大学藤井節郎記念医科学センター（徳島県） 松香 芳三 教授
E-mail:okura.kazuo@tokushima-u.ac.jp
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
11月25日（土）・26日（日）
歯科矯正学分野
TEL 095-819-7669 / FAX 095-819-7670

コンベンション事業部

第34回総会・学術大会
隆史

教授

東京歯科大学

第27回総会・学術大会
研二

教授

歯科矯正学講座

TEL 043-270-3966 / FAX 043-270-3967
E-mail:jawd27@procomu.jp

（一財）口腔保健協会

コンベンション事業部

日本スポーツ歯科医学会 第28回総会・学術大会

日本顎顔面補綴学会

日本顎咬合学会

日本磁気歯科学会

日本外傷歯学会

日本口腔診断学会

理事長

雄京

律男

准教授

教授

誠

教授

TEL 03-3947-8761 / FAX 03-3947-8873
【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
TEL 03-5940-2614 / FAX 03-3942-6396
E-mail:jamp34@sunpla-mcv.com

口腔病理学講座

第17回総会・学術大会
第27回日本口腔内科学会・ 9月8日（金）・9日（土）
第30回日本口腔診断学会
合同学術大会
北海道大学学術交流会館（北海道）

第36回総会・学術大会

初彦

教授

北海道大学大学院歯学研究科

【運営事務局】
コンベンションワークス

TEL 011-827-7799 / FAX 011-827-7769
E-mail:jjsom2017@c-work.co.jp
新潟大学大学院医歯学総合研究科
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野
TEL 025-227-2916 / FAX 025-227-0810
林
孝文 教授
E-mail:jsoo36@dent.niigata-u.ac.jp

北川

善政

教授

昭和大学歯学部

第31回総会・学術大会
昭和大学

日本口腔検査学会

正

第21回総会・学術大会

11月11日（土）・12日（日）

日本口腔顔面痛学会

教授

第27回学術大会

新潟グランドホテル（新潟県）

日本口腔リハビリテーション学会

啓之

第35回学術大会・総会

2018年1月25日（木）・26日（金）

日本口腔腫瘍学会

院長

第34回総会・学術大会

日本小児口腔外科学会 第29回総会・学術大会

日本顎顔面インプラント学会

康之

旗の台キャンパス（東京都） 髙橋

浩二

教授

第22回日本口腔顔面痛学会学
術学会、第30回日本顎関節学
会総会・学術大会共催

7月29日（土）・30日（日）

東北大学大学院歯学研究科

ワークピア横浜（神奈川県）

佐々木啓一

第10回記念学術大会・
総会

9月30日（土）・10月1日（日）

日本歯科大学新潟生命歯学部

日本歯科大学新潟生命歯学部（新潟県） 岡田

康男

教授

教授

昭和大学歯科病院

口腔リハビリテーション科

TEL 03-3787-1151
E-mail:31jaor@dent.showa-u.ac.jp
東北大学大学院歯学研究科
口腔システム補綴学分野
TEL 022-717-8369 / FAX 022-717-8371
E-mail:ogat-thk@umin.ac.jp

日本歯科大学新潟生命歯学部
TEL 025-267-1500

病理学講座

