令和３年度日本歯科医学会専門分科会総会一覧表
（令和3年1月現在）

専門分科会名
歯科基礎医学会

総会（学会）

開催期間･場所

責任者

連絡先･電話

10月9日（土）～11日（月）

神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座

（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部

神奈川歯科大学

松尾雅斗

Tel:03-3947-8761 Fax:03-3947-8873
e-mail: jaob63@kokuhoken.jp

2021年度春季学術大会
（第154回）

6月10日（木）・23日（水）

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面再建学講座歯科保存学分野

（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部

Web開催

西谷

TEL：03-3947-8761 FAX：03-3947-8873

2021年度秋季学術大会
（第155回）

10月28日（木）・29日（金）

第63回学術大会
教授

佳浩

教授

日本歯科保存学会
朱鷺メッセ

検討中新潟大学大学院う蝕学分野

検討中

6月18日（金）～20日（日）

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

日本小児歯科学会

由一郎

東京医科歯科大学

教授

大学院医歯学総合研究科

俊介

教授

水口

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野

（株）コングレ
TEL：03-3510-3701 FAX：03-3510-3702
E-mail：jsoms2021@congre.co.jp

第66回 総会・学術大会
幕張メッセ

原田

11月3日（水）～5日（金）

昭和大学歯学部歯科矯正学講座 第80回日本矯正歯科学会学術大会運営事務局

浩之

教授

パシフィコ横浜

槇

5月27日（木）～6月10日（木）

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野

（一財）口腔保健協会

Web開催

森田

TEL：03-3947-8761 FAX：03-3947-8873
E-mail：jsoh69@kokuhoken.jp

第77回学術講演会（春
期）

4月10日（土）・11日（日）

鶴見大学歯学部歯科理工学講座 （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

早川

第78回学術講演会（秋
期）

10月16日（土）・17日（日）

岡山大学大学院医歯薬学総合研
（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部
究科生体材料学分野

神戸市商工会議所会館

松本

第80回学術大会
宏太郎

教授

第70回総会

第61回学術大会・第17
回定例総会

学

教授

徹

教授

卓也

教授

東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野

沖縄県市町村自治会館

倉林

TEL：03-5803-5545 FAX：03-5803-0205
E-mail：orad2021@ml.tmd.ac.jp

5月20日（木）・21日（金）

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野

（一財）口腔保健協会

オンライン開催

山﨑

TEL：03-3947-8761 FAX：03-3947-8873

5月21日（金）～6月22日（火）

岩手医科大学歯学部歯科保存学
（株）日本旅行
講座歯周療法学分野

亨

教授

要一

教授

隆

教授

Web開催

八重柏

愛知学院大学歯学部歯周病学講座 （株）日本旅行

名古屋国際会議場

三谷

章雄

教授

10月8日（金）～10日（日）

北海道大学大学院歯学研究院

（株）プロコムインターナショナル

藤澤

TEL：011-272-5234 FAX：011-272-5235
E-mail：jdsa49@procom-i.jp

9月23日（木）～25日（土）

日本歯科医史学会理事長

日本歯科医史学会事務局

パシフィコ横浜

渋谷

Tel:047-360-9440 Fax: 047-360-9439
e-mail: jsdh1967@gmail.com

7月17日（土）～19日（月）

徳島大学大学院総合歯科診療部

徳島大学

河野

9月23日（木）～26日（日）

神奈川歯科大学

日本コンベンションサービス（JCS）

WEB開催

李

TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302
E-mail：jads2021@convention.co.jp

9月23日（木）～25日（土）

昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門

（一財）口腔保健協会

パシフィコ横浜

弘中

TEL：03-3947-8761 FAX：03-3947-8873

6月11日（金）～13日（日）

日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座

日本コンベンションサービス株式会社中部
支社内

Web開催

河相

TEL：052-218-5822 FAX：052-218-5823
Email：32jsg@convention.co.jp

俊明

教授

第49回総会･学術大会
鑛

教授

未定
文昭

教授

昌一

教授

祥司

教授

第32回学術大会

第51回記念学術大会

安彦

教授

11月20日（土）・21日（日）

日本大学歯学部歯科放射線学講座 （一財）口腔保健協会 コンベンション事業部

本田

10月22日（金）～24日（日）

広島大学大学院医系科学研究科先端歯科補綴学研究室

和也

広島市（広島国際会議場、広島市文化交
津賀一弘
流会館、JMSアステールプラザ予定）

教授

Tel:03-3947-8761 Fax:03-3947-8873
e-mail: jdea40@kokuhoken.jp
（株近畿日本ツーリスト中国四国広島支店
Tel:082-502-0909 Fax: 082-221-7039
e-mail: jsoi51th@or.kntcs.co.jp

教授

日本大学歯学部歯科放射線学講座 （株）エー・イー企画 大阪オフィス内

第34回総会･学術大会
和也

教授

TEL：06-6868-9686 FAX：06-6868-9691
E-mail：jstmj34@aeplan.co.jp

8月12日（木）〜14日（土）

神奈川歯科大学病理・組織形態学講座環境病理学分野

神奈川歯科大学

神奈川歯科大学横須賀キャンパス（オンライン開催）

槻木

Tel:046-822-9537 Fax: 046-822-9537
e-mail: jsop32@kdu.ac.jp

日本臨床口腔病理学会 第32回総会･学術大会

日本レーザー歯学会

コンベンション事業部

Web開催

学術総合センター（一橋大学一橋講堂） 本田

日本歯内療法学会

西日本MICE営業部内

TEL：06-6342-0212 / FAX：06-6342-0214
E-mail：jspf64@nta.co.jp

札幌市教育文化会館

第49回総会･学術集会

第38回総会および学術
大会

西日本MICE営業部内

TEL：06-6342-0212 / FAX：06-6342-0214
E-mail：jsps64@nta.co.jp

10月15日（金）・16日（土）

10月23日（土）・24日（日）

日本接着歯学会

コンベンション事業部

第59回大会

日本歯科医学教育学会 第40回学術大会

日本顎関節学会

TEL：03-3947-8761 FAX：03-3947-8873

5月21日（金）～23日（日）

日本歯科薬物療法学会 第41回総会･学術大会

日本口腔インプラント学会

コンベンション事業部

国立大学法人東京医科歯科大学（TMDU）医
歯学総合研究科口腔放射線医学分野

日本歯科医療管理学会 第62回総会・学術大会

日本老年歯科医学会

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

TEL：03-3947-8761 FAX：03-3947-8873

第64回秋季学術大会

日本障害者歯科学会

東日本法人支店

TEL：03-6892-5104 FAX：03-6892-1830
E-mail：jps_130@nta.co.jp

11月12日（金）～14日（日）

日本歯周病学会

日本歯科医史学会

（株）日本旅行

Web開催（小規模集合型開催＋ライブ配信）（東京医科歯科大学）

第64回春季学術大会

日本歯科麻酔学会

（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
高齢者歯科学分野

第130回学術大会

日本歯科理工学会

日本歯科放射線学会

野杁

恵一

教授

9月23日（木）～26日（日）

鶴見大学歯学部保存修復学講座

日本コンベンションサービス（JCS）（9/23-25）、口腔保健協会（9/26）

オンライン（9/23-9/25）、鶴見大学（9/26）

山本

TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302
E-mail：jads2021@convention.co.jp（JCS）

9月23日（木）～25日（土）

一般社団法人

パシフィコ横浜

阿南

11月27日（土）・28日（日）

愛知学院大学歯学部保存修復学講座 （一財）口腔保健協会

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）

冨士谷

第40回学術大会
雄嗣

教授
日本歯内療法学会理事長

第42回学術大会

第24回日本歯科医学会学術大会と併催
Tel: Fax:
e-mail:

壽

コンベンション事業部

第33回総会･学術大会

日本スポーツ歯科医学会 第32回総会・学術大会

盛興

教授

TEL：03-3947-8761 FAX：03-3947-8873

9月21・22日(火・水)、同月23～25日 神奈川歯科大学歯学部社会歯科
（一財）口腔保健協会 コンベンション事業部
(木～土)
学系 健康科学講座 口腔保健学
TEL：03-3947-8761 FAX：03-3947-8873
パシフィコ横浜他
木本 一成 教授
e-mail: jasd32@kokuhoken.jp
7月3日（土）～4日（日）

町田市民病院

ベルサール飯田橋駅前

小笠原

歯科・歯科口腔外科 ㈱学術社

日本有病者歯科医療学会 第30回記念学術大会

健文

部長

Tel:03-5924-3621 Fax: 03-5924-4388
e-mail: jsdmcp30@gakujyutsusha.jp

令和３年度日本歯科医学会認定分科会総会一覧表
（令和3年1月現在）

認定分科会名
日本口腔感染症学会

日本歯科心身医学会

総会（学会）

開催期間･場所
10月30日（土）・31日（日）

兵庫医科大学歯科口腔外科

兵庫県歯科医師会館

岸本

6月19日（土）・20日（日）

北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室

(株)コンベンションワークス内

北海道大学歯学部講堂

北川

TEL：011-827-7799 FAX：011-827-7769
E-mail：jspd2021@c-work.co.jp

第39回年次大会

11月13日（土）・14日（日）

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

日本顎顔面補綴学会

日本顎咬合学会

日本磁気歯科学会

第32回学術大会

日本外傷歯学会

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

教授

（株）近畿日本ツーリスト東北 仙台団体
旅行支店
Tel：022-222-4141 Fax：022-221-6188
鈴木 道治 先生
E-mail：sendai-dantai@or.knt-th.co.jp
日本歯科審美学会第32回学術大会 運営事
日本大学歯学部保存学教室修復学講座
務局
一番町バセロン歯科

真至

TEL：03-3947-8761 FAX：03-3947-8873
E-mail：jaed32@kokuhoken.jp

TFTホール（TFTビル西館、東京ビッグサイト）

宮崎

教授

未定

大阪大学工学部

オンライン開催

田中

9月23日（木）～25日（土）

昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門

日本歯科東洋医学会事務局

オンライン開催

砂川

TEL：03-3947-8891 FAX： 03-3947-8341
E-mail：info@jdtoyo.net

6月11日（金）・12日（土）

東北大学

仙台国際センター

高橋

6月3日（木）～5日（土）

奥羽大学歯学部歯科補綴学講座 奥羽大学歯学部歯科補綴学講座

WEB開催

山森

6月12日（土）・13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）

黒岩

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

9月23日（木）～25日（土）

日本大学歯学部歯科補綴学第
Ⅱ講座

日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座

Web開催

大山

TEL：03-3219-8144 FAX：03-3219-8350
E-mail：jsmad31@gmail.com

10月29日（金）・30日（土）

日本大学歯学部口腔外科学第
Ⅱ講座

日本大学歯学部口腔外科学第Ⅱ講座

日比谷図書文化館

金子

TEL：03-3219-8355 FAX：03-3219-8310
E-Mail：jspoms2021@gmail.com

12月11日（土）・12日（日）

愛知学院大学歯学部 顎顔面外科学講座

日本コンベンションサービス株式会社

名古屋国際会議場

長尾

TEL:052-218-5822 FAX:052-218-5823
E-mail：jami25@convention.co.jp

9月18日（土）・19日（日）

九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野

九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

九州歯科大学講堂

細川

TEL：093-582-1131

9月9日（木）～10日（金）

日本大学歯学部口腔外科学第1講座 （株）日本旅行 東日本法人支店

シェーンバッハ・サボー

外木

2022年2月17日（木）～18日（金）

群馬大学

Gメッセ群馬

横尾

11月20日（土）・21日（日）

大阪歯科大学高齢者歯科学講座

大阪歯科大学創立100周年記念館
（Web開催に変更の可能性あり）

髙橋一也

11月20日（土）・21日（日）

静岡市立清水病院口腔外科

静岡市立清水病院口腔外科

静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」

井川雅子

TEL：054－336－1111 FAX：
E-mail：

8月21日（土）・22日（日）

広島大学大学院医系科学研究科

第65回学術大会

未定

正夫

第39回学術大会
正隆

教授

（株）東北共立

第31回総会・学術大会
哲

TEL：022-246-2591 FAX：022-246-1754
E-mail：jsjd2021@tohoku-kyoritz.co.jp

教授

第38回総会・学術大会

第38・39回学術大会・
総会

第31回総会・学術大会

日本小児口腔外科学会 第33回総会・学術大会

日本顎顔面インプラント学会

善政

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座
TEL：0798-45-6677 FAX： 0798-56-6679
E-mail：joid@jaoid.org

裕充 教授

第36回総会・学術大会

オンライン・WEB開催

日本歯科審美学会

連絡先･電話

第30回総会・学術大会

7月10日（土）～25日（日）

日本臨床歯周病学会

責任者

TEL： FAX： 024-932-9304
E-mail： jamp38@den.ohu-u.ac.jp

徹雄

昭弘

哲生

忠良

理事長

講師

教授

第25回総会・学術大会
徹

教授

中部支社内

第21回総会・学術大会
隆司

教授

第34回総会・学術大会
守雄

TEL：03-6892-5104
FAX：03-6892-1830
E-mail：jsom_2021@nta.co.jp

教授

株式会社インターグループ

第40回総会・学術大会

第35回学術大会

聡

TEL： FAX： 03-5549-6909
E-mail： jsoo40@intergroup.co.jp

教授

未定

第26回総会・学術大会

第14回総会・学術大会
広島大学（霞キャンパス）広仁会館 柴

秀樹

教授

歯髄生物学研究室

広島大学病院口腔検査センター
TEL： FAX： 082-257-5727
E-mail：hiroshima@jsedp14.hiroshima-u.ac.jp

