
 
 

 

 

 

 

 

この度の熊本地震にて被災された皆様およびご家族の方々に 

謹んでお見舞いを申し上げます。 

亡くなられた方々のご冥福を祈るとともに、 

一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。 

 
 

 

 

日本医用歯科機器学会 

会 長 末瀬一彦 

大会長 越智守生 

平成 28 年熊本地震 心よりお悔みとお見舞い申し上げます。 

平成 28 年度 

日本医用歯科機器学会 

第 26 回研究発表大会のご案内は次ページより 

併 催 ： 一般社団法人 日本歯科審美学会第 27 回学術大会 

 



 
 

 

 

 

 

 

メインテーマ”歯科審美と医用歯科機器の融合” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◆開催概要◆ 

会 期 ：平成 28 年 8 月 27 日（土） 

会 場 ：京王プラザホテル札幌 

       〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5 条西 7 丁目 2-1 

主 管 ： 北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系 

クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野 
 

    学 会 長 ：末瀬 一彦 （大阪歯科大学） 

    大 会 長 ：越智 守生 （北海道医療大学） 

    実行委員長 ：廣瀬 由紀人  （北海道医療大学） 

    準備委員長 ：仲西 康裕 （北海道医療大学） 

併 催 ： 一般社団法人 日本歯科審美学会第 27 回学術大会 

    理事長：宮内 修平  

近年、日本は超高齢社会に突入しました。平成 22年の内閣府発表「高齢者の日常生活に関する意

識調査」で、60 歳以上の方は健康管理に関心があるのと同時に、仲間との付き合いを重視し、回答

者の 60.2％がおしゃれをしたいという結果でした。このトレンドはこれからも増加傾向にあると内

閣府は分析しています。老若男女、みんな健康で美しくありたい、一億総活躍社会の到来です。そこ

で、本年度の学術大会は日本歯科審美学会と併催し、メインテーマを「歯科審美と医用歯科機器の融

合」としました。本大会でのシンポジウムはございませんが、併催の日本歯科審美学会の講演等より、

これからの審美歯科治療に有用な医用歯科機器を展望してみようと思います。 

一般研究発表は、例年通り、診療、技工、研究にこれがあったら便利というアイデアをご発表いた

だき、道具大賞を選出する予定ですので、奮ってご応募下さいますようお願い申し上げます。 

処暑の札幌での開催で、夏の疲れが出やすい時期ではありますが、たくさんの皆様のご参加を心か

らお待ちしております。ただ、8月 28日（日）には第 30回記念北海道マラソンが行われますので、

お早めにご宿泊ならびに交通機関の手配をお願い申し上げます。 

平成 28 年度 

日本医用歯科機器学会 

第 26 回研究発表大会のご案内 

併 催 ： 一般社団法人 日本歯科審美学会第 27 回学術大会 

 



 
 

メインテーマ”歯科審美と医用歯科機器の融合” 

【一般講演】 

◆演題募集◆ 

次の要領で一般講演演題を募集いたします。多くの演題の申し込みをお待ちしております。 

診療・歯科技工・口腔ケア・研究などにおいて、ちょっとあったら便利なアイデアを発表してください。 

発表の中から道具大賞（金賞・銀賞・銅賞・アイデア賞・努力賞など）を表彰します。 

１）発表形式：口演発表のみ（発表 10 分、質疑応答 2 分（予定）） 

①今回の口演発表は、PC プロジェクター（単写）による発表のみとさせていただきます。 

②発表時に使用する PC は各自でご用意をお願い致します。 

２）演題申し込み方法： 

 下記の演題申し込みフォームに必要事項をご記入いただき、大会事務局宛に e メールでお申し込みください。 

e メールのタイトルは「医用歯科機器 26 演題申し込み＿氏名」としてください。また、抄録のファイルを e メールに添

付してください。 

演題申し込みフォームは学会ホームページ（http://jsde.org/）からダウンロードできま

す。 

《特別講演》 

 「医療保険に導入されたシェードテイキング」 

 講師：末瀬一彦 （大阪歯科大学 歯科審美学室 教授） 

 

《ランチョンセミナー》  

 「CAD/CAM 最新オーラルスキャナの活用法とコンサルテーションへの応用」  

 講師：河野 実 （株式会社ヨシダ 画像情報部） 

後援 株式会社ヨシダ 

 

◆会場アクセス◆ 

      



 
 

演題申し込みフォーム（第 26 回 日本医用歯科機器学会研究発表大会） 

①発表者（フリガナ）： 

②演題名： 

③所属： 

④連絡先ｅメールアドレス： 

⑤使用する PC のＯＳ： 

⑥住所： 

⑦電話： 

⑧FAX： 

⑨道具大賞エントリー：諾・否（どちらか一方を記載してください。） 

※ e メールのタイトル：医用歯科機器 26 演題申し込み＿氏名 

抄録のファイルを e メールに添付してください。 

演題申し込みフォーム、抄録フォームおよび抄録執筆用フォームは学会ホームページ

（http://jsde.org/）からダウンロードできます。 

 

演題申し込み先 （大会事務局） 26jsde@hoku-iryo-u.ac.jp   

 

３）演題申し込み・抄録締め切り 

   2016 年 7 月 1 日 （金） 

４）演題の採否： 

  大会長にご一任ください。 

◆第 26 回日本医用歯科機器学会研究発表大会事務局◆ 

   〒061-0293 北海道石狩郡当別町金沢 1757 

   北海道医療大学歯学部（口腔機能修復・再建系）クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野 

   大会事務局：廣瀬由紀人 Tel：0133-23-2892 E-mail：26jsde@hoku-iryo-u.ac.jp 

    

◆大会日程◆一部変更になることもありますので、ご了承ください。 

〈8 月 27 日（土）〉  

  

 

 ランチョン 

セミナー 

常任理事会と理事･評

議員会の合同会議 
総会 特別講演 一般講演 選考会 懇親会 

 

12:00～13:30 ランチョンセミナー    ラベンダールーム 

13:00～14:00 常任理事会と理事・評議員会の合同会議 ラベンダールーム 

14:00～14:30 総 会     ラベンダールーム 

14:30～15:15 特別講演           ラベンダールーム 

15:15～18:05 一般講演    ラベンダールーム 

18:05～18:30 道具大賞選考会    ラベンダールーム 

18:30～ 懇親会    エミネンスホール B 

13:00～17:00  業者展示     ローズルーム，クローバールーム， 

ホワイエ 

受付開始 8:30～ 

9:00 12:00 13:00 14:00 15:30 18:05 14:30 18:30 20:30 



 
 

◆参加登録◆ 

次の要領で参加登録を募集いたします。多くの方のご参加をお待ちいたします。 

日本歯科審美学会会員で参加される先生方は、日本歯科審美学会にお問い合わせください。 

１）参加登録方法 

 下記の参加登録フォームに必要事項をご記入いただき、大会事務局まで e メールにてお申し込みください。 

参加登録フォームは学会ホームページ（http://jsde.org/）からダウンロードできます。 

参加登録申し込み先（大会事務局）：26jsde@hoku-iryo-u.ac.jp 

また、ｅメールをお送りになる前に、以下の口座に参加費の納入をお願いいたします（手数料は参加者負担となりま

す）。ｅメールの受領と入金が確認された時点で、参加登録手続き完了とさせていただきます。 

なお、参加費のご返金はいかなる場合でもいたしかねますので、ご了承ください。 

【振込先】 

     金融機関：北海道銀行 当別支店（店番 506） 

     口 座：普通 ） 0710351 

     名 義：日本医用歯科機器学会 実行委員長 廣瀬 由紀人 

参加登録フォーム（第 26 回 日本医用歯科機器学会研究発表大会） 

①氏名（フリガナ）： 

②勤務先名（所属）： 

③ｅメールアドレス：  

④住所： 

⑤電話： 

⑥FAX： 

⑦事前登録金額区分：5,000 円・10,000 円（どちらか一方を記載してください） 

⑧懇親会：出席・欠席（どちらか一方を記載してください） 

 

２）事前参加登録締め切り： 

  2016 年 8 月 1 日（月） 

大会参加登録費 

  区分 事前登録 当日登録 

会員 
歯科医師 10,000円 12,000円 

歯科商工業者・歯科技工士・歯科衛生士 5,000円 7,000円 

非会員 

歯科医師 12,000円 14,000円 

歯科商工業者・歯科技工士・歯科衛生士 6,000円 8,000円 

学生(学部/専門学校生) 無料 無料 

懇親会 会員・非会員 10,000円 12,000円 

 

✽懇親会参加は、別途の参加費 10,000 円が必要になります。 

✽懇親会は事前登録を行っています。参加の可否を参加登録フォームにご記入ください。 

✽宿泊のご案内は行っておりません。8 月 28 日（日）には、第 30 回記念北海道マラソンが行われます。各自お早め

に手配をお願い申し上げます。 

 

✽本学会の参加受付を行えば、8月 27日（土）、28日（日）に併催される第 27回日本歯科審美学会学術大会のプロ

グラム（ランチョンセミナーも含む）に参加できます。 

✽日本歯科審美学会の単位を取得する場合は、第 27 回日本歯科審美学会学術大会の参加登録が必須になりま

す。 

 

 


