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JPS メールマガジンの歴史(1～200 号）

2021.2.12 委員長会承認
理事長 大川周治
広報委員長 佐藤裕二

2015 年 9 月に開始されたメールマガジンは，関係各位のご尽力により徐々に充実してきました。
200 号を記念してこれまでのメールマガジンすべてを収載して，記録に残すことにしました。
5 年 3 か月で，約 100 万字，4 万行，697 ページに渡る膨大な資料です。
2015.
2017.
2018.
2019.

9. 4
7. 7
4.20
6.28

号
1－10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
総計

No.1 発行（毎週） 松村理事長，末瀬広報委員長
No.94 新役員 市川理事長，越野広報委員長
No132 から隔週化
No.163 新役員 大川理事長，佐藤広報委員長
期間
2015. 9～
2015.11～
2016. 1～
2016. 4～
2016. 6～
2016. 9～
2016.11～
2017. 1～
2017. 4～
2017. 6～
2017. 9～
2017.11～
2018. 1～
2018. 4～
2018. 8～
2019. 1～
2019. 5.～
2019.11～
2020. 3～
2020. 8～
5 年 3 か月

平均文字数
2000
2600
2900
4800
5900
7200
4500
4900
3700
3400
5200
6700
6800
9500
8500
7300
6100
4600
3500
5100
1,024,400

メールマガジンのレイアウトの変化

2016.9.30 55 号

2020.9.25 193 号

平均行数
73
107
105
160
190
270
170
160
130
110
210
280
210
370
320
240
250
210
150
220
39,775

理事長
松村英雄

広報委員長
末瀬一彦

市川哲雄 94～

越野 寿

132 から隔週

大川周治 163～

佐藤裕二

副委員長：高橋 裕
委
員：猪子芳美，越智守生，
金村清孝，木本 統，
小泉政幸，田地 豪，
月村直樹，中村隆志，
根本玲奈
幹
事：谷岡款相

副委員長：都尾元宣
委
員：菊池雅彦，猪子芳美，
岡本和彦，月村直樹，
重田優子，中村隆志，
田地 豪，松浦尚志
幹
事：豊下祥史
副委員長：長島 正
委
員：近藤尚知，堀 一浩，
岡本和彦，鈴木恭典，
新村弘子，田地 豪，
松浦尚志，飯島裕之
幹
事：下平 修
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JPS メールマガジン No. 1 September 4, 2015
JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM
<1> 「メールマガジン発刊に際して」
・このたび，公益社団法人日本補綴歯科学会会員の皆様へメールマガジンを配信させて
いただくこととなりました．
・参加登録，演題申込などの締切が近々設定されている学術大会，催し物等の情報源として
ご利用いただけます．
・当会に関連する外部団体からの情報で，会員の皆様にお伝えしたい情報も送信いたし
ます．
・学会 HP，機関誌，Letter for Members とともに活用いただければ幸いです．
公益社団法人 日本補綴歯科学会 理事長 松村英雄
<2> 9 月行事予定
9 月 3-5 日 ヨーロッパ補綴学会 （EPA，プラハ）
http://www.epa2015.cz/
9 月 5, 6 日 中国・四国支部学術大会 くにびきメッセ（島根県産業交流会館）
http://hotetsu.com/s3_02.html#tyugoku_shikoku
9 月 17-20 日 International College of Prosthodontics (ICP) Korea Meeting (ソ
ウル)
http://www.icp-org.com/icp_meetings/icp_meetingshome.html
<3> ICP（9 月ソウル）会場情報
・空港から会場（COEX）へは，バス，鉄道，タクシーが利用可能です．
http://www.coex.co.kr/jpn/visitors/directions-map-1
・空港バスは，仁川空港から約 80 分（リムジンバス 6006、6103、6704）
バス停は，COEX インターコンチネンタル前，都心空港ターミナル，三成駅が利用で
きます．
（1 万～1 万 6000 ウオン）ソウルは渋滞が多いので，しばしば遅れます．
・鉄道は，仁川空港から空港鉄道，地下鉄経由で約 100 分です．
（約 6000 ウオン）安くて便利です．
http://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/TR/TR_JA_5_5_1.jsp
1)仁川空港（空港鉄道）→金浦空港，金浦空港（地下鉄 9 号線）→ 泰恩寺駅
2)仁川空港（空港鉄道）→弘大前，弘大前（地下鉄 2 号線）→ 三成駅
・COEX に隣接して都心空港ターミナルがあります．
大韓航空，アシアナ航空のチェックインができます．
最終日は，ここで荷物を預けてから学会に参加可能です．
＜４＞ＨＰ更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.08.27 支部会活動（東京支部）を更新しました。
H27.08.27 支部会活動（東海支部）を更新しました。
H27.08.27 支部会活動（関西支部）を更新しました。
H27.08.27 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（東海支部）」を更新しました。
H27.08.27 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（関西支部）」を更新しました。
H27.08.27 「市民フォーラムのお知らせ（東海支部）
」を更新しました。
H27.08.27 「都道府県別専門医名簿（福岡）
」を更新しました。
H27.08.20 支部会活動（東北・北海道支部）を更新しました。
H27.08.20 「都道府県別専門医名簿（愛知）
」を更新しました。
============================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
===========================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 2 September 11, 2015
==================================================================
<1> お知らせ
・第 31 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」開催のご案内
－日本歯科医学会主催－
【開催要項】
日時：平成 27 年 9 月 19 日（土）
会場：歯科医師会館

1 階大会議室

参加費：無料
参加申込：不要
詳細，抄録：日本歯科医学会ホームページに掲載されております．
http://www.jads.jp/2015/0826/index.html
・シンポジウム「健康長寿と再生医療」開催のご案内
－日本学術会議歯学委員会主催－
－日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会共催－
【開催要項】
日時：平成 27 年 12 月 13 日（日）13:00-17:00
会場：歯科医師会館

大会議室

参加費：無料
定員：200 名（要事前参加登録／11 月 30 日まで）
プログラム，事前参加登録：日本歯科医学会ホームページに掲載されております．
http://www.jads.jp/2015/0901/index.html
・第４５回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会が開催されます。
【開催要項】
日時：平成 27 年 9 月 21 日～23 日
開場：ホテルグランヴィア岡山・岡山コンベンションセンター・岡山シンフォニーホール・岡山シティミュージアム
参加費：当日非会員 25,000 円
（公社）日本補綴歯科学会共催シンポジウムは 9 月 23 日 9：00～10：30 に第 3 会場にて開催されます。
座長 近藤尚知（岩手医大）
・馬場俊輔（大歯大）
講師 尾澤昌悟（愛知学院）
・松下恭之（九州大）
・馬場一美（昭和大）
・田邉展昌（岩手医大）
詳細：http://www.convention-w.jp/45jsoi/
<2>専門医更新について
・専門医の更新手続きは更新予定日の 1 年前から可能です。更新予定日から起算して 5 年間に 20 単位以上の学会出席（本会学
術大会、支部学術大会、専門医研修会は 4 単位、生涯学習公開セミナー2 単位、歯科補綴学関連学会 2 単位）が必要です。各
会員の単位取得状況については、会員ページにログインしてご確認ください。
<3> 今後 1 か月の行事予定
・9 月 12 日 日本医用歯科機器学会研究発表会 鶴見大学会館
http://jsde.org/
・9 月 17-20 日 International College of Prosthodontics (ICP)
Korea Meeting (ソウル)
http://www.icp-org.com/icp_meetings/icp_meetingshome.html
・9 月 21-23 日 日本口腔インプラント学会学術大会 ホテルグランヴィア岡山他
http://www.convention-w.jp/45jsoi/
・10 月 3-4 日 日本歯科理工学会秋期学術大会 タワーホール船堀
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http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・10 月 17－18 日 日本歯科技工学会第 37 回学術大会 アクロス福岡
http://www.nadt.jp/
<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.09.03 ｢都道府県専門医名簿（長野）｣を更新しました。
H27.09.03 支部会活動（関越支部）を更新しました。
H27.09.03 ｢生涯学習公開セミナーのお知らせ（関越支部）｣を更新しました。
============================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
============================================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 3 September 18, 2015
==================================================================
JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM
<1> お知らせ
・教育用ビデオが、学会 HP に新規公開されました。ご確認ください。
http://www.hotetsu.com/s4_08.html
・今年度の支部学術大会は、8 月の九州支部、9 月の中国・四国支部が盛会のうちに終わり、これから、東海支部、東北・北海
道支部、関西支部、…と続きます。所属支部の学術大会はもちろん、所属支部以外の支部学術大会にも参加されてみてはいかが
でしょう。
http://www.hotetsu.com/member.html
<2>専門医の申請について
専門医多肢選択式筆記試験に合格していれば、専門医ケースプレゼンテーションの申し込みができます。専門医申請を検討され
ている方は、今後開催予定の支部学術大会や専門医研修会の日程をご確認ください（http://www.hotetsu.com/member.html）。
専門医制度についての詳細は、学会 HP でご確認ください（http://www.hotetsu.com/s2_01.html）
。また、各会員の単位取得状
況については、会員ページにログインしてご確認ください。
<3> 今後 1 か月の行事予定
・9 月 17-20 日 International College of Prosthodontics (ICP) Korea Meeting (ソウル)
http://www.icp-org.com/icp_meetings/icp_meetingshome.html
・9 月 19 日「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」歯科医師会館
http://www.jads.jp/2015/0826/index.html
・9 月 21-23 日 日本口腔インプラント学会学術大会 ホテルグランヴィア岡山他
http://www.convention-w.jp/45jsoi/
・10 月 3-4 日 日本歯科理工学会秋期学術大会 タワーホール船堀
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・10 月 10-11 日 東海支部学術大会 松本中央公民館（M ウイング文化センター）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
・10 月 17-18 日 日本歯科技工学会 アクロス福岡
http://www.nadt.jp/37th/info.html
<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.09.10 教育用ビデオを新規公開しました。
H27.09.10 ｢都道府県専門医名簿（愛知）｣を更新しました。
H27.09.10 委員会活動を更新しました。
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 4 September 25, 2015
==================================================================
JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM
<1> お知らせ
・～ 支部学術大会が熱い！～
支部学術大会が各地で開催されております！
東海支部
10 月 10，11 日
東北・北海道支部 10 月 24，25 日
関西支部
11 月 7，8 日
所属支部の学術大会はもちろん、所属支部以外の支部学術大会にも参加されてみてはいかがでしょう。
http://www.hotetsu.com/member.html
＃＃＃＃＃＃＃ 東北・北海道支部おすすめ情報 ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
～ 盛岡三大麺ってご存じですか？ ～
東北・北海道支部学術大会が開催される「盛岡」は麺の町！
「冷麺，じゃじゃ麺，わんこそば」 どれをとっても盛岡でしか味わえないものばかりです．
また，盛岡はこの時期，三陸の海の幸，みちのくの山の幸，前沢牛をはじめとして秋の味覚満載です．
おいしい地酒も沢山ございます．学会参加といっしょに，岩手の味をお楽しみいただければと思います．~メルマガ担当 K~
※学会期間中，盛岡市内ホテルが取りにくくなっております．宿泊ご希望の方はホームページを御確認ください．
http://prosthodontics.iwate-med.ac.jp/h27shibu/index.html
<2>補綴学会ホームページ内にある一般向けサイトのご紹介
・補綴歯科を見てみよう http://hotetsu.com/p8.html
・補綴歯科ってなに？
http://hotetsu.com/p2.html
補綴歯科治療について可愛らしいイラストでわかりやすく説明されています．
患者様への説明や歯学部新一年生等の教育素材としての活用も可能かと思われますので，ご確認ください．
<3>専門医多肢選択式筆記試験に合格していれば、専門医ケースプレゼンテーションの申し込みができます。
専門医申請を検討されている方は、今後開催予定の支部学術大会や専門医研修会の日程をご確認ください
（http://www.hotetsu.com/member.html）
。
専門医制度についての詳細は、学会 HP でご確認ください（http://www.hotetsu.com/s2_01.html）
。
また、各会員の単位取得状況については、会員ページにログインしてご確認ください。
<3> 今後 1 か月の行事予定
・10 月 3-4 日 日本歯科理工学会秋期学術大会 タワーホール船堀
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・10 月 10-11 日 東海支部学術大会 松本中央公民館（M ウイング文化センター）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
・10 月 17-18 日 日本歯科技工学会 アクロス福岡
http://www.nadt.jp/37th/info.html
・11 月 13 日 国際デジタル歯科学会（IADDM）チューリッヒ
http://iaddm.com
・11 月 22-23 日 第 26 回日本歯科審美学会 東京歯科大学
https://www.jdshinbi.net/
<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.09.17「関連学会・提携学会」を更新しました。
「The European Prosthodontic Association」を追加いたしました。
H27.09.17「市民フォーラム開催申請書」および「生涯学習公開セミナー申請書」を更新しました。
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 5 October 2, 2015
==================================================================
JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM JPS-MM
<1> お知らせ
東京支部学術大会における口演発表および専門医ケースプレゼンテーションの抄録締め切りは
10 月 2 日（金）必着となっております。
詳細は学会 HP にてご確認ください。
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo）
西関東・東関東合同支部学術大会における口演発表および専門医ケースプレゼンテーションの演題締切は
10 月 13 日（火）必着となっております。
詳細は学会 HP にてご確認ください。
（http://hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto）
<2> 専門医の申請について
専門医多肢選択式筆記試験に合格していれば、専門医ケースプレゼンテーションの申し込みができます。
専門医申請を検討されている方は、今後開催予定の支部学術大会や専門医研修会の日程をご確認ください
（http://www.hotetsu.com/member.html）
。
専門医制度についての詳細は、学会 HP でご確認ください（http://www.hotetsu.com/s2_01.html）
。
また、各会員の単位取得状況については、会員ページにログインしてご確認ください。
＜3＞アメリカ補綴歯科学会（APS）からのご案内
第 88 回アメリカ補綴歯科学会が 2016 年 2 月 25-26 日にシカゴ（Swissotel, Chicago）で開催されます。
JPS の会員は割引された登録費での参加が可能ですので、ご参加を検討される方は本学会の HP
（http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html）をご参照の上、
JPS 会員の登録サイト（http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=733）よりご登録ください。

＜4＞今後 1 か月の行事予定
・10 月 3-4 日 日本歯科理工学会秋期学術大会 タワーホール船堀
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・10 月 10-11 日 東海支部学術大会 松本中央公民館（M ウイング文化センター）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
・10 月 17-18 日 日本歯科技工学会 アクロス福岡
http://www.nadt.jp/37th/info.html
・10 月 24-25 日 東北・北海道支部学術大会 岩手歯科医師会 8020 プラザ
http://hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
・10 月 25 日 関越支部 生涯学習公開セミナー 新潟県歯科医師会館
http://hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
・10 月 31 日-11 月 1 日 日本顎口腔機能学会 第 55 回学術大会
千里ライフサイエンスセンター 千里ルーム A
http://jssf.umin.ne.jp/
<4> HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.09.17「関連リンク」を更新しました。
H27.09.17「市民フォーラム開催申請書」および「生涯学習公開セミナー申請書」を更新しました。
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 6 October 9, 2015
==================================================================
<1> お知らせ
西関東・東関東支部合同学術大会における口演発表および専門医ケースプレゼンテーションの演題締め切りは 10 月 13 日
（火）必着，
抄録締切は 10 月 24 日になっております．詳細は学会 HP にてご確認ください．
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<2>アメリカ補綴歯科学会（APS）のご案内
先週のメールマガジンでもお知らせしましたが，第 88 回アメリカ補綴歯科学会（APS）が 2016 年 2 月 25-26 日にシカゴ
（Swissotel Chicago）で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．今回は，ゴールドメダリオン受賞の Dr. H. Preiskel，歯周補綴イ
ンプラントの Dr. J Kahn，
APS 元会長 Dr. C. Marinello，セラミックスの第一人者 Dr. R. Kelly など数多くの著名な演者が講演をします．
また，シカゴではこの時期，アメリカ最大規模のデンタルショーで有名な CDS Midwinter Meeting，
固定性補綴の American Academy of Fixed Prosthodontics（AAFP）など様々な学会が開催されます．
下記の URL より詳細をご確認頂き，奮ってご参加ください．
APS 大会 HP：http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
JPS メンバー専用ページ：http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=733
Midwinter Meeting：http://www.cds.org/Midwinter_Meeting/Midwinter_Meeting.aspx
AAFP：http://www.fixedprosthodontics.org/index.html
＜4＞今後 1 か月の行事予定
・10 月 10-11 日 東海支部学術大会 松本中央公民館（M ウイング文化センター）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
・10 月 17-18 日 日本歯科技工学会 アクロス福岡
http://www.nadt.jp/37th/info.html
・10 月 24-25 日 東北・北海道支部学術大会 岩手歯科医師会 8020 プラザ
http://hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
・10 月 25 日 関越支部 生涯学習公開セミナー 新潟県歯科医師会館
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
・10 月 30-31 日 第 63 回 JADR 学術大会 福岡国際会議場
http://jadr.umin.jp/
・10 月 31 日-11 月 1 日 日本顎口腔機能学会 第 55 回学術大会
千里ライフサイエンスセンター 千里ルーム A
http://jssf.umin.ne.jp/
<4> HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.09.30 支部会活動（西関東支部，東関東支部，関越支部）を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 7 October 16, 2015
==================================================================
<1> お知らせ
学会 HP の会員ページでは、専門医の更新予定年月日、単位取得状況、学会費支払い状況などがわかります。ご確認ください。
https://v3.apollon.nta.co.jp/jps/joho?MODE=top
<2>アメリカ補綴歯科学会（APS）のご案内
2016 年 2 月 25、26 日に本会と交流協定を結んでおります American Prosthodontics Society の 88th Annual meeting が
米国のシカゴにあります Swissotel Chicago で開催されます。JPS の会員は割引された登録費での参加が可能ですので、
ご参加を検討される方は本学会の HP をご参照の上、JPS 会員の登録サイトよりご登録ください。
学会 HP http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
JPS 会員の登録サイト http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=733
<3> 今後 1 か月の行事予定
・10 月 17-18 日 日本歯科技工学会 アクロス福岡
http://www.nadt.jp/37th/info.html
・10 月 24-25 日 東北・北海道支部学術大会 岩手歯科医師会 8020 プラザ
http://hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
・10 月 25 日 関越支部 生涯学習公開セミナー 新潟県歯科医師会館
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
・10 月 30-31 日 第 63 回 JADR 学術大会 福岡国際会議場
http://jadr.umin.jp/
・10 月 31 日-11 月 1 日 日本顎口腔機能学会 第 55 回学術大会
千里ライフサイエンスセンター 千里ルーム A
http://jssf.umin.ne.jp/
・11 月 7-8 日 関西支部学術大会 兵庫医療大学
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
・11 月 13 日 IADDM（国際デジタル歯科学会）
スイス チューリッヒ パークハイアットホテル
http://iaddm.com/
・11 月 14-15 日 日本磁気歯科学会 第 25 回学術大会 東京医科歯科大学
http://jsmad.jp/meeting/25th/25th/TOP.html
・11 月 14-15 日 第 29 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会 徳島大学
http://www.jaor.jp/29thmeeting.html
<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.10.08 「認定研修機関」を更新しました。
H27.10.08 「都道府県別専門医名簿（愛知）
」を更新しました。
H27.10.08 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました。
H27.10.15 「都道府県別専門医名簿（北海道・兵庫県）
」を更新しました。
H27.10.15 「東京支部 生涯学習公開セミナー」を更新しました。
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
Jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 8 October 23, 2015
==================================================================
JPS 会員の皆様，だいぶ寒くなってきましたが，お風邪などひかれておりませんでしょうか？
東北は近隣の山の頂に雪が見られる季節になり，朝晩は寒く，吐息も白くなっております．
一方，西日本はまだまだ暖かいのでしょうか？
お知らせにあります支部学術大会，生涯学習公開セミナーにご参加の先生方は，
あらかじめ開催地の天候等御確認の上，ご参加ください！
<1> お知らせ
生涯学習公開セミナーのお知らせ
学会 HP には，平成 27 年度生涯学習公開セミナーの内容を掲載しております．
生涯学習公開セミナー出席者には日本補綴歯科学会専門医申請・更新のための研修単位が 2 単位与えられます．
（日程や場所が変更することがございますので HP でご確認ください．
）
http://hotetsu.com/s3_03.html
●東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 27 年 10 月 25 日（日）13:30～16:00
会場：岩手県歯科医師会 8020 プラザ
テーマ：
『CAD/CAM がつくる近未来補綴医療』
座長：越智守生 先生（北海道医療大学）
講師：梅原一浩 先生（東北・北海道支部 青森県）
千葉豊和 先生（東北・北海道支部 北海道）
馬場一美 先生（昭和大学）
●関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 27 年 10 月 25 日（日）15:00～17:00
会場：新潟県歯科医師会館
テーマ：
『咀嚼・嚥下と補綴、その関係を再考する』
座長：藤井規孝 先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科歯学教育研究開発学分野教授）
講師：小野高裕 先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野教授）
堀 一浩 先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野准教授）
●関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 27 年 11 月 8 日（日）13:30～15:30
主催：
（公社）日本補綴歯科学会関西支部
会場：兵庫医療大学 オクタホール
テーマ：
『金属アレルギーの臨床病態と歯科的対応法』
座長：田中 順子 先生（大阪歯科大学）
講師：松香 芳三 先生（徳島大学）
渡邉 恵 先生（徳島大学）
高 永和 先生（関西支部）
●東京支部
生涯学習公開セミナー
日時：平成 27 年 11 月 29 日（日）16:10～17:10
主催：
（公社）日本補綴歯科学会東京支部
会場：東京医科歯科大学 M&D タワー 鈴木章夫記念講堂
テーマ：
「金属アレルギー患者のメタルフリー修復について 新しい治療材料と治療法について」
座長：三浦 宏之 東京医科歯科大学
講師：松村 光明 東京医科歯科大学
<2> 今後 1 か月の行事予定
・10 月 24-25 日 東北・北海道支部学術大会 岩手歯科医師会 8020 プラザ
http://hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
・10 月 25 日 関越支部 生涯学習公開セミナー 新潟県歯科医師会館
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
・10 月 30-31 日 第 63 回 JADR 学術大会 福岡国際会議場
http://jadr.umin.jp/
・10 月 31 日-11 月 1 日 日本顎口腔機能学会 第 55 回学術大会
千里ライフサイエンスセンター 千里ルーム A
http://jssf.umin.ne.jp/
・11 月 7-8 日 関西支部学術大会 兵庫医療大学
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
・11 月 13 日 第 1 回国際歯科デジタル学会 スイス チューリッヒ
http://iaddm.com/
・11 月 14-15 日 日本磁気歯科学会 第 25 回学術大会 東京医科歯科大学
http://jsmad.jp/meeting/25th/25th/TOP.html
・11 月 14-15 日 第 29 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会 徳島大学
http://www.jaor.jp/29thmeeting.html
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・11 月 22-23 日 第 26 回日本歯科審美学会学術大会 東京歯科大学水道橋校舎新館
http://www.kokuhoken.jp/jaed26/
<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.10.15 「都道府県別専門医名簿（兵庫）
」を更新しました。
H27.10.15 「都道府県別専門医名簿（愛知）
」を更新しました。
H27.10.15 「都道府県別専門医名簿（北海道）
」を更新しました。
H27.10.15 支部会活動（東京支部）を更新しました。
H27.10.15 支部会活動（西関東支部）を更新しました。
H27.10.15 支部会活動（東関東支部）を更新しました。
H27.10.15 「専門医研修会のお知らせ（東関東支部）
」を更新しました。
H27.10.15 「専門医研修会のお知らせ（西関東支部）
」を更新しました。
H27.10.15 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（東京支部）
」を更新しました。
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
Jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 9 October 30, 2015
============================================================
ここ北海道では、雪も降り、寒さが一段と厳しくなって参りました。会員の皆様、冬支度は進んでおりますでしょうか？
さて、10 月 24 日（土）
・25 日（日）に開催されました東北・北海道支部学術大会は、大変盛況のうちに終了することができ
ました。
学術大会・講演会に負けないで盛り上がったのが、懇親会で開催されました「大学対抗わんこそば大会」です。
「1・2 分間で何杯のわんこそばを平らげることができるか」というルールのもと、見事に優勝を飾ったのは
東北大学、続いて準優勝が北海道医療大学でした。選手の先生方、胃袋の調子はいかがでしょうか？
寒さが厳しくなってきた東北の一夜、会場が熱く盛り上がった懇親会でした。
ご参加・ご協力いただきました関係者の皆様方に熱く御礼申し上げますとともに、この場をお借りしましてご報告させてい
ただきます。

<1>公益社団法人日本口腔インプラント学会からの依頼事項
公益社団法人日本補綴歯科学会
代議員，専門医の皆さまへ
「高齢者施設におけるインプラントの実態調査」へのご協力のお願い
平素より、本会運営に格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先月上記の先生方に「高齢者施設におけるインプラントの実態調査」のアンケートをお送りさせていただいております
が、
本メールはすでにアンケートの回答を頂いている方にもお送りしております。すでにお送りいいただいていらっしゃる方は、
ありがとうございました。
インプラント治療、歯科訪問診療のどちらも行われていない先生方のご回答も重要となりますので、ぜひとも皆様方全員のご
回答をお待ちしております。
（特に，補綴学会の先生方の回答率が低いとの報告を受けております）
なお、本アンケートは学会連携型研究であり個人情報の守秘に関しては万全を期してしております。
お手元にアンケート書類をお持ちの先生におかれましては、それにご記入いただき日本口腔インプラント学会事務局までお送
りください。
また、アンケート書類をお持ちでない先生（専門医または代議員の方のみです）は、日本口腔インプラント学会事務局
（jsoi101@key.ocn.ne.jp）まで、
専門医または代議員である旨を明記してご連絡くださいますようお願いいたします。
なお，その際のメール件名は「補綴学会アンケート」として頂けると事務手続き上，好都合です。
お忙しい中とは存じますが、学会連携型研究へのご協力をお願い申し上げます。

<2> お知らせ
以下の講演会が開催されます。奮ってご参加ください。
・第 1 回研究倫理を語る会
日時：平成 27 年 12 月 12 日（土）9：00～18：00
会場：東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂
事前登録制・参加費無料（別途資料代 1,000 円）
http://www.tmd.ac.jp/bioethics/japrec/
・シンポジウム「健康長寿と再生医療」
主催：日本学術会議歯学委員会
共催：日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会
日時：平成 27 年 12 月 13 日（日）13:00～17:00
会場：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2015/0901/index.html

<3>今後 1 か月の行事予定
・10 月 30-31 日 第 63 回 JADR 学術大会 福岡国際会議場
http://jadr.umin.jp/
・10 月 31 日-11 月 1 日 日本顎口腔機能学会 第 55 回学術大会
千里ライフサイエンスセンター 千里ルーム A
http://jssf.umin.ne.jp/
・11 月 7-8 日 関西支部学術大会 兵庫医療大学
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
・11 月 13 日（金） 国際デジタル歯科学会（IADDM）スイス チューリッヒ
http://iaddm.com
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・11 月 14-15 日 日本磁気歯科学会 第 25 回学術大会 東京医科歯科大学
http://jsmad.jp/meeting/25th/25th/TOP.html
・11 月 14-15 日 第 29 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会 徳島大学
http://www.jaor.jp/29thmeeting.html
・11 月 14-15 日 日本口腔インプラント学会 第 36 回中部支部学術大会
ウィンク愛知
http://www.jsoi-chubu.org/36
・11 月 16-17 日 第 23 回顎顔面バイオメカニクス学会 アクロス福岡
http://www.kaobio.org/
・11 月 21-22 日日本口腔インプラント学会 第 35 回東北・北海道支部学術大会
仙台国際センター
http://jsoi-th35.org/
・11 月 22-23 日 第 26 回日本歯科審美学会学術大会 東京歯科大学水道橋校舎新館
http://www.kokuhoken.jp/jaed26/
・11 月 29 日 東京支部学術大会 東京医科歯科大学 M&D タワー 鈴木章夫記念講堂
http://hotetsu.com/s3_02.html#tokyo

<4> HP 更新内容
http://www.hotetsu.com/
H27.10.15 「都道府県別専門医名簿（兵庫）
」を更新しました。
H27.10.15 「都道府県別専門医名簿（愛知）
」を更新しました。
H27.10.15 「都道府県別専門医名簿（北海道）
」を更新しました。
H27.10.15 支部会活動（東京支部）を更新しました。
H27.10.15 支部会活動（西関東支部）を更新しました。
H27.10.15 支部会活動（東関東支部）を更新しました。
H27.10.15 「専門医研修会のお知らせ（東関東支部）
」を更新しました。
H27.10.15 「専門医研修会のお知らせ（西関東支部）
」を更新しました。
H27.10.15 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（東京支部）」を更新しました。

============================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
============================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 10 November 6, 2015
==================================================================
朝晩は冷え込む季節になりましたが，会員の皆様はお元気にお過ごしでしょうか。今回は週末の関西支部学術大会，
2 月の APS（シカゴ）などの情報をお届けします。
<1> お知らせ
日本補綴歯科学会 関西支部学術大会が神戸で開催されます。
日曜午後は，金属アレルギーをテーマとする生涯学習セミナーもあります。奮ってご参加ください。
●平成 27 年度 日本補綴歯科学会 関西支部総会・学術大会
日時：平成 27 年 11 月 7 日（土）
，8 日（日）
会場：兵庫医療大学（神戸市中央区港島 1－3－6）
大会長：田中昌博（大歯大）
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
●生涯学習公開セミナー
日時：平成 27 年 11 月 8 日（日）13：30～15:30
会場：兵庫医療大学 オクタホール
テーマ：
「金属アレルギーの臨床病態と歯科的対応法」
講師：松香芳三（徳島大学）
渡邉 恵（徳島大学）
高 永和（関西支部）
●平成 27 年度 日本補綴歯科学会関越支部総会・学術大会
日 時：平成 28 年 1 月 16 日（土）
場 所：群馬県高崎市 ホテルメトロポリタン高崎
担 当：日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第１講座
大会長：宮下英一郎（日本補綴歯科学会関越支部理事）
実行委員長：水橋 史（日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第１講座准教授）
準備委員長：浅沼直樹（日本歯科新潟短期大学教授）
発表形式：口演発表のみ
演題抄録締め切り：平成 27 年 12 月 1 日（火）
平成 27 年度 支部専門医研修会
日 時：平成 28 年 1 月 16 日（土）15 時 40 分 ～ 17 時 40 分
場 所：群馬県高崎市 ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：アスリートの歯科治療に求められているもの
タイトル：スポーツデンティストの役割と将来展望（仮題）
講 師：宮下 英一郎 先生（大会長，群馬県歯科医師会）
タイトル：アスリートの歯科治療で注意すべきポイント（仮題）
講 師：上野俊明 先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科スポーツ
医歯学分野准教授）
平成 27 年度 市民フォーラム
日 時：平成 28 年 1 月 16 日（土）14：30 ～ 15：30
場 所：群馬県高崎市 ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：認知症と訪問歯科
タイトル：認知症に対する歯科治療の果たす役割（仮題）
講 師：白野 美和 先生（日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科科長）
平成 27 年度関越支部総会･学術大会･同時開催事業タイムスケジュール（案）
会 場：ホテルメトロポリタン高崎
10：00 開会の辞 水橋 史（実行委員長）
大会長挨拶 宮下英一郎（大会長）
【一般口演】
10：10～10：30
セッション１
10：30～11：00
セッション２
11：00～11：10
休憩
（10：30～11：30
専門医申請ケースプレゼンテーション）
11：10～11：30
セッション３
11：30～12：30
昼休み ・ 理事会
12：30～13：00
平成 27 年度 総会
13：10～14：10
特別講演
タイトル：咬合再構成と歯周組織への対応（仮題）
講 師：林 美穂先生（女性歯科医師の会会長，歯科・林美穂医院）
14：10 閉会の辞 浅沼 直樹（準備委員長）
14：30～15：30
平成 27 年度 市民フォーラム
テーマ：認知症と歯科（仮題）
タイトル：認知症に対する歯科治療の果たす役割
講 師：白野 美和 先生（日本歯科大学新潟病院訪問歯科
口腔ケア科科長）
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15：40～17：40
平成 27 年度 支部専門医研修会
テーマ：アスリートの歯科治療に求められているもの
タイトル：スポーツデンティストの役割と将来展望（仮題）
講 師：宮下英一郎 先生（群馬県歯科医師会）
タイトル：アスリートの歯科治療で注意すべきポイント（仮題）
講 師：上野俊明 先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合
研究科スポーツ医歯学分野）
17：50～19：20 懇親会（テルメトロポリタン高崎 会費 5,000 円）
※専門医申請ケースプレゼンテーション：一般口演中
※群馬県歯科医学大会とは別会場での開催のため，市民フォーラムの集客を要検討
以下の講演会が開催されます。こちらも奮ってご参加ください。
●第 1 回研究倫理を語る会
日時：平成 27 年 12 月 12 日（土）9：00～18：00
会場：東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂
事前登録制・参加費無料（別途資料代 1,000 円）
http://www.tmd.ac.jp/bioethics/japrec/
●「健康長寿と再生医療」
主催：日本学術会議歯学委員会
共催：日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会
日時：平成 27 年 12 月 13 日（日）13:00～17:00
会場：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2015/0901/index.html
<2>アメリカ補綴歯科学会（APS）のご案内
先月のメールマガジンでもお知らせしましたが，第 88 回アメリカ補綴歯科学会（APS）が 2016 年 2 月 25-26 日にシカゴ
（Swissotel Chicago）で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
この学会では，デジタルポスターコンペティションも開催されます。研究部門と臨床部門があり，それぞれ 3 等まで表彰され
ます。
昨年も JPS 会員が入賞されました。ポスターの抄録締切は 2016 年の 1 月 8 日です。
シカゴではこの時期，アメリカ最大規模のデンタルショーで有名な CDS Midwinter Meeting も開催されます．
下記の URL より詳細をご確認頂き，奮ってご参加ください．
APS 大会 HP：http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
JPS メンバー専用ページ：http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=733
Midwinter Meeting：http://www.cds.org/Midwinter_Meeting/Midwinter_Meeting.aspx
＜4＞今後 1 か月の行事予定
・11 月 13 日 国際デジタル歯科学会 スイス チューリッヒ
http://www.iaddm.com
・11 月 14-15 日 日本磁気歯科学会 第 25 回学術大会 東京医科歯科大学
http://jsmad.jp/meeting/25th/25th/TOP.html
・11 月 14-15 日 第 29 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会 徳島大学
http://www.jaor.jp/29thmeeting.html
・11 月 14-15 日 日本口腔インプラント学会 第 36 回中部支部学術大会
ウィンク愛知
http://www.jsoi-chubu.org/36
・11 月 16-17 日 第 23 回顎顔面バイオメカニクス学会 アクロス福岡
http://www.kaobio.org/
・11 月 21-22 日日本口腔インプラント学会 第 35 回東北・北海道支部学術大会
仙台国際センター
http://jsoi-th35.org/
・11 月 22-23 日 第 26 回日本歯科審美学会学術大会 東京歯科大学水道橋校舎新館
http://www.kokuhoken.jp/jaed26/
・11 月 29 日 東京支部学術大会 東京医科歯科大学 M&D タワー 鈴木章夫記念講堂
http://hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
<4> HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.10.29 支部専門医研修会開催申請書を更新しました。
H27.10.29 専門医認定委員会を更新しました。
H27.10.29 「専門医審査委員」を更新しました。
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
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==================================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 11 November 13, 2015
==================================================================
立冬も過ぎ、朝晩急に肌寒くなってまいりましたね。お元気にお過ごしでしょうか? 秋から冬にかけては各支部学会が開催さ
れています。
年 1 回の本学会とは異なり、少し和やかに地域の特色を出した学会開催のような気がします。支部学会での面白い話題があれ
ばショートコメントでお送りください。
<1> お知らせ
●関越支部学術大会の演題抄録締め切りは、平成 27 年 12 月 1 日（火）です。
奮って申込ください。
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
●東京支部 専門医研修会のご案内
１．日時
平成 28 年 1 月 31 日 (日)
13 時 30 分～16 時 00 分
２．会場
昭和大学歯科病院 臨床講堂
３．テーマ
デジタルデンディストリーの現状と展開
４．講師
1）末瀬 一彦・大阪歯科大学 歯科審美学室
2）近藤 尚知・岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座
５．座長
馬場 一美・昭和大学歯学部 歯科補綴学講座
６．支部学術大会事務局連絡先
菅沼 岳史
所属 昭和大学歯学部 歯科補綴学講座
〒145-8515 大田区北千束 2-1-1
Tel ： 03-3787-1151
Fax： 03-3784-7603
E-mail： t-suganuma@dent.showa-u.ac.jp
●日本歯学系学会協議会第 13 回講演会のプロシーディングが発行されました。ご一読ください。
「日本の歯学・歯科医療の今後の方向性」
http://www.ucjds.jp/proceeding/image/151026kouenkai.pdf
●以下の講演会が開催されます。奮ってご参加ください。
「第 1 回研究倫理を語る会」
日時：平成 27 年 12 月 12 日（土）9：00～18：00
会場：東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂
事前登録制・参加費無料（別途資料代 1,000 円）
http://www.tmd.ac.jp/bioethics/japrec/
「健康長寿と再生医療」
日時：平成 27 年 12 月 13 日（日）13:00～17:00
会場：歯科医師会館 大会議室
主催：日本学術会議歯学委員会
共催：日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会
http://www.jads.jp/2015/0901/index.html
<2>アメリカ補綴歯科学会（APS）のご案内
2016 年 2 月 25、26 日に本会と交流協定を結んでおります American Prosthodontics Society の 88th Annual meeting が
米国のシカゴにあります Swissotel Chicago で開催されます。JPS の会員は割引された登録費での参加が可能ですので、
ご参加を検討される方は本学会の HP をご参照の上、JPS 会員の登録サイトよりご登録ください。
学会 HP http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
JPS 会員の登録サイト http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=733
<3> 今後 1 か月の行事予定
・11 月 14-15 日 日本磁気歯科学会第 25 回学術大会 東京医科歯科大学
http://jsmad.jp/meeting/25th/25th/TOP.html
・11 月 14-15 日 第 29 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会 徳島大学
http://www.jaor.jp/29thmeeting.html
・11 月 14-15 日 日本口腔インプラント学会第 36 回中部支部学術大会 ウィンク愛知
http://www.jsoi-chubu.org/36
・11 月 16-17 日 第 23 回顎顔面バイオメカニクス学会 アクロス福岡
http://www.kaobio.org/
・11 月 21-22 日 日本口腔インプラント学会第 35 回東北・北海道支部学術大会
仙台国際センター
http://jsoi-th35.org/
・11 月 22-23 日 第 26 回日本歯科審美学会学術大会 東京歯科大学水道橋校舎新館
http://www.kokuhoken.jp/jaed26/
・11 月 29 日 東京支部学術大会 東京医科歯科大学 M&D タワー 鈴木章夫記念講堂

18
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
・12 月 12-13 日 日本口腔インプラント学会第 35 回近畿・北陸支部学術大会
北國新聞赤羽ホール
http://ishikawa-implant.com/
・12 月 19-20 日 第 34 回日本接着歯学会学術大会 タワーホール船堀
http://web.apollon.nta.co.jp/jsad34/index.html
<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.11.05 支部会活動（関越支部）を更新しました。
H27.11.05 専門医研修会のお知らせ（関越支部）を更新しました。
H27.11.05 「市民フォーラムのお知らせ（関越支部）
」を更新しました。
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
Jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 12 November 20, 2015
==================================================================
<1> お知らせ
●関越支部学術大会の演題抄録締め切りは、平成 27 年 12 月 1 日（火）です。
早めの登録にご協力ください！
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
●平成 27 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 27 年度（公社）日本補綴歯科学会優秀論文賞「中堅優秀論文賞」
，
「特定推進研究優秀論文賞」および「奨励論文賞」の
候補者を要領に従って募集します．該当する本学会員は奮って応募して下さい．
http://www.hotetsu.com/t2.html
●平成 27 年度（公社）日本補綴歯科学会西関東支部、東関東支部生涯学習公開セミナー
日 時：平成 28 年 1 月 10 日（日） 15:00～17:00
主 催：
（公社）日本補綴歯科学会西関東支部、東関東支部
会 場：パシフィコ横浜
テーマ：
「震災から学ぶ歯科補綴学」
座 長： 木本 克彦
神奈川歯科大学
講 師： 佐々木 啓一東北大学
中久木 康一東京医科歯科大学
槻木 恵一神奈川歯科大学
<2> 医療機器の保険適用について ～ファイバーポスト保険収載へ～
10 月 28 日に開催された第 309 回中医協総会において，株式会社ジーシー社製の「ジーシー ファイバーポスト」が
新機能・新技術（区分 C2）として平成 28 年１月より保険適用 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000Hokenkyoku-Iryouka/0000102533.pdf
<3> 今後 1 か月の行事予定
・11 月 21-22 日 日本口腔インプラント学会第 35 回東北・北海道支部学術大会
仙台国際センター
http://jsoi-th35.org/
・11 月 22-23 日 第 26 回日本歯科審美学会学術大会 東京歯科大学水道橋校舎新館
http://www.kokuhoken.jp/jaed26/
・11 月 29 日 東京支部学術大会 東京医科歯科大学 M&D タワー 鈴木章夫記念講堂
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
・12 月 12-13 日 日本口腔インプラント学会第 35 回近畿・北陸支部学術大会
北國新聞赤羽ホール
http://ishikawa-implant.com/
・12 月 19-20 日 第 34 回日本接着歯学会学術大会 タワーホール船堀
http://web.apollon.nta.co.jp/jsad34/index.html

<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.11.12 平成 27 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集についてを掲載しました。
H27.11.12 申請・更新書類ダウンロードを更新しました。
H27.11.12 「依頼論文 7 巻 4 号」を掲載しました。
H27.11.12 「オンラインアーティクル 7 巻 4 号」を掲載しました。
H27.11.12 「Letter for Members 56 号」を掲載しました。
H27.11.12 支部会活動（東京支部）を更新しました。
H27.11.12 支部会活動（東関東支部）を更新しました。
H27.11.12 支部会活動（西関東支部）を更新しました。
H27.11.12 「市民フォーラムのお知らせ（東京支部）
」を更新しました。
H27.11.12 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（東関東支部）
」を更新しました。
H27.11.12 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（西関東支部）
」を更新しました。
H27.11.18 「東京支部学術大会（HP）
」の抄録集を掲載しました。
H27.11.18 「生涯学習公開セミナーの時間修正（東京支部）
」を更新しました。
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 13 November 27, 2015
===============================================================
寒さも益々厳しくなり、１１月もいよいよ終盤にさしかかってまいりましたが、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか？
来月はいよいよ忘年会シーズンです。会員の皆様が楽しく年を忘れられますよう、お祈り申し上げます。
補綴学会に関連した学会情報として、先日開催されました第２２回顎顔面バイオメカニクス学会および
第２６回日本歯科審美学会は、大変盛況のうちに終了いたしました。どちらもタイムリーな話題満載で、盛会でした。
なお、第２７回日本歯科審美学会は来年８月２７日（土）
・２８日（日）に札幌市にて開催される予定です。
<1> お知らせ
●東京支部学術大会が今週末開催されます（11 月 28 日（土）
・29 日（日）
）
。
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
●関越支部学術大会の演題抄録締め切りは、平成 27 年 12 月 1 日（火）です。
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
●以下の講演会が開催されます。奮ってご参加ください。
「第 1 回研究倫理を語る会」
日時：平成 27 年 12 月 12 日（土）9：00～18：00
会場：東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂
事前登録制・参加費無料（別途資料代 1,000 円）
http://www.tmd.ac.jp/bioethics/japrec/
「健康長寿と再生医療」
日時：平成 27 年 12 月 13 日（日）13:00～17:00
会場：歯科医師会館 大会議室
主催：日本学術会議歯学委員会
共催：日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会
http://www.jads.jp/2015/0901/index.html
<2>アメリカ補綴歯科学会（APS）のご案内
2016 年 2 月 25、26 日に本会と交流協定を結んでおります American Prosthodontics
Society の 88th Annual meeting が米国のシカゴにあります Swissotel Chicago で開催されます。
JPS の会員は割引された登録費での参加が可能ですので、
ご参加を検討される方は本学会の HP をご参照の上、
JPS 会員の登録サイトよりご登録ください。
学会 HP http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
JPS 会員の登録サイト http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=733
<3> 今後 1 か月の行事予定
・11 月 29 日 東京支部学術大会 東京医科歯科大学 M&D タワー 鈴木章夫記念講堂
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
・12 月 12-13 日 日本口腔インプラント学会第 35 回近畿・北陸支部学術大会
北國新聞赤羽ホール
http://ishikawa-implant.com/
・12 月 19-20 日 第 34 回日本接着歯学会学術大会 タワーホール船堀
http://web.apollon.nta.co.jp/jsad34/index.html
<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.11.18 支部会活動（東京支部）に抄録集を掲載しました。
H27.11.12 「平成 27 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について」を掲載しました。
H27.11.12 申請・更新書類ダウンロードを更新しました。
H27.11.12 「依頼論文 7 巻 4 号」を掲載しました。
H27.11.12 「オンラインアーティクル 7 巻 4 号」を掲載しました。
H27.11.12 「Letter for Members 56 号」を掲載しました。
H27.11.12 支部会活動（東京支部）を更新しました。
H27.11.12 支部会活動（東関東支部）を更新しました。
H27.11.12 支部会活動（西関東支部）を更新しました。
H27.11.12 「市民フォーラムのお知らせ（東京支部）
」を更新しました。
H27.11.12 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（東関東支部）
」を更新しました。
H27.11.12 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（西関東支部）
」を更新しました。
===============================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
===============================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
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JPS メールマガジン No. 14 December 4, 2015
==================================================================
今年もあと 1 月、いよいよ残りわずかになりましたが，会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか．
北海道では 60 数年ぶりの大雪、各地での朝晩の冷え込みも本格的になってまいりましたね。御身御自愛ください。
今回は東西関東支部の合同学術大会などの情報をお届けします．
<1> お知らせ
以下の講演会が開催されます．奮ってご参加ください．
●第 1 回研究倫理を語る会
日時：平成 27 年 12 月 12 日（土）9：00～18：00
会場：東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂
事前登録制・参加費無料（別途資料代 1,000 円）
http://www.tmd.ac.jp/bioethics/japrec/
●「健康長寿と再生医療」
主催：日本学術会議歯学委員会
共催：日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会
日時：平成 27 年 12 月 13 日（日）13:00～17:00
会場：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2015/0901/index.html
<2>平成 27 年度 西関東・東関東合同支部学術大会のご案内
日時：平成 28 年 1 月 10 日
会場：パシフィコ横浜アネックスホール
大会長：木本 克彦 先生
（神奈川歯科大学大学院歯学研究科 咀嚼機能制御補綴学講座）
副大会長：大川 周治 先生
（明海大学歯学部 機能保存回復学講座 歯科補綴学分野）
共催：神奈川県歯科医師会
●生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 1 月 10 日 15:00～17:00
主催：
（公社）日本補綴歯科学会西関東支部・東関東支部
会場：パシフィコ横浜
テーマ：
『震災から学ぶ歯科補綴学』
座長：木本 克彦 先生 （神奈川歯科大学）
講師：佐々木 啓一 先生 （東北大学）
中久木 康一 先生 （東京医科歯科大学）
槻木 恵一 先生 （神奈川歯科大学）
●専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 9 日 18:00～20:00
会場：神奈川県歯科医師会館
テーマ：より良い補綴臨床を考える
座長：小川 匠 先生 （鶴見大学 クラウンブリッジ補綴学講座）
講師：河相 安彦 先生 （日本大学松戸歯学部 有床義歯補綴学講座）
藤澤 政紀 先生 （明海大学歯学部 機能保存回復学講座歯科補綴学分野）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<3>今後 1 か月の行事予定
・12 月 12-13 日 日本口腔インプラント学会第 35 回近畿・北陸支部学術大会
北國新聞赤羽ホール
http://ishikawa-implant.com/
・12 月 19-20 日 第 34 回日本接着歯学会学術大会 タワーホール船堀
http://web.apollon.nta.co.jp/jsad34/index.html
<4> HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.11.26 支部会活動（関越支部）を更新しました．
H27.11.26 専門医研修会のお知らせ（関西支部）を更新しました．
H27.11.26 「市民フォーラムのお知らせ（関西支部）
」を更新しました．
H27.11.18 支部会活動（東京支部）に抄録集を掲載しました．
<5> 政府（内閣府大臣官房公益法人行政担当室）からのお知らせ
府益担第 1772 号 平成 27 年 11 月 24 日 発令
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html
（掲載事項）
・2015 年度冬季の節電に関する御協力のお願いについて
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・
【参考１】2015 年度冬季の電力需給対策について
・
【参考２】2015 年度冬季の政府の節電の取組について
・
【参考３】冬季の省エネルギー対策について
・
【参考４－１】冬季の節電メニュー（事業者の皆様）
（東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州）
・
【参考４－２】冬季の節電メニュー（事業者の皆様）
（北海道電力管内）
各公益社団・財団法人の皆様におかれては、無理のない範囲で、別添のとおり、節電に御協力いただきますようお願いしま
す。
【節電をお願いしたい期間・時間】
2015 年（平成 27 年）12 月１日（火）から 2016 年（平成 28 年）３月 31 日（木）まで（12 月 29 日（火）から 31 日（木）ま
でを除く）の
平日の９時から 21 時まで（北海道電力及び九州電力管内については８時から 21 時まで）
（問合せ先）
内閣府大臣官房公益法人行政担当室
担当：橋本（電話：03-5403-9528）
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 15 December 11, 2015
==================================================================
師走になると、時間の流れが早く感じませんか。
食べ過ぎや飲み過ぎ、風邪などに注意して冬を楽しみましょう。
<1> お知らせ
以下の講演会が開催されます。奮ってご参加ください。
●「第 1 回研究倫理を語る会」
日時：平成 27 年 12 月 12 日（土）9：00～18：00
会場：東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂
事前登録制・参加費無料（別途資料代 1,000 円）
http://www.tmd.ac.jp/bioethics/japrec/
●「健康長寿と再生医療」
日時：平成 27 年 12 月 13 日（日）13:00～17:00
会場：歯科医師会館 大会議室
主催：日本学術会議歯学委員会
共催：日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会
http://www.jads.jp/2015/0901/index.html
<2>支部大会情報・活動予定
● 平成 27 年度 西関東・東関東合同支部学術大会
日時：平成 28 年 1 月 10 日（日）
会場：パシフィコ横浜アネックスホール
大会長：木本克彦 先生
（神奈川歯科大学大学院歯学研究科 咀嚼機能制御補綴学講座）
副大会長：大川周治 先生
（明海大学歯学部 機能保存回復学講座 歯科補綴学分野）
● 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 1 月 10 日（日）15:00～17:00
会場：パシフィコ横浜
テーマ：震災から学ぶ歯科補綴学
● 専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 9 日（土）18:00～20:00
会場：神奈川県歯科医師会館
テーマ：より良い補綴臨床を考える
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
● 平成 27 年度 関越支部学術大会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）
会場：ホテルメトロポリタン高崎
大会長：宮下英一郎 先生（日本補綴歯科学会関越支部理事）
● 市民フォーラム
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）14:30～15:30
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：認知症と訪問歯科
● 専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）15:40～17:40
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：アスリートの歯科治療に求められているもの
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
● 平成 27 年度 東京支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）13:30～16:00
会場：昭和大学歯科病院 臨床講堂
テーマ：デジタルデンティストリーの現状と展開
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
● 平成 27 年度 関西支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）14:00～16:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：ファイバーブリッジに関する基礎と臨床
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
● 平成 27 年度 関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 2 月 8 日（月）18:30～19:30
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会場：大阪市中央公会堂
テーマ：おいしさを提供する補綴歯科
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 9 日（土）
、10 日（日）
会場：石川県立音楽堂
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
※演題申込の締切は、平成 28 年 2 月 1 日（月）です。
申込先は、学会ホームページに掲載されます。
今のうちから演題をご検討いただければと思います。
<4> 今後 1 か月の行事予定
・12 月 12-13 日 日本口腔インプラント学会第 35 回近畿・北陸支部学術大会
北國新聞赤羽ホール
http://ishikawa-implant.com/
・12 月 19-20 日 第 34 回日本接着歯学会学術大会 タワーホール船堀
http://web.apollon.nta.co.jp/jsad34/index.html
<5>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.12.02 支部会活動（関西支部）を更新しました。
H27.12.02 専門医研修会（東京支部）を掲載しました。
H27.12.02 支部会活動（東京支部）を更新しました。
<6>年末年始の事務局休業について
学会事務局の業務について、下記のとおりお知らせいたします。
年末の業務 2015 年 12 月 28 日（月）午前中まで
年始の業務 2016 年 1 月 5 日（火）より
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 16 December 18, 2015
==================================================================
来年の話をすると鬼が笑う．．
．と言いますが，年が明けると
東関東支部，西関東支部，関越支部と支学術大会が開催される予定です．
補綴学会は支部活動の活性化を目指し，様々な興味深い企画が組まれています．
専門医，指導医資格更新のためにも必要単位数等御確認頂き，参加をご検討されてはいかがでしょうか？
<1>支部大会情報・活動予定
● 平成 27 年度 西関東・東関東合同支部学術大会
日時：平成 28 年 1 月 10 日（日）
会場：パシフィコ横浜アネックスホール
大会長：木本克彦 先生（神奈川歯科大学大学院歯学研究科 咀嚼機能制御補綴学講座）
副大会長：大川周治 先生（明海大学歯学部 機能保存回復学講座 歯科補綴学分野）
● 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 1 月 10 日（日）15:00～17:00
会場：パシフィコ横浜
テーマ：震災から学ぶ歯科補綴学
● 専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 9 日（土）18:00～20:00
会場：神奈川県歯科医師会館
テーマ：より良い補綴臨床を考える
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
● 平成 27 年度 関越支部学術大会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）
会場：ホテルメトロポリタン高崎
大会長：宮下英一郎 先生（日本補綴歯科学会関越支部理事）
● 市民フォーラム
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）14:30～15:30
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：認知症と訪問歯科
● 専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）15:40～17:40
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：アスリートの歯科治療に求められているもの
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
● 平成 27 年度 東京支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）13:30～16:00
会場：昭和大学歯科病院 臨床講堂
テーマ：デジタルデンティストリーの現状と展開
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
● 平成 27 年度 関西支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）14:00～16:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：ファイバーブリッジに関する基礎と臨床
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
● 平成 27 年度 関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 2 月 8 日（月）18:30～19:30
会場：大阪市中央公会堂
テーマ：おいしさを提供する補綴歯科
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
<2>平成 27 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 27 年度（公社）日本補綴歯科学会優秀論文賞「中堅優秀論文賞」
，
「特定推進研究優秀論文賞」
および「奨励論文賞」の候補者を下記の HP 要領に従って募集します．
該当する本学会員は奮って応募して下さい．締め切りは平成 27 年 12 月 31 日です．
http://hotetsu.com/t2.html
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
※演題申込締切：平成 28 年 2 月 1 日（月）
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申込先は，学会ホームページに掲載予定です．今のうちから演題をご検討いただければと思います．
北陸新幹線で行きましょう!

<4>研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせ
1.テーマ
「歯科補綴学が担う口腔の健康と健康長寿-明るい超高齢社会の実現」
―東京都健康長寿医療センターとの共同研究企画の募集にあたって－
2.趣旨
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに関する
エビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進している．
具体的には，平成 27 年度から（地独）東京都健康長寿医療センターとの共同研究
「高齢期の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」がスタートし，
本学会が調査に参加することや，歯科口腔・嚥下機能等と健康余命や余命との関連を調べるため，
縦断研究コホートの過去データの提供を受け，解析を進めることで合意が得られている．
そこで，本シンポジウムでは，国内で実施された，または現在実施中の医科系データを含む
疫学調査について造詣の深い諸先生をお招きし，知識の集約を行うとともに，研究企画の公募を含めた
本学会の関わり方や今後の活動の方向性について紹介する目的で開催する．
3.日時
平成 28 年 2 月 21 日（日）13:00～17:00
4.会場
昭和大学歯科病院 1 号棟 6 階臨床講堂（東京都大田区北千束 2 丁目 1 番 1 号）
5.対象者，定員
公益社団法人日本補綴歯科学会会員
非会員歯科医師
その他一般
（先着 120 名）
6.プログラム案
座長 矢谷博文（大阪大学）
大久保力廣（鶴見大学）
13:00～13:05 開会の辞（矢谷博文）
13:05～13:55 新開省二先生（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
研究所 副所長）
｢疫学調査における歯科の可能性～群馬県草津町での調査から～（仮
題）｣
13:55～14:35 小野高裕（新潟大学大学院 医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野
教授）
｢咀嚼能力のバイオマーカーとしての意味を探る－吹田研究より｣
14:35～15:15 池邉一典（大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座
有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野 准教授）
｢口腔機能の維持は介護予防に貢献するか？：SONIC 研究より｣
15:15～15:35 休憩
15:35～16:15 安細敏弘先生（九州歯科大学 地域健康開発歯学分野 教授）
｢福岡 8020 調査研究のアウトカムと課題｣
16:15～16:35 玉置勝司（神奈川歯科大学 顎咬合機能回復補綴医学 教授）
｢研究企画推進委員会の臨床疫学調査（仮題）｣
16:35～16:55 総合討論
16:55～17:00 閉会の辞（大久保力廣）
7.参加費
無料
8.申し込みおよび問い合わせ先
平成 28 年 1 月 29 日（金）までに，事務局までメール，またはファックスにて，
ご氏名，ご所属，連絡先，メールアドレス，会員の方は会員番号をご明記のうえお申し込みください．
公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局
〒105-0004 東京都新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
TEL:03-5733-4680，FAX:03-5733-4688，E-mail: jpr-edit02@max.odn.ne.jp
<5> 今後 1 か月の行事予定
・12 月 19-20 日 第 34 回日本接着歯学会学術大会 タワーホール船堀
http://web.apollon.nta.co.jp/jsad34/index.html
・12 月 25-26 日 第 80 回口腔病学会記念学術大会
東京医科歯科大学 M&D タワー 鈴木章夫記念講堂
<6>年末年始の事務局休業について
学会事務局の業務について，下記のとおりお知らせいたします．
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年末の業務 2015 年 12 月 28 日（月）午前中まで
年始の業務 2016 年 1 月 5 日（火）より
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.12.02 支部会活動（東京支部）を更新しました。
H27.12.02 専門医研修会（東京支部）を掲載しました。
H27.12.02 支部会活動（関西支部）を更新しました。
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 17 December 25, 2015
================================================================
Merry Christmas! 楽しいクリスマスをお過ごしでしょうか？
さて，本年も残すところあと１週間となりました．来年も会員の皆様にとって素晴らしい１年と
なりますことを心からお祈り申し上げます．
来年も JPS メールマガジンをお楽しみいただけると幸いです．
<1>平成 27 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 27 年度（公社）日本補綴歯科学会優秀論文賞「中堅優秀論文賞」
，
「特定推進研究優秀論文賞」
および「奨励論文賞」の候補者を下記の HP 要領に従って募集します．該当する本学会員は奮って応募して下さい．
締め切りは平成 27 年 12 月 31 日です．
http://hotetsu.com/t2.html
<2>支部大会情報・活動予定
● 平成 27 年度 西関東・東関東合同支部学術大会
日時：平成 28 年 1 月 10 日（日）
会場：パシフィコ横浜アネックスホール
大会長：木本克彦 先生（神奈川歯科大学大学院歯学研究科 咀嚼機能制御補綴学講座）
副大会長：大川周治 先生（明海大学歯学部 機能保存回復学講座 歯科補綴学分野）
● 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 1 月 10 日（日）15:00～17:00
会場：パシフィコ横浜
テーマ：震災から学ぶ歯科補綴学
● 専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 9 日（土）18:00～20:00
会場：神奈川県歯科医師会館（支部大会とは別会場です．
）
テーマ：より良い補綴臨床を考える
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
● 平成 27 年度 関越支部学術大会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）
会場：ホテルメトロポリタン高崎
大会長：宮下英一郎 先生（日本補綴歯科学会関越支部理事）
● 市民フォーラム
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）14:30～15:30
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：認知症と訪問歯科
● 専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）15:40～17:40
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：アスリートの歯科治療に求められているもの
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
● 平成 27 年度 東京支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）13:30～16:00
会場：昭和大学歯科病院 臨床講堂
テーマ：デジタルデンティストリーの現状と展開
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
● 平成 27 年度 関西支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）14:00～16:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：ファイバーブリッジに関する基礎と臨床
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
● 平成 27 年度 関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 2 月 8 日（月）18:30～19:30
会場：大阪市中央公会堂
テーマ：おいしさを提供する補綴歯科
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
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※演題申込締切：平成 28 年 2 月 1 日（月）
申込先は，学会ホームページに掲載予定です．今のうちから演題をご検討いただければと思います．
北陸新幹線で行きましょう!
<4>今後 1 か月の行事予定
・12 月 25 -26 日 第 80 回口腔病学会記念学術大会
東京医科歯科大学 M&D タワー 鈴木章夫記念講堂
・1 月 30 -31 日 日本口腔インプラント学会 第 33 回九州支部大会
佐賀市文化会館
<5>研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせ
1.テーマ
「歯科補綴学が担う口腔の健康と健康長寿-明るい超高齢社会の実現」
―東京都健康長寿医療センターとの共同研究企画の募集にあたって－
2.趣旨
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに関する
エビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進している．
具体的には，平成 27 年度から（地独）東京都健康長寿医療センターとの共同研究
「高齢期の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」がスタートし，
本学会が調査に参加することや，歯科口腔・嚥下機能等と健康余命や余命との関連を調べるため，
縦断研究コホートの過去データの提供を受け，解析を進めることで合意が得られている．
そこで，本シンポジウムでは，国内で実施された，または現在実施中の医科系データを含む疫学調査について
造詣の深い諸先生をお招きし，知識の集約を行うとともに，研究企画の公募を含めた本学会の関わり方や
今後の活動の方向性について紹介する目的で開催する．
3.日時
平成 28 年 2 月 21 日（日）13:00～17:00
4.会場
昭和大学歯科病院 1 号棟 6 階臨床講堂（東京都大田区北千束 2 丁目 1 番 1 号）
5.対象者，定員
公益社団法人日本補綴歯科学会会員
非会員歯科医師
その他一般
（先着 120 名）
6.プログラム案
座長 矢谷博文（大阪大学）
大久保力廣（鶴見大学）
13:00～13:05 開会の辞（矢谷博文）
13:05～13:55 新開省二先生（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
研究所 副所長）
｢疫学調査における歯科の可能性～群馬県草津町での調査から～（仮
題）｣
13:55～14:35 小野高裕（新潟大学大学院 医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野
教授）
｢咀嚼能力のバイオマーカーとしての意味を探る－吹田研究より｣
14:35～15:15 池邉一典（大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座
有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野 准教授）
｢口腔機能の維持は介護予防に貢献するか？：SONIC 研究より｣
15:15～15:35 休憩
15:35～16:15 安細敏弘先生（九州歯科大学 地域健康開発歯学分野 教授）
｢福岡 8020 調査研究のアウトカムと課題｣
16:15～16:35 玉置勝司（神奈川歯科大学 顎咬合機能回復補綴医学 教授）
｢研究企画推進委員会の臨床疫学調査（仮題）｣
16:35～16:55 総合討論
16:55～17:00 閉会の辞（大久保力廣）
7.参加費
無料
8.申し込みおよび問い合わせ先
平成 28 年 1 月 29 日（金）までに，事務局までメール，またはファックスにて，
ご氏名，ご所属，連絡先，メールアドレス，会員の方は会員番号をご明記のうえお申し込みください．
公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局
〒105-0004 東京都新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
TEL:03-5733-4680，FAX:03-5733-4688，E-mail: jpr-edit02@max.odn.ne.jp
<6>お知らせ
日本学術会議歯学委員会，日本歯学系学会協議会主催の公開シンポジウムが開催されます．奮ってご参加ください．
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●「これからの歯科医療を見据えた人材育成の在り方について」
日時：平成 28 年 2 月 20 日（土）13：30～17：00
会場：昭和大学旗の台キャンパス １号館 ７階講義室
参加費：無料（どなたでもご参加いただけます，事前申し込みの必要はございません．
）
<7>日本歯科医学会から英文機関誌
（The Japanese Dental Science Review Vol.51 No.4 November 2015）が発行されました．
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18827616
<8>年末年始の事務局休業について
学会事務局の業務について，下記のとおりお知らせいたします．
年末の業務 2015 年 12 月 28 日（月）午前中まで
年始の業務 2016 年 1 月 5 日（火）より
<9>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
「都道府県別専門医名簿（東京都）
」を更新しました．
「都道府県別専門医名簿（神奈川県）
」を更新しました．
「都道府県別専門医名簿（岐阜県）
」を更新しました．
研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせを掲載しました．
「利益相反(COI)」を更新しました．
平成 28 年度専門医多肢選択式筆記試験実施のお知らせを掲載しました．
================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 18 January 8, 2016
==================================================================
会員の皆様，新年明けましておめでとうございます．楽しいお正月を過ごされましたか．
昨年９月より始めました補綴学会メールマガジンも年を越し，広報委員会のメンバーの
ご尽力で No.18 まで発刊することができました．松村理事長の命を受けましてホットな
情報を迅速にお届けするのが狙いです．会員の皆様にはぜひご活用いただければ幸甚です．
それにしても，毎週メールマガジンを発刊していますと１週間の経つのがとても早く感じます．
（早く老けそうです）
皆様方の熱い思いで若さを取り戻します…（広報委員長より）
乞うご期待を…
<1>研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウムのお知らせ
以下のシンポジウムが開催されます．奮ってご参加ください．
1.テーマ
「歯科補綴学が担う口腔の健康と健康長寿-明るい超高齢社会の実現」
―東京都健康長寿医療センターとの共同研究企画の募集にあたって－
2.内容
本シンポジウムでは，国内で実施された，または現在実施中の医科系データを含む疫学調査について
造詣の深い諸先生をお招きし，知識の集約を行うとともに，研究企画の公募を含めた本学会の関わり方や
今後の活動の方向性について紹介します．
3.日時
平成 28 年 2 月 21 日（日）13:00～17:00
4.会場
昭和大学歯科病院 1 号棟 6 階臨床講堂（東京都大田区北千束 2 丁目 1 番 1 号）
5.対象者，定員
公益社団法人日本補綴歯科学会会員，非会員歯科医師，その他一般
（先着 120 名）
6.プログラム案
座長 矢谷博文 先生（大阪大学）
，大久保力廣 先生（鶴見大学）
13:00～13:05 開会の辞（矢谷博文 先生）
13:05～13:55 新開省二 先生（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
研究所 副所長）
｢疫学調査における歯科の可能性～群馬県草津町での調査から～（仮
題）｣
13:55～14:35 小野高裕 先生（新潟大学大学院 医歯学総合研究科 教授）
｢咀嚼能力のバイオマーカーとしての意味を探る－吹田研究より｣
14:35～15:15 池邉一典 先生（大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 准教授）
｢口腔機能の維持は介護予防に貢献するか？：SONIC 研究より｣
15:35～16:15 安細敏弘 先生（九州歯科大学 地域健康開発歯学分野 教授）
｢福岡 8020 調査研究のアウトカムと課題｣
16:15～16:35 玉置勝司 先生（神奈川歯科大学 顎咬合機能回復補綴医学 教授）
｢研究企画推進委員会の臨床疫学調査（仮題）｣
16:35～16:55 総合討論
16:55～17:00 閉会の辞（大久保力廣 先生）
7.参加費
無料
8.申し込みおよび問い合わせ先
1 月 29 日（金）までに，メールまたはファックスにて，
ご氏名，ご所属，連絡先，メールアドレス，会員の方は会員番号をご明記のうえお申し込みください．
申し込み先：公益社団法人 日本補綴歯科学会 事務局
〒105-0004 東京都新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
TEL:03-5733-4680，FAX:03-5733-4688，E-mail: jpr-edit02@max.odn.ne.jp
<2>支部大会情報・活動予定
● 平成 27 年度 西関東・東関東合同支部学術大会
日時：平成 28 年 1 月 10 日（日）
会場：パシフィコ横浜アネックスホール
大会長：木本克彦 先生（神奈川歯科大学大学院歯学研究科 咀嚼機能制御補綴学講座）
副大会長：大川周治 先生（明海大学歯学部 機能保存回復学講座 歯科補綴学分野）
● 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 1 月 10 日（日）15:00～17:00
会場：パシフィコ横浜
テーマ：震災から学ぶ歯科補綴学
● 専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 9 日（土）18:00～20:00
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会場：神奈川県歯科医師会館
テーマ：より良い補綴臨床を考える
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
● 平成 27 年度 関越支部学術大会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）
会場：ホテルメトロポリタン高崎
大会長：宮下英一郎 先生（日本補綴歯科学会関越支部理事）
● 市民フォーラム
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）14:30～15:30
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：認知症と訪問歯科
● 専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）15:40～17:40
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：アスリートの歯科治療に求められているもの
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
● 平成 27 年度 東京支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）13:30～16:00
会場：昭和大学歯科病院 臨床講堂
テーマ：デジタルデンティストリーの現状と展開
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
● 平成 27 年度 関西支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）14:00～16:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：ファイバーブリッジに関する基礎と臨床
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
● 平成 27 年度 関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 2 月 8 日（月）18:30～19:30
会場：大阪市中央公会堂
テーマ：おいしさを提供する補綴歯科
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
学術大会のウェブサイトが公開されており，参加登録が可能となっております．
ふるって登録のほど，よろしくお願いします．
学術大会ウェブサイト http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
事前参加登録受付最終締切： 平成 28 年 5 月 20 日(金)17:00
なお，演題登録サイト公開には今しばらく時間を頂きます．
演題登録サイトが完成次第，学術大会のサイトに公表しますので，今のうちから
演題をご検討いただければと思います．
※演題申込締切：平成 28 年 2 月 1 日（月）
北陸新幹線で行きましょう!
<4>今後 1 か月の行事予定
・1 月 30 -31 日 日本口腔インプラント学会 第 33 回九州支部大会
佐賀市文化会館
<5> HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H27.12.24「規程集」を更新しました．
H27.12.24「日本補綴歯科学会誌への論文投稿」を更新しました．
H27.12.24「利益相反(COI)」の「自己申告による COI 報告書」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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追伸
今年は「申」年ですが，
「申」は，樹木の果物が熟して固まっていく様子を表しているそうです．
サル年生まれの人は，頭の回転が速く，思慮深く，行動力がある反面，抜け目なさと冷徹な一面があるそうです．
まさに「サル」といわれた豊臣秀吉が代表者です．
本年も JPS メールマガジンをよろしくお願いいたします．
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JPS メールマガジン No. 19 January 15, 2016
==================================================================
明日から大学入試センター試験です．受験勉強をしていたあの頃を思い出すと，
また頑張ろうとする気持ちが湧いてきませんか？メールマガジン 19 号をお届けします．
<1> お知らせ
以下のシンポジウムが開催されます．奮ってご参加ください．
●「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム」
日時：平成 28 年 2 月 21 日（日）13:00～17:00
会場：昭和大学歯科病院 1 号棟 6 階臨床講堂
テーマ：歯科補綴学が担う口腔の健康と健康長寿-明るい超高齢社会の実現
対象：日本補綴歯科学会会員，非会員歯科医師，その他一般（先着 120 名）
参加費：無料
申込：1 月 29 日（金）までに，メールまたはファックスにて学会事務局にお申し込みください．
http://hotetsu.com/t3.html
● 公開シンポジウム「これからの歯科医療を見据えた人材育成の在り方について」
日時：平成 28 年 2 月 20 日（土）13:30～17:00
会場：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階講義室
主催：日本学術会議歯学委員会，日本歯学系学会協議会
後援：日本歯科医学会
参加費：無料
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20151222.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
● 平成 27 年度 関越支部学術大会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）
会場：ホテルメトロポリタン高崎
大会長：宮下英一郎 先生（日本補綴歯科学会関越支部理事）
● 市民フォーラム
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）14:30～15:30
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：認知症と訪問歯科
● 専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）15:40～17:40
会場：ホテルメトロポリタン高崎
テーマ：アスリートの歯科治療に求められているもの
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
● 平成 27 年度 東京支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）13:30～16:00
会場：昭和大学歯科病院 臨床講堂
テーマ：デジタルデンティストリーの現状と展開
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
● 平成 27 年度 関西支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）14:00～16:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：ファイバーブリッジに関する基礎と臨床
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
● 平成 27 年度 関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 2 月 8 日（月）18:30～19:30
会場：大阪市中央公会堂
テーマ：おいしさを提供する補綴歯科
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
大変遅くなり申し訳ございませんでしたが，演題抄録の登録が可能となっております．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/endai.html
演題申込締切：平成 28 年 2 月 1 日（月）
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なお，今回より，抄録の登録方法が新しくなっております．
登録サイトの説明に従い，入力のほどよろしくお願いします．
ふるって，演題応募のほどよろしくお願いします．
また，あわせて参加登録も可能ですので，お早めに登録のほどよろしくお願いします．
学術大会ウェブサイト http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
事前参加登録受付最終締切： 平成 28 年 5 月 20 日(金)17:00
北陸新幹線で行きましょう!
<4> 今後 1 か月の行事予定
● 1 月 30-31 日 日本口腔インプラント学会第 33 回九州支部学術大会
佐賀市文化会館
http://www.congre.co.jp/33k-jsoi/
● 2 月 13-14 日 日本口腔インプラント学会第 35 回関東・甲信越支部学術大会
京王プラザホテル
http://www2.convention.co.jp/jsoi35kk/index.html
● 2 月 21 日 日本デジタル歯科学会企画シンポジウム
「CAD/CAM 冠用ブロックの特性を知る!」
6 社が一同に会してバトル!!
東京医科歯科大学 1 号館西 9 階 特別講義室（15:00-17:45）
http://www.jaddent.jp
<5>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.01.12 支部会活動（関越支部）に抄録集を掲載しました．
H28.01.07「都道府県別専門医名簿（神奈川県）
」を更新しました．
H28.01.07「都道府県別専門医名簿（鹿児島県）
」を更新しました．
H28.01.07「学術大会」に「第 125 回学術大会」を掲載しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
--------------------------------------------------株式会社日本旅行 公務法人営業部 ECP 営業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19 虎ノ門マリンビル 11 階
TEL 03-5402-6412 FAX 03-3437-3944
e-mail mcs_inq05@nta.co.jp
営業時間 平日 09：30～17:30（土・日・祝日は休業）
---------------------------------------------------
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JPS メールマガジン No. 20 January 22, 2016
==================================================================
全国的な天候不良でのニュースがありましたが，雪不足に嘆いていたスキー場には待望の雪になりました．
私の住む盛岡はスキー場へのアクセスが良く，1 時間以内でスキー場に行くことができます．
以前に補綴の某教授と岩手でスキーをさせて頂いた事があります．
私自身，盛岡生まれでキャリアも十分ありますので，教授といえども九州在住ですし，ゆっくりスキー場を案内する気でおり
ました．
ところがとんでもない！待ち合わせ前にもう数本頂上から滑ってこられ，さらに伺うと検定 1 級の技術．
その後の私はついて行くのがやっと（へとへと）でした．
全く疲れを見せない笑顔の教授から，仕事ばかりで無く，趣味も楽しむことが大切だと教えて頂きました．
またご一緒できる日を楽しみにしております．
（文責 金村清孝）
さて，メールマガジン 20 号をお届けします．
<1> お知らせ
＊＊＊第 125 回学術大会 演題登録締め切り間近！＊＊＊
平成 28 年 2 月 1 日（月）23:59
締切日間際はサーバーの混雑が予想されますので，余裕をもって登録していただきますよう，お願いいたします．
なお，締切日以降の抄録の修正はできませんのでご注意ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/endai.html
以下のシンポジウムが開催されます．奮ってご参加ください．
●「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム」
日時：平成 28 年 2 月 21 日（日）13:00～17:00
会場：昭和大学歯科病院 1 号棟 6 階臨床講堂
テーマ：歯科補綴学が担う口腔の健康と健康長寿-明るい超高齢社会の実現
対象：日本補綴歯科学会会員，非会員歯科医師，その他一般（先着 120 名）
参加費：無料
申込：1 月 29 日（金）までに，メールまたはファックスにて学会事務局にお申し込みください．
http://hotetsu.com/t3.html
● 公開シンポジウム「これからの歯科医療を見据えた人材育成の在り方について」
日時：平成 28 年 2 月 20 日（土）13:30～17:00
会場：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階講義室
主催：日本学術会議歯学委員会，日本歯学系学会協議会
後援：日本歯科医学会
参加費：無料
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20151222.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
● 平成 27 年度 東京支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）13:30～16:00
会場：昭和大学歯科病院 臨床講堂
テーマ：デジタルデンティストリーの現状と展開
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
● 平成 27 年度 関西支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）14:00～16:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：ファイバーブリッジに関する基礎と臨床
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
● 平成 27 年度 関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 2 月 8 日（月）18:30～19:30
会場：大阪市中央公会堂
テーマ：おいしさを提供する補綴歯科
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土），10 日（日）
会場：石川県立音楽堂
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題申込締切：平成 28 年 2 月 1 日（月）
事前参加登録締切：平成 28 年 5 月 20 日（金）
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http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/index.html
北陸新幹線で行きましょう！
<4> 今後 1 か月の行事予定
● 1 月 30-31 日 日本口腔インプラント学会第 33 回九州支部学術大会
佐賀市文化会館
http://www.congre.co.jp/33k-jsoi/
● 2 月 13-14 日 日本口腔インプラント学会第 35 回関東・甲信越支部学術大会
京王プラザホテル
http://www2.convention.co.jp/jsoi35kk/index.html
● 2 月 21 日 日本デジタル歯科学会 企画セミナー
「CAD/CAM 冠用ブロックの特性を知る 1」
東京医科歯科大学 特別講義室 （15:15-18:00）
http://www.jaddent.jp
<5>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.01.14 「規程集」を更新しました．
H28.01.12 研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせを更新しました．
H28.01.12 支部会活動（関越支部）に抄録集を掲載しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 21 January 29, 2016
==================================================================
先週の北海道における悪天候の知らせにより，本学でも大雪による交通障害や事故，休校，休診を心配しておりましたが，
驚くほど何も起こらず，少々拍子抜けしております．とはいえ，いつ何が起こるかわかりませので，通勤カバンの中には
非常時用のホッカイロ，ダウンパンツ，非常食を常備しています．
先週末は全国的に（沖縄までもが！）雪と聞きました．この度，日本全国で雪の被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げ
ます．
（文責 越智守生）
さて，そんな悪天候も吹き飛ばす！メールマガジン 2１号をお届けします．
<1> お知らせ
＊＊＊第 125 回学術大会 演題登録締め切り間近！＊＊＊
平成 28 年 2 月 1 日（月）23:59
締切日間際はサーバーの混雑が予想されますので，余裕をもって登録していただきますよう，お願いいたします．
なお，締切日以降の抄録の修正はできませんのでご注意ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/endai.html
以下のシンポジウムが開催されます．奮ってご参加ください．
●「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム」
日時：平成 28 年 2 月 21 日（日）13:00～17:00
会場：昭和大学歯科病院 1 号棟 6 階臨床講堂
テーマ：歯科補綴学が担う口腔の健康と健康長寿-明るい超高齢社会の実現
対象：日本補綴歯科学会会員，非会員歯科医師，その他一般（先着 120 名）
参加費：無料
申込：申し込み締め切りを 2 月 12 日まで延長しました．メールまたはファックスにて学会事務局にお申し込みください．
http://hotetsu.com/t3.html
● 公開シンポジウム「これからの歯科医療を見据えた人材育成の在り方について」
日時：平成 28 年 2 月 20 日（土）13:30～17:00
会場：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階講義室
主催：日本学術会議歯学委員会，日本歯学系学会協議会
後援：日本歯科医学会
参加費：無料
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20151222.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
● 平成 27 年度 東京支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）13:30～16:00
会場：昭和大学歯科病院 臨床講堂
テーマ：デジタルデンティストリーの現状と展開
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
● 平成 27 年度 関西支部専門医研修会
日時：平成 28 年 1 月 31 日（日）14:00～16:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：ファイバーブリッジに関する基礎と臨床
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
● 平成 27 年度 関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 2 月 8 日（月）18:30～19:30
会場：大阪市中央公会堂
テーマ：おいしさを提供する補綴歯科
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題申込締切：平成 28 年 2 月 1 日（月）
事前参加登録締切：平成 28 年 5 月 20 日（金）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/index.html
北陸新幹線で行きましょう！
<4>医療技術評価提案書の中医協における審議経過
日本歯科医学会事務局から下記の内容が届きましたのでお知らせさせていただきます．
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医療技術評価提案書の中医協における審議経過
（日本歯科医学会事務局発）
日本歯科医学会専門分科会
日本歯科医学会認定分科会

御中
御中

１月１９日（火）に中医協「医療技術評価分科会」における最終段階の検討が行われ，２０日（水）の中医協総会に報告され
ました．
それに伴い，厚生労働省インターネット上に資料が公開されましたが，記載内容について一部誤りもあったため，昨日までに
厚生労働省担当者に
確認を行い，現時点での状況について下記のとおりご報告させていただきます．
今後，中医協総会での最終審議により，
「中医協での承認」となり最終決定となりますが，日本歯科医学会より提出いたしまし
た
６２の医療技術評価提案書のうち，平成２８年度改定における保険収載の項目として可能性のある件数が３１件となりまし
た．
具体的には，下記の４項目が歯科保険収載に係わる内容です．
１．
【医療技術の評価】資料①「新規保険収載等の評価を行う優先度が高いと考えられる技術」→２５件について，了承されま
した．
下記２．３．および４．については審議中となります．
２．
【医療技術の評価】資料④「中央社会保険医療協議会総会において，一部又は全部が議論された提案書」→５件
３．先進医療会議における評価対象→１件
４．その他，要望書の提出内容に対する検討がなされています．
なお，中医協資料につきましては，下記 URL よりご覧いただけます．
（資料中の「申請団体名」欄においては一部提出学会に誤
りがございます．
）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000109732.html
<5> The Japanese Dental Science Review
日本歯科医学会から英文機関誌（The Japanese Dental Science Review Vol.52 No.1 Feb-2016）が発行されました．下記 URL
をご確認ください．
http://www.japanesedentalsciencereview.com/issue/S1882761616X00026
<6> 今後 1 か月の行事予定
● 1 月 30-31 日 日本口腔インプラント学会第 33 回九州支部学術大会
佐賀市文化会館
http://www.congre.co.jp/33k-jsoi/
● 2 月 13-14 日 日本口腔インプラント学会第 35 回関東・甲信越支部学術大会
京王プラザホテル
http://www2.convention.co.jp/jsoi35kk/index.html
● 2 月 21 日 日本デジタル歯科学会 企画セミナー
「CAD/CAM 冠用ブロックの特性を知る 1」
東京医科歯科大学 特別講義室 （15:15-18:00）
http://www.jaddent.jp
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.01.21 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
H28.01.21 「関連リンク」を更新しました．
H28.01.21 「学術大会のご案内」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 22 February 5, 2016
==================================================================
１月後半は寒い日が続きましたが，いかがお過ごしでしょうか．
今回は，2 月下旬にシカゴで開催の APS（American Prosthodontic Society）, 春にパームスプリングスで開催される
AP（Academy of Prosthodontics）といったアメリカの補綴関連学会の情報などをお届けします．
シカゴに行かれる方は防寒対策をお忘れなく．
（文責 中村隆志）
．
<1>以下のシンポジウムが開催されます．奮ってご参加ください．
●「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム」
日時：平成 28 年 2 月 21 日（日）13:00～17:00
会場：昭和大学歯科病院 1 号棟 6 階臨床講堂
テーマ：歯科補綴学が担う口腔の健康と健康長寿-明るい超高齢社会の実現
対象：日本補綴歯科学会会員，非会員歯科医師，その他一般（先着 120 名）
参加費：無料
申込：2 月 12 日（金）締切（締切が延長されました）
メールまたはファックスにて学会事務局まで．
http://hotetsu.com/t3.html
● 公開シンポジウム「これからの歯科医療を見据えた人材育成の在り方について」
日時：平成 28 年 2 月 20 日（土）13:30～17:00
会場：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階講義室
主催：日本学術会議歯学委員会，日本歯学系学会協議会
後援：日本歯科医学会
参加費：無料
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20151222.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
● 平成 27 年度 関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 2 月 8 日（月）18:30～19:30
会場：大阪市中央公会堂
テーマ：おいしさを提供する補綴歯科
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
<3> 第 125 回学術大会のご案内と演題登録締め切り延長のお知らせ
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/index.html
●演題登録締め切り延長のお知らせ
日本補綴歯科学会会員各位
謹啓 晩冬の候 先生におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます．
2016 年 7 月 8 日（金）～10 日（日）
，金沢市で開催されます第 125 回日本補綴歯科学会学術大会の準備を鋭意進めているとこ
ろでございます．
現在，学術大会ホームページにて演題募集をしておりますが，初めてのオンライン提出ということもあり，演題抄録の締め切
りを 1 週間延長し，
2 月 8 日（月）23 時 59 分とさせていただきます．ぜひ，たくさんの演題をご応募いただきたくお願い申し上げます．
なお，締め切りの再延長はございませんので，予めご了承ください．
謹白
演題募集期間：2016 年 2 月 8 日（月）23 時 59 分まで
※再延長はございませんのでご注意ください．
※締切日間際はサーバーの混雑が予想されますので，余裕をもってご登録ください．
※演題募集の詳細につきましては，上記の学術大会ホームページをご参照ください．
<4>アメリカの補綴関連学会のご案内
● APS（American Prosthodontic Society）
本会と交流協定を結んでいる APS の第 88 回年次大会が 2 月 25-26 日にシカゴ（Swissotel Chicago）で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
88th Annual Meeting, Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=733
シカゴではこの時期，アメリカ最大規模のデンタルショーで有名な CDS Midwinter Meeting，
固定性補綴を専門とする AAFP（American Academy of Fixed Prosthodontics）も開催されます．
● CDS 2 月 25-27 日 151st Midwinter Meeting, McCormic Place West
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http://www.cds.org/Midwinter_Meeting/Midwinter_Meeting.aspx
● AAFP 2 月 26-27 日 65th Annual Scientific Meeting, Marriott Downtown
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
● AP（Academy of Prosthodontics）
Academy of Prosthodontics の第 98 回大会が 3 月 29 日-4 月 2 日に Palm Springs (California)で開催されます．
本会ホームページの国際学会のお知らせにもあるように補綴関連では最古の学会です．詳細は AP ホームページをご覧下さい．
http://www.academyofprosthodontics.org/2016_Palm_Springs_California.html
<5>調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針について
歯科医学会より「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針について」の情報提供がございました．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_toroku.html
<6>医療事故調査制度に関する医療機関職員向けの研修会
一般社団法人 日本医療安全調査機構より「医療事故調査制度に関する医療機関職員向けの研修会」の開催案内が届きましたの
でお知らせさせていただきます．
◆講習会概要
◇対象：医療機関で医療事故調査に関する業務に携わる方又はそのご予定の方
◇参加費：1,500 円（税込）
◇日程・場所：全国 7 都市（定員各会場 500 名）
平成 28 年 2 月 5 日(金) 福岡コンベンションセンター
2 月 8 日(月) ロイトン札幌
2 月 29 日(月) 大阪国際会議場グランキューブ大阪
3 月 4 日(金) ホテルメルパルク名古屋
3 月 10 日(木) 日本医師会館 (東京)
3 月 14 日(月) 岡山国際ホテル
◇時間：10：00～17：00（全会場共通）
参加を希望される場合は，日本医師会ホームページにてお申し込みください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/004132.html
<7>第 2 回日本医療安全学会学術総会について
日時：平成 28 年 3 月 5 日（土）
，6 日（日）
場所：東京大学本郷キャンパス（安田講堂ほか）
http://jpscs.org/2ndJPSCS/
<8>今後 1 か月の行事予定
● 2 月 13-14 日 日本口腔インプラント学会第 35 回関東・甲信越支部学術大会
京王プラザホテル
http://www2.convention.co.jp/jsoi35kk/index.html
● 2 月 21 日 日本デジタル歯科学会 企画セミナー
「CAD/CAM 冠用ブロックの特性を知る 1」
東京医科歯科大学 特別講義室 （15:15-18:00）
http://www.jaddent.jp
<9> HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.01.28 「平成 26 年度決算報告書（貸借対照表の電子公告を兼ねる）を掲載しました」
H28.01.28 「平成 26 年度事業報告書を掲載しました」
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は,下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 23 February 12, 2016
==================================================================
少しずつ暖かくなり，春はもうすぐといった今日この頃．冬に充電してためていたものを学会等で発表していきましょう．
メールマガジン 23 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
<1> お知らせ
以下のシンポジウムが開催されます．奮ってご参加ください．
●「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム」
日時：平成 28 年 2 月 21 日（日）13:00～17:00
会場：昭和大学歯科病院 1 号棟 6 階臨床講堂
テーマ：歯科補綴学が担う口腔の健康と健康長寿-明るい超高齢社会の実現
対象：日本補綴歯科学会会員，非会員歯科医師，その他一般（先着 120 名）
参加費：無料
申込：2 月 12 日（金）
本日締切です．メールまたはファックスにて学会事務局にお申し込みください．
http://hotetsu.com/t3.html
● 公開シンポジウム「これからの歯科医療を見据えた人材育成の在り方について」
日時：平成 28 年 2 月 20 日（土）13:30～17:00
会場：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階講義室
主催：日本学術会議歯学委員会，日本歯学系学会協議会
後援：日本歯科医学会
参加費：無料
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20151222.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
本年度の支部学術大会等は終了しました．来年度もさまざまなテーマを企画しています．多くの方のご参加を期待しておりま
す．
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録締切：平成 28 年 2 月 8 日（月）たくさんの演題登録ありがとうございました．
事前参加登録締切：平成 28 年 5 月 20 日（金）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/index.html
<4>アメリカの補綴関連学会のご案内
● APS（American Prosthodontic Society）
本会と交流協定を結んでいる APS の第 88 回年次大会が 2 月 25-26 日にシカゴ（Swissotel Chicago）で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
88th Annual Meeting, Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=733
シカゴではこの時期，アメリカ最大規模のデンタルショーで有名な CDS Midwinter Meeting，
固定性補綴を専門とする AAFP（American Academy of Fixed Prosthodontics）も開催されます．
● CDS 2 月 25-27 日 151st Midwinter Meeting, McCormic Place West
http://www.cds.org/Midwinter_Meeting/Midwinter_Meeting.aspx
● AAFP 2 月 26-27 日 65th Annual Scientific Meeting, Marriott Downtown
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
● AP（Academy of Prosthodontics）
Academy of Prosthodontics の第 98 回大会が 3 月 29 日-4 月 2 日に Palm Springs (California)で開催されます．
本会ホームページの国際学会のお知らせにもあるように補綴関連では最古の学会です．詳細は AP ホームページをご覧下さい．
http://www.academyofprosthodontics.org/2016_Palm_Springs_California.html
<5> 今後 1 か月の行事予定
● 2 月 13-14 日 日本口腔インプラント学会第 35 回関東・甲信越支部学術大会
京王プラザホテル
http://www2.convention.co.jp/jsoi35kk/index.html
● 2 月 21 日 日本デジタル歯科学会 企画セミナー
「CAD/CAM 冠用ブロックの特性を知る 1」
東京医科歯科大学 特別講義室 （15:15-18:00）
http://www.jaddent.jp
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<6>日本歯科医学会 HP への平成 27 年度日本歯科医学会第 1 回ワークショップ報告書の掲載について
日本歯科医師会より昨年 12 月 4 日に開催されました平成 27 年度日本歯科医学会第 1 回ワークショップ報告書
（テーマ：歯科はいかにして新機能・新技術に取り組むか）の掲載案内が届きましたのでお知らせさせていただきます．
データのサイズが大きいため，下記 URL より一旦ご自身のパソコンにダウンロードいただき，ご覧くださいますようお願い申
し上げます．
http://www.jads.jp/activity/files/workshop_h27_01.pdf
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.02.10 「都道府県別専門医名簿（福岡県）
」を更新しました．
H28.02.10 「都道府県別専門医名簿（神奈川県）
」を更新しました．
H28.02.08 研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせを更新しました．
H28.02.04 「都道府県別専門医名簿（東京都）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 24 February 19, 2016
==================================================================
岩手では現在，第 71 回国民体育大会冬季大会が開催中ですが，競技中の顎口腔外傷に対処するためスポーツデンティストが
いくつかの競技の「正式なスタッフ」として配置されています．ボランティアではなく正式参画が実現した背景には，
競技の安全性向上，スポーツと口腔に関わる情報の普及等を目指すと同時に，医師だけでは無く，歯科医師しかできない仕事
で
サポート出来る環境を整えたいと願う，歯科医師会を中心とした関係各位の大変なご苦労がありました．関係された先生方の
ご尽力に感謝と敬意を表すとともに，今後もスポーツデンティストの活躍の場が広がるものと確信しております．
また，岩手国体への正式参加が，スポーツデンティストとして各地で活躍される補綴学会員の励みになればと思います．
（文責
金村清孝）
<1> お知らせ
以下のシンポジウムが開催されます．奮ってご参加ください．
● 公開シンポジウム「これからの歯科医療を見据えた人材育成の在り方について」
日時：平成 28 年 2 月 20 日（土）13:30～17:00
会場：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階講義室
主催：日本学術会議歯学委員会，日本歯学系学会協議会
後援：日本歯科医学会
参加費：無料
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20151222.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
本年度の支部学術大会等は終了しました．来年度もさまざまなテーマを企画しています．多くの方のご参加を期待しておりま
す．
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録締切：平成 28 年 2 月 8 日（月）たくさんの演題登録ありがとうございました．
事前参加登録締切：平成 28 年 5 月 20 日（金）Web 登録 御確認お願いいたします！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/index.html
<4>アメリカの補綴関連学会のご案内
● APS（American Prosthodontic Society）
本会と交流協定を結んでいる APS の第 88 回年次大会が 2 月 25-26 日にシカゴ（Swissotel Chicago）で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
88th Annual Meeting, Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=733
シカゴではこの時期，アメリカ最大規模のデンタルショーで有名な CDS Midwinter Meeting，
固定性補綴を専門とする AAFP（American Academy of Fixed Prosthodontics）も開催されます．
● CDS 2 月 25-27 日 151st Midwinter Meeting, McCormic Place West
http://www.cds.org/Midwinter_Meeting/Midwinter_Meeting.aspx
● AAFP 2 月 26-27 日 65th Annual Scientific Meeting, Marriott Downtown
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
● AP（Academy of Prosthodontics）
Academy of Prosthodontics の第 98 回大会が 3 月 29 日-4 月 2 日に Palm Springs (California)で開催されます．
本会ホームページの国際学会のお知らせにもあるように補綴関連では最古の学会です．詳細は AP ホームページをご覧下さい．
http://www.academyofprosthodontics.org/2016_Palm_Springs_California.html
<5> 今後 1 か月の行事予定
● 2 月 21 日 日本デジタル歯科学会 企画セミナー
「CAD/CAM 冠用ブロックの特性を知る 1」
東京医科歯科大学 特別講義室 （15:15-18:00）
http://www.jaddent.jp
<6>日本歯科医学会 HP への平成 27 年度日本歯科医学会第 1 回ワークショップ報告書の掲載について
日本歯科医師会より昨年 12 月 4 日に開催されました平成 27 年度日本歯科医学会第 1 回ワークショップ報告書
（テーマ：歯科はいかにして新機能・新技術に取り組むか）の掲載案内が届きましたのでお知らせさせていただきます．
データのサイズが大きいため，下記 URL より一旦ご自身のパソコンにダウンロードいただき，ご覧くださいますようお願い申
し上げます．
http://www.jads.jp/activity/files/workshop_h27_01.pdf
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<7>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
日本学術振興会より，
「日本学術振興会賞の候補者推薦」について案内が届きましたのでお知らせさせていただきます．
詳細は下記の HP よりご確認ください．
日本学術振興会賞
第 13 回（平成 28 年度）推薦募集
受付期間：平成 28 年 4 月 11 日（月）～13 日（水）17：00（必着）
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<8>「～医療機器・コンビネーション医薬品・再生医療等製品不具合等報告の集計結果についての注意事項～ 」
日本歯科医師会より「～医療機器・コンビネーション医薬品・再生医療等製品不具合等報告の集計結果についての注意事項
～ 」
（厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課）についての案内が届きましたのでお知らせさせていただきます．
詳細は下記の HP よりご確認ください．
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000111220.pdf
<9>平成 28 年度のデンタルショーの開催（次年度に限り 2 回開催予定）
日本デンタルショー2016 東京 平成 28 年 7 月 16―17 日 東京ビッグサイト
日本デンタルショー2016 福岡 平成 28 年 10 月 21-22 日 マリンメッセ福岡
<10>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.02.10 「都道府県別専門医名簿（福岡県）
」を更新しました．
H28.02.10 「都道府県別専門医名簿（神奈川県）
」を更新しました．
H28.02.08 研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせを更新しました．
＜11＞ 【JPR アンバサダー通信 vol. 1】（JPR 編集委員会）
このコーナーでは，Journal of Prosthodontic
Research（JPR）掲載論文ならびに JPR 編集委員会の活動を，定期的に紹介させていただきます．
1 月に「JPR 60 巻 1 号」が出版されました．各巻 1 号は 1 年間，フリーダウンロードできます．
↓この URL↓を是非とも！ご確認下さい！！（JPR 編集委員・峯 篤史）
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18831958/60/1
＊＊＊ JPR 60 巻 1 号 掲載論文 ＊＊＊
＜Editorial＞
●Another year of growth for the Journal of Prosthodontic Research
Egusa H
＜Reviews＞
●Soft tissue sealing around dental implants based on histological
interpretation
Atsuta I, Ayukawa Y, Kondo R et al.
●Applications of polyetheretherketone (PEEK) in oral implantology
and prosthodontics
Najeeb S, Zafar MS, Khurshid Z et al.
＜Original Articles＞
●Evidence-based practice and barriers to compliance: Face bow transfer
Shah K, Koka S
●Comparison of fracture resistance between cast, CAD/CAM milling,
and direct metal laser sintering metal post systems
Bilgin MS, Erdem A, Dilber E et al.
●Verification of finite element analysis of fixed partial denture with in
vitro electronic strain measurement
Wang G, Zhang S, Bian C et al.
●Effect of surface treatments on the bond strength between resin cement and
differently sintered zirconium-oxide ceramics
Yenisey M, Dede D&#214;, Rona N
●Effect of short glass fiber/filler particle proportion on flexural and
diametral tensile strength of a novel fiber-reinforced composite
Fonseca RB, de Almeida LN, Mendes GA et al.
＜Technical Procedure＞
●Immediate loading of two freestanding implants placed by computer-guided
flapless surgery supporting a mandibular overdenture
with magnetic attachments
Sato D, Kanazawa M, Kim YK et al.
＜Case Report＞
●A fixed movable resin-bonded fixed dental prosthesis &#8211; A 16 years clinical
report

47
Botelho MG, Lam WY
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
（追伸）
＊各支部長におかれましては、支部の HP を学会 HP の傘下に作成してください。
広報委員会にお問い合わせいただければご相談させていただきます。
＊各委員会委員長におかれましては、必要に応じて委員会のコンテンツを作成させていただきますのでお申し出ください。
今回は JPR 編集委員会からの情報発信がございました。
天候不順の折、会員の皆様には御身御自愛ください。
（末瀬委員長）
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JPS メールマガジン No. 25 February 26, 2016
==================================================================
札幌雪祭りも終了し，ほんの僅かではありますが，気温も上がってきている北海道です．
先日は雨が降り，今年はこれで雪も終わりか・・・と思っていた矢先，30cm の積雪．
まだまだ雪かきからは解放されません．ですが，陽も次第に長くなり，着実に春の訪れを感じます．
さて，歯科医師への難関である国家試験も終わり，もうすぐ卒業式が執り行われます．
今年も，若き歯科医師が希望を胸に巣立っていくことでしょう．
学生であった彼らと 1 日も早く，同じ歯科医師として仕事をできること心から楽しみにしている次第です.
（文責 越智守生）
<1> お知らせ
・AP（Academy of Prosthodontics）
Academy of Prosthodontics の第 98 回大会が 3 月 29 日-4 月 2 日に Palm Springs
(California)で開催されます．
本会ホームページの国際学会のお知らせにもあるように補綴関連では最古の学会です．
詳細は AP ホームページをご覧下さい．
http://www.academyofprosthodontics.org/2016_Palm_Springs_California.html
<2>支部大会情報・活動予定
本年度の支部学術大会等は終了しました．来年度もさまざまなテーマを企画しています．
多くの方のご参加を期待しております
<3> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録締切：平成 28 年 2 月 8 日（月）たくさんの演題登録ありがとうございました．
事前参加登録締切：平成 28 年 5 月 20 日（金）Web 登録 御確認お願いいたします！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/index.html
<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.02.18 「第 23 回日本歯科医学会総会」のバナーを設置しました．
H28.02.18 「都道府県別専門医名簿（東京都）
」を更新しました．
H28.02.18 「都道府県別専門医名簿（愛知県）
」を更新しました．
<5>【JPR アンバサダー通信 vol. 2】
JPR には年間 365 本（昨年実績，本年予測 500 本以上）の投稿論文があり，10 名の編集委員の献身的な活動に支えられ運営さ
れています．
それぞれが個性的かつ優秀で素敵な方です．前回登場したのが峯篤史委員（大阪大学）です．
ガッツの固まりのような頼りがいのある男で，本通信の運営担当です！次号には専業主婦の石岡美香委員が登場します．
ところで，JPR の Impact Factor をご存じですか？昨年は 1.547 で，補綴系の国際誌の中ではトップクラスです．
今年はさらなる飛躍を期しておりますので，宜しくお願いいたします！
↓ホームページ↓を，是非とも！ご確認下さい．
（JPR 編集長・馬場一美）
http://www.journalofprosthodonticresearch.com/
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
（追伸）
会員の皆さん，メールマガジンをご覧いただいていますか? 松村理事長のご意向で，最新情報をいち早く会員に届けるために
始めました．
すでに 25 号を数えますが，4 名の委員によって毎週ホットな話題をお届けしています．ぜひご活用下さいね．
＊学会 HP の委員会活動のバナーのなかに，
「3．活動報告」を新しく作成しました.
各委員会におかれましては，アップデートな情報を会員にご提供ください．
＊英文 HP をいよいよ作動させたいと思います．各委員会および会員の皆さんからも海外へ発信できる情報をご提供いただけれ
ば幸甚です．
（委員長 末瀬一彦）
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==================================================================
今回のメールマガジンはシカゴで執筆しました．毎年 2 月の下旬，シカゴでは有名なミッドウインターミーティングを始めと
して，
数多くの歯科関連の学会やデンタルショーが開催されます．日本補綴歯科学会が交流協定を結んでいる APS（American
Prosthodontic Society）も
その一つです．この時期のシカゴは厳寒で観光には向きませんが，歯科に関する最新の情報が得られ，歯科界の世界的な現状
を知ることができます．
機会があれば，ぜひこの時期にシカゴを訪問されることをおすすめします．
（文責 中村隆志）
<1>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．たくさんの演題登録ありがとうございました．
事前参加登録締切：平成 28 年 5 月 20 日（金）登録締め切りです．お忘れなく.
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/index.html
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂)
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日から 5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
<3> 今後 1 か月の行事予定
・3 月 29 日-4 月 2 日 AP（Academy of Prosthodontics）第 98 回大会
Palm Springs (California)
http://www.academyofprosthodontics.org/2016_Palm_Springs_California.html
<4>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.02.24 支部会活動を更新しました．
H28.02.24「都道府県別専門医名簿（広島県，大阪府，千葉県）
」を更新しました．
H28.02.24 委員会活動を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
（追伸）
平成 28 年 2 月 28 日（日）念願の全国統一歯科技工士国家試験が全国 4 会場（札幌，東京，大阪，福岡）で実施されました．
これまでは厚生労働大臣免許ながら各都道府県での実施でした．15 年来の夢が実現されました．
午前中実地試験，午後学説試験が行われ，1,130 名が受験しました．合格発表は 3 月 28 日です．
歯科衛生士の国家試験は全国 10 会場で 3 月 6 日（日）の予定で，約 7,000 名が受験します．
（末瀬一彦）
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==================================================================
卒業ソングが流れる季節ですね．巣立っていく学生たち，新しい道に進むため職場を離れる歯科医やスタッフ…．
次の場所でも活躍されることを祈っています．来月にはフレッシュなメンバーが加わるところも多いことと思います．
若い人たちには歯科補綴学をしっかりと学んでいただき，新しいことを発信してほしいと期待しています．
メールマガジン 27 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
<1>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．たくさんの演題登録ありがとうございました．
事前参加登録締切：平成 28 年 5 月 20 日(金) お忘れなく．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂)
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日から 5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
<3>今後 1 か月の行事予定
・3 月 29 日-4 月 2 日 AP（Academy of Prosthodontics）第 98 回大会
Palm Springs (California)
http://www.academyofprosthodontics.org/2016_Palm_Springs_California.html
<4>学会ホームページの都道府県別専門医名簿への掲載確認について
年度末にあたり，専門医の先生方の学会ホームページ掲載の確認をさせていただきたく，よろしくお願いいたします．
掲載の新規追加・変更・削除等がございましたら，下記掲載項目について，お手数ですが，学会事務局
(hotetsu-gakkai01@max.odn.ne.jp)へ 3 月末を目途に，ご連絡いただきます様，よろしくお願いいたします．
1.専門医氏名
2.診療所名称（大学病院の場合は，診療科までお願いします．
）
3.診療所住所
4.診療所電話番号
＜5＞ 【JPR アンバサダー通信 vol. 3】
皆様こんにちは．専業主婦兼 JPR 編集委員の石岡です（安心してください．持ってますよ，DDS, PhD）
．
さて，60 号 2 巻より，JPR 誌の表紙がリニューアルされます！Journal of Prosthodontic
Research を"J・P・R"として、国内のみならず世界中に広めたいとの思いから、新表紙にも JPR の文字が入った，
そしてニッポンを意識したデザインにいたしました．
今後はこの表紙の文字をロゴとして，名刺やレターヘッドにも使用していく予定です．皆様，お楽しみに！
↓新しい表紙はこちら↓
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-prosthodontic-research
このように我々JPR 編集員は投稿していただいた論文の査読だけではなく，品質の向上のために色々と活動しております．
少しずつ皆様にもご紹介していこうと思っております．次回は最も JPR を知り尽くした男，細川隆司先生の登場です！ご期待
ください！
（JPR 編集委員・石岡美香）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Japan Prosthodontic Society position paper on "occlusal discomfort syndrome"
Tamaki K, Ishigaki S, Ogawa T et al
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001048
●The influence of patient characteristics on acrylic-based resilient
denture liners embedded in maxillary complete dentures
Ogawa A, Kimoto S, Hiroyuki S et al
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001085
＜Case Report＞
●Mandibule rehabilitation after embolization of hemangioma with
implant overdenture using existing endosseous implants: A clinical
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report
Haixin Q, Zhang F, Jiao T et al
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001073
<6>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.03.03 支部会活動を更新しました．
H28.03.03「都道府県別専門医名簿（鹿児島県，長崎県，兵庫県，大阪府，愛知県，神奈川県，東京都，千葉県，宮城県）
」を
更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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卒業式も終わりましたが，例年この時期は息つく暇無く，次年度の準備に追われる毎日です．
皆様が所属されます各機関でも新人を迎える準備が進んでおりますでしょうか？
さて，日本補綴歯科学会も次年度新入会員を迎えることになりますが，
専門医を目指すには少しでも早い入会が申請資格取得への近道となります．
良き先輩からのアドバイスとして，できるだけ早い入会を促して頂ければと思います．
それではメールマガジン 28 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
<1>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．たくさんの演題登録ありがとうございました．
事前参加登録締切：平成 28 年 5 月 20 日(金) お忘れなく．
※重要！ 宿泊の予約はお済みですか？早めの確認をお勧めします．
宿泊予約締切 平成 28 年 6 月 17 日(金)
振り込み締切 平成 28 年 6 月 20 日(月)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂)
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日から 5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
<3> 今後 1 か月の行事予定
・3 月 29 日-4 月 2 日 AP（Academy of Prosthodontics）第 98 回大会
Palm Springs (California)
http://www.academyofprosthodontics.org/2016_Palm_Springs_California.html
<4>お知らせ
日本歯科医学会の HP に「
「エナメル質初期う蝕」に関する基本的な考え方」および
「間接法を用いた軟質裏装材による下顎総義歯の裏装の診療指針」についての報告書が掲載されています．
http://www.jads.jp/news/enamel.pdf
<5>日本歯科医学会 第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 28 年度）
」募集要綱
＜開催概要＞
開催日：平成 28 年 9 月 3 日(土)
場所：歯科医師会館１階大会議室
〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-20
＜演題申込＞
申込締切：平成 28 年４月 22 日（金）
（必着)
申込先：日本歯科医学会事務局
申込方法他詳細は，下記ホームページをご覧ください．
http://www.jads.jp/2016/0304/index.html
<6>【JPR アンバサダー通信 vol. 4】
vol. 3 でアナウンスした「電子出版済み論文」の表記に誤り（誤：Hiroyuki S，正：Saeki H）がありました．
申し訳ございません．お詫びするとともに，訂正させていただきます．正確には下記のとおりです．
（JPR 編集委員・峯 篤史）
●The influence of patient characteristics on acrylic-based resilient
denture liners embedded in maxillary complete dentures
Ogawa A, Kimoto S, Saeki H et al
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001085
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Relationships between perceived chewing ability, objective
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masticatory function and oral health-related quality of life in
mandibulectomy or glossectomy patients with a dento-maxillary
prosthesis
Aimaijiang Y, Otomaru T, Taniguchi H
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815000730
●New approach to accuracy verification of 3D surface models: An
analysis of point cloud coordinates
Lee WS, Park JK, Kim JH et al
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001000
●Evaluation of shear bond strength of veneering ceramics and zirconia
fabricated by the digital veneering method.
Sim JY, Lee WS, Kim JH et al
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001036
＜Case Report＞
●A conservative approach to retrieve a fractured abutment screw - Case report
Carneiro TA, Prudente MS, E Pessoa RS T et al
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815000973
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.03.10 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
H28.03.10 支部会活動（東北・北海道支部）の日程を更新しました．
H28.03.10 支部会活動（関越支部，関西支部，中国四国支部，九州支部）の会場を更新しました．
H28.03.10 「都道府県別専門医名簿（徳島県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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歯科医師国家試験の結果が発表となり，今年もまた新たな歯科医師が誕生しました．
新人歯科医師の皆さんが一人前となるにはまだまだ遠い道のりかもしれませんが，
当学会会員の諸先生方を見習い，日々切磋琢磨していただきたいと心から願っております．
それではメールマガジン 29 号をお届けします．
（文責 越智守生）
<1>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．たくさんの演題登録ありがとうございました．
事前参加登録締切：平成 28 年 5 月 20 日(金) お忘れなく．
※重要！ 宿泊の予約はお済みですか？早めの確認をお勧めします．
宿泊予約締切 平成 28 年 6 月 17 日(金)
振り込み締切 平成 28 年 6 月 20 日(月)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂)
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日から 5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・九州支部，中国・四国支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<3> 今後 1 か月の行事予定
・3 月 29 日-4 月 2 日 AP（Academy of Prosthodontics）第 98 回大会
Palm Springs (California)
http://www.academyofprosthodontics.org/2016_Palm_Springs_California.html
・4 月 16 日-4 月 17 日 日本歯科理工学会 平成 28 年度春期第 67 回学術講演会
会場：九州大学医学部百年講堂（福岡市東区馬出３丁目１番１号）
＊演題登録は終了しました．
事前参加登録は，登録料の振り込みをもって参加登録となります．
登録料振込期限は本日 3 月 25 日（金）です！
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 23 日-4 月 24 日 日本顎口腔機能学会 第 56 回学術大会
会場：東洋大学川越キャンパス 7 号館（埼玉県川越市鯨井 2100）
http://jssf.umin.ne.jp/
<4> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
第 40 回ヨーロッパ補綴学会（EPA: European Prosthodontic Association)が下記の日程で開催されます．
会期：2016 年 9 月 15～17 日
場所：Halle/Germany
URL： http://www.epa2016.org
演題締め切り：2016 年 5 月 31 日
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加のほどよろしくお願いいたします．
<5>日本歯科医学会 第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 28 年度）
」募集要綱
＜開催概要＞
開催日：平成 28 年 9 月 3 日(土)
場所：歯科医師会館１階大会議室
〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-20
＜演題申込＞
申込締切：平成 28 年４月 22 日（金）
（必着)
申込先：日本歯科医学会事務局
申込方法他詳細は，下記ホームページをご覧ください．
http://www.jads.jp/2016/0304/index.html
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<6>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
日本学術振興会より，
「日本学術振興会賞の候補者推薦」について案内が届きましたのでお知らせさせていただきます．
詳細は下記の HP よりご確認ください．
日本学術振興会賞
第 13 回（平成 28 年度）推薦募集
受付期間：平成 28 年 4 月 11 日（月）～13 日（水）17：00（必着）
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<7>学会ホームページの都道府県別専門医名簿への掲載確認について
年度末にあたり，専門医の先生方の学会ホームページ掲載の確認をさせていただきたく，よろしくお願いいたします．
掲載の新規追加・変更・削除等がございましたら，下記掲載項目について，お手数ですが，
学会事務局(hotetsu-gakkai01@max.odn.ne.jp)へ 3 月末を目途に，ご連絡いただきます様，よろしくお願いいたします．
1.専門医氏名
2.診療所名称（大学病院の場合は，診療科までお願いします．
）
3.診療所住所
4.診療所電話番号
<8>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.03.17 支部会活動（東関東支部）を更新しました．
H28.03.17 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
H28.03.17 「都道府県別専門医名簿（神奈川県，大阪府，福岡県）
」を更新しました．
============================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
============================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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桜のきれいな季節がやってきました．今年も新しい研修歯科医が配属
され，大学病院はフレッシュな雰囲気になりました．歓迎会やお花見の
機会も多いと思いますが，飲み過ぎにはご注意下さい．4 月から保険点
数が一部改訂され，補綴関連でも新規の検査や処置が収載されました．
それでは新年度のメールマガジン 30 号をお届けします．
（文責 中村
隆志）
<1>保険点数改定のお知らせ
4 月から保険点数が一部改定されました．補綴関連の主な改訂点数は以
下の通りです．算定要件など詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さ
い．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html
●検査
・歯冠補綴時色調採得検査：10
・有床義歯咀嚼機能検査（1 口腔につき）
・下顎運動測定と咀嚼能力検査を行う場合：480
・咀嚼能力測定のみを行う場合：100
・舌圧検査：140
●処置
・ファイバーポスト除去：54
・床副子修理：234
●歯冠修復
・ファイバーポスト大臼歯
・直接法／間接法：270／292（1 本）
，359／381（2 本）
・ファイバーポスト小臼歯
・直接法／間接法：232／321（1 本）
，321／343（2 本）
・ブリッジ支台歯形成加算：+20
・ファイバーポスト印象：30
・レジン前装金属冠：1613（金パラ，Br 支台の第 1 小臼歯のみ）
・CAD/CAM 冠小臼歯：1582
・CAD/CAM 冠大臼歯：1582（金属アレルギーに限る）
・硬質レジンジャケット冠大臼歯：964（光重合，金属アレルギーに限
る）
●有床義歯
・下顎総義歯内面適合法 軟質材料：1630
<2>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．演題登録ありがとうございました．
事前参加登録：平成 28 年 5 月 20 日(金)締切お忘れなく．
※重要！早めの宿泊予約，振り込みをお願いします．
宿泊予約締切 平成 28 年 6 月 17 日(金)
振り込み締切 平成 28 年 6 月 20 日(月)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日?5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
<3>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<4>今後 1 か月の行事予定
・4 月 16，17 日 日本歯科理工学会平成 28 年度春期第 67 回学術講演会
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九州大学医学部百年講堂（福岡市）
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 23，24 日 日本顎口腔機能学会 第 56 回学術大会
東洋大学川越キャンパス（埼玉県川越市）
http://jssf.umin.ne.jp/
<5> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic
Association (EPA) のお知らせ
第 40 回ヨーロッパ補綴学会（EPA）が下記の日程で開催されます．
日時：2016 年 9 月 15～17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結し
ましたので，奮ってご参加のほどよろしくお願いいたします．
<6>日本歯科医学会第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進
する集い（平成 28 年度）
」募集要綱
日時：平成 28 年 9 月 3 日(土)
場所：歯科医師会館１階大会議室（東京都千代田区）
演題登録：平成 28 年４月 22 日（金）必着
申込先：日本歯科医学会事務局
詳細は，下記ホームページをご覧ください．
http://www.jads.jp/2016/0304/index.html
<7>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
日本学術振興会より，案内が届きましたのでお知らせいたします．詳細
は下記の HP をご確認ください．
・日本学術振興会賞 第 13 回（平成 28 年度）推薦募集
受付期間：平成 28 年 4 月 11 日（月）～13 日（水）17：00 必着
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<8>学会ホームページの都道府県別専門医名簿への掲載確認について
年度末にあたり，専門医の先生方の学会ホームページ掲載の確認をさせ
ていただきたく，よろしくお願いいたします．掲載の新規追加・変更・
削除等がございましたら，下記掲載項目について，お手数ですが，学会
事務局(hotetsu-gakkai01@max.odn.ne.jp)へ 3 月末を目途に，ご連絡い
ただきます様，よろしくお願いいたします．
1.専門医氏名
2.診療所名称（大学病院の場合は，診療科までお願いします．
）
3.診療所住所
4.診療所電話番号
<9>日本歯科医学会 歯科医療協議会研修会開催のお知らせ
日本歯科医学会より,「新技術・新機能（区分 C2）と先進医療を推進す
る」をテーマとした研修会の開催案内が届きましたのでお知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 26 日（日）10：00～17：00（予定）
会場：東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
受付期間：平成 28 年 4 月 1 日（金）～5 月 20 日（金）
※事前登録制（定員 300 名になり次第締切）
http://www.jads.jp/2016/0324/index.html
<10>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.03.24 「都道府県別専門医名簿（鹿児島県，岡山県，東京都，神
奈川県）
」を更新しました．
==========================================================
発行：公益社団法人日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==========================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
新年度を迎え，すべてが新しい気分になり，スタートされていることと
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拝察いたします．今年度も補綴学会会員のメンバーにはホットな話題を
迅速に提供するメールマガジン発刊に向けて委員会一同，新たな気持ち
で取り組みます．各委員会におかれましては情報提供のほどよろしく
お願いします。
（広報委員長 末瀬）
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診療報酬改定がありましたが，大事なことは，患者に必要な検査を行い，
的確な診断を下し，最適な治療を施すことだと思います．
補綴治療によって多くの患者が幸せになるよう，これからも知識・技能を深めていきましょう．
メールマガジン 31 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
<1>診療報酬改定，疑義解釈について
厚生労働省 HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html
（疑義解釈）
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf
<2>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．演題登録ありがとうございました．
事前参加登録：平成 28 年 5 月 20 日(金)締切 お忘れなく．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂)
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日から 5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
<3>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<4> 今後 1 か月の行事予定
・4 月 15-17 日 第 70 回日本口腔科学会学術集会
福岡県歯科医師会館，福岡国際会議場（福岡市）
http://www.jss2016.com/
・4 月 16,17 日 日本歯科理工学会平成 28 年度春期第 67 回学術講演会
九州大学医学部百年講堂（福岡市）
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 23,24 日 日本顎口腔機能学会 第 56 回学術大会
東洋大学川越キャンパス（埼玉県川越市）
http://jssf.umin.ne.jp/
<5> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<6>日本歯科医学会 歯科医療協議会研修会開催のお知らせ
日本歯科医学会より「新技術・新機能（区分 C2）と先進医療を推進する」を
テーマとした研修会の開催案内が届きましたのでお知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 26 日(日)10:00～17:00（予定）
会場：東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
受付期間：平成 28 年 4 月 1 日(金)～5 月 20 日(金)
※事前登録制（定員 300 名になり次第締切）
http://www.jads.jp/2016/0324/index.html
<7>日本歯科医学会第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 28 年度）
」募集要綱
日時：平成 28 年 9 月 3 日(土)
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場所：歯科医師会館１階大会議室（東京都千代田区）
演題登録：平成 28 年４月 22 日(金)必着
申込先：日本歯科医学会事務局
http://www.jads.jp/2016/0304/index.html
<8>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
日本学術振興会より，案内が届きましたのでお知らせいたします．詳細は下記の HP をご確認ください．
・日本学術振興会賞 第 13 回（平成 28 年度）推薦募集
受付期間：平成 28 年 4 月 11 日(月)～13 日(水)17:00 必着
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<9>【JPR アンバサダー通信 vol. 5】
補綴学会員の皆様，新年度を迎えて桜の季節となりましたが，皆様如何お過ごしでしょうか？
JPR 編集委員会副委員長の細川（九州歯科大学）です．
【アンバサダー通信 vol.3】で石岡先生から
「JPR を知り尽くした男」と呼ばれてしまいましたが，そんなことはありません．何となく縁あって，
出生前の雑誌（PRP）から JPR の誕生，そして一人前の大人になる（IF 獲得！）まで，
単に成長をそばでジッと見守っていただけの私です．昨年，IF が付いたと知らせを受けたときは，
本当に嬉しくて目がウルウルと．
．．ただ，その５分後には冷静になり，馬場委員長に「IF が付いた後，
毎年発表されるジャーナルランキングの順位の維持と向上はもっと大変な仕事になりそう」と
浮かれた気分に水を差すメールをしてしまいました．
私達 JPR 編集委員会は，補綴・修復・インプラント領域での世界のトップジャーナルを真剣に目指しています！
補綴歯科学会員一人ひとりの良い仕事と論文投稿が JPR を支えています．皆様，良い仕事こそ，是非 JPR へご投稿下さい！
JPR に関する最新情報は，↓ホームページ↓をご覧下さい．
http://www.journalofprosthodonticresearch.com/
次のアンバサダー通信は，JPR の SSE(Senior Scientific Editor)を務める東北大学の江草教授からの熱いメッセージです！
（JPR 編集委員・細川隆司）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Assessment of clasp design and flexural properties of acrylic denture
base materials for use in non-metal clasp dentures
Iwata Y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S188319581500105X
●Validation of the English-language version of 5-item Oral Health Impact Profile
Naik A, John MT, Kohli N, Self K, Flynn P
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001103
＜Case Report＞
●Allergic contact dermatitis caused by titanium screws and dental implants
Hosoki M, Nishigawa K, Miyamoto Y, Ohe G, Matsuka Y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001115
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<10>お知らせ
日本学術会議歯学委員会主催日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会共催シンポジウム（2015.12.13 開催）
「健康長寿と再生医療」の事後抄録が「日本歯科医学会誌 第 35 巻」
（P.70-78）に掲載されております．
http://www.jads.jp/jjads_j/jjads_j_35.pdf
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.03.31「都道府県別専門医名簿（神奈川県）
」を更新しました．
H28.03.31「その他各種委員会刊行物」ダウンロードファイルを更新しました．
H28.03.31「申請・更新書類ダウンロード」を更新しました．
H28.03.31「症型分類シート」ダウンロードファイルを更新しました．
H28.03.31「98TH ANNUAL MEETING OF ACADEMY OF PROSTHODONTICS」の掲載を終了しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
大阪城の桜も満開です．今年は例年より半月くらい早く大阪造幣局の桜の通り抜けが 8 日から始まります．
新学期でお忙しい時期だと思います．今年度もがんばりましょう・・・
（広報委員長 末瀬）
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JPS メールマガジン No. 32 April 15, 2016
==================================================================
皆さんこんにちは！現在この補綴歯科学会メールマガジンは，現在は広報委員会の 4 名が輪番で毎週担当しております．
広島，大阪，岩手，北海道から発信しておりますが，南北に長い日本，担当者のリレーはまさに桜前線のようです．
さて，岩手は今週末桜が見ごろになりそうでしたが，週初めには雪が舞いました．
まだまだ寒さの残る東北からメールマガジン 32 号をお届けします．
あっという間の 1 ヶ月，この循環が早い！と感じているのは私だけではないようです（笑）
．
（文責 金村）
<1>診療報酬改定，疑義解釈について
厚生労働省 HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html
（疑義解釈）
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf
<2>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．演題登録ありがとうございました．
事前参加登録：平成 28 年 5 月 20 日(金)締切 お忘れなく．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日から 5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
<3>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<4> 今後 1 か月の行事予定
・4 月 16,17 日 日本歯科理工学会平成 28 年度春期第 67 回学術講演会
九州大学医学部百年講堂（福岡市）
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 23,24 日 日本顎口腔機能学会 第 56 回学術大会
東洋大学川越キャンパス（埼玉県川越市）
http://jssf.umin.ne.jp/
<5> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<6>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
in conjunction with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
www.aaptpa2016.com
<7>日本歯科医学会 歯科医療協議会研修会開催のお知らせ
日本歯科医学会より「新技術・新機能（区分 C2）と先進医療を推進する」をテーマとした
研修会の開催案内が届きましたのでお知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 26 日(日)10:00～17:00（予定）
会場：東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料

62
受付期間：平成 28 年 4 月 1 日(金)～5 月 20 日(金)
※事前登録制（定員 300 名になり次第締切）
http://www.jads.jp/2016/0324/index.html
<8>日本歯科医学会第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 28 年度）
」募集要綱
日時：平成 28 年 9 月 3 日(土)
場所：歯科医師会館１階大会議室（東京都千代田区）
演題登録：平成 28 年４月 22 日(金)必着
申込先：日本歯科医学会事務局
http://www.jads.jp/2016/0304/index.html
<9>お知らせ
日本学術会議歯学委員会主催日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会共催シンポジウム（2015.12.13 開催）
「健康長寿と再生医療」の事後抄録が「日本歯科医学会誌 第 35 巻」
（P.70-78）に掲載されております．
http://www.jads.jp/jjads_j/jjads_j_35.pdf
<10>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.04.07 「規程集」を更新しました．
H28.04.07 「都道府県別専門医名簿（神奈川県，兵庫県）
」を更新しました．
H28.04.07 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 33 April 22, 2016
==================================================================
このたびの熊本県を中心とした地震で被災されました皆様，心よりお見舞い申し上げます．
心身ともにお疲れのことと存じますが，1 日も早い復興・復旧を心から願っております．
メールマガジンリレー最北の地，ここ北海道では，空を舞うのは桜の花びら・・・ではなく，
雪まじりの雨．まだまだ寒い北海道ではありますが，道端にはフキノトウが顔を出し，
少しずつではありますが確実に春の訪れを感じております．
北の大地で桜の開花を待ちわびながら，メールマガジン 33 号をお届けいたします．
（文責 越智）
<1>診療報酬改定，疑義解釈について
厚生労働省 HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html
（疑義解釈）
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=344633&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf
<2>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．演題登録ありがとうございました．
事前参加登録：平成 28 年 5 月 20 日(金)締切 お忘れなく．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日から 5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
学術大会の日程表を公開いたしました．
日程表を参考に有意義な金沢滞在の予定を考えましょう．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/nittei.pdf
<3>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<4> 今後 1 か月の行事予定
・4 月 23,24 日 日本顎口腔機能学会 第 56 回学術大会
東洋大学川越キャンパス（埼玉県川越市）
http://jssf.umin.ne.jp/
・5 月 21,22 日 日本アンチエイジング歯科学会 第 11 回福岡学術大会
電気ビル共創館 みらいホール&カンファレンス（福岡県福岡市）
http://jsda11.com/common/files/youkou.pdf
<5> 第７回日本デジタル歯科学会学術大会のお知らせ
日時：2016 年 5 月 28-29 日
会場：北海道立道民活動センター（かでる 2・7）
（北海道札幌市）
大会長：疋田一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野教授）
http://www.kokuhoken.jp/jadd7/outline.html
皆様ふるってご参加ください！
<6>40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<7>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
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with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
www.aaptpa2016.com
<8>日本歯科医学会 歯科医療協議会研修会開催のお知らせ
日本歯科医学会より「新技術・新機能（区分 C2）と先進医療を推進する」をテーマとした研修会
の開催案内が届きましたのでお知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 26 日(日)10:00～17:00（予定）
会場：東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
受付期間：平成 28 年 4 月 1 日(金)～5 月 20 日(金)
※事前登録制（定員 300 名になり次第締切）
http://www.jads.jp/2016/0324/index.html
<9>日本歯科医学会第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 28 年度）
」募集要綱
日時：平成 28 年 9 月 3 日(土)
場所：歯科医師会館１階大会議室（東京都千代田区）
演題登録：平成 28 年４月 22 日(金)必着（本日締切です！）
申込先：日本歯科医学会事務局
http://www.jads.jp/2016/0304/index.html
<10>お知らせ
日本学術会議歯学委員会主催日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会共催シンポジウム（2015.12.13 開催）
「健康長寿と再生医療」の事後抄録が「日本歯科医学会誌 第 35 巻」
（P.70-78）に掲載されております．
http://www.jads.jp/jjads_j/jjads_j_35.pdf
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.04.14 「都道府県別専門医名簿（東京都）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 34 May 6, 2016
=====================================================================
熊本県地震により被害を受けられた地域の皆様に心よりお見舞い申し上げます．
福岡で開催された歯科理工学会の際に九州の先生方に地震の激しさをうかがいました．
一刻も早い復興をお祈り申し上げます．
ゴールデンウイークもあと少し，それではメールマガジン 34 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
<1>平成 28 年熊本地震関連情報
「保険証なしで医療機関受診できます」
，
「災害時のお口のお手入れについて」など
熊本地震関連情報が厚生労働省ホームページに掲載されています．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html
＜関連緊急＞
「平成 28 年熊本を中心とする九州地方での地震被災地へのお見舞い」のバナーを HP に 作成しました．必ずご確認くださ
い！
<2> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．演題登録ありがとうございました．
事前参加登録：平成 28 年 5 月 20 日(金) 締切 お忘れなく．
※重要！早めの宿泊予約，振り込みをお願いします．
宿泊予約締切 平成 28 年 6 月 17 日(金)
振り込み締切 平成 28 年 6 月 20 日(月)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
「託児所の申込を開始しました」
学術大会のホームページ上でもご案内していますが，7 月 9 日（土）8：30～18：00，7 月 10 日（日）8：00～15：20 に，
会場に託児施設をご用意いたします．事前予約が必要となりますので，＜①学会名・②保育希望日時・③お子様のお名前と年
齢＞
を記載の上，下記申込先へメールにてお申込みください．
受け入れ可能人数に限りがありますので，受付は先着順とし，定員に達し次第受付を終了させていただきます．
当日受付はいたしません．
申込先：ゆいま～るベビー金沢
E-mail：baby@cs-kanazawa.com
申込期限：6 月 30 日（木）
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日～5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
<3>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<4> 今後 1 か月の行事予定
・5 月 20，21 日 第 59 回春期日本歯周病学会学術大会
かごしま県民交流センター（鹿児島市）
http://www.c-linkage.co.jp/jsps59/
・5 月 20，21 日 平成 28 年度全国歯科技工士教育協議会総会
ホテルグランヴィア岡山（岡山市）
http://www.jsedt.jp
・5 月 26-28 日 第 54 回日本小児歯科学会学術大会 第 10 回アジア小児歯科学会
東京ドームホテル（東京都文京区）
http://www.pdaa2016.asia/jp/index.html
・5 月 27-29 日 第 65 回日本口腔衛生学会・総会
東京医科歯科大学（東京都文京区）
http://www.kokuhoken.jp/jsdh65/
・5 月 28,29 日 第 7 回日本デジタル歯科学会学術大会
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北海道立道民活動センター（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jadd7/
<5> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
第 40 回ヨーロッパ補綴学会（EPA）が下記の日程で開催されます．
日時：2016 年 9 月 15～17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加のほどよろしくお願いいたします．
<6>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
in conjunction with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
www.aaptpa2016.com
<7>日本歯科医学会 歯科医療協議会研修会開催のお知らせ
日本歯科医学会より「新技術・新機能（区分 C2）と先進医療を推進する」をテーマとした
研修会の開催案内が届きましたのでお知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 26 日(日)10:00～17:00（予定）
会場：東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料（事前登録制，定員 300 名）
受付期間：平成 28 年 4 月 1 日(金)～5 月 20 日(金)
<8>お知らせ
日本学術会議歯学委員会主催日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会共催シンポジウム（2015.12.13 開催）
「健康長寿と再生医療」の事後抄録が「日本歯科医学会誌 第 35 巻」
（P.70-78）に掲載されております．
http://www.jads.jp/jjads_j/jjads_j_35.pdf
<9> The Japanese Dental Science Review
日本歯科医学会から英文機関誌（The Japanese Dental Science Review Vol.52 No.2
May-2016）が発行されました．下記 URL をご確認ください．
http://www.japanesedentalsciencereview.com/issue/S1882-7616(16)X0003-8
<10>日本全身咬合学会第 30 回公開講座のご案内
日本全身咬合学会より第 30 回公開講座の案内を頂戴しましたので，お知らせさせていただきます．
日時：平成 28 年 6 月 19 日（日）
会場：日本大学歯学部 研修医講堂（2 号館 1 階）
テーマ：
「咀嚼が脳および全身に及ぼす影響について」
http://www.kokuhoken.jp/~jaoh/
<11>【JPR アンバサダー通信 vol. 6】
東北大学の江草です．このたびの熊本地震の影響により被災されました皆様に，心よりお見舞い申し上げます．
一日も早い復旧，復興をお祈り申し上げます．
さて，JPR 編集委員 6 年目の私は，現在 Senior Scientific Editor (SSE)
として JPR 運営戦略の企画提案を担当させていただいております．JPR が科学的価値の高い国際誌として成長していくために
は，
臨床的意義を支える学術的意義の高い論文（引用される可能性が高い論文）を出版していくことが基本的な戦略になります．
その一環として，委員会ではインパクトファクター（IF）の維持・向上を目指したいと考えています．目標とする IF 値です
が，
まずは JPR が補綴領域のトップジャーナルとして認知されるよう，1.5～2.0 に安定することを願っております．IF に執着する
こと
への是非については公益性を求める学会として議論の余地はあると思いますが，急進するアジア諸国の歯科レベルを目の当た
りにし，
国際基準である IF を高いレベルで示し続けることは本学会の利するところと考えております．
現在，JPR では良質な総説論文（↓）を各号に数本掲載するようにしています．
http://www.journalofprosthodonticresearch.com/
会員の皆様が論文を執筆される際には，是非ともこれらの総説論文をご参照いただければ幸いです．
次の通信は，"着実に任務をこなす男"新潟大学の加来先生からのメッセージです！（JPR 編集委員・江草 宏）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Mini dental implants retaining mandibular overdentures: A dental
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practice-based retrospective analysis
Franz Sebastian Schwindling, Franz-Peter Schwindling
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001127
●Effect of a dietary supplement on peri-implant bone strength in a rat
model of osteoporosis
Takahiro Takahashi, Takehiro Watanabe, Hiroshi Nakada, Yasuhiro
Tanimoto, Suguru Kimoto, Dindo Q. Mijares, Yu Zhang, Yasuhiko Kawai
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001139
●Ten-year longitudinal study on the state of dentition and subjective
masticatory ability in community-dwelling elderly people
Naoko Sato, Takahiro Ono, Haruka Kon, Naoki Sakurai, Shoji Kohno,
Akihiro Yoshihara, Hideo Miyazaki
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001152
＜Letter to the Editor＞
●A questionnaire survey on denture esthetics and denture base characterization
Ken-ichi Matsuda, Kaori Enoki, Yuko Kurushima, Yusuke Mihara, Koudai
Hatta, Kazunori Ikebe, Yoshinobu Maeda
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001346
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.04.21 「都道府県別専門医名簿（長崎県，佐賀県，東京都，宮城県，北海道）
」を更新しました．
=====================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
=====================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
熊本地方を中心に九州地域の地震が今なお続いているようです．
被災されました学会会員の皆様はじめ関係者のご心痛に心よりお見舞い申し上げます．
（広報委員会一同）
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JPS メールマガジン No. 35 May 13, 2016
==================================================================
このたびの熊本地震により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます．
一日も早く元の生活に戻れるようお祈り申し上げます．
さて，新緑が目にまぶしく心地よい季節です．先日，近くの渓谷に森林浴に行きました．
日頃，口腔内や PC 画面を凝視して目を酷使しているので，木々の緑を見ることは，
目にも心にも良い効果がありそうな気がします．ただ，歩き過ぎてその夜は爆睡．
歳には勝てません…．メールマガジン 35 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
<1>平成 28 年熊本地震関連情報
「保険証なしで医療機関受信できます」
，
「災害時のお口のお手入れについて」など
熊本地震関連情報が厚生労働省ホームページに掲載されています．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html
「平成 28 年熊本を中心とする九州地方での地震被災地へのお見舞い」のバナーを HP に 作成しました．ご確認ください．
http://www.hotetsu.com/files/bnr_22.pdf
<2>疑義解釈について
「疑義解釈資料の送付について（その 2）
」が 4 月 25 日に発表されました．
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=352020&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000122794.pdf
<3>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．演題登録ありがとうございました．
事前参加登録：平成 28 年 5 月 20 日(金)締切 お忘れなく．
宿泊予約：平成 28 年 6 月 17 日(金)締切
振り込み：平成 28 年 6 月 20 日(月)締切
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂)
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日～5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
託児所：7 月 9 日(土) 8:30～18:00，7 月 10 日(日) 8:00～15:20 に，会場に託児施設をご用意いたします．
事前予約が必要となりますので，＜①学会名・②保育希望日時・③お子様のお名前と年齢＞を記載の上，
下記申込先へメールにてお申込みください．受け入れ可能人数に限りがありますので，受付は先着順とし，
定員に達し次第受付を終了させていただきます．当日受付はいたしません．
申込先：ゆいま～るベビー金沢
E-mail：baby@cs-kanazawa.com
申込期限：6 月 30 日(木)
<4>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<5> 今後 1 か月の行事予定
・5 月 20,21 日 第 59 回春期日本歯周病学会学術大会
かごしま県民交流センター（鹿児島市）
http://www.c-linkage.co.jp/jsps59/
・5 月 20,21 日 平成 28 年度全国歯科技工士教育協議会総会
ホテルグランヴィア岡山（岡山市）
http://www.jsedt.jp
・5 月 26-28 日 第 54 回日本小児歯科学会学術大会 第 10 回アジア小児歯科学会
東京ドームホテル（東京都文京区）
http://www.pdaa2016.asia/jp/index.html
・5 月 27-29 日 第 65 回日本口腔衛生学会・総会
東京医科歯科大学（東京都文京区）
http://www.kokuhoken.jp/jsdh65/
・5 月 28,29 日 第 7 回日本デジタル歯科学会学術大会
北海道立道民活動センター（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jadd7/
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・6 月 3,4 日 日本顎顔面補綴学会第 33 回総会・学術大会
新潟医療人育成センター（新潟市）
http://admedic.jp/jamp33/
・6 月 9,10 日 日本歯科保存学会 2016 年度春季学術大会（第 144 回）
栃木県総合文化センター（宇都宮市）
http://www.kokuhoken.jp/jscd144/index.html
・6 月 11,12 日 第 34 回日本顎咬合学会学術大会・総会
東京国際フォーラム（東京都千代田区）
http://www.ago.ac/34th/
・6 月 18,19 日 日本老年歯科医学会第 27 回総会・学術大会
アスティとくしま（徳島市）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero27/
<6> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<7>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
www.aaptpa2016.com
<8>日本歯科医学会 歯科医療協議会研修会開催のお知らせ
日本歯科医学会より「新技術・新機能（区分 C2）と先進医療を推進する」をテーマとした
研修会の開催案内が届きましたのでお知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 26 日(日)10:00～17:00（予定）
会場：東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料（事前登録制，定員 300 名）
受付期間：平成 28 年 4 月 1 日(金)～5 月 20 日(金)
http://www.jads.jp/2016/0324/index.html
<9>お知らせ
日本学術会議歯学委員会主催日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会共催シンポジウム（2015.12.13 開催）
「健康長寿と再生医療」の事後抄録が「日本歯科医学会誌 第 35 巻」
（P.70-78）に掲載されております．
http://www.jads.jp/jjads_j/jjads_j_35.pdf
<10>お知らせ
日本歯科医学会から英文機関誌（The Japanese Dental Science Review Vol.52 No.2 May-2016）が発行されました．
下記 URL をご確認ください．
http://www.japanesedentalsciencereview.com/issue/S1882-7616(16)X0003-8
<11>お知らせ
日本全身咬合学会から第 30 回公開講座の案内を頂戴しましたので，お知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 19 日(日)
会場：日本大学歯学部 研修医講堂（2 号館 1 階）
テーマ：
「咀嚼が脳および全身に及ぼす影響について」
http://www.kokuhoken.jp/~jaoh/
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.04.28「認定研修機関」を更新しました．
H28.04.28「都道府県別専門医名簿（北海道，長野）
」を更新しました．
H28.04.28「委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告」を更新しました．
H28.04.25「平成 28 年熊本を中心とする九州地方での地震被災地へのお見舞い」を掲載しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
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jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No. 36 May 20, 2016
==================================================================
このたびの熊本地震により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます．
日々の大変な生活の中にも，ゆっくりと心の休まる時間がありますよう，お祈り申し上げます．
さて，前回のメルマガでは，
「PC 画面の凝視による目の酷使」に関するお話しがありました．
最近「PC 画面の凝視による頭痛」と言う記事をよく見かけますが，その対策の一つに
「ブルーライトカットレンズ（眼鏡）
」がありました．じつは私も頭痛のため，
半信半疑で使用してみたのですが，目の疲労感，頭痛ともに楽な気がします．
値段も数千円からと試しやすいと思いますので，使用してみてはいかがでしょうか？
ただ，夜のネオンに効果があるかはわかりません．
それではメールマガジン 36 号をお届けします．金沢での補綴学会，
本日事前参加登録締め切りです！お忘れ無く．
．．
（文責 金村清孝）
<1>平成 28 年熊本地震関連情報
「保険証なしで医療機関受信できます」
，
「災害時のお口のお手入れについて」
など熊本地震関連情報が厚生労働省ホームページに掲載されています．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html
「平成 28 年熊本を中心とする九州地方での地震被災地へのお見舞い」のバナーを HP に
作成しました．ご確認ください．
http://www.hotetsu.com/files/bnr_22.pdf
<2>疑義解釈について
「疑義解釈資料の送付について（その 2）
」が 4 月 25 日に発表されました．
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=352020&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000122794.pdf
<3>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．演題登録ありがとうございました．
事前参加登録：平成 28 年 5 月 20 日(金) 本日締切です！
宿泊予約：平成 28 年 6 月 17 日(金)締切
振り込み：平成 28 年 6 月 20 日(月)締切
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂)
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日～5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
託児所：7 月 9 日(土) 8:30～18:00，7 月 10 日(日) 8:00～15:20 に，会場に託児施設をご用意いたします．
事前予約が必要となりますので，＜①学会名・②保育希望日時・③お子様のお名前と年齢＞を記載の上，
下記申込先へメールにてお申込みください．受け入れ可能人数に限りがありますので，受付は先着順とし，
定員に達し次第受付を終了させていただきます．当日受付はいたしません．
申込先：ゆいま～るベビー金沢
E-mail：baby@cs-kanazawa.com
申込期限：6 月 30 日(木)
<4>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<5> 今後 1 か月の行事予定
・5 月 26-28 日 第 54 回日本小児歯科学会学術大会 第 10 回アジア小児歯科学会
東京ドームホテル（東京都文京区）
http://www.pdaa2016.asia/jp/index.html
・5 月 27-29 日 第 65 回日本口腔衛生学会・総会
東京医科歯科大学（東京都文京区）
http://www.kokuhoken.jp/jsdh65/
・5 月 28,29 日 第 7 回日本デジタル歯科学会学術大会
北海道立道民活動センター（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jadd7/
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・6 月 2-4 日 日本顎顔面補綴学会第 33 回総会・学術大会
新潟医療人育成センター（新潟市）
http://admedic.jp/jamp33/
・6 月 9,10 日 日本歯科保存学会 2016 年度春季学術大会（第 144 回）
栃木県総合文化センター（宇都宮市）
http://www.kokuhoken.jp/jscd144/index.html
・6 月 11,12 日 第 34 回日本顎咬合学会学術大会・総会
東京国際フォーラム（東京都千代田区）
http://www.ago.ac/34th/
・6 月 11,12 日 第 27 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会
愛知県歯科医師会館（愛知県名古屋市）
http://www.kokuhoken.jp/jasd27/
・6 月 18,19 日 日本老年歯科医学会第 27 回総会・学術大会
アスティとくしま（徳島市）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero27/
<6> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<7>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
in conjunction with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切
www.aaptpa2016.com
<8>日本歯科医学会 歯科医療協議会研修会開催のお知らせ
日本歯科医学会より「新技術・新機能（区分 C2）と先進医療を推進する」を
テーマとした研修会の開催案内が届きましたのでお知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 26 日(日)10:00～17:00（予定）
会場：東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料（事前登録制，定員 300 名）
受付期間：平成 28 年 4 月 1 日(金)～5 月 20 日(金)
http://www.jads.jp/2016/0324/index.html
<9>お知らせ
日本学術会議歯学委員会主催日本歯科医学会・日本歯学系学会協議会共催シンポジウム（2015.12.13 開催）
「健康長寿と再生医療」の事後抄録が「日本歯科医学会誌 第 35 巻」
（P.70-78）に掲載されております．
http://www.jads.jp/jjads_j/jjads_j_35.pdf
<10>お知らせ
日本歯科医学会から英文機関誌（The Japanese Dental Science Review Vol.52 No.2 May-2016）
が発行されました．下記 URL をご確認ください．
http://www.japanesedentalsciencereview.com/issue/S1882-7616(16)X0003-8
<11>お知らせ
日本全身咬合学会から第 30 回公開講座の案内を頂戴しましたので，お知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 19 日(日)
会場：日本大学歯学部 研修医講堂（2 号館 1 階）
テーマ：
「咀嚼が脳および全身に及ぼす影響について」
http://www.kokuhoken.jp/~jaoh/
<12>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに関する
エビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください
http://www.hotetsu.com/t4.html
<13>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.05.12 「都道府県別専門医名簿（宮城県，埼玉県，東京都，大阪府，岐阜県，広島県）
」を更新しました．
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==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 37 May 27, 2016
============================================================
先週金曜日に金沢での補綴学会の事前参加登録締め切られましたが，
皆様ご登録いただけたでしょうか？忘れていた皆様，事前参加登録締め切が延長になりました！
本日 5 月 27 日(金)17 時までです！！
金沢といえば，昨年 3 月に北陸新幹線が開業し，早 1 年が経ちました．
補綴学会に参加される皆様の中にも新幹線を利用される方がいらっしゃるかと思います．
そして，ここ北海道でも今年 3 月にめでたく北海道新幹線が開業いたしました．
今月中は北海道日本ハムファイターズも，ユニフォームを北海道新幹線カラーに変えて
日本各地でゲームを行っております．
それでは北海道新幹線の盛り上がりに便乗して，メールマガジン 37 号をお届けいたします．
（文責 越智守生）
<1>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録：締切済．ご登録ありがとうございました．
事前参加登録：締切が延長になりました！本日 5 月 27 日(金)17 時までです！！
宿泊予約：平成 28 年 6 月 17 日(金)締切
振り込み：平成 28 年 6 月 20 日(月)締切
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂)
申込書提出期限：平成 28 年 5 月 2 日～5 月 31 日
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
託児所：7 月 9 日(土) 8:30～18:00，7 月 10 日(日) 8:00～15:20 に，会場に託児施設をご用意いたします．
事前予約が必要となりますので，＜(1)学会名・(2)保育希望日時・(3)お子様のお名前と年齢＞を記載の上，
下記申込先へメールにてお申込みください．受け入れ可能人数に限りがありますので，受付は先着順とし，
定員に達し次第受付を終了させていただきます．当日受付はいたしません．
申込先：ゆいま～るベビー金沢
E-mail：baby@cs-kanazawa.com
申込期限：6 月 30 日(木)
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<3>今後 1 か月の行事予定
・5 月 26-28 日 第 54 回日本小児歯科学会学術大会 第 10 回アジア小児歯科学会
東京ドームホテル（東京都文京区）
http://www.pdaa2016.asia/jp/index.html
・5 月 27-29 日 第 65 回日本口腔衛生学会・総会
東京医科歯科大学（東京都文京区）
http://www.kokuhoken.jp/jsdh65/
・5 月 28,29 日 第 7 回日本デジタル歯科学会学術大会
北海道立道民活動センター（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jadd7/
・6 月 2-4 日 日本顎顔面補綴学会第 33 回総会・学術大会
新潟医療人育成センター（新潟市）
http://admedic.jp/jamp33/
・6 月 9,10 日 日本歯科保存学会 2016 年度春季学術大会（第 144 回）
栃木県総合文化センター（宇都宮市）
http://www.kokuhoken.jp/jscd144/index.html
・6 月 11,12 日 第 34 回日本顎咬合学会学術大会・総会
東京国際フォーラム（東京都千代田区）
http://www.ago.ac/34th/
・6 月 11,12 日 第 27 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会
愛知県歯科医師会館（愛知県名古屋市）
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http://www.kokuhoken.jp/jasd27/
・6 月 18,19 日 日本老年歯科医学会第 27 回総会・学術大会
アスティとくしま（徳島市）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero27/
・6 月 26 日 第 31 回日本歯科産業学会 総会・学術講演会
大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホール（大阪市）
http://www.jsdp.org/nextmeeting.html
<4>40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA)のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切（間も無く締切です！）
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<5> 10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 5 月 31 日締切（間も無く締切です！）
www.aaptpa2016.com
<6>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに関する
エビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
http://www.hotetsu.com/t4.html
<7>「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」開催のお知らせ
（公社）日本補綴歯科学会の主催で標記セミナーを開催いたします！歯科補綴学ならびに
補綴歯科臨床分野における臨床研究を実施する際には医療統計学が必須のツールですが，
本邦では医療統計学を系統的に学ぶことのできる機会が少なく，研究者の多くは独学で
解析にあたっているのが実情です．
幸いにも本学会では，臨床統計疫学の専門家である大阪大学の新谷 歩教授から，
学術大会やシンポジウムを通じてその一端を学ぶ機会を得てきました．
今回，新谷教授に 2 日間の集中講座の開設をご快諾いただき，歯科補綴学分野の研究者を対象
とした臨床研究のための医療統計学 2 日間集中講座を企画いたしました．
http://hotetsu.com/t5.html
開催日時は，平成 28 年 7 月 30 日（土）・31 日（日）
，両日で約 15 時間を予定しています．
開催場所は，大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンターです．
定員は 120 名，参加費は無料（昼食代，懇親会参加費は別途徴収）ですので，
ホームページの開催案内をご確認いただき，参加の申し込みをお願いいたします．
参加申し込みは，6 月 17 日(金)23:59 までメールにて受け付けます．ホームページに
掲載した参加申込用紙に必要事項をすべて明記して，
（公社）日本補綴歯科学会事務局まで
メールでご連絡ください（jpr-edit02@max.odn.ne.jp）
．
6 月 20 日(月)以降に，順次回答のメールを送信いたします．
<8> The Japanese Dental Science Review
日本歯科医学会から英文機関誌（The Japanese Dental Science Review Vol.52 No.2 May-2016）
が発行されました．下記 URL をご確認ください．
http://www.japanesedentalsciencereview.com/issue/S1882-7616(16)X0003-8
<9> お知らせ
日本全身咬合学会から第 30 回公開講座の案内を頂戴しましたので，お知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 19 日(日)
会場：日本大学歯学部 研修医講堂（2 号館 1 階）
テーマ：
「咀嚼が脳および全身に及ぼす影響について」
http://www.kokuhoken.jp/~jaoh/
<10> お知らせ
平成 28 年度・第 27 回日本歯科審美学会学術大会のご案内
日時：平成 28 年 8 月 27 日(土)，28 日(日)
会場：京王プラザホテル札幌
テーマ：
「歯科審美 さらなる高みを目指して」
大会長：越智守生（北海道医療大学）
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演題登録：2016 年 6 月 3 日(金) 17:00 （締切間近です！）
奮ってご参加ください！
<11>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より,平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
申請書類提出期間:6 月 1 日～7 月 31 日
提出先:公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<12>診療ガイドライン作成者意見交換会のお知らせ
日本歯科医学会事務局より，診療ガイドライン作成者意見交換会開催の案内が参りましたのでお知らせします.
日時：2016 年 7 月 13 日（水）14：00～17：00
場所：歯科医師会館大会議室
参加対象者： 診療ガイドライン作成に携わる方・診療ガイドラインを利用する方（一般の方を含む）
参加費：無料
参加登録方法：事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：2016 年 5 月 16 日（月）から～同年 6 月 15 日（水）
http://www.jads.jp/2016/0330/index.html
<13>日本学術振興会 育志賞受賞候補者の推薦にお知らせ
日本学術振興会より,「日本学術振興会 育志賞の候補者推薦」について案内が届きましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の HP よりご確認ください．
第 7 回（平成 28 年度）日本学術振興会 育志賞推薦者募集
受付期間：平成 28 年 6 月 8 日（水）～6 月 10 日（金）17：00（必着）
http://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.html
<14> 【JPR アンバサダー通信 vol. 7】
新潟大学の加来です．昨期に引き続き JPR 編集委員を担当させていただいております．
今回は JPR の編集作業についてご紹介します．オンラインシステムを使って投稿された
論文は Editor in Chief(EIC)，Sub EIC を経て 8 名の Editor にその専門分野に応じて振り分けられます．
Editor は２名以上の Reviewer（査読者）を選定し，そのコメントを元に Accept，Revise，Reject の判定を行います．
一部の論文は Associate Editor に Reviewer の選定と判定を依頼する場合もあります．
もちろん Editor の一存で判定を出せるケースは少なく，Reviewer からのコメントがとても貴重です．
補綴学会会員の多くの先生方にも査読をお願いしておりますが，いつも的確で詳細なコメントを頂戴しております．
この場を借りて感謝申し上げます．今後ともご協力とご支援のほど，何卒よろしくお願い致します．
JPR は日本補綴歯科学会の Official な英文誌として，学会主導の研究成果や，ポジションペーパー，
補綴に関連した多彩な総説論文を毎号掲載していますので，論文執筆の際には是非とも参考としていただければ幸いです．
特に毎号の総説は，若手の先生方にも強くお勧め出来ます．
次の通信は，緻密な計算のもとに Impact Factor の予測値を弾きだす，東京医科歯科大学の笛木先生からのメッセージです．
（JPR 編集委員・加来 賢）
＊＊＊ JPR 60 巻 2 号 掲載論文 ＊＊＊
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18831958
＜Editorial＞
●Alignment of oral health-related with health-related quality of life assessment
Daniel Ralph Reissmann
＜Reviews＞
●Advancements in CAD/CAM technology: Options for practical implementation
Tariq F. Alghazzawi
＜Original Articles＞
●Validation of the English-language version of 5-item Oral Health Impact Profile
Amruta Naik, Mike T. John, Nidhi Kohli, Karl Self, Priscilla Flynn
●Relationships between perceived chewing ability, objective
masticatory function and oral health-related quality of life in
mandibulectomy or glossectomy patients with a dento-maxillary
prosthesis
Yiliyaer Aimaijiang, Takafumi Otomaru, Hisashi Taniguchi
●New approach to accuracy verification of 3D surface models: An
analysis of point cloud coordinates
Wan-Sun Lee, Jong-Kyoung Park, Ji-Hwan Kim, Hae-Young Kim, Woong-Chul
Kim, Chin-Ho Yu
●Evaluation of shear bond strength of veneering ceramics and zirconia
fabricated by the digital veneering method
Ji-Young Sim, Wan-Sun Lee, Ji-Hwan Kim, Hae-Young Kim, Woong-Chul Kim
●Assessment of clasp design and flexural properties of acrylic denture
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base materials for use in non-metal clasp dentures
Yoshihiro Iwata
●Pressure dynamics in the trays caused by differences of the various
impression materials and thickness of the relief in the maxillary
edentulous model
Masatoshi Iwasaki, Misao Kawara, Sayumi Inoue, Osamu Komiyama,
Takashi Iida, Takashi Asano
●Effect of a dietary supplement on peri-implant bone strength in a rat
model of osteoporosis
Takahiro Takahashi, Takehiro Watanabe, Hiroshi Nakada, Yasuhiro
Tanimoto, Suguru Kimoto, Dindo Q. Mijares, Yu Zhang, Yasuhiko Kawai
＜Case Report＞
●A conservative approach to retrieve a fractured abutment screw - Case report
Thiago de Almeida Prado Naves Carneiro, Marcel Santana Prudente,
Roberto Sales e Pessoa, Gustavo Mendonca, Flavio Domingues das Neves
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<15>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.05.23 共同研究企画公募のお知らせを更新しました．
H28.05.20 セミナー開催のお知らせを更新しました．
H28.05.20 その他各種委員会刊行物を更新しました．
H28.05.19 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
============================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
============================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No. 38 June 3, 2016
==================================================================
第 125 回学術大会があと 1 か月にせまってきました．開催地が人気の観光地金沢であり，
北陸新幹線を利用される方も多いと思います．ホテルや切符の手配は早めにおすませください．
もうすぐ梅雨入りの大阪からメールマガジン 38 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
<1> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録，事前参加登録：締切済．
※重要！早めの宿泊予約，振り込みをお願いします．
宿泊予約締切 平成 28 年 6 月 17 日(金)
振り込み締切 平成 28 年 6 月 20 日(月)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
市民フォーラム
日時：平成 28 年 7 月 10 日（日）13:00～15:00
会場：もてなしドーム 地下イベント広場（金沢市木ノ新保町 2 番）
テーマ：最後まで人間らしく生きるために -口の機能は大切か？座長：市川哲雄 先生（徳島大）
講師：杉 政和 先生（石川県）
小野高裕 先生（新潟大）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/simin.html
専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
申込書提出：締切済み
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
託児所：7 月 9 日(土) 8:30～18:00，7 月 10 日(日) 8:00～15:20 に，
会場に託児施設をご用意いたします．事前予約が必要となりますので，
＜(1)学会名・(2)保育希望日時・(3)お子様のお名前と年齢＞を記載の上，
下記申込先へメールにてお申込みください．
受付は先着順とし，定員に達し次第受付を終了させていただきます．
当日受付はいたしません．
申込先：ゆいま～るベビー金沢
E-mail：baby@cs-kanazawa.com
申込期限：6 月 30 日(木)
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<3> 今後 1 か月の行事予定
・6 月 2-4 日 日本顎顔面補綴学会第 33 回総会・学術大会
新潟医療人育成センター（新潟市）
http://admedic.jp/jamp33/
・6 月 9,10 日 日本歯科保存学会 2016 年度春季学術大会（第 144 回）
栃木県総合文化センター（宇都宮市）
http://www.kokuhoken.jp/jscd144/index.html
・6 月 11,12 日 第 34 回日本顎咬合学会学術大会・総会
東京国際フォーラム（東京都千代田区）
http://www.ago.ac/34th/
・6 月 11,12 日 第 27 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会
愛知県歯科医師会館（愛知県名古屋市）
http://www.kokuhoken.jp/jasd27/
・6 月 18,19 日 日本老年歯科医学会第 27 回総会・学術大会
アスティとくしま（徳島市）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero27/
・6 月 26 日 第 31 回日本歯科産業学会 総会・学術講演会
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大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホール（大阪市）
http://www.jsdp.org/nextmeeting.html
・7 月 1,2 日 第 35 回日本歯科医学教育学会総会・学術大会
大阪大学コンベンションセンター（大阪府吹田市）
http://www.dent.osaka-u.ac.jp/jdea35/
<4>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 6 月 30 日締切（演題登録が延期されました）
www.aaptpa2016.com
<5> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
第 40 回ヨーロッパ補綴学会（EPA）が下記の日程で開催されます．
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加のほどよろしくお願いいたします．
<6>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに関する
エビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金) 23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<7>「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」のお知らせ
日時：平成 28 年 7 月 30 日（土）
，31 日（日）
会場：大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター
講師：大阪大学大学院医学系研究科 臨床統計疫学寄附講座
教授 新谷 歩 先生，准教授 山本絋司 先生，助教 石原拓磨 先生 ほか
定員：120 名
参加費：無料（昼食代 1000 円，懇親会 7 月 30 日終了後 会費 5000 円予定）
テキスト：
「みんなの統計学」新谷 歩著，講談社
参加申し込み：6 月 17 日 23:59 までメールで受け付け．
下記リンクの参加申込用紙を学会事務局（jpr-edit02@max.odn.ne.jp）までお送りください．
http://hotetsu.com/t5.html
（公社）日本補綴歯科学会の主催で標記セミナーを開催いたします！歯科補綴学ならびに
補綴歯科臨床分野における臨床研究を実施する際には医療統計学が必須のツールですが，
本邦では医療統計学を系統的に学ぶことのできる機会が少なく，研究者の多くは独学で解析
にあたっているのが実情です．幸いにも本学会では，臨床統計疫学の専門家である大阪大学の
新谷 歩教授から，学術大会やシンポジウムを通じてその一端を学ぶ機会を得てきました．
今回，新谷教授に 2 日間の集 中講座の開設をご快諾いただき，歯科補綴学分野の研究者を
対象とした臨床研究のための医療統計学 2 日間集中講座を企画いたしました．
http://hotetsu.com/t5.html
開催日時は，平成 28 年 7 月 30 日（土）・31 日（日）
，両日で約 15 時間を予定しています．
開催場所は，大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンターです．
定員は 120 名，参加費は無料（昼食代，懇親会参加費は別途徴収）ですので，ホームページ
の開催案内をご確認いただき，参加の申し込みをお願いいたします．
参加申し込みは，6 月 17 日(金)23:59 までメールにて受け付けます．
ホームページに掲載した参加申込用紙に必要事項をすべて明記して，
（公社）日本補綴歯科学会事務局までメールでご連絡ください（jpr-edit02@max.odn.ne.jp）
．
6 月 20 日(月)以降に，順次回答のメールを送信いたします．
<8>お知らせ
日本全身咬合学会から第 30 回公開講座の案内を頂戴しましたので，お知らせします．
日時：平成 28 年 6 月 19 日(日)
会場：日本大学歯学部 研修医講堂（2 号館 1 階）
テーマ：
「咀嚼が脳および全身に及ぼす影響について」
http://www.kokuhoken.jp/~jaoh/
<9>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より,平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
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申請書類提出期間:6 月 1 日～7 月 31 日
提出先:公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<10>診療ガイドライン作成者意見交換会のお知らせ
日本歯科医学会事務局より，診療ガイドライン作成者意見交換会開催の案内が参りましたのでお知らせします.
日時：2016 年 7 月 13 日（水）14：00～17：00
場所：歯科医師会館大会議室
参加対象者： 診療ガイドライン作成に携わる方・診療ガイドラインを利用する方（一般の方を含む）
参加費：無料
参加登録方法：事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：2016 年 5 月 16 日（月）から～同年 6 月 15 日（水）
http://www.jads.jp/2016/0330/index.html
<11>日本学術振興会 育志賞受賞候補者の推薦にお知らせ
日本学術振興会より,「日本学術振興会 育志賞の候補者推薦」について
案内が届きましたのでお知らせいたします．詳細は下記の HP よりご確認ください．
第 7 回（平成 28 年度）日本学術振興会 育志賞推薦者募集
受付期間：平成 28 年 6 月 8 日（水）～6 月 10 日（金）17：00（必着）
http://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.html
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.05.26 「都道府県別専門医名簿（福岡県，東京都）
」を更新しました．
H28.05.26 「Letter for Members 57 号」を掲載しました．
H28.05.26 「依頼論文 8 巻 1 号」を掲載しました．
H28.05.26 「関連リンク」を更新しました．
H28.05.26 「市民フォーラムのお知らせ」を更新しました．
H28.05.26 「書籍」を更新しました．
H28.05.26 「入退会案内」を更新しました．
=====================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
=====================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No.39 June 10, 2016
==================================================================
学会シーズンですね．いろいろな学会に出席して知識を増やし，研究や臨床に還元したいものです．
金沢の 125 回大会まで 1 カ月となり，ワクワクされているのではないでしょうか．
メールマガジン 39 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
<1>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録，事前参加登録：締切済
宿泊予約：平成 28 年 6 月 17 日(金) 締切
振り込み：平成 28 年 6 月 20 日(月) 締切
※宿泊予約や振り込みをお早めに．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
大変お待たせいたしました．
課題口演，一般口演，ポスター発表，専門医ケースプレゼンテーションのプログラムを公表いたしました．
ぜひ，ご参照下さい．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/program_nittei.html
抄録の公開については，今しばらくお待ち下さい．
◆市民フォーラム
日時：平成 28 年 7 月 10 日(日) 13:00～15:00
会場：もてなしドーム 地下イベント広場（金沢市木ノ新保町 2 番）
テーマ：最後まで人間らしく生きるために -口の機能は大切か？座長：市川哲雄 先生（徳島大）
講師：杉 政和 先生（石川県）
小野高裕 先生（新潟大）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/simin.html
◆専門医筆記試験
日時：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
申込書提出：締切済
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
◆託児所
7 月 9 日(土) 8:30～18:00，7 月 10 日(日) 8:00～15:20 に，会場に託児施設をご用意いたします．
事前予約が必要となりますので，＜①学会名・②保育希望日時・③お子様のお名前と年齢＞を記載の上，
下記申込先へメールにてお申込みください．
受付は先着順とし，定員に達し次第受付を終了させていただきます．当日受付はいたしません．
申込先：ゆいま～るベビー金沢
E-mail：baby@cs-kanazawa.com
申込期限：6 月 30 日(木)
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<3> 今後 1 か月の行事予定
・6 月 9,10 日 日本歯科保存学会 2016 年度春季学術大会（第 144 回）
栃木県総合文化センター（宇都宮市）
http://www.kokuhoken.jp/jscd144/index.html
・6 月 11,12 日 第 34 回日本顎咬合学会学術大会・総会
東京国際フォーラム（東京都千代田区）
http://www.ago.ac/34th/
・6 月 11,12 日 第 27 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会
愛知県歯科医師会館（愛知県名古屋市）
http://www.kokuhoken.jp/jasd27/
・6 月 18,19 日 日本老年歯科医学会第 27 回総会・学術大会
アスティとくしま（徳島市）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero27/
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・6 月 26 日 第 31 回日本歯科産業学会 総会・学術講演会
大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホール（大阪市）
http://www.jsdp.org/nextmeeting.html
・7 月 1,2 日 第 35 回日本歯科医学教育学会総会・学術大会
大阪大学コンベンションセンター（大阪府吹田市）
http://www.dent.osaka-u.ac.jp/jdea35/
<4>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 6 月 30 日締切（演題登録が延期されました）
www.aaptpa2016.com
<5> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
演題登録：締切済
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<6>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるか
に関するエビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金) 23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<7>｢歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」のお知らせ
（公社）日本補綴歯科学会の主催で標記セミナーを開催いたします！歯科補綴学ならびに補綴歯科臨床分野
における臨床研究を実施する際には医療統計学が必須のツールですが，本邦では医療統計学を系統的に学ぶこと
のできる機会が少なく，研究者の多くは独学で解析にあたっているのが実情です．幸いにも本学会では，
臨床統計疫学の専門家である大阪大学の新谷 歩教授から，学術大会やシンポジウムを通じてその一端を学ぶ機会
を得てきました．今回，新谷教授に 2 日間の集中講座の開設をご快諾いただき，歯科補綴学分野の研究者を対象
とした臨床研究のための医療統計学 2 日間集中講座を企画いたしました．
日時：平成 28 年 7 月 30 日(土)，31 日(日)（両日で約 15 時間）
会場：大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター
講師：大阪大学大学院医学系研究科 臨床統計疫学寄附講座
教授 新谷 歩 先生，准教授 山本絋司 先生，助教 石原拓磨 先生 ほか
定員：120 名
参加費：無料（昼食代 1000 円，懇親会 7 月 30 日終了後 会費 5000 円予定）
テキスト：
「みんなの統計学」新谷 歩著，講談社
参加申し込み：6 月 17 日 23:59 までメールで受け付け
下記リンクの参加申込用紙を学会事務局（jpr-edit02@max.odn.ne.jp）までお送りください．
http://hotetsu.com/t5.html
6 月 20 日(月)以降に，順次回答のメールを送信いたします．
<8>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より,平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
申請書類提出期間：6 月 1 日～7 月 31 日
提出先:公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<9>診療ガイドライン作成者意見交換会のお知らせ
日本歯科医学会事務局より，診療ガイドライン作成者意見交換会開催の案内が参りましたのでお知らせします.
日時：2016 年 7 月 13 日(水) 14:00～17:00
場所：歯科医師会館大会議室
参加対象者： 診療ガイドライン作成に携わる方・診療ガイドラインを利用する方（一般の方を含む）
参加費：無料
参加登録方法：事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：2016 年 5 月 16 日(月)～同年 6 月 15 日(水)
http://www.jads.jp/2016/0330/index.html
<10>日本学術振興会

育志賞受賞候補者の推薦にお知らせ
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日本学術振興会より,「日本学術振興会 育志賞の候補者推薦」について案内が届きましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の HP よりご確認ください．
第 7 回（平成 28 年度）日本学術振興会 育志賞推薦者募集
受付期間：平成 28 年 6 月 8 日(水)～6 月 10 日(金) 17:00（必着）
http://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.html
<11>【JPR アンバサダー通信 vol. 8】
医歯大の笛木です．JPR の被引用状況の調査と分析を担当しております．編集会議では，
JPR の出版元である ELSEVIER（エルゼビア）社から提供される様々な資料をもとに編集方針を検討しております．
今回はその中から，ELSEVIER 社の許可を得て，JPR のダウンロード状況について少しご紹介させていただきます．
JPR の毎月のダウロード回数は，年々増加傾向にありますが，最新のデータでは，月間約 18,000 回（600 回／日）
ダウンロードされており，これは，5 年前の約 7 倍という驚異的な増加となっています．
国別で見ると，世界 101 カ国からダウンロードされており，上位 20 カ国は，北米（米国，カナダ）
，
中米（コロンビア，メキシコ），南米（ブラジル）
，ヨ－ローッパ（イギリス，ドイツ，スペイン，
イタリア，カナダ）,東アジア（中国，日本，韓国，台湾）
，東南アジア（タイ，インドネシア）
，
中央アジア（トルコ）
，南アジア（インド）
，中東（サウジアラビア，イラン）と世界各地域に分布しており（順不同）
，
JPR は国際的に注目されていることが分かります．
編集委員会では，このような情報も活用して，JPR が歯科分野のトップジャーナルになることを目指して日々奮闘しておりま
す．
次の通信は，医歯大出身で私も大変お世話になった横浜市立みなと赤十字病院
の補綴・口腔外科スペシャリスト向山先生からのメッセージです．
（JPR 編集委員・笛木賢治）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●A digital approach for one-step formation of the supra-implant emergence profile
with an individualized CAD/CAM healing abutment
Tim Joda, Marco Ferrari, Urs Braegger
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000116
●Interferon-γ enhances the efficacy of autogenous bone grafts
by inhibiting postoperative bone resorption in rat calvarial defects
Peiqi Li, Yoshitomo Honda, Yoshiyuki Arima, Kenichirou Yasui, Kaoru Inami,
Aki Nishiura, Yoshiya Hashimoto, Naoyuki Matsumoto
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000086
●Digital assessment of preliminary impression accuracy for edentulous jaws:
Comparisons of 3-dimensional surfaces between study and working casts
Takashi Matsuda, Takaharu Goto, Kosuke Kurahashi, Toshiya Kashiwabara, Megumi Watanabe,
Yoritoki Tomotake, Kan Nagao, Tetsuo Ichikawa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001140
●Comparison of patient-reported outcomes between immediately
and conventionally loaded mandibular two-implant overdentures:
A preliminary studyOriginal Research Article
Yuri Omura, Manabu Kanazawa, Daisuke Sato, Shohei Kasugai, Shunsuke Minakuchi
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001358
＜Letter to the Editor＞
●Medication-related osteonecrosis of the jaw; what should we do as prosthodontists?
Shinichiro Kuroshima, Masaru Kaku, Takashi Matsuura, Ikiru Atsuta, Yasunori Ayukawa, Takashi Sawase
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000104
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.06.02「市民フォーラムのお知らせ」を更新しました．
H28.06.02「支部会活動（九州支部，中国・四国支部）
」を更新しました．
H28.06.02「生涯学習公開セミナーのお知らせ（九州支部，中国・四国支部）
」を更新しました．
H28.06.02「専門医研修会のお知らせ（九州支部，中国・四国支部）
」を更新しました．
H28.06.02「過去の学術大会のご案内」を更新しました．
H28.06.02「都道府県別専門医名簿（北海道，宮城県，千葉県，東京都，神奈川県，
新潟県，長野県，愛知県，広島県，徳島県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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補綴学会員の皆様こんにちは．昼は学会場で熱く討論，夜は場を変えて本音で討論！が学会の常ですよね．
夜の討論を盛り上げるには下調べが重要です．金沢グルメ，情報収集されておりますでしょうか？
その中で「
“麩”のフルコース」というのを見つけました．
お味噌汁に入っている「麩」とはちょっと違ったものなのかと楽しみにしております．
毎日の仕事に追われ，
「麩」ならぬ「負」のスパイラルに入らないように気合いを入れたいと思います（涙）
．
失礼しました．メールマガジン 40 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
<1>【JPR アンバサダー通信 号外】
2015 年版インパクトファクターが発表されました．JPR の IF は 1.693 となり，
2014 年の 1.547 から 0.146 ポイントアップしました．
この IF は歯科領域で Web of Science に収載された IF を持つ 89 誌中 29 位です．
皆様方のご支援のおかげで，JPR は着実に進化しています！
以下に代表的な補綴系雑誌の IF を記します．
Journal / 2015IF / (DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 89 誌内 Rank)
・J DENT RES / 4.602 / (2)
・CLIN IMPLANT DENT R / 4.152 / (4)
・DENT MATER / 3.931 / (5)
・CLIN ORAL IMPLAN RES / 3.464 /(7)
・JOMI / 1.859 / (25)
・JPR / 1.693 / (29)
・IJP / 1.487 / (39)
・J PROSTHODONT / 1.133 / (55)
・DMJ / 1.087 / (58)
・J ADV PROSTHODONT / 0.844 / (69)
<2>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録，事前参加登録：締切済
宿泊予約：平成 28 年 6 月 17 日(金) 締切 ※宿泊予約は本日締め切りです！
振り込み：平成 28 年 6 月 20 日(月) 締切
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
最新情報は HP で確認お願いいたします！
課題口演，一般口演，ポスター発表，専門医ケースプレゼンテーションのプログラムが公表されております．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/program_nittei.html
◆市民フォーラム
日時：平成 28 年 7 月 10 日(日) 13:00～15:00
会場：もてなしドーム 地下イベント広場（金沢市木ノ新保町 2 番）
テーマ：最後まで人間らしく生きるために -口の機能は大切か？座長：市川哲雄 先生（徳島大）
講師：杉 政和 先生（石川県）
小野高裕 先生（新潟大）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/simin.html
◆専門医筆記試験
日時：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
申込書提出：締切済
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
◆託児所
7 月 9 日(土) 8:30～18:00，7 月 10 日(日) 8:00～15:20 に，会場に託児施設をご用意いたします．
事前予約が必要となりますので，＜・学会名・・保育希望日時・・お子様のお名前と年齢＞
を記載の上，下記申込先へメールにてお申込みください．受付は先着順とし，
定員に達し次第受付を終了させていただきます．当日受付はいたしません．
申込先：ゆいま～るベビー金沢
E-mail：baby@cs-kanazawa.com
申込期限：6 月 30 日(木)
<3>支部大会情報・活動予定
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平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<4> 今後 1 か月の行事予定
・6 月 18,19 日 日本老年歯科医学会第 27 回総会・学術大会
アスティとくしま（徳島市）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero27/
・6 月 26 日 第 31 回日本歯科産業学会 総会・学術講演会
大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホール（大阪市）
http://www.jsdp.org/nextmeeting.html
・7 月 1,2 日 第 35 回日本歯科医学教育学会総会・学術大会
大阪大学コンベンションセンター（大阪府吹田市）
http://www.dent.osaka-u.ac.jp/jdea35/
・7 月 17,18 日 第 29 回日本顎関節学会総会・学術大会
湯本富士屋ホテル（神奈川県 箱根町湯本）
http://www.29thtmj.com
<5>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 6 月 30 日締切（演題登録が延期されました）
www.aaptpa2016.com
<6> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
演題登録：締切済
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<7>European Association for Osseointegration（EAO）に関するおしらせ
European Association for Osseointegration（EAO）の 25th Annual Scientific Meeting が
今年の 9 月 29 日～10 月 1 日にフランス・パリにおいて開催されます．今年のミーティングでは，
日本がゲスト国となっており，以下の準備がなされています．
・日本のスピーカーによるセッションの開催
座長：佐藤博信先生
演者：佐々木啓一先生
・展示コーナーに日本ブースを設置
Journal of Prosthodontic Research を日本ブースに展示
・日本からの参加者は EAO 会員と同価格での登録が可能
EAO へのご参加をお考えで，まだご登録がお済みでない会員の先生は，以下の EAO のウェブサイト
をご確認の上，登録を行っていただきますようご案内いたします．なお，6 月 20 日までの事前登録が
お安くなっていますので，早々のご準備をお願いいたします．
（https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=72081&）
国際渉外委員会
委員長 古谷野潔
<8>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに
関するエビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金) 23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<9>本日申し込み締め切り！
｢歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」のお知らせ
（公社）日本補綴歯科学会の主催で標記セミナーを開催いたします！歯科補綴学ならびに補綴歯科臨床分野に
おける臨床研究を実施する際には医療統計学が必須のツールですが，本邦では医療統計学を系統的に学ぶこと
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のできる機会が少なく，研究者の多くは独学で解析にあたっているのが実情です．幸いにも本学会では，
臨床統計疫学の専門家である大阪大学の新谷 歩教授から，学術大会やシンポジウムを通じてその一端を
学ぶ機会を得てきました．今回，新谷教授に 2 日間の集中講座の開設をご快諾いただき，歯科補綴学分野
の研究者を対象とした臨床研究のための医療統計学 2 日間集中講座を企画いたしました．
日時：平成 28 年 7 月 30 日(土)，31 日(日)（両日で約 15 時間）
会場：大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター
講師：大阪大学大学院医学系研究科 臨床統計疫学寄附講座
教授 新谷 歩 先生，准教授 山本絋司 先生，助教 石原拓磨 先生 ほか
定員：120 名
参加費：無料（昼食代 1000 円，懇親会 7 月 30 日終了後 会費 5000 円予定）
テキスト：
「みんなの統計学」新谷 歩著，講談社
参加申し込み：6 月 17 日 23:59 までメールで受け付け
下記リンクの参加申込用紙を学会事務局（jpr-edit02@max.odn.ne.jp）までお送りください．
http://hotetsu.com/t5.html
6 月 20 日(月)以降に，順次回答のメールを送信いたします．
<10>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より,平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
申請書類提出期間：6 月 1 日～7 月 31 日
提出先:公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<11> 【JPR アンバサダー通信 vol. 9】
JPR 編集委員を前期から引き続き担当させていただいております横浜市立みなと赤十字病院の向山です．
日常は口腔外科臨床を中心として行っており，皆様とは異なる視点からより良い JPR を作っていけるよう
に努力しております．どうぞよろしくお願い致します．
編集委員会のなかでは論文の査読判定に加えて，情報化のすすんだ現在ではオンラインで論文をみられる読者
がほとんどと思いますが，年間 4 回お手元にお届けする冊子体の構成について担当しております．
具体的には，
「雑誌の顔である表紙の構成」
，
「表紙にのせる写真の選択」
，
「誌面の全体の構成」について
調整をおこなっております．日本の補綴（J）から，世界の補綴に情報発信する（PR）する JPR 誌です．冊子に
ついてご意見があればご遠慮なく連絡ください．
さて，61 巻 2 号から冊子の構成を改定しました．お手元に届いた冊子を見てください．緑の地に日の丸を意図した
赤文字の J と 3 つの写真です．写真は JPR に掲載された論文から選んで表紙を飾っています．
皆様のサイエンスに満ちた芸術的な写真（論文投稿）をお待ちしております．
次の通信は，いつも沈着冷静でさりげなく大きな仕事をこなしている鶴見大学の重田先生です．
（JPR 編集委員・向山 仁）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Hybrid framework with cobalt-chromium alloy and gold cylinder
for implant superstructure: Bond strength and corrosion resistance
Masao Yoshinari, Shinobu Uzawa, Yataro Komiyama
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S188319581600013X
●Diagnostic validity of self-reported measures of sleep bruxism
using an ambulatory single-channel EMG device
Wataru Yachida, Taro Arima, Eduardo E. Castrillon, Lene Baad-Hansen,
Noboru Ohata, Peter Svensson
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000074
●Load distribution on abutment tooth, implant and residual ridge
with distal-extension implant-supported removable partial denture
Yoshiki Matsudate, Nobuhiro Yoda, Masahide Nanba, Toru Ogawa, Keiichi Sasaki
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000141
●Computer assisted mandibular reconstruction using a custom-made titan mesh tray
and removable denture based on the top-down treatment technique
Tomoko Ikawa, Yuko Shigeta, Rio Hirabayashi, Shinya Hirai, Kentaro Hirai,
Naohiko Harada, Noboru Kawamura, Takumi Ogawa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000153
●Influence of atmospheric pressure low-temperature plasma treatment
on the shear bond strength between zirconia and resin cement
Yuki Ito, Takahisa Okawa, Takahiro Fukumoto, Akiko Tsurumi, Mitsuhiro Tatsuta,
Takamasa Fujii, Junko Tanaka, Masahiro Tanaka
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000177
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<12>HP 更新内容
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http://www.hotetsu.com
H28.06.09 「日本補綴歯科学会誌への論文投稿」を更新しました．
H28.06.09 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
H28.06.09 「支部会活動(九州支部,中国・四国支部)」を更新しました．
H28.06.09 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(九州支部,中国・四国支部)」を更新しました．
H28.06.09 「都道府県別専門医名簿（埼玉県，東京都，新潟県，石川県，長野県，大阪府）
」を更新しました．
H28.06.09 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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全国的に梅雨の季節です．ここ北海道は，日本で唯一，梅雨のない地域となっておりますが，
ここ２週間ほどは雨続きです．「蝦夷梅雨」と呼ばれるこの天気，本州の梅雨に比べれば
まだまだ過ごしやすいのかもしれませんが，なかなか気温が上がらず肌寒いのが少々苦痛な毎日です．
学術大会期間中の金沢もまだ梅雨の最中のようですが，ジメジメとした空気が醸し出す「負」の
エネルギーを「麩」のフルコースで追い払うべく，金沢での学術大会を盛り上げたいと思っております．
それでは，メールマガジン 41 号をお届けいたします．
（文責 越智守生）
<1>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録，事前参加登録：締切済
宿泊予約：締切済
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
最新情報は HP でご確認ください！
課題口演，一般口演，ポスター発表，専門医ケースプレゼンテーションのプログラムが公表されております．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/program_nittei.html
◆市民フォーラム
日時：平成 28 年 7 月 10 日(日) 13:00～15:00
会場：もてなしドーム 地下イベント広場（金沢市木ノ新保町 2 番）
テーマ：最後まで人間らしく生きるために -口の機能は大切か？座長：市川哲雄 先生（徳島大）
講師：杉 政和 先生（石川県）
小野高裕 先生（新潟大）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/simin.html
◆専門医筆記試験
日時：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
申込書提出：締切済
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
◆託児所
7 月 9 日(土) 8:30～18:00，7 月 10 日(日) 8:00～15:20 に，会場に託児施設をご用意いたします．
事前予約が必要となりますので，＜①学会名・②保育希望日時・③お子様のお名前と年齢＞
を記載の上，下記申込先へメールにてお申込みください．受付は先着順とし，定員に達し次第受付
を終了させていただきます．当日受付はいたしません．
申込先：ゆいま～るベビー金沢
E-mail：baby@cs-kanazawa.com
申込期限：6 月 30 日(木)
<2>「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」のお知らせ
（公社）日本補綴歯科学会の主催で標記セミナーを開催いたします！歯科補綴学ならびに補綴歯科臨床分野に
おける臨床研究を実施する際には医療統計学が必須のツールですが，本邦では医療統計学を系統的に学ぶこと
のできる機会が少なく，研究者の多くは独学で解析にあたっているのが実情です．幸いにも本学会では，
臨床統計疫学の専門家である大阪大学の新谷 歩教授から，学術大会やシンポジウムを通じてその一端を
学ぶ機会を得てきました．今回，新谷教授に 2 日間の集中講座の開設をご快諾いただき，歯科補綴学分野
の研究者を対象とした臨床研究のための医療統計学 2 日間集中講座を企画いたしました．
日時：平成 28 年 7 月 30 日(土)，31 日(日)（両日で約 15 時間）
会場：大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター
講師：大阪大学大学院医学系研究科 臨床統計疫学寄附講座
教授 新谷 歩 先生，准教授 山本絋司 先生，助教 石原拓磨 先生 ほか
定員：120 名
参加費：無料（昼食代 1000 円，懇親会 7 月 30 日終了後 会費 5000 円予定）
テキスト：
「みんなの統計学」新谷 歩著，講談社
まだ若干席に余裕がありますので，6 月 30 日(木)まで先着順で申し込み
を受け付けております．
ホームページから参加申込用紙をダウンロードし，必要事項をすべて明記の上，
日本補綴歯科学会事務局までメール（jpr-edit02@max.odn.ne.jp）でご連絡ください．
なお，6 月 17 日(金)までにお申し込みいただいた方は，全員参加登録済みです．
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<3>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<4> 今後 1 か月の行事予定
・6 月 26 日 第 31 回日本歯科産業学会 総会・学術講演会
大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホール（大阪市）
http://www.jsdp.org/nextmeeting.html
・7 月 1,2 日 第 35 回日本歯科医学教育学会総会・学術大会
大阪大学コンベンションセンター（大阪府吹田市）
http://www.dent.osaka-u.ac.jp/jdea35/
・7 月 2,3 日 日本口腔インプラント学会 第 36 回東北・北海道支部大会
岩手県民情報交流センターアイーナ（岩手県盛岡市）
http://www.shika-implant.org/class/sibu/index.html
・7 月 17,18 日 第 29 回日本顎関節学会総会・学術大会
湯本富士屋ホテル（神奈川県 箱根町湯本）
http://www.29thtmj.com
<5>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のご案内
日時：2016 年 9 月 3-5 日
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
演題登録：2016 年 6 月 30 日締切（演題登録が延期されました）
www.aaptpa2016.com
<6> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
演題登録：締切済
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<7>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに
関するエビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金) 23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<8>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より,平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
申請書類提出期間：6 月 1 日～7 月 31 日
提出先:公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<9> 【JPR アンバサダー通信 vol. 10】
鶴見大学の重田です．JPR 編集委員会の中では，論文投稿・査読システム（EES）について
担当させていただいております．
著者，査読者の先生方にわかりやすく，円滑に投稿・査読プロセスが進むよう，
システムの向上を図りたいと思っております．現在，IF の獲得，ハイブリッドジャーナル化に伴い，
投稿規定の改変を行っております．今回は，その変更点について，ご紹介させて頂きます．
まず，IF 獲得に伴い，国際スタンダードにあわせることとなりました．若干，記載内容が増えますが，
それを補うため，目次から各項目へジャンプ可能な『リンク目次』の設置，論文種別ごとの項目立て
や文字数の早見表の追加など，できるだけ，使いやすいシステムになるよう考えております．
そして，ハイブリッドジャーナル化に伴い，Open Access の部分が追加されます．
Open Access については，著者の先生方が，選択できるようになっております．
用途にあわせて，ご活用いただければと思います．
次号は，IF 向上の肝，メール配信等の国際広報活動を担う谷本先生にお願いしたいと思います．
（JPR 編集委員 重田優子）
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＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Review Article＞
●Orthodontic extrusion for pre-implant site enhancement: Principles and clinical guidelines
Abdulaziz Alsahhaf, Wael Att
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000207
＜Original Articles＞
●Evaluation of participants' perception and taste thresholds with a zirconia palatal plate
Takeshi Wada, Tomofumi Takano, Akinori Tasaka, Takayuki Ueda, Kaoru Sakurai
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000219
●Micro-shear bond strength of different resin cements to ceramic/glass-polymer CAD-CAM block materials
Isil Cekic-Nagas, Gulfem Ergun, Ferhan Egilmez, Pekka Kalevi Vallittu, Lippo Veli Juhana Lassila
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000190
●Changes in oral health-related quality of life during implant treatment
in partially edentulous patients: A prospective study
Tadashi Yoshida, Chihiro Masaki, Hideki Komai, Saori Misumi, Taro Mukaibo,
Yusuke Kondo, Tetsuji Nakamoto, Ryuji Hosokawa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000165
＜Case Report＞
●Application of Ce-TZP/Al2O3 nanocomposite to the framework
of an implant-fixed complete dental prosthesis and a complete denture
Yoshiyuki Hagiwara, Kiyoshi Nakajima
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000189
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<10>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.06.15「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
H28.06.15「規定集」を更新しました．
H28.06.16 委員会活動（JPR 編集委員会）を更新しました．
H28.06.16「専門医研修会のお知らせ」に「第 125 回学術大会専門医研修会」を掲載しました．
H28.06.16「専門医研修会のお知らせ(九州支部)」を更新しました．
H28.06.16「専門医研修会のお知らせ(中国・四国支部)」を更新しました．
H28.06.16「都道府県別専門医名簿（岩手県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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いよいよ第 125 回学術大会が来週にせまってきました．あいにく梅雨の
真っ最中で蒸し暑そうですが，加賀の小京都とよばれる金沢に行くのを
楽しみにしております．参加される方は会員証，ポスターセッションや
専門医ケースプレゼンテーションの審査をされる方は審査用紙をお忘れなく．
雨の日が多い大阪からメールマガジン 42 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
<1> 第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日（金）
，9 日（土）
，10 日（日）
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
◆市民フォーラム
日時：平成 28 年 7 月 10 日（日）13:00～15:00
会場：もてなしドーム 地下イベント広場（金沢市木ノ新保町 2 番）
テーマ：最後まで人間らしく生きるために －口の機能は大切か？－
座長：市川哲雄 先生（徳島大）
講師：杉 政和 先生（石川県）
小野高裕 先生（新潟大）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/simin.html
◆専門医筆記試験：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
◆託児所：7 月 9 日(土) 8:30～18:00，7 月 10 日(日) 8:00～15:20 に，
会場に託児施設をご用意いたします．事前予約（締切済）が必要です．当日受付はいたしません．
<2>「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」のお知らせ
日時：平成 28 年 7 月 30 日（土）
，31 日（日）
会場：大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター
講師：大阪大学大学院医学系研究科 臨床統計疫学寄附講座
教授 新谷 歩 先生，准教授 山本絋司 先生，助教 石原拓磨 先生 ほか
定員：120 名
参加費：無料（昼食代 1000 円，懇親会 7 月 30 日終了後 会費 5000 円予定）
テキスト：
「みんなの統計学」新谷 歩著，講談社
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t5.html
<3>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的
本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を
育成することを目的とした公益事業です．
International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間の
ワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと
北京で開催されました.
今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたので
お知らせいたします.
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)～27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
定員：36 名
参加費：無料（ただし交通費，宿泊費は各自で精算）
応募要領：下記のホームページより英文の書類を作成し学会事務局まで送付.
http://hotetsu.com/t6.html
<4>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
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・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<5> 今後 1 か月の行事予定
・7 月 1,2 日 第 35 回日本歯科医学教育学会総会・学術大会
大阪大学コンベンションセンター（大阪府吹田市）
http://www.dent.osaka-u.ac.jp/jdea35/
・7 月 2,3 日 日本口腔インプラント学会 第 36 回東北・北海道支部大会
岩手県民情報交流センターアイーナ（岩手県盛岡市）
http://www.shika-implant.org/class/sibu/index.html
・7 月 17,18 日 第 29 回日本顎関節学会総会・学術大会
湯本富士屋ホテル（神奈川県 箱根町湯本）
http://www.29thtmj.com
・7 月 23,24 日 第 37 回日本歯内療法学会学術大会
ウインク愛知（愛知県名古屋市）
http://lynx-dent.com/jea37/
<6>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
www.aaptpa2016.com
<7> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
第 40 回ヨーロッパ補綴学会（EPA）が下記の日程で開催されます．
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加のほどよろしくお願いいたします．
<8>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに
関するエビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
http://www.hotetsu.com/t4.html
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金) 23:59
<9>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より,平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
申請書類提出期間：6 月 1 日～7 月 31 日
提出先:公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<10>【JPR アンバサダー通信 vol.11】
日本大学松戸歯学部の谷本です．私の専門分野は歯科理工学ですが，前期に引き続き
JPR 編集委員を担当させて頂いております．現在，JPR ではジャーナルの魅力
を皆様にお伝えするための活動の一環として，JPR おすすめ論文のご案内
（メール配信）を行なっております．具体的には過去数年の JPR 掲載論文の中から
注目度が高いと思われる論文を”JPR 注目論文（Inspiring and foresighted paper）”
に選定して，それらの情報を研究領域の関連度の高い研究者の方々へメール配信しております．
またジャーナル HP において，最もダウンロードの多い論文（Most downloaded）
や最も引用数の高い論文（Most cited）なども確認することができますので，
↓是非一度ご覧になってください↓
http://www.journalofprosthodonticresearch.com/
JPR がさらに魅力ある学術雑誌として認知されるために，このような活動も行っております．
今後とも変わらぬご支援，ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます．
今回の通信ですべての JPR 編集委員にバトンが回りました．次回の通信は，
金属のような高い熱伝導率を持った大阪大学の峯先生からの熱いコメントです．
（JPR 編集委員・谷本安浩）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文
＜Review Article＞

＊＊＊
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●Role of antifungal medicaments added to tissue conditioners: A systematic review
Zahid Iqbal, Muhammad Sohail Zafar
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300184
＜Original Articles＞
●The effect of low-intensity pulsed ultrasound on wound healing using scratch assay in epithelial cells
Yujiro Iwanabe, Chihiro Masaki, Akiko Tamura, Shintaro Tsuka, Taro Mukaibo, Yusuke Kondo, Ryuji Hosokawa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300019
●Effect of stabilization splint therapy on glenoid fossa remodeling
in temporomandibular joint osteoarthritis
Soo-Min Ok, Sung-Hee Jeong, Yong-Woo Ahn, Yong-Il Kim
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000220
●Attributable fractions, modifiable risk factors and risk stratification using a risk score
for peri-implant pathology
Miguel de Araujo Nobre, Antonio Mano Azul, Evangelista Rocha, Paulo Malo, Francisco Salvado
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300032
●Can we measure patients’ perception during dental impressions?
The Burdens in Dental Impression-Making Questionnaire - BiDIM-Q
Panagiotis Tsirogiannis, Sophia Neophytou, Anika Reul, Guido Heydecke, Daniel R. Reissmann
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300020
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.06.23 2015 年版インパクトファクター(IF)が発表され，JPR の IF は 1.693 となりました．
H28.06.23 「専門医研修会のお知らせ（九州支部）
」を更新しました．
H28.06.23 「支部会活動（九州支部）
」を更新しました．
H28.06.23 「都道府県別専門医名簿（北海道，千葉県，東京都）
」を更新しました．
H28.06.22 「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」の参加募集を延長しました（6.30 まで）.
H28.06.22 歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」の案内文書を更新しました.
H28.06.22 IJP-JPS Workshop for YPE のお知らせを掲載しました.
=====================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
=====================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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今週末は第 125 回学術大会です．興味深いプログラムが目白押しですので，
多くの知識を得ましょう．また，金沢の美味しい料理に舌鼓を打ちながら，
普段お会いできない先生方との交流を深めていただきたいものです．
それではメールマガジン 43 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
<1>第 125 回学術大会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 8 日(金)，9 日(土)，10 日(日)
会場：石川県立音楽堂，ANA クラウンプラザホテル金沢
大会長：前田芳信 先生（大阪大学）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/
◆市民フォーラム
日時：平成 28 年 7 月 10 日(日) 13:00～15:00
会場：もてなしドーム 地下イベント広場（金沢市木ノ新保町 2 番）
テーマ：最後まで人間らしく生きるために -口の機能は大切か？座長：市川哲雄 先生（徳島大）
講師：杉 政和 先生（石川県）
小野高裕 先生（新潟大）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/simin.html
◆専門医筆記試験
日時：平成 28 年 7 月 8 日（石川県立音楽堂）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps125/files/osirase.pdf
◆託児所
7 月 9 日(土) 8:30～18:00，7 月 10 日(日) 8:00～15:20 に，会場に託児施設をご用意いたします．
事前予約（締切済）が必要です．当日受付はいたしません．
<2>「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」のお知らせ
日時：平成 28 年 7 月 30 日(土)，31 日(日)
会場：大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター
講師：大阪大学大学院医学系研究科 臨床統計疫学寄附講座
教授 新谷 歩 先生，准教授 山本絋司 先生，助教 石原拓磨 先生 ほか
定員：120 名
参加費：無料（昼食代 1000 円，懇親会 7 月 30 日終了後 会費 5000 円予定）
テキスト：
「みんなの統計学」新谷 歩著，講談社
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t5.html
<3>「東日本大震災に関する学術調査・研究活動に関するアンケート」へのご協力のお願い
日本学術会議
東日本大震災に係る学術調査検討委員会
委員長 岩澤 康裕
この度の「平成 28 年熊本地震」で犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに，
被災者の皆様に，心よりお見舞い申し上げます．さて，日本学術会議の課題別委員会である
「東日本大震災に係る学術調査検討委員会」では，ミッションの趣旨に基づき 1 年間の検討を重ね，
「東日本大震災に関する学術調査・研究活動に関するアンケート」を実施することといたしました．
このアンケートは，2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所
事故に関して全国の研究者・研究グループが行った学術調査・研究活動の全体像を把握するとともに，
大災害に関する学術調査・研究活動のあり方や，政府・自治体等が取るべき対策，日本学術会議や
学協会・研究者の連携のあり方等についての示唆・教訓を得ることを目的としています．
このアンケートは，日本学術会議の会員・連携会員であるかどうかを問わず広く東日本大震災に
関する学術調査・研究活動を行った研究者・研究グループを対象とするものです．
会員・連携会員の皆さま，さらにこのアンケートを受け取った全国の研究者の皆さまには，
調査の趣旨をご理解いただき，以下の要領にてぜひご協力をお願い申し上げます．
【アンケートの実施方法】
1.回答方法
このアンケートはウェッブ上で回答をお願いする形で実施します．
東日本大震災に関して何らかの学術調査・研究活動を行った研究者・研究グルー
プの皆さま（日本学術会議の会員・連携会員であるかどうかは問いません）は，
下記 URL にアクセスし，回答をお願い申し上げます．
http://www.numa.iis.u-tokyo.ac.jp/taka/tyousa2/top.php
2.回答期限
2016 年 7 月 20 日（水）午後 5 時
3.本アンケートに関するお問い合わせ
以下の問い合わせフォームによりお問い合わせください．
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https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0065.html
<4>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを
目的とした公益事業です．
International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である George Zarb (カナダ)，
Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，Iven Klineberg（オーストラリア）
が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップを行い，これまでヨーロッパ
（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．今年度，下記の要領にて日本補綴
歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)～27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
定員：36 名
参加費：無料（ただし交通費，宿泊費は各自で精算）
応募要領：下記のホームページより英文の書類を作成し学会事務局まで送付.
http://hotetsu.com/t6.html
<5>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<6> 今後 1 か月の行事予定
・7 月 17,18 日 第 29 回日本顎関節学会総会・学術大会
湯本富士屋ホテル（神奈川県 箱根町湯本）
http://www.29thtmj.com
・7 月 23,24 日 第 37 回日本歯内療法学会学術大会
ウインク愛知（愛知県名古屋市）
http://lynx-dent.com/jea37/
<7>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
www.aaptpa2016.com
<8> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<9>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに関する
エビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金) 23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<10>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より,平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
申請書類提出期間：6 月 1 日～7 月 31 日
提出先:公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<11>【JPR アンバサダー通信 vol. 12】
大阪大学の峯です．
「ほぼ週刊」となってきましたこの【JPR アンバサダー通信】をはじめとした，
「JPR の情報発信」を担当させていただいております．
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私は日々の生活で「Dedication」を大切にしています．辞書では「献身，専念」と訳されている言葉ですが，
「社会貢献」や「済美（善い行いを受け継ぐ）
」という表現の方が私の感覚に合っています．
この Dedication の一つに，
「論文査読」があると言えます．
皆様には JPR 投稿論文の査読依頼にいつも快諾していただき，心から感謝しております．
ここにあらためて御礼申し上げます！
JPR 編集委員は投稿論文の編集作業に加えて，それぞれ個別の Dedication を担当しております．
【JPR アンバサダー通信】においてそれらをお伝えすることで，JPR が皆様にとってより親しみ深い雑誌となれば幸いです．
バックナンバーは補綴学会ホームページ上の↓委員会活動↓
http://www.hotetsu.com/s1_06.html#jpr
でも確認できます．
お時間のある時の「まとめ読み」は，いかがでしょうか？
次回は JPR 編集委員会を，力強くかつ繊細に，迅速かつ的確に，ドライブして下さる馬場委員長からの通信です．
（JPR 編集委員・峯 篤史）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Review Article＞
●Immediate dentin sealing for indirect bonded restorations
Anchal Qanungo, Meena Ajay Aras, Vidya Chitre, Ashwin Mysore, Bhavya Amin, Sohil Rajkumar Daswani
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300214
＜Original Articles＞
●Influence of guidance concept in complete dentures on oral health related quality of life ?
Canine guidance vs. bilateral balanced occlusion
Oliver Schierz, Daniel Reissmann
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300044
●Effects of chewing rate and reactive hyperemia on blood flow in denture-supporting mucosa during simulated
chewing
Takamichi Ogino, Takayuki Ueda, Koichiro Ogami, Takashi Koike, Kaoru Sakurai
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300226
●Why do edentulous adults with intellectual disabilities not wear dentures? Wave 2 of the IDS TILDA cohort study
Caoimhin Mac Giolla Phadraig, June Nunn, Rachael Carroll, Mary McCarron, Philip McCallion
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300317
●Comparison between flipped classroom and team-based learning in fixed prosthodontic education
Keisuke Nishigawa, Katsuhiro Omoto, Rika Hayama, Kazuo Okura, Toyoko Tajima, Yoshitaka Suzuki,
Maki Hosoki, Shuji Shigemoto, Mayu Ueda, Omar Marianito Maningo Rodis, Yoshizo Matsuka
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300275
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.06.30「JPR promotion slide」を更新しました．
H28.06.30「支部会活動（東京支部）
」を更新しました．
H28.06.30 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
H28.06.30「都道府県別専門医名簿（茨城県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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金沢で開催されました第 125 回学術大会，からだが 2 つあったら．
．．と思う程興味深い
プログラムが目白押しでした．また大会長の前田先生をはじめ，関わられました先生方
の準備は大変だったろうとお察しいたしますし，ホスピタリティを感じるすばらしい学会運営でした．
お疲れ様でございました．さすが金沢，
「ノドグロ」，
「地元のやさい」
，
「お麩」美味しく頂きました．
翌日からは夢の中から現実に引き戻された様な日常です．
次の支部学術大会に向けた準備に切り替えたいと思います．
それではメールマガジン 44 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
<1>公益社団法人 日本補綴歯科学会 第 125 回学術大会 御礼
公益社団法人 日本補綴歯科学会会員の皆様
去る 7 月 8 日から 10 日にかけて日本補綴歯科学会第 125 回学術大会を開催いたしました．
会員の皆様のご協力により，多数の演題のご応募をいただき，また約 2,300 名の皆様
にご来場いただき，盛会裏に終了することができました．
略儀ながらメールにて，会員の皆様に厚く御礼申し上げます．
矢谷前理事長，松村理事長はじめ，諸先生方のご高配により，本学術大会の主管校
としてご指名いただきましたこと，改めて感謝申し上げます．また，金沢の地へ足を
運んでいただき感謝の意を表します．
松村理事長，そして大久保学術委員長をはじめ，学術委員会委員の先生方による興味
深い学術企画のご準備とともに，多数の優れた研究発表のご応募をいただきました．
全ての講演や発表に対してご好評を賜り，主管校としても安堵しているところです．
今回の学術大会を主管させていただき，大会校の一同，大変に光栄に思っております．
さまざまなトラブルがあり，参加された先生方に多々ご迷惑をお掛けしましたが，
教室員はじめ運営に携わったスタッフ一同の努力に免じてお許しいただければと存じます．
来年の第 126 回大会は，鶴見大学の大久保力廣教授を大会長として横浜市で開催されます．
末筆ながら，第 126 回大会のご盛会と，本会の益々の発展とともに，会員の皆様方のご健勝
をご祈念申し上げます．
公益社団法人 日本補綴歯科学会第 125 回学術大会
大会長
前田芳信
実行委員長 池邉一典
準備委員長 権田知也
（大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座
有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野）

<2>「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」のお知らせ
日時：平成 28 年 7 月 30 日(土)，31 日(日)
会場：大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター
講師：大阪大学大学院医学系研究科 臨床統計疫学寄附講座
教授 新谷 歩 先生，准教授 山本絋司 先生，助教 石原拓磨 先生ほか
定員：120 名
参加費：無料（昼食代 1000 円，懇親会 7 月 30 日終了後会費 5000 円予定）
テキスト：
「みんなの医療統計」
（新谷 歩著，講談社）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t5.html
<3>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育
に携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを
目的とした公益事業です．
International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である George Zarb(カナダ)，
Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，Iven Klineberg（オーストラリア）
が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）
とアジアではソウルと北京で開催されました．今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が
主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)～27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
定員：36 名
参加費：無料（ただし交通費，宿泊費は各自で精算）
応募要領：下記のホームページより英文の書類を作成し学会事務局まで送付.
http://hotetsu.com/t6.html
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<4>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<5>今後 1 か月の行事予定
・7 月 16,17 日 第 57 回日本歯科医療管理学会学術大会
TKP ガーデンシティ 御茶ノ水 東京医科歯科大学
http://www.tmd.ac.jp/grad/behd/jsdpa57/
・7 月 16,17 日 東京デンタルショー2016 東京
東京ビッグサイト
http://www.japan-tokyo.dental-show.jp/
・7 月 17,18 日 第 29 回日本顎関節学会総会・学術大会
湯本富士屋ホテル（神奈川県箱根町湯本）
http://www.29thtmj.com
・7 月 23,24 日 第 37 回日本歯内療法学会学術大会
ウインク愛知（愛知県名古屋市）
http://lynx-dent.com/jea37/
・7 月 23,24 日 第 31 回日本歯科心身医学会学術大会
岩手医科大学 60 周年記念館・循環器医療センター（岩手県盛岡市）
http://prosthodontics.iwate-med.ac.jp/shinshin31/index.html
<6>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics(AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok,A Royal Meridien Hotel(Bangkok, Thailand)
www.aaptpa2016.com
<7> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association(EPA)のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University(Halle,Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<8>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに関する
エビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金)23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<9>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より,平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
申請書類提出期間：6 月 1 日～7 月 31 日
提出先:公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<10>【JPR アンバサダー通信 vol.13】
先月，JPR の新たな Impactfactor（IF）がアナウンスされました．1.693 という高い値で，
昨年と比べて 0.146 ポイント伸びています．
簡単に説明すると，この値は出版された論文が二年間のうちに平均して約 1.7 回，
有力ジャーナルに引用されていることを示します．
いかに JPR 論文が国際的に高い評価を受けているかを伺い知ることができます．
それを支えている投稿論文数も，7/1 現在 331 本で，年間 700 本程度の投稿が見込まれております．
これは昨年実績の 2 倍に相当し，JPR 編集委員会では嬉しい悲鳴をあげております．
編集作業に加えて，委員会ではメール配信や HomePage，この【アンバサター通信】など様々な
メディアを利用して JPR 関連の情報発信を続けております．
オープン・アクセスも導入し，今年から，全掲載論文の半数以上をすべての方に無料でダウンロードして
頂ける様になりました．また，最新号から JPR の新たなロゴが雑誌の表紙を飾っています．”J”の文字が
赤いのは日の丸のイメージです（カープではありません）
．是非，ご確認下さい．
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さらに，9 月にパリで行われる European Academy of Osseointegration
(EAO)でも日本コーナーが設置され，そこでも JPR が紹介される予定です．
参加される方は是非，お立ち寄り下さい．
次号は JPR のすべてを知り尽くした，細川先生の登場です．
（JPR 編集長・馬場一美）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Review Article＞
●Assessment of masticatory performance by means of a color-changeable
chewing gum
Agnieszka Tarkowska,Lukasz Katzer,Marcus Oliver Ahlers
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300287
＜Original Articles＞
●Bond strength of a chairside autopolymerizing reline resin to
injection-molded thermoplastic denture base resins
Ippei Hamanaka,Hiroshi Shimizu,Yutaka Takahashi
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300329
●Influence of water immersion on the mechanical properties of fiber posts
Wataru Komada, asuku Inagaki,Yoji Ueda,Satoshi Omori,Keiichi Hosaka,
Junji Tagami,Hiroyuki Miura
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S188319581630038X
●A new occlusal surface design for artificial posterior teeth to achieve
high masticatory performance
Yuki Hashimoto,Kyoko Sugimoto,Yuki Tanaka,KazuhiroOki,Shogo Minagi
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300366
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.07.07 「都道府県別専門医名簿（北海道）
」を更新しました．
H28.07.07 「都道府県別専門医名簿（岡山県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
=================================================================
（追伸）
第 125 回日本補綴歯科学会も大盛況で，無事に終えられましたことに大会長 前田芳信 先生，
準備委員長の権田先生はじめ関係各位に心より感謝と御礼を申し上げます．
どの会場も多くの会員の熱心な聴講に熱気がむんむん，天候にもましてヒートアップしていましたね．
トレンディな話題が多く，さすが補綴学会の存在価値の大きさに改めて感動しました．
金沢は東京からもぐっと近くなり，これまで金沢は関西圏で，
「小京都」とも呼ばれてきましたので
関西人としてはいささか寂しさを感じます．
さて，参議院選挙も無事終わり（みなさん不在者投票されましたか？）新たな船出にあたって，
「平和な日本」を願うばかりです．次は東京都知事選，そして我が補綴学会の次々期理事長選挙ですね．
今夏は，例年以上の暑さが予想されます．皆様におかれましては御身ご自愛ください．
（広報委員長 末 瀬）
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JPS メールマガジン No.45 July 22, 2016
==================================================================
金沢での第 125 回学術大会，私もはりきって参加させていただきました．
大会長をはじめとする大会運営関係者の皆様，本当にお疲れ様でした．
自分自身，まだまだ勉強しなければならない，と考えさせられる学会でした．
もちろん，
「麩のフルコース」もしっかりと堪能して参りました．
さて，来月 8 月 27 日（土）
・28 日（日）には，私が大会長を務めさせていただきます
「第 27 回日本歯科審美学会学術大会・第 26 回日本医用歯科機器学会研究発表大会 併催」
を，札幌市で開催させていただきます．補綴学会と極めて関連のある企画をしています．
詳細は学会 HP をご覧ください．酷暑とはいえ，涼しい北の大地にて皆様のご参加を心待ちにしております．
それではメールマガジン 45 号をお届けします．
（文責 越智守生）
<1>「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」のお知らせ
日時：平成 28 年 7 月 30 日(土)，31 日(日)
会場：大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター
講師：大阪大学大学院医学系研究科 臨床統計疫学寄附講座
教授 新谷 歩 先生，准教授 山本絋司 先生，助教 石原拓磨 先生 ほか
定員：120 名
参加費：無料（昼食代 1000 円，懇親会 7 月 30 日終了後 会費 5000 円予定）
テキスト：
「みんなの医療統計」
（新谷 歩著，講談社）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t5.html
<2>「第 27 回日本歯科審美学会学術大会（併催 日本医用歯科機器学会 第 26 回研究発表大会）
」のお知らせ
日時：平成 28 年 8 月 27 日(土)，28 日(日)
会場：京王プラザホテル札幌
テーマ：
「歯科審美 さらなる高みを目指して」
大会長：越智守生（北海道医療大学 クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野 教授）
事前参加登録：締切済
http://www.kokuhoken.jp/jaed27/
<3>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に携わる
若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを目的とした公益事業です．
International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である George Zarb (カナダ)，
Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，Iven Klineberg（オーストラリア）が
中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）と
アジアではソウルと北京で開催されました．今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が
主催する運びとなりましたのでお知らせいたします． 国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)～27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
定員：36 名
参加費：無料（ただし交通費，宿泊費は各自で精算）
応募要領：下記のホームページより英文の書類を作成し学会事務局まで送付.
http://hotetsu.com/t6.html
<4>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
＊演題申し込み締め切りは本日 7 月 22 日（金）までです！
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo）
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<5>今後 1 か月の行事予定
・7 月 23,24 日 第 37 回日本歯内療法学会学術大会
ウインク愛知（愛知県名古屋市）
http://lynx-dent.com/jea37/
・7 月 23,24 日 第 31 回日本歯科心身医学会学術大会
岩手医科大学 60 周年記念館・循環器医療センター（岩手県盛岡市）
http://prosthodontics.iwate-med.ac.jp/shinshin31/index.html
・8 月 27,28 日 第 27 回日本歯科審美学会学術大会
（併催：日本医用歯科機器学会 第 26 回研究発表大会）
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京王プラザホテル札幌（北海道札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaed27/
<6> 10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
www.aaptpa2016.com
<7>40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA) のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<8>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに関する
エビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金) 23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<9>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より,平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
申請書類提出期間：6 月 1 日～7 月 31 日
提出先:公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<10>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.07.07 「都道府県別専門医名簿（北海道）
」を更新しました．
H28.07.07 「都道府県別専門医名簿（岡山県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.46 July 29， 2016
==================================================================
梅雨が明け，暑い日が続いています．会員の皆様も熱中症には十分ご留意ください．
8 月下旬には歯科基礎医学会，日本歯科審美学会が涼しい札幌で開催されます．
やはり，真夏の学会は北海道がいいですね．
それでは，酷暑の大阪からメールマガジン 46 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
<1>「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー」のお知らせ
日時：平成 28 年 7 月 30 日(土)，31 日(日)
会場：大阪大学大学院医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター
講師：大阪大学大学院医学系研究科 臨床統計疫学寄附講座
教授 新谷 歩 先生，准教授 山本絋司 先生，助教 石原拓磨 先生ほか
定員：120 名
テキスト：
「みんなの医療統計」
（新谷 歩著，講談社）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t5.html
<2>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを
目的とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb(カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg
（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップを行い，
これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．
今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
ワークショップの詳細は，下記の通りです．
1.日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)-27 日(日)
2.場所：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
募集は締め切りました．
http://hotetsu.com/t6.html
<3>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
<4>今後 1 か月の行事予定
・8 月 24-26 日 第 58 回歯科基礎医学会学術大会
札幌コンベンションセンター（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaob58/
・8 月 26-28 日 第 27 回日本歯科審美学会学術大会
京王プラザホテル札幌（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaed27/
<5>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics(AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok，A Royal Meridien Hotel(Bangkok，Thailand)
www.aaptpa2016.com
<6> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association(EPA)のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University(Halle，Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
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<7>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに関する
エビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金)23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<8>平成 28 年度 8020 研究事業公募のお知らせ
公益財団法人 8020 推進財団より，平成 28 年度 8020 研究事業公募の案内を頂戴しましたのでお知らせします.
申請書類提出期間：6 月 1 日-7 月 31 日
提出先：公益財団法人 8020 推進財団
詳細は，下記ページにある公募要領をご参照ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<9>支部学術関係
１．平成 28 年度九州，中国・四国支部学術大会（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tyugoku_shikoku_kyushu）
２．平成 28 年度東北・北海道支部学術大会（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku）
３．平成 28 年度東関東支部学術大会（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto）
４．平成 28 年度東京支部学術大会（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo）
５．平成 28 年度関西支部学術大会（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai）
６．平成 28 年度生涯学習公開セミナー（http://www.hotetsu.com/s3_03.html#tokyo）
●東京支部 生涯学習セミナー
日時：平成 28 年 9 月 24 日（土）16：00-17：30
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：保険導入された舌圧検査
講師：小野高裕先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻顎顔面再建学分野）
津賀一弘先生（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門先端歯科補綴学）
座長：志賀 博先生（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
●関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日) 午後
会場：あべのハルカス 25 階（〒545-6025 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－43）
テーマ：保険導入された補綴学的検査を，より身近に
講師：志賀 博先生（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
末瀬一彦先生（大阪歯科大学歯科審美学室）
吉田光由先生（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門先端歯科補綴学）
座長：馬場俊輔先生 （大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東京支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日（日）13：00-14：00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
座長：五味治徳（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 2 講座）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 9 月 10 日（土）10：00～12：00
会場：大阪歯科大学創立 100 周年記念館 4 階大講義室
所在地 〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-5-17
テーマ：
「めざそう健康長寿：QOL 向上に直結する口腔ケア」
講師：小正 裕 先生 （大阪歯科大学高齢者歯科学講座）
「口腔ケアが肺炎予防に?」
なお，第 24 回大阪歯科大学公開講座（天満橋講座）として共催します．
<10>【JPR アンバサダー通信 vol.14】
補綴歯科学会員の皆様，如何お過ごしでしょうか？JPR 編集委員会副委員長の細川（九州歯科大学）です．
昨年 IF が付いた際，馬場委員長に「IF が付いた後，ジャーナルランキングの順位の維持と向上はもっと
大変な仕事になりそう」とメールしたことを（以前のアンバサダー通信で）お伝えしました．
そして今年の IF が発表され，何とかこの一年が評価されたことにホッと致しました．
これも JPR を支えていただいている会員一人ひとりの力添えによるものと思い，深く感謝いたします．
さて，我々が今後考えていく必要があるのは，
「IF だけがジャーナル評価のメトリック（計量化指標）ではない」
ということです．普遍的なメトリックとして年間総引用数がありますが，この数値を見ると年４回しか発行して
いない JPR はそれほど高くはありません．年間発行論文数が少ないと分母が少なくなるため，
当然 IF 算出には有利になります．しかし，
「実際に学術的なインパクトをどの程度世の中に与えたか」
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という視点でみると，我々の JPR はまだ十分な実績をあげていません．
次のチャレンジはおそらく，他のリーディングジャーナルに倣った年６回発行か，あるいは１号あたりの
掲載論文数を少しずつ増やし，総引用数を増やしつつも IF を維持向上させることだと思います．
しかしながら，この舵取りは引用数の短期的推移や予算措置も絡んで非常に難しく，
さらに学会全体でも議論していく必要があると思います．
会員一人ひとりの良い仕事と論文投稿が JPR を支えています．皆様，良い仕事こそ，是非 JPR へご投稿下さい！
JPR に関する最新情報は，↓ホームページ↓をご覧下さい．
http://www.journalofprosthodonticresearch.com/
次のアンバサダー通信は，杜の都仙台から，江草教授（東北大）からのメッセージです！（JPR 編集委員・細川隆司）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Editorial＞
●Prosthodontics: A multidisciplinary field in dentistry
Masaru Kaku
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300330
＜Original Articles＞
●Duplication of complete dentures using general-purpose handheld optical scanner and 3-dimensional printer:
Introduction and clinical considerations
Kosuke Kurahashi, Takashi Matsuda, Takaharu Goto, Yuichi Ishida, Teruaki Ito, Tetsuo Ichikawa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300391
●Effects of teeth clenching on the soleus H reflex during lower limb muscle fatigue
Akihiro Mitsuyama, Toshiyuki Takahashi, Toshiaki Ueno
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300354
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.06.23 2015 年版インパクトファクター(IF)が発表され，JPR の IF は 1.693 となりました．
H28.07.22 IJP-JPS Workshop for YPE 開催のお知らせを更新しました．
H28.07.21 「支部会活動（九州支部，中国・四国支部）
」を更新しました．
H28.07.21 「市民フォーラムのお知らせ（九州支部，中国・四国支部）
」を更新しました．
H28.07.21 「専門医研修会のお知らせ（九州支部）
」を更新しました．
H28.07.21 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（九州支部，中国・四国支部）
」を更新しました．
H28.07.21 専門医認定委員会を更新しました．
H28.07.21 委員会活動（専門医認定委員会）の委員を更新しました．
H28.07.21 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
H28.07.21 「都道府県別専門医名簿（北海道，東京都）
」を更新しました．
<12>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，8 月 11 日（木）～8 月 16 日（火）までを
夏期休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
=====================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
=====================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No.47 August 05, 2016
==================================================================
もうすぐ立秋だというのに暑い日が続いています．皆さま夏バテしていませんか？
最近，私は枝豆豆腐にはまっており，塩をチョイとかけて食べるのが美味．
一日の疲れが吹っ飛ぶ瞬間です．食べて飲んでこの夏を楽しみましょう．
それではメールマガジン 47 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
<1>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日（土）
，11 日（日）の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会
第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ’16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて
開催されます．本会は 2 年前に「プロソ’14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した
補綴歯科臨床研鑽会の第 2 弾であります．
今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，パーシャルデンチャー，
オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つのカテゴリーに分けて
シンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手の方々に依頼し，
参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10（土）
，11（日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
定員：990 名
参加申し込み：2016 年 9 月 1 日より開始予定
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tyugoku_shikoku_kyushu）
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo）
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku）
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai）
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto）
<3>支部学術関係（生涯学習公開セミナー，市民フォーラム，診療報酬改定セミナー）
■平成 28 年度生涯学習公開セミナー（http://www.hotetsu.com/s3_03.html#s250303）
●東京支部 生涯学習セミナー
日時：平成 28 年 9 月 24 日（土）16：00～17：30
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：保険導入された舌圧検査
講師：小野高裕先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻顎顔面再建学分野）
津賀一弘先生（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門先端歯科補綴学）
座長：志賀 博先生（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
●関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日) 午後
会場：あべのハルカス 25 階（〒545-6025 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－43）
テーマ：保険導入された補綴学的検査を，より身近に
講師：志賀 博先生（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
末瀬一彦先生（大阪歯科大学歯科審美学室）
吉田光由先生（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門先端歯科補綴学）
座長：馬場俊輔先生（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
■平成 28 年度市民フォーラム（http://hotetsu.com/p7.html）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東京支部市民フォーラム
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日時：平成 28 年 11 月 20 日（日）13：00～14：00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
座長：五味治徳（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 2 講座）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 9 月 10 日（土）10：00～12：00
会場：大阪歯科大学創立 100 周年記念館 4 階大講義室
所在地 〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-5-17
テーマ：
「めざそう健康長寿：QOL 向上に直結する口腔ケア」
講師：小正 裕 先生（大阪歯科大学高齢者歯科学講座）
「口腔ケアが肺炎予防に？」
なお，第 24 回大阪歯科大学公開講座（天満橋講座）として共催します．
■平成 28 年度診療報酬改定セミナー（http://hotetsu.com/t7.html）
●関西支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 8 月 27 日（土）17:30～20:00
会場：大阪歯科大学天満橋学舎 100 周年記念会館 4 階大講義室
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博 先生（大歯大）
，村田比呂司 先生（長崎大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：田中昌博 先生（大歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
<4>今後 1 か月の行事予定
・8 月 24-26 日 第 58 回歯科基礎医学会学術大会
札幌コンベンションセンター（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaob58/
・8 月 26-28 日 第 27 回日本歯科審美学会学術大会
京王プラザホテル札幌（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaed27/
・9 月 10,11 日 日本歯科技工学会第 38 回学術大会
奈良春日野国際フォーラム（奈良市）
http://www.nadt.jp/38th/info.html
<5>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して
補綴教育に携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における
指導者を育成することを目的とした公益事業です．
International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間
のワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと
北京で開催されました．今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催
する運びとなりましたのでお知らせいたします．
ワークショップの詳細は，下記の通りです．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)～27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
募集は締め切りました．
http://hotetsu.com/t6.html
<6>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
www.aaptpa2016.com
<7> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA)のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<8>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるか
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に関するエビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金)23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<9>【JPR アンバサダー通信 vol. 15】
暑い日が続きますが，いかがお過ごしでしょうか．東北大学の江草です．
今回は，JPR の Review Article（総説論文）について情報をご提供したいと思います．
当編集委員会では，毎号 1~2 本の総説論文の掲載を企画しています．
過去に掲載された JPR の総説論文は，高いダウンロード数および被引用数を記録しており，
JPR の名前と共に世界の研究者，学生達に広まっている状況が伺えます．
また，当編集委員会では，歯科補綴学の各領域を専門とする国内外の先生方に，
総説論文の執筆を定期的に依頼させていただいています．
“依頼”といっても査読は通常通り行われますが，どの論文も素晴らしいものばかりで，
これらの論文がインパクトファクター獲得をはじめとする JPR の発展を支えていることは間違いありません．
この場をお借りして，執筆いただいた先生方に心より御礼申し上げます．
なお来年より，掲載後の 2 年間に最も引用された総説論文を対象に
“JPR Best Paper Award（Review Article Category）”を選考することが決定しています．
補綴歯科学会員の皆様の専門領域を世界に発信する機会として，
是非とも JPR に総説論文をご投稿いただければ幸いです．
JPR の最新の総説論文は↓のサイトからご覧になれます
（掲載前の論文でも電子出版されたものは“Article in Press”からご覧になれます）
．
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18831958/open-access
次号は新潟大学の加来先生にバトンを回したいと思います．（JPR 編集委員・江草 宏）
＊＊＊ JPR 最新の総説論文 ＊＊＊
●Advancements in CAD/CAM Technology: Options for Practical Implementation
Tariq F. Alghazzawi
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000098
●Orthodontic extrusion for pre-implant site enhancement: Principles and clinical guidelines
Abdulaziz Alsahhaf, Wael Att
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000207
●Immediate Dentin Sealing For Indirect Bonded restorations- a review
Anchal Qanungo, Meena Ajay Aras, Vidya Chitre, Ashwin Mysore, Bhavya Amin, Sohil Rajkumar Daswani
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300214
●Role of antifungal medicaments added to tissue conditioners: A systematic review
Zahid Iqbal, Muhammad Sohail Zafar
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300184
●Assessment of masticatory performance by means of a color-changeable chewing gum
Agnieszka Tarkowska, Lukasz Katzer, Marcus Oliver Ahlers
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300287
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<10>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.06.23 2015 年版インパクトファクター(IF)が発表され，JPR の IF は 1.693 となりました．
H28.07.28「支部会活動（東北・北海道支部，東関東支部，東京支部，関西支部，九州支部，中国・四国支部）
」を更新しまし
た．
H28.07.28「生涯学習公開セミナーのお知らせ（東京支部，関西支部）
」を更新しました．
H28.07.28「市民フォーラムのお知らせ（東京支部，関西支部）
」を更新しました．
H28.07.28「過去の学術大会のご案内」を更新しました．
H28.07.28「関連リンク」を更新しました．
H28.07.28「都道府県別専門医名簿（東京都，大阪府，長崎県）
」を更新しました．
H28.07.28「診療報酬改定セミナーのお知らせ」を更新しました．
<11>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，8 月 11 日（木）～8 月 16 日（火）までを夏期休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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暑い毎日が続いておりますが，皆様お元気でお過ごしでしょうか？金沢での学会では，
久しぶり！よりも「メルマガ見ているよ．
．．
」とのお言葉を多く頂き，少なからず
プレッシャーを感じております．さて，エアコンの効き過ぎは身体に悪いといわれます．
しかし熱くて寝られないよりはましと，若い頃には夜中エアコンをつけっぱなしで寝る
のは当たり前でした．さらに効き過ぎで寒いときには布団をかぶるという生活をして
いたことがありましたが，年のせいでしょうか？最近ではエアコンの効きすぎに
「寒い」と感じるようになりました．現在，研究室のエアコンをがんがんに効かせて
仕事をしているつもりなのですが，同室の（恰幅の良い貫禄ある）K 先生には
「暑い×10」といわれます．体型なのか，年齢差なのか，いいえ○○でしょ．
．
．
との声が方々から聞こえそうです．このメルマガのイントロで皆様の職場の温度が
1 度低くなる事を確信し，メールマガジン 48 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
●関西支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 8 月 27 日 (土)17:30-20:00
会場：大阪歯科大学天満橋学舎 100 周年記念会４階大講義室
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：田中 昌博 先生（大歯大）
，村田 比呂司 先生（長崎大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：田中 昌博 先生（大歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
●東北・北海道支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 11 日 (日)10:00-12:30
会場：北海道大学学術交流会館
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：山口 泰彦 先生（北海道大）
，佐藤 裕二 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：近藤 尚知 先生（岩手医大）
，志賀 博 先生（日歯大）
●東京支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 25 日 (日)13:00-15:30
会場：日本大学歯学部 研修医講堂
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：小峰 太 先生（日本大）
，佐藤 裕二 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：菅沼 岳史 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日)9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：末瀬 一彦 先生（大歯大）
，市川 哲雄 先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：近藤 康弘 先生（中国・四国支部）
，志賀 博 先生（日歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：田中 昌博 先生（大歯大）
，鈴木 哲也 先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：藤井 規孝 先生（新潟大）
，魚島 勝美 先生（新潟大）
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tyugoku_shikoku_kyushu）
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo）
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku）
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai）
・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto）
<3>支部学術関係（生涯学習公開セミナー，市民フォーラム）
■平成 28 年度生涯学習公開セミナー（http://www.hotetsu.com/s3_03.html#s250303）
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●東京支部 生涯学習セミナー
日時：平成 28 年 9 月 24 日（土）16：00-17：30
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：保険導入された舌圧検査
講師：小野高裕先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻顎顔面再建学分野）
津賀一弘先生（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門先端歯科補綴学）
座長：志賀 博先生（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
●関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日) 午後
会場：あべのハルカス 25 階（〒545-6025 大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－43）
テーマ：保険導入された補綴学的検査を，より身近に
講師：志賀 博先生（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
末瀬一彦先生（大阪歯科大学歯科審美学室）
吉田光由先生（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門先端歯科補綴学）
座長：馬場俊輔先生 （大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
■平成 28 年度市民フォーラム（http://hotetsu.com/p7.html）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東京支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日（日）13：00-14：00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
座長：五味治徳（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 2 講座）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会関西支部市民フォーラム
日時：平成 28 年 9 月 10 日（土）10：00-12：00
会場：大阪歯科大学創立 100 周年記念館 4 階大講義室
所在地 〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-5-17
テーマ：
「めざそう健康長寿：QOL 向上に直結する口腔ケア」
講師：小正 裕 先生 （大阪歯科大学高齢者歯科学講座）
「口腔ケアが肺炎予防に?」
なお，第 24 回大阪歯科大学公開講座（天満橋講座）として共催します．
<4> 今後 1 か月の行事予定
・8 月 24-26 日 第 58 回歯科基礎医学会学術大会
札幌コンベンションセンター（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaob58/
・8 月 26-28 日 第 27 回日本歯科審美学会学術大会
（日本医用歯科機器学会第 26 回研究発表大会 併催）
京王プラザホテル札幌（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaed27/
・9 月 3-4 日 IADDM 第 2 回国際デジタル歯科学会
韓国 プサン市 BEXCO
http://www.iaddm.com
・9 月 10-11 日 日本歯科技工学会第 38 回学術大会
奈良春日野国際フォーラム（奈良市）
http://www.nadt.jp/38th/info.html
<5>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成する
ことを目的とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）
の編集委員である George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk
(イギリス)，Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して
3.5 日間のワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウル
と北京で開催されました．今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する
運びとなりましたのでお知らせいたします．ワークショップの詳細は，下記の通りです．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木) -27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
募集は締め切りました．
http://hotetsu.com/t6.html
<6>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in
conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
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日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
www.aaptpa2016.com
<7> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA)
のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<8>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に
寄与しうるかに関するエビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床
疫学研究を積極的に企画推進しています．今回，研究企画の公募を開始すること
となりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金) 23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<9>HP 更新内容
H28.08.04 診療報酬改定セミナーが各支部にて開催されます．
H28.08.04 「支部会活動(東北・北海道支部，関西支部，西関東支部)」を更新しました．
H28.08.04 「専門医研修会のお知らせ(東北・北海道支部，西関東支部)」を更新しました．
H28.08.04 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(東北・北海道支部)」を更新しました．
H28.08.04 「市民フォーラムのお知らせ(東北・北海道支部)」を更新しました．
H28.08.04 「診療報酬改定セミナーのお知らせ（東京支部）
」を更新しました．
H28.08.04 IJP-JPS Workshop for YPE 開催のお知らせを更新しました．
H28.08.04 「過去の学術大会のご案内」を更新しました．
H28.08.04 「第 126 回学術大会」を掲載しました．
H28.08.04 スマートフォン向けサイトに「第 126 回学術大会」の情報を掲載しました．
H28.08.04 「都道府県別専門医名簿（大阪府）
」を更新しました．
<10>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，8 月 11 日（木）-8 月 16 日（火）までを夏期休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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残暑というより，酷暑お見舞い申し上げます．今夏は特に暑いことが予想されていましたが，
連日想像以上の暑さにからだがついていけない状況です．
さらに，リオオリンピックの熱気に包まれ，ボルテージは上がりっぱなしですね．
日本は金メダル 7 個，銀メダル 4 個，銅メダル 16 個（8 月 15 日現在）で世界 5 位の
メダル獲得数．素晴らしい成績で 4 年後の東京オリンピック開催にますます拍車
のかかるところですね．メダル獲得者のコメントにいつも出てくるのが「感謝」
という言葉です．もちろん自信のたゆまぬ努力の結果の成績ですが，家族，仲間，
先輩，後輩に対する「思いやり・感謝のことば」には胸を打たれます．
素晴らしい成績を収める選手は，そのハートも超一流ですね．国内においても
夏の高校野球がいよいよ佳境に入ってきました．故郷の大きな期待を背負い，
一投一打に白球を追う姿は純真そのものです．高校生が，甲子園の大観衆の中で
思う存分躍動する姿，羨ましくもあり，感動を覚えます．選手宣誓や試合後の
コメントにも「感謝」が出てきます．どんなスポーツも自分一人では何もできない．
周囲の人たちの協力，支援があってのこと．私たちの仕事も全く同じであると思います．
今夏，
「思いやり・感謝」という言葉に改めて心した気がします．
甲子園の決勝戦が終われば，秋の気配です．酷暑もあと少しの辛抱です．
会員の皆さん御身ご自愛ください．
（文責 広報委員長 末瀬一彦）
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
●関西支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 8 月 27 日 (土)17:30-20:00
会場：大阪歯科大学天満橋学舎 100 周年記念会４階大講義室
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：田中 昌博 先生（大歯大）
，村田 比呂司 先生（長崎大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，田中 昌博 先生（大歯大）
●東北・北海道支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 11 日 (日)10:00-12:30
会場：北海道大学学術交流会館
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：山口 泰彦 先生（北海道大）
，佐藤 裕二 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤 尚知 先生（岩手医大）
●東京支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 25 日 (日)13:00-15:30
会場：日本大学歯学部 研修医講堂
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：小峰 太 先生（日本大）
，佐藤 裕二 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，菅沼 岳史 先生（昭和大）
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日)9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：末瀬 一彦 先生（大歯大）
，市川 哲雄 先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤 康弘 先生（中国・四国支部）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：田中 昌博 先生（大歯大）
，鈴木 哲也 先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：藤井 規孝 先生（新潟大）
，魚島 勝美 先生（新潟大）
<2>支部大会情報・活動予定
平成 28 年度の開催予定は以下の通りです．
・中国・四国，九州支部合同学術大会：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tyugoku_shikoku_kyushu）
・東京支部学術大会 平成 28 年 9 月 24 日(土)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo）
・東北・北海道支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku）
・関西支部学術大会 平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai）
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・関越支部学術大会 平成 28 年 11 月 6 日(日)
・西関東支部学術大会 平成 29 年 1 月 22 日（日）
（http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto）
・東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
（http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto）
<3>支部学術関係（生涯学習公開セミナー，市民フォーラム）
■平成 28 年度生涯学習公開セミナー（http://www.hotetsu.com/s3_03.html#s250303）
●九州支部，中国・四国支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 9 月 4 日（日）14:40-16:10
会場：熊本県歯科医師会館 4 階 大・中ホール
テーマ：知っているようで知らない最新補綴治療の問題点
講師：峯 篤史 先生（大阪大）
新谷 明一 先生（日歯大）
座長：窪木 拓男 先生（岡山大）
●東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 9 月 24 日（土）16:00-17:30
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：保険導入された舌圧検査
講師：小野 高裕 先生（新潟大）
津賀 一弘 先生（広島大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
●関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日（日）13:30-15:30
会場：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－43）
テーマ：保険導入された補綴学的検査を，より身近に
講師：志賀 博先生（日歯大）
末瀬 一彦 先生（大歯大）
吉田 光由 先生（広島大）
座長：馬場 俊輔 先生 （大歯大）
●東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日（日）14:50-15:50
会場：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
テーマ：インプラントの上部構造に付与すべき咬合様式
講師：近藤 尚知 先生（岩手医大）
座長：横山 敦郎 先生（北海道大）
●関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 11 月 6 日（日）15:10-17:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
テーマ：ファイバーポスト併用レジンコアをマスターする
講師：坪田 有史 先生（東京支部）
天川 由美子 先生（東京支部）
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
■平成 28 年度市民フォーラム（http://hotetsu.com/p7.html）
●九州支部，中国・四国支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 9 月 4 日（日）10:00-11:00
会場：くまもと森都心プラザ 多目的室（熊本市西区春日 1 丁目 14 番 1 号）
テーマ：超高齢社会における口腔ケアの重要性
講師：友枝 圭 先生（九州支部）
座長：篠原 直幸 先生（九州支部）
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 9 月 10 日（土）10:00-12:00
会場：大阪歯科大学創立 100 周年記念館 4 階大講義室（大阪市中央区大手前 1-5-17）
テーマ：めざそう健康長寿：QOL 向上に直結する口腔ケア
講師：小正 裕 先生（大歯大）
「口腔ケアが肺炎予防に!!」
なお，第 24 回大阪歯科大学公開講座（天満橋講座）として共催します．
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 10 月 29 日（土）15:00-16:00
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会場：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
テーマ：健康長寿はお口から―噛むこと，飲むこと，しゃべること―
講師：小林 國彦 先生（北海道大）
座長：服部 佳功 先生（東北大）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 6 日（日）10:00-12:00
会場：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
テーマ：口腔と健康
講師：新海 史子 先生
松崎 正樹 先生（関越支部）
浅沼 直樹 先生（日歯大新潟）
座長：渡邉 文彦 先生（日歯大新潟）
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日（日）13:00-14:00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：噛むこと，噛めることと健康
講師：志賀 博 先生（日歯大）
座長：五味 治徳 先生（日歯大）

<4> 今後 1 か月の行事予定
・8 月 24-26 日 第 58 回歯科基礎医学会学術大会
札幌コンベンションセンター（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaob58/
・8 月 26-28 日 第 27 回日本歯科審美学会学術大会
（日本医用歯科機器学会第 26 回研究発表大会 併催）
京王プラザホテル札幌（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaed27/
・9 月 3-4 日 IADDM 第 2 回国際デジタル歯科学会
韓国 プサン市 BEXCO
http://www.iaddm.com
・9 月 10-11 日 日本歯科技工学会第 38 回学術大会
奈良春日野国際フォーラム（奈良市）
http://www.nadt.jp/38th/info.html
<5>日本歯科医学会主催 第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」開催について
日時：平成 28 年 9 月 3 日（土）10:00 開会
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
参加申込：不要
その他：日歯生涯研修事業における「特別研修」の対象となる．
併せて個別演題毎の「受講研修」単位を最大 8 単位取得可能．
http://www.jads.jp/2016/0726/index.html
<6>歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
日時：平成 28 年 9 月 17 日（土）13:00～16:45
場所：歯科医師会館 １階大会議室
参加費：無料
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/jigyouH28_v1.pdf
<7>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成する
ことを目的とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）
の編集委員である George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk
(イギリス)，Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して
3.5 日間のワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウル
と北京で開催されました．今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する
運びとなりましたのでお知らせいたします．ワークショップの詳細は，下記の通りです．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木) -27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
募集は締め切りました．
http://hotetsu.com/t6.html
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<8>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in
conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
www.aaptpa2016.com
<9> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA)
のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<10>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に
寄与しうるかに関するエビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床
疫学研究を積極的に企画推進しています．今回，研究企画の公募を開始すること
となりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金) 23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<11>HP 更新内容
H28.08.10 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
H28.08.10 「支部会活動(東京支部)」を更新しました．
H28.08.10 「専門医研修会のお知らせ(東京支部)」を更新しました．
H28.08.10 「平成 28 年度事業計画書」を掲載しました．
H28.08.10 「平成 28 年度収支予算書」を掲載しました．
H28.08.10 「平成 27 年度事業報告書」を掲載しました．
H28.08.10 「平成 27 年度 決算報告書（貸借対照表の電子公告を兼ねる）
」を掲載しました．
H28.08.09 「診療報酬改定セミナーのお知らせ」を更新しました．
<12>会員ページのメンテナンスについて
サーバー会社によるサーバーのメンテナンスのため，8/23（火）午前 0 時から午前 6 時まで
会員ページへのアクセスが不可となります．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.50 August 26，2016
==================================================================
いよいよメールマガジンの 50 号を発刊することになりました．
いままでのメールマガジンは会員の皆様のお役に立てましたでしょうか？
9 月から秋の学会シーズンが始まり，支部大会を始め国内外で多数の行事
が予定されています．引き続き，最新の情報を提供できるよう努力いたします．
それでは，残暑の厳しい大阪からメールマガジンをお届けします．
（文責 中村隆志）
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●関西支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 8 月 27 日 (土)17:30-20:00
会場：大阪歯科大学天満橋学舎 100 周年記念会４階大講義室
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：田中 昌博 先生（大歯大）
，村田 比呂司 先生（長崎大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，田中 昌博 先生（大歯大）
●東北・北海道支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 11 日 (日)10:00-12:30
会場：北海道大学学術交流会館
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：山口 泰彦 先生（北海道大）
，佐藤 裕二 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤 尚知 先生（岩手医大）
●東京支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 25 日 (日)13:00-15:30
会場：日本大学歯学部 研修医講堂
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：小峰 太 先生（日本大）
，佐藤 裕二 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，菅沼 岳史 先生（昭和大）
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日)9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：末瀬 一彦 先生（大歯大）
，市川 哲雄 先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤 康弘 先生（中国・四国支部）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：田中 昌博 先生（大歯大）
，鈴木 哲也 先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：藤井 規孝 先生（新潟大）
，魚島 勝美 先生（新潟大）
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 28 年度九州支部，中国・四国支部合同学術大会
日時：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
場所：熊本県歯科医師会館
大会長：浦田 健二 先生（熊本県歯科医師会会長）
実施委員長：細川 隆司 先生（九歯大）
運営委員長：松香 芳三 先生（徳島大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tyugoku_shikoku_kyushu
http://www.hotetsu-kcs.com/
○九州支部，中国・四国支部 生涯学習セミナー
日時：平成 28 年 9 月 4 日（日）14:40-16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：
「知っているようで知らない最新補綴治療の問題点」
講師：峯 篤史 先生（大阪大）
新谷 明一 先生（日歯大）
座長：窪木 拓男 先生（岡山大）
●平成 28 年度 東京支部学術大会
日時：平成 28 年 9 月 24 日(土)
場所：日本歯科大学九段ホール
大会長：志賀 博 先生（日歯大）
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準備委員長：五味 治徳 先生（日歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
○東京支部 生涯学習セミナー
日時：平成 28 年 9 月 24 日（土）16:00-17:30
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「保険導入された舌圧検査」
講師：小野 高裕 先生（新潟大）
津賀 一弘 先生（広島大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
●平成 28 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口 泰彦 先生（北海道大）
準備委員長：高道 理 先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：
「インプラントの上部構造に付与すべき咬合様式」
講師：近藤 尚知 先生（岩手医大）
座長：横山 敦郎 先生（北海道大）
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－43）
大会長：田中 昌弘 先生（大歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
○関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)13:30-15:30
会場：あべのハルカス 25 階
テーマ：
「保険導入された補綴学的検査を，より身近に」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
末瀬 一彦 先生（大歯大）
吉田 光由 先生（広島大）
座長：馬場 俊輔 先生（大歯大）
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎 正樹 先生（新潟県歯科医師会）
実行委員長：小野 高裕 先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
○関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 11 月 6 日（日）15:10-17:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
テーマ：
「ファイバーポスト併用レジンコアをマスターする」
講師：坪田 有史 先生（東京支部）
天川 由美子 先生（東京支部）
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
●西関東支部学術大会 平成 28 年 1 月 22 日(日)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<3>市民フォーラムのお知らせ
http://hotetsu.com/p7.html
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会 九州，中国・四国支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 9 月 4 日（日）10:00-11:00
会場：くまもと森都心プラザ 多目的室
テーマ：｢超高齢社会における口腔ケアの重要性｣
「はじめよう！口腔ケアで介護予防―いつまでも，自分らしく生きるために―」
講師：友枝 圭 先生（九州支部）
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座長：篠原 直幸 先生（九州支部）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会関西支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 9 月 10 日（土）10:00-12:00
会場：大阪歯科大学創立 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「めざそう健康長寿：QOL 向上に直結する口腔ケア」
講師：小正 裕 先生（大歯大）
「口腔ケアが肺炎予防に！！」
なお，第 24 回大阪歯科大学公開講座（天満橋講座）として共催します．
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 10 月 29 日（土）13:00-14:00
会場:北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
テーマ：
「健康長寿はお口から―噛むこと，飲むこと，しゃべること―」
講師： 小林 國彦 先生（北海道大）
座長： 服部 佳功 先生（東北大）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東京支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日（日）13:00-14:00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
座長：五味 治徳 先生（日歯大）
<4> 今後 1 か月の行事予定
・8 月 26-28 日 第 27 回日本歯科審美学会学術大会・第 26 回日本医用歯科機器学会
京王プラザホテル札幌（札幌市）
http://www.kokuhoken.jp/jaed27/
・9 月 10,11 日 日本歯科技工学会第 38 回学術大会
奈良春日野国際フォーラム－甍－（奈良市）
http://www.nadt.jp/38th/info.html
・9 月 16-18 日 第 46 回日本口腔インプラント学会学術大会
名古屋国際会議場（名古屋市）
http://www.congre.co.jp/jsoi2016/
・9 月 23,24 日 第 22 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
朱鷺メッセ（新潟市）
http://admedic.jp/jsdr2016/
・9 月 24,25 日 国際口腔顔面痛学会議 2016
神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=27
<5>【JPR アンバサダー通信 vol. 16】
残暑が続いておりますが，いかがお過ごしでしょうか．新潟大学の加来です．
JPR 誌の 60 巻３号が発刊されましたので内容を簡単にご紹介させていただきます．
今号の Review 論文はインプラント術前における残存歯の矯正的提出による顎堤
の改善法と，補綴学会主導研究の成果の一つである咬合違和感症候群
(occlusal discomfort syndrome)に関するポジションペーパーの２本です．
どちらも臨床的に非常に重要な内容であるにも関わらず，未だコンセンサスが
得られていない部分の多い領域ですが，最新の知見と治療指針が紹介されています．
Original Articles では，インプラントオーバーデンチャーに関する臨床研究から
骨増生に関する基礎研究まで多岐にわたる内容の計６編が収載されています．
Case report はチタン製デンタル・インプラントにより皮膚炎を発症した
金属アレルギー症例，Technical Procedure はデジタルワークフローによる審美領域
におけるカスタム・ヒーリングアバットメントの作製法です．
補綴学会の学術大会では，課題講演が「口腔機能と全身疾患」
，
「トランスレーショナルリサーチ」
，「バイオロジー」の３分野に設定されているように，
補綴学がカバーすべき領域は多岐にわたります．60 巻３号の JPR 誌においてもまさに
補綴の多様性を反映した内容となっており，どの論文も非常に興味深い内容ですので
是非ご一読下さい．会員の皆様には近々冊子体が届くと思いますが，
下記のリンクからオンラインでもアクセス可能です．
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18831958/60/3
大学外等からのアクセスでパスワードが必要な際は下記をご参照下さい．
http://www.hotetsu.com/s4_01.html
【JPR アンバサダー通信】の次号は，東京医科歯科大学の笛木先生にバトンを回したいと思います．
（JPR 編集委員・加来 賢）
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＊＊＊ JPR 60 巻 3 号 掲載論文 ＊＊＊
＜Editorial＞
●Prosthodontics: A multidisciplinary field in dentistry
Masaru Kaku
＜Reviews＞
●Orthodontic extrusion for pre-implant site enhancement: Principles and clinical guidelines
Abdulaziz Alsahhaf, Wael Att
●Japan Prosthodontic Society position paper on "occlusal discomfort syndrome"
Katsushi Tamaki, Shoichi Ishigaki, Takumi Ogawa, Hitoshi Oguchi, Takafumi Kato, Takeshi Suganuma,
Atsushi Shimada, Shinsuke Sadamori, Yoshihiro Tsukiyama, Youji Nishikawa, Shin-ichi Masumi,
Taihiko Yamaguchi, Hideki Aita, Takahiro Ono, Hisatomo Kondo, Hiroaki Tsukasaki, Kenji Fueki,
Masanori Fujisawa, Yoshizo Matsuka, Kazuyoshi Baba, Kiyoshi Koyano, et al.
＜Original Articles＞
●Interferon-γ enhances the efficacy of autogenous bone grafts by inhibiting postoperative bone resorption in
rat calvarial defects
Peiqi Li, Yoshitomo Honda, Yoshiyuki Arima, Kenichirou Yasui, Kaoru Inami, Aki Nishiura, Yoshiya Hashimoto,
Naoyuki Matsumoto
●Ten-year longitudinal study on the state of dentition and subjective masticatory ability in community-dwelling
elderly people
Naoko Sato, Takahiro Ono, Haruka Kon, Naoki Sakurai, Shoji Kohno, Akihiro Yoshihara, Hideo Miyazaki
●Comparison of patient-reported outcomes between immediately and conventionally loaded mandibular two-implant
overdentures: A preliminary study
Yuri Omura, Manabu Kanazawa, Daisuke Sato, Shohei Kasugai, Shunsuke Minakuchi
●Mini dental implants retaining mandibular overdentures: A dental practice-based retrospective analysis
Franz Sebastian Schwindling, Franz-Peter Schwindling
●The influence of patient characteristics on acrylic-based resilient denture liners embedded in maxillary
complete dentures
Akina Ogawa, Suguru Kimoto, Hiroyuki Saeki, Masanori Ono, Nobuhiko Furuse, Yasuhiko Kawai
●Digital assessment of preliminary impression accuracy for edentulous jaws: Comparisons of 3-dimensional
surfaces between study and working casts
Takashi Matsuda, Takaharu Goto, Kosuke Kurahashi, Toshiya Kashiwabara, Megumi Watanabe, Yoritoki Tomotake, Kan
Nagao, Tetsuo Ichikawa
＜Case Report＞
●Allergic contact dermatitis caused by titanium screws and dental implants
Maki Hosoki, Keisuke Nishigawa, Youji Miyamoto, Go Ohe, Yoshizo Matsuka
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<6>日本歯科医学会主催 第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」開催について
日時：平成 28 年 9 月 3 日（土）10:00 開会
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
参加申込：不要
その他：日歯生涯研修事業における「特別研修」の対象となる．
併せて個別演題毎の「受講研修」単位を最大 8 単位取得可能．
http://www.jads.jp/2016/0726/index.html
<7>歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
日時：平成 28 年 9 月 17 日（土）13:00-16:45
場所：歯科医師会館 １階大会議室
参加費：無料
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/jigyouH28_v1.pdf
<8>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成する
ことを目的とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）
の編集委員である George Zarb(カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk
(イギリス)，Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して
3.5 日間のワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウル
と北京で開催されました．
今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたので
お知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木) -27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申し込み：締切済
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http://hotetsu.com/t6.html
<9>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics(AAP) in conjunction
with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok，A Royal Meridien Hotel(Bangkok， Thailand)
www.aaptpa2016.com
<10> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association(EPA)のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University(Halle，Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<11>共同研究「高齢者の歯科口腔・嚥下機能が QOL 及び健康余命に及ぼす影響」研究企画公募のお知らせ
公益社団法人日本補綴歯科学会では，歯科補綴学がどのように国民の健康長寿に寄与しうるかに
関するエビデンス創出のため，大規模コホート研究や多施設臨床疫学研究を積極的に企画推進しています．
今回，研究企画の公募を開始することとなりましたので，奮ってご応募ください．
応募締切：2016 年 8 月 26 日(金)23:59
http://www.hotetsu.com/t4.html
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.08.10 「委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告」を更新しました.
H28.08.10 「支部会活動(東京支部)」を更新しました.
H28.08.10 「専門医研修会のお知らせ(東京支部)」を更新しました.
H28.08.10 「平成 28 年度事業計画書，収支予算書」を掲載しました.
H28.08.10 「平成 27 年度事業報告書，決算報告書」を掲載しました.
H28.08.10 「平成 27 年度事業報告書」を掲載しました.
H28.08.09 「診療報酬改定セミナーのお知らせ」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
（追伸）
メールマガジンも昨年の 9 月に発行して以来，50 号を迎えました．
広報委員の先生方には毎週ご尽力をいただいています．
会員の皆様方の顔を思い浮かべながら，理事長・総務・各委員会からのホットニュース
を配信してきました．この業務に携わらせていただいてから 1 週間がとても早く感じます．
1 年があっという間でした．これからも会員の皆さんにはタイムリーな話題をホットに
届けられるよう委員会一同がんばります．皆さんからのご要望があればご一報ください．
（広報委員長 末瀬一彦）
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JPS メールマガジン No.51 September 02, 2016
==================================================================
9 月は防災月間です．最近，地震や台風などによる災害のニュースが多いような気がします．
日頃から緊急時に対する備えを確認しておきましょう．個人としてばかりでなく，
歯科医師として，補綴医としてできることは何かを，もう一度考えてみる機会だと思います．
ちょうど今週末，支部学術大会で熊本に行きますので，地震による災害のあった場所で，
先に述べたことを考えてみたいと思っています．それではメールマガジン 51 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
●東北・北海道支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 11 日(日)10:00-12:30
会場：北大学術交流会館（札幌駅近く）
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：山口泰彦先生（北海道大）
，佐藤裕二先生（昭和大），志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤尚知先生（岩手医大）
●東京支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 25 日(日)13:00-15:30
会場：日本大学歯学部 研修医講堂
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：小峰 太 先生（日本大）
，佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，菅沼岳史先生（昭和大）
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日)9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），市川哲雄先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤康弘先生（中国・四国支部）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博 先生（大歯大）
，鈴木哲也 先生（医歯大）
，小野高裕 先生（新潟大）
座長：藤井規孝 先生（新潟大）
，魚島勝美 先生（新潟大）
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 28 年度九州支部，中国・四国支部合同学術大会
日時：平成 28 年 9 月 3 日(土)，4 日(日)
場所：熊本県歯科医師会館
大会長：浦田健二先生（熊本県歯科医師会会長）
実施委員長：細川隆司先生（九歯大）
運営委員長：松香芳三先生（徳島大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tyugoku_shikoku_kyushu
http://www.hotetsu-kcs.com/
○九州支部，中国・四国支部 生涯学習セミナー
日時：平成 28 年 9 月 4 日(日)14:40-16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：
「知っているようで知らない最新補綴治療の問題点」
講師：峯 篤史先生（大阪大）
新谷明一先生（日歯大）
座長：窪木拓男先生（岡山大）
●平成 28 年度 東京支部学術大会
日時：平成 28 年 9 月 24 日(土)
場所：日本歯科大学九段ホール
大会長：志賀 博 先生（日歯大）
準備委員長：五味治徳先生（日歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
○東京支部 生涯学習セミナー
日時：平成 28 年 9 月 24 日(土)16:00-17:30
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「保険導入された舌圧検査」
講師：小野高裕先生（新潟大）
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津賀一弘先生（広島大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
●平成 28 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口泰彦先生（北海道大）
準備委員長：高道 理 先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：
「インプラントの上部構造に付与すべき咬合様式」
講師：近藤尚知先生（岩手医大）
座長：横山敦郎先生（北海道大）
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－43）
大会長：田中昌博先生（大歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
○関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)13:30-15:30
会場：あべのハルカス 25 階
テーマ：
「保険導入された補綴学的検査を，より身近に」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
末瀬一彦先生（大歯大）
吉田光由先生（広島大）
座長：馬場俊輔先生（大歯大）
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎正樹先生（新潟県歯科医師会）
実行委員長：小野高裕先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
○関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)15:10-17:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
テーマ：
「ファイバーポスト併用レジンコアをマスターする」
講師：坪田有史先生（東京支部）
天川由美子先生（東京支部）
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
●西関東支部学術大会 平成 28 年 1 月 22 日(日)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<3> 市民フォーラムのお知らせ
http://hotetsu.com/p7.html
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会九州，中国・四国支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 9 月 4 日(日)10:00-11:00
会場：くまもと森都心プラザ 多目的室
テーマ：
「超高齢社会における口腔ケアの重要性」
「はじめよう！口腔ケアで介護予防―いつまでも，自分らしく生きるために―」
講師：友枝 圭 先生（九州支部）
座長：篠原直幸先生（九州支部）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会関西支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 9 月 10 日(土)10:00-12:00
会場：大阪歯科大学創立 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「めざそう健康長寿：QOL 向上に直結する口腔ケア」
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講師：小正 裕 先生 （大歯大）
「口腔ケアが肺炎予防に」
なお，第 24 回大阪歯科大学公開講座（天満橋講座）として共催します．
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)13:00-14:00
会場：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
テーマ：
「健康長寿はお口から―噛むこと，飲むこと，しゃべること―」
講師：小林國彦先生（北海道大）
座長：服部佳功先生（東北大）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会関越支部 市民フォーラム：新潟県歯科医師会共催
日時：平成 28 年 11 月 6 日（日）10:00-12:00
会場：朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
〒950-0078 新潟市中央区万代島 6 番 1 号
テーマ：
『口腔と健康』
講師：新海史子様（BSN 新潟放送アナウンサー）
木戸寿明先生（関越支部・新潟県歯科医師会）
浅沼直樹先生（日歯大新潟短大）
座長：渡邉文彦先生（日歯大新潟）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東京支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)13:00-14:00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
<4> 今後 1 か月の行事予定
・9 月 3，4 日 2nd International Academy for Digital Dental and Medicine
韓国プサン BEXCO
http://www.iaddm.com
・9 月 10,11 日 日本歯科技工学会第 38 回学術大会
奈良春日野国際フォーラム（奈良市）
http://www.nadt.jp/38th/info.html
・9 月 16-18 日 日本口腔インプラント学会第 46 回学術大会
名古屋国際会議場（名古屋市）
http://www.congre.co.jp/jsoi2016/
・9 月 16-18 日 第 46 回日本口腔インプラント学会学術大会
名古屋国際会議場（名古屋市）
http://www.congre.co.jp/jsoi2016/
・9 月 23,24 日 第 22 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
朱鷺メッセ（新潟市）
http://admedic.jp/jsdr2016/
・9 月 24,25 日 国際口腔顔面痛学会議 2016
神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=27
<5>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日（土）
，11 日（日）の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会
第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の第 2 弾であります．
今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，
コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つのカテゴリーに分けてシンポジウムを行います．
各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論が
できればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10（土）
，11（日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
HP： http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
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定員：990 名
参加申し込み：2016 年 9 月 1 日より開始予定
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
<6>【JPR アンバサダー通信 vol. 17】
JPR の被引用状況の調査と分析を担当しております医歯大の笛木です．
一般に，論文が出版されてから他の論文に引用，出版されるまでには 1～2 年ほどかかると言われております．
そのため，出版された論文が研究者にどの程度インパクトを与えているのか知るまでにかなりのタイムラグがあります．
したがって最近では，論文のインパクトをいち早く知るための指標として，ダウンロード数が注目されており，
多くのジャーナルは論文のダウンロードに関する情報を公開しております．
JPR でもウェブサイトに過去 3 ヶ月間のダウンロード数の多い論文を紹介しております．
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-prosthodontic-research/most-downloaded-articles
JPR のウェブサイトでは上位 25 編の紹介に限られておりますが，編集会議ではエルゼビア社からより
詳細な情報が提供されております．これによると 2016 年に出版された第 60 巻 1,2 号の論文でダウンロード数
の多い上位 5 編は以下のとおりです．
●Advancements in CAD/CAM technology: Options for practical implementation.
Alghazzawi TF. J Prosthodont Res. 2016 ;60(2):72-84.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000098
● Applications of polyetheretherketone (PEEK) in oral implantology and prosthodontics.
Najeeb S, Zafar MS, Khurshid Z, Siddiqui F. J Prosthodont Res. 2016;60(1):12-9.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815000997
●Soft tissue sealing around dental implants based on histological interpretation.
Atsuta I, Ayukawa Y, Kondo R, Oshiro W, Matsuura Y, Furuhashi A, Tsukiyama Y, Koyano K. J Prosthodont Res.
2016 ;60(1):3-11.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815000687
●Comparison of fracture resistance between cast, CAD/CAM milling, and direct metal laser sintering metal post
systems.
Bilgin MS, Erdem A, Dilber E, Ersoy ?. J Prosthodont Res. 2016 ;60(1):23-8.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815000729
●Validation of the English-language version of 5-item Oral Health Impact Profile.
Naik A, John MT, Kohli N, Self K, Flynn P. J Prosthodont Res. 2016 Apr;60(2):85-9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195815001103
ランキングを概観してみますと，やはり，CAD/CAM，樹脂材料，インプラント，口腔関連 QoL などの注目度
の高いトピックスをテーマとした論文が上位に位置しております．個々の論文のダウンロード実数を皆様
へ開示することはできませんが，エルゼビア社から，My Research Dashboard という論文著者サービスが
無料で提供されており，自身の論文について，被引用状況だけでなくダウンロードに関する情報も時系列
で知ることが出来ます！
https://www.elsevier.com/authors-update/story/innovation-in-publishing/my-research-dashboard-allows-you-to-viewusage-and-citations-in-a-single-location
登録は簡単ですので，JPR への掲載論文をお持ちの会員の皆様には，ぜひ一度アクセスしていただき，
今後の研究のご参考にしていただければと思います．
次号は，横浜市立みなと赤十字病院の向山先生にバトンを回したいと思います．
（JPR 編集委員・笛木賢治）
<7>日本歯科医学会主催 第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
開催について
日時：平成 28 年 9 月 3 日(土)10:00 開会
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
参加申込：不要
その他：日歯生涯研修事業における「特別研修」の対象となる．
併せて個別演題毎の「受講研修」単位を最大 8 単位取得可能．
http://www.jads.jp/2016/0726/index.html
<8>歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
日時：平成 28 年 9 月 17 日(土)13:00-16:45
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/jigyouH28_v1.pdf
<9>第 23 回日本歯科医学会総会・事前登録期間の延長について
日時：10 月 21 日(金)～23 日(日)
会場：福岡国際会場／福岡サンパレス（福岡県福岡市）
事前登録締切り：9 月 16 日(金)まで延長
http://www2.convention.co.jp/jads2016/
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<10>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを
目的とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員で
ある George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップ
を行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．今年度，
下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)-27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申込：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<11>10th Biennial Congress of the Asian Academy of Prosthodontics (AAP) in
Conjunction with 17th Annual Scientific Meeting of Thai Prosthodontic Association のお知らせ
日時：2016 年 9 月 3-5 日（演題登録は締切済）
会場：Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (Bangkok, Thailand)
www.aaptpa2016.com
<12> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA)
のお知らせ
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<13>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.08.25「診療報酬改定セミナーのお知らせ（東北・北海道支部，中国・四国支部，関越支部）
」を更新しました．
H28.08.25「支部会活動（関越支部）
」を更新しました．
H28.08.25「都道府県別専門医名簿（宮城県，東京都，長野県，大阪府，福岡県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.52 September 09, 2016
==================================================================
皆さん，こんにちは．まだまだ暑い日が続いておりますが，体調崩されておりません
でしょうか？さて，5 月と 9 月には連休があります．昨年の 9 月の連休はシルバーウィーク
と呼ばれていましたが，この名前はゴールデンに次ぐシルバーですよね？「敬老の日」
にかけたシルバーというのも一説あったのでしょうか？忙しいとなかなか地元に帰るの
は年末年始だけかも知れませんが，どうでしょう？今年の「敬老の日」は両親，兄弟の
いる地元に「敬老」
「けーろう」
「かえろう」．
．
．残暑厳しい毎日を涼しくする
メールマガジン 52 号お届けします．
（文責：金村清孝）
～52 号コンテンツはこちら～
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>今後 1 か月の行事予定
<5>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<6>日本歯科医学会主催 第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
開催について
<7>歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
<8>第 23 回日本歯科医学会総会・事前登録期間の延長について
<9>40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA)
のお知らせ
<10>HP 更新内容
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
●東北・北海道支部 診療報酬改定セミナー《開催迫る！》
日時：平成 28 年 9 月 11 日(日)10:00-12:30
会場：北大学術交流会館（札幌駅近く）
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：山口泰彦先生（北海道大）
，佐藤裕二先生（昭和大），志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤尚知先生（岩手医大）
●東京支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 25 日(日)13:00-15:30
会場：日本大学歯学部 研修医講堂
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：小峰 太 先生（日本大）
，佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，菅沼岳史先生（昭和大）
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日)9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），市川哲雄先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤康弘先生（中国・四国支部）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博 先生（大歯大）
，鈴木哲也 先生（医歯大）
，小野高裕 先生（新潟大）
座長：藤井規孝 先生（新潟大）
，魚島勝美 先生（新潟大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時： 平成 29 年 2 月 4 日（土）14:00-16:30
会場： 東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ： 『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師： 田中 昌博 先生（大歯大）
，鈴木 哲也 先生（医歯大），志賀 博 先生（日歯大）
座長： 河相 安彦 先生（日大松戸）
，小見山 道 先生（日大松戸）
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 28 年度 東京支部学術大会
日時：平成 28 年 9 月 24 日(土)
場所：日本歯科大学九段ホール
大会長：志賀 博 先生（日歯大）
準備委員長：五味治徳先生（日歯大）
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http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
○東京支部 生涯学習セミナー
日時：平成 28 年 9 月 24 日(土)16:00-17:30
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「保険導入された舌圧検査」
講師：小野高裕先生（新潟大）
津賀一弘先生（広島大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
●平成 28 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口泰彦先生（北海道大）
準備委員長：高道 理 先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：
「インプラントの上部構造に付与すべき咬合様式」
講師：近藤尚知先生（岩手医大）
座長：横山敦郎先生（北海道大）
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43）
大会長：田中昌博先生（大歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
○関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)13:30-15:30
会場：あべのハルカス 25 階
テーマ：
「保険導入された補綴学的検査を，より身近に」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
末瀬一彦先生（大歯大）
吉田光由先生（広島大）
座長：馬場俊輔先生（大歯大）
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎正樹先生（新潟県歯科医師会）
実行委員長：小野高裕先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
○関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)15:10-17:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
テーマ：
「ファイバーポスト併用レジンコアをマスターする」
講師：坪田有史先生（東京支部）
天川由美子先生（東京支部）
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
●西関東支部学術大会 平成 28 年 1 月 22 日(日)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<3> 市民フォーラムのお知らせ
http://hotetsu.com/p7.html
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会関西支部 市民フォーラム《開催迫る！》
日時：平成 28 年 9 月 10 日(土)10:00-12:00
会場：大阪歯科大学創立 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「めざそう健康長寿：QOL 向上に直結する口腔ケア」
講師：小正 裕 先生 （大歯大）
「口腔ケアが肺炎予防に」
なお，第 24 回大阪歯科大学公開講座（天満橋講座）として共催します．
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●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)13:00-14:00
会場：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
テーマ：
「健康長寿はお口から-噛むこと，飲むこと，しゃべること-」
講師：小林國彦先生（北海道大）
座長：服部佳功先生（東北大）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会関越支部 市民フォーラム：新潟県歯科医師会共催
日時：平成 28 年 11 月 6 日（日）10:00-12:00
会場：朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
〒950-0078 新潟市中央区万代島 6 番 1 号
テーマ：
『口腔と健康』
講師：新海史子様（BSN 新潟放送アナウンサー）
木戸寿明先生（関越支部・新潟県歯科医師会）
浅沼直樹先生（日歯大新潟短大）
座長：渡邉文彦先生（日歯大新潟）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東京支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)13:00-14:00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
<4> 今後 1 か月の行事予定
・9 月 10,11 日 日本歯科技工学会第 38 回学術大会
奈良春日野国際フォーラム（奈良市）
http://www.nadt.jp/38th/info.html
・9 月 16-18 日 日本口腔インプラント学会第 46 回学術大会
名古屋国際会議場（名古屋市）
http://www.congre.co.jp/jsoi2016/
・9 月 16-18 日 第 46 回日本口腔インプラント学会学術大会
名古屋国際会議場（名古屋市）
http://www.congre.co.jp/jsoi2016/
・9 月 23,24 日 第 22 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
朱鷺メッセ（新潟市）
http://admedic.jp/jsdr2016/
・9 月 24,25 日 国際口腔顔面痛学会議 2016
神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=27
<5>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日（土）
，11 日（日）の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会
第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて
開催されます．本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した
補綴歯科臨床研鑽会の第 2 弾であります．
今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，パーシャルデンチャー，
オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つのカテゴリーに
分けてシンポジウムを行います．
各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手の方々に依頼し，参加者の方々と熱い
議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10（土）
，11（日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
HP： http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
定員：990 名
参加申し込み：2016 年 9 月 1 日より開始予定
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
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<6> 歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について《開催迫る！》
日時：平成 28 年 9 月 17 日(土)13:00-16:45
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/jigyouH28_v1.pdf
<7>第 23 回日本歯科医学会総会・事前登録期間の延長について
日時：10 月 21 日(金)～23 日(日)
会場：福岡国際会場／福岡サンパレス（福岡県福岡市）
事前登録締切り：9 月 16 日(金)まで延長
http://www2.convention.co.jp/jads2016/
<8>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成する
ことを目的とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の
編集委員である George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk
(イギリス)，Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して
3.5 日間のワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウル
と北京で開催されました．今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する
運びとなりましたのでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)-27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申込：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<9> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA)
のお知らせ《開催迫る！》
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，
奮ってご参加の程よろしくお願いいたします．
<10>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.09.01 「診療報酬改定セミナーのお知らせ（関越支部，東関東支部）
」を更新しました．
H28.09.01 「支部会活動(関越支部)」を更新しました．
H28.08.30 「プロソ'16 開催のお知らせ」を掲載しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
追記：今号よりメールマガジンのトップにコンテンツの項目のみをアップしました．
皆様方が関心のあるコンテンツをすぐに選びやすいようにさせていただきました．
ぜひともご利用ください．
（広報委員長 末瀬）
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度重なる台風襲来により，ここ北海道各地では甚大な被害がでています．被害に遭われた
皆様には心よりお見舞い申し上げます． また，8 月 27 日，28 日に開催されました
「日本歯科審美学会」にご参加くださいました会員の皆様，誠にありがとうございました．
おかげさまをもちまして，盛況のうちに終了いたしました．この場をお借りしまして，厚く
御礼申し上げます．さて，実家に「けーろう」
（？）のシルバーウィークは，名古屋にて
日本口腔インプラント学会が開催されます．インプラント治療は補綴治療とは切っても切り
離せない関係にある，ということは，補綴治療に関わる皆様であれば重々ご承知のことと
思います．ということで，補綴医としての初心に「けーろう」とばかりに，名古屋に行って
まいります．
それでは，メールマガジン 53 号をお届けいたします．
（文責：越智守生）
～53 号コンテンツはこちら～
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<2>支部大会情報・活動予定
<3> 市民フォーラムのお知らせ
<4> 今後 1 か月の行事予定
<5>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<6>日本歯科医学会主催 第 32 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
開催について
<7>歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
<8>第 23 回日本歯科医学会総会・事前登録期間の延長について
<9> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA)のお知らせ
<10>事務局からのお知らせ
<11>HP 更新内容
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
●東京支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 25 日(日)13:00-15:30
会場：日本大学歯学部 研修医講堂
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：小峰 太 先生（日本大）
，佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，菅沼岳史先生（昭和大）
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日)9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），市川哲雄先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤康弘先生（中国・四国支部）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博 先生（大歯大）
，鈴木哲也 先生（医歯大）
，小野高裕 先生（新潟大）
座長：藤井規孝 先生（新潟大）
，魚島勝美 先生（新潟大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時： 平成 29 年 2 月 4 日（土）14:00-16:30
会場： 東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ： 「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師： 田中 昌博 先生（大歯大）
，鈴木 哲也 先生（医歯大），志賀 博 先生（日歯大）
座長： 河相 安彦 先生（日大松戸）
，小見山 道 先生（日大松戸）
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 28 年度 東京支部学術大会
日時：平成 28 年 9 月 24 日(土)
場所：日本歯科大学九段ホール
大会長：志賀 博 先生（日歯大）
準備委員長：五味治徳先生（日歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
○東京支部 生涯学習セミナー
日時：平成 28 年 9 月 24 日(土)16:00-17:30
会場：日本歯科大学九段ホール
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テーマ：
「保険導入された舌圧検査」
講師：小野高裕先生（新潟大）
津賀一弘先生（広島大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
●平成 28 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口泰彦先生（北海道大）
準備委員長：高道 理 先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：
「インプラントの上部構造に付与すべき咬合様式」
講師：近藤尚知先生（岩手医大）
座長：横山敦郎先生（北海道大）
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43）
大会長：田中昌博先生（大歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
○関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)13:30-15:30
会場：あべのハルカス 25 階
テーマ：
「保険導入された補綴学的検査を，より身近に」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
末瀬一彦先生（大歯大）
吉田光由先生（広島大）
座長：馬場俊輔先生（大歯大）
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎正樹先生（新潟県歯科医師会）
実行委員長：小野高裕先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
○関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)15:10-17:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
テーマ：
「ファイバーポスト併用レジンコアをマスターする」
講師：坪田有史先生（東京支部）
天川由美子先生（東京支部）
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
●西関東支部学術大会 平成 28 年 1 月 22 日(日)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会 平成 29 年 2 月 5 日(日)
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<3> 市民フォーラムのお知らせ
http://hotetsu.com/p7.html
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)13:00-14:00
会場：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
テーマ：
「健康長寿はお口から-噛むこと，飲むこと，しゃべること-」
講師：小林國彦先生（北海道大）
座長：服部佳功先生（東北大）

●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会西関東支部 市民フォーラム
(神奈川県歯科医師会 創立 110 周年記念事業 県民フォーラム）
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日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)13:30-17:00
会場：パシフィコ横浜 会議センター（横浜市西区みなとみらい 1-1）
テーマ：
「かながわ 健やか県民宣言 ～元気に生きる、おいしく食べる～」
講師：野口 健 先生
小泉進次郎先生
竹内博朗 先生
小川 匠 先生（鶴見大）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会関越支部 市民フォーラム：新潟県歯科医師会共催
日時：平成 28 年 11 月 6 日（日）10:00-12:00
会場：朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
〒950-0078 新潟市中央区万代島 6 番 1 号
テーマ：
「口腔と健康」
講師：新海史子様（BSN 新潟放送アナウンサー）
木戸寿明先生（関越支部・新潟県歯科医師会）
浅沼直樹先生（日歯大新潟短大）
座長：渡邉文彦先生（日歯大新潟）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東京支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)13:00-14:00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
<4> 今後 1 か月の行事予定
・9 月 16-18 日 第 46 回日本口腔インプラント学会学術大会
名古屋国際会議場（名古屋市）
http://www.congre.co.jp/jsoi2016/
・9 月 23,24 日 第 22 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
朱鷺メッセ（新潟市）
http://admedic.jp/jsdr2016/
・9 月 24,25 日 国際口腔顔面痛学会議 2016
神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=27
・10 月 1,2 日 日本顎口腔機能学会第 57 回学術大会
東北大学医学部開設百周年記念ホール（星陵オーディトリアム）
http://jssf.umin.ne.jp/

<5>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日（土）
，11 日（日）の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会
第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催
されます.本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科
臨床研鑽会の第 2 弾であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，
パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つ
のカテゴリーに分けてシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅
や若手の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10（土）
，11（日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
HP： http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
定員：990 名
参加申し込み：2016 年 9 月 1 日より開始予定
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
<6> 歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について《開催迫る！》
日時：平成 28 年 9 月 17 日(土)13:00-16:45
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
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参加費：無料
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/jigyouH28_v1.pdf
<7>第 23 回日本歯科医学会総会・事前登録期間の延長について
日時：10 月 21 日(金)-23 日(日)
会場：福岡国際会場／福岡サンパレス（福岡県福岡市）
事前登録締切り：9 月 16 日(金)まで延長
http://www2.convention.co.jp/jads2016/
<8>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に携わる
若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを目的と
した公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワーク
ショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．
今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせ
いたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)-27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申込：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<9> 40th Annual Conference of The European Prosthodontic Association (EPA)
のお知らせ《開催中！》
日時：2016 年 9 月 15-17 日（演題登録は締切済）
会場：Martin-Luther-University (Halle, Germany)
http://www.epa2016.org
昨年，日本補綴歯科学会とヨーロッパ補綴学会は学術交流協定を締結しましたので，奮って
ご参加の程よろしくお願いいたします．
<10>事務局からのお知らせ
本年度は，代議員選挙実施年度となります．
つきましては，選挙参加条件の一つとして，9 月末までに会費の未納分が
ないことがございますので，ご注意いただきたく，よろしくお願い申し上げます．
【参考 代議員制度運営規程抜粋】
(選挙権者)
第 10 条 正会員は，各支部単位で実施される代議員選挙において，
１人１票の選挙権を有する． ただし，基準日時点（選挙実施年度の 9 月末）
において未納会費がある会員は選挙権を有しない．
(代議員候補者の条件)
第 11 条 代議員候補者は，以下の条件を満たす者でなければならない．
(3) 基準日時点（選挙実施年度の 9 月末）において未納会費がないこと
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.09.08 「その他各種委員会刊行物」を更新しました．
H28.09.08 「電子ジャーナル」を更新しました．
H28.09.08 「都道府県別専門医名簿（千葉県，東京都，神奈川県，京都府，大阪府，広島県，島根県）
」
を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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ようやく秋らしい気候になってきました．秋の学会シーズンを迎え，支部学術大会や生涯学習公開
セミナーのほか，10 月にはノーベル賞の山中伸弥先生や宇宙飛行士の向井千秋先生の講演が聴ける
日本歯科医学会総会が開催されます．メールマガジンで詳細を確認してからお出かけください．
それでは，秋の大阪からメールマガジン 54 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～54 号コンテンツはこちら～
<1> 平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<2> 支部大会情報・活動予定
<3> 市民フォーラムのお知らせ
<4> 今後 1 か月の行事予定
<5> 第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<6>【JPR アンバサダー通信 vol. 18】
<7> IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
<8> 事務局からのお知らせ
<9> HP 更新内容
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●東京支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 9 月 25 日 (日) 13:00-15:30
会場：日本大学歯学部 研修医講堂
タイトル：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：小峰 太 先生（日本大）
，佐藤裕二 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：菅沼岳史 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日(日) 9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦 先生（大歯大）
，市川哲雄 先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤康弘 先生（中国・四国支部）
●東海支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日(日）10:00-12:30
会場：松本歯科大学図書会館２階学生ホール
テーマ：
『日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー』
講師：山口泰彦 先生（北海道大）
，佐藤裕二 先生（昭和大）
，大川周治 先生（明海大）
座長：佐藤裕二 先生（昭和大）
，倉澤郁文 先生（松歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日(日) 13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博 先生（大歯大）
，鈴木哲也 先生（医歯大）
，小野高裕 先生（新潟大）
座長：藤井規孝 先生（新潟大）
，魚島勝美 先生（新潟大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日 (土) 14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博 先生（大歯大）
，鈴木哲也 先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦 先生（日大松戸）
，小見山 道 先生（日大松戸）
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 28 年度 東京支部学術大会
日時：平成 28 年 9 月 24 日(土)
場所：日本歯科大学九段ホール
大会長：志賀 博 先生（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1 講座）
準備委員長：五味治徳 先生（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 2 講座）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
○東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 9 月 24 日(土) 16:00-17:30
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：保険導入された舌圧検査
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講師：小野高裕 先生（新潟大）
津賀一弘 先生（広島大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
●平成 28 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口泰彦 先生（北海道大）
準備委員長：高道 理 先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：インプラントの上部構造に付与すべき咬合様式
講師：近藤尚知 先生（岩手医大）
座長：横山敦郎 先生（北海道大）
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－43）
大会長：田中昌博 先生（大阪歯科大学）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
○関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日) 午後
会場：あべのハルカス 25 階
テーマ：保険導入された補綴学的検査を，より身近に
講師：志賀 博 先生 （日歯大）
末瀬一彦 先生（大歯大）
吉田光由 先生（広島大）
座長：馬場俊輔 先生（大歯大）
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎正樹 先生（新潟県歯科医師会）
実行委員長：小野高裕 先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
○関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日) 15:10-17:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
テーマ：
「ファイバーポスト併用レジンコアをマスターする」
講師：坪田有史 先生（東京支部）
天川由美子 先生（東京支部）
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
●平成 28 年度 東海支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 12 日(土)，13 日（日）
場所：松本歯科大学図書会館 2F 学生ホール（長野県塩尻市広丘郷原 1780）
大会長：倉澤郁文 先生（松本歯科大学歯科補綴学講座）
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<3>市民フォーラムのお知らせ
http://hotetsu.com/p7.html
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東北・北海道支部 市民フォーラム
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日時：平成 28 年 10 月 29 日(土) 13：00-14：00
会場：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
テーマ：健康長寿はお口から -噛むこと，飲むこと，しゃべること講師：小林國彦 先生（北海道大）
座長：服部佳功 先生（東北大）
●平成 28 年度 公益社団法人日本補綴歯科学会東京支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日) 13：00-14：00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
座長：五味治徳 先生（日歯大）
<4> 今後 1 か月の行事予定
・9 月 23, 24 日 第 22 回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
朱鷺メッセ（新潟市）
http://admedic.jp/jsdr2016/
・9 月 24, 25 日 国際口腔顔面痛学会議 2016
神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=27
・10 月 1, 2 日 日本顎口腔機能学会第 57 回学術大会
東北大学医学部開設百周年記念ホール（星陵オーディトリアム）
http://jssf.umin.ne.jp/
・10 月 7, 8 日 第 59 回秋期日本歯周病学会学術大会
朱鷺メッセ（新潟市）
http://admedic.jp/jspa59/
・10 月 21～23 日 第 23 回日本歯科医学会総会
福岡国際会議場／福岡サンパレス（福岡市）
http://www2.convention.co.jp/jads2016/
<5>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日(土）
，11 日(日）の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会
第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の第 2 弾
であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，パーシャルデンチャー，
オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つのカテゴリーに分けてシンポジウム
を行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手の方々に依頼し，参加者の方々と
熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10(土）
，11(日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
定員：990 名
参加申し込み：2016 年 9 月 1 日より開始予定
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
<6>【JPR アンバサダー通信 vol. 18】
JPR の冊子体を担当している横浜市立みなと赤十字病院の向山です．
このところのアンバサダー通信は真面目な話題が続いておりましたので，ここで一息入れさせて
いただきます．今年のプロ野球セントラルリーグにおける，広島東洋カープ（以下カープ）の
驚異的な勝ちはすごいですね．前田健太選手が抜けてこの勝ちぶりですから，前田選手が在籍
されていたらもっとすごかったのでしょうね．カープの実力は恐るべしです．実は JPR 編集委員会
には広島と縁が深い先生が多く，編集委員会メールでも何回もカープが取り上げられています．
さて，皆さんはカープと JPR に共通点を存知でしょうか．JPR は 60 巻 2 号から表紙を変更して，緑地
に赤字「J」となりました．カープも赤地に緑字のユニフォームがあります．つまり「緑」と「赤」
が共通点です．ご好評をいただいている新しい JPR の表紙ですが，白黒化すると赤の「J」の字
が判別できなくなってしまうことが判明し，編集委員を悩ませております．カープも新聞の白黒
ページでは緑字がはっきりしないとの情報を，某 JPR 編集員よりキャッチしました．悩みも一緒
でした．そこで，カラーの白黒化にかかわる問題を調べてみました．色には明度と輝度があり，
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明度（色）だけで白黒化してしまうと色の差が白黒で飛んでしまうようです．輝度は色による
明るさの違いを考慮したもので，輝度をもとに白黒化すると良い結果がでるようです．
この情報をもとに白黒ページの JPR 表紙の改善を，出版界の巨象エルゼビアに相談しています．
もし冊子体の不都合にお気付きになられましたら，JPR 編集委員会までお教えください．改善して
いきます．どうぞよろしくお願いします．次号のアンバサダー通信は，鶴見大学の重田先生にお願いします．
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Accelerating effects of cellulase in the removal of denture adhesives from acrylic denture bases
Kae Harada-Hada, Sumiyo Mimura, Guang Hong, Tatsumi Hashida, Hitoshi Abekura, Hiroshi Murata,
Masahiro Nishimura, Hiroki Nikawa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S188319581630041X
●Implant-supported removable partial dentures in the mandible: A 3-16 year retrospective study
Charlotte Jensen, Henny J.A. Meijer, Gerry M. Raghoebar, Wouter Kerdijk, Marco S.Cune
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300639
●Comparison of the accuracy of direct and indirect three-dimensional digitizing processes for
CAD/CAM systems - An in vitro study
Balint Vecsei, Gellert Joos-Kovacs, Judit Borbely, Peter Hermann
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300627
＜Letter to the Editor＞
●The evolution of research on occlusion and brain function
Tetsuya Hara, Katsuya Kawanishi, Akinori Ohno, Sachiyo Iida
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300378
＜Case Report＞
●Mandibular movement during sleep bruxism associated with current tooth attrition
Kazuo Okura, Shuji Shigemoto, Yoshitaka Suzuki, Naoto Noguchi, Katsuhiro Omoto, Susumu Abe,
Yoshizo Matsuka
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300408
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<7>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に携わる
若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを目的
とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb(カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，Iven Klineberg
（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップを行い，
これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．今年度，下記の
要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)～27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<8>事務局からのお知らせ
本年度は，代議員選挙実施年度となります．
つきましては，選挙参加条件の一つとして，9 月末までに会費の未納分が
ないことがございますので，ご注意いただきたく，よろしくお願い申し上げます．
【参考 代議員制度運営規程抜粋】
(選挙権者)
第 10 条 正会員は，各支部単位で実施される代議員選挙において，
1 人 1 票の選挙権を有する．ただし，基準日時点（選挙実施年度の 9 月末）
において未納会費がある会員は選挙権を有しない．
(代議員候補者の条件)
第 11 条 代議員候補者は，以下の条件を満たす者でなければならない．
(3) 基準日時点（選挙実施年度の 9 月末）において未納会費がないこと
<9>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.09.15 「Letter for Members 58 号」を更新しました.
H28.09.15 「支部会活動（東関東支部）
」を更新しました.
H28.09.15 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（東関東支部）
」を更新しました.
H28.09.15 「都道府県別専門医名簿（新潟県，千葉県，滋賀県，福岡県」を更新しました.
H28.09.15 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
====================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
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=====================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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==================================================================
明日から 10 月です．皆さんにとってどんな秋でしょうか？いつも「食欲の秋」の私ですが，
今年は「スポーツの秋」にしようと町民運動会に参加しました．出場種目はもちろん（？）
年代別リレー．50 代の参加者のうち一番若い私は負けられません．たった 50m ですが頑張って
走りました！走り終えた後の心地よい達成感とともに右膝に痛みが…．一週間たった今も痛み
が取れません．先生方もどうかお気を付けください．それではメールマガジン 55 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～55 号コンテンツはこちら～
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>The Japanese Dental Science Review
<7>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<8>IJP-JPS Workshop for young Prosthodontist Educators のお知らせ
<9>JPR アンバサダー通信
<10>医科歯科連携に必要なキーワード・リストについて
<11>事務局からのお知らせ
<12>HP 更新内容
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日)9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦 先生（大歯大）
，市川哲雄 先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤康弘 先生（中国・四国支部）
●東海支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日)10:00-12:30
会場：松本歯科大学図書館 2 階 学生ホール
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：山口泰彦 先生（北海道大）
，佐藤裕二 先生（昭和大）
，大川周治 先生（明海大）
座長：佐藤裕二 先生（昭和大）
，倉澤郁文 先生（松歯大）
●九州支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 11 月 20 日 (日)10:00-12:30
会場：福岡県歯科医師会館
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田上直美 先生（長崎大）
，村田比呂司 先生（長崎大）
，津賀一弘 先生（広島大）
座長：細川隆司 先生（九歯大）
，田中昌博 先生（大歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博 先生（大歯大）
，鈴木哲也 先生（医歯大）
，小野高裕 先生（新潟大）
座長：藤井規孝 先生（新潟大）
，魚島勝美 先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日) 13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦 先生（大歯大）
，佐藤裕二 先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠 先生（鶴見大）
，志賀 博 先生（日歯大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博 先生（大歯大）
，鈴木哲也 先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦 先生（日大松戸）
，小見山 道 先生（日大松戸）
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<2>支部大会情報・活動予定
●東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口泰彦 先生（北海道大）
準備委員長：高道 理 先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：
「インプラントの上部構造に付与すべき咬合様式」
講師：近藤尚知 先生（岩手医大）
座長：横山敦郎 先生（北海道大）
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－43）
大会長：田中昌博 先生（大歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
○関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)13:30-15:30
会場：あべのハルカス 25 階
テーマ：
「保険導入された補綴学的検査を，より身近に」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
，末瀬一彦 先生（大歯大）
，吉田光由 先生（広島大）
座長：馬場俊輔 先生（大歯大）
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
会場：朱鷺メッセ
大会長：松崎正樹先生（新潟県歯科医師会）
実行委員長：小野高裕先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
○関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)15:10-17:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
テーマ：
「ファイバーポスト併用レジンコアをマスターする」
講師：坪田有史 先生（東京支部）
，天川由美子 先生（東京支部）
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
●平成 28 年度東海支部学術大会
日時： 11 月 12（土）～13 日（日）
会場： 松本歯科大学図書会館２Ｆ学生ホール
大会長 倉澤郁文（松歯大）
発表方法 口演，専門医申請ケースプレゼンテーション
演題締切 *平成 28 年 10 月 3 日（月）*
抄録締切 *平成 28 年 10 月 11 日（火）*
演題をお申し込みいただいた方には，事務局より抄録集用フォーマットをお送り致します
抄録は指定の様式を用いてご作成の上，締め切りまでに下記宛て E-mail でご提出下さい．
演題をお申込みおよびお問い合わせ先
〒399‐0781 長野県塩尻市広丘郷原 1780
松本歯科大学歯科補綴学講座
（公社）日本補綴歯科学会 平成 28 年度東海支部学術大会事務局 鍵谷 真吾
TEL：0263-51-2046 e-mail：s_kagiya@po.mdu.ac.jp
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
○西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時： 平成 29 年 1 月 22 日（日） 16:00-17:30
会場： 神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
テーマ：
「接着技法を最大限に活用した支台築造～ファイバーポストの応用とその根拠～」
講師：中村善治 先生（鶴見大）
，峯 篤史 先生（大阪大）
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座長：木本克彦 先生（神歯大）
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
会場：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<3>市民フォーラムのお知らせ
http://hotetsu.com/p7.html
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)13:00-14:00
会場：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
テーマ：
「健康長寿はお口から―噛むこと，飲むこと，しゃべること―」
講師：小林國彦 先生（北海道大）
座長：服部佳功 先生（東北大）
●西関東支部 市民フォーラム
(神奈川県歯科医師会 創立 110 周年記念事業 県民フォーラム）
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)13:30-17:00
会場：パシフィコ横浜 会議センター（横浜市西区みなとみらい 1-1）
テーマ：
「かながわ 健やか県民宣言 ～元気に生きる，おいしく食べる～」
講師：野口 健 先生，小泉進次郎 先生，竹内博朗 先生，小川 匠 先生（鶴見大）
●関越支部 市民フォーラム：新潟県歯科医師会共催
日時：平成 28 年 11 月 6 日（日）10:00-12:00
会場：朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
〒950-0078 新潟市中央区万代島 6 番 1 号
テーマ：
「口腔と健康」
講師：新海史子 様（BSN 新潟放送アナウンサー）
，木戸寿明 先生
(関越支部・新潟県歯科医師会）
，浅沼直樹 先生（日歯大新潟短大）
座長：渡邉文彦 先生（日歯大新潟）
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)13:00～14:00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
座長：五味治徳 先生（日歯大）
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 16 日（日）13:30～15:30
会場：松本歯科大学図書会館２階学生ホール
テーマ「インプラント補綴のトラブル回避」
講師：村上 弘 先生（愛院大）
山内 六男 先生（朝日大）
中本 哲自 先生（松歯大）
座長：倉澤 郁文 先生（松歯大）
●中国・四国支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 16 日(日)13:00～16:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
テーマ：
「嚥下機能の評価と機能回復を見据えて」-舌圧測定の意義と舌接触床の臨床応用講師：津賀一弘 先生（広島大）
，小野高裕 先生（新潟大）
座長：近藤康弘 先生（中国・四国支部）
，河野文昭 先生（徳島大）
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：
「CAD/CAM 技術の臨床応用のポイント」
講師：疋田一洋 先生（北医療大）
，垂水良悦 先生（札幌デンタル・ラボラトリー）
座長：上田康夫 先生（北海道大）
●東京支部 専門医研修会
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日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)10:00-12:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
テーマ：
「デジタルデンティストリーの現状と今後の展開」
講師：菅沼岳史 先生（昭和大）
，新谷明一 先生（日歯大）
座長：五味治徳 先生（日歯大）
<5>今後 1 か月の行事予定
・10 月 1, 2 日 日本顎口腔機能学会第 57 回学術大会
東北大学医学部開設百周年記念ホール（星陵オーディトリアム）
http://jssf.umin.ne.jp/
・10 月 7,8 日 第 59 回秋期日本歯周病学会学術大会
朱鷺メッセ（新潟市）
http://admedic.jp/jsdr2016/
・10 月 21-23 日 第 23 回日本歯科医学会総会
福岡国際会議場／福岡サンパレス（福岡市）
http://www2.convention.co.jp/jads2016/
・10 月 27,28 日 第 145 回日本歯科保存学会秋季大会
キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
http://www.kokuhoken.jp/jscd145/
・10 月 29,30 日 第 44 回日本歯科麻酔学会学術集会
札幌コンベンションセンター／札幌市産業振興センター（札幌市）
http://www.c-linkage.co.jp/jdsa44/
・11 月 4-6 日 国際歯科材料会議 2016／日本歯科理工学会秋期第 68 回学術講演会
The Stones Hotel - Legian Bali (Indonesia)
http://idmc2016.com/
・11 月 5,6 日 日本咀嚼学会第 27 回学術大会
広島大学霞キャンパス 広仁会館（広島市）
http://lynx-dent.com/jsmshp27/index.html
<6> The Japanese Dental Science Review
日本歯科医学会から英文機関誌（The Japanese Dental Science Review Vol.52 No.4 Nov-2016）
が発行されました．下記 URL をご確認ください．
http://www.japanesedentalsciencereview.com/issue/S1882-7616(16)X0006-3
<7>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会第 2 回
補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の
第 2 弾であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，
パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つ
のカテゴリーに分けてシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や
若手の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
大会長：鱒見進一先生（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
定員：990 名
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
http://web.apollon.nta.co.jp/protho16/
<8>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを
目的とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，Iven Klineberg
(オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップを行い，
これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．今年度，
下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)，27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<9>JPR アンバサダー通信 vol. 19
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JPR，論文投稿・査読システム（EES）担当の鶴見大学重田です．
今年は例年に比較し，台風が多く上陸しております．台風 10 号は一度西に向かい，U ターンする
という珍しい動きをしていました．その軌跡をみて，うちの医局員が一言，
『顎機能異常者の全運動軸・・・』
．まだ，ネット上には画像がありますので，ご興味のある
先生はご確認ください．さて本題の EES ですが，アンバサダー通信 vol.10 にて告知させて
頂きました「投稿規定リニューアル」が，遅ればせながら完了致しました．リンク目次，
早見表などの機能やコンテンツを追加致しましたが，ご使用感はいかがでしょうか？
また，Open Access についても，クリエイティブ・コモンズの CC BY（著作権者表示）
，
または， CC BY-NC-ND（表示-非営利-改変禁止）ライセンスのいずれかを，先生方の用途に合わせ
選択していただけるようになっております．是非，ご確認いただければと思います．
今後も，先生方のご意見をもとに向上を図りたいと考えております．ご使用いただき不備等が
ございましたら，ご連絡いただければ幸いです．
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Reliability and validity of the patient disability-oriented diagnostic
nomenclature system for prosthetic dentistry
Yoshizo Matsuka, Yoshiyuki Hagiwara, Katsushi Tamaki, Hisahiro Takeuchi,
Masanori Fujisawa, Takahiro Ono, Yoshihiro Tsukiyama, Kan Nagao, Kazuhiro
Tsuga, Hideki Aita, Hisatomo Kondo, Kenji Fueki, Hiroaki Tsukasaki, Keisuke
Nishigawa, Shogo Ozawa, Rika Kuwatsuru, Hajime Minakuchi, Toshimitsu
Iinuma, Takashi Matsuura, Kanji Ishibashi, Shigehisa Fujii, Toshihiro
Hirai, Keiichi Sasaki, Hirofumi Yatani, Yoshimasa Igarashi, Yuji Sato,
Tetsuo Ichikawa, Tetsuo Yamamori, Takuo Kuboki, Kazuyoshi Baba, Kiyoshi
Koyano, Hironobu Sato, Hideo Matsumura
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300615
●A double blind randomized clinical trial comparing lingualized and fully
bilateral balanced posterior occlusion for conventional complete dentures
Yasuhiko Kawai, Nobuyuki Ikeguchi, Asako Suzuki, Azusa Kuwashima, Ryuji
Sakamoto, Yuichi Matsumaru, Suguru Kimoto, Morio Iijima, Jocelyne Sylvia
Feine
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300640
●Three-dimensional analysis of marginal and internal fit of copings
fabricated with polyetherketoneketone (PEKK) and zirconia
So-Yeon Bae, Jin-Young Park, Il-Do Jeong, Hae-Young Kim, Ji-Hwan Kim,
Woong-Chul Kim
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300664
<10>医科歯科連携に必要なキーワード・リストについて
日本歯科医学会の歯科医学教育・生涯研修協議会で作成され，各分科会で有効活用するため，
公開されたキーワード・リストです．
http://www.jads.jp/date/keyword_list.xlsx
<11>事務局からのお知らせ
本年度は，代議員選挙実施年度となります．
つきましては，選挙参加条件の一つとして，9 月末までに会費の未納分が
ないことがございますので，ご注意いただきたく，よろしくお願い申し上げます．
【参考 代議員制度運営規程抜粋】
(選挙権者)
第 10 条 正会員は，各支部単位で実施される代議員選挙において，
1 人 1 票の選挙権を有する．ただし，基準日時点（選挙実施年度の 9 月末）
において未納会費がある会員は選挙権を有しない．
(代議員候補者の条件)
第 11 条 代議員候補者は，以下の条件を満たす者でなければならない．
(3) 基準日時点（選挙実施年度の 9 月末）において未納会費がないこと
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.09.23「診療報酬改定セミナーのお知らせ（東海支部）
」を更新しました．
H28.09.23「専門医研修会のお知らせ（東海支部）
」を更新しました．
H28.09.23「支部会活動（東海支部）
」を更新しました．
H28.09.23「都道府県別専門医名簿（東京都）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
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「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.56 October 7, 2016
皆さん，東北は長袖シャツが丁度いい季節になってきました．お変わりございませんでしょうか？
スポーツの秋，岩手では国体が開催されております．以前ご紹介させて頂いた
「いわてスポーツデンティスト（ISD）
」が各競技で活躍し，ケガの処置だけではなく，スポーツと
歯の健康に関する情報提供や，マウスガードの紹介等も行っております．岩手国体で初めて「医師」
と同じ立場で「歯科医師」が正式にスタッフとしての参加が叶いました．岩手国体からスタートした
この一歩は，歯科界にとって大きな一歩です．ご尽力頂いた ISD の先生方に心から感謝と今後の活躍に
エールを送りたいと思います．また次年度開催県である愛媛ではこれがさらに発展し，さらには全国へ
展開することを確信しています．それではメールマガジン 56 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
～56 号コンテンツはこちら～
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<7>IJP-JPS Workshop for young Prosthodontist Educators のお知らせ
<8>歯学協 ニューズレターNo.7 発行のお知らせ
<9>歯科医療関係者向け研修会
<10>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
<11>The Japanese Dental Science Review
<12>医科歯科連携に必要なキーワード・リストについて
<13>HP 更新内容
<1>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日) 9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），市川哲雄先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤康弘先生（中国・四国支部）
●東海支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日) 10:00-12:30
会場：松本歯科大学図書館 2 階 学生ホール
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：山口泰彦先生（北海道大）
，佐藤裕二先生（昭和大），大川周治先生（明海大）
座長：佐藤裕二先生（昭和大），倉澤郁文先生（松歯大）
●九州支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 11 月 20 日 (日)10:00-12:30
会場：福岡県歯科医師会館
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田上直美先生（長崎大），村田比呂司先生（長崎大）
，津賀一弘先生（広島大）
座長：細川隆司先生（九歯大），田中昌博 先生（大歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，小野高裕先生（新潟大）
座長：藤井規孝先生（新潟大），魚島勝美先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日) 13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠先生（鶴見大），志賀 博 先生（日歯大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
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テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，小見山 道 先生（日大松戸）
<2>支部大会情報・活動予定
●東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口泰彦先生（北海道大）
準備委員長：高道 理先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：
「インプラントの上部構造に付与すべき咬合様式」
講師：近藤尚知先生（岩手医大）
座長：横山敦郎先生（北海道大）
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－43）
大会長：田中昌博先生（大歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
○関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)13:30-15:30
会場：あべのハルカス 25 階
テーマ：
「保険導入された補綴学的検査を，より身近に」
講師：志賀 博先生（日歯大）
，末瀬一彦先生（大歯大）
，吉田光由先生（広島大）
座長：馬場俊輔先生（大歯大）
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎正樹先生（新潟県歯科医師会）
実行委員長：小野高裕先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
○関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)15:10-17:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
テーマ：
「ファイバーポスト併用レジンコアをマスターする」
講師：坪田有史先生（東京支部）
，天川由美子先生（東京支部）
座長：小出 馨先生（日歯大新潟）
●東海支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 12 日(土)，13 日(日)
場所：松本市中央公民館 (Ｍウイング文化センター)（松本市中央 1-18-1）
大会長：倉澤郁文先生（松歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
（横浜市中区住吉町 6-68）
大会長：鈴木 駿介先生 (神奈川県歯科医師会)
実行委員長：小川 匠先生（鶴見大）
準備委員長：重田優子先生（鶴見大）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
○西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 1 月 22 日（日）16:00-17:30
会場：神奈川県歯科保健総合センター （神奈川県歯科医師会館）
テーマ：
「接着技法を最大限に活用した支台築造 ～ファイバーポストの応用とその根拠～」
講師：中村 善治先生（鶴見大）
，峯 篤史 先生（大阪大）
座長：木本 克彦先生（神歯大）
●東関東支部学術大会

147
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
会場：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)14:10-15:10
会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田 一洋 先生（北医療大）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<3>市民フォーラムのお知らせ
http://hotetsu.com/p7.html
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)13:00-14:00
会場：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
テーマ：
「健康長寿はお口から―噛むこと，飲むこと，しゃべること―」
講師：小林國彦先生（北海道大）
座長：服部佳功先生（東北大）
●西関東支部 市民フォーラム
(神奈川県歯科医師会 創立 110 周年記念事業 県民フォーラム）
日時：平成 28 年 10 月 30 日(日)13:30-17:00
会場：パシフィコ横浜 会議センター（横浜市西区みなとみらい 1-1）
テーマ：
「かながわ 健やか県民宣言 ～元気に生きる，おいしく食べる～」
講師：野口 健 先生，小泉進次郎 先生，竹内博朗 先生，小川 匠 先生（鶴見大）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)10:00-12:00
会場：朱鷺メッセ（新潟市）
テーマ：
「口腔と健康」
講師：新海史子 様（新潟放送）
，木戸寿明 先生（関越支部）
，浅沼直樹 先生（日歯大新潟）
座長：渡邉文彦 先生（日歯大新潟）
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)13:00-14:00
会場：日本歯科大学九段ホール
テーマ：
「噛むこと，噛めることと健康」
講師：志賀 博 先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 2 月 5 日（日） 15:30-16:30
会場：京成ホテルミラマーレ（千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1）
テーマ：
「なぜ，かかりつけ歯科医がいると長生きか」
講師：星 旦二 先生（首都大）
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 16 日(日)13:30-15:30
会場：松本歯科大学図書会館 2 階 学生ホール
テーマ：
「インプラント補綴のトラブル回避」
講師：村上 弘 先生（愛院大）
，山内六男先生（朝日大）
，中本哲自先生（松歯大）
座長：倉澤郁文先生（松歯大）
●中国・四国支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 16 日(日)13:00-16:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
テーマ：
「嚥下機能の評価と機能回復を見据えて」-舌圧測定の意義と舌接触床の臨床応用講師：津賀一弘先生（広島大），小野高裕先生（新潟大）
座長：近藤康弘先生（中国・四国支部）
，河野文昭先生（徳島大）
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
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テーマ：
「CAD/CAM 技術の臨床応用のポイント」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
，垂水良悦先生（札幌デンタル・ラボラトリー）
座長：上田康夫先生（北海道大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
会場：朱鷺メッセ（新潟市）
テーマ：
「超高齢社会における歯科補綴の役割とは」
講師：渡邊 裕先生（東京都健康長寿医療センター研究所），渡部 守 先生（渡部歯科医院）
座長：堀 一浩先生（新潟大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)10:00-12:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
テーマ：
「デジタルデンティストリーの現状と今後の展開」
講師：菅沼岳史先生（昭和大），新谷明一先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大） 河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）

<5>今後 1 か月の行事予定
・10 月 21-23 日 第 23 回日本歯科医学会総会
福岡国際会議場／福岡サンパレス（福岡市）
http://www2.convention.co.jp/jads2016/
・10 月 27,28 日 第 145 回日本歯科保存学会秋季大会
キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
http://www.kokuhoken.jp/jscd145/
・10 月 29,30 日 第 44 回日本歯科麻酔学会学術集会
札幌コンベンションセンター／札幌市産業振興センター（札幌市）
http://www.c-linkage.co.jp/jdsa44/
・11 月 4-6 日 国際歯科材料会議 2016／日本歯科理工学会秋期第 68 回学術講演会
The Stones Hotel - Legian Bali (Indonesia)
http://idmc2016.com/
・11 月 5,6 日 日本咀嚼学会第 27 回学術大会
広島大学霞キャンパス 広仁会館（広島市）
http://lynx-dent.com/jsmshp27/index.html
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会第 2 回
補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の
第 2 弾であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，
パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つの
カテゴリーに分けてシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や
若手の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
大会長：鱒見進一先生（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
定員：990 名
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
http://web.apollon.nta.co.jp/protho16/
<7>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを
目的とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップ
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を行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．今年度，
下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)～27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<8>歯学協 ニューズレターNo.7 発行のお知らせ
本学会理事 矢谷博文先生が，ご挨拶されています．
http://www.ucjds.jp/newsletter/newsletter.html
<9>歯科医療関係者向け研修会
「歯科医療に保育と栄養の視点を取り入れよう～摂食嚥下機能を理解して子どもの食の問題に対応する～」
会期：平成 28 年 11 月 27 日（日）13：00-15：55
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 10 月 11 日（火）-11 月 11 日（金）
http://www.jads.jp/2016/0908/index.html
<10>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
「歯学研究における重要な発見とその可能性－健康長寿への貢献からノーベル賞へ－」
会期：平成 28 年 12 月 17 日（土）13：00-15：45
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 11 月 1 日（火）-11 月 30 日（水）
http://www.jads.jp/2016/0914/index.html
<11> The Japanese Dental Science Review
日本歯科医学会から英文機関誌（The Japanese Dental Science Review Vol.52 No.4 Nov-2016）
が発行されました．下記 URL をご確認ください．
http://www.japanesedentalsciencereview.com/issue/S1882-7616(16)X0006-3
<12>医科歯科連携に必要なキーワード・リストについて
日本歯科医学会の歯科医学教育・生涯研修協議会で作成され，各分科会で有効活用するため，
公開されたキーワード・リストです．
利用者は無料でダウンロードできます．使用説明を読んでご利用ください．
http://www.jads.jp/date/keyword_list.xlsx
<13>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.10.03 「支部会活動(東海支部)」を更新しました．
H28.09.29 「診療報酬改定セミナーのお知らせ（九州支部）
」を更新しました．
H28.09.29 「支部会活動(東関東支部，西関東支部)」を更新しました．
H28.09.29 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(西関東支部)」を更新しました．
H28.09.29 「専門医研修会のお知らせ(東関東支部)」を更新しました．
H28.09.29 「市民フォーラムのお知らせ(西関東支部，関越支部)」を更新しました．
H28.09.29 「都道府県別専門医名簿（滋賀県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
--------------------------------------------------株式会社日本旅行 公務法人営業部 ECP 営業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19 虎ノ門マリンビル 11 階
TEL 03-5402-6412 FAX 03-3437-3944
e-mail mcs_inq05@nta.co.jp
営業時間 平日 09：30～17:30（土・日・祝日は休業）
---------------------------------------------------
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JPS メールマガジン No.57 October 14, 2016
==================================================================
ここ北海道では，朝晩の冷え込みがさらに厳しくなってまいりました．長袖 T シャツの下
にはヒー○テック，上着にはダウンジャケットを着用したい衝動に駆られております．
『まだ早いか・・・？いや，もうそろそろ・・・』と自問自答を繰り広げる今日この頃です．
さて，私事ではございますが，11 月 13 日（日）に札幌市におきまして，
「日本歯科医療管理学会 平成２８年度北海道支部総会・学術大会」の開催を予定しております．
私，越智守生が大会長を務めさせていただきます．皆様お誘い合わせの上，ふるってご参加下さい．
北海道は，日ごとに寒さが増してまいりましたが，秋～冬の味覚の楽しみも増しております．
支部学術大会のみならず，そちらもご堪能いただきたく，皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております．
それではメールマガジン 57 号をお届けします．
（文責 越智守生）
～57 号コンテンツはこちら～
<1>代議員選挙の実施について
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<7>【JPR アンバサダー通信 vol. 20】
<8>歯科医療関係者向け研修会
<9>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
<10>The Japanese Dental Science Review
<11>医科歯科連携に必要なキーワード・リストについて
<12>HP 更新内容
<1>代議員選挙の実施について
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t8.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●中国・四国支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日) 9:30-12:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），市川哲雄先生（徳島大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：志賀 博 先生（日歯大）
，近藤康弘先生（中国・四国支部）
●東海支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 10 月 16 日 (日) 10:00-12:30
会場：松本歯科大学図書館 2 階 学生ホール
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：山口泰彦先生（北海道大）
，佐藤裕二先生（昭和大），大川周治先生（明海大）
座長：佐藤裕二先生（昭和大），倉澤郁文先生（松歯大）
●九州支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 11 月 20 日 (日)10:00-12:30
会場：福岡県歯科医師会館
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田上直美先生（長崎大），村田比呂司先生（長崎大）
，津賀一弘先生（広島大）
座長：細川隆司先生（九歯大），田中昌博 先生（大歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，小野高裕先生（新潟大）
座長：藤井規孝先生（新潟大），魚島勝美先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日) 13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠先生（鶴見大），志賀 博 先生（日歯大）
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●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口泰彦先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43）
大会長：田中昌博先生（大歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎正樹先生（新潟県歯科医師会）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
●東海支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 12 日(土)，13 日(日)
場所：松本市中央公民館 (Ｍウイング文化センター)（松本市中央 1-18-1）
大会長：倉澤郁文先生（松歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
（横浜市中区住吉町 6-68）
大会長：鈴木駿介先生 (神奈川県歯科医師会)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
会場：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 16 日(日)13:30-15:30
会場：松本歯科大学図書会館 2 階 学生ホール
テーマ：
「インプラント補綴のトラブル回避」
講師：村上 弘 先生（愛院大）
，山内六男先生（朝日大）
，中本哲自先生（松歯大）
座長：倉澤郁文先生（松歯大）
●中国・四国支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 16 日(日)13:00-16:00
会場：岡山コンベンションセンター コンベンションホール（西側）
テーマ：
「嚥下機能の評価と機能回復を見据えて」-舌圧測定の意義と舌接触床の臨床応用講師：津賀一弘先生（広島大），小野高裕先生（新潟大）
座長：近藤康弘先生（中国・四国支部）
，河野文昭先生（徳島大）
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
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テーマ：
「CAD/CAM 技術の臨床応用のポイント」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
，垂水良悦先生（札幌デンタル・ラボラトリー）
座長：上田康夫先生（北海道大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
会場：朱鷺メッセ（新潟市）
テーマ：
「超高齢社会における歯科補綴の役割とは」
講師：渡邊 裕 先生（東京都健康長寿医療センター研究所）
，渡部 守 先生（渡部
歯科医院）
座長：堀 一浩先生（新潟大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)10:00-12:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
テーマ：
「デジタルデンティストリーの現状と今後の展開」
講師：菅沼岳史先生（昭和大），新谷明一先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理－装着後に発生する問題とその対応－」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>今後 1 か月の行事予定
・10 月 21-23 日 第 23 回日本歯科医学会総会
福岡国際会議場／福岡サンパレス（福岡市）
http://www2.convention.co.jp/jads2016/
・10 月 27,28 日 第 145 回日本歯科保存学会秋季大会
キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
http://www.kokuhoken.jp/jscd145/
・10 月 29,30 日 第 44 回日本歯科麻酔学会学術集会
札幌コンベンションセンター／札幌市産業振興センター（札幌市）
http://www.c-linkage.co.jp/jdsa44/
・11 月 4-6 日 国際歯科材料会議 2016／日本歯科理工学会秋期第 68 回学術講演会
The Stones Hotel - Legian Bali (Indonesia)
http://idmc2016.com/
・11 月 5,6 日 日本咀嚼学会第 27 回学術大会
広島大学霞キャンパス 広仁会館（広島市）
http://lynx-dent.com/jsmshp27/index.html
・11 月 13 日 日本歯科医療管理学会 平成 28 年度北海道支部総会・学術大会
北海道歯科医師会館（札幌市）
http://www.jsdpa.gr.jp/shibu
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会第 2 回
補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の
第 2 弾であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，
パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つの
カテゴリーに分けてシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や
若手の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
大会長：鱒見進一先生（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
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参加費：無料，事前参加登録制
定員：990 名
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
<7>【JPR アンバサダー通信 vol. 20】
日本大学松戸歯学部の谷本です．早いもので今回の JPR アンバサダー通信が記念すべき
vol.20 となりました．いままで本通信から，さまざまな JPR に関する情報を発信させて
頂いております．さて今回は，JPR の査読者の先生方がご自身の査読実績を確認すること
ができる「Reviewer Recognition Platform (RRP)」について簡単にご紹介させて頂きます．
これは JPR の出版元であるエルゼビアが提供するサービスで，JPR を含む数多くのジャーナル
を対象とする，査読者個別のプロフィールページです．このプロフィールページでは，
査読者の先生方がご自身の過去１年間の査読実績レポートや査読者ステータス証明書
およびバッジをダウンロードすることができます．
下記↓ホームページ↓からアクセスできます．
https://www.reviewerrecognition.elsevier.com/
査読者にとって本 RRP の本質的な活用メリットについては議論を要するところですが，
ソーシャルメディア（Facebook や Twitter など）による共有機能も備えているので，
たとえば研究者同士のコミュニケーションツールとして利用するなど，
それぞれに見合った活用法を見出して頂ければ幸いです．最後になりましたが，会員の皆様
には日頃より JPR の査読に多大なるご尽力を頂き，この場を借りて感謝申し上げます．
また今後も変わらぬご支援，ご鞭撻の程よろしくお願い致します．
次回の通信は，JPR フライヤーのデザインを手掛けるなどマルチな才能の持ち主，
石岡先生（昭和大学）にお願いします．
（JPR 編集委員・谷本安浩）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Shear bond strength of a denture base acrylic resin and
gingiva-colored indirect composite material to zirconia ceramics
Kei Kubochi, Futoshi Komine, Ryosuke Fushiki, Shogo Yagawa, Serina Mori, Hideo Matsumura
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300688
●Accurate shade image matching by using a smartphone camera
Weng-Kong Tam, Hsi-Jian Lee
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300652
●Complications causing patients to discontinue using oral appliances
for treatment of obstructive sleep apnea
Keisuke Nishigawa, Rika Hayama, Yoshizo Matsuka
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S188319581630069X
●Effect of electrical discharge machining on dental Y-TZP ceramic-resin bonding
Nergiz Rona, Murat Yenisey, Gokhan Kucukturk, Hakan Gurun, Can Cogun, Ziya Esen
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300676
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<8>歯科医療関係者向け研修会
「歯科医療に保育と栄養の視点を取り入れよう～摂食嚥下機能を理解して子どもの食の問題に対応する～」
会期：平成 28 年 11 月 27 日（日）13：00-15：55
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 10 月 11 日（火）-11 月 11 日（金）
http://www.jads.jp/2016/0908/index.html
<9>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
「歯学研究における重要な発見とその可能性-健康長寿への貢献からノーベル賞へ-」
会期：平成 28 年 12 月 17 日（土）13：00-15：45
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 11 月 1 日（火）-11 月 30 日（水）
http://www.jads.jp/2016/0914/index.html
<10> The Japanese Dental Science Review
日本歯科医学会から英文機関誌（The Japanese Dental Science Review Vol.52 No.4 Nov-2016）
が発行されました．下記 URL をご確認ください．
http://www.japanesedentalsciencereview.com/issue/S1882-7616(16)X0006-3
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<11>医科歯科連携に必要なキーワード・リストについて
日本歯科医学会の歯科医学教育・生涯研修協議会で作成され，各分科会で有効活用するため，
公開されたキーワード・リストです．利用者は無料でダウンロードできます．
使用説明を読んでご利用ください．
http://www.jads.jp/date/keyword_list.xlsx
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.10.11 「代議員選挙の実施について」を更新しました．
H28.10.07 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
H28.10.05 「支部会活動(西関東支部)」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
株式会社日本旅行 公務法人営業部 ECP 営業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19 虎ノ門マリンビル 11 階
TEL 03-5402-6412 FAX 03-3437-3944
e-mail mcs_inq05@nta.co.jp
営業時間 平日 09：30～17:30（土・日・祝日は休業）
---------------------------------------------------
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北海道ほどではないですが，大阪でも朝晩は少し冷え込むようになってきました.大阪では，
来週末（30 日）に日本で最も高い超高層ビルとして知られている｢あべのハルカス｣で関西支部
大会が開催されます．関西支部以外でも興味のある方は，ふるってご参加ください．
それでは，秋の大阪からメールマガジン 58 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～58 号コンテンツはこちら～
<1>代議員選挙の実施について
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5> 今後 1 か月の行事予定
<6> 第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<7>【JPR アンバサダー通信 vol. 21】
<8> IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
<9> 歯科医療関係者向け研修会
<10> 日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
<11> HP 更新内容
<1>代議員選挙の実施について
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t8.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●九州支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 11 月 20 日 (日)10:00-12:30
会場：福岡県歯科医師会館
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田上直美先生（長崎大），村田比呂司先生（長崎大）
，津賀一弘先生（広島大）
座長：細川隆司先生（九歯大），田中昌博 先生（大歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，小野高裕先生（新潟大）
座長：藤井規孝先生（新潟大），魚島勝美先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠先生（鶴見大），志賀 博 先生（日歯大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口泰彦先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43）
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大会長：田中昌博先生（大歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎正樹先生（新潟県歯科医師会）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
●東海支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 12 日(土)，13 日(日)
場所：松本市中央公民館 (Ｍウイング文化センター)（松本市中央 1-18-1）
大会長：倉澤郁文先生（松歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
（横浜市中区住吉町 6-68）
大会長：鈴木駿介先生 (神奈川県歯科医師会)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
会場：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東北・北海道支部 専門医研修会 16:30-18:30
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：
「CAD/CAM 技術の臨床応用のポイント」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
，垂水良悦先生（札幌デンタル・ラボラトリー）
座長：上田康夫先生（北海道大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)13:10-15:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市）
テーマ：
「超高齢社会における歯科補綴の役割とは」
講師：渡邊 裕 先生（東京都健康長寿医療センター研究所）
，渡部 守 先生（渡部
歯科医院）
座長：堀 一浩先生（新潟大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)10:00-12:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
テーマ：
「デジタルデンティストリーの現状と今後の展開」
講師：菅沼岳史先生（昭和大），新谷明一先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理－装着後に発生する問題とその対応－」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
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<5> 今後 1 か月の行事予定
・10 月 21-23 日 第 23 回日本歯科医学会総会
福岡国際会議場／福岡サンパレス（福岡市）
http://www2.convention.co.jp/jads2016/
・10 月 27,28 日 第 145 回日本歯科保存学会秋季大会
キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）
http://www.kokuhoken.jp/jscd145/
・10 月 29,30 日 第 44 回日本歯科麻酔学会学術集会
札幌コンベンションセンター／札幌市産業振興センター（札幌市）
http://www.c-linkage.co.jp/jdsa44/
・11 月 4-6 日 国際歯科材料会議 2016／日本歯科理工学会秋期第 68 回学術講演会
The Stones Hotel - Legian Bali (Indonesia)
http://idmc2016.com/
・11 月 5,6 日 日本咀嚼学会第 27 回学術大会
広島大学霞キャンパス 広仁会館（広島市）
http://lynx-dent.com/jsmshp27/index.html
・11 月 13 日 日本歯科医療管理学会 平成 28 年度北海道支部総会・学術大会
北海道歯科医師会館（札幌市）
http://www.jsdpa.gr.jp/shibu
・11 月 19,20 日 第 30 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会
京都府国際交流会館（京都市）
http://www.jaor.jp/30thmeeting.html
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日（土）
，11 日（日）の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会
第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の第 2 弾
であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，パーシャルデンチャー，
オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つのカテゴリーに分けて
シンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手の方々に依頼し，
参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10（土）
，11（日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
定員：990 名
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
<7>【JPR アンバサダー通信 vol. 21】
こんにちは．JPR 編集委員の石岡です．早いもので，2016 年も残すところ 2 か月ちょっととなりました．
でもこれからハロウィンパーティー，クリスマスパーティー，我が家では娘の誕生日パーティーと，
イベント尽くしで大忙しです．さて，JPR の知名度が上がってきたためか，投稿数が増えて
きていることは皆様ご存知かと思いますが，それに伴い，投稿システムに関するちょっとした
質問やご指摘等も増えてきています．先日も投稿してくださった先生から間違いをご指摘いただき，
早急に対応させていただきました．利用してくださる皆様の声はとても貴重です．どんな些細なこと
でも良いので，お気付きの点，使いやすさ，使いにくさ等ありましたら，JPR 編集委員宛にご連絡
いただければ幸いです．JPR では，もっと JPR の中身を知っていただきたいので，Thomson Reuters 社
の Article level notice service というサービスを利用しています．これは，私たち編集委員が選定
した論文をその論文の専門分野の先生方に直接メールでお知らせするサービスです．どの先生に
送られるかは，Thomson Reuters 社の企業秘密のようで私たちにもわからないのですが，
私に送られてきたことはありません… そんな先生も多いかと思い，補綴学会の HP からリンク
されている JPR の PR フライヤーに Editor's Choice Collections として，論文を紹介していますので，
ぜひご覧ください!!
http://www.hotetsu.com/files/files_174.pdf
次回は，JPR の元気印，峯先生からのアンバサダー通信をお送りいたします．
（JPR 編集委員・石岡美香）
＊＊＊ JPR

電子出版済み論文

＊＊＊
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＜Editorial＞
●Non-metal clasp dentures: More evidence is needed for optimal clinical application
Kenji Fueki
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300718
＜Letter to the Editor＞
●Challenges for stem cell-based "regenerative prosthodontics"
Kunimichi Niibe, Fumio Suehiro, Masamitsu Oshima, Masahiro Nishimura,
Takuo Kuboki, Hiroshi Egusa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300731
＜Original Articles＞
●Biomechanical analysis of immediately loaded implants according to the "All-on-Four" concept
Satoshi Horita, Tsutomu Sugiura, Kazuhiko Yamamoto, Kazuhiro Murakami,
Yuichiro Imai, Tadaaki Kirita
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300706
●Effect of self and dual-curing on degree of conversion and crosslink density of
dual-cure core build-up materials
Duygu Karakis, Arzu Zeynep Yildirim-Bicer, Arife Dogan, Haluk Koralay, Sukru Cavdar
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300342
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<8>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に携わる
若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを目的とした
公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb(カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップ
を行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．
今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)-27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<9>歯科医療関係者向け研修会
「歯科医療に保育と栄養の視点を取り入れよう～摂食嚥下機能を理解して子どもの食の問題に対応する～」
会期：平成 28 年 11 月 27 日（日）13：00-15：55
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 10 月 11 日（火）-11 月 11 日（金）
http://www.jads.jp/2016/0908/index.html
<10>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
「歯学研究における重要な発見とその可能性-健康長寿への貢献からノーベル賞へ-」
会期：平成 28 年 12 月 17 日（土）13：00-15：45
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 11 月 1 日（火）-11 月 30 日（水）
http://www.jads.jp/2016/0914/index.html
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.10.13 「専門医研修会のお知らせ（関越支部）
」を更新しました.
H28.10.13 「生涯学習公開セミナーのお知らせ（関越支部）
」を更新しました.
H28.10.13 「市民フォーラムのお知らせ（東関東支部）
」を更新しました.
H28.10.13 「支部会活動（東関東支部）
」を更新しました.
====================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
=====================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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朝晩寒くなりました．皆さまのお近くの山々は色づき始めたのではないでしょうか．
今年は例年に比べて色が良くないと言われていますが，リフレッシュするため出かけてみませんか．
私は「スポーツの秋」の次に「行楽の秋」を計画中です．もちろん「勉学の秋」でもありますので，
学会にも進んで参加する予定です．皆さまも色々な秋をお楽しみください．
それではメールマガジン 59 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～59 号コンテンツはこちら～
<1> 代議員選挙の実施について
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<7>IJP-JPS Workshop for young Prosthodontist Educators のお知らせ
<8>ワルファリンカリウム及びアゾール系抗真菌剤（経口剤・注射剤）の「使用上の注意」改訂について
<9>歯科医療関係者向け研修会
<10>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
<11>HP 更新内容
<1>代議員選挙の実施について
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t8.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●九州支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 11 月 20 日 (日)10:00-12:30
会場：福岡県歯科医師会館
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田上直美先生（長崎大），村田比呂司先生（長崎大）
，津賀一弘先生（広島大）
座長：細川隆司先生（九歯大），田中昌博先生（大歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，小野高裕先生（新潟大）
座長：藤井規孝先生（新潟大），魚島勝美先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠 先生（鶴見大）
，志賀 博 先生（日歯大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●東北・北海道支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
場所：北海道大学工学部 オープンホール（札幌市北区北 13 条西 8 丁目）
大会長：山口泰彦先生（北海道大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
http://www.den.hokudai.ac.jp/hotetsu2/chi_xue_buWebsaba/bu_zhui_xue_hui_zhi_bu_hui.html
●関西支部学術大会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
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場所：あべのハルカス 25 階（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43）
大会長：田中昌博先生（大歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kansai
http://www.osaka-dent.ac.jp/jpskansai/
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎正樹先生（新潟県歯科医師会）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
●東海支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 12 日(土)，13 日(日)
場所：松本市中央公民館 (Ｍウイング文化センター)（松本市中央 1-18-1）
大会長：倉澤郁文先生（松歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
（横浜市中区住吉町 6-68）
大会長：鈴木駿介先生 (神奈川県歯科医師会)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 10 月 29 日(土)16:30-18:30
会場：北海道大学工学部 オープンホール
テーマ：
「CAD/CAM 技術の臨床応用のポイント」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
，垂水良悦先生（札幌デンタル・ラボラトリー）
座長：上田康夫先生（北海道大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)13:10-15:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市）
テーマ：
「超高齢社会における歯科補綴の役割とは」
講師：渡邊 裕 先生（東京都健康長寿医療センター研究所），渡部 守 先生（渡部
歯科医院）
座長：堀 一浩先生（新潟大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)10:00-12:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
テーマ：
「デジタルデンティストリーの現状と今後の展開」
講師：菅沼岳史先生（昭和大），新谷明一先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理－装着後に発生する問題とその対応－」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
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座長：大川周治先生（明海大）
<5>今後 1 か月の行事予定
・10 月 29,30 日 第 44 回日本歯科麻酔学会学術集会
札幌コンベンションセンター／札幌市産業振興センター（札幌市）
http://www.c-linkage.co.jp/jdsa44/
・11 月 4-6 日 国際歯科材料会議 2016／日本歯科理工学会秋期第 68 回学術講演会
The Stones Hotel - Legian Bali (Indonesia)
http://idmc2016.com/
・11 月 5,6 日 日本咀嚼学会第 27 回学術大会
広島大学霞キャンパス 広仁会館（広島市）
http://lynx-dent.com/jsmshp27/index.html
・11 月 13 日 日本歯科医療管理学会 平成 28 年度北海道支部総会・学術大会
北海道歯科医師会館（札幌市）
http://www.jsdpa.gr.jp/shibu
・11 月 19,20 日 第 30 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会
京都府国際交流会館（京都市）
http://www.jaor.jp/30thmeeting.html
・12 月 3,4 日 第 35 回日本接着歯学会学術大会
北海道大学 学術交流会館（札幌市）
http://www.lynx-dent.com/jsad35/
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会第 2 回
補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の
第 2 弾であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，
パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，
特殊補綴装置の 4 つのカテゴリーに分けてシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，
前途有望な中堅や若手の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一先生（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
定員：990 名
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
<7>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に
携わる若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを
目的とした公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間の
ワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．
今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)-27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<8>ワルファリンカリウム及びアゾール系抗真菌剤（経口剤・注射剤）の「使用上の注意」改訂について
厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長名で，上記改訂の周知依頼がありましたので，お知らせいたします．
詳細は下記ページをご参照ください．
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161018I0030.pdf
<9>歯科医療関係者向け研修会
「歯科医療に保育と栄養の視点を取り入れよう～摂食嚥下機能を理解して子どもの食の問題に対応する～」
会期：平成 28 年 11 月 27 日(日)13:00-15:55
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
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参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 10 月 11 日(火) - 11 月 11 日(金)
http://www.jads.jp/2016/0908/index.html
<10>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
「歯学研究における重要な発見とその可能性－健康長寿への貢献からノーベル賞へ－」
会期：平成 28 年 12 月 17 日(土)13:00-15:45
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 11 月 1 日(火) - 11 月 30 日(水)
http://www.jads.jp/2016/0914/index.html
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.10.20「支部会活動（関西支部）
」を更新しました．
H28.10.20「専門医研修会のお知らせ（関西支部）
」を更新しました．
H28.10.20「支部会活動（東海支部）
」を更新しました．
H28.10.20「生涯学習公開セミナーのお知らせ（東海支部）
」を更新しました．
H28.10.20「市民フォーラムのお知らせ（東海支部）
」を更新しました．
H28.10.20「依頼論文 8 巻 3 号」を掲載しました．
H28.10.20「依頼論文 8 巻 2 号」を掲載しました．
H28.10.20「オンラインアーティクル 8 巻 2 号」を掲載しました．
H28.10.20 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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会員の皆様，こんにちは．先週末は札幌で開催されました東北・北海道支部学術大会に
出席してきました．会場のある北大キャンパスでは，イチョウ並木が黄色く色づき，
沢山の観光客が集まっていました．沢山の人と言えば日本シリーズ．ホームのファイターズ
優勝で札幌は盛り上がっていました．個人的には第 7 戦（黒田 VS 大谷？）まで見たかったのですが，
その話をタクシーの運転手さんに話したところ，
「明日は試合ないはずだ！」と一括され，
その後タクシー内は微妙な雰囲気になった事は言うまでもありません．KY って今も使いますか？
カープファンの皆さん残念でしたが，圧巻の打棒・黒田投手のファイトあふれるピッチングは忘れません…
それではメールマガジン 60 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
～60 号コンテンツはこちら～
<1> 代議員選挙の実施について
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<7>IJP-JPS Workshop for young Prosthodontist Educators のお知らせ
<8>ワルファリンカリウム及びアゾール系抗真菌剤（経口剤・注射剤）の「使用上の注意」改訂について
<9>歯科医療関係者向け研修会
<10>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
<11>日中医学協会 2017 年度助成募集について
<12>HP 更新内容
<1>代議員選挙の実施について
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t8.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●九州支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 11 月 20 日 (日)10:00-12:30
会場：福岡県歯科医師会館
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田上直美先生（長崎大），村田比呂司先生（長崎大）
，津賀一弘先生（広島大）
座長：細川隆司先生（九歯大），田中昌博先生（大歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，小野高裕先生（新潟大）
座長：藤井規孝先生（新潟大），魚島勝美先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠 先生（鶴見大）
，志賀 博 先生（日歯大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●関越支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)
場所：朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島 6 番 1 号）
大会長：松崎正樹先生（新潟県歯科医師会）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
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●東海支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 12 日(土)，13 日(日)
場所：松本市中央公民館 (Ｍウイング文化センター)（松本市中央 1-18-1）
大会長：倉澤郁文先生（松歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
（横浜市中区住吉町 6-68）
大会長：鈴木駿介先生 (神奈川県歯科医師会)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 6 日(日)13:10-15:10
会場：朱鷺メッセ（新潟市）
テーマ：
「超高齢社会における歯科補綴の役割とは」
講師：渡邊 裕 先生（東京都健康長寿医療センター研究所），渡部 守 先生（渡部歯科医院）
座長：堀 一浩先生（新潟大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)10:00-12:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
テーマ：
「デジタルデンティストリーの現状と今後の展開」
講師：菅沼岳史先生（昭和大），新谷明一先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理-装着後に発生する問題とその対応-」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>今後 1 か月の行事予定
・11 月 4-6 日 国際歯科材料会議 2016／日本歯科理工学会秋期第 68 回学術講演会
The Stones Hotel - Legian Bali (Indonesia)
http://idmc2016.com/
・11 月 5,6 日 日本咀嚼学会第 27 回学術大会
広島大学霞キャンパス 広仁会館（広島市）
http://lynx-dent.com/jsmshp27/index.html
・11 月 13 日 日本歯科医療管理学会 平成 28 年度北海道支部総会・学術大会
北海道歯科医師会館（札幌市）
http://www.jsdpa.gr.jp/shibu
・11 月 19,20 日 第 30 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会
京都府国際交流会館（京都市）
http://www.jaor.jp/30thmeeting.html
・12 月 3,4 日 第 35 回日本接着歯学会学術大会
北海道大学 学術交流会館（札幌市）
http://www.lynx-dent.com/jsad35/
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<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会第 2 回
補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の
第 2 弾であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，
パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つの
カテゴリーに分けてシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手
の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一先生（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
※事前登録は締め切りましたが，座席には余裕がありますので，当日，直接会場へお越しください．
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
<7>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に携わる
若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを目的と
した公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップを行い，
これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．
今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)-27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<8>ワルファリンカリウム及びアゾール系抗真菌剤（経口剤・注射剤）の「使用上の注意」改訂について
厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長名で，上記改訂の周知依頼がありましたので，お知らせいたします．
詳細は下記ページをご参照ください．
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161018I0030.pdf
<9>歯科医療関係者向け研修会
「歯科医療に保育と栄養の視点を取り入れよう～摂食嚥下機能を理解して子どもの食の問題に対応する～」
会期：平成 28 年 11 月 27 日(日)13:00-15:55
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 10 月 11 日(火) - 11 月 11 日(金)
http://www.jads.jp/2016/0908/index.html
<10>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
「歯学研究における重要な発見とその可能性-健康長寿への貢献からノーベル賞へ-」
会期：平成 28 年 12 月 17 日(土)13:00-15:45
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 11 月 1 日(火) - 11 月 30 日(水)
http://www.jads.jp/2016/0914/index.html
<11>日中医学協会 2017 年度助成募集について
募集項目：Ａ）調査・共同研究助成 Ｂ）若手在留中国人研究者助成
助成領域：基礎医学・薬学
応募期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 1 月 13 日
助成対象・金額，応募方法：下記募集要項をご参照ください．
http://www.jpcnma.or.jp/data/2017_youkou.pdf

166
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.10.27 「支部大会用抄録用紙」を掲載しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
(広報委員長より)
本日記念すべきメールマガジン 60 号を配信させていただきます．いつも最後までご覧いただきまして
誠にありがとうございます．本学会日本語ＨＰもマイナーで改訂しました．英文ＨＰも間もなく改訂
されますのでぜひともご覧ください．また，今後は各支部のＨＰも本部ＨＰとリンクし，会員情報と
してより活用しやすいよう検討しています．ご期待ください．
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==================================================================
寒さが一段と厳しくなってまいりましたが，会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか？
ここ北海道では，ついに雪が降り始め，連日，凍結した道路や雪かきの話題で持ちきりです．
そして今週末，北海道には「嵐」が来ます．吹雪ではありません．
「嵐」です．そう，
あのジャニーズの嵐がコンサートのため札幌市に上陸？するそうです．先週は，ファイターズ
日本一で熱くなった北海道・札幌ですが，今週末は「嵐」！寒さを感じている暇はありません．
さて，熱く盛り上がる北の大地で，またまた私事ではございますが，日本歯科医療管理学会
第 24 回北海道支部学術大会を開催させていただきます．
「歯科医療安全管理におけるデジタルデンティストリーを考える」のテーマで一般口演，
企業講演，教育講演，特別講演を企画しています．ご興味のある方はお越しください．
（文責 越智守生）
～61 号コンテンツはこちら～
<1>優秀論文賞候補者の募集について
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<7>IJP-JPS Workshop for young Prosthodontist Educators のお知らせ
<8>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
<9>ワルファリンカリウム及びアゾール系抗真菌剤（経口剤・注射剤）の「使用上の注意」改訂について
<10>歯科医療関係者向け研修会
<11>日本歯科医学会・
「歯学教育認証制度等の実施に関する調査研究」平成 28 年度事業報告公開シンポジウム
<12>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
<13>HP 更新内容
<1>優秀論文賞候補者の募集について
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t9.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●九州支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 11 月 20 日 (日)10:00-12:30
会場：福岡県歯科医師会館
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田上直美先生（長崎大），村田比呂司先生（長崎大）
，津賀一弘先生（広島大）
座長：細川隆司先生（九歯大），田中昌博先生（大歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，小野高裕先生（新潟大）
座長：藤井規孝先生（新潟大），魚島勝美先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠 先生（鶴見大）
，志賀 博 先生（日歯大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●東海支部学術大会
日時：平成 28 年 11 月 12 日(土)，13 日(日)
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場所：松本市中央公民館 (Ｍウイング文化センター)（松本市中央 1-18-1）
大会長：倉澤郁文先生（松歯大）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#tokai
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
（横浜市中区住吉町 6-68）
大会長：鈴木駿介先生 (神奈川県歯科医師会)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)10:00-12:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
テーマ：
「デジタルデンティストリーの現状と今後の展開」
講師：菅沼岳史先生（昭和大），新谷明一先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理-装着後に発生する問題とその対応-」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>今後 1 か月の行事予定
・11 月 13 日 日本歯科医療管理学会
北海道歯科医師会館（札幌市）
http://www.jsdpa.gr.jp/shibu

平成 28 年度北海道支部総会・学術大会

・11 月 19,20 日 第 30 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会
京都府国際交流会館（京都市）
http://www.jaor.jp/30thmeeting.html
・12 月 3,4 日 第 35 回日本接着歯学会学術大会
北海道大学 学術交流会館（札幌市）
http://www.lynx-dent.com/jsad35/
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会第 2 回
補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の
第 2 弾であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，
パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つの
カテゴリーに分けてシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手
の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
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シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一先生（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
（＊参加登録は締め切りましたが，座席には余裕がありますので，当日，直接会場へお越しください．
）
定員：990 名
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
<7>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に携わる
若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを目的と
した公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb (カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間のワークショップを行い，
これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催されました．
今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりましたのでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)-27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<8>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
下記ページからご覧ください．
http://www.ucjds.jp/newsletter/newsletter.html
<9>ワルファリンカリウム及びアゾール系抗真菌剤（経口剤・注射剤）の「使用上の注意」改訂について
厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長名で，上記改訂の周知依頼がありましたので，お知らせいたします．
詳細は下記ページをご参照ください．
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161018I0030.pdf
<10>歯科医療関係者向け研修会
「歯科医療に保育と栄養の視点を取り入れよう～摂食嚥下機能を理解して子どもの食の問題に対応する～」
会期：平成 28 年 11 月 27 日(日)13:00-15:55
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 10 月 11 日(火) - 11 月 11 日(金)（本日締め切りです！）
http://www.jads.jp/2016/0908/index.html
＜11＞日本歯科医学会・
「歯学教育認証制度等の実施に関する調査研究」平成 28 年度事業報告公開シンポジウム
日時：平成 28 年 12 月 10 日(土)13:00-17:00
会場：東京歯科大学水道橋校舎新館 血脇記念ホール（2～3 階）
申込方法：参加申込書（※）に必要事項記入の上，下記へＦＡＸもしくはメールにて
お申し込みください．
※参加申込書は本学会事務局（hotetsu-gakkai01@max.odn.ne.jp）へ請求願います．
申込締切：平成 28 年 11 月 28 日(月)
申込先・問合せ先：東京医科歯科大学統合教育機構 TEL&FAX 03-5803-4577
Email: 伊藤里美 hatomi.adm@cmn.tmd.ac.jp 森田純子 j.morita.adm@cmn.tmd.ac.jp
<12>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
「歯学研究における重要な発見とその可能性-健康長寿への貢献からノーベル賞へ-」
会期：平成 28 年 12 月 17 日(土)13:00-15:45
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 11 月 1 日(火) - 11 月 30 日(水)
http://www.jads.jp/2016/0914/index.html
<13>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.11.04 「優秀論文賞候補者の募集」を掲載しました．
H28.11.04 「オンラインアーティクル 8 巻 4 号」を掲載しました．
H28.11.04 「診療報酬改定セミナーのお知らせ（西関東支部）
」を更新しました．
H28.11.04 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
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==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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11 月も後半になり，寒い日が増えてきました．今年の関西は，夏が終わると秋をとばして
一気に冬がきたような印象です．北海道では 11 月の前半から大雪が降るなど今年の冬は寒く
なるそうです．会員の皆様の地方は，いかがでしょうか．
それでは，本格的な冬の近づいた大阪からメールマガジン 62 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～62 号コンテンツはこちら～
<1>優秀論文賞候補者の募集について
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<7>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
<8>歯科医療関係者向け研修会
<9>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
<10>日中医学協会 2017 年度助成募集
<11>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
<12>HP 更新内容
<1>優秀論文賞候補者の募集について
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t9.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●九州支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 11 月 20 日 (日)10:00-12:30
会場：福岡県歯科医師会館
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田上直美先生（長崎大），村田比呂司先生（長崎大）
，津賀一弘先生（広大）
座長：細川隆司先生（九歯大），田中昌博 先生（大歯大）
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日) 13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博 先生（大歯大）
，鈴木哲也 先生（医歯大）
，小野高裕 先生（新潟大）
座長：藤井規孝 先生（新潟大）
，魚島勝美 先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日) 13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠 先生（鶴見大）
，志賀 博 先生（日歯大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日) 9:00-12:30
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
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http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 28 年 11 月 20 日(日)10:00-12:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
テーマ：
「デジタルデンティストリーの現状と今後の展開」
講師：菅沼岳史先生（昭和大），新谷明一先生（日歯大）
座長：五味治徳先生（日歯大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理-装着後に発生する問題とその対応-」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5> 今後 1 か月の行事予定
・11 月 19,20 日 第 30 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会
京都府国際交流会館（京都市）
http://www.jaor.jp/30thmeeting.html
・12 月 2,3 日 The Greater New York Academy of Prosthodontics 62nd Scientific Meeting
Jazz at Lincoln Center (New York City)
http://www.gnyap.org/professional-resources/meetings/
・12 月 3,4 日 第 35 回日本接着歯学会学術大会
北海道大学 学術交流会館（札幌市）
http://www.lynx-dent.com/jsad35/
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日（土）
，11 日（日）の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会
第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の第 2 弾
であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，パーシャルデンチャー，
オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つのカテゴリーに分け
てシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手の方々に依頼し，
参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10（土）
，11（日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一先生（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
（＊参加登録は締め切りましたが，座席には余裕がありますので，当日，直接会場へお越しください．
）
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能

<7>IJP-JPS Workshop for Young Prosthodontist Educators のお知らせ
開催目的：本ワークショップは，英語での講義とチュートリアルを通して補綴教育に携わる
若手教員の補綴臨床における見識を高め，補綴教育における指導者を育成することを目的と
した公益事業です．International Journal of Prosthodontics（IJP）の編集委員である
George Zarb(カナダ)，Winfried Walther (ドイツ)，John Hobkirk (イギリス)，
Iven Klineberg（オーストラリア）が中心となり 36 人の参加者に対して 3.5 日間の
ワークショップを行い，これまでヨーロッパ（ドイツ）とアジアではソウルと北京で開催
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されました．今年度，下記の要領にて日本補綴歯科学会(JPS)が主催する運びとなりました
のでお知らせいたします．
日時：平成 28 年 11 月 24 日(木)～27 日(日)
会場：京都・松風研修センター（京都市東山区福稲上高松町 11 番地）
参加申し込み：締切済
http://hotetsu.com/t6.html
<8>歯科医療関係者向け研修会
「歯科医療に保育と栄養の視点を取り入れよう～摂食嚥下機能を理解して子どもの食
の問題に対応する～」
会期：平成 28 年 11 月 27 日（日）13：00-15：55
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：締切済
http://www.jads.jp/2016/0908/index.html
<9>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
「歯学研究における重要な発見とその可能性‐健康長寿への貢献からノーベル賞へ‐」
会期：平成 28 年 12 月 17 日（土）13：00-15：45
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 11 月 1 日（火）-11 月 30 日（水）
http://www.jads.jp/2016/0914/index.html
<10>日中医学協会 2017 年度助成募集について
募集項目：Ａ）調査・共同研究助成 Ｂ）若手在留中国人研究者助成
助成領域：基礎医学・薬学
応募期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 1 月 13 日
助成対象・金額，応募方法：下記募集要項をご参照ください．
http://www.jpcnma.or.jp/data/2017_youkou.pdf
<11>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
下記ページからご覧ください．
http://www.ucjds.jp/newsletter/newsletter.html
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.11.10 「都道府県別専門医名簿（福岡県）
」を更新しました.
====================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
=====================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp

174
JPS メールマガジン No.63 November 25, 2016
==================================================================
来週からもう師走．寒くなりますし忘年会も始まりますので，しっかり体調管理をしましょう．
10,11 日には「プロソ'16」が開催されます．参加登録は締め切られましたが，座席には余裕が
あるようですので，当日，直接会場へお越しください．
それではメールマガジン 63 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～63 号コンテンツはこちら～
<1> 優秀論文賞候補者の募集について
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<7>「再生医療等治療賠償補償制度」のご案内
<8>「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
<9>歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
<10>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
<11>日中医学協会 2017 年度助成募集
<12>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
<13>HP 更新内容
<1>優秀論文賞候補者の募集について
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t9.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，小野高裕先生（新潟大）
座長：藤井規孝先生（新潟大），魚島勝美先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠先生（鶴見大），志賀 博 先生（日歯大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
（横浜市中区住吉町 6-68）
大会長：鈴木駿介先生 (神奈川県歯科医師会)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)13:00-15:00
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会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理－装着後に発生する問題とその対応－」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>今後 1 か月の行事予定
・12 月 2,3 日 The Greater New York Academy of Prosthodontics 62nd Scientific Meeting
Jazz at Lincoln Center (New York City)
http://www.gnyap.org/professional-resources/meetings/
・12 月 3,4 日 第 35 回日本接着歯学会学術大会
北海道大学 学術交流会館（札幌市）
http://www.lynx-dent.com/jsad35/
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会第 2 回補綴
歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の
第 2 弾であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，
パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つの
カテゴリーに分けてシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手
の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一先生（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
（＊参加登録は締め切りましたが，座席には余裕がありますので，当日，直接会場へお越しください．
）
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
＜7＞「再生医療等治療賠償補償制度」のご案内
再生医療推進ネットワーク協議会において日本補綴歯科学会の代表者を務めております
東北大学の江草です．この度，本協議会より日本再生医療学会が創設する
「再生医療等治療賠償補償制度」について案内がありましたので，お知らせいたします．
本制度は，再生医療等安全性確保法に基づき，治療（自由診療）として行われる再生医療等
における健康被害の救済を図るためのものです．歯科インプラント骨造成に伴う PRP 療法を
はじめ，厚生労働大臣に「治療」として提供計画を提出している再生医療等を対象としています．
＊本補償制度に加入するには，日本再生医療学会への入会が必要となります．
日本再生医療学会の関連リリースは下記ＵＲＬのとおりです．
◎「再生医療等治療賠償補償制度」の創設について
https://www.jsrm.jp/jo8cc30en-82/#_82
◎「再生医療等治療賠償補償制度」の加入受付を開始します
https://www.jsrm.jp/jo1bvv5t0-82/#_82
本制度の特徴のひとつは，従来の医師賠償責任保険では補償対象とならない，
医師・医療機関に過失がない健康被害も補償対象となっていることです．
【具体例】
歯科ＰＲＰ療法を例に挙げると，以下のような歯科医師・医療機関に過失がないケースでの
死亡や重度障害の発生といった健康被害が想定されます．
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・ＰＲＰを作成する際に用いられる添加物（抗凝固剤等）に対するアレルギー反応
・ＰＲＰ注入時のショック症状
このような健康被害に対しても本制度においてカバーが可能です．
詳細な説明をご希望の方は保険会社の担当者が説明いたしますので，以下にご連絡ください．
三井住友海上火災保険株式会社 公務開発部 開発室
電 話：03-3259-4384
メール： natsuna-matsushita@ms-ins.com （松下）
s-ohashi@ms-ins.com （大橋）
＜8＞「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
日本歯科医学会経由で，厚生労働省医政局総務課，厚生労働省医政局研究開発振興課より
情報提供がありました．詳細は，下記ホームページより，ご参照ください．
http://jams.med.or.jp/news/043.html
＜9＞歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
日本歯学系学会協議会より，上記提言と 6/2 開催開シンポジウムのプロシーディングの
情報提供がありました．詳細は下記ＰＤＦをご覧ください．
＊政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20161115.pdf
＊プロシーディング「歯科における先進医療の現状と展望」
http://www.ucjds.jp/proceeding/image/20161115symposium.pdf
<10>日本歯科医学会・国際歯科研究学会日本部会（JADR）共催シンポジウム
「歯学研究における重要な発見とその可能性－健康長寿への貢献からノーベル賞へ－」
会期：平成 28 年 12 月 17 日(土)13:00-15:45
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（先着順）
登録受付期間：平成 28 年 11 月 1 日(火) - 11 月 30 日(水)
http://www.jads.jp/2016/0914/index.html
<11>日中医学協会 2017 年度助成募集について
募集項目：Ａ）調査・共同研究助成 Ｂ）若手在留中国人研究者助成
助成領域：基礎医学・薬学
応募期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 1 月 13 日
助成対象・金額，応募方法：下記募集要項をご参照ください．
http://www.jpcnma.or.jp/data/2017_youkou.pdf
<12>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
下記ページからご覧ください．
http://www.ucjds.jp/newsletter/newsletter.html
<13>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.11.17「規程集」を更新しました．
H28.11.17「補綴歯科専門医研修プログラム作成指針」を掲載しました．
H28.11.17「支部会活動（東関東支部）
」を更新しました．
H28.11.17「依頼論文 8 巻 4 号」を掲載しました．
H28.11.17「オンラインアーティクル 8 巻 4 号」を更新しました．
H28.11.17 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
H28.11.17「Letter for Member 59 号」を掲載しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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==================================================================
いよいよ師走です．本格的な冬を迎え，毎朝布団から出るために気合いが必要になってきました．
どこの家庭もあるお話しかも知れませんが，我が家は毎朝ドタバタ劇場です．
母親の「早く起きなさい」が繰り返される度に，声のトーンの変化を感じつつも「まだ大丈夫」
と起きようとしない娘達，なかなか起きてこない娘達にいらつく母親，そのせめぎ合いを感じ
ながら静かにトイレに向かう私．もう少し静かな朝にならないのかなぁ？と感じるこの頃です．
「いつも変わらず，温かく迎えてくれるのはトイレの便座だけだよ」
．．
．
昔，そうお話くださった先輩の言葉を思い出し，個室で過ごす朝のひとときです．
それではメールマガジン 64 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
～64 号コンテンツはこちら～
<1>優秀論文賞候補者の募集について
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<7>「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
<8>歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
<9>日中医学協会 2017 年度助成募集
<10>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
<11>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
<12>HP 更新内容
<1>優秀論文賞候補者の募集について
平成 28 年度の「学会論文賞」
，
「奨励論文賞」の候補者を募集します．締切は 12 月 31 日です．
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t9.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ 【明後日開催です！】
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●関越支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:00-15:30
会場：ラマダホテル新潟
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，小野高裕先生（新潟大）
座長：藤井規孝先生（新潟大），魚島勝美先生（新潟大）
●西関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 28 年 12 月 4 日 (日)13:30-16:00
会場：神奈川県歯科医師会館
タイトル：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：末瀬一彦先生（大歯大），佐藤裕二先生（昭和大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：小川 匠先生（鶴見大），志賀 博 先生（日歯大）
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
（横浜市中区住吉町 6-68）
大会長：鈴木駿介先生 (神奈川県歯科医師会)
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
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<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理－装着後に発生する問題とその対応－」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>今後 1 か月の行事予定
・12 月 3,4 日 第 35 回日本接着歯学会学術大会
北海道大学 学術交流会館（札幌市）
http://www.lynx-dent.com/jsad35/
<6>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会第 2 回
補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の
第 2 弾であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，
パーシャルデンチャー，オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つの
カテゴリーに分けてシンポジウムを行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手
の方々に依頼し，参加者の方々と熱い議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10 日(土)，11 日(日)
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一先生（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加登録制
（＊参加登録は締め切りましたが，座席には余裕がありますので，当日，直接会場へお越しください．
）
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
<7>「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
日本歯科医学会経由で，厚生労働省医政局総務課，厚生労働省医政局研究開発振興課より情報提供がありました．
詳細は，下記ホームページより，ご参照ください．
http://jams.med.or.jp/news/043.html
<8>歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
日本歯学系学会協議会より，上記提言と 6/2 開催開シンポジウムのプロシーディングの情報提供がありました．
詳細は下記ＰＤＦをご覧ください．
＊政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20161115.pdf
＊プロシーディング「歯科における先進医療の現状と展望」
http://www.ucjds.jp/proceeding/image/20161115symposium.pdf
<9>日中医学協会 2017 年度助成募集について
募集項目：Ａ）調査・共同研究助成 Ｂ）若手在留中国人研究者助成
助成領域：基礎医学・薬学
応募期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 1 月 13 日
助成対象・金額，応募方法：下記募集要項をご参照ください．
http://www.jpcnma.or.jp/data/2017_youkou.pdf
<10>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
下記ページからご覧ください．
http://www.ucjds.jp/newsletter/newsletter.html
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<11>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，平成 28 年 12 月 29 日（木）～平成 29 年 1 月 4 日（水）までを
年末年始休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.11.24 「都道府県別専門医名簿（北海道）
」を更新しました．
H28.11.24 「都道府県別専門医名簿（宮城県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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いよいよ 12 月に入り，今年もあとわずかになりました．明日（10 日）から，
ベルサール新宿セントラルパークで，デンチャーの臨床を中心とした臨床研鑽会
「プロソ'16」が開催されます．参加登録は終了していますが，座席には余裕があり
当日参加（無料）が可能です．お時間があればぜひお出かけください．
西新宿エリアにはベルサールが 3 会場あるのでご注意ください．
それでは，冬を迎えた大阪からメールマガジン 65 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～65 号コンテンツはこちら～
<1>優秀論文賞候補者の募集について
<2>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
<3>平成 28 年度 研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせ
<4>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<5>支部大会情報・活動予定
<6>専門医研修会のお知らせ
<7>今後 1 か月の行事予定
<8>歯学協公開シンポジウムのご案内
<9>「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
<10>歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
<11>日中医学協会 2017 年度助成募集
<12>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
<13>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
<14>HP 更新内容
<1>優秀論文賞候補者の募集について
平成 28 年度の「学会論文賞」
，
「奨励論文賞」の候補者を募集します．締切は 12 月 31 日です．
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t9.html
<2>第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」開催のお知らせ
2016 年 12 月 10 日（土）
，11 日（日）の 2 日間にわたり，公益社団法人日本補綴歯科学会
第 2 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'16」がベルサール新宿セントラルパークにおいて開催されます．
本会は 2 年前に「プロソ'14」として日本補綴歯科学会が初めて開催した補綴歯科臨床研鑽会の第 2 弾
であります．今回のテーマは「補綴装置による機能回復を目指して」とし，パーシャルデンチャー，
オーバーデンチャー，コンプリートデンチャー，特殊補綴装置の 4 つのカテゴリーに分けてシンポジウム
を行います．各シンポジストとしては，前途有望な中堅や若手の方々に依頼し，参加者の方々と熱い
議論ができればと考えております．
日時：2016 年 12 月 10（土）
，11（日）
会場：ベルサール新宿セントラルパーク
http://web.apollon.nta.co.jp/prostho16/
テーマ：
「補綴装置による機能回復を目指して」
シンポジウム 1 パーシャルデンチャーによる機能回復
シンポジウム 2 オーバーデンチャーによる機能回復
シンポジウム 3 コンプリートデンチャーによる機能回復
シンポジウム 4 特殊補綴装置による機能回復
大会長：鱒見進一（専門医制度委員会委員長）
対象：補綴歯科専門医ならびに専門医申請予定者
参加費：無料，事前参加は締切済みですが，当日参加可能です．
定員：990 名
専門医研修単位：各シンポジウム 2 単位 計 8 単位の取得が可能
<3>平成 28 年度 研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせ
日時：平成 29 年 1 月 29 日（日）
，13 時～17 時（予定）
定員：先着 120 名
会場： 神奈川歯科大学横浜研修センター7 階大会議室（神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-31-6）
参加費：無料
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t10.html
<4>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
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講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<5>支部大会情報・活動予定
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
○西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 1 月 22 日（日）16:00-17:30
会場：神奈川県歯科保健総合センター （神奈川県歯科医師会館）
テーマ：
「接着技法を最大限に活用した支台築造
～ファイバーポストの応用とその根拠～」
講師：中村 善治先生（鶴見大）
，峯 篤史 先生（大阪大）
座長：木本 克彦先生（神歯大）
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日（日）14:10-15:10
会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田 一洋 先生（北医療大）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<6>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大） 河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<7> 今後 1 か月の行事予定
12 月，1 月に補綴関連の大きな学会はなく，2 月の予定です．
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics Annual Meeting
Marriott Downtown Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html

<8>歯学協公開シンポジウムのご案内
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
日時：平成 29 年 1 月 28 日（土）13：30～17：00
会場：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下１階 九段ホール
講師：鈴木 裕先生（NPO 法人 PEG ドクターズネットワーク理事長，
国際医療福祉大学病院副院長 消化器・乳腺外科部長 教授）
山田律子先生（北海道医療大学看護福祉学部教授）
弘中祥司先生（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座
口腔衛生学部門教授）
小原由紀先生（東京医科歯科大学大学院口腔健康教育学分野講師）
事前申込・参加費：不要
http://www.ucjds.jp/
<9>「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
日本歯科医学会経由で，厚生労働省医政局総務課，厚生労働省医政局研究開発振興課より
情報提供がありました．詳細は，下記ホームページより，ご参照ください．
http://jams.med.or.jp/news/043.html
<10>歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
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日本歯学系学会協議会より，上記提言と 6/2 開催開シンポジウムのプロシーディングの
情報提供がありました．詳細は下記ＰＤＦをご覧ください．
＊政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20161115.pdf
＊プロシーディング「歯科における先進医療の現状と展望」
http://www.ucjds.jp/proceeding/image/20161115symposium.pdf
<11>日中医学協会 2017 年度助成募集について
募集項目：Ａ）調査・共同研究助成 Ｂ）若手在留中国人研究者助成
助成領域：基礎医学・薬学
応募期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 1 月 13 日
助成対象・金額，応募方法：下記募集要項をご参照ください．
http://www.jpcnma.or.jp/data/2017_youkou.pdf
<12>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
下記ページからご覧ください．
http://www.ucjds.jp/newsletter/newsletter.html
<13>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，平成 28 年 12 月 29 日（木）～平成 29 年 1 月 4 日（水）
までを年末年始休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
<14>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.12.01 「申請・更新書類ダウンロード」を更新しました．
H28.12.01 「都道府県専門医名簿（東京都）
」を更新しました．
====================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
=====================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
いよいよ師走ですね…メールマガジンを発刊させていただいていますと 1 週間の早いこと，
早いこと・・今年は錦秋を楽しむこともなく，急に寒い冬がやってきたようです．
あちこちで路面凍結による転倒の話も聞きます.
くれぐれも足元にはお気をつけて行動してくださいね．あとひと月，
今年も最高の締めくくりをしてください．(広報委員長 末瀬)
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JPS メールマガジン No.66 December 16，2016
=====================================================================
12 月も中旬になり，だんだん寒くなってきました．しばらく，補綴関連の学会もなさそうなので，
今後 1 か月の行事予定には，来年 2 月にシカゴで開催される補綴関連学会の情報を掲載しました．
2 月のシカゴは，凍りつくような寒さで知られていますが，全米最大級のデンタルショーが
開催されるミッドウインターミーティングに合わせて多数の学会が開催されます．
デジタルデンティストリーなど最新の話題が満載です．観光には向きませんが，
学会参加にはおすすめです．
それでは，寒空の大阪からメールマガジン 66 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～66 号コンテンツはこちら～
<1>優秀論文賞候補者の募集について
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>シンポジウム「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
<6>第 126 回学術大会のご案内
<7>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<8>歯科補綴学臨床研究のための医療統計学セミナー資料公開
<9>今後 1 か月の行事予定（2 月シカゴ開催学会）
<10>第 2 回「研究倫理を語る会」開催案内について
<11>歯学協公開シンポジウムのご案内
<12>「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
<13>歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
<14>日中医学協会 2017 年度助成募集
<15>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
<16>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
<17>HP 更新内容
<1>優秀論文賞候補者の募集について
平成 28 年度の「学会論文賞」
，
「奨励論文賞」の候補者を募集します．締切は 12 月 31 日です．
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t9.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#280827
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科医師会館（横浜市）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
○西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 1 月 22 日（日）16:00-17:30
会場：神奈川県歯科保健総合センター （神奈川県歯科医師会館）
テーマ：
「接着技法を最大限に活用した支台築造
～ファイバーポストの応用とその根拠～」
講師：中村善治先生（鶴見大），峯 篤史先生（大阪大）
座長：木本克彦先生（神歯大）
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日（日）14:10-15:10
会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田一洋先生（北医療大）

184
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土)17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>シンポジウム「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
日時：平成 29 年 1 月 29 日（日）
，13 時～17 時（予定）
定員：先着 120 名
会場： 神奈川歯科大学横浜研修センター7 階大会議室（神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-31-6）
参加費：無料
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t10.html
<6> 第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日（金）
，7 月 1 日（土）
，2 日（日）
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録締切：平成 29 年 1 月 20 日（月）
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日（金）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<7> The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
本会と交流協定を結んでいる APS の第 89 回年次大会が 2 月 23-24 日にシカゴ（Swissotel Chicago）
で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
JPS 会員登録用 URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=2002
学会 HP
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<8> 歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー資料公開
7 月 30,31 日に開催された上記セミナーの資料がホームページ上に掲載されました．
http://www.hotetsu.com/files/files_196.pdf
<9> 今後 1 か月の行事予定
補綴関連の大きな国内学会はなく，2 月（シカゴ）の予定です．
・2 月 21,22 日 American College of Prosthodontics, Digital Dentistry Symposium
Gleacher Center, Chicago
https://www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-digital-dentistry-symposium/
・2 月 22,23 日 American Equilibration Society 62nd Annual Scientific Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.aes-tmj.org/content.aspx?page_id=22&club_id=647670&module_id=202818
・2 月 23-25 日 The 152nd CDS Midwinter Meeting
McCormic Place, Chicago
https://www.cds.org/meetings-events/midwinter-meeting
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics 66th Annual Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
<10>第 2 回「研究倫理を語る会」開催案内について
日時：2017 年 2 月 11 日（土） 9 時 30 分～18 時 00 分
場所：東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂（東京都文京区湯島 1-5-45）
定員：500 名（事前登録制・先着順）
参加費無料／懇親会費 4,000 円
申込詳細は，下記ページをご参照ください．
http://www.pubpoli-imsut.jp/news/detail.cgi?id=00383
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<11>歯学協公開シンポジウムのご案内
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
日時：平成 29 年 1 月 28 日（土）13：30～17：00
会場：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下１階 九段ホール
講師：鈴木 裕 先生（NPO 法人 PEG ドクターズネットワーク理事長，国際医療福祉大学病院副院長 消化器・乳腺外科部長 教
授）
山田律子先生（北海道医療大学看護福祉学部教授）
弘中祥司先生（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教授）
小原由紀先生（東京医科歯科大学大学院口腔健康教育学分野講師）
事前申込・参加費：不要
http://www.ucjds.jp/
<12>「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
日本歯科医学会経由で，厚生労働省医政局総務課，厚生労働省医政局研究開発振興課より
情報提供がありました．詳細は，下記ホームページより，ご参照ください．
http://jams.med.or.jp/news/043.html
<13>歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
日本歯学系学会協議会より，上記提言と 6/2 開催開シンポジウムのプロシーディングの
情報提供がありました．詳細は下記 PDF をご覧ください．
＊政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20161115.pdf
＊プロシーディング「歯科における先進医療の現状と展望」
http://www.ucjds.jp/proceeding/image/20161115symposium.pdf
<14>日中医学協会 2017 年度助成募集について
募集項目：Ａ）調査・共同研究助成 Ｂ）若手在留中国人研究者助成
助成領域：基礎医学・薬学
応募期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 1 月 13 日
助成対象・金額，応募方法：下記募集要項をご参照ください．
http://www.jpcnma.or.jp/data/2017_youkou.pdf
<15>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
下記ページからご覧ください．
http://www.ucjds.jp/newsletter/newsletter.html
<16>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，平成 28 年 12 月 29 日（木）～平成 29 年 1 月 4 日（水）
までを年末年始休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
<17>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.12.8「関連リンク」を更新しました.
H28.12.8「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウムのお知らせ」を掲載しました.
H28.12.8「歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間セミナー開催のお知らせ」を掲載しました.
====================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
=====================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No.67 December 23, 2016
==================================================================
メリークリスマス！今年もメルマガをご愛読いただきありがとうございました．
いま私は，年末の大掃除の最中です．机の上，本棚，…．まあ，処分するものが
あるわあるわ．おまけに書類に目を通しながら懐かしむものだから，
時間がかかってしょうがない．いったいいつまでかかるのやら…．
皆さまも今年一年を振り返りながら，机の上を整理されてみてはいかがでしょうか．
それでは本年最後のメールマガジン 67 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～67 号コンテンツはこちら～
<1>優秀論文賞候補者の募集について
<2>第 126 回学術大会のご案内
<3>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<4>支部大会情報・活動予定
<5>専門医研修会のお知らせ
<6>シンポジウム「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
<7>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<8>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<9>今後 1 か月の行事予定（2 月シカゴ開催学会）
<10>歯科補綴学臨床研究のための医療統計学セミナー資料公開
<11>第 2 回「研究倫理を語る会」開催案内について
<12>歯学協公開シンポジウムのご案内
<13>「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
<14>歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
<15>日中医学協会 2017 年度助成募集
<16>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
<17>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
<18>HP 更新内容
<1>優秀論文賞候補者の募集について
平成 28 年度の「学会論文賞」
，
「奨励論文賞」の候補者を募集します．締切は 12 月 31 日です．
詳細は HP よりご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t9.html
<2>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録締切：平成 29 年 1 月 20 日(月)
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<3>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<4>支部大会情報・活動予定
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
大会長：鈴木駿介先生（神奈川県歯科医師会）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
○西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日) 16:00-17:30
会場：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
テーマ：
「接着技法を最大限に活用した支台築造 ～ファイバーポストの応用とその根拠～」
講師：中村善治先生（鶴見大），峯 篤史先生（大阪大）
座長：木本克彦先生（神歯大）
●東関東支部学術大会
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日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日) 14:10-15:10
会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<5>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日) 13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理－装着後に発生する問題とその対応－」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<6>シンポジウム「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」
開催のお知らせ
日時：平成 29 年 1 月 29 日(日) 13:00-17:00（予定）
会場： 神奈川歯科大学横浜研修センター7 階大会議室
定員：先着 120 名
参加費：無料
詳細は HP をご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t10.html
<7>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
本会と交流協定を結んでいる APS の第 89 回年次大会が 2 月 23-24 日にシカゴ（Swissotel Chicago）
で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
JPS 会員登録用 URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=2002
学会 HP
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<8>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：March 1, 2017
抄録（ポスター）締切：May 31, 2017
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<9>今後 1 か月の行事予定
補綴関連の大きな国内学会はなく，2 月（シカゴ）の予定です．
・2 月 21,22 日 American College of Prosthodontics, Digital Dentistry Symposium
Gleacher Center, Chicago
https://www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-digital-dentistry-symposium/
・2 月 22,23 日 American Equilibration Society 62nd Annual Scientific Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.aes-tmj.org/content.aspx?page_id=22&club_id=647670&module_id=202818
・2 月 23-25 日 The 152nd CDS Midwinter Meeting
McCormic Place, Chicago
https://www.cds.org/meetings-events/midwinter-meeting
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel, Chicago
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http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics 66th Annual Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
<10>歯科補綴学臨床研究のための医療統計学 2 日間集中セミナー資料公開
7 月 30,31 日に開催された上記セミナーの資料がホームページ上に掲載されました．
http://www.hotetsu.com/files/files_196.pdf
<11>第 2 回「研究倫理を語る会」開催案内について
日時：2017 年 2 月 11 日(土) 9:30-18:00
会場：東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂（東京都文京区湯島 1-5-45）
定員：500 名（事前登録制・先着順）
参加費無料／懇親会費 4,000 円
申込詳細は，下記ページをご参照ください．
http://www.pubpoli-imsut.jp/news/detail.cgi?id=00383
<12>歯学協公開シンポジウムのご案内
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
日時：平成 29 年 1 月 28 日(土)13:30-17:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下１階 九段ホール
講師：鈴木 裕 先生（NPO 法人 PEG ドクターズネットワーク理事長，国際医療福祉大学病院副院長
消化器・乳腺外科部長 教授）
山田律子先生（北海道医療大学看護福祉学部教授）
弘中祥司先生（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教授）
小原由紀先生（東京医科歯科大学大学院口腔健康教育学分野講師）
事前申込・参加費：不要
http://www.ucjds.jp/
<13>「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」について
日本歯科医学会経由で，厚生労働省医政局総務課，厚生労働省医政局研究開発振興課から
情報提供がありました．詳細は下記ホームページをご参照ください．
http://jams.med.or.jp/news/043.html
<14>歯学協 政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」について
日本歯学系学会協議会より，上記提言と 6/2 開催公開シンポジウムのプロシーディングの
情報提供がありました．詳細は下記 PDF をご覧ください．
＊政策提言「歯科における人材育成に関わる提言」
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20161115.pdf
＊プロシーディング「歯科における先進医療の現状と展望」
http://www.ucjds.jp/proceeding/image/20161115symposium.pdf
<15>日中医学協会 2017 年度助成募集について
募集項目：Ａ）調査・共同研究助成 Ｂ）若手在留中国人研究者助成
助成領域：基礎医学・薬学
応募期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 1 月 13 日
助成対象・金額，応募方法：下記募集要項をご参照ください．
http://www.jpcnma.or.jp/data/2017_youkou.pdf
<16>歯学協 ニューズレターNo.8 発行のお知らせ
下記ページをご覧ください．
http://www.ucjds.jp/newsletter/newsletter.html
<17>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，平成 28 年 12 月 29 日（木）～平成 29 年 1 月 4 日（水）
までを年末年始休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
<18>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.12.15「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
H28.12.15「支部会活動（西関東支部）
」を更新しました．
H28.12.15「関連リンク」を更新しました．
H28.12.15「補綴歯科臨床研鑽会」を掲載しました．
H28.12.15「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせ」を更新しました．
H28.12.14「第 126 回学術大会」を更新しました．
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==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
追伸
本年も本学会のメールマガジンにお目通し頂きまして誠にありがとうございました．
委員の皆さんには毎回，独断と偏見！で興味ある巻頭言を考えていただいています．
内容につきましても総務のご教示をいただきながらできるだけタイムリーな話題を
掲載してまいりました．少しはご参考にしていただけましたでしょうか？
今年も残り少なくなってまいりました．今年は「サル」年でしたね．
「申」という字は
「樹木の果実が熟して固まっていく様子」を表しているといわれます．
皆さん方におかれましたは何事にも成熟した年を過ごされましたでしょうか？
いよいよ「申年」も去ることになります．最後までいい年でありますように…そして，
輝かしい平成２９年（酉年）をお迎えください．
（文責 委員長末瀬一彦）
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JPS メールマガジン No.68 January 6, 2017
==================================================================
新年明けましておめでとうございます！2017 年も補綴学会メールマガジンにお付き合いの程
よろしくお願い申し上げます．さて，年末年始のお休みは皆さんどのように過ごされましたか？
私は例年，娘達とスキーに行ってきました．うちの子供は幼稚園からスキーを始めました．
もちろん指導者は私でしたが，今となっては中学の娘に，体力も技術も，さらには生意気な
口にも負けそうです．ちなみに生意気な口は小 2 の娘も感染の兆しが．
．．
それも成長だ！と言い聞かせています．
親としての信念を新年のメールマガジン 67 号にのせてお届けします．
（文責 金村清孝）
～68 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>シンポジウム「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
<6>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<8>今後 1 か月の行事予定（2 月シカゴ開催学会）
<9>【JPR アンバサダー通信 vol. 22】
<10>日本歯科医学会役員（学会会長）の選挙期日及び立候補届出期日公告
<11>歯学協公開シンポジウムのご案内
<12>日中医学協会 2017 年度助成募集について
<13>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録締切：平成 29 年 1 月 20 日(月)
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
大会長：鈴木駿介先生（神奈川県歯科医師会）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
○西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日) 16:00-17:30
会場：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
テーマ：
「接着技法を最大限に活用した支台築造 ～ファイバーポストの応用とその根拠～」
講師：中村善治先生（鶴見大），峯 篤史先生（大阪大）
座長：木本克彦先生（神歯大）
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日) 14:10-15:10
会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
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座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日) 13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理－装着後に発生する問題とその対応－」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>シンポジウム「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
日時：平成 29 年 1 月 29 日(日) 13:00-17:00（予定）
会場： 神奈川歯科大学横浜研修センター7 階大会議室
定員：先着 120 名
参加費：無料
詳細は HP をご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t10.html
<6>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
本会と交流協定を結んでいる APS の第 89 回年次大会が 2 月 23-24 日にシカゴ（Swissotel Chicago）
で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
JPS 会員登録用 URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=2002
学会 HP
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：March 1, 2017
抄録（ポスター）締切：May 31, 2017
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<8>今後 1 か月の行事予定
補綴関連の大きな国内学会はなく，2 月（シカゴ）の予定です．
・2 月 21,22 日 American College of Prosthodontics, Digital Dentistry Symposium
Gleacher Center, Chicago
https://www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-digital-dentistry-symposium/
・2 月 22,23 日 American Equilibration Society 62nd Annual Scientific Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.aes-tmj.org/content.aspx?page_id=22&club_id=647670&module_id=202818
・2 月 23-25 日 The 152nd CDS Midwinter Meeting
McCormic Place, Chicago
https://www.cds.org/meetings-events/midwinter-meeting
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics 66th Annual Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
<9>【JPR アンバサダー通信 vol. 22】
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の窪木です．JPR の馬場編集委員長の前に委員長を
仰せつかっておりましたので，JPR がインパクトファクターを頂けたこと，心からうれしいです．
また，馬場編集委員長のもと，委員の皆さんの発案により新しい施策がどんどんと
行われていること，すばらしいですね．日本補綴歯科学会が世界に向けて発信できるこのツール

192
を得たことも大変有り難いです．一方，最近とみに感じるのですが，これだけ投稿数に比して
アクセプト率が下がってくると，編集委員会の「目利き」が重要に思えます．すなわち，
サイエンスのレベルがある程度保障された論文が集まる様になると，その中からどれを選ぶべき
かは Editor の先生がたの「目利き」にかかっているからです．
JOR でもなく，JPD でもなく，JPR とはどんな雑誌なのか，JPR に載るということはどのようなこと
を意味するのかを今一度問い直す必要があるでしょう．やっと，歯科の基礎的生物学分野も
ふりかけ実験のレベルを超えて，ディスカバリーを生みだせるようになりつつあります．
臨床研究は，レギュラトリーサイエンスという新しい方向性を得て，高い倫理性を保ちながら
新しい概念を生み出すことに苦心しています．さらに，臨床研究が明らかにした問題点を
基礎研究で解決するリバーストランスレーショナルリサーチという方向性も起動しています．
医療の中での歯科医療，サイエンスの中でのデンタルサイエンスがどんどん同化されるこの時代
に，JPR が目指す，歯科医療としてのインパクト，デンタルサイエンスとしてのインパクトは
何なのかを考えながら，先生たちが世界を引っ張って行って下さい．世界の医療界に，歯科を
代表して新しい概念，新しい治療法，新しい事実を提供できるような雑誌になれば，読者は歯科
を越えて大きく医療界，科学界に広がります．そうすれば，インパクトファクタ－は自然に
上がりますし，readership も広大になるでしょう．
Editor の先生がたの無償の愛に感謝しながら，近未来の JPR に想像を馳せる幸せをお許し下さい．
今後ともよろしく御願い致します．
（前 JPR 編集委員長・窪木拓男）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
これまで【JPR アンバサダー通信】は，編集委員が執筆してきました．今回からはその“しばり”
をほどき，様々な角度から JPR を見つめます．その第一弾として，窪木先生のスペシャルメッセージ
をお送りしました．今後，皆様からの【JPR アンバサダー通信】を募集いたします
（自薦他薦を問いません）
．どうぞよろしくお願い申し上げます．
（JPR 編集委員・峯 篤史）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Evaluation of the accuracy of extraoral laboratory scanners with a single-tooth
abutment model: A 3D analysis
Federico Mandelli, Enrico Gherlone, Giorgio Gastaldi, Marco Ferrari
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300913
●Analysis of correlation between height of residual ridge and bone density
of residual ridge crest at edentulous mandible using computed tomography
Sayumi Inoue, Misao Kawara, Takashi Iida, Masatoshi Iwasaki, Osamu Komiyama, Takashi Kaneda
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300986
●Effect of phytic acid etchant on resin?dentin bonding: Monomer penetration
and stability of dentin collagen
Kalyan Kong, Noriko Hiraishi, Mohannad Nassar, Masayuki Otsuki, Cynthia K.Y. Yiu, Junji Tagami
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301001
●A new operative method for obtaining full-arch prostheses for immediate loading
dental implants
Guilherme Paulo Scarpel de Mello, Elaine Duarte Artuso de Mello, Pedro Henrique Corazza
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816300998
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<10>日本歯科医学会役員（学会会長）の選挙期日及び立候補届出期日公告
平成 29 年 6 月 30 日の学会役員任期満了に伴い，学会会長選挙を行う旨通知がありました．
選挙の期日：平成 29 年 2 月 20 日（月） 第 95 回評議員会
選挙の場所：歯科医師会館 大会議室
立候補の届出期間：平成 29 年 1 月 12 日（木）～平成 29 年 1 月 18 日（水）
必要な書類等詳細は，下記 PDF をご覧ください．
http://www.jads.jp/date/kouji_2016.pdf
<11>歯学協公開シンポジウムのご案内
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
日時：平成 29 年 1 月 28 日(土)13:30-17:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下１階 九段ホール
講師：鈴木 裕 先生（NPO 法人 PEG ドクターズネットワーク理事長，
国際医療福祉大学病院副院長 消化器・乳腺外科部長 教授）
山田律子先生（北海道医療大学看護福祉学部教授）
弘中祥司先生（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教授）
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小原由紀先生（東京医科歯科大学大学院口腔健康教育学分野講師）
事前申込・参加費：不要
http://www.ucjds.jp/
<12>日中医学協会 2017 年度助成募集について
募集項目：Ａ）調査・共同研究助成 Ｂ）若手在留中国人研究者助成
助成領域：基礎医学・薬学
応募期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 1 月 13 日
助成対象・金額，応募方法：下記募集要項をご参照ください．
http://www.jpcnma.or.jp/data/2017_youkou.pdf
<13>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H28.12.22 「市民フォーラムのお知らせ（東関東支部）
」を更新しました．
H28.12.22 「支部会活動(東関東支部)」を更新しました．
H28.12.22 「平成 29 年度専門医多肢選択式筆記試験実施のお知らせ」を掲載しました．
H28.12.22 「補綴歯科臨床研鑽会」を更新しました．
H28.12.22 「規程集」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
（追伸）
新年あけましておめでとうございます．酉年が幕を開け，新年早々「こけっこうー」な年に
なりそうです．2017 年の酉年は，「草木の果実が成熟しきった状態」で，物事を成功に導く
ためには何事に対しても慎重に対応していく必要がありそうです．
本年も補綴学会会員の皆様方のご健勝，ご多幸を祈念申し上げます．
あっそうそう！ちょうど 60 年前の 1957 年には，
長嶋茂雄さんがわが読売巨人軍に入団した年でもありました…
（文責 広報委員長 末瀬一彦）
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JPS メールマガジン No.69 January 13, 2017
==================================================================
正月気分が残っており，私のように今年の日本補綴歯科学会第 126 回学術大会（横浜）の
演題登録締切を忘れていた方々にお知らせです．演題登録の締切は，来週金曜 1 月 20 日 23:59 です．
遅れないようにご注意下さい．それでは，2017 年 2 回目のメールマガジン 69 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～69 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>研究企画推進員会・学術委員会合同シンポジウム
「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
<6>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<8>今後 1 か月の行事予定（2 月シカゴ開催学会）
<9>歯学協公開シンポジウムのご案内
<10>日中医学協会 2017 年度助成募集について
<11>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録締切：平成 29 年 1 月 20 日(月)
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#290204
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
大会長：鈴木駿介先生（神奈川県歯科医師会）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
○西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日) 16:00-17:30
会場：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
テーマ：
「接着技法を最大限に活用した支台築造 ～ファイバーポストの応用とその根拠～」
講師：中村善治先生（鶴見大），峯 篤史先生（大阪大）
座長：木本克彦先生（神歯大）
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日) 14:10-15:10
会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html#290122
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●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日) 13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理－装着後に発生する問題とその対応－」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>平成 28 年度 研究企画推進員会・学術委員会合同シンポジウム
「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
日時：平成 29 年 1 月 29 日(日) 13:00-17:00（予定）
会場：神奈川歯科大学横浜研修センター7 階大会議室
定員：先着 120 名
参加費：無料
申し込み方法：1 月 20 日（金）までに，事務局までメールあるいは FAX で
詳細は HP をご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t10.html
<6>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
本会と交流協定を結んでいる APS の第 89 回年次大会が 2 月 23-24 日にシカゴ
（Swissotel Chicago）で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
JPS 会員登録用 URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=2002
学会 HP
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：2017 年 9 月 7-9 日 September 7-9
場所：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：2017 年 3 月 1 日
抄録（ポスター）締切：2017 年 3 月 31 日
詳細は HP でご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<8>今後 1 か月の行事予定
補綴関連の大きな国内学会はなく，2 月（シカゴ）の予定です．
・2 月 21,22 日 American College of Prosthodontics, Digital Dentistry Symposium
Gleacher Center, Chicago
https://www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-digital-dentistry-symposium/
・2 月 22,23 日 American Equilibration Society 62nd Annual Scientific Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.aes-tmj.org/content.aspx?page_id=22&club_id=647670&module_id=202818
・2 月 23-25 日 The 152nd CDS Midwinter Meeting
McCormic Place, Chicago
https://www.cds.org/meetings-events/midwinter-meeting
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics 66th Annual Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
<9>歯学協公開シンポジウムのご案内
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
日時：平成 29 年 1 月 28 日(土)13:30-17:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下１階 九段ホール
講師：鈴木 裕 先生（NPO 法人 PEG ドクターズネットワーク理事長，国際医療福祉大学病院副院長
消化器・乳腺外科部長 教授）
山田律子先生（北海道医療大学看護福祉学部教授）
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弘中祥司先生（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教授）
小原由紀先生（東京医科歯科大学大学院口腔健康教育学分野講師）
事前申込・参加費：不要
http://www.ucjds.jp/
<10>日中医学協会 2017 年度助成募集について
募集項目：Ａ）調査・共同研究助成 Ｂ）若手在留中国人研究者助成
助成領域：基礎医学・薬学
応募期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 1 月 13 日
助成対象・金額，応募方法：下記募集要項をご参照ください．
http://www.jpcnma.or.jp/data/2017_youkou.pdf
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.01.06 「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせ」を更新しました．
H29.01.06 「都道府県別専門医名簿（新潟県，岩手県，大阪府，愛知県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.70 January 20, 2017
==================================================================
今日は大寒です．1 月の後半から 2 月の初旬が 1 年中で一番寒い時期といわれていますが，
会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか．おかげさまで，このメールマガジンも 70 号を迎えました．
寒い季節ですが，いくつかの支部では学術大会や専門医研修会が開催されます．
それでは，寒空の大阪からメールマガジン 70 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～70 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>研究企画推進員会・学術委員会合同シンポジウム
「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
<6>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<8>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<9>今後 1 か月の行事予定（2 月シカゴ開催学会）
<10>【JPR アンバサダー通信 vol. 23】
<11>歯学協公開シンポジウムのご案内
<12>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録締め切りが延長されました．
演題登録締切：平成 29 年 1 月 20 日(金)→平成 29 年 1 月 27 日(金）23 時 59 分まで
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
再延長はございませんのでご注意ください．
締め切り日間際はサーバーの混雑が予想されますので，余裕をもってご登録ください．
演題募集の詳細につきましては，下記の学術大会ホームページをご参照ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#290204
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●西関東支部学術大会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日)
場所：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
大会長：鈴木駿介先生（神奈川県歯科医師会）
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
○西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日) 16:00-17:30
会場：神奈川県歯科保健総合センター（神奈川県歯科医師会館）
テーマ：
「接着技法を最大限に活用した支台築造 ～ファイバーポストの応用とその根拠～」
講師：中村善治先生（鶴見大），峯 篤史先生（大阪大）
座長：木本克彦先生（神歯大）
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
場所：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日) 14:10-15:10
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会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 1 月 22 日(日) 13:00-15:00
会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
テーマ：
「補綴装置の術後管理－装着後に発生する問題とその対応－」
講師：河相安彦先生（日大松戸）
，魚島勝美先生（新潟大）
座長：田中昌博先生（大歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>平成 28 年度 研究企画推進員会・学術委員会合同シンポジウム
「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
日時：平成 29 年 1 月 29 日(日) 13:00-17:00（予定）
会場： 神奈川歯科大学横浜研修センター7 階大会議室
定員：先着 120 名
参加費：無料
申し込み方法：1 月 25 日（水）までに，事務局までメールあるいは FAX で
詳細は HP をご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t10.html
<6>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
本会と交流協定を結んでいる APS の第 89 回年次大会が 2 月 23-24 日にシカゴ
（Swissotel Chicago）で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
JPS 会員登録用 URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=2002
学会 HP
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：2017 年 9 月 7-9 日 September 7-9
場所：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：2017 年 3 月 1 日
抄録（ポスター）締切：2017 年 3 月 31 日
詳細は HP でご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<8>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）
の間， Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されて
いましたが，オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る
意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html をご参照ください．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<9>今後 1 か月の行事予定
補綴関連の大きな国内学会はなく，2 月（シカゴ）の予定です．
・2 月 21,22 日 American College of Prosthodontics, Digital Dentistry Symposium
Gleacher Center, Chicago
https://www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-digital-dentistry-symposium/
・2 月 22,23 日 American Equilibration Society 62nd Annual Scientific Meeting
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Marriott Downtown, Chicago
http://www.aes-tmj.org/content.aspx?page_id=22&club_id=647670&module_id=202818
・2 月 23-25 日 The 152nd CDS Midwinter Meeting
McCormic Place, Chicago
https://www.cds.org/meetings-events/midwinter-meeting
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics 66th Annual Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
<10>【JPR アンバサダー通信 vol. 23】
創刊時の JPR の編集を担当しておりました北海道大学の横山です．1.693(2015 年)という高い
IF を有する現在の JPR からは想像できない創刊時の状況を思い出とともに振り返らせて
いただきたいと存じます．JPR は 2009 年１月に創刊され，初代の編集長（Editor-in-Chief）
は九州歯科大の細川先生が務められ，私は Managing Editor（副編集長でしょうか？）を担当し，
2009 年 4 月の JPR 編集委員会設立から 2 年間 Editor-in-Chief を担当致しました．
Science Citation Index Expanded (SCIE)への収載，Impact Factor の獲得が当時の JPR 編集
委員会のミッションであり，悲願でもありました．しかし，創刊されたばかりの JPR は国際的に
周知されておらず，当時は，IADR 等の国際学会のポスター会場で自家製の名刺を片手に JPR の
紹介（宣伝？）とともに投稿を演者に依頼しているような状況でした．海外からを含めて投稿
論文も少なく，各号を発行した直後は次号の原稿が揃わないという自転車操業のような状態が
続き，胃が痛くなるような時期もありました．また，今では信じていただけないような
懐かしい思い出話となりましたが，創刊当時は国内からの投稿については，Elsevier からの
メール(EES)に加えて日本語の査読依頼を別メールにて送信し日本語での査読を行っていました．
そのような厳しい状況の中で JPR 編集委員会は編集を行い，一丸となって IF 獲得に努力しましたが，
残念ながら SCIE への収載，IF 獲得を果たすことはかないませんでした．JPR は，その後窪木前委員長，
現在の馬場委員長のもと大きく発展し，SCIE に収載され，誌名に Prosth を含む雑誌としては最も高い
IF を有する雑誌となっています．JPR のさらなる飛躍を祈念するとともに，JPR 創刊から現在までの
編集委員の皆様のご尽力にあらためて深く感謝申し上げます．
（前々JPR 編集委員長・横山敦郎）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Clasp fabrication using one-process molding by repeated laser sintering and
high-speed milling
Toyoki Nakata, Hidemasa Shimpo, Chikahiro Ohkubo
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301013
●Differences in bite force between dolichofacial and brachyfacial individuals:
Side of mastication, gender, weight and height
Paulo Roberto Quiudini Jr., Daniel Humberto Pozza, Ary dos Santos Pinto,
Mauricio Ferraz de Arruda, Antonio Sergio Guimaraes
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301025
●Development, validation and psychometric properties of the Arabic version of
the Orofacial Esthetic Scale: OES-Ar
Mohammed Nasser Alhajj, Abdullah Ghalib Amran, Esam Halboub, Abdulghani Ali Al-Basmi,
Fawaz Abdullah Al-Ghabri
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301037
●Effects of different electrolytes for micro-arc oxidation on the bond strength
between titanium and porcelain
Xiaohui Yuan, Fei Tan, Haitao Xu, Shaojun Zhang, Fuzhen Qu, Jie Liu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301049
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<11>歯学協公開シンポジウムのご案内
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
日時：平成 29 年 1 月 28 日(土) 13:30-17:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下１階 九段ホール
講師：鈴木 裕 先生（NPO 法人 PEG ドクターズネットワーク理事長，国際医療福祉大学病院副院長
消化器・乳腺外科部長 教授）
山田律子先生（北海道医療大学看護福祉学部教授）
弘中祥司先生（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教授）
小原由紀先生（東京医科歯科大学大学院口腔健康教育学分野講師）
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事前申込・参加費：不要
http://www.ucjds.jp/
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.01.13 「電子ジャーナル」を更新しました．
H29.01.13 「都道府県別専門医名簿（大阪府，滋賀県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.71 January 27, 2017
==================================================================
本日 23:59 が第 126 回学術大会の演題登録締切です．締切間際はサーバーの混雑が予想されますので，
余裕をもってご登録ください．たくさんの演題をお待ちしています．ところで，1 月末から 2 月に
かけて締切が多いと思いませんか．成績評価の提出，各種登録・申請，など．年度末が近づくから
なのでしょうか．来年度も有意義なものになるよう，今，頑張っておきましょう．
それではメールマガジン 71 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～71 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム「要介護高齢者の口腔インプラントを
どう活かしていくべきか」開催のお知らせ
<6>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<8>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<9>今後 1 か月の行事予定（2 月シカゴ開催学会）
<10>【JPR アンバサダー通信 vol. 24】
<11>歯学協公開シンポジウムのご案内
<12>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内（本日，演題登録締切日です！）
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
演題登録締切：平成 29 年 1 月 27 日(金) 23:59
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#290204
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
会場：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日) 14:10-15:10
会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>平成 28 年度 研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム
「要介護高齢者の口腔インプラントをどう活かしていくべきか」開催のお知らせ
日時：平成 29 年 1 月 29 日(日) 13:00-17:00（予定）
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会場：神奈川歯科大学横浜研修センター7 階大会議室
定員：先着 120 名
参加費：無料
事前申込みは締め切りましたが，当日参加も受け付けますので，ぜひご参集ください．
詳細は HP をご確認ください．
http://www.hotetsu.com/t10.html
<6>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
本会と交流協定を結んでいる APS の第 89 回年次大会が 2 月 23-24 日にシカゴ
（Swissotel Chicago）で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
JPS 会員登録用 URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=2002
学会 HP
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 3 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<8>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）
の間， Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されて
いましたが，オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．補綴領域の
歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．Journal of Prosthetic Dentistry
のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る意味でも有益と考え，
ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html をご参照ください．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<9>今後 1 か月の行事予定
補綴関連の大きな国内学会はなく，2 月（シカゴ）の予定です．
・2 月 21,22 日 American College of Prosthodontics, Digital Dentistry Symposium
Gleacher Center, Chicago
https://www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-digital-dentistry-symposium/
・2 月 22,23 日 American Equilibration Society 62nd Annual Scientific Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.aes-tmj.org/content.aspx?page_id=22&club_id=647670&module_id=202818
・2 月 23-25 日 The 152nd CDS Midwinter Meeting
McCormic Place, Chicago
https://www.cds.org/meetings-events/midwinter-meeting
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics 66th Annual Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
<10>【JPR アンバサダー通信 vol. 24】
JPR 編集委員会幹事をしています昭和大学歯科補綴学講座の福西です．平成 28 年度より幹事を仰せつかり，
この 1 年間 JPR 編集委員の先生方と共にさまざまな仕事をさせていただきました．会議の時間は 2 時間，
最初から最後まで気の抜けない緊張感の中で非常に濃い内容を話し合い，瞬く間に時間が過ぎています．
初めて会議に出席し感じたのは，先生方の JPR への情熱でした．JPR をより良い国際誌にするために案を練り，
協議している姿は歯科医師の表情とは全く違うものです．その思いが，IF の獲得，また IF 上昇へと
繋がったのだと思います．若手でありながら JPR の幹事として携わることができ，嬉しく思います．
補綴学会の事務局の皆様にはいつも大変お世話になっております．この場をかりて感謝申し上げます．
（JPR 編集委員会幹事・福西美弥）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
vol. 2, 13（馬場先生）
，vol. 5, 14（細川先生）
，vol. 22（窪木先生）
，vol. 23（横山先生）と，
歴代編集委員長の【JPR アンバサダー通信】をお届けしてきました．続いて，JPR 編集委員会を支える
「幹事」の先生に，ご執筆をお願いしていきます．題して，「幹事は見ていた！」シリーズです．
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その第一弾として，いつも我々を繊細かつ強力にサポートして下さっている福西先生の
情熱・感謝メッセージをお送りしました．次号以降，前川先生（vol. 25）
，坂口先生（vol. 26）
に続くことを予定しております．
（JPR 編集委員・峯 篤史）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Editorial＞
●The IJP-JPS workshop for young prosthodontic educators
Kazuyoshi Baba
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301098
＜Original Articles＞
●The effect of extended aging on the optical properties of different zirconia materials
Tariq F. Alghazzawi
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301050
●Masticatory function parameters in patients with varying degree of mandibular bone resorption
Raissa Micaella Marcello-Machado, Amalia Machado Bielemann, Gustavo Giacomelli Nascimento,
Luciana de Rezende Pinto, Altair Antoninha Del Bel Cury, Fernanda Faot
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301086
●Analysis of gaze points for mouth images using an eye tracking system
Mayu Yamamoto, Katsunori Torii, Masaki Sato, Junko Tanaka, Masahiro Tanaka
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301116
●Effect of jaw-opening exercise on prevention of temporomandibular disorders pain associated
with oral appliance therapy in obstructive sleep apnea patients:
A randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Hiroyuki Ishiyama, Shusuke Inukai, Akira Nishiyama, Masayuki Hideshima, Shuhei Nakamura,
Meiyo Tamaoka, Yasunari Miyazaki, Kenji Fueki, Noriyuki Wakabayashi
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301074
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<11>歯学協公開シンポジウムのご案内
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
日時：平成 29 年 1 月 28 日(土) 13:30-17:00
会場：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下１階 九段ホール
講師：鈴木 裕 先生（NPO 法人 PEG ドクターズネットワーク理事長，国際医療福祉大学病院副院長
消化器・乳腺外科部長 教授）
山田律子先生（北海道医療大学看護福祉学部教授）
弘中祥司先生（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教授）
小原由紀先生（東京医科歯科大学大学院口腔健康教育学分野講師）
事前申込・参加費：不要
http://www.ucjds.jp/
<12>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.1.19「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせ」を更新しました．
H29.1.19「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
H29.1.19「認定研修機関」を更新しました．
H29.1.19「都道府県別専門医名簿（東京都，神奈川県，広島県）
」を更新しました．
H29.1.19 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
H29.1.19 委員会活動（国際渉外委員会）の活動方針を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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会員の皆様，こんにちは．さて明日から第 110 回歯科医師国家試験が始まります．
学生諸君は風邪を引かず，最高のパフォーマンスを発揮して欲しいです．国試当日の朝，
最高のパフォーマンスを発揮できるだろうと勘違いして，普段購入することのない高額
のユンケルを飲みました．しかしそこでパフォーマンスを発揮したのは「脳」では無く
「心臓」で，試験中の緊張とは明らかに違う強い「拍動」は迷惑な効果でした
（一応効くんだなぁと実感も）．この失敗談から，学生には特別なことをせず，
いつも通りに受験会場に向かうよう伝えています．各大学の成績も気になるところでは
ありますが，歯科界全体の問題として，歯科医師国家試験のあり方が，
良い方向に進むことを願うばかりです．
それではメールマガジン 72 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
～72 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<6>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<7>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<8>今後 1 か月の行事予定（2 月シカゴ開催学会）
<9>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#290204
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
会場：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日) 14:10-15:10
会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html#290204
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
本会と交流協定を結んでいる APS の第 89 回年次大会が 2 月 23-24 日にシカゴ
（Swissotel Chicago）で開催されます．
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JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
JPS 会員登録用 URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=2002
学会 HP
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<6>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 3 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<7>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）
の間， Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，
オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る
意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html をご参照下さい．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<8>今後 1 か月の行事予定
補綴関連の大きな国内学会はなく，2 月（シカゴ）の予定です．
・2 月 21,22 日 American College of Prosthodontics, Digital Dentistry Symposium
Gleacher Center, Chicago
https://www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-digital-dentistry-symposium/
・2 月 22,23 日 American Equilibration Society 62nd Annual Scientific Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.aes-tmj.org/content.aspx?page_id=22&club_id=647670&module_id=202818
・2 月 23-25 日 The 152nd CDS Midwinter Meeting
McCormic Place, Chicago
https://www.cds.org/meetings-events/midwinter-meeting
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics 66th Annual Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
<9 >HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.01.26 「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせ」を更新
しました．
H29.01.26 「電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
H29.01.26 「都道府県別専門医名簿（東京都，岡山県，大分県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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会員の皆様，こんにちは．さて明日から第 110 回歯科医師国家試験が始まります．
学生諸君は風邪を引かず，最高のパフォーマンスを発揮して欲しいです．国試当日の朝，
最高のパフォーマンスを発揮できるだろうと勘違いして，普段購入することのない高額
のユンケルを飲みました．しかしそこでパフォーマンスを発揮したのは「脳」では無く
「心臓」で，試験中の緊張とは明らかに違う強い「拍動」は迷惑な効果でした
（一応効くんだなぁと実感も）．この失敗談から，学生には特別なことをせず，
いつも通りに受験会場に向かうよう伝えています．各大学の成績も気になるところでは
ありますが，歯科界全体の問題として，歯科医師国家試験のあり方が，
良い方向に進むことを願うばかりです．
それではメールマガジン 72 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
～72 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
<3>支部大会情報・活動予定
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<6>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<7>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<8>今後 1 か月の行事予定（2 月シカゴ開催学会）
<9>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>平成 28 年度診療報酬改定セミナーのお知らせ
http://www.hotetsu.com/t7.html#290204
●東関東支部 診療報酬改定セミナー
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 14:00-16:30
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「日本補綴歯科学会診療報酬改定セミナー」
講師：田中昌博先生（大歯大），鈴木哲也先生（医歯大）
，志賀 博 先生（日歯大）
座長：河相安彦先生（日大松戸）
，藤澤政紀先生（明海大）
<3>支部大会情報・活動予定
●東関東支部学術大会
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日)
会場：京成ホテルミラマーレ（千葉市）
大会長：小見山 道 先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
○東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 2 月 5 日(日) 14:10-15:10
会場：京成ホテルミラマーレ
テーマ：
「歯科におけるデジタルデンティストリーへの期待と展望」
講師：疋田一洋先生（北医療大）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
<4>専門医研修会のお知らせ
http://www.hotetsu.com/s3_06.html#290204
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 17:00-19:00
会場：東天紅 千葉スカイウインドウズ
テーマ：
「専門医に必要な有床義歯の技術とエビデンス」
講師：鈴木哲也先生（医歯大），河相安彦先生（日大松戸）
座長：大川周治先生（明海大）
<5>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
本会と交流協定を結んでいる APS の第 89 回年次大会が 2 月 23-24 日にシカゴ
（Swissotel Chicago）で開催されます．
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JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
JPS 会員登録用 URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=2002
学会 HP
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<6>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 3 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<7>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）
の間， Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，
オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る
意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html をご参照下さい．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<8>今後 1 か月の行事予定
補綴関連の大きな国内学会はなく，2 月（シカゴ）の予定です．
・2 月 21,22 日 American College of Prosthodontics, Digital Dentistry Symposium
Gleacher Center, Chicago
https://www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-digital-dentistry-symposium/
・2 月 22,23 日 American Equilibration Society 62nd Annual Scientific Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.aes-tmj.org/content.aspx?page_id=22&club_id=647670&module_id=202818
・2 月 23-25 日 The 152nd CDS Midwinter Meeting
McCormic Place, Chicago
https://www.cds.org/meetings-events/midwinter-meeting
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics 66th Annual Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
<9 >HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.01.26 「研究企画推進委員会・学術委員会合同シンポジウム開催のお知らせ」を更新
しました．
H29.01.26 「電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
H29.01.26 「都道府県別専門医名簿（東京都，岡山県，大分県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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2 月になり，寒い日が続いています．来週は，有名な CDS ミッドウインターミーティングが開催され，
世界中から 30,000 名以上の歯科関係者がシカゴに集まるといわれています．
本学会と交流関係にある APS の年次大会も開催されます．シカゴは日本より寒いので，参加される方
は防寒対策を万全にしてお出かけください．
それでは真冬の大阪からメールマガジン 74 号をお届けいたします．
（文責 中村隆志）
～74 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<4>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>【JPR アンバサダー通信 vol. 26】
<7>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2> The 89th annual meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
本会と交流協定を結んでいる APS の第 89 回年次大会が 2 月 23-24 日にシカゴ
（Swissotel Chicago）で開催されます．
JPS 会員は，通常の半額以下（335 ドル）で登録可能です．
JPS 会員登録用 URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=2002
学会 HP
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 3 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<4>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）の間，
Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，
オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る
意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html をご参照ください．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>今後 1 か月の行事予定
・2 月 21,22 日 American College of Prosthodontics, Digital Dentistry Symposium
Gleacher Center, Chicago
https://www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-digital-dentistry-symposium/
・2 月 22,23 日 American Equilibration Society 62nd Annual Scientific Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.aes-tmj.org/content.aspx?page_id=22&club_id=647670&module_id=202818
・2 月 23-25 日 The 152nd CDS Midwinter Meeting
McCormic Place, Chicago
https://www.cds.org/meetings-events/midwinter-meeting
・2 月 23,24 日 The American Prosthodontic Society 89th Annual Scientific Meeting
Swissotel, Chicago
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
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・2 月 24,25 日 American Academy of Fixed Prosthodontics 66th Annual Meeting
Marriott Downtown, Chicago
http://www.fixedprosthodontics.org/Meeting1.html
・3 月 7-9 日 日本再生医療学会総会
仙台国際センター，仙台市
http://www.congre.co.jp/jsrm16/
<6>【JPR アンバサダー通信 vol. 26】
JPR 編集委員会設立時に，横山編集長のもと，幹事を担当させて戴きました北海道大学の坂口です．
【JPR アンバサダー通信 vol. 23】でも横山が触れておりましたが，当時の委員会活動におきましては，
Science Citation Index Expanded （SCIE）への収載，Impact Factor（IF）の獲得が最重要課題で
ありました．当時を振り返りますと，創刊されたばかりの雑誌でしたから，ほとんどゼロからの
スタートで，与えられた課題（使命）は，雲をつかむような状況だったように記憶しております．
しかしながら，横山編集長のもと，編集委員の先生方（副委員長の田上直美先生をはじめ，
倉澤郁文先生，武田友孝先生，武部 純先生，中村隆志先生，二川浩樹先生）
，皆が一丸となり，
IF を獲得するために，知恵を絞り，考えられること，できることはすべてやりました．
国際学会における宣伝や国内はもとより，海外の著名な先生方に論文投稿をお願いするためのメール
大作戦等々，今となりましては懐かしい思い出です．
現在の JPR は，窪木前委員長，前編集委員，前幹事の先生方，現在の馬場委員長，編集委員，
幹事の先生方のご尽力のもと大きく発展され，SCIE 収載誌であり，高い IF を有する雑誌となっております．
投稿論文数が少なく，原稿が揃わないという自転車操業であった設立当時から考えますと，夢のようです．
JPR のさらなる飛躍を祈念致しますとともに，設立時の JPR 編集委員会に携わらせて戴きました事を心より
感謝申し上げます．有難う御座いました．
（前々JPR 編集委員会幹事・坂口 究）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Evaluation of sleep bruxism with a novel designed occlusal splint
Kentaro Hirai, Tomoko Ikawa, Yuko Shigeta, Shuji Shigemoto, Takumi Ogawa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S188319581630113X
●Fracture resistance of glazed, full-contour ZLS incisor crowns
Franz Sebastian Schwindling, Stefan Rues, Marc Schmitter
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301141
●Association between chewing-stimulated salivary flow under the effects of atropine
and mixing ability assessed using a color-changeable chewing gum
Chieko Kubota, Manabu Kanazawa, Yohei Hama, Yuriko Komagamine, Shunsuke Minakuchi
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816301153
●The effect of curing conditions on the dentin bond strength of two dual-cure resin cements
Atsuko Tagami, Rena Takahashi, Toru Nikaido, Junji Tagami
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300087
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.02.09 「関連リンク」を更新しました．
H29.02.09 電子ジャーナル「支部学術大会・プログラム」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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ついこのあいだ新しい年を迎えたと思っていたら，来週からもう 3 月です．時間の経つのが早く感じます．
最近，週末ごとスキー場に足を運んでいますが，今週は暖かく雪が重くなっていました．
あちこちに春が訪れているのですね．それではメールマガジン 75 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～75 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
<6>今後 1 か月の行事予定
<7>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 3 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）の間，
Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，
オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，最も歴史が古いものの
ひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．補綴領域の歴史を作ってきた方々と
繋がりをつけられる貴重な学会です．Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，
著名な先生方とのつながりを作る意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．
詳細に関しましては，
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html をご参照ください．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会（CPS）
，韓国補綴歯科学会（KAP）
の 3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
以上，ご承知ください．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
日本学術振興会より，
「日本学術振興会賞の候補者推薦」について案内が届きましたので
お知らせさせていただきます．
詳細は下記の HP よりご確認ください．様式は昨年度から変更されている箇所がありますので，
ご注意ください．
日本学術振興会賞
第 14 回（平成 29 年度）推薦募集
受付期間：平成 29 年 4 月 7 日（金）～12 日（水）17：00（必着）
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<6>今後 1 か月の行事予定
・3 月 7-9 日 第 16 回日本再生医療学会総会
仙台国際センター，仙台市
http://www.congre.co.jp/jsrm16/
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<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.2.16 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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皆さんお変わりございませんか？
さて，本日は「ひな祭り」ですね．我が家の姫は，毎年ひな人形を飾って眺めるのを楽しみ
にしています（飾ると言ってもケースに入った小さいものですが）
．何故か我が家はこの日，
私に素っ気ない感じが漂います．
「何かあったの？どうしたの？」と娘にわざとらしく聞く
のですが，
「何でもない」が毎年繰り返されるのです．なぜでしょう？ 明日 3 月 4 日は私の
誕生日なのでした．暖かいハゲ増しのメッセージお待ちしております．
では，メールマガジン 76 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
～76 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>国際歯科学士会(ICD)第 47 回冬期学会
<6>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
<7>今後 1 か月の行事予定
<8>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録(口頭発表)締切： 2017 年 3 月 1 日
抄録(ポスター)締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics (AP)の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日(火)から 4 月 29 日(土)
の間， Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されて
いましたが，オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．補綴領域の
歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る
意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html をご参照ください．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)
の 3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
以上，ご承知ください．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>国際歯科学士会(ICD)第 47 回冬期学会
日時：平成 29 年 3 月 12 日（日）12:45-17:30
会場：日本歯科大学 生命歯学部 九段ホール
参加申込書は国際歯科学士会(ICD)日本部会ホームページから
ダウンロードいただけます.
http://www.icd-japan.gr.jp/images/47th_touki.pdf
<6>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
日本学術振興会より，
「日本学術振興会賞の候補者推薦」について案内が届きましたので
お知らせさせていただきます．
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詳細は下記の HP よりご確認ください．様式は昨年度から変更されている箇所がありますので，
ご注意ください．
日本学術振興会賞
第 14 回(平成 29 年度)推薦募集
受付期間：平成 29 年 4 月 7 日(金)-12 日(水)17:00(必着)
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<7>今後 1 か月の行事予定
・3 月 7-9 日 第 16 回日本再生医療学会総会
仙台国際センター，仙台市
http://www.congre.co.jp/jsrm16/
・3 月 11-12 日 バイオインテグレーション学会
東北大学さくらホール，仙台市
http://bio-integration.jp

第７回学術大会・総会

<8>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.02.23 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
H29.02.23 「都道府県別専門医名簿（北海道，東京都）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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日に日に日差しが柔らかく暖かくなってまいりました．
（金村先生への会員の皆様からの
暖かいハゲ増し？のおかげでしょうか？）とはいえ，ここ北海道では，まだまだ油断は
できません．気温が上がり雪解けが進んだ次の日には，また気温は氷点下．道路は
ツルツルピカピカです．春が待ち遠しい・・・．新緑がフサフサと生い茂ることを
心待ちにしています．では，メールマガジン 77 号をお届けします．
（文責 越智守生）
（仲間で個人攻撃はやめましょう…委員長）
～77 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>国際歯科学士会(ICD)第 47 回冬期学会
<6>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
<7>今後 1 か月の行事予定
<8>【JPR アンバサダー通信 vol. 27】
<9>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 4 月 1 日（延長されました）
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）
の間， Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されて
いましたが，オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．補綴領域の
歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る
意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html をご参照ください．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)
の 3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
以上，ご承知ください．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>国際歯科学士会(ICD)第 47 回冬期学会
日時：平成 29 年 3 月 12 日（日）12:45-17:30
会場：日本歯科大学 生命歯学部 九段ホール
参加申込書は国際歯科学士会(ICD)日本部会ホームページから
ダウンロードいただけます.
http://www.icd-japan.gr.jp/images/47th_touki.pdf
<6>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
日本学術振興会より，
「日本学術振興会賞の候補者推薦」について案内が届きましたので
お知らせさせていただきます．詳細は下記の HP よりご確認ください．様式は昨年度から
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変更されている箇所がありますので，ご注意ください．
日本学術振興会賞
第 14 回(平成 29 年度)推薦募集
受付期間：平成 29 年 4 月 7 日(金)-12 日(水)17:00(必着)
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<7>今後 1 か月の行事予定
・3 月 11-12 日 バイオインテグレーション学会
東北大学さくらホール，仙台市
http://bio-integration.jp/

第７回学術大会・総会

・4 月 15-16 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度春期第 69 回学術講演会
日本歯科大学生命歯学部富士見ホール，東京都千代田区
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 15-16 日 日本顎口腔機能学会 第 58 回学術大会
徳島大学藤井節郎記念医科学センター，徳島県徳島市
http://jssf.umin.ne.jp/
・4 月 22・23 日 （一社）日本デジタル歯科学会
鶴見大学記念館 神奈川県横浜市鶴見区
http://www.kokuhoken.jp/jadd8/
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<8>【JPR アンバサダー通信 vol. 27】
補綴歯科学会員の皆様，如何お過ごしでしょうか？ JPR 編集委員会副委員長の細川（九州歯科大学）
です．ここ数回のアンバサダー通信では，歴代 JPR 編集委員会幹事の先生方から，これまでの JPR の
歩みについて様々なエピソードをお聞かせ頂きました．前回ご担当された坂口先生は，JPR 編集委員会
が和文誌編集委員会から独立した初代の委員長である横山先生のもとで，獅子奮迅の活躍をされました．
実は，その前に，僅か半年弱ではありますが，産声を上げたばかりの JPR 誌の編集は，編集委員会が
和文誌と共に担当しておりました．その当時の編集委員会の委員長は，日本歯科大学の志賀博先生，
幹事は横山正起先生でした．当時，たまたま編集委員会の副委員長であった私は，志賀委員長より
JPR 誌の初代編集長(EIC)を命じられ，その半年後には，新設された JPR 編集委員会の初代委員長で
ある北海道大学の横山先生に EIC をバトンタッチ致しました．その後の JPR 誌の歩みは，前回までの
アンバサダー通信に詳述されている通りです．しかし，ここで，学会員の皆様に是非とも知って
いただきたいのは，JPR 誌の誕生にまつわる知られざるストーリーです．その昔，当学会は英文誌を
持ちませんでした．1998 年に第 100 回記念学術大会が開催された頃より学会国際化の機運が急速に
高まり，当時の歴代会長である小林義典先生，田中久敏先生の流れを受け，川添尭彬会長のもと
当時副会長であった川和忠治先生が中心となって「英文誌発行準備委員会」が立ち上がりました．
そして 2002 年，PRP (Prosthodontic Research and Practice)という英文誌が発刊されました．
この英文誌は，当学会の国際化に大きく寄与しましたが，Medline (PubMed)非収載の雑誌であった
ことから，SCI 収載（インパクトファクター獲得）よりも前に，まずは Medline への収載が課題でした．
しかし，それは，そう簡単なものではありませんでした．そこで，2005 年から編集委員会委員長に
就任された志賀先生は，本学会の基幹雑誌である補綴誌（日本補綴歯科学会誌）が既に Medline に収載
されていたことに注目し，補綴誌の誌名を変更して英文国際誌にしてはどうかという『逆転の発想』
を思いつかれました．ただし，この議論が現実のものとなるまでには数年の歳月を要しました．
なぜなら，学会発足以来の歴史を持つ和文主体の補綴誌を事実上消滅させ，Medline 収載の英文誌として
再出発させること，既に刊行されていた PRP 誌の廃刊，そして新しいスタイルでの和文誌の創刊という
ドラスティックな変革をほぼ同時進行させることは，そう簡単ではありませんでした．この大改革を
やり遂げ，JPR 誌の名称を決め，エルゼビア社と契約を結んで 2009 年に第 1 巻第 1 号
（実際には，補綴誌を引き継いだため 53 巻 1 号）を発行するに及んだのが，志賀委員長が 2 期連続で
率いた編集委員会でした．そして，何よりこの大改革に英断を下された当時の平井敏博理事長を始め
とする理事各位と編集委員会委員の先生方の多大なご尽力が無ければ，我々の JPR 誌は決して生まれ
なかったでしょう．さらには，学会独自の英文誌でインパクトファクターを獲得する，という途方も
ない夢を現実のものとした第一歩は，2002 年の PRP 誌の発刊にあったことも忘れてはならないことだと
思います．現在の JPR 誌が生まれた知られざるストーリーについて，一人でも多くの会員諸氏に知って
いただきたいと思い，話が少し長くなってしまいましたことをお許し下さい．会員一人ひとりの良い
仕事と論文投稿が JPR を支えています．皆様，良い仕事こそ，是非 JPR へご投稿下さい！
（JPR 編集副委員長・細川隆司）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Accuracy and mechanical performance of passivated and conventional fabricated
3-unit fixed dental prosthesis on multi-unit abutments
Michael Stimmelmayr, Julian Groesser, Florian Beuer, Kurt Erdelt, Gerald Krennmair,
Caroline Sachs, Daniel Edelhoff, Jan-Frederik Guth
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300026
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●Quantitative evaluation of masseter muscle stiffness in patients with
temporomandibular disorders using shear wave elastography
Makiko Takashima, Yoshiaki Arai, Atsushi Kawamura, Takafumi Hayashi, Ritsuo Takagi
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300129
●Investigation of accuracy and reproducibility of abutment position by
intraoral scanners <Open Access>
Shota Fukazawa, Chikayuki Odaira, Hisatomo Kondo
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300142
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<9>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.03.02 「都道府県別専門医名簿（東京都，愛知県，長崎県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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第 126 回学術大会（横浜）の事前登録はお済みでしょうか．手前味噌ですが，五味治徳教授
（日歯大）と私が座長を務めさせていただく｢臨床リレーセッション 3 CAD/CAM 冠－術者目線
の支台歯形成－｣では，西川義昌先生（鹿児島）と六人部慶彦先生（関西支部）が動画を交えて
CAD/CAM に適した形成をわかりやすく解説いただける予定です．先日，打ち合わせを行いましたが，
臨床家におすすめのセッションだと思います．それでは，春が近づいた大阪からメールマガジン 78 号
をお届けします．
（文責 中村隆志）
「歯科技工士から補綴臨床医への提言－臨床と技工の匠に学ぶ－」も面白そうですよ！（委員長）
～78 号コンテンツはこちら～
<1>来年度からの年会費納入について
<2>第 126 回学術大会のご案内
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<4>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<6>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
<7>【日本歯学系学会協議会】提言策定について（紹介）
<8>今後 1 か月の行事予定
<9>HP 更新内容
<1>来年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)
を当該年度の 5 月末までに納入しなければならない。ただし、賛助会費については、
当該年度中に納入するものとする。
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，来年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<2>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 4 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<4>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）
の間， Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されて
いましたが，オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る
意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．
詳細に関しましては，下記をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)
の 3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<6>「日本学術振興会賞の候補者推薦」について
日本学術振興会より，
「日本学術振興会賞の候補者推薦」について案内が届きましたので
お知らせさせていただきます．様式は昨年度から変更されている箇所がありますので，
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ご注意ください．
日本学術振興会賞 第 14 回(平成 29 年度)推薦募集
受付期間：平成 29 年 4 月 7 日(金)-12 日(水)17:00(必着)
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<7>【日本歯学系学会協議会】提言策定について（紹介）
＊政策提言「歯科における新しい医療技術の開発と先進医療の推進に関わる提言」
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20170307.pdf
<8>今後 1 か月の行事予定
・3 月 21-25 日 IDS/ International Dental Show
ケルンメッセ，Cologne, Germany
http://www.ids-cologne.de/ids/index.php
・3 月 22-25 日 95th General Session & Exhibition of the IADR
モスコーンセンター，San Francisco, California, USA
http://www.iadr.org/i4a/pages/index.cfm?pageID=4798#.WMDvmBhpNUM
・4 月 15-16 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度春期第 69 回学術講演会
日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール，東京都千代田区
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 15-16 日 第 58 回日本顎口腔機能学会学術大会
徳島大学 藤井節郎記念医科学センター，徳島市
http://jssf.umin.ne.jp
・4 月 22-23 日 （一社）日本デジタル歯科学会
鶴見大学記念館 神奈川県横浜市鶴見区
http://www.kokuhoken.jp/jadd8/

第 8 回学術大会

<9>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.03.02 電子ジャーナル｢支部学術大会プログラム・抄録集｣を更新しました．
H29.03.02 委員会活動（JPR 編集委員会）を更新しました．
H29.03.02 「都道府県別専門医名簿（静岡県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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昨日，大学で学位授与式がありました．手を焼いたあの子もこの子も立派に成長し，
卒業の日を迎えました．これからの活躍に期待しています．私が学生の時は，4 月に
国家試験がありましたので，卒業式の頃は試験勉強の真っ最中．試験が済んでやっと
卒業という感じだったことを覚えています．それでも謝恩会で芸出ししましたよ．
ミスターマリックのネタで（古い）
．楽しかったなぁ．皆さんの卒業の思い出は
どんなものなのでしょうか？その頃の卒業ソングといえば？
メールマガジン 79 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
先週には第 110 回の国家試験の合格発表がありました．受験者数 3,049 名（新卒 1,855 名）
，
合格者数 1,983 名（新卒 1,426 名）
，合格率 65.0％（新卒 76.9％）でした．
今年も厳しい国家試験でした．それにしても受験者数の新卒者の割合が半数になる日
も近づいているのでは…（委員長）
～79 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>歯科再生医療推進ネットワーク協議会ウェブアンケートご協力の依頼について
<6>日本学術振興会賞の候補者推薦について
<7>【日本歯学系学会協議会】提言策定について（紹介）
<8>日本歯科医学会主催シンポジウム
<9>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
<10>日本歯科医学会誌第 36 巻発刊のお知らせ
<11>倫理指針の一部改正について（通知）
<12>今後 1 か月の行事予定
<13>来年度からの年会費納入について
<14> HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
ハンズオンセミナーのご案内
今大会では４つの新規保険収載補綴技術のハンズオンセミナーを開催します！奮ってご応募下さい！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/handson.html
参加申込み期間：2017 年 4 月 1 日（土）-5 月 12 日（金）
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 4 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）の間，
Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，
オープンなものになりました．
アメリカにおける歯科領域の学会としては，最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いもの
として知られています．補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る
意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，下記をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国
での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
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詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>歯科再生医療推進ネットワーク協議会ウェブアンケートご協力の依頼について
本会が加盟しております歯科再生医療推進ネットワーク協議会よりアンケートの依頼がありました．
ご興味ある方は下記 URL より，3 月 31 日（金）までにご回答いただきますようお願い申し上げます
（回答は任意です）
．
https://goo.gl/forms/7ybVsrwvCbW720Wp2
（既にファイルでご回答をいただいております先生方に関しましては回答する必要はありません）
本アンケートに関するお問い合わせは，下記の日本再生医療学会事務局までお願いします．
一般社団法人日本再生医療学会
担当 海江田千鶴
secretariat@jsrm.jp
Tel: 03-6262-3028

事務局

歯科再生医療推進ネットワーク協議会
公益社団法人日本補綴歯科学会 代表者
江草 宏
<6>日本学術振興会賞の候補者推薦について
日本学術振興会より，日本学術振興会賞の候補者推について案内が届きましたので，
お知らせさせていただきます．様式は昨年度から変更されている箇所がありますので，
ご注意ください．
日本学術振興会賞 第 14 回(平成 29 年度)推薦募集
受付期間：平成 29 年 4 月 7 日(金)-12 日(水)17:00(必着)
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<7>【日本歯学系学会協議会】提言策定について（紹介）
＊政策提言「歯科における新しい医療技術の開発と先進医療の推進に関わる提言」
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20170307.pdf
<8>日本歯科医学会主催シンポジウム
「これからの日本に求められるアジア歯科医療協働 －アジアがいま願うこと，われわれが今できること－」
会期：2017 年（平成 29 年）4 月 23 日（日）10:00-14:00
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（定員になり次第締切）
登録受付期間：平成 29 年 3 月 16 日（木）-4 月 14 日（金）
http://www.jads.jp/2017/0316/index.html
<9>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
「子どもの食を育む歯科からのアプローチ～4 年間の重点研究から見えてきた課題と展望～」
会期：2017 年（平成 29 年）5 月 28 日（日）13:00-16:20
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 300 名（定員になり次第締切）
登録受付期間：平成 29 年 4 月 1 日（土）-同 28 日（金）
http://www.jads.jp/2017/0313/index.html
<10>日本歯科医学会誌第 36 巻発刊のお知らせ
下記ページより，ご覧ください．
また，日本歯科医学会より，アンケートの協力依頼がございましたので，よろしくお願いいたします．
http://www.jads.jp/jjads_j/index.html
<11>倫理指針の一部改正について（通知）
日本歯科医学会より，関連省庁からの下記倫理指針の一部改正の通知がありましたので，
ご参照ください．
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153339.pdf
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について（平成 29 年 2 月 28 日）
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153341.pdf
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針_新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153342.pdf
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153405.pdf
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「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の一部改正について（平成 29 年 2 月 28 日）
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153374.pdf
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針及び細則_新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153436.pdf
<12>今後 1 か月の行事予定
・4 月 15-16 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度春期第 69 回学術講演会
日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール，東京都千代田区
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 15-16 日 第 58 回日本顎口腔機能学会学術大会
徳島大学 藤井節郎記念医科学センター，徳島市
http://jssf.umin.ne.jp
・4 月 22-23 日 （一社）日本デジタル歯科学会
鶴見大学記念館 神奈川県横浜市鶴見区
http://www.kokuhoken.jp/jadd8/

第 8 回学術大会

<13>来年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を
当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に
納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，来年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<14>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.3.16 「来年度からの年会費納入について」を掲載しました．
H29.3.16 「都道府県別専門医名簿（鹿児島県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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補綴学会の皆さん，こんにちは．
本日は 3 月 31 日，ということは明日から 4 月ですね．28 年度もあっという間の 1 年
でしたが，皆さんはいかがでしたでしょうか？
さて，毎度の我が家の話です．長女は中３受験生，勝負の 1 年となります．
「1 年はあっという間だから，今から準備しなさい」とお説教も多くなるわけです．
この手の話ではどの家庭でもおそらく嫌な顔をされ，子供達は聞く耳を持ちませんよね．
私：どうしていつもあんな態度なんだ．もっと素直になれないのかなぁ？
妻：それは無理よ．いつも酔って帰えると玄関で寝てるのを見てるからね．
．
．
「だめな親には優秀な子が育つ」という東関東の F 教授が推奨する強いエビデンスを
信じつつ，メルマガ 80 号をお届けします．
（文責 金村清孝）

～80 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>薬事戦略相談に関する実施要綱の一部改正等について
<6>日本学術振興会「若手研究者海外挑戦プログラム」募集
<7>歯科再生医療推進ネットワーク協議会ウェブアンケートご協力の依頼について
<8>日本学術振興会賞の候補者推薦について
<9>【日本歯学系学会協議会】提言策定について（紹介）
<10>日本歯科医学会主催シンポジウム
<11>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
<12>日本歯科医学会誌第 36 巻発刊のお知らせ
<13>倫理指針の一部改正について（通知）
<14>今後 1 か月の行事予定
<15>来年度からの年会費納入について
<16>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<17> HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
ハンズオンセミナーのご案内
今大会では４つの新規保険収載補綴技術のハンズオンセミナーの申し込みが始まります．
奮ってご応募下さい！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/handson.html
参加申込み期間：2017 年 4 月 1 日（土）-5 月 12 日（金）
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 5 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）
の間，Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されていま
したが，オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，最も歴史
が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．補綴領域の歴史を作って
きた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサー
でもあり，著名な先生方とのつながりを作る意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．
詳細に関しましては，下記をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
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<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の
3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>薬事戦略相談に関する実施要綱の一部改正等について
（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）
詳細は，下記ＰＤＦをご覧ください．
・平成 29 年 3 月 16 日付け「薬事戦略相談に関する実施要綱の一部改正等について」
https://www.pmda.go.jp/files/000217105.pdf
・レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱（改正後全文）
（平成 29 年 4 月 1 日施行）
https://www.pmda.go.jp/files/000217107.pdf
・レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱（平成 29 年 4 月 1 日施行）
https://www.pmda.go.jp/files/000217106.pdf
<6>日本学術振興会「若手研究者海外挑戦プログラム」募集
平成 29 年度から新設のプログラムです．
受付期間：平成 29 年 5 月 15 日（月）-19 日（金）17:00【必着】
詳細は下記ホームページをご覧ください．
https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html
<7>歯科再生医療推進ネットワーク協議会ウェブアンケートご協力の依頼について
本会が加盟しております歯科再生医療推進ネットワーク協議会よりアンケートの依頼がありました．
ご興味ある方は下記 URL より，3 月 31 日（金）までにご回答いただきますようお願い申し上げます
（回答は任意です）
．
https://goo.gl/forms/7ybVsrwvCbW720Wp2
（既にファイルでご回答をいただいております先生方に関しましては回答する必要はありません）
本アンケートに関するお問い合わせは，下記の日本再生医療学会事務局までお願いします．
一般社団法人日本再生医療学会 事務局
担当 海江田千鶴
secretariat@jsrm.jp
Tel: 03-6262-3028
歯科再生医療推進ネットワーク協議会
公益社団法人日本補綴歯科学会 代表者
江草 宏
<8>日本学術振興会賞の候補者推薦について
日本学術振興会より，日本学術振興会賞の候補者推について案内が届きましたので，
お知らせさせていただきます．様式は昨年度から変更されている箇所がありますので，ご注意ください．
日本学術振興会賞 第 14 回(平成 29 年度)推薦募集
受付期間：平成 29 年 4 月 7 日(金)-12 日(水)17:00(必着)
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<9>【日本歯学系学会協議会】提言策定について（紹介）
＊政策提言「歯科における新しい医療技術の開発と先進医療の推進に関わる提言」
http://www.ucjds.jp/whatsnew/image/20170307.pdf
<10>日本歯科医学会主催シンポジウム
「これからの日本に求められるアジア歯科医療協働－アジアがいま願うこと，われわれが今できること－」
会期：2017 年（平成 29 年）4 月 23 日（日）10:00-14:00
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（定員になり次第締切）
登録受付期間：平成 29 年 3 月 16 日（木）-4 月 14 日（金）
http://www.jads.jp/2017/0316/index.html
<11>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
「子どもの食を育む歯科からのアプローチ～4 年間の重点研究から見えてきた課題と展望～」
会期：2017 年（平成 29 年）5 月 28 日（日）13:00-16:20
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 300 名（定員になり次第締切）
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登録受付期間：平成 29 年 4 月 1 日（土）-同 28 日（金）
http://www.jads.jp/2017/0313/index.html
<12>日本歯科医学会誌第 36 巻発刊のお知らせ
下記ページより，ご覧ください．
また，日本歯科医学会より，アンケートの協力依頼がございましたので，よろしくお願いいたします．
http://www.jads.jp/jjads_j/index.html
<13>倫理指針の一部改正について（通知）
日本歯科医学会より，関連省庁からの下記倫理指針の一部改正の通知がありましたので，
ご参照ください．
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153339.pdf
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について（平成 29 年 2 月 28 日）
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153341.pdf
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針_新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153342.pdf
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153405.pdf
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の一部改正について（平成 29 年 2 月 28 日）
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153374.pdf
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針及び細則_新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153436.pdf
<14>今後 1 か月の行事予定
・4 月 15-16 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度春期第 69 回学術講演会
日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール，東京都千代田区
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 15-16 日 第 58 回日本顎口腔機能学会学術大会
徳島大学 藤井節郎記念医科学センター，徳島市
http://jssf.umin.ne.jp
・4 月 22-23 日 （一社）日本デジタル歯科学会 第 8 回学術大会
鶴見大学記念館 神奈川県横浜市鶴見区
http://www.kokuhoken.jp/jadd8/
<15>来年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を
当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に
納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，来年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<16>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に
改正すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．
この改正により，認定失効期日が平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）
および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．
詳細は，学会ホームページ（http://www.hotetsu.com/t12.html）をご覧ください．
<17>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.03.23 「関連リンク」を更新しました．
H29.03.23 「都道府県別専門医名簿（東京都，静岡県，福岡県）
」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
追伸：本学会のメールマガジンも発足後 80 号を迎えました．会員の皆さん方のお役に立てているでしょうか？
9 支部の HP も新しく本学会メイン HP に掲載するようになりました．
会員への幅広い情報提供，身近に支部間の連携などを感じていただければ幸甚です．
本広報委員会の任期も 6 月までです．最後の 3 か月精一杯務めさせていただきます．
新年度も会員の皆様方のご健勝・御活躍を祈念申し上げます．
（委員長）
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補綴学会の皆様におかれましては，益々ご健勝のこととお喜び申し上げます．
さて，いよいよ新年度がスタートいたしました．新しい環境で仕事や生活を
スタートされた方も多いと思います．当面は歓迎会ムード一色でしょうか．
飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください．玄関で寝てしまうことのないように！
まだまだ夜は肌寒い春，風邪をひきます！
それでは，春の陽気に乗せてメールマガジン 81 号をお届けいたします．
（文責 越智守生）
～81 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>日本学術振興会「若手研究者海外挑戦プログラム」募集
<6>日本学術振興会賞の候補者推薦について
<7>日本歯科医学会主催シンポジウム
<8>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
<9>今後 1 か月の行事予定
<10>【JPR アンバサダー通信 vol. 28】
<11>来年度からの年会費納入について
<12>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<13> HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
ハンズオンセミナーのご案内
今大会では４つの新規保険収載補綴技術のハンズオンセミナーの申し込みが始まります．
奮ってご応募下さい！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/handson.html
参加申込み期間：2017 年 4 月 1 日（土）-5 月 12 日（金）
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 5 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）
の間，Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されて
いましたが，オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを
作る意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，下記をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国
での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>日本学術振興会「若手研究者海外挑戦プログラム」募集
平成 29 年度から新設のプログラムです．
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受付期間：平成 29 年 5 月 15 日（月）-19 日（金）17:00【必着】
詳細は下記ホームページをご覧ください．
https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html
<6>日本学術振興会賞の候補者推薦について
日本学術振興会より，日本学術振興会賞の候補者推について案内が届きましたので，
お知らせさせていただきます．様式は昨年度から変更されている箇所がありますので，
ご注意ください．
日本学術振興会賞 第 14 回(平成 29 年度)推薦募集
受付期間：平成 29 年 4 月 7 日(金)-12 日(水)17:00(必着)
http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/
<7>日本歯科医学会主催シンポジウム
「これからの日本に求められるアジア歯科医療協働 -アジアがいま願うこと，
われわれが今できること-」
会期：2017 年（平成 29 年）4 月 23 日（日）10:00-14:00
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（定員になり次第締切）
登録受付期間：平成 29 年 3 月 16 日（木）-4 月 14 日（金）
http://www.jads.jp/2017/0316/index.html
<8>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
「子どもの食を育む歯科からのアプローチ～4 年間の重点研究から見えてきた課題と展望～」
会期：2017 年（平成 29 年）5 月 28 日（日）13:00-16:20
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 300 名（定員になり次第締切）
登録受付期間：平成 29 年 4 月 1 日（土）-同 28 日（金）
http://www.jads.jp/2017/0313/index.html
<9>今後 1 か月の行事予定
・4 月 15-16 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度春期第 69 回学術講演会
日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール，東京都千代田区
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 15-16 日 第 58 回日本顎口腔機能学会学術大会
徳島大学 藤井節郎記念医科学センター，徳島市
http://jssf.umin.ne.jp
・4 月 22-23 日 （一社）日本デジタル歯科学会 第 8 回学術大会
鶴見大学記念館 神奈川県横浜市鶴見区
http://www.kokuhoken.jp/jadd8/
<10>【JPR アンバサダー通信 vol. 28】
JPR 編集委員の向山です．JPR 冊子の整備，点検を担当しております．
61 巻より JPR 誌の表紙の写真を変更しました．前回の変更と同様に前巻（今回は 60 巻）
に出版された論文のなかより JPR の the most-targeted topics にあてはまり，
本誌の最新の動向をよくしめしている写真をとりあげております．この写真が 61 巻１から 4 号
の表紙を飾ることになります．どうぞよろしくお願いします．また今回から冊子体と online journal
の投稿規定を統一しております．世のトップジャーナルでは毎号その号に掲載された論文の中から
写真をとりあげ，表紙を飾っております．私たち編集委員会としても最終的にはその方向を目指
しております．しかしながら，JPR 誌が IF を獲得したといってもまだまだ発展途上でその域には
達しておりません．もっともっと力をつける必要があります．現在大幅に投稿数が増加し掲載論文も
増やす方向で対応しております．皆様の貴重な研究成果を，ぜひとも JPR 誌にご投稿をお願いします．
62 巻の表紙を飾る論文をお待ちしております．（JPR 編集委員・向山 仁）
＊＊＊ 62 巻表紙 採択論文＊＊＊
●左図： <Technical procedure> Computer assisted mandibular reconstruction using
a custom-made titan mesh tray and removable denture based on the top-down treatment technique
Tomoko Ikawa, Yuko Shigeta, Rio Hirabayashi, Shinya Hirai, Kentaro Hirai,
Naohiko Harada, Noboru Kawamura, Takumi Ogawa
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000153
●中図：<Original article> Interferon-γ enhances the efficacy of autogenous bone
grafts by inhibiting postoperative bone resorption in rat calvarial defects
Peiqi Li, Yoshitomo Honda, Yoshiyuki Arima, Kenichirou Yasui, Kaoru Inami, Aki Nishiura,
Yoshiya Hashimoto, Naoyuki Matsumoto
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000086
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●右図：<Case Report> Application of Ce-TZP/Al2O3 nanocomposite to the framework of an
implant-fixed complete dental prosthesis and a complete denture
Yoshiyuki Hagiwara, Kiyoshi Nakajima
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195816000189
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●The role of IL-1 gene polymorphisms (IL1A, IL1B, and IL1RN) as a risk factor
in unsuccessful implants retaining overdentures
Margarida Sampaio Fernandes, Paula Vaz, Ana Cristina Braga,
Joao Carlos Sampaio Fernandes, Maria Helena Figueiral
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300130
●Effect of the bitterness of food on muscular activity and masticatory movement
Yamato Okada, Hiroshi Shiga
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300117
＜Case Report＞
●Effect of palatal augmentation prosthesis on pharyngeal manometric pressure
in a patient with functional dysphagia: A case report
Tomohisa Ohno, Ryo Ohno, Ichiro Fujishima
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300154
<11>来年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)
を当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，
当該年度中に納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，来年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，
お願い申し上げます．
<12>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページ（http://www.hotetsu.com/t12.html）
をご覧ください．
<13>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.03.30 「平成 29 年度からの年会費納入について」を掲載しました．
H29.03.30 「都道府県別専門医名簿（東京都，大阪府，徳島県，鹿児島県）
」
を更新しました．
H29.03.29 「規程集」を更新しました．
H29.03.29 「専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）
について」掲載しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
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==================================================================
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4 月も中旬になり，ずいぶん暖かくなりました．関西の桜は，先週末が満開でしたが，
東北や北海道では，これからが花見のシーズンかと思います．すごしやすい気候ですが，
花冷えや飲み過ぎには十分ご注意ください．
それでは，春の大阪からメルマガ 82 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～82 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
<6>日本歯科医学会主催シンポジウム
<7>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」
演題募集
<8>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
<9>今後 1 か月の行事予定
<10>来年度からの年会費納入について
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<12>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
ハンズオンセミナーのご案内
今大会では４つの新規保険収載補綴技術のハンズオンセミナーの申し込みが始まります．
奮ってご応募下さい！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/handson.html
参加申込み期間：2017 年 4 月 1 日（土）-5 月 12 日（金）
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 5 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）
の間，Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されて
いましたが，オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，
最も歴史が古いもののひとつで，かつ，格調の高いものとして知られています．補綴領域の
歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．Journal of Prosthetic Dentistry
のスポンサーでもあり，著名な先生方とのつながりを作る意味でも有益と考え，
ご参加をお勧めいたします．詳細に関しましては，下記をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国
での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
平成 29 年度から新設のプログラムです．
受付期間：平成 29 年 5 月 15 日(月)-19 日(金) 17:00(必着)
https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html
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<6>日本歯科医学会主催シンポジウム
「これからの日本に求められるアジア歯科医療協働 -アジアがいま願うこと，われわれが今できること-」
会期：2017 年（平成 29 年）4 月 23 日（日）10:00-14:00
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 200 名（定員になり次第締切）
登録受付期間：平成 29 年 3 月 16 日（木）-4 月 14 日（金）
http://www.jads.jp/2017/0316/index.html
<7>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」
演題募集
開催日時：平成 29 年 8 月 31 日（木）
開催場所：歯科医師会館１階大会議室（東京都千代田区）
演題登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)必着
申込先：日本歯科医学会事務局
http://www.jads.jp/2017/0324/index.html
<8>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
「子どもの食を育む歯科からのアプローチ～4 年間の重点研究から見えてきた課題と展望～」
会期：2017 年（平成 29 年）5 月 28 日（日）13:00-16:20
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 300 名（定員になり次第締切）
登録受付期間：平成 29 年 4 月 1 日（土）-4 月 28 日（金）
http://www.jads.jp/2017/0313/index.html
<9>今後 1 か月の行事予定
・4 月 15-16 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度春期第 69 回学術講演会
日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール，東京都千代田区
http://www.jsdmd.jp/meeting/meet_now.html
・4 月 15-16 日 第 58 回日本顎口腔機能学会学術大会
徳島大学 藤井節郎記念医科学センター，徳島市
http://jssf.umin.ne.jp
・4 月 22-23 日 （一社）日本デジタル歯科学会
鶴見大学記念館，神奈川県横浜市鶴見区
http://www.kokuhoken.jp/jadd8/

第 8 回学術大会

・5 月 12-13 日 第 60 回春期日本歯周病学会学術大会
福岡国際会議場，福岡市
http://www.c-linkage.co.jp/jsps60/index.html
・5 月 27-28 日 第 6 回国際歯科技工学会（第 39 回日本歯科技工学会併催）
中華民国 台北市
http://www.nadt.jp
<10>本年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)
を当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中
に納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．つきましては，
本年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.04.06 「都道府県別専門医名簿（神奈川県）
」を更新しました．
==================================================================
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桜が咲き春を感じていたら，もうすぐゴールデンウィークであることに気づきました．
全国各地でさまざまなイベントが開催されるのでしょうね．皆様，GW の計画は立てられましたでしょうか？
私は，実家で田植えの手伝いをする予定です．農業のできる補綴専門医を目指して(？)．
それでは，メールマガジン 83 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～83 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
<6>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」演題募集
<7>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
<8>今後 1 か月の行事予定
<9>本年度からの年会費納入について
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<11>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
ハンズオンセミナーのご案内
今大会では４つの新規保険収載補綴技術のハンズオンセミナーの申し込みが始まります．
奮ってご応募下さい！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/handson.html
参加申込み期間：平成 29 年 4 月 1 日(土)～5 月 12 日(金)
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 5 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>Academy of Prosthodontics に関するお知らせ
Academy of Prosthodontics （AP）の第 99 回大会が，2017 年 4 月 25 日（火）から 4 月 29 日（土）の間，
Florida 州 Sarasota で開催されます．かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，
オープンなものになりました．アメリカにおける歯科領域の学会としては，最も歴史が古いもののひとつで，
かつ，格調の高いものとして知られています．補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりを
つけられる貴重な学会です．Journal of Prosthetic Dentistry のスポンサーでもあり，
著名な先生方とのつながりを作る意味でも有益と考え，ご参加をお勧めいたします．
詳細に関しましては，下記をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/2017_Sarasota_Florida.html
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，
韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
平成 29 年度から新設のプログラムです．
受付期間：平成 29 年 5 月 15 日(月)～19 日(金) 17:00(必着)
https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html
<6>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」演題募集
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開催日時：平成 29 年 8 月 31 日(木)
開催場所：歯科医師会館 1 階大会議室（東京都千代田区）
演題登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)必着
申込先：日本歯科医学会事務局
http://www.jads.jp/2017/0324/index.html
<7>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
「子どもの食を育む歯科から のアプローチ ～4 年間の重点研究から見えてきた課題と展望～」
会期：平成 29 年 5 月 28 日(日) 13:00～16:20
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 300 名（定員になり次第締切）
登録受付期間：平成 29 年 4 月 1 日(土)～4 月 28 日(金)
http://www.jads.jp/2017/0313/index.html
<8>今後 1 か月の行事予定
・4 月 22-23 日 （一社）日本デジタル歯科学会
鶴見大学記念館 神奈川県横浜市鶴見区
http://www.kokuhoken.jp/jadd8/

第 8 回学術大会

・5 月 12-13 日 第 60 回春期日本歯周病学会学術大会
福岡国際会議場，福岡市
http://www.c-linkage.co.jp/jsps60/index.html
・5 月 27-28 日 第 6 回国際歯科技工学会（第 39 回日本歯科技工学会併催）
中華民国 台北市
http://www.nadt.jp
<9>本年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を
当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，
当該年度中に納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，本年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，
お願い申し上げます．
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.4.13 「認定研修機関」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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メルマガでもサクラの便りが南から届いておりますが，東北盛岡にも桜前線が到達し，
満開になっています．
「岩手のさくらは石ば割って割ぐ」
．映画，壬生義士伝
（浅田次郎原作 中井貴一主演）でご存じの方もいらっしゃるかと思います．
義の心と家族愛，石割り桜が印象的な映画です．GW にいかがでしょうか？
さて，私事ですが，先日膝の痛みで夜中に目覚め，朝には立ち上がれない状況で苦しみました．
体型の太い細いは関係ないようですね．この痛みに共感して頂ける沢山の痛風持ちの皆様に，
GW の暴飲暴食注意報を岩手から発信しつつ，メールマガジン 84 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
～84 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<4>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
<5>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」演題募集
<6>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
<7>今後 1 か月の行事予定
<8>【JPR アンバサダー通信 vol. 29】
<9>本年度からの年会費納入について
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<11>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
ハンズオンセミナーのご案内
今大会では４つの新規保険収載補綴技術のハンズオンセミナーの申し込みが始まります．
奮ってご応募下さい！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/handson.html
参加申込み期間：平成 29 年 4 月 1 日(土)～5 月 12 日(金)
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 5 月 1 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，
韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
平成 29 年度から新設のプログラムです．
受付期間：平成 29 年 5 月 15 日(月)～19 日(金) 17:00(必着)
https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html
<5>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」演題募集
開催日時：平成 29 年 8 月 31 日(木)
開催場所：歯科医師会館 1 階大会議室（東京都千代田区）
演題登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)必着
申込先：日本歯科医学会事務局
http://www.jads.jp/2017/0324/index.html
<6>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
「子どもの食を育む歯科から のアプローチ ～4 年間の重点研究から見えてきた課題と展望～」
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会期：平成 29 年 5 月 28 日(日) 13:00～16:20
会場：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：無料
事前登録制：定員 300 名（定員になり次第締切）
登録受付期間：平成 29 年 4 月 1 日(土)～4 月 28 日(金)
http://www.jads.jp/2017/0313/index.html
<7>今後 1 か月の行事予定
・5 月 12-13 日 第 60 回春期日本歯周病学会学術大会
福岡国際会議場，福岡市
http://www.c-linkage.co.jp/jsps60/index.html
・5 月 27-28 日 第 6 回国際歯科技工学会（第 39 回日本歯科技工学会併催）
中華民国 台北市
http://www.nadt.jp
<8>【JPR アンバサダー通信 vol. 29】
JPR 編集委員の加来（新潟大）です．JPR の投稿数と Impact Factor が年々増加していることは，
これまでのアンバサダー通信でもお伝えしてきたとおりですが，ジャーナルの質を向上させる
ためにはこれまで以上の投稿数が必要であることは言うまでもありません．しかしながら，
投稿数の増加は嬉しい半面多くの方に査読をお願いすることとなり，エディターである私達
としても苦心しているところです．2016 年中に JPR の査読を担当いただいた方は計 290 名で，
その半数以上が補綴学会会員です．特に補綴学会会員の皆様にはお忙しい中丁寧に査読して
いただいており，JPR が補綴学会のオフィシャル・ジャーナルであることを内側から実感しています．
ちなみに 2016 年は最も多い方には年間 10 編も査読をご担当いただきました．
この場をお借りして改めて感謝申し上げます．編集委員会でも査読者への感謝をお伝えする方法を
模索してきました．その一つとして，JPR 最新号 Vol.61(2)では巻末に 2016 年中に査読を担当して
いただいた方全員の御名前を掲載しています（Appreciation to Reviewers）
．
なお，出版元の Elsevier 社からも査読実績を確認することができる「Reviewer Recognition Platform」
が提供されております．また，BETA 版ではありますが，Elsevier 社以外のジャーナルの
査読履歴も登録可能な「Reviewer Page」も新たに提供が開始されていますので合わせてご活用下さい．
（JPR 編集委員・加来 賢）
↓Appreciation to Reviewers↓
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300361
↓Reviewer Recognition Platform↓
https://www.reviewerrecognition.elsevier.com/
↓Reviewer Page↓
http://www.reviewerpage.com/
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Original Articles＞
●Relationship between masticatory performance using a gummy jelly and masticatory movement
Hanako Uesugi, Hiroshi Shiga
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300099
●Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with short fiber composite
used as a core material-An in vitro study
Tejesh Gupta Garlapati, Jogikalmat Krithikadatta, Velmurugan Natanasabapathy
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300166
●Properties of discontinuous S2-glass fiber-particulate-reinforced resin composites with
two different fiber length distributions
Qiting Huang, Sufyan Garoushi, Zhengmei Lin, Jingwei He, Wei Qin, Fang Liu, Pekka Kalevi Vallittu,
Lippo Veli Juhana Lassila
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S188319581730018X
●Evaluation of functional parameters in the occlusion of complete denture wearers before
and after prosthetic treatment
Kuc Joanna, Sierpinska Teresa, Golebiewska Maria
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300191
<9>本年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を
当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，
当該年度中に納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，本年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
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平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.04.20 「平成 29・30 年度代議員一覧」を更新しました．
H29.04.20 「保険診療におけるＣＡＤ／ＣＡＭ冠の診療指針」を更新しました．
H29.04.20 「その他各種委員会刊行物」を更新しました．
H29.04.20 「支部活動(東北・北海道支部)」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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GW 真っ最中のメルマガです．皆様いかがお過ごしでしょうか？ここ北海道では，
GW と言えばお花見ですが，花より団子とばかりに桜の木の下でジンギスカンを楽しむ
道産子で賑わいます． さて，数年前になりますが，大講座内である病が流行しました．
その名は「痛風」
．軒並み発症し，
「痛風は伝染する？！」という噂が飛び交いました．
痛風持ちの方が周りにいる場合は，他人事ではないかもしれません・・・．
ちなみに私は先日，眼圧を下げるため左目に『インプラント手術』を受けました．
術後１週間，涙が止まりません．視力はだんだんと戻ってきましたが，
もう少し時間がかかりそうです．早い回復を願いつつ，メールマガジン 85 号をお届けします．
（文責 越智守生）
～85 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<4>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
<5>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」演題募集
<6>今後 1 か月の行事予定
<7>本年度からの年会費納入について
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<9>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)（締め切り間近です！）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
ハンズオンセミナーのご案内
今大会では４つの新規保険収載補綴技術のハンズオンセミナーの申し込みが始まります．
奮ってご応募下さい！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/handson.html
参加申込み期間：平成 29 年 4 月 1 日(土)～5 月 12 日(金)
平成 29 年度専門医多肢選択式筆記試験実施のお知らせ
日時：平成 29 年 6 月 30 日（金）15：00～15：50（日石横浜ホール）
申込書提出期限：平成 29 年 4 月 24 日（月）～平成 29 年 5 月 23 日（火）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/senmonni.html
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 締め切りました（2017 年 5 月 1 日）
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，
韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
平成 29 年度から新設のプログラムです．
受付期間：平成 29 年 5 月 15 日(月)～19 日(金) 17:00(必着)
https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html
<5>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」
演題募集
開催日時：平成 29 年 8 月 31 日(木)
開催場所：歯科医師会館 1 階大会議室（東京都千代田区）
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演題登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)必着
申込先：日本歯科医学会事務局
http://www.jads.jp/2017/0324/index.html
<6>今後 1 か月の行事予定
・5 月 12-13 日 第 60 回春期日本歯周病学会学術大会
福岡国際会議場，福岡市
http://www.c-linkage.co.jp/jsps60/index.html
・5 月 27-28 日 第 6 回国際歯科技工学会（第 39 回日本歯科技工学会併催）
中華民国 台北市
http://www.nadt.jp
<7>本年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)
を当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，
当該年度中に納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，本年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<9>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.04.27 「支部活動(東海支部)」を更新しました．
H29.04.27 「支部活動(東関東支部)」を更新しました．
H29.04.27 専門医研修会のお知らせ（東関東支部）を更新しました．
H29.04.27 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(東関東支部)」を更新しました．
H29.04.27 学会発行物「ガイドライン等」更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.86 May 12, 2017
==================================================================
ゴールデンウイークもあっという間に終わってしまい，気がつけば 5 月も中旬になりました．
ずいぶん先と思っていた第 126 回大会まで，あと一か月半です．学会の事前登録や
ハンズオンセミナーは，今日が締切です．今一度，登録状況を確認いただき，
登録漏れのないようご注意ください． それでは，初夏を感じる大阪から
メールマガジン第 86 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～86 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会事前参加登録の延長について
<2>第 126 回学術大会のご案内
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
<6>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」
演題募集
<7>今後 1 か月の行事予定
<8>【JPR アンバサダー通信 vol. 30】
<9>本年度からの年会費納入について
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<11>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会事前参加登録申し込み期間の延長について
この度は公益社団法人日本補綴歯科学会第 126 回学術大会の横浜での開催にあたり，
皆様方からの多大なるご協力を賜り，誠にありがとうございます．
会員各位におかれましては多数の事前参加登録を頂き誠に有り難うございます．
本日 5 月 12 日（金）を事前参加登録，ハンズオンセミナー申し込みの締め切りとさせていただいて
おりましたが，登録および申し込み期間を平成 29 年 5 月 19 日（金）17 時まで延長させていただきます．
急いで登録して頂いた先生方には心より御礼を申し上げます．
多数の先生方のご参加を心よりお待ち申し上げます．
第 126 回学術大会 HP 事前登録ページ URL：
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/sanka.html
公益社団法人 日本補綴歯科学会
大会長 大久保力廣
実行委員長 小川 匠
準備委員長 西山雄一郎

第 126 回学術大会

<2>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 19 日(金)（締切が 1 週間延長されました）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
ハンズオンセミナーのご案内
今大会では４つの新規保険収載補綴技術のハンズオンセミナーの申し込みが始まります．
奮ってご応募下さい！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/handson.html
参加申込み締切：平成 29 年 5 月 19 日(金)（締切が 1 週間延長されました）
平成 29 年度専門医多肢選択式筆記試験実施のお知らせ
日時：平成 29 年 6 月 30 日（金）15：00～15：50（日石横浜ホール）
申込書提出期限：平成 29 年 5 月 23 日（火）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/senmonni.html
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 締め切りました（2017 年 5 月 1 日）
抄録（ポスター）締切： 2017 年 5 月 31 日
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
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2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，
韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
平成 29 年度から新設のプログラムです．
受付期間：平成 29 年 5 月 15 日(月)～19 日(金) 17:00(必着)
https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html
<6>日本歯科医学会 第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い（平成 29 年度）
」
演題募集
開催日時：平成 29 年 8 月 31 日(木)
開催場所：歯科医師会館 1 階大会議室（東京都千代田区）
演題登録締切：平成 29 年 5 月 12 日(金)必着
申込先：日本歯科医学会事務局
http://www.jads.jp/2017/0324/index.html
<7>今後 1 か月の行事予定
・5 月 12-13 日 第 60 回春期日本歯周病学会学術大会
福岡国際会議場，福岡市
http://www.c-linkage.co.jp/jsps60/index.html
・5 月 27-28 日 第 6 回国際歯科技工学会（第 39 回日本歯科技工学会併催）
中華民国 台北市
http://www.nadt.jp
・6 月 8-9 日 第 146 回春期日本保存学会学術大会
リンクステーションホール青森，青森市
http://www.kokuhoken.jp/jscd146/
<8>【JPR アンバサダー通信 vol. 30】
＊＊＊ 第１回 JPR Best Paper Award 受賞者決定のお知らせ ＊＊＊
東京では桜もすっかり散り新緑の季節を迎えております．今年の桜は開花後，
寒い日が続き長く楽しむことができました．そろそろ，桜前線も北海道に到達する頃でしょうか．
今回の JPR アンバサター通信は，昨年度制定された JPR Best Paper Award についてです．
本表彰は JPR に掲載された優れた論文を執筆された研究者におくられるもので，
Review Article と Original Article の 2 部門，各部門で１論文が選択されます．
対象は表彰年の前年，前々年の 2 年間に，JPR に掲載された全論文で，2017 年表彰の対象は
59 巻 1 号～60 巻４号に掲載された論文です．Web of Science のデータベースを利用して
本年 1 月 1 日の時点での被引用回数を参照して選考されます．
記念すべき第１回の受賞者は Review Article 部門が，
A review of improved fixation methods for dental implants.
Part I: Surface optimization for rapid osseointegration.
http://doi.org/10.1016/j.jpor.2014.11.007
を執筆された昭和大学 柴田先生と日本大学松戸 谷本先生，
Original Article 部門は，
A longitudinal retrospective study of the analysis of the risk factors of implant failure
by the application of generalized estimating equations.
http://doi.org/10.1016/j.jpor.2015.04.003
を執筆された岡山大学 野田先生と窪木先生です．おめでとうございます！改めまして
素晴らしい論文を JPR に投稿して下さった著者の皆様に編集長として心からお礼を申し上げます．
表彰は次回の学術大会にて行われる予定です．
最後に，今期の JPR 編集委員会の活動も，残り二ヶ月となりました．編集委員会一同，
最後まで全力で頑張りますので，会員の皆様には引き続きご支援の程，宜しくお願いいたします．
（JPR 編集委員長・馬場一美）
＊＊＊ JPR 電子出版済み論文 ＊＊＊
＜Review Article＞
●In vitro fatigue tests and in silico finite element analysis of dental implants
with different fixture/abutment joint types using computer-aided design models
Satoshi Yamaguchi, Yasufumi Yamanishi, Lucas S. Machado, Shuji Matsumoto,
Nick Tovar, Paulo G. Coelho, Van P. Thompson, Satoshi Imazato
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300439
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＜Original Articles＞
●Fracture resistance of endodontically treated teeth restored
with short fiber composite used as a core material-An in vitro study
Tejesh Gupta Garlapati, Jogikalmat Krithikadatta, Velmurugan Natanasabapathy
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1883195817300166
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<9>本年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を
当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，
当該年度中に納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，本年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<11>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.05.02 「専門医資格有効期限日の統一化に伴う認定期間延長について」掲載しました．
H29.05.02 「規程集」を更新しました．
H29.05.02 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.87 May 19, 2017
==================================================================
第 126 回学術大会の事前参加登録，ハンズオンセミナー申込の締め切りが，本日 17 時です．
多数の先生方のご参加をお待ちしております．さて，先日，健康診断の結果が手元に届きました．
なんと 2 ランクダウン．患者さんの健康を考えるのが私たちの仕事ですが，
その前に自らの健康管理が基本だと実感しました．皆様くれぐれもお大事に．それでは，
中年真っ盛りの私がメールマガジン 87 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～87 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<4>第 105 回 FDI 世界歯科大会 参加案内
<5>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
<6>今後 1 か月の行事予定
<7>本年度からの年会費納入について
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<9>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：平成 29 年 5 月 19 日(金)（本日締切です）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
ハンズオンセミナーのご案内
今大会では４つの新規保険収載補綴技術のハンズオンセミナーの申し込みが始まります．
奮ってご応募下さい！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/handson.html
参加申込み締切：平成 29 年 5 月 19 日(金) （本日締切です）
平成 29 年度専門医多肢選択式筆記試験実施のお知らせ
日時：平成 29 年 6 月 30 日（金）15：00～15：50（日石横浜ホール）
申込書提出期限：平成 29 年 5 月 23 日（火）
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/senmonni.html
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 5 月 31 日
抄録（ポスター）締切： 2017 年 6 月 15 日（延長されました）
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国
での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>第 105 回 FDI 世界歯科大会 参加案内
第 105 回 FDI 世界歯科大会が 8 月 29 日～9 月 1 日にスペインのマドリードにて開催されます．
詳細は下記 URL より確認ください．
http://www.world-dental-congress.org/index.php/en/
<5>日本学術振興会｢若手研究者海外挑戦プログラム｣募集
平成 29 年度から新設のプログラムです．
受付期間：平成 29 年 5 月 15 日(月)～19 日(金) 17:00(必着)（本日締切です）
https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html
<6>今後 1 か月の行事予定
・5 月 27-28 日 第 6 回国際歯科技工学会（第 39 回日本歯科技工学会併催）
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中華民国 台北市
http://www.nadt.jp
・6 月 8-9 日 第 146 回日本歯科保存学会春季学術大会
リンクステーションホール青森，青森市
http://www.kokuhoken.jp/jscd146/
・6 月 14-16 日 第 28 回日本老年歯科医学会学術大会
名古屋国際会議場，名古屋市
http://www2.convention.co.jp/gero28/
<7>本年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)
を当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，
当該年度中に納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，来年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<9>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.05.02 「専門医資格有効期限日の統一化に伴う認定期間延長について」掲載しました．
H29.05.02 「規程集」を更新しました．
H29.05.02 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.88 May 26, 2017
==================================================================
日本補綴歯科学会会員の皆様，暑い日が続きますが，体調はいかがでしょうか？
北国盛岡も 30℃を越える日がありました．何気なく外出すると，鼻の頭や頬がひりひり…
そんな時期になりましたね．紫外線対策お忘れ無く．私の経験的には前頭部がもっとも
日焼けしますので諸先輩方におかれましても，どうぞしっかりケアされてください．
さて，補綴学会メルマガの桜前線に続いたまさかの不健康自慢前線の日本縦断．
何かしらの体調不良を抱えながら皆さん頑張っておられるのを感じました．
第 126 回学術大会の準備，大変だと思いますが，主管校の先生方，暑さに負けず，
体調に配慮しながら熱い学会運営宜しくお願いいたします!
それでは，外出時の帽子のかぶり忘れ防止をお知らせしつつ，メールマガジン 88 号をお届けします．
（文責 金村清孝）
～88 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3> European Prosthodontic Association（EPA）のお知らせ
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>一般社団法人日本歯学系学会協議会 第 15 回講演会「歯科における需給問題」
<6>今後 1 か月の行事予定
<7>本年度からの年会費納入について
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<9> HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 2017 年 5 月 31 日（延長されました）
抄録（ポスター）締切： 2017 年 6 月 15 日（延長されました）
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3> European Prosthodontic Association（EPA）のお知らせ
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもありますので，
多くの会員の先生方が参加を考慮されているかもしれませんが，抄録締切が 6 月 4 日となっておりますこと，
ご注意ください．なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，
諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせてお知らせさせて
いただきます．詳細は，学会 HP： http://www.epadental.org/conferences/conferences をご参照ください．
以上，ご承知のほどよろしくお願い致します．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での
合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>一般社団法人日本歯学系学会協議会 第 15 回講演会「歯科における需給問題」
日 時：平成 29 年 6 月 22 日（木）14：30～15：45
会 場：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下 1 階
九段ホール
演 者：安藤 雄一 先生（国立保健医療科学院）
参加費：無料，どなたでもご参加いただけます．
（事前申込の必要はございません）
<6>今後 1 か月の行事予定
・5 月 27-28 日 第 6 回国際歯科技工学会（第 39 回日本歯科技工学会併催）
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中華民国 台北市
http://www.nadt.jp
・6 月 8-9 日 第 146 回日本歯科保存学会春季学術大会
リンクステーションホール青森，青森市
http://www.kokuhoken.jp/jscd146/
・6 月 11 日 （一社）日本接着歯学会・
（一社）日本デジタル歯科学会共催シンポジウム
東京医科歯科大学 特別講義室
http://www.adhesive-dent.com/
http://www.jaddent.jp/
・6 月 14-16 日 第 28 回日本老年歯科医学会学術大会
名古屋国際会議場，名古屋市
http://www2.convention.co.jp/gero28/
<7>本年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)
を当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中
に納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．つきましては，
来年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<9>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.05.02 「専門医資格有効期限日の統一化に伴う認定期間延長について」掲載しました．
H29.05.02 「規程集」を更新しました．
H29.05.02 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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補綴学会会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます．
さて，いよいよ第 126 回学術大会まで１ヶ月となりました．大会テーマである
「補綴歯科がめざすもの，求められるもの」
．日常の臨床においても，
我々補綴医がめざすものと患者に求められるものがかけ離れているのではないか？
と考えさせられることが多々あります．両者が合致して初めて最良の補綴治療と
なるのだと思いますが，我々がめざすもののレベルを高めることで患者の求めに
的確に対応できるのだと，個人的には考えております．
（珍しく真面目な話です．
）
それにしても，７月の横浜はさぞ暑いことでしょう．北海道は，ほんの数日間の
暑い日に惑わされ薄着で出勤し，寒さに震えることがまだあります．暑さが待ち遠しい！
うっかり帽子をかぶり忘れないように...と思いましたが，もしかして関東はまだ梅雨の
時期でしょうか？傘も必要？もしまだ梅雨が明けていなかったとしても
，爽やかに熱い学術大会となりますことを大いに期待しております．
それでは，メールマガジン 89 号をお届けします．
（文責 越智守生）
～88 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>41st Annual Conference of European Prosthodontic Assosiation について
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>本年度からの年会費納入について
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<8>HP 更新内容
<1> 第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録締切：終了しました
ハンズオンセミナー参加申し込み：終了しました
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>41st Annual Conference of European Prosthodontic Assosiation について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から
9 月 30 日の予定で，Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を
締結している学会でもありますので，多くの会員の先生方が参加を考慮されて
いるかもしれませんが，抄録締切が 6 月 4 日となっておりますこと，ご注意ください．
なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，
諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことを
あわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：2017 年 6 月 4 日（締切間近です！）
早期参加登録締切：2017 年 7 月 2 日
遅延参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 終了しました
抄録（ポスター）締切： 2017 年 6 月 15 日（延長されました）
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の
3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
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<5>今後 1 か月の行事予定
・6 月 8-9 日 第 146 回日本歯科保存学会春季学術大会
リンクステーションホール青森，青森市
http://www.kokuhoken.jp/jscd146/
・6 月 11 日 日本接着歯学会・日本デジタル歯科学会共催シンポジウム
東京医科歯科大学 特別講義室
http://www.adhesive-dent.com/
http://www.jaddent.jp/
・6 月 14-16 日 第 28 回日本老年歯科医学会学術大会
名古屋国際会議場，名古屋市
http://www2.convention.co.jp/gero28/
・6 月 30-7 月 2 日 日本補綴歯科学会第 126 回学術大会
パシフィコ横浜，横浜市
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<6>本年度からの年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)
を当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中
に納入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．つきましては，
来年度の年会費の納入は 5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<8>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.05.26 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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なんだか急に暑い日が多くなってきました．会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか．
第 126 回大会が目前にせまっており，発表される先生方は準備に追われる毎日と思います．
もう少しがんばってください．さて，JPS メールマガジンも 90 号をむかえることができました．
4 名の広報委員で担当して参りましたが，私の担当はこの No.90 が最後になると思います．
会員の皆様，ご購読ありがとうございました．7 月からは，新しい広報委員の先生方に担当
いただくことになります．引き続き JPS メールマガジンをよろしくお願い致します．
それでは，梅雨のせまった大阪からメールマガジン 90 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～90 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<7>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録/ハンズオンセミナー参加申込：終了しました
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切： 終了しました
抄録（ポスター）締切： 2017 年 6 月 15 日（延長されました）
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の
予定で，Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でも
あります．なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，
諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせて
お知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：2017 年 7 月 2 日
遅延参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国
での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>今後 1 か月の行事予定
・6 月 11 日 （一社）日本接着歯学会・
（一社）日本デジタル歯科学会共催シンポジウム
東京医科歯科大学 特別講義室
http://www.adhesive-dent.com/
http://www.jaddent.jp/
・6 月 14-16 日 第 28 回日本老年歯科医学会学術大会
名古屋国際会議場，名古屋市
http://www2.convention.co.jp/gero28/
・6 月 17-18 日 第 28 回日本スポーツ歯科医学会学術大会
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札幌市教育文化会館
http://www.kokuhoken.jp/jasd28/
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正
すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，
認定失効期日が平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）
および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．
詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.06.01 ｢支部活動（中国・四国支部）｣を更新しました．
H29.06.01 ｢専門医研修会のお知らせ（中国・四国支部）｣を更新しました．
H29.06.01 ｢生涯学習公開セミナーのお知らせ（中国・四国支部）｣を更新しました．
H29.06.01 ｢市民フォーラムのお知らせ｣を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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第 126 回学術大会が，いよいよ今月末に迫ってきました．多数の先生方のご参加をお待ちしております．
さて，18 日は父の日ですね．今年は鉢植えの花（紫陽花の苗）を贈ることにしました．
感謝の気持ちをしっかり込めて．でも，渡す時って照れくさいんですよね．
今年も家内に渡してもらおうかな．それでは，恥ずかしがり屋の私がメールマガジン 91 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～91 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<7>HP 更新内容
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録/ハンズオンセミナー参加申込：終了しました
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．なお，
本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，諸般の事情により
北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：2017 年 7 月 2 日
遅延参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での
合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<5>今後 1 か月の行事予定
・6 月 14-16 日 第 28 回日本老年歯科医学会学術大会
名古屋国際会議場，名古屋市
http://www2.convention.co.jp/gero28/
・6 月 17-18 日 第 28 回日本スポーツ歯科医学会学術大会
札幌市教育文化会館，札幌市
http://www.kokuhoken.jp/jasd28/
・6 月 17-18 日 第 37 回日本歯科薬物療法学会学術大会
愛知学院大学楠元キャンパス，名古屋市
http://jsotp37.org/
・7 月 15-16 日 第 58 回日本歯科医療管理学会学術大会
北九州国際会議場，北九州市
http://www.orbit-cs.net/jsdpa58/
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<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定失効期日が
平成 30（2018）年 4 月 1 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.06.08 ｢国際補綴学会のお知らせ｣を更新しました．
H29.06.08 ｢依頼論文 9 巻 2 号｣を掲載しました．
H29.06.08 ｢依頼論文 9 巻 1 号｣を掲載しました．
H29.06.08 ｢オンラインアーティクル 9 巻 1 号｣を掲載しました．
H29.06.08 ｢Letter for Members 60 号｣を掲載しました．
H29.06.08 委員会活動（JPR 編集委員会）の活動報告を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.92 June 23, 2017
==================================================================
会員の皆様こんにちは．岩手医大の 4 年生は，4～6 月の 3 ヶ月間，毎日補綴歯科学の講義実習を
集中的に行いますので，自然と学生との関わりも深くなります．講義実習では飽きないように
動画や音声を使いつつ，いつも自虐ネタを盛り込みますが，学生もどう反応したら良いのか
困り果てるわけです．そんなある日の学生とのやり取り．
．．「先生，紙がありません」
「なに？今，髪が無いって言った？」
「いえ，あの，その．．．
」
，そんなやり取りから 3 ヶ月が経ち，
「髪がありません」といった学生は，にやつきながら「用紙がありません」と言いました．
こんな微妙なやり取りで，学生ともより距離感なくコミュニケーションできる気がするのです（笑）
．
もうネタ切れなので，いつ「○○さんだぞ」を出すか検討中です．
学生との微妙な駆け引きを楽しんでいるマニアな私がメールマガジン 92 号をお届けします．
第 126 回学術大会は，いよいよ来週ですね．先生方にお目にかかるのを楽しみにしております．
（文責 金村清孝 メルマガではお世話になりました．
）
～92 号コンテンツはこちら～
<1> JPR アンバサダー通信 号外
<2>第 126 回学術大会のご案内
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<6>今後 1 か月の行事予定
<7> HP 更新内容
<1> JPR アンバサダー通信 号外
2016 年版インパクトファクターが発表されました．JPR の IF は 2.561 となり，2015 年の 1.693 から
大きく 0.868 ポイントアップしました．
この IF は歯科領域で IF を持つ 90 誌中 18 位，歯科補綴学領域では 1 位です．皆様方のご支援のおかげで，
JPR は確実に向上しています！
以下に，代表的な補綴系雑誌の IF を記します．
Journal / 2016 IF
・J PROSTHODONT RES (JPR) / 2.561
・J ORAL REHABIL / 2.098
・J PROSTHET DENT / 2.095
・J PROSTHODONT / 1.452
・INT J PROSTHODONT / 1.386
・J ADV PROSTHODONT / 1.027
<2>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
事前参加登録/ハンズオンセミナー参加申込：終了しました
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．
なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，
諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせて
お知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：2017 年 7 月 2 日
遅延参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
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<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での
合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<6>今後 1 か月の行事予定
・7 月 15-16 日 第 58 回日本歯科医療管理学会学術大会
北九州国際会議場，北九州市
http://www.orbit-cs.net/jsdpa58/
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.06.15 「日本補綴歯科学会誌への論文投稿」を更新しました．
H29.06.15 教育用ビデオを追加しました．
H29.06.15 学会発行物「ガイドライン等」更新しました．
H29.06.15 電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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いよいよ第 126 回学術大会開催当日となりました．梅雨はありませんが，蝦夷梅雨で最近
雨ばかりの北海道です．梅雨と違うのは，気温の低さでしょうか・・・．寒くてまだ上着が
手放せません．しかし，今日から横浜ということで，寒い北海道とはしばしお別れです．このメール
マガジンを毎週読んでいただいてご存知の通り，当学会会員の先生は熱意あふれる方々ばかりです．
今回の学術大会も熱く盛り上がることでしょう．皆様，お忘れものはございませんか？
財布，携帯，会員証，参加証，飛行機のチケット，などなど・・・． それでは，万全の体制で
学会会場で皆様にお会いできるのを楽しみにしつつ，メールマガジン 93 号をお届けいたします．
（文責 越智守生 今回のメルマガで担当を終えることになりました．約 2 年間，ご愛読いただき
ありがとうございました．これからもメルマガを宜しくお願い申し上げます．
）
～93 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会のご案内
<2>【JPR アンバサダー通信 vol. 31】
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<6>今後 1 か月の行事予定
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<8>HP 更新内容
<9>各支部 HP
<1>第 126 回学術大会のご案内
日時：平成 29 年 6 月 30 日(金)，7 月 1 日(土)，2 日(日)
会場：パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣先生（鶴見大）
テーマ：補綴歯科がめざすもの，求められるもの
皆さん，会場でお会いしましょう！
http://web.apollon.nta.co.jp/jps126/index.html
<2>【JPR アンバサダー通信 vol. 31】

「JPR は続くよ！」

馬場 一美：JPR と伴にまさしく激動の 4 年間を過ごさせて頂きました．就任 2 年目に悲願の SCI 収載となり，
2.561 という就任当初には予想も出来なかった IF を最後にご報告できる幸運に，そして何よりも，世界に
誇れる素晴らしい編集委員と出会えた幸運に感謝して，EIC としての最後のご挨拶とさせて頂きます．
細川 隆司：今から 9 年前，編集委員長であった志賀先生のご高配で JPR の初代 EIC となり，JPR 編集委員会が
発足して横山先生に EIC を引き継ぎ，縁あって窪木委員長の時に副委員長（SEIC）として JPR 編集に復帰し，
さらに馬場委員長のもとで 4 年間 JPR を陰で支えて参りました．IF 獲得から僅か 3 年で世界トップレベルに
ランクされ，感無量です．会員の皆様，JPR の躍進はまだまだ続きますよ！
江草 宏：6 年間努めさせていただいた JPR 委員，本当に大変でしたが，楽しく，やりがいを感じながら任
を終えることができ，幸せに思います．歯科補綴学雑誌でトップの IF を得た今，これからも JPR が本学会の
ゆるぎない立ち位置を世界に示す一端を担ってくれることを祈念しております．
笛木 賢治：JPR 編集委員を４年間担当しました笛木賢治です．この間，査読をお引き受けていただきました
多数の会員の先生々に厚く感謝を申し上げます．今期をもって編集委員という立場からは離れますが，
引き続き JPR の発展に微力ながら寄与できればと思っております．
石岡 美香：石岡です．次女出産後，家でできる仕事と紹介され始めた編集委員．無償な上，責任が重く決
して楽な仕事では有りませんでしたが，肩書きの無い私を受け入れてくれた編集委員の先生方との出会いは，
何物にも代え難い財産となりました．
”馬場 JPR”はこれで終わりますが，トップジャーナルを目指して，
JPR はこれからも成長し続けます．皆様これからも宜しくお願いします！
重田 優子：馬場委員長のもとで JPR の IF 獲得・上昇，補綴学会の悲願達成という，幸運な時期に編集委員で
あったこと光栄に思います．また、編集委員の先生方にご指導いただきながら，委員を全うできたことが
私の自信につながりました．本当に感謝しております．４年間ありがとうございました．
谷本 安浩：JPR 編集委員を拝命してからの４年間，馬場先生をはじめ，編集委員の皆様と充実した編集作業
に取り組むことができました．またお忙しい中，査読を快諾して下さった会員や関連分野の先生方に，
この場を借りて御礼申し上げます．本当にありがとうございました！
向山 仁：市中病院の歯科口腔外科診療を日常業務としながらの JPR 編集作業はかなりきつかったですが，
JPR 編集委員会の皆様のみならず，補綴学会員の皆様の援助により４年間の仕事を終えることができました．
本当にありがとうございました．日本の補綴の歯科臨床をリードする研究により更なる JPR 誌の飛躍を
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期待します．
加来 賢：JPR 編集委員を 4 年間担当させて頂きました．JPR に投稿して頂いた先生方，査読をご担当頂いた
先生方のコメントを通して，研究に対する情熱と真摯な態度を改めて学ばせて頂きました．特に IF 取得後
は投稿数が激増しましたが，ご多忙の中査読をご快諾頂いた先生方には重ねて御礼を申し上げます．
素晴らしいメンバーに恵まれ、充実した委員会でした．ありがとうございました．
福西 美弥 ：JPR 編集委員会幹事として 1 年間という短い間でしたが，微力ながらこの仕事に携われて嬉しく
思います．大変なことも多かったですが，達成感と皆様への感謝の気持ちでいっぱいです．特に，私の
ような若手を受け入れ，全面的にサポートしてくださった編集委員会の先生方に感謝申し上げます．
今後は JPR の飛躍を見守りながら，この経験を活かし努力を重ねてまいりたいと思います．
今後とも JPR をどうぞ宜しくお願い申し上げます．
峯 篤史：跳躍する JPR，またその実現のために奮励される編集委員会の皆様と，この上なく充実した誠に
貴重な時間を共有させていただきました．たくさんの「学びの機会」を下さった馬場委員長をはじめとした
諸先輩方と JPR に，心から御礼申し上げます．そして，JPR を支えておられる補綴学会員の皆様に深く感謝
するとともに，このメンバーで最後の【JPR アンバサダー通信】をお届けいたします．
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の
予定で，Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．
なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，
諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせてお知らせ
させていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：2017 年 7 月 2 日（まもなく締め切りです！）
遅延参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での
合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
国際渉外委員会 委員長 古谷野 潔
<6>今後 1 か月の行事予定
・7 月 8-9 日 日本歯科産業学会
北海道自治労会館，札幌市

第 32 回総会ならびに学術大会

・7 月 15-16 日 第 58 回日本歯科医療管理学会学術大会
北九州国際会議場，北九州市
http://www.orbit-cs.net/jsdpa58/
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に
改正すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に
記載されている認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）
および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，
学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<8>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.06.20 2016 年版インパクトファクター（IF）が発表され，JPR の IF は 2.561 となりました．
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H29.06.20
H29.06.20
H29.06.20
H29.06.20
H29.06.22

「支部会活動(九州支部)」を更新しました．
「生涯学習公開セミナーのお知らせ(九州支部)」を更新しました．
「市民フォーラムのお知らせ（九州支部）
」を更新しました．
「JPR promotion slide」を更新しました．
電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．

<9>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.94 July 7, 2017
==================================================================
「補綴歯科がめざすもの，求められるもの」のメインテーマで開催された第 126 回学術大会も
盛会に終わり，会員の皆様方もそれぞれに「歯科補綴に求められるもの」を見つけられたこと
と思います．企画，運営をされました大久保力廣大会長はじめ関係各位に感謝申し上げます．
今回の定時総会におきまして新しい学会理事が選出されました．松村英雄前理事長はじめ
役員の先生方には 2 年間本当にお疲れ様でした．また，新理事長に指名されました市川哲雄理事長
はじめ新役員の先生方にはご苦労ですが 2 年間，新たな気持ちで学会発展のためにご尽力をお願い
します．さて，2 年間務めさせていただきました広報委員会も規程により退任となりました．
平成 27 年 9 月から配信させていただきましたメールマガジンも休むことなく毎週 1 回，94 号まで続け
させていただきました．広報委員の皆様に厚く御礼申し上げます．とりわけ毎週 1 回かなり私的な
内容を盛り込んだ巻頭言を作成していただきました 4 名の先生，毎号校正していただきました幹事
および総務担当の先生には格別のご苦労をおかけしました．こんなに 1 週間が早いことかと痛感
させられました．
（これから仕事がなくなるのでさびしい気持ちもあります…）
そして何よりもメールマガジンを楽しみに，ホットな情報を拝読していただきました会員の皆様方
には厚く御礼申し上げます．メールマガジンは補綴学会のトレンディーな話題をいち早く会員に
届けたいとの松村前理事長の熱い思いから実践させていただきました．今後も学会 HP とともに
会員の皆様方への補綴学会のアップデートな情報が届けられますので，引き続きご活用いただきたい
と存じます．メールマガジンを通して会員の皆様方と緊密にお付き合いできましたような気がします．
本当にありがとうございました．
（文責 前広報委員長 末瀬一彦）
～94 号コンテンツはこちら～
<1>第 126 回学術大会終了のご挨拶
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<7> HP 更新内容
<8>各支部 HP
<1>第 126 回学術大会終了のご挨拶
この度，
（公社）日本補綴歯科学会第 126 回学術大会・総会の全プログラムを無事終了させて
いただくことができました．本学術大会の準備，運営にあたり学会会員の皆様，共催学会，
後援団体，協賛企業等，たくさんの方々から絶大なご支援，ご協力を賜りましたことに深甚なる
感謝の意を表します．おかげさまで，当初の予想を超えた 237 演題のご応募と 2,800 名以上の大勢
の方々にご参加いただきました．ご参集いただいた皆様方にも心から厚くお礼を申し上げます．
本大会では「新規の補綴学と伝統的な補綴学を融合し，臨床補綴学への回帰を図る」という
学術委員会が掲げたテーマのもとに，活動方針をすべて具現化するよう努めました．委員の先生方
の献身的なご協力のおかげで，斬新な主題の講演やシンポジウムだけでなく，歯科技工士主体の
臨床リレーセッションや歯科衛生士セッション，ハンズオンセミナー等，初めての企画も実現
できました．私たちが目標とした「いつまでも記憶に残る学術大会」に少しでも近づくことは
できましたでしょうか．参加された皆様方にはできるだけご満足いただけますよう大会校一同，
鋭意準備を進め，当日の運営に努めましたが，期間中は何かとご不便をおかけしたこともあったか
と存じます．何卒ご海容下さいますようお願い申し上げます．末筆ながら皆様方のご活躍とご健勝
を祈念申し上げ，第 126 回学術大会終了のご挨拶とさせていただきます．
（公社）日本補綴歯科学会第 126 回学術大会
大会長 大久保力廣
実行委員長 小川 匠
準備委員長 西山雄一郎
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．なお，
本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，諸般の事情により
北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
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場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
遅延参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での
合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
<5>今後 1 か月の行事予定
・7 月 8-9 日 日本歯科産業学会
北海道自治労会館，札幌市

第 32 回総会ならびに学術大会

・7 月 15-16 日 第 58 回日本歯科医療管理学会学術大会
北九州国際会議場，北九州市
http://www.orbit-cs.net/jsdpa58/
・7 月 30 日 日本デジタル歯科学会夏季セミナー
東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.06.27 「専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について」を更新しました．
<8>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.95 July 14, 2017
==================================================================
第 126 回学術大会時に併せて開催されました定時総会ならびに臨時理事会におきまして
新役員が承認され，市川理事長による新体制がスタートいたしました．新役員一覧に
つきましては，学会ホームページをご参照いただきたいと思います．今まで広報委員会
の委員経験のない私が広報を担当させていただくことは私自身大変不安に感じておりますが，
幸い，末瀬委員長の前委員会からの懇切な引き継ぎと 7 月 7 日配信の 94 号までご担当
いただいたこと，さらには委員経験者の続投等もあり，交代期における欠号を出すことなく
95 号の配信にたどり着くことができました． これから 2 年間メルマガ配信を担当させて
いただきますが，これまで以上に有用で楽しくお読みいただけるよう委員一同努力して
いく所存です．とはいえ，不慣れな部分も多く，不手際が発生することも懸念はされますが
よろしくお願いいたします．
（文責 越野 寿）
～95 号コンテンツはこちら～
<1>一般社団法人日本デジタル歯科学会平成 29 年度夏季セミナーについて
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<3>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<5>今後 1 か月の行事予定
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<7> HP 更新内容
<8>各支部 HP
<1>一般社団法人日本デジタル歯科学会平成 29 年度夏季セミナーについて
日本デジタル歯科学会より平成 29 年度夏季セミナーの開催についてお知らせいたします．
日時：平成 29 年 7 月 30 日（日）13 時～17 時
場所：東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂
事前参加登録締切：平成 29 年 7 月 24 日 17:00
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<2>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<3>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の
予定で，Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でも
あります．なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されて
おりますが，諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっております
ことをあわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
遅延参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<4>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の
3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
<5>今後 1 か月の行事予定
・7 月 14-16 日 第 58 回日本歯科医療管理学会学術大会
北九州国際会議場
http://www.orbit-cs.net/jsdpa58/
・7 月 28-29 日 第 36 回 日本歯科医学教育学会学術大会
松本市中央公民館（M ウイング文化センター）
http://kokuhoken.net/jdea/meeting/
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・7 月 29-30 日 第 30 回日本顎関節学会および第 22 回日本口腔顔面痛学会学術大会
ワークピア横浜
http://web.apollon.nta.co.jp/jstj30/index.html
・7 月 30 日 日本デジタル歯科学会平成 29 年度夏季セミナー
東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に
改正すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，
認定証に記載されている認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医
（指導医）および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．
詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<7>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.07.06 電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
H29.07.04 「理事長からの挨拶」を更新しました．
H29.07.04 「役員」を更新しました．
H29.07.04 「委員会活動」を更新しました．
H29.07.04 「支部長会」を更新しました．
H29.07.04 「専門医認定委員会」を更新しました．
H29.07.04 「日本補綴歯科学会とは」を更新しました．
H29.07.04 「Committee」を更新しました．
H29.07.04 「Message from President」を更新しました．
H29.07.04 「Board of Directors」を更新しました．
H29.07.04 「Branch」を更新しました．
H29.07.04 「About JPS」を更新しました．
<8>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.96 July 21, 2017
==================================================================
暑い日が続きますが，会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか．阪大では，先週末に
ＯＳＣＥが行われました．学生，関係者ともに，真夏の試験はいろんな意味で大変です．
もう少し涼しくなるといいのですが．さて，私は今期も引き続き広報委員に任命いただき，
メールマガジンを担当することになりました．今期は，メルマガ担当者が増員されたので，
より幅広い視野にたった記事をお読みいただけると思います．今後とも，よろしくお願い
いたします．それでは，真夏の大阪からメールマガジン No.96 をお届けします．
（文責 中村隆志）
～96 号コンテンツはこちら～
<1>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
<2>一般社団法人日本デジタル歯科学会平成 29 年度夏季セミナーについて
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<6>今後 1 か月の行事予定
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<8>HP 更新内容
<9>各支部 HP
<1>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
日本学術会議歯学委員会・一般社団法人日本歯学系学会協議会共催によります公開シンポジウム
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
（2017 年 1 月 28 日開催）のプロシーディング
および「地域包括医療・介護における多職種連携に関わる提言」が掲載されておりますので
お知らせいたします．詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/
<2>一般社団法人日本デジタル歯科学会平成 29 年度夏季セミナーについて
日本デジタル歯科学会より平成 29 年度夏季セミナーの開催についてお知らせいたします．
日時：平成 29 年 7 月 30 日（日）13 時～17 時
場所：東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂
事前参加登録締切：平成 29 年 7 月 24 日 17:00
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．なお，
本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，諸般の事情により
北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
事前参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での
合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
<6>今後 1 か月の行事予定
・7 月 28-29 日 第 36 回 日本歯科医学教育学会学術大会
松本市中央公民館（M ウイング文化センター）
http://kokuhoken.net/jdea/meeting/
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・7 月 29-30 日 第 30 回日本顎関節学会および第 22 回日本口腔顔面痛学会学術大会
ワークピア横浜
http://web.apollon.nta.co.jp/jstj30/index.html
・7 月 30 日 日本デジタル歯科学会平成 29 年度夏季セミナー
東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に
改正すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に
記載されている認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）
および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，
学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<8>HP 更新内容
http://www.hotetsu.com
H29.07.13 電子ジャーナル「学術大会・プログラム集」を更新しました.
<9>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.97 July 28, 2017
==================================================================
「猛暑日」という言葉を毎日聞くようになりました．患者さんとの会話も「暑いですねえ」
から始まっています．先日，実家に帰った時のこと．親の体を心配して，
「こまめな水分
補給と栄養をとることが大事」と言ったところ，
「わしゃ，昼間からビールで水分を
とっとる．ガハハッ」と返されました．仕方がないけど，まあいいか…．今期も広報委員
に任命され，メルマガを担当することになりました．引き続きよろしくお願いいたします．
それではメールマガジン No.97 をお届けします．（文責 田地 豪）
～97 号コンテンツはこちら～
<1>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
<2>一般社団法人日本デジタル歯科学会平成 29 年度夏季セミナーについて
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<6>今後 1 か月の行事予定
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<8>各支部 HP
<9>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
<1>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
日本学術会議歯学委員会・一般社団法人日本歯学系学会協議会共催によります公開シンポジウム
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
（2017 年 1 月 28 日開催）のプロシーディング
および「地域包括医療・介護における多職種連携に関わる提言」が掲載されておりますので
お知らせいたします．詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/
<2>一般社団法人日本デジタル歯科学会平成 29 年度夏季セミナーについて
日本デジタル歯科学会より平成 29 年度夏季セミナーの開催についてお知らせいたします．
日時：平成 29 年 7 月 30 日（日）13 時～17 時
場所：東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂
事前参加登録締切：平成 29 年 7 月 24 日 17:00
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から
9 月 30 日の予定で，Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結
している学会でもあります．なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授が
ご紹介されておりますが，諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になって
おりますことをあわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
事前参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，
韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
<6>今後 1 か月の行事予定
・7 月 28-29 日 第 36 回 日本歯科医学教育学会学術大会
松本市中央公民館（M ウイング文化センター）
http://kokuhoken.net/jdea/meeting/
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・7 月 29-30 日 第 30 回日本顎関節学会および第 22 回日本口腔顔面痛学会学術大会
ワークピア横浜
http://web.apollon.nta.co.jp/jstj30/index.html
・7 月 30 日 日本デジタル歯科学会平成 29 年度夏季セミナー
東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
・8 月 29 日-9 月 1 日 FDI World Dental Congress
Madrid, Spain
http://www.world-dental-congress.org/index.php/en/
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に
改正すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に
記載されている認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）
および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，
学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<8>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
<9>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，8 月 11 日（金）～8 月 16 日（水）までを
夏期休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.98 August 04, 2017
==================================================================
各地で梅雨明けが発表され，いよいよ夏本番ですね．こまめな水分補給と適切なエアコンの使用で，
熱中症を予防しましょう。さて，来週は山の日ですね．今年の夏休みはどう過ごされますか．
私は，涼しい信州で絶景とグルメを楽しむ予定です．皆様，日々の診療を忘れて，夏旅はいかが
でしょう．今期より，メールマガジンを担当することになりました日本歯科大学新潟の猪子です．
今後とも，どうぞよろしくお願い致します．それでは，メールマガジン No.98 をお届けします．
（文責 猪子芳美）
～98 号コンテンツはこちら～
<1>第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」について
<2>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<6>今後 1 か月の行事予定
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<8>HP 更新内容
<9>各支部 HP
<10>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
<1>第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」について
日本歯科医学会事務局より第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
の開催についてお知らせいたします．
日時：平成 29 年 8 月 31 日（木）10 時～15 時 10 分
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
詳細は HP をご覧ください．
http://www.jads.jp/2017/0718/index.html
<2>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
日本学術会議歯学委員会・一般社団法人日本歯学系学会協議会共催によります公開シンポジウム
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
（2017 年 1 月 28 日開催）のプロシーディング
および「地域包括医療・介護における多職種連携に関わる提言」が掲載されておりますので
お知らせいたします．
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/

<3>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<4>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．
なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，
諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせて
お知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
事前参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<5>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での
合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
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<6>今後 1 か月の行事予定
・8 月 29 日-9 月 1 日 FDI World Dental Congress
Madrid, Spain
http://www.world-dental-congress.org/index.php/en/
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に
改正すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に
記載されている認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）
および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，
学会ホームページをご覧ください．http://www.hotetsu.com/t12.html
<8> HP 更新内容
http://www.hotetsu.com/s4_05_4.html
H29.07.27 「オンラインアーティクル 9 巻 3 号」を更新しました。
<9>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
<10>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，8 月 11 日（金）～8 月 16 日（水）までを
夏期休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================

266
JPS メールマガジン No.99 August 18, 2017
==================================================================
毎日暑い日が続きますが，会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか．8 月 4 日からかつて留学した
ロサンゼルスに来ております．こちらは，日中の気温は日本とさほど変わらないのですが，
砂漠的な気候に近く乾燥していることから日陰は涼しく感じ，朝晩は熱帯夜になることもなく
睡眠はとれます．日本も暑さと湿度がなければ，仕事のやる気も違うのにと言い訳をして，
さぼりがちな自分がいます．自ら戒めなければだめですね．さて，私は 4 期目の広報委員に任命
いただき，新たにメールマガジンを担当することになりました．それでは，夏のさわやかな風が
吹くカリフォルニアからメールマガジン No.99 をお届けします．
（文責 月村直樹）
～99 号コンテンツはこちら～
<1>JDSR 誌の 53/3 号（August-2017）公開について
<2>第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」について
<3>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
<4>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<5>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<6>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<7>今後 1 か月の行事予定
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<9>HP 更新内容
<10>各支部 HP
<1> JDSR 誌 53/3 号（August-2017）公開について
日本歯科医学会事務局より JDSR 誌 53/3 号（August-2017）公開のお知らせが届きました．
詳細は HP をご覧ください．
http://www.sciencedirect.com/journal/japanese-dental-science-review/vol/53/issue/3
<2>第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」について
日本歯科医学会事務局より第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
の開催についてお知らせいたします．
日時：平成 29 年 8 月 31 日（木）10 時～15 時 10 分
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
詳細は HP をご覧ください．
http://www.jads.jp/2017/0718/index.html
<3>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
日本学術会議歯学委員会・一般社団法人日本歯学系学会協議会共催によります公開シンポジウム
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
（2017 年 1 月 28 日開催）のプロシーディング
および「地域包括医療・介護における多職種連携に関わる提言」が掲載されておりますので
お知らせいたします．
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/

<4>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
会場：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<5>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．
なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，
諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせて
お知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
事前参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
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<6>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での
合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
<7>今後 1 か月の行事予定
・8 月 29 日-9 月 1 日 FDI World Dental Congress
Madrid, Spain
http://www.world-dental-congress.org/index.php/en/
・9 月 22 日-24 日 日本咀嚼学会 第 28 回学術大会
日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/jsmshp28_index.html
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<9> HP 更新内容
H29.08.10 「申請・更新書類ダウンロード」を更新しました．
http://hotetsu.com/s2_05.html
H29.07.27 「オンラインアーティクル 9 巻 3 号」を更新しました．
http://www.hotetsu.com/s4_05_4.html
<10>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
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今年の夏はテレビのニュース速報が多い様な気がします．その時の信号音を聞くと内容も
解らずどきどきします．長寿台風５号や短時間大雨情報が日本各地に出ています．地球温暖化
による異常気象なのでしょうか？災害情報を聞くたびに，温暖化ガスの削減に協力しなければ
と思っていますが，毎夜クーラー，テレビ，電灯は付けっぱなしで節電とはほど遠い生活をし
ています．まだまだ暑い日が続きますので体調管理を大切に，おいしい食べ物いっぱいの秋に
備えましょう．なお本号は，2015 年 9 月 4 日の第 1 号配信以来，100 号となります．
（文責 都尾元宣）
～100 号コンテンツはこちら～
<1>第 27 回日本全身咬合学会学術大会について
<2>JDSR 誌の 53/3 号（August-2017）公開について
<3>第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」について
<4>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
<5>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<6>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<7>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<8>今後 1 か月の行事予定
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<10>各支部 HP
<1>第 27 回日本全身咬合学会学術大会について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：2017 年 9 月 8 日
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<2>JDSR 誌 53/3 号（August-2017）公開について
日本歯科医学会事務局より JDSR 誌 53/3 号（August-2017）公開のお知らせが届きました．
詳細は HP をご覧ください．
http://www.sciencedirect.com/journal/japanese-dental-science-review/vol/53/issue/3
<3>第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」について
日本歯科医学会事務局より第 33 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」の
開催についてお知らせいたします．
日時：平成 29 年 8 月 31 日 10 時～15 時 10 分
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
詳細は HP をご覧ください．
http://www.jads.jp/2017/0718/index.html
<4>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
日本学術会議歯学委員会・一般社団法人日本歯学系学会協議会共催によります公開シンポジウム
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
（2017 年 1 月 28 日開催）のプロシーディング
および「地域包括医療・介護における多職種連携に関わる提言」が掲載されておりますのでお知ら
せいたします．
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/
<5>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
場所：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<6>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の
予定で，Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でも
あります．なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されており
ますが，諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことを
あわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
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場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
事前参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<7>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の
3 ヶ国での合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
<8>今後 1 か月の行事予定
・8 月 29 日-9 月 1 日 FDI World Dental Congress
Madrid, Spain
http://www.world-dental-congress.org/index.php/en/
・9 月 22 日-24 日 日本咀嚼学会 第 28 回学術大会
日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/jsmshp28_index.html
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に
改正すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に
記載されている認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）
および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会
ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<10>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
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夏休みも終わりに近づき，皆様楽しい夏休みをお過ごしになられたとご推察申し上げます．
私は，夏のお野菜やフルーツを楽しみにしておりましたが，東日本は天候が不順で，若干水っぽく，
味が落ちている気がします．お盆の休みは天候不順でまるで避暑地にいるかのような横浜でしたが，
仕事が始まってからは猛暑が戻り，バテバテの今日このごろです．
ご挨拶が遅れましたが，今期より広報委員に任命され，初めてメールマガジンのご挨拶を担当
しております重田優子です．不慣れではございますがどうぞよろしくお願い申し上げます．
それではメールマガジン No101 をお届けします．（文責 重田優子）
～101 号コンテンツはこちら～
<1>医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策について
<2>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<3>平成 29 年度歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
<4>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<5>JDSR 誌の 53/3 号（August-2017）公開について
<6>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
<8>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<9>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
<10>今後 1 か月の行事予定
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<12>HP 更新内容
<13>各支部 HP
<1>医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策について
日本歯科医学会事務局より、
「医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策、不具合等報告、
感染症定期報告、回収報告について」の情報を頂きました．
平成 29 年度第 1 回薬事・食品衛生審議会医療機器・再生医療等製品安全対策部会に報告された
事例の一覧が下記に公表されています．
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173904.html
<2>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：2017 年 9 月 3 日
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<3>平成 29 年度歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
日時：2017 年 9 月 16 日（土）13：00-16：45
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
詳細は HP をご覧ください．なお，ご参加をご希望される先生は日本補綴歯科学会事務局（担当中山）
までご連絡頂けますようお願い申し上げます．
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/jigyouH29.pdf
<4>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：2017 年 9 月 8 日
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<5> JDSR 誌 53/3 号（August-2017）公開について
日本歯科医学会事務局より JDSR 誌 53/3 号（August-2017）公開のお知らせが届きました．
詳細は HP をご覧ください．
http://www.sciencedirect.com/journal/japanese-dental-science-review/vol/53/issue/3
<6>日本歯学系学会協議会からのお知らせ
日本学術会議歯学委員会・一般社団法人日本歯学系学会協議会共催によります公開シンポジウム
「地域包括医療・介護における多職種連携について」
（2017 年 1 月 28 日開催）のプロシーディング
および「地域包括医療・介護における多職種連携に関わる提言」が掲載されておりますのでお知らせ
いたします．
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/
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<7>17th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists について
日時：September 7-9, 2017
場所：Santiago, Chile
抄録（口頭発表）締切：終了しました
抄録（ポスター）締切：終了しました
詳細は HP よりご確認ください．
https://www.icp-org.com/SantiagoChile2017/Call4Papers.html
<8>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．
なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，諸般の事情
により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
事前参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<9>2017 年度 日中韓 3 ヶ国合同補綴歯科学会のお知らせ
2 年に 1 度開催されております本会と中国補綴歯科学会(CPS)，韓国補綴歯科学会(KAP)の 3 ヶ国での
合同補綴歯科学会の開催についてお知らせいたします．
期日：2017 年 10 月 18-20 日
場所：浙江省温州市
詳細について連絡がありましたら，再度ご報告させていただきます．
<10>今後 1 か月の行事予定
・9 月 22 日-24 日 日本咀嚼学会 第 28 回学術大会
日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/jsmshp28_index.html
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<12> HP 更新内容
H29.08.24 「支部活動(東北・北海道支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#tohoku
H29.08.24 「市民フォーラムのお知らせ（東北・北海道支部）
」を更新しました．
http://hotetsu.com/p7.html#291028
H29.08.24 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(東北・北海道支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_03.html#291029
H29.08.24 「専門医研修会のお知らせ（東北・北海道支部）
」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_06.html#291028
<13>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
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会員の皆様におかれましては，９月に入り夏休み気分もすっかり抜けて臨床・教育・研究に
邁進されていることと拝察いたします．私は今期からの担当なので，先の横浜での学会の折り，
委員長から「メルマガの配信は毎週ですよ」と知らされ，思わず「エッ，毎週！？」と驚いて
しまいました．本メルマガにはよく目を通していたつもりでしたが，不覚にも毎週届いていた
との実感がなかったからです．今期は委員が大幅に増員され，巻頭言の当番が回ってくるのは
２カ月に１回位とのことで安堵しましたが，毎週の原稿チェックも含め気を引き締めて努めて
まいりたいと思います．では，メールマガジン No.102 をお届けします．
（文責 菊池雅彦）
～102 号コンテンツはこちら～
<1>「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」に関するパブリックコメント募集
<2> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
<3>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<4>医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策について
<5>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<6>平成 29 年度歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
<7>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<8>JDSR 誌の 53/3 号（August-2017）公開について
<9>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<10>今後 1 か月の行事予定
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<12>HP 更新内容
<13>各支部 HP
<1>「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」に関するパブリックコメント募集
用語検討委員会から以下の依頼が出されております。下記アドレスから「追加・削除用語」の
ファイルをダウンロードのうえ、用語検討委員会（パブリックコメント募集専用アドレス）まで
ご意見を 9 月末日までにお寄せいただきたくお願いいたします。
・
「追加・削除用語」ファイル：http://www.hotetsu.com/files/files_220.pdf
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊用語検討委員会からの依頼文＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
公益社団法人日本補綴歯科学会
社員各位
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長
市川哲雄
用語検討委員会委員長 西村正宏
謹啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．
さて，本学会編集の「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」につきまして，第 5 版の編集，出版を行う
こととなりました．これまでの委員会での検討によって既に別表の追加候補，削除候補のリスト
が出来ております．第 4 版と見比べていただき，他にも新規収載すべき用語，削除すべき用語，
付録の同義語について，またその他追加すべき必要な情報，ご意見がございましたら 9 月末日まで
に下記アドレスまでご意見をお寄せください．今後，いただいたご意見を各用語の専門家に編集を
依頼し，改訂版を編集して参ります．用語は学問の基本であり，日進月歩で変化するものです．
社員皆様のパブリックコメントを参考に編集作業を進めて参りますので，何卒ご協力をよろしく
お願い申し上げます．
謹白
記
担当：用語検討委員会 幹事：村上 格
パブリックコメント募集専用アドレス
gpt5@d1.dent.kagoshima-u.ac.jp
締め切り：9 月 30 日（土）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<2> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
日中韓 3 カ国合同補綴学会が CPS の主催で開催されます。できるだけ多くのご参加をお願いいた
します。ご参加される先生は国際渉外幹事の近藤先生（r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp）まで
お知らせください。
日時：2017 年 10 月 19-21 日
場所：中国浙江省温州市
詳細は HP をご覧ください．
http://www.dentist.ac.cn/bjcen/wap/
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<3>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<4>医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策について
日本歯科医学会事務局より、
「医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策、不具合等報告、
感染症定期報告、回収報告について」の情報を頂きました．平成 29 年度第 1 回薬事・食品衛生
審議会医療機器・再生医療等製品安全対策部会に報告された事例の一覧が下記に公表されています．
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173904.html
<5>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<6>平成 29 年度歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
日時：2017 年 9 月 16 日 13：00-16：45
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
詳細は HP をご覧ください．なお，ご参加をご希望される先生は日本補綴歯科学会事務局（担当中山）
までご連絡頂けますようお願い申し上げます．
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/jigyouH29.pdf
<7>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：2017 年 9 月 8 日
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<8> JDSR 誌 53/3 号（August-2017）公開について
日本歯科医学会事務局より JDSR 誌 53/3 号（August-2017）公開のお知らせが届きました．
詳細は HP をご覧ください．
http://www.sciencedirect.com/journal/japanese-dental-science-review/vol/53/issue/3
<9>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．
なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，諸般の事情に
より北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
事前参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<10>今後 1 か月の行事予定
・9 月 22‐24 日 日本咀嚼学会 第 28 回学術大会
日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/jsmshp28_index.html
・10 月 14‐15 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度秋期第 70 回学術講演会
朱鷺メッセ
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正
すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されて
いる認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関
におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
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<12> HP 更新内容
2017.08.31 「支部大会用抄録用紙」を更新しました。
2017.08.31 「支部専門医研修会開催申請書」を更新しました。
2017.08.31 「市民フォーラム申請書」を更新しました。
http://www.hotetsu.com/member.html
<13>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.103 September 15, 2017
==================================================================
ずいぶんと夜が過ごしやすくなりました．会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこと
とお喜び申し上げます．ようやく冷房なしで就寝できるようになり，夏バテぎみの体調を回復
できるかと思いきや，9 月から講義，診療，実習，雑用，講義，診療，実習，雑用，
．．
．．
のオンパレードです．わかってはいるものの，夏休みは暑いから休みモードだったのですね．
この時期，皆様におかれましてもどうぞご自愛ください．挨拶が遅くなりました．
今期から初めて広報委員会委員に任命されました，福岡歯科大学の松浦です．拙文で恐縮ですが，
2 ヶ月に一度くらい，メルマガの序文を担当させていただきます．どうぞよろしくお願い申し上げます．
それでは，メールマガジン No.103 をお届けいたします．
（文責 松浦尚志）
～103 号コンテンツはこちら～
<1>「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」に関するパブリックコメント募集
<2> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
<3>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<4>医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策について
<5>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<6>平成 29 年度歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
<7>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<8>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<9>今後 1 か月の行事予定
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<11>HP 更新内容
<12>各支部 HP
<1>「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」に関するパブリックコメント募集
用語検討委員会から以下の依頼が出されております．下記アドレスから「追加・削除用語」の
ファイルをダウンロードのうえ，用語検討委員会（パブリックコメント募集専用アドレス）まで
ご意見を 9 月末日までにお寄せいただきたくお願いいたします．
・
「追加・削除用語」ファイル：http://www.hotetsu.com/files/files_220.pdf
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊用語検討委員会からの依頼文＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
公益社団法人日本補綴歯科学会
社員各位
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長
市川哲雄
用語検討委員会委員長 西村正宏
謹啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．
さて，本学会編集の「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」につきまして，第 5 版の編集，出版
を行うこととなりました．これまでの委員会での検討によって既に別表の追加候補，削除
候補のリストが出来ております．第 4 版と見比べていただき，他にも新規収載すべき用語，
削除すべき用語，付録の同義語について，またその他追加すべき必要な情報，ご意見がご
ざいましたら 9 月末日までに下記アドレスまでご意見をお寄せください．今後，いただいた
ご意見を各用語の専門家に編集を依頼し，改訂版を編集して参ります．用語は学問の基本
であり，日進月歩で変化するものです．社員皆様のパブリックコメントを参考に編集作業
を進めて参りますので，何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます．
謹白
記
担当：用語検討委員会 幹事：村上 格
パブリックコメント募集専用アドレス
gpt5@d1.dent.kagoshima-u.ac.jp
締め切り：9 月 30 日（土）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<2> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
日中韓 3 カ国合同補綴学会が CPS の主催で開催されます．できるだけ多くのご参加をお願い
いたします．ご参加される先生は国際渉外幹事の近藤先生（r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp）
までお知らせください．
日時：2017 年 10 月 19-21 日
場所：中国浙江省温州市
詳細は HP をご覧ください．
http://www.dentist.ac.cn/bjcen/wap/
<3>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について

277
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<4>医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策について
日本歯科医学会事務局より，
「医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策，不具合等報告，
感染症定期報告，回収報告について」の情報を頂きました．平成 29 年度第 1 回薬事・食品衛生
審議会医療機器・再生医療等製品安全対策部会に報告された事例の一覧が下記に公表されてい
ます．
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173904.html
<5>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<6>平成 29 年度歯科保健事業報告会・公募研究発表会の開催について
日時：2017 年 9 月 16 日 13：00-16：45
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
詳細は HP をご覧ください．なお，ご参加をご希望される先生は日本補綴歯科学会事務局
（担当中山）までご連絡頂けますようお願い申し上げます．
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/jigyouH29.pdf
<7>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<8>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の
予定で，Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でも
あります．なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されており
ますが，諸般の事情により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことを
あわせてお知らせさせていただきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
事前参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<9>今後 1 か月の行事予定
・9 月 22‐24 日 日本咀嚼学会 第 28 回学術大会
日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/jsmshp28_index.html
・10 月 14‐15 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度秋期第 70 回学術講演会
朱鷺メッセ
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円
に改正すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証
に記載されている認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）
および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．
詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<11> HP 更新内容
2017.09.07 「生涯学習公開セミナー申請書」を更新しました．
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http://hotetsu.com/member.html
2017.09.07 「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
<12>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================

279
JPS メールマガジン No.104 September 22, 2017
==================================================================
空の色や風の音にも秋を感じる今日この頃，皆様におかれましてはお変りなくお過ごしでしょうか．
埼玉の地では，稲穂が金色に輝き，収穫の光景をみるようになりました．いよいよ食欲の秋，到来です．
最近，患者さんから埼玉の風土に合った銘柄のお米があることを知りました．地産地消が言われる昨今，
このお米を食べたいと思います．
今期より広報委員会委員に任命を受けました明海大学の岡本和彦です．
これからメールマガジンの巻頭言を担当させていただくことになりました．
不慣れで至らない文言もあるかと存じますが精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願い申し上げます．
それでは，メールマガジン No.104 をお届けします．
（文責 岡本和彦）
～104 号コンテンツはこちら～
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<2>再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について
<3>「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」に関するパブリックコメント募集
<4> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
<5>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<6>医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策について
<7>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<8>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<9>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
<10>今後 1 か月の行事予定
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<12>HP 更新内容
<13>各支部 HP
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<2>再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について
厚生労働省より再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続についてのお知らせが来ております．
詳細は下記の PDF ファイルをご参照ください．
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176899.pdf
<3>「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」に関するパブリックコメント募集
用語検討委員会から以下の依頼が出されております. 下記アドレスから「追加・削除用語」のファイルを
ダウンロードのうえ，用語検討委員会（パブリックコメント募集専用アドレス）までご意見を 9 月末日まで
にお寄せいただきたくお願いいたします．
・
「追加・削除用語」ファイル：http://www.hotetsu.com/files/files_220.pdf
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊用語検討委員会からの依頼文＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
公益社団法人日本補綴歯科学会
社員各位
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長
市川哲雄
用語検討委員会委員長 西村正宏
謹啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．
さて，本学会編集の「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」につきまして，第 5 版の編集，出版を行う
こととなりました．これまでの委員会での検討によって既に別表の追加候補，削除候補のリスト
が出来ております．第 4 版と見比べていただき，他にも新規収載すべき用語，削除すべき用語，
付録の同義語について，またその他追加すべき必要な情報，ご意見がございましたら 9 月末日まで
に下記アドレスまでご意見をお寄せください．今後，いただいたご意見を各用語の専門家に編集
を依頼し，改訂版を編集して参ります．用語は学問の基本であり，日進月歩で変化するものです．
社員皆様のパブリックコメントを参考に編集作業を進めて参りますので，何卒ご協力をよろしく
お願い申し上げます．
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謹白
記
担当：用語検討委員会 幹事：村上 格
パブリックコメント募集専用アドレス
gpt5@d1.dent.kagoshima-u.ac.jp
締め切り：9 月 30 日（土）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<4> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
日中韓 3 カ国合同補綴学会が CPS の主催で開催されます．できるだけ多くのご参加をお願いいたします．
ご参加される先生は国際渉外幹事の近藤先生（r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp）までお知らせください．
日時：2017 年 10 月 19-21 日
場所：中国浙江省温州市
詳細は HP をご覧ください．
http://www.dentist.ac.cn/bjcen/wap/
<5>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<6>医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策について
日本歯科医学会事務局より，
「医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策，不具合等報告，感染症定期報告，
回収報告について」の情報を頂きました．平成 29 年度第 1 回薬事・食品衛生審議会医療機器・再生医療等製品安全
対策部会に報告された事例の一覧が下記に公表されています．
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173904.html
<7>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<8>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<9>41st Annual Conference of European Prosthodontic Association について
European Prosthodontic Association（EPA）Conference が，2017 年 9 月 28 日から 9 月 30 日の予定で，
Bucharest（Romania）で開催されます．本会と交流協定を締結している学会でもあります．
なお，本会からの招待講演で，東京歯科大学の櫻井薫教授がご紹介されておりますが，諸般の事情
により北海道医療大学の會田英紀教授に変更になっておりますことをあわせてお知らせさせていた
だきます．
日時：2017 年 9 月 28-30 日
場所：Bucharest（Romania）
抄録締切：終了しました
早期参加登録締切：終了しました
事前参加登録締切：2017 年 9 月 27 日
http://hotetsu.com/j1_11_10.html
<10>今後 1 か月の行事予定
・9 月 22‐24 日 日本咀嚼学会 第 28 回学術大会
日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/jsmshp28_index.html
・10 月 14‐15 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度秋期第 70 回学術講演会
朱鷺メッセ
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
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<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<12> HP 更新内容
H29.09.14 「規程集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s1_04.html
H29.09.14 「支部活動(東海支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#tokai
H29.09.14 「市民フォーラムのお知らせ（東海支部）
」を更新しました．
http://hotetsu.com/p7.html#291028_t
H29.09.14 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(東海支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_03.html#291028
H29.09.14 「専門医研修会のお知らせ（東海支部）
」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_06.html#291028_t
<13>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.105 September 29, 2017
==================================================================
ようやく秋めいた天気になりました．会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか．
9 月には，国際/日本歯科審美学会，日本口腔インプラント学会，日本咀嚼学会が開催されるなど，
秋の学会シーズンが始まりました．
10 月には，日本歯科理工学会に続いて，日本補綴歯科学会の東北・北海道支部や東海支部が学術大会
を開催します．メールマガジンが，秋の学会情報取得にお役にたてれば幸いです．
それでは，秋空の大阪からメールマガジン No.105 をお届けします．
（文責 中村隆志）
～105 号コンテンツはこちら～
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<2>再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について
<3>「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」に関するパブリックコメント募集
<4>CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
<5>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<6>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<7>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<8>今後 1 か月の行事予定
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<10>HP 更新内容
<11>各支部 HP
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<2>再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について
厚生労働省より再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続についてのお知らせが来ております．
詳細は下記の PDF ファイルをご参照ください．
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176899.pdf
<3>「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」に関するパブリックコメント募集
用語検討委員会から以下の依頼が出されております．
下記アドレスから「追加・削除用語」のファイルをダウンロードのうえ，
用語検討委員会（パブリックコメント募集専用アドレス）までご意見を
9 月末日までにお寄せいただきたくお願いいたします．
・
「追加・削除用語」ファイル：http://www.hotetsu.com/files/files_220.pdf
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊用語検討委員会からの依頼文＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
公益社団法人日本補綴歯科学会
社員各位
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長
市川哲雄
用語検討委員会委員長 西村正宏
謹啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．
さて，本学会編集の「歯科補綴学専門用語集 第 4 版」につきまして，第 5 版の編集，出版
を行うこととなりました．これまでの委員会での検討によって既に別表の追加候補，削除
候補のリストが出来ております．第 4 版と見比べていただき，他にも新規収載すべき用語，
削除すべき用語，付録の同義語について，またその他追加すべき必要な情報，ご意見がご
ざいましたら 9 月末日までに下記アドレスまでご意見をお寄せください．
今後，いただいたご意見を各用語の専門家に編集を依頼し，改訂版を編集して参ります．
用語は学問の基本であり，日進月歩で変化するものです．
社員皆様のパブリックコメントを参考に編集作業を進めて参りますので，何卒ご協力を
よろしくお願い申し上げます．
謹白
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記
担当：用語検討委員会 幹事：村上 格
パブリックコメント募集専用アドレス
gpt5@d1.dent.kagoshima-u.ac.jp
締め切り：9 月 30 日（土）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
<4> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
日中韓 3 カ国合同補綴学会が CPS の主催で開催されます．できるだけ多くのご参加をお願いいたします．
ご参加される先生は国際渉外幹事の近藤先生（r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp）までお知らせください．
日時：2017 年 10 月 19-21 日
場所：中国浙江省温州市
詳細は HP をご覧ください．
http://www.dentist.ac.cn/bjcen/wap/
<5>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<6>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<7>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<8>今後 1 か月の行事予定
・10 月 14‐15 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度秋期第 70 回学術講演会
朱鷺メッセ
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<10> HP 更新内容
H29.09.21 「規程集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s1_04.html
<11>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
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」
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JPS メールマガジン No.106 October 06, 2017
=============================================================================
秋らしいさわやかな日が続きますが，いかがお過ごしでしょうか．夏バテの体も復調し，ついつい
食べ過ぎてしまう今日この頃です．わが家では実家でとれた米を食べていますが，先月から新米になり，
ますます美味しくいただいております．その都度，精米機で精米していますが，つき加減（精米加減）
を調節して，胚芽や糠に含まれる栄養素も摂取するように心がけおります．若い時には体や健康につい
て考えることもなかったのですが，やはり年を取ったということなのでしょうか．
それでは，メールマガジン No.106 をお届けします．
（文責 田地 豪）
～106 号コンテンツはこちら～
<1>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
<2>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
<3>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<4>再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について
<5>CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
<6>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<7>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<8>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<9>今後 1 か月の行事予定
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<11> HP 更新内容
<12>各支部 HP
<1>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<2>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
日本医療安全調査機構によります急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析についての情報が公開されて
おります．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-02.pdf
<3>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<4>再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について
厚生労働省より再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続についてのお知らせが来ております．
詳細は下記の PDF ファイルをご参照ください．
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176899.pdf
<5> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
日中韓 3 カ国合同補綴学会が CPS の主催で開催されます．できるだけ多くのご参加をお願いいたします.
ご参加される先生は国際渉外幹事の近藤先生（r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp）までお知らせください.
日時：2017 年 10 月 19-21 日
場所：中国浙江省温州市
詳細は HP をご覧ください．
http://www.dentist.ac.cn/bjcen/wap/
<6>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
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詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<7>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<8>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<9>今後 1 か月の行事予定
・10 月 14‐15 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度秋期第 70 回学術講演会
朱鷺メッセ
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
・10 月 26‐27 日 第 147 回日本歯科保存学会 2017 年度秋季学術大会
マリオス（盛岡地域交流センター）
http://www2.convention.co.jp/jscd147/
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<11> HP 更新内容
H29.10.03 「補綴歯科臨床研鑽会」を更新しました．
http://www.hotetsu.com/s3_07.html
<12>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

=============================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
=============================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
=============================================================================
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秋の学会シーズン到来．全国で学術大会が目白押しですね．お忙しくされている会員の先生も
多いのではないでしょうか．先日，秋晴れの谷川岳に行ってきました．青空はどこまでも高く，
果てしなく続く山並みと色付き始めた紅葉とのコントラストが，言葉に表せないほど素晴らし
かったです．自然を満喫した後の生ビールと新米で炊いた栗ご飯に舌鼓を打ち，心も体も，
そしてお腹も満足した一日でした．天高く，猪子肥ゆる秋の新潟から，メールマガジン No.107 を
お届けします．
（文責 猪子芳美）
～107 号コンテンツはこちら～
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>都道府県別医療事故報告件数について
<5>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
<6>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
<7>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<8>再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について
<9> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
<10>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<11>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<12>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<13>今後 1 か月の行事予定
<14>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<15> HP 更新内容
<16>各支部 HP
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
，29 日（日）
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
仙台市青葉区星陵町 2-1
大会長：江草 宏 先生（東北大）
実行委員長：山田将博 先生（東北大）
準備委員長：奥山弥生 先生（東北大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 10 月 29 日（日） 15:20～16:20
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『補綴主導型インプラント治療 update』
講演タイトル：
『補綴主導型インプラント治療概念の変遷と今後』
座長：佐々木啓一 先生（東北大）
講師：関根秀志 先生（奥羽大）
●平成 29 年度 東海支部学術大会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
，29 日（日）
会場：愛知学院大学楠元学舎
愛知県名古屋市千種区楠元町１-100
大会長：武部 純 先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟 先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一 先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 10 月 29 日（日） 14:00～15:35
会場：愛知学院大学楠元学舎
テーマ：
『顎間関係の設定の基本：診察・検査から診断まで』
講師：山本司将 先生（東海支部） 山下秀一郎 先生（東歯大）
座長：中本哲自 先生（松歯大）
●関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 11 月 12 日（日） 15:00～17:00
会場：新潟県歯科医師会館 講堂
演題：
『咬合が及ぼす影響』
講演１．演題「不定愁訴からオーラルフレイル」
講師：藤澤政紀 先生（明海大）
座長：水橋史 先生（日歯大新潟）
講演２．演題「顎口腔機能から全身」
講師：池上龍朗 先生（福岡県北九州市）
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座長：佐藤利英 先生（日歯大新潟）
●平成 29 年度 東京支部学術大会
日時：平成 29 年 12 月 2，3 日（土）
，(日）
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館・新館
大会長：山下秀一郎 先生（東歯大）
準備委員長：田坂彰規 先生（東歯大）
〇東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 16：40～18：10
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『ワンランク上の接着 われない，はずれない CAD/CAM レジン冠，オールセラミック冠』
講師：冨士谷盛興 先生（愛院大）
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『義歯内面には、柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―』
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和パインズホテル
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和パインズホテル
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
<2>市民フォーラムのお知らせ
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 15:00～16:00
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『よく寝，よく食べ健康長寿』
座長：横山敦郎 先生（北海道大）
講師：服部佳功 先生（東北大） 小川 徹 先生（東北大）
●西関東支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 14：00～15：00
会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター ７階
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-31-6
テーマ：
『お口の健康状態と内科疾患とのかかわり』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：井野 智 先生（神歯大） 米田正人 先生（横浜市立大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 13:00～15:00
会場：愛知学院大学楠元学舎
テーマ：
『在宅医療における口腔健康管理』
講師：杉本太造 先生（愛院大） 冨田健嗣 先生（愛知県歯科医師会）
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座長：服部正巳 先生（愛院大）
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 14：00～15：20
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『美味しく食べて目指せ健康長寿』
講師：大平真理子 先生（東歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 16:20～18:20
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『デジタル・歯冠修復材料 update』
座長：近藤尚知 先生（岩手医大）
講師：峯 篤史 先生（大阪大） 疋田一洋 先生（北医療大） 馬場一美 先生（昭和大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 16:00～18:00
会場：愛知学院大学楠元学舎
テーマ：
『無歯顎補綴治療の基本：臨床に役立つ全部床義歯のポイント』
講師：黒岩昭弘 先生（松歯大） 藤原 周 先生（朝日大）
座長：都尾元宣 先生（朝日大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 12 月 3 日（日） 15：30～17：30
会場：東京歯科大学水道橋校舎 新館血脇記念ホール
テーマ①：
『インプラントオーバーデンチャーに必要なパーシャルデンチャーの基本』
講師：藤関雅嗣 先生（東歯大）
テーマ②：
『生体にやさしいチタン合金開発と加工技術の最前線』
講師：服部雅之 先生（東歯大）
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『補綴装置の耐久性向上を目指して』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●東関東支部専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土）
会場：浦和パインズホテル
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
<4>都道府県別医療事故報告件数について
公益社団法人日本医師会より都道府県別医療事故報告件数に関するデータが公表されております.
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください.
http://www.hotetsu.com/files/files_226.pdf
<5>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<6>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
日本医療安全調査機構によります急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析についての情報が
公開されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-02.pdf
<7>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
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2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<8>再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続の周知徹底について
厚生労働省より再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく手続についてのお知らせが来ております．
詳細は下記の PDF ファイルをご参照ください．
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176899.pdf
<9> CPS-JPS-KAP 3 か国合同補綴歯科学会へのご参加のお願い
日中韓 3 カ国合同補綴学会が CPS の主催で開催されます.できるだけ多くのご参加をお願いいたします.
ご参加される先生は国際渉外幹事の近藤先生（r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp）までお知らせください.
日時：2017 年 10 月 19-21 日
場所：中国浙江省温州市
詳細は HP をご覧ください．
http://www.dentist.ac.cn/bjcen/wap/
<10>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<11>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<12>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<13>今後 1 か月の行事予定
・10 月 14‐15 日 日本歯科理工学会 平成 29 年度秋期第 70 回学術講演会
朱鷺メッセ
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
・10 月 26‐27 日 第 147 回日本歯科保存学会 2017 年度秋季学術大会
マリオス（盛岡地域交流センター）
http://www2.convention.co.jp/jscd147/
<14>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<15> HP 更新内容
H29.10.05 学会発行物「ガイドライン等」更新しました.
http://hotetsu.com/s4_03.html
H29.10.05 「市民フォーラムのお知らせ（東京支部）
」を更新しました.
http://hotetsu.com/p7.html#291202
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H29.10.05 「市民フォーラムのお知らせ（西関東支部）
」を更新しました.
http://hotetsu.com/p7.html#291028_n
H29.10.05 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(関越支部)」を更新しました.
http://hotetsu.com/s3_03.html#291112
H29.10.05 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(東京支部)」
http://hotetsu.com/s3_03.html#291202
H29.10.05 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(西関東支部)」を更新しました.
http://hotetsu.com/s3_03.html#300114
H29.10.05 「専門医研修会のお知らせ（東京支部）
」を更新しました.
http://hotetsu.com/s3_06.html#291203
H29.10.05 「専門医研修会のお知らせ（西関東支部）
」を更新しました.
http://hotetsu.com/s3_06.html#300113
H29.10.05 「支部活動(東京支部)」を更新しました.
http://hotetsu.com/s3_02.html#tokyo
H29.10.05 「支部活動(西関東支部)」を更新しました.
http://hotetsu.com/s3_02.html#nishikanto
H29.10.05 「支部活動(関西支部)」を更新しました.
http://hotetsu.com/s3_02.html#kansai
<16>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================

292
JPS メールマガジン No.108 October 20, 2017
==================================================================
秋らしくなって参りましたが，会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか．10 月の体育の日の連休，
日本の多くの学校で運動会が行われています．今から半世紀以上前の 1964 年 10 月 10 日，素晴らしい
晴天に恵まれ，東京オリンピックの開会式は行われました．3 年後の 2020 年，再度東京でオリンピック
が開かれようとしています．世界情勢が，皆内向きで自分たちが良ければという風潮の中，あの青く
澄み渡った空のごとく 3 年後は多くの問題が解決していてほしいと願うのは，私だけではないと思います．
オリンピックでは，随所で筋書きのないドラマが繰り広げられ，見ている私たちの感動を呼びます．
武器を持たない真剣な戦いを見て，お互いを尊重し讃えあうような世界になるといいですね．
それでは，爽やかな秋空の中をランニングしながらメールマガジン No.108 をお届けします．
（文責 月村直樹）
～108 号コンテンツはこちら～
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
<5>医療事故に関する院内調査のすすめ方について
<6>都道府県別医療事故報告件数について
<7>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
<8>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<9>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<10>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<11>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<12>今後 1 か月の行事予定
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<14> HP 更新内容
<15>各支部 HP
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
，29 日（日）
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
仙台市青葉区星陵町 2-1
大会長：江草 宏 先生（東北大）
実行委員長：山田将博 先生（東北大）
準備委員長：奥山弥生 先生（東北大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 10 月 29 日（日） 15:20～16:20
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『補綴主導型インプラント治療 update』
座長：佐々木啓一 先生（東北大）
講師：関根秀志 先生（奥羽大）
●平成 29 年度 東海支部学術大会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
，29 日（日）
会場：愛知学院大学楠元学舎
愛知県名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部 純 先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟 先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一 先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 10 月 29 日（日） 14:00～15:35
会場：愛知学院大学楠元学舎
テーマ：
『顎間関係の設定の基本：診察・検査から診断まで』
座長：中本哲自 先生（松歯大）
講師：山本司将 先生（東海支部） 山下秀一郎 先生（東歯大）
●関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 11 月 12 日（日） 15:00～17:00
会場：新潟県歯科医師会館 講堂
演題：
『咬合が及ぼす影響』
講演１．演題「不定愁訴からオーラルフレイル」
座長：水橋 史 先生（日歯大新潟）
講師：藤澤政紀 先生（明海大）
講演２．演題「顎口腔機能から全身」
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座長：佐藤利英 先生（日歯大新潟）
講師：池上龍朗 先生（福岡県北九州市）
●平成 29 年度 東京支部学術大会
日時：平成 29 年 12 月 2，3 日（土）
，(日）
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館・新館
大会長：山下秀一郎 先生（東歯大）
準備委員長：田坂彰規 先生（東歯大）
〇東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 16：40～18：10
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『ワンランク上の接着 われない，はずれない CAD/CAM レジン冠，オールセラミック冠』
講師：冨士谷盛興 先生（愛院大）
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『義歯内面には、柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―』
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和パインズホテル
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 15:00～16:00
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『よく寝，よく食べ健康長寿』
座長：横山敦郎 先生（北海道大）
講師：服部佳功 先生（東北大） 小川 徹 先生（東北大）
●西関東支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 14：00～15：00
会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター ７階
テーマ：
『お口の健康状態と内科疾患とのかかわり』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：井野 智 先生（神歯大） 米田正人 先生（横浜市立大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
会場：愛知学院大学楠元学舎

13:00～15:00
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テーマ：
『在宅医療における口腔健康管理』
座長：服部正巳 先生（愛院大）
講師：杉本太造 先生（愛院大） 冨田健嗣 先生（愛知県歯科医師会）
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 14：00～15：20
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『美味しく食べて目指せ健康長寿』
講師：大平真理子 先生（東歯大）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：
「咀嚼は脳を活性化する。
」
（仮題）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 16:20～18:20
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『デジタル・歯冠修復材料 update』
座長：近藤尚知 先生（岩手医大）
講師：峯 篤史 先生（大阪大） 疋田一洋 先生（北医療大） 馬場一美 先生（昭和大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 16:00～18:00
会場：愛知学院大学楠元学舎
テーマ：
『無歯顎補綴治療の基本：臨床に役立つ全部床義歯のポイント』
座長：都尾元宣 先生（朝日大）
講師：黒岩昭弘 先生（松歯大） 藤原 周 先生（朝日大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 12 月 3 日（日） 15：30～17：30
会場：東京歯科大学水道橋校舎 新館血脇記念ホール
テーマ①：
『インプラントオーバーデンチャーに必要なパーシャルデンチャーの基本』
講師：藤関雅嗣 先生（東歯大）
テーマ②：
『生体にやさしいチタン合金開発と加工技術の最前線』
講師：服部雅之 先生（東歯大）
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『補綴装置の耐久性向上を目指して』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00（予定）
会場：浦和パインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:「補綴治療の症型分類を理解する」
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
<4>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<5>医療事故に関する院内調査のすすめ方について
日本医師会監修の医療事故に関する院内調査のすすめ方ついての研修ワークブックが公開
されております．下記のオンライストレージよりダウンロードのうえご活用ください．
http://hotetsu.com/files/files_227.pdf
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<6>都道府県別医療事故報告件数について
公益社団法人日本医師会より都道府県別医療事故報告件数に関するデータが公表されております.
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/files/files_226.pdf
<7>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
日本医療安全調査機構によります急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析についての情報が公開
されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-02.pdf
<8>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<9>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<10>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<11>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<12>今後 1 か月の行事予定
・10 月 26‐27 日 第 147 回日本歯科保存学会 2017 年度秋季学術大会
マリオス（盛岡地域交流センター）
http://www2.convention.co.jp/jscd147/
・11 月 25 日‐26 日 第 36 回日本接着歯学会学術大会
タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jsad36/
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<14> HP 更新内容
H29.10.12 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
http://hotetsu.com/j1_11_9.html
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H29.10.12 「補綴歯科臨床研鑽会」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_07.html
H29.10.12 「専門医審査委員」を更新しました．
http://hotetsu.com/s2_03.html
H29.10.12 「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
<15>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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秋らしくなって参りましたが，会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか．10 月の体育の日の連休，
日本の多くの学校で運動会が行われています．今から半世紀以上前の 1964 年 10 月 10 日，素晴らしい
晴天に恵まれ，東京オリンピックの開会式は行われました．3 年後の 2020 年，再度東京でオリンピック
が開かれようとしています．世界情勢が，皆内向きで自分たちが良ければという風潮の中，あの青く
澄み渡った空のごとく 3 年後は多くの問題が解決していてほしいと願うのは，私だけではないと思います．
オリンピックでは，随所で筋書きのないドラマが繰り広げられ，見ている私たちの感動を呼びます．
武器を持たない真剣な戦いを見て，お互いを尊重し讃えあうような世界になるといいですね．
それでは，爽やかな秋空の中をランニングしながらメールマガジン No.108 をお届けします．
（文責 月村直樹）
～108 号コンテンツはこちら～
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
<5>医療事故に関する院内調査のすすめ方について
<6>都道府県別医療事故報告件数について
<7>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
<8>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<9>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<10>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<11>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<12>今後 1 か月の行事予定
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<14> HP 更新内容
<15>各支部 HP
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
，29 日（日）
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
仙台市青葉区星陵町 2-1
大会長：江草 宏 先生（東北大）
実行委員長：山田将博 先生（東北大）
準備委員長：奥山弥生 先生（東北大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 10 月 29 日（日） 15:20～16:20
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『補綴主導型インプラント治療 update』
座長：佐々木啓一 先生（東北大）
講師：関根秀志 先生（奥羽大）
●平成 29 年度 東海支部学術大会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
，29 日（日）
会場：愛知学院大学楠元学舎
愛知県名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部 純 先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟 先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一 先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 10 月 29 日（日） 14:00～15:35
会場：愛知学院大学楠元学舎
テーマ：
『顎間関係の設定の基本：診察・検査から診断まで』
座長：中本哲自 先生（松歯大）
講師：山本司将 先生（東海支部） 山下秀一郎 先生（東歯大）
●関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 11 月 12 日（日） 15:00～17:00
会場：新潟県歯科医師会館 講堂
演題：
『咬合が及ぼす影響』
講演１．演題「不定愁訴からオーラルフレイル」
座長：水橋 史 先生（日歯大新潟）
講師：藤澤政紀 先生（明海大）
講演２．演題「顎口腔機能から全身」
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座長：佐藤利英 先生（日歯大新潟）
講師：池上龍朗 先生（福岡県北九州市）
●平成 29 年度 東京支部学術大会
日時：平成 29 年 12 月 2，3 日（土）
，(日）
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館・新館
大会長：山下秀一郎 先生（東歯大）
準備委員長：田坂彰規 先生（東歯大）
〇東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 16：40～18：10
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『ワンランク上の接着 われない，はずれない CAD/CAM レジン冠，オールセラミック冠』
講師：冨士谷盛興 先生（愛院大）
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『義歯内面には、柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―』
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和パインズホテル
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 15:00～16:00
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『よく寝，よく食べ健康長寿』
座長：横山敦郎 先生（北海道大）
講師：服部佳功 先生（東北大） 小川 徹 先生（東北大）
●西関東支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 14：00～15：00
会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター ７階
テーマ：
『お口の健康状態と内科疾患とのかかわり』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：井野 智 先生（神歯大） 米田正人 先生（横浜市立大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
会場：愛知学院大学楠元学舎

13:00～15:00
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テーマ：
『在宅医療における口腔健康管理』
座長：服部正巳 先生（愛院大）
講師：杉本太造 先生（愛院大） 冨田健嗣 先生（愛知県歯科医師会）
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 14：00～15：20
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『美味しく食べて目指せ健康長寿』
講師：大平真理子 先生（東歯大）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：
「咀嚼は脳を活性化する。
」
（仮題）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 16:20～18:20
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『デジタル・歯冠修復材料 update』
座長：近藤尚知 先生（岩手医大）
講師：峯 篤史 先生（大阪大） 疋田一洋 先生（北医療大） 馬場一美 先生（昭和大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 16:00～18:00
会場：愛知学院大学楠元学舎
テーマ：
『無歯顎補綴治療の基本：臨床に役立つ全部床義歯のポイント』
座長：都尾元宣 先生（朝日大）
講師：黒岩昭弘 先生（松歯大） 藤原 周 先生（朝日大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 12 月 3 日（日） 15：30～17：30
会場：東京歯科大学水道橋校舎 新館血脇記念ホール
テーマ①：
『インプラントオーバーデンチャーに必要なパーシャルデンチャーの基本』
講師：藤関雅嗣 先生（東歯大）
テーマ②：
『生体にやさしいチタン合金開発と加工技術の最前線』
講師：服部雅之 先生（東歯大）
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『補綴装置の耐久性向上を目指して』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00（予定）
会場：浦和パインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:「補綴治療の症型分類を理解する」
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
<4>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<5>医療事故に関する院内調査のすすめ方について
日本医師会監修の医療事故に関する院内調査のすすめ方ついての研修ワークブックが公開
されております．下記のオンライストレージよりダウンロードのうえご活用ください．
http://hotetsu.com/files/files_227.pdf
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<6>都道府県別医療事故報告件数について
公益社団法人日本医師会より都道府県別医療事故報告件数に関するデータが公表されております.
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/files/files_226.pdf
<7>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
日本医療安全調査機構によります急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析についての情報が公開
されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-02.pdf
<8>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<9>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<10>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<11>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<12>今後 1 か月の行事予定
・10 月 26‐27 日 第 147 回日本歯科保存学会 2017 年度秋季学術大会
マリオス（盛岡地域交流センター）
http://www2.convention.co.jp/jscd147/
・11 月 25 日‐26 日 第 36 回日本接着歯学会学術大会
タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jsad36/
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<14> HP 更新内容
H29.10.12 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
http://hotetsu.com/j1_11_9.html
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H29.10.12 「補綴歯科臨床研鑽会」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_07.html
H29.10.12 「専門医審査委員」を更新しました．
http://hotetsu.com/s2_03.html
H29.10.12 「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
<15>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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秋らしくなって参りましたが，会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか．10 月の体育の日の連休，
日本の多くの学校で運動会が行われています．今から半世紀以上前の 1964 年 10 月 10 日，素晴らしい
晴天に恵まれ，東京オリンピックの開会式は行われました．3 年後の 2020 年，再度東京でオリンピック
が開かれようとしています．世界情勢が，皆内向きで自分たちが良ければという風潮の中，あの青く
澄み渡った空のごとく 3 年後は多くの問題が解決していてほしいと願うのは，私だけではないと思います．
オリンピックでは，随所で筋書きのないドラマが繰り広げられ，見ている私たちの感動を呼びます．
武器を持たない真剣な戦いを見て，お互いを尊重し讃えあうような世界になるといいですね．
それでは，爽やかな秋空の中をランニングしながらメールマガジン No.108 をお届けします．
（文責 月村直樹）
～108 号コンテンツはこちら～
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
<5>医療事故に関する院内調査のすすめ方について
<6>都道府県別医療事故報告件数について
<7>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
<8>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<9>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<10>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<11>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<12>今後 1 か月の行事予定
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<14> HP 更新内容
<15>各支部 HP
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
，29 日（日）
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
仙台市青葉区星陵町 2-1
大会長：江草 宏 先生（東北大）
実行委員長：山田将博 先生（東北大）
準備委員長：奥山弥生 先生（東北大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 10 月 29 日（日） 15:20～16:20
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『補綴主導型インプラント治療 update』
座長：佐々木啓一 先生（東北大）
講師：関根秀志 先生（奥羽大）
●平成 29 年度 東海支部学術大会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
，29 日（日）
会場：愛知学院大学楠元学舎
愛知県名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部 純 先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟 先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一 先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 10 月 29 日（日） 14:00～15:35
会場：愛知学院大学楠元学舎
テーマ：
『顎間関係の設定の基本：診察・検査から診断まで』
座長：中本哲自 先生（松歯大）
講師：山本司将 先生（東海支部） 山下秀一郎 先生（東歯大）
●関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 11 月 12 日（日） 15:00～17:00
会場：新潟県歯科医師会館 講堂
演題：
『咬合が及ぼす影響』
講演１．演題「不定愁訴からオーラルフレイル」
座長：水橋 史 先生（日歯大新潟）
講師：藤澤政紀 先生（明海大）
講演２．演題「顎口腔機能から全身」
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座長：佐藤利英 先生（日歯大新潟）
講師：池上龍朗 先生（福岡県北九州市）
●平成 29 年度 東京支部学術大会
日時：平成 29 年 12 月 2，3 日（土）
，(日）
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館・新館
大会長：山下秀一郎 先生（東歯大）
準備委員長：田坂彰規 先生（東歯大）
〇東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 16：40～18：10
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『ワンランク上の接着 われない，はずれない CAD/CAM レジン冠，オールセラミック冠』
講師：冨士谷盛興 先生（愛院大）
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『義歯内面には、柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―』
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和パインズホテル
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 15:00～16:00
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『よく寝，よく食べ健康長寿』
座長：横山敦郎 先生（北海道大）
講師：服部佳功 先生（東北大） 小川 徹 先生（東北大）
●西関東支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 14：00～15：00
会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター ７階
テーマ：
『お口の健康状態と内科疾患とのかかわり』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：井野 智 先生（神歯大） 米田正人 先生（横浜市立大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土）
会場：愛知学院大学楠元学舎

13:00～15:00
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テーマ：
『在宅医療における口腔健康管理』
座長：服部正巳 先生（愛院大）
講師：杉本太造 先生（愛院大） 冨田健嗣 先生（愛知県歯科医師会）
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 14：00～15：20
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『美味しく食べて目指せ健康長寿』
講師：大平真理子 先生（東歯大）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：
「咀嚼は脳を活性化する。
」
（仮題）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 16:20～18:20
会場：東北大学星陵キャンパス 星稜オーディトリアム
テーマ：
『デジタル・歯冠修復材料 update』
座長：近藤尚知 先生（岩手医大）
講師：峯 篤史 先生（大阪大） 疋田一洋 先生（北医療大） 馬場一美 先生（昭和大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 10 月 28 日（土） 16:00～18:00
会場：愛知学院大学楠元学舎
テーマ：
『無歯顎補綴治療の基本：臨床に役立つ全部床義歯のポイント』
座長：都尾元宣 先生（朝日大）
講師：黒岩昭弘 先生（松歯大） 藤原 周 先生（朝日大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 12 月 3 日（日） 15：30～17：30
会場：東京歯科大学水道橋校舎 新館血脇記念ホール
テーマ①：
『インプラントオーバーデンチャーに必要なパーシャルデンチャーの基本』
講師：藤関雅嗣 先生（東歯大）
テーマ②：
『生体にやさしいチタン合金開発と加工技術の最前線』
講師：服部雅之 先生（東歯大）
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『補綴装置の耐久性向上を目指して』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00（予定）
会場：浦和パインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:「補綴治療の症型分類を理解する」
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
<4>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<5>医療事故に関する院内調査のすすめ方について
日本医師会監修の医療事故に関する院内調査のすすめ方ついての研修ワークブックが公開
されております．下記のオンライストレージよりダウンロードのうえご活用ください．
http://hotetsu.com/files/files_227.pdf

305
<6>都道府県別医療事故報告件数について
公益社団法人日本医師会より都道府県別医療事故報告件数に関するデータが公表されております.
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/files/files_226.pdf
<7>「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」について
日本医療安全調査機構によります急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析についての情報が公開
されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-02.pdf
<8>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<9>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<10>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<11>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2017 年 10 月 20 日
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<12>今後 1 か月の行事予定
・10 月 26‐27 日 第 147 回日本歯科保存学会 2017 年度秋季学術大会
マリオス（盛岡地域交流センター）
http://www2.convention.co.jp/jscd147/
・11 月 25 日‐26 日 第 36 回日本接着歯学会学術大会
タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jsad36/
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<14> HP 更新内容
H29.10.12 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました．
http://hotetsu.com/j1_11_9.html
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H29.10.12 「補綴歯科臨床研鑽会」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_07.html
H29.10.12 「専門医審査委員」を更新しました．
http://hotetsu.com/s2_03.html
H29.10.12 「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
<15>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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10 月は週末 2 週連続で日本に台風が接近し，11 月に入りようやくこちら九州では天候に恵まれた週末と
なりました．毎週巻頭言を拝見しますと，もう北国では冬支度に入る時期ということで，生活がこちらと
はずいぶん違うのだなあと感じます．私が子供のころは北部九州でも年に２，３回くらいは４，５ｃｍ
ほど雪が積もり，たまにつららを見ることもありましたが，現在の福岡は雪がちらつくことが年に２，３回
で，雪が積もるのは５年に１度程度あるかないかです．子供や孫の時代には冬に台風が来るのではないかと
思われるくらい気候が激変しておりますが，歯科の世界もテクノロジーの進歩や超高齢化時代への突入に
よって激変しつつあり，それに対応できるように，我々も適応しなければならないなあと皆さんも感じて
おられることと存じます．笑いを取るつもりで筆を執りましたが，ついつい硬い話になってしまいました．
次回は笑いネタを考えておきます．それでは，メールマガジン No. 111 をお楽しみください．
（文責 松浦尚志）
～111 号コンテンツはこちら～
<1>「プロソ 17」の事前登録はもうお済みですか？
<2>「日本歯科医学会学術用語集」改訂作業へのご協力のお願い
<3>支部大会情報・活動予定
<4>市民フォーラムのお知らせ
<5>専門医研修会のお知らせ
<6>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
<7>「接着ブリッジのガイドライン 改訂版」の Minds ガイドラインへの掲載について
<8>第 22 回静岡健康・長寿学術フォーラムの開催について
<9>医療事故に関する院内調査のすすめ方について
<10>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<11>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
<12>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<13>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<14>今後 1 か月の行事予定
<15>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<16>各支部 HP
<1>「プロソ 17」の事前登録はもうお済みですか？
〔公社〕日本補綴歯科学会 平成 29 年度 〔第 3 回〕補綴歯科臨床研鑽会「プロソ 17」を来る 12 月 17 日〔日〕
10：00－17：30 大阪国際会議場で開催させていただきます．
今回のテーマは「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」で，多彩な講師陣によるアップデートな内容の
お話をしていただきます．また，8 名の若手講師陣によるトレンディーな話題提供も行っていただきます．
臨床現場ですぐに役立つとても有意義な研鑽会になると思います．
プログラムの詳細は，補綴歯科学会ＨＰをご覧ください．
本研鑽会は，補綴専門医取得あるいは更新において必須のものであり，会員としての重要なミッション
でもあります．
ぜひとも受講していただきますようお願い申し上げます．
なお，事前参加登録制になっていますので，11 月 15 日（水）までに，補綴歯科学会ホームページ上から
「プロソ 17」にアクセスして，登録を行ってください．当日の参加受付は行いませんので，必ず事前登録を
行ってください．また，参加費につきまして会員は無料です．事前登録をされました会員には「参加証」を
郵送しています．当日は会員カードとともに お忘れなくご持参ください．
よろしくお願い申し上げます．
平成 29 年 10 月 31 日
〔公社〕日本補綴歯科学会
理事長 市川哲雄
プロソ 17 大会長 末瀬一彦
----------------------------------------------------------------------------（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
----------------------------------------------------------------------------<2>「日本歯科医学会学術用語集」改訂作業へのご協力のお願い
公益社団法人日本補綴歯科学会
社員各位
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長
市川哲雄
用語検討委員会委員長 西村正宏
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「日本歯科医学会学術用語集」改訂作業へのご協力のお願い
謹啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．
また歯科補綴学専門用語集第 4 版の改訂作業では大変お世話になっております．
このたび，
「日本歯科医学会学術用語集」も改訂改定作業を行うとのことで，本学会への協力依頼があり
ました．詳細は別紙をご覧いただきたいのですが，日本歯科医学会のほうで一語一義を決めるにあたり，
補綴に関する用語について本会の意見を参考にしたいとのことです．
今回の本会からの意見が，日本歯科医学学術用語集の用語を選定することにつながりその結果は，今後の
日本の歯学用語の選定にも反映されることになりますので，極めて重大な意見聴取であると考えております．
そこでこのたび，本件について社員の皆様のご意見をメーリングリストおよびメルマガで集めることとなり
ました．
ご多忙のおり，大変恐縮ではございますが，社員の皆様の英知を賜りますようお願い申し上げます．
謹白
----------------------------------------------------------------------------「日本歯科医学会学術用語集」改訂作業の詳細につきましては下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171106_203325.pdf
（パブリックコメント募集専用アドレスに訂正がございますのでメールマガジン No.110 にてダウンロード
されました場合は差し替えをお願いいたします．
）
----------------------------------------------------------------------------<3>支部大会情報・活動予定
●関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 11 月 12 日（日） 15:00～17:00
会場：新潟県歯科医師会館 講堂
演題：
『咬合が及ぼす影響』
講演１．演題「不定愁訴からオーラルフレイル」
座長：水橋 史 先生（日歯大新潟）
講師：藤澤政紀 先生（明海大）
講演２．演題「顎口腔機能から全身」
座長：佐藤利英 先生（日歯大新潟）
講師：池上龍朗 先生（福岡県北九州市）
●平成 29 年度 東京支部学術大会
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土）
，3 日（日）
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館・新館
大会長：山下秀一郎 先生（東歯大）
準備委員長：田坂彰規 先生（東歯大）
〇東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 16：40～18：10
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『ワンランク上の接着 われない，はずれない CAD/CAM レジン冠，オールセラミック冠』
講師：冨士谷盛興 先生（愛院大）
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―』
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
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準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大） 藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和パインズホテル
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<4>市民フォーラムのお知らせ
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 11 月 11 日（土）
会場：弁天町 ORC200 生涯学習センター
テーマ：
「お口と足の健康いつまでも」
講師：権田友也先生（大阪大）
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 14：00～15：20
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『美味しく食べて目指せ健康長寿』
座長：山下秀一郎 先生（東歯大）
講師：大平真理子 先生（東歯大）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：
「咀嚼は脳を活性化する．
」
（仮題）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<5>専門医研修会のお知らせ
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 12 月 3 日（日） 15：30～17：30
会場：東京歯科大学水道橋校舎 新館血脇記念ホール
テーマ①：
『インプラントオーバーデンチャーに必要なパーシャルデンチャーの基本』
講師：藤関雅嗣 先生（東歯大）
テーマ②：
『生体にやさしいチタン合金開発と加工技術の最前線』
講師：服部雅之 先生（東歯大）
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『補綴装置の耐久性向上を目指して』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00（予定）
会場：浦和パインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:「補綴治療の症型分類を理解する」
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
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日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：大臼歯 CAD/CAM 冠（予定）
<6>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<7>「接着ブリッジのガイドライン 改訂版」の Minds ガイドラインへの掲載について
日本補綴歯科学会 診療ガイドライン委員会編集の「接着ブリッジのガイドライン 改訂版」が公益社団法人
日本医療機能評価機構 Minds ガイドラインライブラリに掲載されました．下記のアドレスでご確認ください．
http://minds.jcqhc.or.jp/n/med/4/med0276/G0000935
<8>第 22 回静岡健康・長寿学術フォーラムの開催について
日時：2017 年 11 月 24‐25 日
場所：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」
詳細は HP をご覧ください．
http://shizuoka-forum.jp/
<9>医療事故に関する院内調査のすすめ方について
日本医師会監修の医療事故に関する院内調査のすすめ方ついての研修ワークブックが公開されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://hotetsu.com/files/files_227.pdf
<10>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール ※終了しました．
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<11>日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」の開催について
日時：2017 年 11 月 12 日 13:30～17:00
場所：昭和大学旗の台キャンパス 1 号館 7 階 講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<12>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<13>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<14>今後 1 か月の行事予定
・11 月 11 日‐12 日 第 27 回日本磁気歯科学会学術大会
ホテル松島大観荘
http://jsmad.jp/meeting/27th/welcome.html
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・11 月 25 日‐26 日 日本顎口腔機能学会第 59 回学術大会
http://jssf.umin.ne.jp/
・11 月 25 日‐26 日 第 36 回日本接着歯学会学術大会
タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jsad36/
・12 月 16 日‐17 日 日本歯周病学会 60 周年記念京都大会
http://web.apollon.nta.co.jp/jspf60/index.html
<15>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<16>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.112 November 17, 2017
==================================================================
色とりどりの綿の秋も過ぎ，木々の梢に冬の訪れを感じる今日この頃です．皆様におかれましては，
ご健勝にお過ごしのことと存じます．
埼玉県に位置する明海大学からは，富士山を見ることができます．富士山との距離は，およそ 110 km
ありますので，そびえ立つ勇壮感はありませんが，優雅で麗しいシルエットを確認するにはちょうどい
いかもしれません．富士山と本学との間に遮蔽するものがあまり存在しないため，晴天時における富士山
の姿は本当に美しく，古代から信仰の対象で江戸時代に北斎をはじめ多くの浮世絵師が競って描いたこと
や，2013 年には世界文化遺産に登録されことがよくわかります．
朝夕の冷え込みが厳しくなって参りましたが，くれぐれもお身体ご自愛ください．
それでは，埼玉の地からメールマガジン No.112 をお届けいたします．
（文責 岡本和彦）
～112 号コンテンツはこちら～
<1>「日本歯科医学会学術用語集」改訂作業へのご協力のお願い
<2>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
<3>支部大会情報・活動予定
<4>市民フォーラムのお知らせ
<5>専門医研修会のお知らせ
<6>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
<7>「接着ブリッジのガイドライン 改訂版」の Minds ガイドラインへの掲載について
<8>第 22 回静岡健康・長寿学術フォーラムの開催について
<9>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<10>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<11>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
<12>今後 1 か月の行事予定
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<14>HP 更新内容
<15>各支部 HP
<1>「日本歯科医学会学術用語集」改訂作業へのご協力のお願い
公益社団法人日本補綴歯科学会
社員各位
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長
市川哲雄
用語検討委員会委員長 西村正宏
「日本歯科医学会学術用語集」改訂作業へのご協力のお願い
謹啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．
また歯科補綴学専門用語集第 4 版の改訂作業では大変お世話になっております．
このたび，
「日本歯科医学会学術用語集」も改訂改定作業を行うとのことで，本学会へ
の協力依頼がありました．
詳細は別紙をご覧いただきたいのですが，日本歯科医学会のほうで一語一義を決めるに
あたり，補綴に関する用語について本会の意見を参考にしたいとのことです．
今回の本会からの意見が，日本歯科医学学術用語集の用語を選定することにつながり
その結果は，今後の日本の歯学用語の選定にも反映されることになりますので，極めて
重大な意見聴取であると考えております．
そこでこのたび，本件について社員の皆様のご意見をメーリングリストおよびメルマガ
で集めることとなりました．
ご多忙のおり，大変恐縮ではございますが，社員の皆様の英知を賜りますようお願い申
し上げます．
謹白
----------------------------------------------------------------------------「日本歯科医学会学術用語集」改訂作業の詳細につきましては下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171106_203325.pdf
（パブリックコメント募集専用アドレスに訂正がございますのでメールマガジン No.110 にてダウン
ロードされました場合は差し替えをお願いいたします．
）
----------------------------------------------------------------------------<2>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
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事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<3>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東京支部学術大会
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土）
，3 日（日）
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館・新館
大会長：山下秀一郎 先生（東歯大）
準備委員長：田坂彰規 先生（東歯大）
〇東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 16：40～18：10
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『ワンランク上の接着 われない，はずれない CAD/CAM レジン冠，オールセラミック冠』
講師：冨士谷盛興 先生（愛院大）
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―』
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大） 藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和パインズホテル
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<4>市民フォーラムのお知らせ
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 14：00～15：20
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『美味しく食べて目指せ健康長寿』
座長：山下秀一郎 先生（東歯大）
講師：大平真理子 先生（東歯大）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）

13：00～14：00（予定）
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会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：
「咀嚼は脳を活性化する．
」
（仮題）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<5>専門医研修会のお知らせ
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 12 月 3 日（日） 15：30～17：30
会場：東京歯科大学水道橋校舎 新館血脇記念ホール
テーマ①：
『インプラントオーバーデンチャーに必要なパーシャルデンチャーの基本』
講師：藤関雅嗣 先生（東歯大）
テーマ②：
『生体にやさしいチタン合金開発と加工技術の最前線』
講師：服部雅之 先生（東歯大）
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『補綴装置の耐久性向上を目指して』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00（予定）
会場：浦和パインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:「補綴治療の症型分類を理解する」
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：
「顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす」
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：大臼歯 CAD/CAM 冠（予定）
<6>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<7>「接着ブリッジのガイドライン 改訂版」の Minds ガイドラインへの掲載について
日本補綴歯科学会 診療ガイドライン委員会編集の「接着ブリッジのガイドライン 改訂版」が
公益社団法人日本医療機能評価機構 Minds ガイドラインライブラリに掲載されました．下記の
アドレスでご確認ください．
http://minds.jcqhc.or.jp/n/med/4/med0276/G0000935
<8>第 22 回静岡健康・長寿学術フォーラムの開催について
日時：2017 年 11 月 24‐25 日
場所：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」
詳細は HP をご覧ください．
http://shizuoka-forum.jp/
<9>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール ※終了しました．
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2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航 ※終了しました．
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<10>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<11>第 27 回日本全身咬合学会学術大会の開催について
日時：2017 年 11 月 18‐19 日
場所：日本大学歯学部 2 号館
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jaoh27/
<12>今後 1 か月の行事予定
・11 月 25‐26 日 日本顎口腔機能学会第 59 回学術大会
http://jssf.umin.ne.jp/
・11 月 25‐26 日 第 36 回日本接着歯学会学術大会
タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jsad36/
・12 月 16‐17 日 日本歯周病学会 60 周年記念京都大会
http://web.apollon.nta.co.jp/jspf60/index.html
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<14> HP 更新内容
2017.11.09 電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
2017.11.09 「規程集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s1_04.html
2017.11.09 「委員会活動」を更新しました．
http://hotetsu.com/s1_06.html
<15>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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==================================================================
11 月も下旬になり，寒い日が増えてきました．どうせ寒いのなら，真冬はアメリカで補綴の学会に参加する
のはいかがでしょうか．来年 1 月には，ニューヨークで Greater New York Academy of Prosthodontics (GNAP)が，
２月にはシカゴで，有名な CDS Midwinter meeting に合わせて，American Prosthodontic Society (APS),
American Academy of Fixed Prosthodontics (AAFP)，American Academy of Restorative Dentistry といった
補綴関連の学会が開催されます．いずれの学会も，世界的に著名な演者の招待講演が中心です．この時期は，
航空運賃やホテル代も安く，海外の学会参加には適したシーズンだと思います．
それでは，寒空の大阪からメールマガジン 113 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～113 号コンテンツはこちら～
<1>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
<2>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<3>支部大会情報・活動予定
<4>市民フォーラムのお知らせ
<5>専門医研修会のお知らせ
<6>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正について
<7>公益財団法人 8020 推進財団 学術集会「第 15 回フォーラム 8020」の開催について
<8> The Landscape of Scholarly Publishing in China、Korea & Japan の開催について
<9>医療事故調査制度について
<10>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
<11>第 22 回静岡健康・長寿学術フォーラムの開催について
<12>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<13>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
<14>今後 1 か月の行事予定
<15>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<16> HP 更新内容
<17>各支部 HP
<1>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<2>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<3>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東京支部学術大会
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土）
，3 日（日）
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館・新館
大会長：山下秀一郎 先生（東歯大）
準備委員長：田坂彰規 先生（東歯大）
〇東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 16：40～18：10
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『ワンランク上の接着 われない，はずれない CAD/CAM レジン冠，オールセラミック冠』
講師：冨士谷盛興 先生（愛院大）
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―』
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座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大）

木本

統 先生（日大松戸）

●平成 29 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
会場：栃木県歯科医師会館
宇都宮市一の沢２丁目２番５号
大会長：宮下 均 先生（栃木県歯科医師会 会長）
実施委員長：魚島勝美 先生（新潟大）
準備委員長：秋葉陽介 先生（新潟大）
○関越支部生 涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 20 日（土）15：00～17：00
会場：新潟県歯科医師会館 講堂
テーマ：咬合が及ぼす影響
講演１
座長：水橋 史 先生（日歯大新潟）
講師：藤澤政紀 先生（明海大）
講演２
座長：佐藤利英 先生（日歯大新潟）
講師：池上龍朗 先生（九州支部）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大） 藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和パインズホテル
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<4>市民フォーラムのお知らせ
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 14：00～15：20
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
『美味しく食べて目指せ健康長寿』
座長：山下秀一郎 先生（東歯大）
講師：大平真理子 先生（東歯大）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：
「咀嚼は脳を活性化する．
」
（仮題）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<5>専門医研修会のお知らせ
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 12 月 3 日（日） 15：30～17：30
会場：東京歯科大学水道橋校舎 新館血脇記念ホール

319
テーマ 1：
『インプラントオーバーデンチャーに必要なパーシャルデンチャーの基本』
講師：藤関雅嗣 先生（東歯大）
テーマ 2：
『生体にやさしいチタン合金開発と加工技術の最前線』
講師：服部雅之 先生（東歯大）
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：
『補綴装置の耐久性向上を目指して』
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 01 月 20 日（土） 14：30～16：30
会場：栃木県歯科医師会館
テーマ：
「在宅歯科医療における補綴治療の実際」
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
講師：白野美和 先生（日歯大新潟） 講師：柏瀬昌史 先生（栃木県歯科医師会 理事）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00（予定）
会場：浦和パインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:「補綴治療の症型分類を理解する」
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：
「顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす」
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：大臼歯 CAD/CAM 冠（予定）
<6>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構より，レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の
一部改正について通知をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171119_212951.pdf
<7>公益財団法人 8020 推進財団 学術集会「第 15 回フォーラム 8020」の開催について
日時：2017 年 12 月 2 日 13：00～17:00
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
＜プログラム＞
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/forum_15.pdf
＜参加申込書＞
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/forum_15_moushikomi.pdf
<8> The Landscape of Scholarly Publishing in China、Korea & Japan の開催について
国立研究開発法人科学技術振興機構が主催するサイエンスアゴラ 2017 内の一企画として，
中国科学技術信息研究所（ISTIC）
，韓国科学技術情報研究院（KISTI）から講師を招き，
日中韓国際シンポジウムが開催されます．
日時：2017 年 11 月 24 日 14:00～15:30
会場：テレコムセンタービル東棟 20 階 会議室 1
詳細は HP をご覧ください．
http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/program/booth/152/
<9>医療事故調査制度について
日本歯科医師会より情報提供をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
１．医療事故調査制度の現況報告（平成 29 年 10 月分）
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http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171114_182934.pdf
２．11 月 19 日（医療安全推進週間初日）に医療事故調査制度の広告の
新聞掲載を予定している掲載紙毎の原稿案
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171114_183014.pdf
<10>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<11>第 22 回静岡健康・長寿学術フォーラムの開催について
日時：2017 年 11 月 24‐25 日
場所：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」
詳細は HP をご覧ください．
http://shizuoka-forum.jp/
<12>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール ※終了しました．
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航 ※終了しました．
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<13>第 62 回日本唾液腺学会学術集会の開催について
日時：2017 年 11 月 25 日
場所：文京学院大学 本郷キャンパス
演題登録締切：終了しました
詳細は下記のプログラムをご覧ください．
http://daekisen.org/pdf/62th_program.pdf
<14>今後 1 か月の行事予定
・11 月 25‐26 日 日本顎口腔機能学会第 59 回学術大会
http://jssf.umin.ne.jp/
・11 月 25‐26 日 第 36 回日本接着歯学会学術大会
タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jsad36/
・12 月 16‐17 日 日本歯周病学会 60 周年記念京都大会
http://web.apollon.nta.co.jp/jspf60/index.html
<15>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<16> HP 更新内容
2017.11.16 平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<17>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
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西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================

322
JPS メールマガジン No.114 December 01, 2017
==================================================================
今日から師走．早いもので今年も残すところ 1 カ月となりました．食欲の秋を続けてきた私の体重は
みるみるうちに増え，鍋シーズンを迎えた現在，減る兆しがありません．先日，大学時代の友人と話す
機会がありましたが，彼は糖質制限ダイエットを 3 年間も続けているとのこと．その精神力に脱帽です．
私の性格上，彼のようにはなれませんが，なんとかしなくちゃ．そうだ！毎日，体重計に乗ることに
しよっと．それではメールマガジン 114 号をお届けします．（文責 田地 豪）
～114 号コンテンツはこちら～
<1>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会 開催概要（HP 開設）
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<4>支部大会情報・活動予定
<5>市民フォーラムのお知らせ
<6>専門医研修会のお知らせ
<7>区分 C２（新機能・留意事項変更）における医療機器の保険適用等について
<8>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正について
<9>公益財団法人 8020 推進財団 学術集会「第 15 回フォーラム 8020」の開催について
<10>医療事故調査制度について
<11>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
<12>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<13>今後 1 か月の行事予定
<14>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<15>HP 更新内容
<16>各支部 HP
<1>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会 開催概要（HP 開設）
第 127 回学術大会の HP が開設されました．
http://www.med-gakkai.org/jps127/
（学会 HP からのリンクが設定されています．
）
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター、ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長 ：皆木省吾
実行委員長 原 哲也
準備委員長 西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<4>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東京支部学術大会
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土）
，3 日（日）
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館・新館
大会長：山下秀一郎 先生（東歯大）
準備委員長：田坂彰規 先生（東歯大）
〇東京支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 16：40～18：10
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：
「ワンランク上の接着 われない，はずれない CAD/CAM レジン冠，オールセラミック冠」
講師：冨士谷盛興 先生（愛院大）
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階

講堂
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神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
会場：栃木県歯科医師会館
宇都宮市一の沢２丁目２番５号
大会長：宮下 均 先生（関越支部）
実施委員長：魚島勝美 先生（新潟大）
準備委員長：秋葉陽介 先生（新潟大）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大） 藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<5>市民フォーラムのお知らせ
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 29 年 12 月 2 日（土） 14：00～15：20
会場：東京歯科大学水道橋校舎 本館 13F
テーマ：美味しく食べて目指せ健康長寿
座長：山下秀一郎 先生（東歯大）
講師：大平真理子 先生（東歯大）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：00～15：30
会場：栃木県歯科医師会館
テーマ：歯と健康
座長：黒川裕臣 先生（日歯大新潟）
講師：嶋 均三 先生（方言作家） 上田一彦 先生（日歯大新潟）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
（仮題）
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
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<6>専門医研修会のお知らせ
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 29 年 12 月 3 日（日） 15：30～17：30
会場：東京歯科大学水道橋校舎 新館血脇記念ホール
テーマ 1：インプラントオーバーデンチャーに必要なパーシャルデンチャーの基本
講師：藤関雅嗣 先生（東歯大）
テーマ 2：生体にやさしいチタン合金開発と加工技術の最前線
講師：服部雅之 先生（東歯大）
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：補綴装置の耐久性向上を目指して
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 01 月 20 日（土） 14：30～16：30
会場：栃木県歯科医師会館
テーマ：在宅歯科医療における補綴治療の実際
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
講師：白野美和 先生（日歯大新潟） 講師：柏瀬昌史 先生（関越支部）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00（予定）
会場：浦和パインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：大臼歯 CAD/CAM 冠（予定）
<7>区分 C２（新機能・留意事項変更）における医療機器の保険適用等について
日本歯科医師会より情報提供をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171125_113717.pdf
<8>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構より，レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の
一部改正について通知をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171119_212951.pdf
<9>公益財団法人 8020 推進財団 学術集会「第 15 回フォーラム 8020」の開催について
日時：2017 年 12 月 2 日 13：00～17:00
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
＜プログラム＞
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/forum_15.pdf
＜参加申込書＞
http://www.8020zaidan.or.jp/pdf/forum_15_moushikomi.pdf
<10>医療事故調査制度について
日本歯科医師会より情報提供をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
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１．医療事故調査制度の現況報告（平成 29 年 10 月分）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171114_182934.pdf
２．11 月 19 日（医療安全推進週間初日）に医療事故調査制度の広告の
新聞掲載を予定している掲載紙毎の原稿案
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171114_183014.pdf
<11>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<12>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール ※終了しました．
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航 ※終了しました．
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂 ※終了しました．
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<13>今後 1 か月の行事予定
・12 月 16‐17 日 日本歯周病学会 60 周年記念京都大会
http://web.apollon.nta.co.jp/jspf60/index.html
<14>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<15>HP 更新内容
2017.11.22 電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました.
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
2017.11.22 「支部活動(東関東支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
2017.11.22 「支部活動(関越支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
2017.11.22 「専門医研修会のお知らせ(関越支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_06.html#300120
<16>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
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JPS メールマガジン No.115 December 08, 2017
==================================================================
食べられるお花，エディブルフラワーは，近年，サラダやお菓子，パンなどに用いられ，食卓に彩を
添えています．では，新潟のエディブルフラワー『かきのもと』をご存知ですか？赤紫色の食用菊で，
なんと江戸時代から食されていたようです．シャキシャキの食感で，私は大好きです．山形ではこの
食用菊を『もってのほか』というそうです．
『かきのもと』は，視力改善作用のあるアントシアニン，
抗炎症作用や発ガン予防効果のあるサポニン，そして血糖値の上昇を抑える食物繊維などの栄養を含ん
でいます．新潟の秋から冬の定番のお通しは，
『かきのもと』の酢の物やお浸しです．忘年会，まずは
『かきのもと』のような機能性食品を積極的に食べて，お酒は程々に．では，メールマガジン No.115 を
お届けします．
（文責 猪子芳美）
～115 号コンテンツはこちら～
<1>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会 開催概要（HP 開設）
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<4>支部大会情報・活動予定
<5>市民フォーラムのお知らせ
<6>専門医研修会のお知らせ
<7>区分 C２（新機能・留意事項変更）における医療機器の保険適用等について
<8>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正について
<9>医療事故調査制度について
<10>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
<11>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<12>今後 1 か月の行事予定
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<14>HP 更新内容
<15>各支部 HP
<1>（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ１７」 開催企画
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会 開催概要（HP 開設）
第 127 回学術大会の HP が開設されました．
http://www.med-gakkai.org/jps127/
（学会 HP からのリンクが設定されています．
）
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<4>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
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講師：村田比呂司 先生（長崎大）

木本

統 先生（日大松戸）

●平成 29 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
会場：栃木県歯科医師会館
栃木県宇都宮市一の沢２丁目２番５号
大会長：宮下 均 先生（関越支部）
実施委員長：魚島勝美 先生（新潟大）
準備委員長：秋葉陽介 先生（新潟大）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大） 藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<5>市民フォーラムのお知らせ
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：00～15：30
会場：とちぎ歯の健康センター 3 階
テーマ：歯と健康
座長：黒川裕臣 先生（日歯大新潟）
講師：嶋 均三 先生（方言作家） 上田一彦 先生（日歯大新潟）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<6>専門医研修会のお知らせ
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：補綴装置の耐久性向上を目指して
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 01 月 20 日（土） 14：30～16：30
会場：栃木県歯科医師会館
テーマ：在宅歯科医療における補綴治療の実際
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
講師：白野美和 先生（日歯大新潟） 講師：柏瀬昌史 先生（関越支部）

329
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00（予定）
会場：浦和パインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療（予定）
<7>区分 C２（新機能・留意事項変更）における医療機器の保険適用等について
日本歯科医師会より情報提供をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171125_113717.pdf
<8>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構より，レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱
の一部改正について通知をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171119_212951.pdf
<9>医療事故調査制度について
日本歯科医師会より情報提供をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
１．医療事故調査制度の現況報告（平成 29 年 10 月分）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171114_182934.pdf
２．11 月 19 日（医療安全推進週間初日）に医療事故調査制度の広告の
新聞掲載を予定している掲載紙毎の原稿案
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171114_183014.pdf
<10>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<11>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール ※終了しました．
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航 ※終了しました．
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂 ※終了しました．
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<12>今後 1 か月の行事予定
・12 月 16‐17 日 日本歯周病学会 60 周年記念京都大会
http://web.apollon.nta.co.jp/jspf60/index.html
<13>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
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（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<14>HP 更新内容
2017.11.30 「日本補綴歯科学会 学術大会」を更新しました.
http://www.hotetsu.com/member.html
2017.11.30 「今後の学術大会のご案内」を掲載しました．
http://hotetsu.com/s3_08.html
2017.11.30 「過去の学術大会のご案内」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_05.html
2017.11.30 「支部活動(関越支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
2017.11.30 「支部活動(九州支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#kyushu
2017.11.30 「市民フォーラムのお知らせ（関越支部）
」を更新しました．
http://hotetsu.com/p7.html#300120
2017.11.30 「専門医研修会のお知らせ(九州支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_06.html#300304
<15>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
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今年もあと 2 週間余りになり，町はクリスマスのイルミネーションが施され優雅で華やかなのとは裏腹に，
私は忘年会続きで何とも気忙しく過ごしております．会員の皆様は，風邪など召されておりませんか．
先日，サッカーの試合においては浦和レッズがアジアのクラブチャンピオンになりました．また，ラグビー
日本代表は，トンガ代表に大勝し，フランス代表にもあと一歩のところまで追いつめました．今まで体格や
技術が劣っており，思うようの成績があげられなかった日本選手の昨今の力強い活躍には，目を見張るもの
があります．このままの勢いで来年韓国において開催される平昌オリンピックでのメダルラッシュを期待し
たいと思っております．頑張れニッポン！！それでは，師走の寒空の下，ほろ酔い加減になる前に急いで
メールマガジン No.116 をお届けします．
（文責 月村直樹）
～116 号コンテンツはこちら～
<1>補綴歯科専門医研鑽会 プロソ'17 明後日（12/17）開催！
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会 演題募集ならびに参加申込み開始について
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<4>支部大会情報・活動予定
<5>市民フォーラムのお知らせ
<6>専門医研修会のお知らせ
<7>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会の開催について
<8>特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について
<9>区分 C２（新機能・留意事項変更）における医療機器の保険適用等について
<10>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正について
<11>医療事故調査制度について
<12>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
<13>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<14>今後 1 か月の行事予定
<15>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<16>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
<17>HP 更新内容
<18>各支部 HP
<1>補綴歯科専門医研鑽会 プロソ'17 明後日（12/17）！
平成 29 年度｢プロソ'17｣がいよいよ明後日（12/17）に開催されます．すでに 300 名の会員の先生方の
事前登録をいただいています．ご登録されました会員の皆様はじめ関係各位に心より御礼申し上げます．
｢デジタル化による補綴治療の新しい潮流｣の大会テーマの基，有意義な研鑽会になることが期待されます．
事前登録されておられる会員におかれましては，事前にお送りしています「参加証」の確認を行い，抄録集
をお渡ししますので，必ず，12 階特別会議場の受付にお越しください．
なお，事前登録をされておられないで，急遽当日参加を希望されます先生方は，必ず受け付けで参加登録を
行い，｢参加証｣をお受け取りください．ただし，ランチョンセミナーの昼食につきましては，すでに予約済み
ですので，ご遠慮いただくことがございます．悪しからずご了承ください．
また，本研鑽会は「専門医取得・更新単位認定」を行いますので，午前，午後の部それぞれシンポジウム中
の入・退出はご遠慮ください．午前または午後のみのご参加の場合は，事前に受付にその旨ご連絡ください．
研鑽会終了後(17：30)，出口で｢専門医単位認定｣のチェックを行いますので，会員カードをお忘れなくご持参
ください．
大阪もずいぶん寒くなってきています．お気をつけてお越しください．
プロソ'17 大会長
末瀬一彦
開催日程 平成 29 年 12 月 17 日（日） 10：00-17：30
開催場所 大阪国際会議場 12 階特別会議場
開催テーマ 「デジタル化による補綴治療の新しい潮流」
事前参加登録制（定員 350 名）
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/prostho17
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
第 127 回学術大会の HP が開設されました．また演題募集ならびに参加申込みが開始されました．
http://www.med-gakkai.org/jps127/
（学会 HP からのリンクが設定されています．
）
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：2018 年 1 月 19 日
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事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<4>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
会場：栃木県歯科医師会館
栃木県宇都宮市一の沢２丁目２番５号
大会長：宮下 均 先生（関越支部）
実施委員長：魚島勝美 先生（新潟大）
準備委員長：秋葉陽介 先生（新潟大）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大） 藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<5>市民フォーラムのお知らせ
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：00～15：30
会場：とちぎ歯の健康センター 3 階
テーマ：歯と健康
座長：黒川裕臣 先生（日歯大新潟）
講師：嶋 均三 先生（方言作家） 上田一彦 先生（日歯大新潟）
●東関東支部 市民フォーラム
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日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00（予定）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<6>専門医研修会のお知らせ
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：補綴装置の耐久性向上を目指して
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：30～16：30
会場：栃木県歯科医師会館
テーマ：在宅歯科医療における補綴治療の実際
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
講師：白野美和 先生（日歯大新潟） 講師：柏瀬昌史 先生（関越支部）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00（予定）
会場：浦和パインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療（予定）
<7>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会の開催について
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」（仮題）
日時：2018 年 3 月 2 日
場所：歯科医師会館 大会議室
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
申し込み詳細は，今後，日本歯科医学会ウェブサイト上でご案内いたします．
<8>特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について
消費者庁取引対策課長より特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加についての通知がありま
したのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105149.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105213.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105229.pdf
<9>区分 C２（新機能・留意事項変更）における医療機器の保険適用等について
日本歯科医師会より情報提供をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171125_113717.pdf
<10>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構より，レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部
改正について通知をいただきましたのでお知らせいたします．
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詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171119_212951.pdf
<11>医療事故調査制度について
日本歯科医師会より情報提供をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
１．医療事故調査制度の現況報告（平成 29 年 10 月分）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171114_182934.pdf
２．11 月 19 日（医療安全推進週間初日）に医療事故調査制度の広告の
新聞掲載を予定している掲載紙毎の原稿案
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171114_183014.pdf
<12>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<13>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール ※終了しました．
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航 ※終了しました．
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂 ※終了しました．
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都 ※終了しました．
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<14>今後 1 か月の行事予定
・12 月 16‐17 日 日本歯周病学会 60 周年記念京都大会
http://web.apollon.nta.co.jp/jspf60/index.html
<15>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<16>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，平成 29 年 12 月 29 日（金）～平成 30 年 1 月 3 日（水）までを年末年始
休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
<17>HP 更新内容
2017.12.07 「オンラインアーティクル 9 巻 4 号」を掲載しました．
http://hotetsu.com/s4_05_4.html
<18>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
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街はすっかりクリスマス．家族連れ，カップルが賑わう街に繰り出し，冬のバーゲン，クリスマス
プレゼント選び，忘年会と楽しいイベントが目白押しですね．関東も本格的な寒さがやってきて，
すっかり，鍋，熱燗が美味しい季節となりました．そして，クリスマスが過ぎれば冬休み，お正月
には初詣とイベント続きます．短い休みを満喫するため，体調を整えないと！
さて，冬といえばインフルエンザ．先日のワクチン注射の後，腕が倍に腫れ上がりました．
さぞかし強い抗体がつくだろう（？）と期待しています．先生方に於かれましてもご自愛いただき，
楽しい年末・年始をお迎えください．それでは，１１７号をお送りします．
（文責 重田優子）
～117 号コンテンツはこちら～
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会 演題募集ならびに参加申込み開始について
<2>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<3>支部大会情報・活動予定
<4>市民フォーラムのお知らせ
<5>専門医研修会のお知らせ
<6>「歯科における需給問題」プロシーディング
<7>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を目指して
－臨床研究法から考える-」の開催について
<8>平成 29 年度医療事故調査制度研修会の開催について
<9>第 39 回日本歯内療法学会学術大会について
<10>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）の開催について
<11>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について
<12>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会の開催について
<13>特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について
<14>区分 C２（新機能・留意事項変更）における医療機器の保険適用等について
<15>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
<16>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
<17>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<18>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
<19>各支部 HP
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
第 127 回学術大会の HP が開設されました．また演題募集ならびに参加申込みが開始されました．
http://www.med-gakkai.org/jps127/
（学会 HP からのリンクが設定されています．
）
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：2018 年 1 月 19 日
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<3>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
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●平成 29 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
会場：栃木県歯科医師会館
栃木県宇都宮市一の沢２丁目２番５号
大会長：宮下 均 先生（関越支部）
実施委員長：魚島勝美 先生（新潟大）
準備委員長：秋葉陽介 先生（新潟大）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大） 藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日 14：10～16：10
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<4>市民フォーラムのお知らせ
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：00～15：30
会場：とちぎ歯の健康センター 3 階
テーマ：歯と健康
座長：黒川裕臣 先生（日歯大新潟）
講師：嶋 均三 先生（方言作家） 上田一彦 先生（日歯大新潟）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<5>専門医研修会のお知らせ
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：補綴装置の耐久性向上を目指して
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：30～16：30
会場：栃木県歯科医師会館
テーマ：在宅歯科医療における補綴治療の実際
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
講師：白野美和 先生（日歯大新潟） 講師：柏瀬昌史 先生（関越支部）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土）

17:00～19:00
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会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療（予定）
<6>「歯科における需給問題」プロシーディング
2017 年 6 月 22 日に開催されました日本歯学系学会協議会「歯科における需給問題」のプロシーディングを
下記アドレスからご覧頂けます．
www.ucjds.jp/proceeding/file/20170622_lecture.pdf
<7>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を
目指して－臨床研究法から考える-」の開催について
日時：2018 年 2 月 10 日 13：00～16：00
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/
http://www.ucjds.jp/
詳細が決まり次第，ホームページに掲載されます．
<8>平成 29 年度医療事故調査制度研修会の開催について
日時：2018 年 1 月 21 日 10：30～16：30
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：1,500 円
<9>第 39 回日本歯内療法学会学術大会について
日時：2018 年 7 月 7‐8 日
場所：福岡国際会議場館
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<10>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）の開催について
日時：2021 年 9 月 23‐25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
<11>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について
日本歯科医学会より医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について情報提供頂きました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091059.pdf
<12>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会の開催について
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2017/1208/index.html
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<13>特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について
消費者庁取引対策課長より特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加についての通知がありました
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のでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105149.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105213.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105229.pdf
<14>区分 C２（新機能・留意事項変更）における医療機器の保険適用等について
日本歯科医師会より情報提供をいただきましたのでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171125_113717.pdf
<15>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会の開催について
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<16>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」について
日本医師会主催によります医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」が開催されます．
日時・場所：全国 7 都市
2017 年 10 月 02 日 東京会場／日本医師会館 ※終了しました．
2017 年 10 月 18 日 青森会場／国際ホテル ※終了しました．
2017 年 11 月 02 日 高松会場／レグザムホール ※終了しました．
2017 年 11 月 16 日 帯広会場／ホテル日航 ※終了しました．
2017 年 11 月 30 日 金沢会場／石川県立音楽堂 ※終了しました．
2017 年 12 月 14 日 京都会場／メルパルク京都 ※終了しました．
2017 年 12 月 22 日 鹿児島会場／TKP ガーデンシティ鹿児島中央
詳細は HP をご覧ください．
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/anzensonota/005264.html
<17>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<18>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，平成 29 年 12 月 29 日（金）～平成 30 年 1 月 3 日（水）までを年末年始
休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
<19>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.118 December 29, 2017
==================================================================
平成２９年も大詰めを迎え，会員の皆様の多くは連休に入っておられることでしょう．
恒例の新語・流行語大賞に今年は「インスタ映え」と「忖度」が選ばれたとのことですが，歯科の業界人
としては，トップテンにノミネートされた「ひふみん」こと加藤一二三九段が面白いと思います．
氏の前歯が数本欠損しているのがずっと気になっていましたが，あるテレビ番組で歯を入れない理由を
「過去に前歯を入れたら頭の働きが止まってしまったため」と話しているのを聞いて妙に合点がいきました．
おそらく補綴物が生体に微妙に馴染まず，真剣勝負に集中できなくなったのでしょう．前歯がきれいに
揃っていたらこんな愛らしいニックネームも付かなかったかもしれません．お題目のように唱えられる補綴
の意義もなんのその，やはり医療は患者ファーストですね．ということで，Ｊアラートの鳴らない平和な新年
を迎えられるよう祈りつつ，今年最後のメールマガジン No.118 をお届けします．
（文責 菊池雅彦）
平成 30 年 1 月 5 日号は休刊とさせていただきます.また，新年度（平成 30 年 4 月 6 日号）からは，隔週発行に
変更させていただく予定です.（広報委員会）
～118 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>「プロソ'17」開催の御礼
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会 演題募集ならびに参加申込み開始について
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<4>支部大会情報・活動予定
<5>市民フォーラムのお知らせ
<6>専門医研修会のお知らせ
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<8>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>平成 29 年度医療事故調査制度研修会
<2>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を
目指して－臨床研究法から考える-」
<3>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
<4>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<5>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<6>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<7>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>「歯科における需給問題」プロシーディング
<2>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について
<3>特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>「プロソ'17」開催の御礼
（公社）日本補綴歯科学会 第 3 回臨床補綴歯科研鑽会 「プロソ'17」を 12 月 17 日（日）10：00－17：30
大阪国際会議場 12 階特別会議場において開催させていただきました.
当日は，約 300 名の学会会員の先生方のご参加をいただき，また 3 社のランチョンセミナーおよび 13 社の
企業展示をいただき，盛会に開催できましたことは，皆様方のご協力の賜物と厚く感謝申し上げます.
「デジタル化で補綴治療の新しい潮流」のテーマのもと，クラウン・ブリッジならびにインプラント治療
におけるデジタル化の進展について，4 名の特別講演，8 名の若手会員発表を行っていただき，日常臨床に
直結するとてもわかりやすい，有意義な研鑽会となりました.
講師ならびに座長の先生方のご協力もあって，タイムスケジュールも極めて順調に進行し，また，学術委員会
および専門医制度委員会，大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座のスタッフの先生方の献身的なご支援をいただき，
予定していました閉会時間ぴったりに終えることができました.
平成 30 年度は日本歯科大学新潟生命歯学部渡邉文彦大会長のもとで開催されます「プロソ'18」
，会員の臨床
研鑽の場として多くのご出席がありますようお願い申し上げます.
企画，準備から当日の運営にいたるまで，ご支援，ご尽力を賜りました市川哲雄理事長はじめ役員各位，
事務局そして補綴歯科学会会員の皆様方に衷心より御礼を申し上げます.
平成 29 年 12 月 25 日
第 3 回臨床補綴歯科研鑽会
「プロソ'17」大会長
末瀬一彦
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<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
第 127 回学術大会の HP が開設されました．また演題募集ならびに参加申込みが開始されました．
http://www.med-gakkai.org/jps127/
（学会 HP からのリンクが設定されています．
）
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：2018 年 1 月 19 日
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<4>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土）
会場：栃木県歯科医師会館
栃木県宇都宮市一の沢２丁目２番５号
大会長：宮下 均 先生（関越支部）
実施委員長：魚島勝美 先生（新潟大）
準備委員長：秋葉陽介 先生（新潟大）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大） 藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 14：00～16：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
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講師：飯沼利光 先生（日本大）

大岡貴史 先生（明海大）

<5>市民フォーラムのお知らせ
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：00～15：30
会場：とちぎ歯の健康センター 3 階
テーマ：歯と健康
座長：黒川裕臣 先生（日歯大新潟）
講師：嶋 均三 先生（方言作家） 上田一彦 先生（日歯大新潟）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<6>専門医研修会のお知らせ
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：補綴装置の耐久性向上を目指して
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：30～16：30
会場：栃木県歯科医師会館
テーマ：在宅歯科医療における補綴治療の実際
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
講師：白野美和 先生（日歯大新潟） 講師：柏瀬昌史 先生（関越支部）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルクラウン
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療（予定）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限
が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<8>日本補綴歯科学会事務局 年末年始休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，平成 29 年 12 月 29 日（金）～平成 30 年 1 月 3 日（水）までを年末年始休業
期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>平成 29 年度医療事故調査制度研修会
日時：2018 年 1 月 21 日 10：30～16：30
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場所：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：1,500 円
<2>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を目指して
－臨床研究法から考える－」
日時：2018 年 2 月 10 日 13：00～16：00
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/
http://www.ucjds.jp/
詳細が決まり次第，ホームページに掲載されます．
<3>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2017/1208/index.html
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<4>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<5>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22‐23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：2018 年 1 月 31 日正午
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
詳細は HP をご覧ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<6>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7‐8 日
場所：福岡国際会議場館
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<7>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23‐25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>「歯科における需給問題」プロシーディング
2017 年 6 月 22 日に開催されました日本歯学系学会協議会「歯科における需給問題」のプロシーディングを
下記アドレスからご覧頂けます．
www.ucjds.jp/proceeding/file/20170622_lecture.pdf
<2>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について
日本歯科医学会より医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について情報提供頂きました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091059.pdf
<3>特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について
消費者庁取引対策課長より特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加についての通知がありました
のでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
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http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105149.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105213.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105229.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2017.12.21 「平成 28 年度事業報告書」を掲載しました．
http://hotetsu.com/s/doc/kaiin/file/business/28/business_report_28.pdf
2017.12.21 「平成 28 年度 決算報告書（貸借対照表の電子公告を兼ねる）
」を掲載しました．
http://hotetsu.com/s/doc/kaiin/file/business/28/account_28.pdf
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.119 January 12, 2018
==================================================================
「新年明けましておめでとうございます．
」今年最初のメールマガジンです．
私は，クリスマスからお正月に変わる街の雰囲気を楽しみにしています．クリスマスツリーや
サンタクロースが飾られ華やかな雰囲気の 25 日から翌朝 26 日は門松・しめ飾りと正月の雰囲気に
12 月の深夜に徹夜で改装しています．また，スーパーマーケットの食料品売り場の大量におかれた
クリスマス用品から大量のお正月用品へと置き換わります．この劇的な変化は興味深く，日本と
言う国の世相を表しているように思います．皆様の街は如何だったでしょうか．
皆様のご健康とご多幸をお祈りしメールマガジン No.119 をお届けします．
（文責 都尾元宣）
～119 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会（演題締切：2018 年 1 月 19 日）
<2>「プロソ'17」開催の御礼
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<4>支部大会情報・活動予定
<5>市民フォーラムのお知らせ
<6>専門医研修会のお知らせ
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>平成 29 年度医療事故調査制度研修会
<2>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を
目指して－臨床研究法から考える－」
<3>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
<4>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<5>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<6>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<7>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<8>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>「歯科における需給問題」プロシーディング
<2>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について
<3>特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
第 127 回学術大会の HP が開設されました．また演題募集ならびに参加申込みが開始されました．
http://www.med-gakkai.org/jps127/
（学会 HP からのリンクが設定されています．
）
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：2018 年 1 月 19 日
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>「プロソ'17」開催の御礼
（公社）日本補綴歯科学会 第 3 回臨床補綴歯科研鑽会 「プロソ'17」を 12 月 17 日（日）
10：00－17：30 大阪国際会議場 12 階特別会議場において開催させていただきました.
当日は，約 300 名の学会会員の先生方のご参加をいただき，また 3 社のランチョンセミナー
および 13 社の企業展示をいただき，盛会に開催できましたことは，皆様方のご協力の賜物と
厚く感謝申し上げます.
「デジタル化で補綴治療の新しい潮流」のテーマのもと，クラウン・ブリッジならびに
インプラント治療におけるデジタル化の進展について，4 名の特別講演，8 名の若手会員発表を
行っていただき，日常臨床に直結するとてもわかりやすい，有意義な研鑽会となりました.
講師ならびに座長の先生方のご協力もあって，タイムスケジュールも極めて順調に進行し，
また，学術委員会および専門医制度委員会，大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座のスタッフの
先生方の献身的なご支援をいただき，予定していました閉会時間ぴったりに終えることができました.

346
平成 30 年度は日本歯科大学新潟生命歯学部渡邉文彦大会長のもとで開催されます「プロソ'18」
，
会員の臨床研鑽の場として多くのご出席がありますようお願い申し上げます.
企画，準備から当日の運営にいたるまで，ご支援，ご尽力を賜りました市川哲雄理事長はじめ役員各位，
事務局そして補綴歯科学会会員の皆様方に衷心より御礼を申し上げます.
平成 29 年 12 月 25 日
第 3 回臨床補綴歯科研鑽会
「プロソ'17」大会長
末瀬一彦
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<4>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 西関東支部学術大会
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日）
会場：神奈川歯科大学附属新病院 12 階 講堂
神奈川県横須賀市小川町 1-23
大会長：木本克彦 先生（神歯大）
実行委員長：星 憲幸 先生（神歯大）
準備委員長：大野晃教 先生（神歯大）
〇西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 1 月 14 日（日） 15：15～16：55
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：義歯内面には，柔らかい材料が良いのか？―軟質リライン材の正しい使い方―
座長：大久保力廣 先生（鶴見大）
講師：村田比呂司 先生（長崎大） 木本 統 先生（日大松戸）
●平成 29 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
会場：栃木県歯科医師会館
栃木県宇都宮市一の沢２丁目２番５号
大会長：宮下 均 先生（関越支部）
実施委員長：魚島勝美 先生（新潟大）
準備委員長：秋葉陽介 先生（新潟大）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大） 藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A，B
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 14：00～16：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<5>市民フォーラムのお知らせ
●関越支部 市民フォーラム
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日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：00～15：30
会場：とちぎ歯の健康センター 3 階
テーマ：歯と健康
座長：黒川裕臣 先生（日歯大新潟）
講師：嶋 均三 先生（方言作家） 上田一彦 先生（日歯大新潟）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<6>専門医研修会のお知らせ
●西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 13 日（土） 16：00～18：00
会場：神奈川歯科大学付属新病院 12 階 講堂
テーマ：補綴装置の耐久性向上を目指して
座長：井野 智 先生（神歯大）
講師：二瓶智太郎 先生（神歯大） 二階堂 徹 先生（医歯大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：30～16：30
会場：栃木県歯科医師会館
テーマ：在宅歯科医療における補綴治療の実際
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
講師：白野美和 先生（日歯大新潟） 講師：柏瀬昌史 先生（関越支部）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルクラウン C
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療
講師：萩原芳幸 先生（日大） 関根秀志 先生（奥羽大）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>平成 29 年度医療事故調査制度研修会
日時：2018 年 1 月 21 日 10：30～16：30
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：1,500 円
<2>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を
目指して－臨床研究法から考える－」
日時：2018 年 2 月 10 日 13：00～16：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
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www.jads.jp/2017/1219/index.html
<3>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日 14：00～17：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1208/index.html
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<4>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<5>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22‐23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：2018 年 1 月 31 日正午
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
詳細は HP をご覧ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<6>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7‐8 日
場所：福岡国際会議場館
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<7>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP) が，2018 年 9 月 21-23 日の日程で，
クアラルンプール（マレーシア）で開催されることになりましたので，取り急ぎご連絡致します．
なお，会場やプログラム，一般演題の募集等の詳細はまだ不明であるため，情報が届き次第お知らせする
予定です．
<8>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23‐25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>「歯科における需給問題」プロシーディング
2017 年 6 月 22 日に開催されました日本歯学系学会協議会「歯科における需給問題」のプロシーディングを
下記アドレスからご覧頂けます．
www.ucjds.jp/proceeding/file/20170622_lecture.pdf
<2>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について
日本歯科医学会より医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について情報提供頂きました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091059.pdf
<3>特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について
消費者庁取引対策課長より特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加についての通知がありました
のでお知らせいたします．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105149.pdf
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http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105213.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171207_105229.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.01.04 「支部活動(東関東支部)」を更新しました.
http://hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
2017.12.28 「規程集」を更新しました.
http://hotetsu.com/s1_04.html
2017.12.28 「平成 29 年度事業計画書」を掲載しました.
http://hotetsu.com/s/doc/kaiin/file/business/29/business_plan_29.pdf
2017.12.28 「平成 29 年度収支予算書」を掲載しました.
http://hotetsu.com/s/doc/kaiin/file/business/29/budget_29.pdf
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@max.odn.ne.jp
==================================================================
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JPS メールマガジン No.120 January 19, 2018
==================================================================
今日はお国自慢をしたいと思います．皆さん，福岡，博多のおいしい食べ物といえば，何を連想する
でしょうか？豚骨ラーメン，水炊き，焼き鳥，などなど，どれも他の都市に比べてリーズナブルな値段で，
おいしいと評判ですが，この時期，福岡では牡蠣小屋で牡蠣やサザエを存分に堪能できます．
成人の日に子供 2 人と 3 人で福岡の西の糸島半島にある牡蠣小屋で，牡蠣，サザエ，魚介類を堪能してきました．
お酒は飲みませんでしたが，たらふく食べて大人 1 人 3,000 円かからない程度でしたので，正直びっくりしました．
福岡からは３０ｋｍほど離れていますが，糸島半島には牡蠣小屋がたくさんあり，この時期牡蠣を味わいたい客
でいっぱいです．晩秋から 4 月までやっていますので，福岡に出張，旅行の折に，時間があれば訪ねてみては
いかがでしょうか？風景も結構楽しめます．それでは，メールマガジン No.120 をお届けします．
（文責 松浦尚志）
～120 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会（演題募集締切が 1 月 26 日まで延長になりました）
<2>「プロソ'17」開催の御礼
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<4>支部大会情報・活動予定
<5>市民フォーラムのお知らせ
<6>専門医研修会のお知らせ
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<8>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>平成 29 年度医療事故調査制度研修会
<2>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
<3>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を目指して
－臨床研究法から考える-」
<4>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
<5>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<6>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<7>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<8>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<9>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>「歯科における需給問題」プロシーディング
<2>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
第 127 回学術大会の HP が開設されました．また演題募集ならびに参加申込みが開始されました．
http://www.med-gakkai.org/jps127/
（学会 HP からのリンクが設定されています．
）
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：2018 年 1 月 26 日（延長になりました）
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>「プロソ'17」開催の御礼
（公社）日本補綴歯科学会 第 3 回臨床補綴歯科研鑽会 「プロソ'17」を 12 月 17 日（日）10：00－17：30
大阪国際会議場 12 階特別会議場において開催させていただきました.
当日は，約 300 名の学会会員の先生方のご参加をいただき，また 3 社のランチョンセミナーおよび 13 社の
企業展示をいただき，盛会に開催できましたことは，皆様方のご協力の賜物と厚く感謝申し上げます.
「デジタル化で補綴治療の新しい潮流」のテーマのもと，クラウン・ブリッジならびにインプラント治療に
おけるデジタル化の進展について，4 名の特別講演，8 名の若手会員発表を行っていただき，日常臨床に直結
するとてもわかりやすい，有意義な研鑽会となりました.
講師ならびに座長の先生方のご協力もあって，タイムスケジュールも極めて順調に進行し，また，学術委員会
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および専門医制度委員会，大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座のスタッフの先生方の献身的なご支援をいただき，
予定していました閉会時間ぴったりに終えることができました.
平成 30 年度は日本歯科大学新潟生命歯学部渡邉文彦大会長のもとで開催されます「プロソ'18」
，会員の臨床
研鑽の場として多くのご出席がありますようお願い申し上げます.
企画，準備から当日の運営にいたるまで，ご支援，ご尽力を賜りました市川哲雄理事長はじめ役員各位，事務局
そして補綴歯科学会会員の皆様方に衷心より御礼を申し上げます.
平成 29 年 12 月 25 日
第 3 回臨床補綴歯科研鑽会
「プロソ'17」大会長
末瀬一彦
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<4>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
会場：栃木県歯科医師会館
栃木県宇都宮市一の沢２丁目２番５号
大会長：宮下 均 先生（関越支部）
実施委員長：魚島勝美 先生（新潟大）
準備委員長：秋葉陽介 先生（新潟大）
●平成 29 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年１月 20 日（土）
，21 日（日）
会場：京都府歯科医師会館
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町 1
大会長：矢谷博文 先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志 先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年１月 21 日（日） 13：30～15：30
会場：京都府歯科医師会館
テーマ：ブラキシズム -今分かっていることとその対応法座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：加藤隆史 先生（大阪大）藤澤政紀 先生（明海大） 山口泰彦 先生（北海道大）
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A，B
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 14：00～16：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<5>市民フォーラムのお知らせ
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：00～15：30
会場：とちぎ歯の健康センター 3 階
テーマ：歯と健康
座長：黒川裕臣 先生（日歯大新潟）
講師：嶋 均三 先生（方言作家） 上田一彦 先生（日歯大新潟）
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
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<6>専門医研修会のお知らせ
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 1 月 20 日（土） 14：30～16：30
会場：栃木県歯科医師会館
テーマ：在宅歯科医療における補綴治療の実際
座長：小出 馨 先生（日歯大新潟）
講師：白野美和 先生（日歯大新潟） 講師：柏瀬昌史 先生（関越支部）
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルクラウン C
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療
講師：萩原芳幸 先生（日大） 関根秀志 先生（奥羽大）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<8>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
事務局のメールアドレスが，2018 年 1 月 15 日より下記のアドレスに変更となっております．
E-mail：hotetsu-gakkai01@hotetsu.org
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>平成 29 年度医療事故調査制度研修会
日時：2018 年 1 月 21 日 10：30～16：30
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
参加費：1,500 円
<2>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
日時：2018 年 2 月 17 日 12：55－16：40
場所：東京医科歯科大学 歯科南棟４階特別講堂
※事前登録制です．2 月 5 日（月）までに下記の HP からご登録ください．
http://www.jaddent.jp
<3>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を
目指して－臨床研究法から考える－」
日時：2018 年 2 月 10 日 13：00～16：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1219/index.html
<4>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日 14：00～17：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1208/index.html
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●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<5>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14‐15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<6>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22‐23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：2018 年 1 月 31 日正午
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
詳細は HP をご覧ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<7>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7‐8 日
場所：福岡国際会議場館
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<8>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP) が，2018 年 9 月 21-23 日の日程で，
クアラルンプール（マレーシア）で開催されることになりましたので，取り急ぎご連絡致します．
なお，会場やプログラム，一般演題の募集等の詳細はまだ不明であるため，情報が届き次第お知らせする
予定です．
<9>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23‐25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>「歯科における需給問題」プロシーディング
2017 年 6 月 22 日に開催されました日本歯学系学会協議会「歯科における需給問題」のプロシーディングを
下記アドレスからご覧頂けます．
www.ucjds.jp/proceeding/file/20170622_lecture.pdf
<2>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について
日本歯科医学会より医療事故調査制度の現況報告（11 月分）等について情報提供頂きました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091059.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.01.11 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました.
http://hotetsu.com/j1_11.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
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九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================

355
JPS メールマガジン No.121 January 26, 2018
==================================================================
大寒が過ぎ，寒さが身に応えますが，皆様には益々のご健勝のこととお喜び申し上げます．
年度末も近づき，教育などまとめの時期となり，知らず知らずのうちに何かと負担がかかっています．
その上，寒さによって体の抵抗力や免疫力が低下する時期であるため，インフルエンザが流行するシーズン
となります．私は部屋の加湿や就寝時に保湿性の高いガーゼマスクの着用によって風邪やインフルエンザの
予防に心がけています．
2 月 24 日と 25 日に埼玉県さいたま市で東関東支部第 21 回学術大会を開催するため鋭意準備しております．
スタッフ一同，多くの方々のご参加をお待ち致しております．
大寒は二十四節気における最後の節気で，この時期を乗り切れば立春です．皆様くれぐれもお身体ご自愛
ください．
それでは，メールマガジン No.121 をお届けいたします（文責 岡本和彦）
～121 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会（演題募集締切が 1 月 26 日まで延長になりました）
<2>「プロソ'17」開催の御礼
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<4>支部大会情報・活動予定
<5>市民フォーラムのお知らせ
<6>専門医研修会のお知らせ
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<8>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を目指して
－臨床研究法から考える－」
<2> Crossref LIVE Tokyo
<3>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
<4>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
<5>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
<6>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<11>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>医療事故の再発防止に向けた提言 第 3 号「注射剤によるアナフィラキシーに係
る死亡事例の分析」について
<2>「歯科における需給問題」プロシーディング
【４．その他のお知らせ】
<1>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
第 127 回学術大会の HP が開設されました．また演題募集ならびに参加申込みが開始されました．
http://www.med-gakkai.org/jps127/
（学会 HP からのリンクが設定されています．
）
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：2018 年 1 月 26 日（延長になりました）
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>「プロソ'17」開催の御礼
（公社）日本補綴歯科学会 第 3 回臨床補綴歯科研鑽会 「プロソ'17」を 12 月 17 日（日）10：00－17：30
大阪国際会議場 12 階特別会議場において開催させていただきました.
当日は,約 300 名の学会会員の先生方のご参加をいただき,また 3 社のランチョンセミナーおよび 13 社の企業
展示をいただき,盛会に開催できましたことは,皆様方のご協力の賜物と厚く感謝申し上げます.
「デジタル化で補綴治療の新しい潮流」のテーマのもと,クラウン・ブリッジならびにインプラント治療に
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おけるデジタル化の進展について,4 名の特別講演,8 名の若手会員発表を行っていただき,日常臨床に直結
するとてもわかりやすい,有意義な研鑽会となりました.
講師ならびに座長の先生方のご協力もあって,タイムスケジュールも極めて順調に進行し,また,学術委員会
および専門医制度委員会,大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座のスタッフの先生方の献身的なご支援をいただき,
予定していました閉会時間ぴったりに終えることができました.
平成 30 年度は日本歯科大学新潟生命歯学部渡邉文彦大会長のもとで開催されます「プロソ'18」,会員の臨床
研鑽の場として多くのご出席がありますようお願い申し上げます.
企画,準備から当日の運営にいたるまで,ご支援,ご尽力を賜りました市川哲雄理事長はじめ役員各位,
事務局そして補綴歯科学会会員の皆様方に衷心より御礼を申し上げます.
平成 29 年 12 月 25 日
第 3 回臨床補綴歯科研鑽会
「プロソ'17」大会長
末瀬一彦
<3>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<4>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A，B
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 14：00～16：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<5>市民フォーラムのお知らせ
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<6>専門医研修会のお知らせ
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルクラウン C
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療
講師：萩原芳幸 先生（日大） 関根秀志 先生（奥羽大）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
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平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<8>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
事務局のメールアドレスが，2018 年 1 月 15 日より下記のアドレスに変更となっております．
E-mail：hotetsu-gakkai01@hotetsu.org
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を
目指して－臨床研究法から考える－」
日時：2018 年 2 月 10 日 13：00－16：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1219/index.html
<2> Crossref LIVE Tokyo
日時：2018 年 2 月 14 日 10:00－18:00（予定）
場所：JST 東京本部別館（K's 五番町）1 階ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_000632.pdf
<3>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
日時：2018 年 2 月 18 日 12：55－16：40
場所：東京医科歯科大学 歯科南棟４階特別講堂
※事前登録制です．2 月 5 日（月）17:00 までに下記の HP からご登録ください．
http://www.jaddent.jp
<4>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日 14：00－17：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1208/index.html
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<5>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
日時：2018 年 3 月 11 日 12:45－17:30
場所：日本歯科大学 生命歯学部 九段ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_001037.pdf
<6>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：2018 年 1 月 12 日 15：00
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：2018 年 1 月 31 日正午
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
詳細は HP をご覧ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
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詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
詳細は HP をご覧ください．
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP) が，2018 年 9 月 21-23 日の日程で，
クアラルンプール（マレーシア）で開催されることになりましたので，取り急ぎご連絡致します．
なお，会場やプログラム，一般演題の募集等の詳細はまだ不明であるため，情報が届き次第お知らせする
予定です．
<11>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>医療事故の再発防止に向けた提言 第 3 号「注射剤によるアナフィラキシーに係
る死亡事例の分析」について
一般社団法人日本医療安全調査機構より情報提供頂きました．提言は下記 HP よりご覧いただけます．
https://www.medsafe.or.jp/
<2>「歯科における需給問題」プロシーディング
2017 年 6 月 22 日に開催されました日本歯学系学会協議会「歯科における需給問題」のプロシーディングを
下記アドレスからご覧いただけます．
www.ucjds.jp/proceeding/file/20170622_lecture.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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いよいよ２月です．以前にも紹介させていただいたように２月はシカゴがオススメです．
有名なミッドウインターミーティングに合わせて数多くの学会が開催されます．補綴関連では，
American Prosthodontic Society (APS)，American Academy of Fixed Prosthodontics (AAFP)，
American Academy of Restorative Dentistry などに参加できます．とくにお得なのは，APS です．
日本の補綴学会と交流協定を結んでいるので，通常 800 ドルの登録が 295 ドルで行えます．
今年は演者も，J. Kan, P. Moy, E. McLaren, S. J. Chu, C. Coachman, A. Raigrodski など
有名どころが目白押しです．一度参加されてはいかがでしょうか．それでは，真冬の大阪から
メールマガジン 122 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
～122 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<3>支部大会情報・活動予定
<4>市民フォーラムのお知らせ
<5>専門医研修会のお知らせ
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<7>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を目指して－臨床研究法か
ら考える－」
<2> Crossref LIVE Tokyo
<3>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
<4>THE 90TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY (APS)
<5>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
<6>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
<7>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<8> Academy of Prosthodontics （AP）
<9>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<10>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<11>第 43 回組織細胞化学講習会
<12>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<13>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>平成３０年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価（案）が承認された件について
<2>医療事故の再発防止に向けた提言 第 3 号「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」について
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<3>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
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会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A，B
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 14：00～16：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<4>市民フォーラムのお知らせ
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<5>専門医研修会のお知らせ
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルクラウン C
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10（予定）
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療
座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：萩原芳幸 先生（日大） 関根秀志 先生（奥羽大）
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<7>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
事務局のメールアドレスが，2018 年 1 月 15 日より下記のアドレスに変更となっております．
E-mail：hotetsu-gakkai01@hotetsu.org
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を
目指して－臨床研究法から考える－」
日時：2018 年 2 月 10 日 13：00－16：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1219/index.html
<2> Crossref LIVE Tokyo
日時：2018 年 2 月 14 日 10:00－18:00（予定）
場所：JST 東京本部別館（K's 五番町）1 階ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_000632.pdf
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<3>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
日時：2018 年 2 月 18 日 12：55－16：40
場所：東京医科歯科大学 歯科南棟４階特別講堂
※事前登録制です．2 月 5 日（月）17:00 までに下記の HP からご登録ください．
http://www.jaddent.jp
<4>THE 90TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY (APS)
日時：2018 年 2 月 22－23 日
場所：Swissotel Chicago (Chicago, IL, USA)
※通常 800 ドルの登録が会員価格 295 ドルで行えます.
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3036
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<5>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日 14：00－17：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1208/index.html
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<6>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
日時：2018 年 3 月 11 日 12:45－17:30
場所：日本歯科大学 生命歯学部 九段ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_001037.pdf
<7>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<8> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴ
で開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．補綴領域
の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
今回は第 100 回ということもあり，Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．
詳細に関しましては下記の URL をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<9>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
詳細は HP をご覧ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<10>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
詳細は HP をご覧ください．
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http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<11>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
詳細は HP をご覧ください．
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<12>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP) が，2018 年 9 月 21-23 日の日程で，
クアラルンプール（マレーシア）で開催されることになりましたので，取り急ぎご連絡致します．
なお，会場やプログラム，一般演題の募集等の詳細はまだ不明であるため，情報が届き次第お知らせする
予定です．
<13>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>平成 30 年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価（案）が承認された件について
平成 30 年 1 月 17 日に開催された中央社会保険医療協議会総会（第 384 回）において，平成 30 年度診療報酬改定に
向けた医療技術の評価（案）が承認されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180126_203057.pdf
<2>医療事故の再発防止に向けた提言 第 3 号「注射剤によるアナフィラキシーに係
る死亡事例の分析」について
一般社団法人日本医療安全調査機構より情報提供頂きました．提言は下記 HP よりご覧いただけます．
https://www.medsafe.or.jp/
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.01.25 「支部活動(東関東支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#higashikanto
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
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==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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寒い日が続きますが体調を崩されたりしていませんか？今年のインフルエンザは A 型も B 型も流行って
いますね．都心でも積雪などというニュースも流れ，まさに真冬といった感じのこの頃です．本日は私が
住んでいる広島の意外な一面をご紹介します．それはスキー場の数．瀬戸内の温暖な気候というイメージ
の広島ですが，山間部に行くと結構雪が降ります．たしか県内にスキー場は 13 か所あり，その数は宮城県
よりも多いんです．ちょっとビックリですよね．それではメールマガジン 123 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～123 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
<3>支部大会情報・活動予定
<4>市民フォーラムのお知らせ
<5>専門医研修会のお知らせ
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<7>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を目指して
－臨床研究法から考える－」
<2> Crossref LIVE Tokyo
<3>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
<4>THE 90TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY (APS)
<5>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
<6>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
<7>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム
<8>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<9> Academy of Prosthodontics （AP）
<10>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<11>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<12>第 43 回組織細胞化学講習会
<13>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<14>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<15>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>平成３０年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価（案）が承認された件について
<2>医療事故の再発防止に向けた提言 第 3 号「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」について
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者の募集について
平成 29 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞候補者を募集します．
該当する本学会員は奮って応募してください．
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/j1_16.html
<3>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
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会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A，B
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 14：00～16：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<4>市民フォーラムのお知らせ
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<5>専門医研修会のお知らせ
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルクラウン C
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ ２F 学習交流ホール
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療
座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：萩原芳幸 先生（日大） 関根秀志 先生（奥羽大）
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<7>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
事務局のメールアドレスが，2018 年 1 月 15 日より下記のアドレスに変更となっております．
E-mail：hotetsu-gakkai01@hotetsu.org
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯科医学会と日本歯学系学会協議会の共催セミナー「国民に信頼される歯科臨床研究の推進を
目指して－臨床研究法から考える－」
日時：2018 年 2 月 10 日 13：00－16：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1219/index.html
<2> Crossref LIVE Tokyo
日時：2018 年 2 月 14 日 10:00－18:00（予定）
場所：JST 東京本部別館（K's 五番町）1 階ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_000632.pdf
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<3>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
日時：2018 年 2 月 18 日 12：55－16：40
場所：東京医科歯科大学 歯科南棟４階特別講堂
※事前登録制です．2 月 5 日（月）17:00 までに下記の HP からご登録ください．
http://www.jaddent.jp
<4>THE 90TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY (APS)
日時：2018 年 2 月 22－23 日
場所：Swissotel Chicago (Chicago, IL, USA)
※通常 800 ドルの登録が会員価格 295 ドルで行えます。
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3036
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<5>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日 14：00－17：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1208/index.html
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<6>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
日時：2018 年 3 月 11 日 12:45－17:30
場所：日本歯科大学 生命歯学部 九段ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_001037.pdf
<7>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム「歯科医療における人材育成－歯科技工士の役割と
将来展望－」
日時：2018 年 3 月 18 日 13：00－17：00
場所：昭和大学歯学部旗の台校舎 4 号館 6 階講義室
詳細は HP をご覧ください．
www.ucjds.jp/event/symposium.html
<8>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<9> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．今回は第 100 回ということもあり，
Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．詳細に関しましては下記の URL をご参照
ください．http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<10>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
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事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
詳細は HP をご覧ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<11>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<12>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
詳細は HP をご覧ください．
http://kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<13>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP) が，2018 年 9 月 21-23 日の日程で，
クアラルンプール（マレーシア）で開催されることになりましたので，取り急ぎご連絡致します．
なお，会場やプログラム，一般演題の募集等の詳細はまだ不明であるため，情報が届き次第お知らせする
予定です．
<14>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
詳細は HP をご覧ください．
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<15>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>平成３０年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価（案）が承認された件について
平成３０年１月１７日に開催された中央社会保険医療協議会総会（第 384 回）において，平成３０年度診療報酬
改定に向けた医療技術の評価（案）が承認されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180126_203057.pdf
<2>医療事故の再発防止に向けた提言 第 3 号「注射剤によるアナフィラキシーに係
る死亡事例の分析」について
一般社団法人日本医療安全調査機構より情報提供頂きました．提言は下記 HP よりご覧いただけます．
https://www.medsafe.or.jp/
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.02.01 電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました.
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
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立春を過ぎて，暦の上では春ですが，この冬の寒波は格別で，連日の雪に困惑しております．
「一月往ぬる二月逃げる三月去る」のことわざがあります．2 月は寒波とともに逃げていき，3 月去って，
暖かい春が早く来て欲しいと願うばかりです．ところで，寒い季節は，暖かいお部屋で鍋などいかがですか．
我が家の冬の定番は，アンコウやたら鍋です．どちらも白身のお魚で，お野菜やキノコと食べれば必要な
栄養も摂取出来るので，ありがたいです．でも，アン肝は脂質，中性脂肪，コレステロールが多く高カロリーな
食材なので食べ過ぎには要注意．また，アン肝に含まれるレチノールは，妊娠初期に多く摂取しすぎると
赤ちゃんが奇形となるリスクが高まる恐れがあるとのこと．くれぐれもご用心を．では，雪解けを待つ新潟から
メールマガジン No.124 をお届けします．
（文責 猪子芳美）
～124 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<6>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
<2>THE 90TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY (APS)
<3>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
<4>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
<5>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム
<6>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<7>Academy of Prosthodontics （AP）
<8>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<9>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<10>第 43 回組織細胞化学講習会
<11>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<12>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<13>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>平成３０年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価（案）が承認された件について
<2>医療事故の再発防止に向けた提言 第 3 号「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」について
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A，B
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 14：00～16：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
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テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<3>市民フォーラムのお知らせ
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<4>専門医研修会のお知らせ
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルクラウン C
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ ２F 学習交流ホール
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）14:00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療
座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：萩原芳幸 先生（日大） 関根秀志 先生（奥羽大）
<5>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<6>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
事務局のメールアドレスが，2018 年 1 月 15 日より下記のアドレスに変更となっております．
E-mail：hotetsu-gakkai01@hotetsu.org
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本デジタル歯科学会 冬季セミナー
日時：2018 年 2 月 18 日 12：55－16：40
場所：東京医科歯科大学 歯科南棟４階特別講堂
※事前登録制です．2 月 5 日（月）17:00 までに下記の HP からご登録ください．
http://www.jaddent.jp
<2>THE 90TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY (APS)
日時：2018 年 2 月 22－23 日
場所：Swissotel Chicago (Chicago, IL, USA)
※通常 800 ドルの登録が会員価格 295 ドルで行えます.
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3036
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.prostho.org/annual_meeting_welcome.html
<3>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日 14：00－17：00
場所：歯科医師会館 大会議室
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※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1208/index.html
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<4>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
日時：2018 年 3 月 11 日 12:45－17:30
場所：日本歯科大学 生命歯学部 九段ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_001037.pdf
<5>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム「歯科医療における人材育成－歯科技工士の役割と
将来展望－」
日時：2018 年 3 月 18 日 13：00－17：00
場所：昭和大学歯学部旗の台校舎 4 号館 6 階講義室
詳細は HP をご覧ください．
www.ucjds.jp/event/symposium.html
<6>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<7> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．補綴領域
の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．今回は第 100 回ということもあり，
Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．詳細に関しましては下記の URL をご参照
ください．http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<8>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
詳細は HP をご覧ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<9>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<10>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
詳細は HP をご覧ください．
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<11>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
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クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
(AAP)に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．各国の補綴学会からの代表演者に
よる Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッションなどが予定されています．できるだけ多くの先生方
のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<12>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
詳細は HP をご覧ください．
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<13>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>平成３０年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価（案）が承認された件について
平成３０年１月１７日に開催された中央社会保険医療協議会総会（第 384 回）において，平成３０年度診療報酬
改定に向けた医療技術の評価（案）が承認されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180126_203057.pdf
<2>医療事故の再発防止に向けた提言 第 3 号「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」について
一般社団法人日本医療安全調査機構より情報提供頂きました．提言は下記 HP よりご覧いただけます．
https://www.medsafe.or.jp/
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.02.08 「国際補綴学会のお知らせ」を更新しました.
http://hotetsu.com/j1_11.html
2018.02.08 電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました.
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.125 February 23, 2018
==================================================================
平昌オリンピックが先週から始まりました．氷点下 10 度を超える寒さと強風の中，熱戦が繰り広げられて
おります．数日前は，4 人の若いアスリートがメダリストになりました．実力を認められているものも，
当日の予期せぬ自然の影響でその力を発揮できない選手，上り調子で一気にその実力を開花する選手，
人生そのものであるように考えてしまうのは私だけではないと思います．
皆，家族，友人，スタッフがいて，その期待を背負って戦っている姿には胸を打たれます．
選手には，嬉し涙か，悔し涙かは別にして，堂々と胸を張って帰国してもらいたいと思います．
私も，若いアスリートにエネルギーをたくさんもらったので，この力を糧に来週の日曜日に開催される
東京マラソンに，3 度目のチャレンジをします．日本は，若い人だけでなくおじさんも頑張っている姿を
見せつけたいと思います．それでは，春は名のみの寒風の下，山あり谷ありの人生を楽しみながらメール
マガジン No.125 をお届けします．
（文責 月村直樹）
～125 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<6>本学会を騙った詐欺等にご注意ください！
<7>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
<2>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
<3>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム
<4>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<5>Academy of Prosthodontics （AP）
<6>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<7>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<8>第 43 回組織細胞化学講習会
<9>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<10>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<11>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>８０２０推進財団「歯と口のケアからはじめる健康長寿」
<2>平成３０年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価（案）が承認された件について
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 29 年度 東関東支部学術大会
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日）
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A，B
埼玉県さいたま市浦和区仲町２-５-１
大会長：大川周治 先生（明海大）
準備委員長：岡本和彦 先生（明海大）
〇東関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 14：00～16：00
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会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：在宅医療における口腔機能管理のあり方
座長：大川周治 先生（明海大）
講師：飯沼利光 先生（日本大） 大岡貴史 先生（明海大）
<3>市民フォーラムのお知らせ
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 2 月 25 日（日） 13：00～14：00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルプリンセス A
テーマ：咀嚼は脳を活性化する．
座長：小見山 道 先生（日大松戸）
講師：川良美佐雄 先生（日大松戸）
<4>専門医研修会のお知らせ
●東関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 2 月 24 日（土） 17:00～19:00
会場：浦和ロイヤルパインズホテル 4F ロイヤルクラウン C
テーマ:補綴治療の症型分類を理解する
座長：藤澤政紀 先生（明海大）
講師：市川哲雄 先生（徳島大） 窪木拓男 先生（岡山大）
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ ２F 学習交流ホール
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）
講師：鱒見進一 先生（九歯大） 皆木省吾 先生（岡山大）
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）14:00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療
座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：萩原芳幸 先生（日大） 関根秀志 先生（奥羽大）
<5>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<6>本学会を騙った詐欺等にご注意ください！
最近，日本補綴歯科学会を騙るフィッシングメールや電話が報告されております．不審なメールや電話には
くれぐれもご注意ください．
<7>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
事務局のメールアドレスが，2018 年 1 月 15 日より下記のアドレスに変更となっております．
E-mail：hotetsu-gakkai01@hotetsu.org
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日 14：00－17：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1208/index.html
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<2>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
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日時：2018 年 3 月 11 日 12:45－17:30
場所：日本歯科大学 生命歯学部 九段ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_001037.pdf
<3>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム「歯科医療における人材育成－歯科技工士の役割と
将来展望－」
日時：2018 年 3 月 18 日 13：00－17：00
場所：昭和大学歯学部旗の台校舎 4 号館 6 階講義室
詳細は HP をご覧ください．
www.ucjds.jp/event/symposium.html
<4>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<5> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．補綴領域
の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
今回は第 100 回ということもあり，Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．
詳細に関しましては下記の URL をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<6>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
詳細は HP をご覧ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<7>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<8>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
詳細は HP をご覧ください．
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<9>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．各国の補綴学会からの代表演者による
Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッションなどが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，
ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
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http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<10>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
詳細は HP をご覧ください．
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<11>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>８０２０推進財団「歯と口のケアからはじめる健康長寿」
公益財団法人８０２０推進財団の小冊子「歯と口のケアからはじめる健康長寿」が下記のリンクよりご覧
いただけます．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180215_160231.pdf
<2>平成３０年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価（案）が承認された件について
平成３０年１月１７日に開催された中央社会保険医療協議会総会（第 384 回）において，平成３０年度診療
報酬改定に向けた医療技術の評価（案）が承認されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180126_203057.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.02.15 「国際補綴学会のお知らせ(AAP) について」を更新しました．
http://hotetsu.com/j1_11_12.html
2018.02.15 「支部活動(関西支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#kansai
2018.02.15 「専門医研修会のお知らせ(関西支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_06.html#300311
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==========================================
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JPS メールマガジン No.126 March 02, 2018
==================================================================
国家試験も終わり，３月を迎え，学務も一段落しているのではないかと思います．
また，本年度を振り返り，順調に進んだこと，失敗したことなどを思い出しながら，新年度へ思いを馳せる
時期なのかもしれません．我が校は，総持学園という名の通り，大本山総持寺のもと，禅のこころを大切に，
歯科を学ぶ大学です．４月に入ると，新入生・新人教員が参加する一泊三禅会があります．
一泊三禅会とは，読んで字のごとく，１日お寺に宿泊し，３回禅を行うというものです．不思議なもので，
騒がしい私も，座禅とまではいかぬものの，僅かな時間でも心安らかなお時間を取ると，春の息吹のように
明日の活力も湧いてきます．お忙しい毎日を送られている補綴学会会員の皆様も一度お試しください．
それでは，少し暖かくなってきた横浜より，メールマガジン 126 号をお届けします．（文責 重田優子）
～126 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<5>本学会を騙った詐欺等にご注意ください！
<6>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
<2>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
<3>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム
<4>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<5>日本歯科医学会学術講演会 2018 年
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>平成 30・31 年度日歯生涯研修事業の実施ならびに新「E システム」への移行に関するお知らせ
<2>８０２０推進財団「歯と口のケアからはじめる健康長寿」
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
日時：2018 年 11 月 18 日
会場：日本歯科大学 富士見ホール
大会長：渡邉文彦（日歯大新潟）
<3>専門医研修会のお知らせ
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 4 日（日）13：00～16：10
場所：鹿児島大学郡元キャンパス学習交流プラザ ２F
テーマ：顎運動の再現と義歯の調整を咀嚼へ生かす
座長：南 弘之 先生（鹿児島大）

学習交流ホール
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講師：鱒見進一 先生（九歯大）

皆木省吾 先生（岡山大）

●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）14:00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療
座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：萩原芳幸 先生（日本大） 関根秀志 先生（奥羽大）
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<5>本学会を騙った詐欺等にご注意ください！
最近，日本補綴歯科学会を騙るフィッシングメールや電話が報告されております.不審なメールや電話には
くれぐれもご注意ください．
<6>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
事務局のメールアドレスが，2018 年 1 月 15 日より下記のアドレスに変更となっております．
E-mail：hotetsu-gakkai01@hotetsu.org
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>診療ガイドライン作成者意見交換会および第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
●診療ガイドライン作成者意見交換会
「診療ガイドラインの作成に医療消費者・患者の参加はどのような効果をもたらすか？」
日時：2018 年 3 月 2 日 14：00－17：00
場所：歯科医師会館 大会議室
※事前登録制です．参加申込書を下記 HP からダウンロードしてお申し込みください．
www.jads.jp/2017/1208/index.html
●第 5 回診療ガイドライン（CPG）作成講習会
日時：2018 年 3 月 3 日
場所：歯科医師会館 7 階 701・702 会議室
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.jads.jp/date/5th_guideline_180303.pdf
<2>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
日時：2018 年 3 月 11 日 12:45－17:30
場所：日本歯科大学 生命歯学部 九段ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_001037.pdf
<3>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム
「歯科医療における人材育成－歯科技工士の役割と将来展望－」
日時：2018 年 3 月 18 日 13：00－17：00
場所：昭和大学歯学部旗の台校舎 4 号館 6 階講義室
詳細は HP をご覧ください．
www.ucjds.jp/event/symposium.html
<4>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 3 月 2 日 15：00
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<5>日本歯科医学会 学術講演会 2018 年
「あなたのアイディアを臨床へ-How To を学ぼう-」
日時：2018 年 4 月 21 日
場所：歯科医師会館 大会議室
詳細は HP をご覧ください．
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
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<6> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．
今回は第 100 回ということもあり，Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．
詳細に関しましては下記の URL をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
詳細は HP をご覧ください．
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
詳細は HP をご覧ください．
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
詳細は HP をご覧ください．
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．各国の補綴学会からの代表演者による
Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッションなどが予定されています．
できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
詳細は HP をご覧ください．
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
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◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>平成 30・31 年度日歯生涯研修事業の実施ならびに新「E システム」への移行に関するお知らせ
平成 30 年 4 月 1 日より平成 30・31 年度日歯生涯研修事業が開始されます．認定研修会主催者は各種講習会に
対する認定研修会の認定申請を新「E システム」内で行う必要があります．詳細は下記の PDF ファイルを
ご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180222_220412.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180222_220431.pdf
<2>８０２０推進財団「歯と口のケアからはじめる健康長寿」
公益財団法人８０２０推進財団の小冊子「歯と口のケアからはじめる健康長寿」が下記のリンクより
ご覧いただけます.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180215_160231.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.02.22 専門医研修会(東関東)「症型分類入力フォーム」を掲載しました．
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/files/20180224.pdf
2018.02.22 「利益相反(COI)」の「開示スライド例」を更新しました．
http://hotetsu.com/c_702.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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==================================================================
いろいろ問題の多かった平昌オリンピックでしたが，終わってみれば日本人選手団の活躍が目覚ましく，
長野五輪の１０個を超える１３個のメダルを獲得しました．ここ２０年以上はスポーツに全く縁がなく，
スポーツ観戦といえば，やや微妙な大相撲の優勝決定戦ぐらいしか関心のない私でも，オリンピックと
なるとテレビ中継に見入ってしまうのがいつも不思議です．羽生結弦の２連覇達成，カーリング女子の
３位決定戦等々，見どころ満載でした．ただし，見るのは日本人選手がメダルを取れそうな種目限定で
すので，競技が好きなのではなく日本人の活躍が見たいというだけの，にわか愛国心的な心理があるのは
否めません．メダルに手が届かなかった日本人選手，いや世界各国から参加した選手全員に敬意と称賛の
エールを送り，次の２０２０年東京五輪を楽しみに待ちたいと思います．
では，メールマガジン No.127 をお届けします．
（文責 菊池雅彦）
～127 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<5>本学会を騙った詐欺等にご注意ください！
<6>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
<2>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム
<3>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
<5>日本歯科医学会学術講演会 2018 年
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>平成 30・31 年度日歯生涯研修事業の実施ならびに新「E システム」への移行に関するお知らせ
<2>８０２０推進財団「歯と口のケアからはじめる健康長寿」
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
日時：2018 年 11 月 18 日
会場：日本歯科大学 富士見ホール
大会長：渡邉文彦（日歯大新潟）
<3>専門医研修会のお知らせ
●関西支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 3 月 11 日（日）14:00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：術後管理から考えるインプラント治療

381
座長：矢谷博文 先生（大阪大）
講師：萩原芳幸 先生（日本大）

関根秀志 先生（奥羽大）

<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<5>本学会を騙った詐欺等にご注意ください！
最近，日本補綴歯科学会を騙るフィッシングメールや電話が報告されております.
不審なメールや電話にはくれぐれもご注意ください．
<6>日本補綴歯科学会事務局メールアドレスの変更について
事務局のメールアドレスが，2018 年 1 月 15 日より下記のアドレスに変更となっております．
E-mail：hotetsu-gakkai01@hotetsu.org
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>国際歯科学士会（ICD)日本部会 第 48 回冬期学会
日時：2018 年 3 月 11 日 12:45－17:30
場所：日本歯科大学 生命歯学部 九段ホール
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180120_001037.pdf
<2>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム
「歯科医療における人材育成－歯科技工士の役割と将来展望－」
日時：2018 年 3 月 18 日 13：00－17：00
場所：昭和大学歯学部旗の台校舎 4 号館 6 階講義室
www.ucjds.jp/event/symposium.html
<3>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：大阪歯科大楠葉学舎
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<5>日本歯科医学会 学術講演会 2018 年
「あなたのアイディアを臨床へ-How To を学ぼう-」
日時：2018 年 4 月 21 日
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．今回は第 100 回ということもあり，
Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．
詳細に関しましては下記の URL をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
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http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッションなどが予定されています．
できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>平成 30・31 年度日歯生涯研修事業の実施ならびに新「E システム」への移行に関するお知らせ
平成 30 年 4 月 1 日より平成 30・31 年度日歯生涯研修事業が開始されます．認定研修会主催者は各種講習会
に対する認定研修会の認定申請を新「E システム」内で行う必要があります．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180222_220412.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180222_220431.pdf
<2>８０２０推進財団「歯と口のケアからはじめる健康長寿」
公益財団法人８０２０推進財団の小冊子「歯と口のケアからはじめる健康長寿」が下記のリンクより
ご覧いただけます.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180215_160231.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.03.01 「補綴歯科臨床研鑽会」を更新しました.
http://hotetsu.com/s3_07.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
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東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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お国自慢第 2 弾です．福岡の豚骨ラーメンは全国的に周知の 2 級グルメです．私が子供の頃と比べて今では
福岡のラーメンはいろいろと進化して，店によっては海外進出しているほどですが，今日は原点に返って
昔から変わらない作法をお話ししたいと思います．福岡のラーメンは硬さの調整が可能で，柔らかい順に，
ばりやわ，やわめん，ふつう，かためん，ばりかた，はりがね，粉落とし，と客は要求できます．
福岡人は，たいてい，かためんか，ばりかたを要求することが多く，やわめんを注文する人を私は聞いた
ことがありません．福岡人の好みなのか，細麺なのですぐ柔らかくなるのが嫌なのか，定かではありませ
んが，とにかく福岡人は硬めの麺が大好きです．また，
「替え玉」といえば，麺を何杯でもお替りできま
す（有料）
．替え玉は茹でてすぐ持ってきますので，思ったより硬めになることが多く，私は最初に
「ばりかた」と頼んで，替え玉では「かためん」で頼んで，同じくらいの麺の硬さにすることが多いです．
店によって麺の太さや形態が異なりますので，注意が必要です．
「はりがね（一瞬湯に通すだけ）
」や
「粉落とし（茹でずに，粉を落としただけ）
」はやめておいた方がよいでしょう．単なるジョークといった
感じで，注文している人を聞いたことがありません．ちなみに，うどんも麺の硬さを要求できる店があります．
それでは，頭がおなか一杯になったところで，メールマガジン No.１２８をお届けします．
（文責 松浦尚志）
～128 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>海外学会招待講演における演者の募集について
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<3>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<5>本学会を騙った詐欺等にご注意ください！
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム
<2>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<3>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
<5>日本歯科医学会学術講演会 2018 年
<6>Academy of Prosthodontics （AP）
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定、臨床研究法に関わる通知について
<2>歯科診療に関する基本的な考え方について
<3>平成 30・31 年度日歯生涯研修事業の実施ならびに新「E システム」への移行に関するお知らせ
<4>８０２０推進財団「歯と口のケアからはじめる健康長寿」
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>海外学会招待講演における演者の募集について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の 11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics(AAP)およびマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic
Society (IPS) National Conference Mangalore 2018 におきまして,招待講演の演者派遣が要請されて
おります.
そこで,この度日本補綴歯科学会会員を対象に,派遣する演者の公募を行うこととなりました.
いずれも講演のテーマは指定されておりません.希望される先生もしくは分野長などからのご推薦等ご
ざいましたら,国際渉外委員会幹事の近藤祐介まで E-メールでご連絡下さい.
公募期間が短く大変申し訳ありませんが,締め切りはいずれも 2018 年 3 月 31 日とさせていただきます.
派遣演者数より多くの方からお申し込みがあった場合には,国際渉外委員会にて選考を行います.
なお,演者の旅費や宿泊費に関しまして,日本補綴歯科学会や派遣先の学会から支給はございませんので
ご了承下さい.
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公募連絡先：国際渉外委員会幹事

近藤 祐介（r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp）

11th Biennial Congress of AAP
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre (クアラルンプール,マレーシア)
派遣演者数：1 名
大会 web site：http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
46th IPS National Conference Mangalore 2018
日程：2018/11/15-18
会場：Father Mullers Convention Center（マンガロール，インド）
派遣演者数：2 名
大会 web site：http://www.46thipsmangalore2018.com
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<3>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
日時：2018 年 11 月 18 日
会場：日本歯科大学 富士見ホール
大会長：渡邉文彦（日歯大新潟）
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<5>本学会を騙った詐欺等にご注意ください！
最近、日本補綴歯科学会を騙るフィッシングメールや電話が報告されております.
不審なメールや電話にはくれぐれもご注意ください．
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯学系学会協議会 平成 29 年度シンポジウム
「歯科医療における人材育成－歯科技工士の役割と将来展望－」
日時：2018 年 3 月 18 日 13：00－17：00
場所：昭和大学歯学部旗の台校舎 4 号館 6 階講義室
www.ucjds.jp/event/symposium.html
<2>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<3>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：鶴見大学会館
http://jssf.umin.ne.jp/
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：大阪歯科大楠葉学舎
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
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<5>日本歯科医学会 学術講演会 2018 年
「あなたのアイディアを臨床へ-How To を学ぼう-」
日時：2018 年 4 月 21 日
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
東北大学 佐々木啓一先生のコメント
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
補綴学会の皆さん
歯科医学会の企画として，学術講演会 2018 年「あなたのアイディアを
臨床へ-How To を学ぼう-」
（4 月 21 日（土） 東京 日本歯科医師会館大会議室）を開催します．
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
皆さん，いろいろな技術・材料・機器の臨床応用を目指して研究を
進めていることと思います．実際に臨床へ持って行くために，
どんなことを知っておかなくてはならないのか，事例をまじえて
実践的に紹介したいと思います．
参加費は無料ですので，興味のある方，是非，ご参加ください．
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．今回は第 100 回ということもあり，
Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．
詳細に関しましては下記の URL をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
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<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定、臨床研究法に関わる通知について
厚生労働省より臨床研究法について以下の通知が発出されております．
●臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について（平成 30 年 2 月 28 日医政発 0228 第 10 号 厚生労働省
医政局長通知）
●臨床研究法施行規則の施行等について（平成 30 年 2 月 28 日医政経発 0228 第 1 号 厚生労働省医政局経済
課長・医政研発 0228 第 1 号 同研究開発振興課長通知）
●臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 1 号 厚生労働省
医政局研究開発振興課長通知）
●臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保に必要な措置について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 5 号
厚生労働省医政局研究開発振興課長通知）
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<2>歯科診療に関する基本的な考え方について
日本歯科医学会によります診断・治療等，診療の内容等についての最新の情報が下記の HP からご覧
いただけます．
http://www.jads.jp/basic/index.html
<3>平成 30・31 年度日歯生涯研修事業の実施ならびに新「E システム」への移行に関するお知らせ
平成 30 年 4 月 1 日より平成 30・31 年度日歯生涯研修事業が開始されます．認定研修会主催者は各種講習会
に対する認定研修会の認定申請を新「E システム」内で行う必要があります．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180222_220412.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180222_220431.pdf
<4>８０２０推進財団「歯と口のケアからはじめる健康長寿」
公益財団法人８０２０推進財団の小冊子「歯と口のケアからはじめる健康長寿」が下記のリンクより
ご覧いただけます.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180215_160231.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.03.08 電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
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==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.129 March 23, 2018
==================================================================
桜のつぼみも膨らんで春の訪れを告げていますが，皆様には益々のご健勝のこととお喜び申し上げます．
昨年，発表された最新（平成 28 年）の歯科疾患実態調査において，8020 達成は，年々増加し，51.2％で
あると推定されています．また，若年者のう蝕と歯周病がコントロールされています．一方で，高齢者に
おいては，う蝕も歯周病も増加している可能性が示されています．その結果，高齢者の 1 人平均喪失歯数は
著しく減少しているにも拘らず，75 歳以上の喪失歯所有者率は 90％を超え，
「噛めないものがある」と訴
える高齢者が多いことも公表されています．この結果から，今後も良質な補綴装置を提供し続けることは，
国民，とくに高齢者の食に関する QOL 向上のために極めて重要であることが示されていると思いました．
年度末の忙しく慌ただしい時期なので，ご無理されない様にくれぐれもご自愛ください．
それでは，メールマガジン No.129 を河津桜満開の埼玉の地からお届け致します．
（文責 岡本和彦）
～129 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>海外学会招待講演における演者の募集について
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<3>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
<2>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<3>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
<5>日本歯科医学会学術講演会 2018 年
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定，臨床研究法に関わる通知について（追加情報；臨床研究法の
施行等に関するＱ＆Ａについて（その１）
）
<2>レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱の一部改正について
<3>医療事故調査・支援センター 平成 29 年(2017) 年報〈事業報告〉
<4>日本薬剤師会薬剤師行動規範・解説について
<5>歯科診療に関する基本的な考え方について
<6>平成 30・31 年度日歯生涯研修事業の実施ならびに新「E システム」への移行に関するお知らせ
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>海外学会招待講演における演者の募集について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の 11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) およびマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic
Society (IPS) National Conference Mangalore 2018 におきまして，招待講演の演者派遣が要請されてお
ります.
そこで，この度日本補綴歯科学会会員を対象に，派遣する演者の公募を行うこととなりました.
いずれも講演のテーマは指定されておりません.希望される先生もしくは分野長などからのご推薦等ござ
いましたら，国際渉外委員会幹事の近藤祐介まで E-メールでご連絡下さい.
公募期間が短く大変申し訳ありませんが，締め切りはいずれも 2018 年 3 月 31 日とさせていただきます.
派遣演者数より多くの方からお申し込みがあった場合には，国際渉外委員会にて選考を行います.なお，
演者の旅費や宿泊費に関しまして，日本補綴歯科学会や派遣先の学会から支給はございませんのでご了承下さい.
公募連絡先：国際渉外委員会幹事
11th Biennial Congress of AAP

近藤 祐介（r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp）
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日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre (クアラルンプール,マレーシア)
派遣演者数：1 名
大会 web site：http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
46th IPS National Conference Mangalore 2018
日程：2018/11/15-18
会場：Father Mullers Convention Center（マンガロール，インド）
派遣演者数：2 名
大会 web site：http://www.46thipsmangalore2018.com
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<3>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
日時：2018 年 11 月 18 日
会場：日本歯科大学 富士見ホール
大会長：渡邉文彦（日歯大新潟）
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
①第 118 回日本外科学会定期学術集会(第 3 日目)
日時：2018 年 4 月 7 日 12：30－13：30
場所：東京国際フォーラム ガラス棟 4F G402
申し込み締切日：4 月 2 日先着 80 名
②第 91 回日本整形外科学会学術総会(第 1 日目)
日時：2018 年 5 月 24 日 18：15－19：15
場所：神戸ポートピアホテル 南館 B1F ルビー
申し込み締切日：5 月 15 日先着 80 名
https://www.jssoc.or.jp/journal/guideline/info20180314.html
<2>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<3>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
日時：2018 年 4 月 21－22 日（メールマガジン 128 号でお知らせした日程と変更になっております）
場所：鶴見大学会館
http://jssf.umin.ne.jp/
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：大阪歯科大楠葉学舎
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<5>日本歯科医学会 学術講演会 2018 年
「あなたのアイディアを臨床へ-How To を学ぼう-」
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日時：2018 年 4 月 21 日
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
東北大学 佐々木啓一先生のコメント
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
補綴学会の皆さん
歯科医学会の企画として，学術講演会 2018 年「あなたのアイディアを
臨床へ-How To を学ぼう-」
（4 月 21 日（土） 東京 日本歯科医師会館大会議室）を開催します．
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
皆さん，いろいろな技術・材料・機器の臨床応用を目指して研究を
進めていることと思います．実際に臨床へ持って行くために，
どんなことを知っておかなくてはならないのか，事例をまじえて
実践的に紹介したいと思います．
参加費は無料ですので，興味のある方，是非，ご参加ください．
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．今回は第 100 回ということもあり，
Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．詳細に関しましては下記の URL をご参照
ください．http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
http://kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッションなどが予定
されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
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場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定，臨床研究法に関わる通知について（追加情報；臨床研究法の
施行等に関するＱ＆Ａについて（その１）
）
厚生労働省より臨床研究法について以下の通知が発出されております．
●臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について（平成 30 年 2 月 28 日医政発 0228 第 10 号 厚生労働省医政
局長通知）
●臨床研究法施行規則の施行等について（平成 30 年 2 月 28 日医政経発 0228 第 1 号 厚生労働省医政局経済課長
・医政研発 0228 第 1 号 同研究開発振興課長通知）
●臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 1 号 厚生労働省
医政局研究開発振興課長通知）
●臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保に必要な措置について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 5 号 厚生
労働省医政局研究開発振興課長通知）
【追加情報】
：臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その１） （平成 30 年 3 月 13 日医政局研究
振興課事務連絡）
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<2>レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱の一部改正について
レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）が改正
されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180320_095325.pdf
<3>医療事故調査・支援センター 平成 29 年(2017) 年報〈事業報告〉
医療事故調査・支援センター年報がご覧いただけます．
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/nenpou-h29.pdf
<4>日本薬剤師会薬剤師行動規範・解説について
日本薬剤師会によります薬剤師行動規範とその解説が公表されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
www.nichiyaku.or.jp/action/wp-content/uploads/2018/02/20180223.pdf
<5>歯科診療に関する基本的な考え方について
日本歯科医学会によります診断・治療等，診療の内容等についての最新の情報が下記の HP からご覧
いただけます．
http://www.jads.jp/basic/index.html
<6>平成 30・31 年度日歯生涯研修事業の実施ならびに新「E システム」への移行に関するお知らせ
平成 30 年 4 月 1 日より平成 30・31 年度日歯生涯研修事業が開始されます．認定研修会主催者は各種講習会に
対する認定研修会の認定申請を新「E システム」内で行う必要があります．詳細は下記の PDF ファイルを
ご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180222_220412.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180222_220431.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.03.15 海外学会招待講演における演者の募集について
http://hotetsu.com/j1_11_14.html
2018.03.15 電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
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関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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==================================================================
桜の便りが聞こえている中，春分の日に東京に行きましたら季節外れの雪が降っておりました．
開花したサクラに白い雪，絵にはなりますがサクラがちょっとかわいそうに感じました．
とにかく，今年はジェットコースターに乗っているようにアップダウンの激しい不順な気候で，体調管理
も難しかったのではないでしょうか．
さて，本メールマガジンですが，本号が平成 29 年度最終便となります．すでに予報させていただいており
ますが，改めて平成 30 年度からのメールマガジンの発行についてご案内させていただきます．
次年度（4 月 6 日発行分）からメールマガジンの発行が隔週に変更され，それに伴い掲載内容も変更させて
いただくことになりました．前委員会で立ち上げ，毎週発行を続けてまいりましたが，配信実績，内容を
検討させていただき，隔週発行への変更とともに，
「留学者・若手研究者」に寄稿いただく回と，
「各種
委員会からのメッセージ」をご寄稿いただく回とを交互に織り込みつつ，従来の各種情報を発信する予定
となっております．
今後も，会員のみな様のご意見を反映させながらメールマガジンを発行させていただきます．
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします．
（文責 越野 寿）
～130 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>海外学会招待講演における演者の募集について
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<3>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
<2>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<3>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
<5>日本歯科医学会学術講演会 2018 年
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定,臨床研究法に関わる通知について（追加情報：臨床研究法の
施行等に関するＱ＆Ａについて（その１）
）
<2>レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱の一部改正について
<3>医療事故調査・支援センター 平成 29 年(2017) 年報〈事業報告〉
<4>日本薬剤師会薬剤師行動規範・解説について
<5>歯科診療に関する基本的な考え方について
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>海外学会招待講演における演者の募集について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の 11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) およびマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic
Society (IPS) National Conference Mangalore 2018 におきまして,招待講演の演者派遣が要請
されております.
そこで,この度日本補綴歯科学会会員を対象に,派遣する演者の公募を行うこととなりました.
いずれも講演のテーマは指定されておりません.希望される先生もしくは分野長などからのご推薦
等ございましたら,国際渉外委員会幹事の近藤祐介まで E-メールでご連絡下さい.
公募期間が短く大変申し訳ありませんが,締め切りはいずれも 2018 年 3 月 31 日とさせていただきます.
派遣演者数より多くの方からお申し込みがあった場合には,国際渉外委員会にて選考を行います.
なお,演者の旅費や宿泊費に関しまして,日本補綴歯科学会や派遣先の学会から支給はございません
のでご了承下さい.
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公募連絡先：国際渉外委員会幹事

近藤 祐介（r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp）

11th Biennial Congress of AAP
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre (クアラルンプール,マレーシア)
派遣演者数：1 名
大会 web site：http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
46th IPS National Conference Mangalore 2018
日程：2018/11/15-18
会場：Father Mullers Convention Center（マンガロール，インド）
派遣演者数：2 名
大会 web site：http://www.46thipsmangalore2018.com
<2>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<3>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
日時：2018 年 11 月 18 日
会場：日本歯科大学 富士見ホール
大会長：渡邉文彦（日歯大新潟）
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
①第 118 回日本外科学会定期学術集会(第 3 日目)
日時：2018 年 4 月 7 日 12：30－13：30
場所：東京国際フォーラム ガラス棟 4F G402
申し込み締切日：4 月 2 日先着 80 名
②第 91 回日本整形外科学会学術総会(第 1 日目)
日時：2018 年 5 月 24 日 18：15－19：15
場所：神戸ポートピアホテル 南館 B1F ルビー
申し込み締切日：5 月 15 日先着 80 名
https://www.jssoc.or.jp/journal/guideline/info20180314.html
<2>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<3>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
日時：2018 年 4 月 21－22 日（メールマガジン 128 号でお知らせした日程と変更になっております）
場所：鶴見大学会館
http://jssf.umin.ne.jp/
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：大阪歯科大楠葉学舎
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http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<5>日本歯科医学会 学術講演会 2018 年
「あなたのアイディアを臨床へ-How To を学ぼう-」
日時：2018 年 4 月 21 日
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
東北大学 佐々木啓一先生のコメント
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
補綴学会の皆さん
歯科医学会の企画として，学術講演会 2018 年「あなたのアイディアを
臨床へ-How To を学ぼう-」
（4 月 21 日（土） 東京 日本歯科医師会館大会議室）を開催します．
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
皆さん，いろいろな技術・材料・機器の臨床応用を目指して研究を
進めていることと思います．実際に臨床へ持って行くために，
どんなことを知っておかなくてはならないのか，事例をまじえて
実践的に紹介したいと思います．
参加費は無料ですので，興味のある方，是非，ご参加ください．
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．今回は第 100 回ということもあり，
Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．
詳細に関しましては下記の URL をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
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詳細は下記の大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<12>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定,臨床研究法に関わる通知について（追加情報：臨床研究法の
施行等に関するＱ＆Ａについて（その１）
）
厚生労働省より臨床研究法について以下の通知が発出されております．
●臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について（平成 30 年 2 月 28 日医政発 0228 第 10 号 厚生労働省
医政局長通知）
●臨床研究法施行規則の施行等について（平成 30 年 2 月 28 日医政経発 0228 第 1 号 厚生労働省医政局経済課長
・医政研発 0228 第 1 号 同研究開発振興課長通知）
●臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 1 号 厚生労働省
医政局研究開発振興課長通知）
●臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保に必要な措置について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 5 号 厚生
労働省医政局研究開発振興課長通知）
【追加情報】
：臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その１） （平成 30 年 3 月 13 日医政局
研究振興課事務連絡）
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<2>レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱の一部改正について
レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）が改正
されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180320_095325.pdf
<3>医療事故調査・支援センター 平成 29 年(2017) 年報〈事業報告〉
医療事故調査・支援センター年報がご覧いただけます．
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/nenpou-h29.pdf
<4>日本薬剤師会薬剤師行動規範・解説について
日本薬剤師会によります薬剤師行動規範とその解説が公表されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
www.nichiyaku.or.jp/action/wp-content/uploads/2018/02/20180223.pdf
<5>歯科診療に関する基本的な考え方について
日本歯科医学会によります診断・治療等，診療の内容等についての最新の情報が下記の HP からご覧
いただけます．
http://www.jads.jp/basic/index.html
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.03.22 電子ジャーナル「支部学術大会プログラム・抄録集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s4_05_2.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
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東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.131 April 06, 2018
==================================================================
4 月になり，新学期のシーズンがやって来ました．大阪の桜は，3 月中が見ごろということで，そろそろ
終わりかと思いますが，皆様のところはいかがでしょうか．私自身は，昨年末の大臼歯 CAD/CAM 冠に続き，
2018 年春の診療報酬改訂でグラスファイバー補強のコンポジットレジン 3 ユニットブリッジが保険収載さ
れるなど，保険治療でもメタルフリー化が進んで来たのが印象的です．今後は，歯冠補綴の分野で，ます
ます金属の使用が減少していくことが予想されます．さて，JPS メールマガジンでは，4 月から留学者や
若手研究者の原稿を紹介することになりました．第 1 回目は，補綴のクラウンブリッジ分野出身で，現在
歯科理工学教室所属の佐々木惇一先生の留学記を紹介させていただきます．
ぜひお読みください．
（文責 中村隆志）
～131 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
<3>今月のこの人 ~佐々木淳一先生（ミシガン大学留学）~
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
<2>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
<3>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
<5>日本歯科医学会学術講演会 2018 年
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
<7>日本歯科審美学会セミナー
<8>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<9>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<10>第 43 回組織細胞化学講習会
<11>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<12>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<13>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<14>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定，臨床研究法に関わる通知について（追加情報：臨床研究法の
施行等に関するＱ＆Ａについて（その１）
）
<2>レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱の一部改正について
<3>医療事故調査・支援センター 平成 29 年(2017) 年報〈事業報告〉
<4>日本薬剤師会薬剤師行動規範・解説について
<5>歯科診療に関する基本的な考え方について
【４．その他のお知らせ】
<1>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
日時：2018 年 11 月 18 日
会場：日本歯科大学 富士見ホール
大会長：渡邉文彦（日歯大新潟）
<3>今月のこの人
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座（歯科理工学教室）
佐々木淳一先生
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2015 年 8 月から，日本学術振興会の海外特別研究員としてミシガン大学の Prof. Jacques E. Nor が主宰
するラボで 2 年間の研究留学を行う機会に恵まれました．海外で研究生活を送る醍醐味として，新しい
環境で英語を駆使してこれまでと違った研究に邁進することはもちろん，人間関係の拡大を肌で感じら
れることが挙げられます．海外生活で構築した家族や仲間との絆は，これからの人生や研究生活に大き
く影響を与えるものであると実感しています．留学生活を送る歯学研究者は誰一人として互いに似た
境遇を経て海外に辿り着いておらず，多様な展望をもちながら様々な苦労を経て留学生活に至ります．
海外で酒を酌み交わしながら，これらの経験を熱く語り合うことで培った人間関係は非常に大きな財産
になっています．
本留学に際し，多大なご協力を賜りました大阪大学今里 聡教授に心より感謝申し上げます．また現地で
お世話になりました九州大学歯科補綴科の高橋 良助教をはじめ本留学中に出会った全ての友人に感謝
致します．
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
①第 118 回日本外科学会定期学術集会(第 3 日目)
日時：2018 年 4 月 7 日 12：30－13：30
場所：東京国際フォーラム ガラス棟 4F G402
申し込み締切日：4 月 2 日先着 80 名
②第 91 回日本整形外科学会学術総会(第 1 日目)
日時：2018 年 5 月 24 日 18：15－19：15
場所：神戸ポートピアホテル 南館 B1F ルビー
申し込み締切日：5 月 15 日先着 80 名
https://www.jssoc.or.jp/journal/guideline/info20180314.html
<2>日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：アイーナ 岩手県民情報交流センター
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
http://www.kokuhoken.jp/jadd9/
<3>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
日時：2018 年 4 月 21－22 日（メールマガジン 128 号でお知らせした日程と変更になっております）
場所：鶴見大学会館
http://jssf.umin.ne.jp/
<4>日本歯科理工学会平成 30 年度春期第 71 回学術講演会
日時：2018 年 4 月 14－15 日
場所：大阪歯科大楠葉学舎
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<5>日本歯科医学会 学術講演会 2018 年
「あなたのアイディアを臨床へ-How To を学ぼう-」
日時：2018 年 4 月 21 日
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
東北大学 佐々木啓一先生のコメント
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
補綴学会の皆さん
歯科医学会の企画として，学術講演会 2018 年「あなたのアイディアを
臨床へ-How To を学ぼう-」
（4 月 21 日（土） 東京 日本歯科医師会館大会議室）を開催します．
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
皆さん，いろいろな技術・材料・機器の臨床応用を目指して研究を
進めていることと思います．実際に臨床へ持って行くために，
どんなことを知っておかなくてはならないのか，事例をまじえて
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実践的に紹介したいと思います．
参加費は無料ですので，興味のある方，是非，ご参加ください．
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
<6> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．今回は第 100 回ということもあり，
Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．詳細に関しましては下記の URL をご参照
ください．http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<7>日本歯科審美学会セミナー
審美を極めるセミナー（２）
下記のセミナーは同日に開催され，両会場の行き来は自由です．
テーマ：
「インプラント審美を極める」
日時：2018 年 5 月 13 日
場所：日本歯科大学生命歯学部九段ホール
歯科医師・歯科技工士対象
www.jdshinbi.net/pro/pdf/special_201803_3.pdf
テーマ：
「インプラント審美を"極める"」
日時：2018 年 5 月 13 日
場所：日本歯科大学生命歯学部 152 講堂
歯科医師・歯科衛生士対象
www.jdshinbi.net/pro/pdf/special_201803_4.pdf
<8>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<9>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<10>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<11>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<12>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：2018 年 6 月 6 日(水) 17:00
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事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<13>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<14>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定，臨床研究法に関わる通知について（追加情報：臨床研究法の
施行等に関するＱ＆Ａについて（その１）
）
厚生労働省より臨床研究法について以下の通知が発出されております．
●臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について（平成 30 年 2 月 28 日医政発 0228 第 10 号 厚生労働省
医政局長通知）
●臨床研究法施行規則の施行等について（平成 30 年 2 月 28 日医政経発 0228 第 1 号 厚生労働省医政局経済
課長・医政研発 0228 第 1 号 同研究開発振興課長通知）
●臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 1 号 厚生労働省
医政局研究開発振興課長通知）
●臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保に必要な措置について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 5 号
厚生労働省医政局研究開発振興課長通知）
【追加情報】
：臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その１） （平成 30 年 3 月 13 日医政局
研究振興課事務連絡）
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<2>レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱の一部改正について
レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）が改正
されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180320_095325.pdf
<3>医療事故調査・支援センター 平成 29 年(2017) 年報〈事業報告〉
医療事故調査・支援センター年報がご覧いただけます．
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/nenpou-h29.pdf
<4>日本薬剤師会薬剤師行動規範・解説について
日本薬剤師会によります薬剤師行動規範とその解説が公表されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
www.nichiyaku.or.jp/action/wp-content/uploads/2018/02/20180223.pdf
<5>歯科診療に関する基本的な考え方について
日本歯科医学会によります診断・治療等，診療の内容等についての最新の情報が下記の HP からご覧
いただけます．
http://www.jads.jp/basic/index.html
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）
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==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.132 April 20, 2018
==================================================================
いつの間にか桜の木はピンクから緑に変わり，人々の装いもガラッと変わってきました．昼間は
暖かいというよりも暑いと感じますね．今年度からメールマガジンの発行が隔週になり，この号から
新たなコーナー「各種委員会からのメッセージ」が始まります．会員の中には委員会についてあまり
ご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか．学会が少しでも身近に感じられるよう，それぞ
れの委員会についてご寄稿いただきます．是非お読みください．
第 127 回学術大会の事前参加登録締切が本日 17:00 です．締切延長はありませんので，参加予定の方
は期限までにご登録ください．それではメールマガジン 132 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
～132 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
<3>各種委員会からのメッセージ－広報委員会－
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
<2>日本歯科医学会学術講演会 2018 年
<3> Academy of Prosthodontics （AP）
<4>日本歯科審美学会セミナー
<5>「創生医学コンソーシアム」キックオフシンポジウム
<6>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<11>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<12>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<13>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定，臨床研究法に関わる通知について
（追加情報：臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その１）
）
<2>レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱の一部改正について
<3>医療事故調査・支援センター 平成 29 年(2017) 年報〈事業報告〉
<4>日本薬剤師会薬剤師行動規範・解説について
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：2018 年 4 月 20 日
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
日時：2018 年 11 月 18 日
会場：日本歯科大学 富士見ホール
大会長：渡邉文彦（日歯大新潟）
<3>各種委員会からのメッセージ－広報委員会－
委員会からのメッセージの初回を担当させていただきますのは広報委員会です．
広報委員会の主な業務は，学会ホームページの維持・運営，メールマガジンの発行，
Letter for members の発行となっており，全国 9 支部から漏れなく選出した委員を含め 10 名の委員，
1 名の幹事で業務を執行しております．
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今回は，これまでと大きく変わるメールマガジンの発行につきましてご説明させていただきます．
末瀬前委員長の広報委員会で，メールマガジンの毎週発行体制が構築され，当委員会でもそれを
継承してきました．当委員会として，これまでに寄せられたご意見，掲載記事等を検証した結果と
して，隔週発行でも，これまで果たしてきた役割・機能をほぼ維持できるとの判断をさせていただき，
本年 4 月発行分から隔週発行に変更させていただきました．これに伴い，海外を含めた種々の場で活躍
している人たちの報告記事を掲載すること，各種委員会の活動内容等を簡単に報告・説明する場を設け
ることにさせていただきました．
メールマガジンは，迅速な情報伝達手段としてコストパフォーマンスの優れたものであり，それに，
学会運営を知っていただく機会を増やしたり，読んで楽しんでいただける内容を盛り込んだりとの
副次的活用を積極的にしていこうとの意図です．
より活力のある学会になるための一助として当委員会が活動できればと思っております．
今後ともよろしくお願いいたします．
（文責 越野 寿）
<4>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本顎口腔機能学会 第 60 回学術大会
日時：2018 年 4 月 21－22 日（メールマガジン 128 号でお知らせした日程と変更になっております）
場所：鶴見大学会館
http://jssf.umin.ne.jp/
<2>日本歯科医学会 学術講演会 2018 年
「あなたのアイディアを臨床へ-How To を学ぼう-」
日時：2018 年 4 月 21 日
場所：歯科医師会館 大会議室
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
東北大学 佐々木啓一先生のコメント
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
補綴学会の皆さん
歯科医学会の企画として，学術講演会 2018 年「あなたのアイディアを臨床へ-How To を学ぼう-」
（4 月 21 日（土） 東京 日本歯科医師会館大会議室）を開催します．
http://www.jads.jp/2018/0219/index.html
皆さん，いろいろな技術・材料・機器の臨床応用を目指して研究を進めていることと思います．
実際に臨床へ持って行くために，どんなことを知っておかなくてはならないのか，事例をまじえ
て実践的に紹介したいと思います．
参加費は無料ですので，興味のある方，是非，ご参加ください．
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
<3> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴ
で開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．
補綴領域の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．今回は第 100 回ということもあり，
Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．
詳細に関しましては下記の URL をご参照ください．
http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<4>日本歯科審美学会セミナー
審美を極めるセミナー（２）
下記のセミナーは同日に開催され，両会場の行き来は自由です．
テーマ：
「インプラント審美を極める」
日時：2018 年 5 月 13 日
場所：日本歯科大学生命歯学部九段ホール
歯科医師・歯科技工士対象
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www.jdshinbi.net/pro/pdf/special_201803_3.pdf
テーマ：
「インプラント審美を"極める"」
日時：2018 年 5 月 13 日
場所：日本歯科大学生命歯学部 152 講堂
歯科医師・歯科衛生士対象
www.jdshinbi.net/pro/pdf/special_201803_4.pdf
<5>「創生医学コンソーシアム」キックオフシンポジウム
日時：2018 年 5 月 14 日 14：30－17：00
場所：東京医科歯科大学 M&D タワー2 階 鈴木章夫記念講堂
http://souseitmdu.com/
※参加につきましては事前登録が必要となります．
<6>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
第 91 回日本整形外科学会学術総会(第 1 日目)
日時：2018 年 5 月 24 日 18：15－19：15
場所：神戸ポートピアホテル 南館 B1F ルビー
申し込み締切日：5 月 15 日先着 80 名
https://www.jssoc.or.jp/journal/guideline/info20180314.html
<7>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 4 月 26 日
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<10>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<11>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：2018 年 6 月 6 日(水) 17:00
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<12>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
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※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費と
なります．
<13>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>臨床研究法の施行に伴う政省令の制定，臨床研究法に関わる通知について（追加情報：臨床研究法の
施行等に関するＱ＆Ａについて（その１）
）
厚生労働省より臨床研究法について以下の通知が発出されております．
●臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について（平成 30 年 2 月 28 日医政発 0228 第 10 号 厚生労働省医政
局長通知）
●臨床研究法施行規則の施行等について（平成 30 年 2 月 28 日医政経発 0228 第 1 号 厚生労働省医政局経済課長・
医政研発 0228 第 1 号 同研究開発振興課長通知）
●臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 1 号 厚生労働省医政局
研究開発振興課長通知）
●臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保に必要な措置について（平成 30 年 3 月 2 日医政発 0302 第 5 号 厚生労働省
医政局研究開発振興課長通知）
【追加情報】
：臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その１）
（平成 30 年 3 月 13 日医政局研究振興課
事務連絡）
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<2>レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱の一部改正について
レギュラトリーサイエンス総合相談に関する実施要綱（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）が改正されて
おります．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180320_095325.pdf
<3>医療事故調査・支援センター 平成 29 年(2017) 年報〈事業報告〉
医療事故調査・支援センター年報がご覧いただけます．
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/nenpou-h29.pdf
<4>日本薬剤師会薬剤師行動規範・解説について
日本薬剤師会によります薬剤師行動規範とその解説が公表されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
www.nichiyaku.or.jp/action/wp-content/uploads/2018/02/20180223.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.04.12 「規程集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s1_04.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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春になると食べたくなる野菜の一つにグリーンアスパラガスがあります．ほろにがいような特有の味は，
多量に含まれるアスパラギン酸によるものです．アスパラギン酸の名はアスパラガスから発見されたこ
とに由来しているそうですよ．アスパラギン酸は新陳代謝を促し，疲労回復に効果があるといわれてい
ます．旬のアスパラガスは，日々の診療，教育，研究そして週末の登山で疲れたカラダを元気にしてく
れることでしょう．
第 2 回目の"今月のこの人"は，昨年，秋にスイス ベルン大学留学から帰国されたクラウンブリッジ講座
の出身で現在，日本歯科大学新潟生命歯学部生命歯科学講座所属の五十嵐健輔先生の留学記です．
ぜひお読みください．
（文責 猪子芳美）
～133 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」若手会員講演公募および企画案
<3>補綴治療に基づく栄養管理の普及促進に向けた「スローガン」募集について
<4>平成 30 年度の年会費納入について
<5>今月のこの人 ~五十嵐健輔先生（ベルン大学留学）~
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1> Academy of Prosthodontics （AP）
<2>第 2 回大型医療研究推進フォーラム
<3>日本歯科審美学会セミナー
<4>「創生医学コンソーシアム」キックオフシンポジウム
<5>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
<6>日本歯科医学会主催 歯科医療関係者向け研修会
「口腔機能発達不全症の考え方と小児の口腔機能発達評価マニュアルの見かた」
<7>第 61 回春季日本歯周病学会学術大会
<8>第 36 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<9>日本歯科保存学会 2018 年度春季学術大会（第 148 回）
<10>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<11>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<12>第 43 回組織細胞化学講習会
<13>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
<14>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<15>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<16>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<17>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<18>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>感染性心内膜炎予防と治療に関するガイドライン（2017 年改訂版）
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：終了しました
<2>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」若手会員講演公募および企画案
-----------------------------------------------------------------------------------------（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ' 18」若手会員講演公募について
拝啓
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麗春の候，貴講座ますますご発展のこととお慶び申し上げます.
平素は格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます.
さて，このたび「プロソ' 18」を下記の要綱で開催させていただきます.
開催日時
：
開催会場
：
メインテーマ：
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ

平成 30 年 11 月 18 日（日）10：00―17：10（予定）
日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
「インプラント治療における審美修復の Out Come」
審美インプラント治療におけるインプラント埋入条件
審美インプラント治療におけるティッシュマネージメント

つきまして上記課題について，卓越した臨床経験をお持ちの若手会員（概ね 40 歳くらいまで）の講演を
公募させていただきます.
各シンポジウムにつき 2 名，計 4 名（1 演題あたり 20 分程度）を公募させていただきます.
来る 5 月 31 日（木）までに 1 講座 1 名までご推薦をお願い申し上げます.
なお，公募者多数の場合は学術委員会，専門医制度委員会及び大会長により選出させていただきます.
ご了承ください.
公募者は，氏名，所属，年齢，演題，発表内容（100 字程度）
，メールアドレスを記載の上，
上田一彦（kazuhiko@ngt.ndu.ac.jp）までご連絡をお願い申し上げます.
貴講座の益々のご発展を祈念申し上げます.
敬具
平成 30 年 4 月 6 日
学術委員長 馬場 一美
専門医制度委員長 河相 安彦
プロソ' 18 大会長 渡邉 文彦
-----------------------------------------------------------------------------------------公益社団法人日本補綴歯科学会
第 4 回補綴歯科臨床研鑽会 「プロソ' 18」 企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール 400 名
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
予想参加人数 ： 400 名
参加費
： 3,000 円
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
メインスピーカー
丹野
努 先生 栃木県小山市 丹野歯科医院
佐藤 隆太 先生 日本補綴歯科学会東京支部 SR DENTAL CLINIC
上野 大輔 先生 広島県安芸高田市 上野歯科医院
中田光太郎 先生 京都府京都市 中田歯科クリニック
他 日本補綴歯科学会会員 4 名の先生による会員発表
10:00～10:10 開会式
シンポジウムⅠ 審美インプラント治療におけるインプラント埋入条件
10:10～11:10 講演①メインスピーカー 丹野 努 先生
11:10～12:10 講演②メインスピーカー 佐藤隆太 先生
12:10～12:30 会員講演① 未定（日本補綴歯科学会会員より選出）
12:30～12:50 会員講演② 未定（日本補綴歯科学会会員より選出）
ランチ (展示会場 バフェット)
12:50～13:50
休憩
企業展示
シンポジウムⅡ 審美インプラント治療におけるティッシュマネージメント
13:50～14:10 会員講演③ 未定（日本補綴歯科学会会員より選出）
14:10～14:30 会員講演④ 未定（日本補綴歯科学会会員より選出）
14:30～15:30 講演③メインスピーカー 上野 大輔 先生
15:30～16:30 講演④メインスピーカー 中田光太郎 先生
質疑応答
16:30～17:00
全体質疑応答
閉会式
17:00～17:10 感謝状授与・閉会式
<3>補綴治療に基づく栄養管理の普及促進に向けた「スローガン」募集について
補綴治療がわが国の高齢者の栄養充足，ひいては健康長寿に貢献することを，学会内外に周知・広告
するスローガンを募集します．
〔応募方法と締切〕
・スローガンは，メール（応募アドレス：slogan@grp.tohoku.ac.jp）でご応募ください.
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・メールは，タイトルを「スローガン応募」とし，本文にお考えいただいたスローガン，応募者の
お名前とご所属をお書きください.
・おひとりでいくつご応募いただいても構いません.
・締切は 5 月 31 日です.
詳細は下記 PDF ファイルをご覧ください.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180501_124345.pdf
<4>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない.ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする.」
（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<5>今月のこの人 ~五十嵐健輔先生（ベルン大学留学）~
私は補綴学の目線からインプラント治療で有名なスイスで研究に取り組みたいと考え，ベルン大学歯学部
補綴学講座への留学を希望し，それを実現することができました．留学先では博士研究員として迎えられ，
2015 年 10 月より 2 年間，研究をメインで留学していました．研究員という立場ではありましたが，自由に
診療の見学を行うことも可能であったため，日本では珍しい症例や新しい材料を用いた診療を見学する
ことができました．
また，学生の講義や実習に参加する機会があり，大学の教員として興味深いスイスの教育に携わることも
できました．日本と大きく違うと感じたところは，登院生がそれぞれ患者を担当して治療を行い，お金を
請求できるという点です．私は登院生の時点ですでに治療ができるレベルに達していることに驚きを隠せ
ませんでした．日本でも，我々教員の意識の向上を図り，将来の歯科医師人生，そして臨床に直結する
ような内容を，大学の講義や実習を通じて学生に指導していく必要があると感じました．
このような留学先での貴重な経験を，今後の基礎研究や臨床研究，教育に活かしたいと考えています．
そして，多くの若手の先生方が海外へ留学し，様々なことを学び，日本の歯科医療の発展に貢献してくれ
ることを切に願っています．
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1> Academy of Prosthodontics （AP）
Academy of Prosthodontics （AP）に関するお知らせ
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
Academy of Prosthodontics の第 100 回大会が，2018 年 5 月 9 日から 5 月 12 日の日程で，イリノイ州シカゴで
開催されます．
Academy of Prosthodontics は 1918 年に設立された世界で最も歴史が古い補綴領域の学会のひとつであり，
かつては会員以外の参加がかなり制限されていましたが，現在ではオープンなものになりました．補綴領域
の歴史を作ってきた方々と繋がりをつけられる貴重な学会です．今回は第 100 回ということもあり，
Academy of Prosthodontics 設立の地であるシカゴで開催されます．詳細に関しましては下記の URL をご参照
ください．http://www.academyofprosthodontics.org/cgi/page.cgi?_id=5966
<2>第 2 回大型医療研究推進フォーラム
歯科医療・ものづくりの展開
日時：2018 年 5 月 12 日 13:00－17:00
場所：歯科医師会館 1 階 大会議室
http://www.nsigr.or.jp/pdf/201805A2_poster.pdf
<3>日本歯科審美学会セミナー
審美を極めるセミナー（２）
下記のセミナーは同日に開催され，両会場の行き来は自由です．
テーマ：
「インプラント審美を極める」
日時：2018 年 5 月 13 日
場所：日本歯科大学生命歯学部九段ホール
歯科医師・歯科技工士対象
www.jdshinbi.net/pro/pdf/special_201803_3.pdf
テーマ：
「インプラント審美を"極める"」
日時：2018 年 5 月 13 日
場所：日本歯科大学生命歯学部 152 講堂
歯科医師・歯科衛生士対象
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www.jdshinbi.net/pro/pdf/special_201803_4.pdf
<4>「創生医学コンソーシアム」キックオフシンポジウム
日時：2018 年 5 月 14 日 14：30－17：00
場所：東京医科歯科大学 M&D タワー2 階 鈴木章夫記念講堂
http://souseitmdu.com/
※参加につきましては事前登録が必要となります．
<5>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
第 91 回日本整形外科学会学術総会(第 1 日目)
日時：2018 年 5 月 24 日 18：15－19：15
場所：神戸ポートピアホテル 南館 B1F ルビー
申し込み締切日：5 月 15 日先着 80 名
https://www.jssoc.or.jp/journal/guideline/info20180314.html
<6>日本歯科医学会主催 歯科医療関係者向け研修会
「口腔機能発達不全症の考え方と小児の口腔機能発達評価マニュアルの見かた」
日時：2018 年 5 月 27 日 13：00－16：20
場所：歯科医師会館１階 大会議室
事前登録制となっております．
受付期間：2018 年 4 月 16 日－5 月 18 日
http://www.jads.jp/2018/0413/index.html
<7>第 61 回春季日本歯周病学会学術大会
日時：2018 年 6 月 1－2 日
場所：京王プラザホテル
http://web.apollon.nta.co.jp/jsps61/
<8>第 36 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2018 年 6 月 9－10 日
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/36th/
<9>日本歯科保存学会 2018 年度春季学術大会（第 148 回）
日時：2018 年 6 月 14－15 日
場所：横浜みなとみらいホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jscd148/
<10>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<11>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<12>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<13>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
日時：2018 年 8 月 29 日
場所：歯科医師会館１階大会議室
演題登録締切：2018 年 5 月 25 日
http://www.jads.jp/2018/0412-2/data/bosyuuyoukou30.pdf
<14>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
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Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：2018/4/30
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<15>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：2018 年 6 月 6 日(水) 17:00
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<16>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
<17>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<18>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>感染性心内膜炎予防と治療に関するガイドライン（2017 年改訂版）
日本循環器学会より「感染性心内膜炎予防と治療に関するガイドライン」
（2017 年改訂版）が発行され
ました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_tsutsui_h.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.04.26 「平成 29 年度からの年会費納入について」を更新しました．
http://hotetsu.com/t11.html
2018.04.26 「プロソ'18 若手会員講演公募について」を掲載しました．
http://hotetsu.com/t14.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
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==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.134 May 18, 2018
==================================================================
風薫る 5 月，青空の下こいのぼりが気持ちよく泳いでいます．皆様におかれましても，新年度も始まり
ひと月を終え，生活が少し落ち着いてこられた頃と拝察いたします．私は，この季節になるとすぐに
思い浮かぶのが，江戸時代に山口素堂が詠んだ"目には青葉・山ほとぎす・初鰹"と言う句です．
初物が大好き（見栄っ張り？）な江戸っ子にぴったりはまり喜ばれたと記載されています．
一方，お江戸で 5 月と言うと夏祭りが有名です．神田祭，山王祭，三社祭，鉄砲洲神社，下谷神社，
湯島天神，花園神社など大小の神輿が町中を威勢の良い声とともに練り歩くさまは圧巻です．
"火事と喧嘩は江戸の華"の言葉ではありませんが，祭りで神輿を担ぐさまは，威勢が良いもののたとえ
であったとされています．また，江戸っ子の男性の褒め言葉に"粋で鯔背"という言葉があります．
日本人の心に深く根ざしているかっこよさの概念だと言われています．今だときっと，横文字の
Cool で Smart な人のことを指すのでしょうね．江戸っ子でありながら Cool で Smart になりきれない
私は，時代遅れの"粋で鯔背"を目指して頑張りたいと思います．それでは，柏餅をほおばりながら
メールマガジン No.134 をお届けします．
（文責 月村直樹）
～134 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」若手会員講演公募および企画案
<6>インド補綴学会（IPS）短期留学受け入れ施設募集のご案内
<7>補綴治療に基づく栄養管理の普及促進に向けた「スローガン」募集について
<8>（公社）日本補綴歯科学会東京支部特別講演会
<9>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
<10>平成 30 年度の年会費納入について
<11>各種委員会からのメッセージ－国際渉外委員会－
<12>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
<2>日本歯科医学会主催 歯科医療関係者向け研修会
「口腔機能発達不全症の考え方と小児の口腔機能発達評価マニュアルの見かた」
<3>第 61 回春季日本歯周病学会学術大会
<4>第 36 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<5>日本歯科保存学会 2018 年度春季学術大会（第 148 回）
<6>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<7>日本学術会議歯学委員会・日本歯学系学会協議会共催講演会「歯学・歯科医療の今後の方向性」
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
<10>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
<11>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<12>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<13>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<14>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<15>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>平成 30 年度 8020 研究事業公募について
<2>医療事故調査制度研修会報告書
<3>感染性心内膜炎予防と治療に関するガイドライン（2017 年改訂版）
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
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（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：終了しました
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 九州支部学術大会
日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）
，26 日（日）
会場：熊本県歯科医師会館
熊本県中央区坪井 2-4-15
大会長：浦田健二先生（熊本県歯科医師会会長）
実行委員長：西村正宏先生(鹿大）
準備委員長：西恭宏先生(鹿大）
〇九州支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）13:00～14:00
テーマ：
『補綴歯科関係新規保険収載技術の解説（仮題）
』
講師：調整中
座長：村田比呂司先生(長崎大)
<3>市民フォーラムのお知らせ
●九州支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）10:00～11:00
会場：熊本県歯科医師会館
<4>専門医研修会のお知らせ
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）14:10～16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：
『噛める義歯への多角的アプローチ（仮題）
』
講師：大久保力廣先生（鶴見大） 山下秀一郎先生（東歯大）
座長：古谷野潔先生(九州大)
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」若手会員講演公募および企画案
-----------------------------------------------------------------------------------------（公社）日本補綴歯科学会 「プロソ' 18」若手会員講演公募について
拝啓
麗春の候，貴講座ますますご発展のこととお慶び申し上げます．
平素は格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます．
さて，このたび「プロソ' 18」を下記の要綱で開催させていただきます．
開催日時
：
開催会場
：
メインテーマ：
シンポジウムⅠ
シンポジウムⅡ

平成 30 年 11 月 18 日（日）10：00―17：10（予定）
日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
「インプラント治療における審美修復の Out Come」
審美インプラント治療におけるインプラント埋入条件
審美インプラント治療におけるティッシュマネージメント

つきまして上記課題について，卓越した臨床経験をお持ちの若手会員（概ね 40 歳くらいまで）の講演を
公募させていただきます．
各シンポジウムにつき 2 名，計 4 名（1 演題あたり 20 分程度）を公募させていただきます．
来る 5 月 31 日（木）までに 1 講座 1 名までご推薦をお願い申し上げます．
なお，公募者多数の場合は学術委員会，専門医制度委員会及び大会長により選出させていただきます．
ご了承ください．
公募者は，氏名，所属，年齢，演題，発表内容（100 字程度）
，メールアドレスを記載の上，
上田一彦（kazuhiko@ngt.ndu.ac.jp）までご連絡をお願い申し上げます．
貴講座の益々のご発展を祈念申し上げます．
敬具
平成 30 年 4 月 6 日
学術委員長 馬場 一美
専門医制度委員長 河相 安彦
プロソ' 18 大会長 渡邉 文彦
-----------------------------------------------------------------------------------------公益社団法人日本補綴歯科学会
第 4 回補綴歯科臨床研鑽会 「プロソ' 18」 企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール 400 名

416
開催日
予想参加人数
参加費
担 当

：
：
：
：

2018 年 11 月 18 日(日)
400 名
3,000 円
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦

メインスピーカー
丹野
努 先生 栃木県小山市 丹野歯科医院
佐藤 隆太 先生 日本補綴歯科学会東京支部 SR DENTAL CLINIC
上野 大輔 先生 広島県安芸高田市 上野歯科医院
中田光太郎 先生 京都府京都市 中田歯科クリニック
他 日本補綴歯科学会会員 4 名の先生による会員発表
10:00～10:10 開会式
シンポジウムⅠ 審美インプラント治療におけるインプラント埋入条件
10:10～11:10 講演①メインスピーカー 丹野 努 先生
11:10～12:10 講演②メインスピーカー 佐藤隆太 先生
12:10～12:30 会員講演① 未定（日本補綴歯科学会会員より選出）
12:30～12:50 会員講演② 未定（日本補綴歯科学会会員より選出）
ランチ (展示会場 バフェット)
12:50～13:50
休憩
企業展示
シンポジウムⅡ 審美インプラント治療におけるティッシュマネージメント
13:50～14:10 会員講演③ 未定（日本補綴歯科学会会員より選出）
14:10～14:30 会員講演④ 未定（日本補綴歯科学会会員より選出）
14:30～15:30 講演③メインスピーカー 上野 大輔 先生
15:30～16:30 講演④メインスピーカー 中田光太郎 先生
質疑応答
16:30～17:00
全体質疑応答
閉会式
17:00～17:10 感謝状授与・閉会式
<6>インド補綴学会（IPS）短期留学受け入れ施設募集のご案内
平素よりお世話になっております．
さて，公益社団法人日本補綴歯科学会は，交流協定を結んでおりますインド補綴学会（IPS）より短期留学
受け入れ事業を行っております．下記の通り，今年度は 3 名（男性 3 名，4 週間の滞在希望）の候補者リスト
が送付されております．
つきましては，本会の活動をご理解いただき，留学生の受け入れにご協力していただける施設を募集致し
ます．応募される施設の担当者の方は，受け入れ可能な Candidate を明記した上で（例：Candidate 3 を
受け入れ可能）
，国際渉外委員会幹事 近藤祐介（ r07kondo@fa.kyu-dent.ac.jp ）までご連絡下さい．
応募施設が多数の場合には厳正な審査に基づいて決定されますので，予めご了承ください．
なお，締め切りは 5 月 31 日とさせていただきます．
受け入れ施設の決定後，留学希望者との連絡や受け入れ準備等は各受け入れ施設で行っていただきます．
また，来日の際にはビザの準備などに時間を要しますことを付け加えさせていただきます．
ご理解，ご協力のほど，何卒よろしくお願い致します．
公益社団法人日本補綴歯科学会
委員長 細川隆司
Candidate 1（MALE）
Place: BANGALORE
Choice of field of training
1.Implant Prosthodontics
2. Fixed Prosthodontics
3. Removable Prosthodontics
Duration of stay: 4 weeks
Candidate 2（MALE）
Place: TUMKUR
Choice of field of training
1. Implant Prosthodontics
2. Occlusion
3. Fixed Prosthodontics
Duration of stay: 4 weeks
Candidate 3（MALE）
Place: NEW DELHI

国際渉外委員会
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Choice of field of training
1. Short term research in sleep apnoea
2. Implant Prosthodontics
3. Removable Prosthodontics
Duration of stay: 4 weeks
<7>補綴治療に基づく栄養管理の普及促進に向けた「スローガン」募集について
補綴治療がわが国の高齢者の栄養充足，ひいては健康長寿に貢献することを，学会内外に周知・広告
するスローガンを募集します．
〔応募方法と締切〕
・スローガンは，メール（応募アドレス：slogan@grp.tohoku.ac.jp）でご応募ください．
・メールは，タイトルを「スローガン応募」とし，本文にお考えいただいたスローガン，応募者の
お名前とご所属をお書きください．
・おひとりでいくつご応募いただいても構いません．
・締切は 5 月 31 日です．
詳細は下記 PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180501_124345.pdf
<8>（公社）日本補綴歯科学会東京支部特別講演会
「補綴のプロフェッショナルに聴く」が下記の日程で開催されます．
日時：2018 年 7 月 1 日(日)13:30~16:30
場所：日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180514_192543.pdf
<9>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
来たる 7 月 24 日（火）にロンドンにおいて開催される，IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同
サテライトシンポジウムが開催されます．
テーマ：Preserving natural teeth in the oldest old - What Is The Impact on Quality of Life
and Oral Function?
会 場：British Dental Association, Wimpole Street, London（IADR 会場とは別になります）
内 容：各学会よりの招待講演，口頭発表，ポスター発表，懇親会（軽食）
参加費：50.FN$
会場の席に限りがありますので，下記より事前登録をお願いいたします．
https://www.ccde.ch/en/congresses-and-symposia/satellite-symposium-gorg-for-iadr-london-2018
<10>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該年度
の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するものとする．
」
（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<11>各種委員会からのメッセージ－国際渉外委員会－
国際渉外の『渉外』とは，単に外部との連絡，交渉を意味しますが，法律用語としては，外国に関係・連絡
を持つこと（大辞林）を指すようです．本学会における国際渉外委員会は，まさに海外との連絡，交渉を
担当しています．具体的な業務としては，海外の補綴関連学会との交流について審議し，情報の収集や
その広報・通知を行うとともに，海外の学会との共催学会の企画と運営，海外の補綴関連学会への演者
および役員の推薦，本学会が主催する学術大会への外国講師の招聘や国際フォーラムの企画と運営等を
担当しています．
今回は，岡山の学術大会を目の前に控えていますので，本委員会が担当するプログラムである委員会セミナー
『海外留学支援セミナー -どうすれば海外の大学，研究機関で仕事ができるか？-』
（6 月 17 日（日曜）9 時：
第５会場）についてご紹介致します．本学会の英文誌 JPR に高いインパクトファクターが付与された現在，
海外の研究者や臨床医と対等に競い合うことがごく普通に求められてきています．本委員会セミナーでは，
様々なパターンで海外に出て仕事をし，教育を受けた経験がある先生方にご登壇いただき，個別の事例に
ついてお話を伺うとともに，パネルディスカッションでは，学会が目指すグローバル化への対応や今後の
取り組みについても併せて紹介したいと考えています．真の国際化とは何か？学術研究においては，そも
そも国内・国外の区別は無いのでは？など，早朝から熱い議論をしたいと考えておりますので，ぜひ，
多くの先生にご参加頂ければ幸いです．
本学会は，多くの海外の補綴関連学会と交流があり，様々な連携協定を結んでいます．海外での学会や学術
行事につきましては，随時，メルマガや HP 等で情報提供して行きますので，積極的にご活用頂くと共に，
質問等があれば，ご遠慮なくお尋ね下さい．今後とも国際渉外委員会を宜しくお願い致します．
（文責：細川隆司）
<12>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
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平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>一般社団法人日本外科学会「ご遺体(Cadaver)を使った手術手技研修の実施についての説明会」
第 91 回日本整形外科学会学術総会(第 1 日目)
日時：2018 年 5 月 24 日 18：15－19：15
場所：神戸ポートピアホテル 南館 B1F ルビー
申し込み締切日：5 月 15 日先着 80 名
https://www.jssoc.or.jp/journal/guideline/info20180314.html
<2>日本歯科医学会主催 歯科医療関係者向け研修会
「口腔機能発達不全症の考え方と小児の口腔機能発達評価マニュアルの見かた」
日時：2018 年 5 月 27 日 13：00－16：20
場所：歯科医師会館１階 大会議室
事前登録制となっております．
受付期間：2018 年 4 月 16 日－5 月 18 日
http://www.jads.jp/2018/0413/index.html
<3>第 61 回春季日本歯周病学会学術大会
日時：2018 年 6 月 1－2 日
場所：京王プラザホテル
http://web.apollon.nta.co.jp/jsps61/
<4>第 36 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2018 年 6 月 9－10 日
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/36th/
<5>日本歯科保存学会 2018 年度春季学術大会（第 148 回）
日時：2018 年 6 月 14－15 日
場所：横浜みなとみらいホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jscd148/
<6>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<7>日本学術会議歯学委員会・日本歯学系学会協議会共催講演会「歯学・歯科医療の今後の方向性」
日時：2018 年 6 月 27 日 14：30－16：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下 1 階 九段ホール
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
<8>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<9>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<10>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
日時：2018 年 8 月 29 日
場所：歯科医師会館１階大会議室
演題登録締切：2018 年 5 月 25 日
http://www.jads.jp/2018/0412-2/data/bosyuuyoukou30.pdf
<11>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
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委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<12>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：2018 年 6 月 6 日(水) 17:00
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<13>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
<14>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<15>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>平成 30 年度 8020 研究事業公募について
平成 30 年度 8020 研究事業公募の受付が 6 月 1 日から 7 月 31 日まで行われます．
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<2>医療事故調査制度研修会報告書
日本歯科医学会連合・日本歯科医学会より「医療事故調査制度研修会」報告書が発行されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180502_090947.pdf
<3>感染性心内膜炎予防と治療に関するガイドライン（2017 年改訂版）
日本循環器学会より「感染性心内膜炎予防と治療に関するガイドライン」
（2017 年改訂版）が発行されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_tsutsui_h.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.05.10 「支部活動(九州支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#kyushu
2018.05.10 「生涯学習公開セミナーのお知らせ(九州支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_03.html#300826
2018.05.10 「専門医研修会のお知らせ(九州支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_06.html#300526
2018.05.10 「市民フォーラムのお知らせ（九州支部）
」を更新しました．
http://hotetsu.com/p7.html#300826
2018.05.02 補綴治療に基づく栄養管理の普及促進に向けた「スローガン」募集についてを掲載しました．
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http://hotetsu.com/t15.html
2018.05.02 「Letter for Members 62 号」を掲載しました．
http://hotetsu.com/s4_02.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================

421
JPS メールマガジン No.135 June 1, 2018
==================================================================
５月の連休はいかがお過ごしでしたか？私は，母の日に合わせ，熱海に温泉旅行に行きました．
皆様の熱海の印象はどのようなものでしょうか？昭和感満載の温泉街のイメージが強いと思いますが，
ここ数年，リニューアル・リノベーションが進み，若い人たちも集まるようになってきました．
是非，機会があれば訪ねてみてください．
６月には，補綴学会学術大会が岡山で行われます．発表をご予定されている先生，学会準備をされて
いる先生は，準備に忙しいことと存じます．素敵な学術大会になることをお祈りしております．
７・８月には夏季休暇．夏休みのご予定を立てるのもお忘れなく！
それでは，メールマガジン 135 号をお送りします．今回は，鶴見大学有床義歯学講座の新保先生の
留学記もあります．お楽しみください．
（文責 重田優子）
～135 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
<6>（公社）日本補綴歯科学会東京支部特別講演会
<7>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
<8>平成 30 年度の年会費納入について
<9>今月のこの人 ~新保秀仁先生（南カリフォルニア大学留学）~
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>第 61 回春季日本歯周病学会学術大会
<2>第 36 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<3>日本歯科保存学会 2018 年度春季学術大会（第 148 回）
<4>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<5>日本学術会議歯学委員会・日本歯学系学会協議会共催講演会「歯学・歯科医療の今後の方向性」
<6>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<7>第 43 回組織細胞化学講習会
<8>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
<9>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<10>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<11>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<12>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<13>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>「再生医療サポート保険（自由診療）の新規加入受付」のご案内＜6/15 受付締切＞
<2>臨床研究法の施行等に関する Q＆A について
<3>Altmetrics の表示開始（J-STAGE）
<4>WHO ICD-11 関連情報
<5>医歯薬系の学会報告検索サービス「Where」について
<6>平成 30 年度 8020 研究事業公募について
<7>医療事故調査制度研修会報告書
<8>感染性心内膜炎予防と治療に関するガイドライン（2017 年改訂版）
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：終了しました
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<2>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 九州支部学術大会
日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）
，26 日（日）
会場：熊本県歯科医師会館
熊本県中央区坪井 2-4-15
大会長：浦田健二先生（熊本県歯科医師会会長）
実行委員長：西村正宏先生(鹿大）
準備委員長：西恭宏先生(鹿大）
〇九州支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）13:00～14:00
会場： 熊本県歯科医師会館
テーマ：
『補綴歯科関係新規保険収載技術の解説（仮題）
』
講師：調整中
座長：村田比呂司先生(長崎大)
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
〇東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14（日）午後
会場：北海道自治労会館
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28(日) 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日）
会場：ラマダホテル新潟
新潟市中央区弁天 1-2-4
●平成 30 年度 中国・四国支部学術大会
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土)，2(日)
会場：徳島大学：大塚講堂
徳島市蔵本町 3-18-15
〇中国・四国支部生涯学習セミナー
日時： 平成 30 年 9 月 1 日(土)
会場： 徳島大学：大塚講堂
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土) 15：30～， 2 日(日) 10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日) 13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：大臼歯を含めた CAD/CAM 冠の基礎と臨床（仮題）
講師：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<3>市民フォーラムのお知らせ
●九州支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）10:00～11:00
会場：熊本県歯科医師会館
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）

午後
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会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土) 14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：オーラルフレールと補綴（仮題）
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<4>専門医研修会のお知らせ
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）14:10～16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：噛める義歯への多角的アプローチ（仮題）
座長：古谷野潔先生(九州大)
講師：大久保力廣先生（鶴見大） 山下秀一郎先生（東歯大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<6>（公社）日本補綴歯科学会東京支部特別講演会
「補綴のプロフェッショナルに聴く」が下記の日程で開催されます．
日時：2018 年 7 月 1 日(日)13:30~16:30
場所：日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180514_192543.pdf
<7>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
来たる 7 月 24 日（火）にロンドンにおいて開催される，IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同
サテライトシンポジウムが開催されます．
テーマ：Preserving natural teeth in the oldest old - What Is The Impact on Quality of Life
and Oral Function?
会 場：British Dental Association, Wimpole Street, London（IADR 会場とは別になります）
内 容：各学会よりの招待講演，口頭発表，ポスター発表，懇親会（軽食）
参加費：50.FN$
会場の席に限りがありますので，下記より事前登録をお願いいたします．
https://www.ccde.ch/en/congresses-and-symposia/satellite-symposium-gorg-for-iadr-london-2018
<8>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<9>今月のこの人 ~新保秀仁先生（南カリフォルニア大学留学）~
2016 年 11 月 1 日～2017 年 10 月 4 日の期間で南カリフォルニア大学歯学部（USC, Herman Ostrow school of
Dentistry, University of Southern California）に留学し，Removable section chair である
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Dr. Tae Hyung Kim のもと，CAD/CAM 技術を応用した可撤性補綴装置に関して研修してきました．
USC は 1897 年に設立され，学業だけでなく，著名な映画監督や多数のオリンピックメダリストを輩出し
ている名門校です．歯科分野でも多くの著名な臨床家や研究者の出身校であり，特に補綴学分野では
ナソロジーの発祥として知られています．廊下に飾られた咬合器の数々は，補綴医であれば誰もが夢中
になることと思います．留学中，多くの時間は有床義歯補綴学の教育に参加させて頂きました．
教育に対して，積極的な IT 化が構築されており，病院内には学生教育のための CAD/CAM センターまで
設立されていました．CAD/CAM による義歯の製作はまだ発展の余地がありますが，近い将来，日本でも
有床義歯補綴分野における CAD/CAM 技術の介入は急速に拡大することが予想され，学部教育への導入，
臨床，研究を積極的に行うべきと考えています．
<10>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>第 61 回春季日本歯周病学会学術大会
日時：2018 年 6 月 1－2 日
場所：京王プラザホテル
http://web.apollon.nta.co.jp/jsps61/
<2>第 36 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2018 年 6 月 9－10 日
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/36th/
<3>日本歯科保存学会 2018 年度春季学術大会（第 148 回）
日時：2018 年 6 月 14－15 日
場所：横浜みなとみらいホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jscd148/
<4>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<5>日本学術会議歯学委員会・日本歯学系学会協議会共催講演会「歯学・歯科医療の今後の方向性」
日時：2018 年 6 月 27 日 14：30－16：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館 地下 1 階 九段ホール
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
<6>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<7>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2 日－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<8>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
日時：2018 年 8 月 29 日
場所：歯科医師会館１階大会議室
演題登録締切：終了しました
http://www.jads.jp/2018/0412-2/data/bosyuuyoukou30.pdf
<9>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
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Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<10>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：2018 年 6 月 6 日(水) 17:00
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<11>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
<12>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費
となります．
<13>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>「再生医療サポート保険（自由診療）の新規加入受付」のご案内＜6/15 受付締切＞
再生医療推進ネットワーク協議会において日本補綴歯科学会の代表者を務めております東北大学の
江草です．この度，本協議会より「再生医療サポート保険（自由診療）の新規加入受付」について
案内がありましたので，お知らせいたします．
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://www.jsrm.jp/insurance/treatment/
<2>臨床研究法の施行等に関する Q＆A について
臨床研究法に関連して「臨床研究法の施行等に関する Q＆A について（その３）
」が厚生労働省のホーム
ページに掲載されました．
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<3>Altmetrics の表示開始（J-STAGE）
J-STAGE では，試行的な取り組みとして平成 30 年 5 月 26 日（土）より一部の資料の書誌画面に Altmetrics
（オルトメトリクス）の表示を行います．Altmetrics とは，ソーシャルメディアでの言及，マスメディア
での報道など，社会的な影響を加味した学術論文の評価指標です．
詳細は下記の PDF をご覧ください．
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_release_altmetrics.pdf
<4>WHO ICD-11 関連情報
情報の詳細は下記の HP または PDF をご覧ください．
・WHO ICD-11β 版に関する変更の周知（Notification）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180516_185328.pdf
・本年 5 月の執行理事会への事務局長報告（4/9 付）
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB143/B143_13-en.pdf
・ICD-11 へのリンク
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最新版：https://icd.who.int/dev11/l-m/en
最新フローズン版（4 月 4 日付）
：https://icd.who.int/browse11_2018-04-04/l-m/en
<5>医歯薬系の学会報告検索サービス「Where」について
特色は，対象が約 4,000 学会の広い分野で，現時点でのデータは 3 年分で 100 万件を迅速に情報収集
できることです．目的は，医療の分野の専門知識が必要な研究課題などにあたるとき，幅広い情報を
容易に収集でき，研究の効率に資するためです．
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.japic.or.jp/whatsnew/index.php?mod=show&id=409
<6>平成 30 年度 8020 研究事業公募について
平成 30 年度 8020 研究事業公募の受付が 6 月 1 日から 7 月 31 日まで行われます．
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<7>医療事故調査制度研修会報告書
日本歯科医学会連合・日本歯科医学会より「医療事故調査制度研修会」報告書が発行されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180502_090947.pdf
<8>感染性心内膜炎予防と治療に関するガイドライン（2017 年改訂版）
日本循環器学会より「感染性心内膜炎予防と治療に関するガイドライン」
（2017 年改訂版）が発行され
ました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2017_tsutsui_h.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.05.24 Asian Academy of Prosthodontics (AAP)の抄録締切延長について
http://hotetsu.com/files/files_250.pdf
2018.05.17 「その他各種委員会刊行物」を更新しました．
http://hotetsu.com/s4_04.html
2018.05.17 支部学術大会の日程を掲載しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.136 June 15, 2018
==================================================================
いよいよ春の学会シーズン到来ということで，このメルマガが配信されるのは本学会学術大会の開催初日です．ほぼ１カ月前
には，ある団体の会議に出席するため京都に１泊２日滞在しました．空港バスが発着する京都駅八条口と，会議場の駅前ホテ
ル，数軒となりの宿泊先ホテルからなる点と線のみの旅でしたが，驚いたのは外国人旅行客が街にあふれていることでした．
アジア系が最も多いのですが，聞きなれない言語を話す欧州か南米の人も少なくなかったようです．海外からのインバウンド
は日本経済の活性化によいことなのでしょうが，そのせいか最近，学会出張に利用するホテルの予約が取りづらく，料金が異
常に高騰しているのは困ったものです．そのうち，学術大会なども現地に集合することなく，Web 会議のような方式で開催さ
れる日がくるかもしれませんが，それはそれで味気ないでしょうね．では，メールマガジン No.136 をお届けします．
（文責
菊池雅彦）
～136 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ’18」企画案
<6>（公社）日本補綴歯科学会東京支部特別講演会
<7>JPR 編集査読システムの EVISE への移行について
<8>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
<9>平成 30 年度の年会費納入について
<10>各種委員会からのメッセージ－用語検討委員会－
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯科保存学会 2018 年度春季学術大会（第 148 回）
<2>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
<3>日本スポーツ歯科医学会第 29 回総会・学術大会
<4>日本学術会議歯学委員会・日本歯学系学会協議会共催講演会「歯学・歯科医療の今後の方向性」
<5>第 31 回日本顎関節学会総会・学術大会／第 23 回日本口腔顔面痛学会学術大会／第 33 回日本歯科心身医学会総会・学術大
会
<6>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<7>健康日本 21 推進全国連絡協議会 平成 30 年度第 1 回分科会
<8>第 43 回組織細胞化学講習会
<9>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
<10>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
<11>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<12>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<13>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<14>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<15>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>平成 30 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルについて
<2>日本医療安全調査機構・提言第 4 号「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析」並びに「医
療事故調査制度の現況報告（平成 30 年 5 月分）
」
<3>日中笹川医学奨学金制度第４１期研究者募集について
<4>「再生医療サポート保険（自由診療）の新規加入受付」のご案内＜6/15 受付締切＞
<5>臨床研究法の施行等に関する Q＆A について
<6>Altmetrics の表示開始（J-STAGE）
<7>WHO ICD-11 関連情報
<8>医歯薬系の学会報告検索サービス「Where」について
<9>平成 30 年度 8020 研究事業公募について
<10>医療事故調査制度研修会報告書
【４．その他のお知らせ】
<1>HP 更新内容
<2>各支部 HP
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>（公社）日本補綴歯科学会 第 127 回学術大会
http://www.med-gakkai.org/jps127/
開催日程 平成 30 年 6 月 15 日（金）～17 日（日）
開催場所 岡山コンベンションセンター，ホテルグランヴィア岡山
開催テーマ：
「補綴歯科の挑戦と進化」
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大会長：皆木省吾
実行委員長：原 哲也
準備委員長：西川悟郎
（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野）
演題締切：終了しました
事前参加申込締切：終了しました
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 九州支部学術大会
日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）
，26 日（日）
会場：熊本県歯科医師会館
熊本県中央区坪井 2-4-15
大会長：浦田健二先生（熊本県歯科医師会会長）
実行委員長：西村正宏先生(鹿児島大）
準備委員長：西恭宏先生(鹿児島大）
〇九州支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）13:00～14:00
会場： 熊本県歯科医師会館
テーマ：
『補綴歯科関係新規保険収載技術の解説（仮題）
』
座長：村田比呂司先生(長崎大)
講師：南弘之先生(鹿児島大)
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
〇東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14（日）午後
会場：北海道自治労会館
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長： 武部純先生（愛院大）
実行委員長： 尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長： 熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28(日) 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長： 小野高裕先生（新潟大）
準備委員長： 堀一浩先生（新潟大）
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日）
会場：ラマダホテル新潟
新潟市中央区弁天 1-2-4
●平成 30 年度 中国・四国支部学術大会
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土)，2(日)
会場：徳島大学：大塚講堂
徳島市蔵本町 3-18-15
〇中国・四国支部生涯学習セミナー
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土)
会場：徳島大学：大塚講堂
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土) 15：30～， 2 日(日)
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日) 13：30～15：30

10：00～11：40
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会場：金沢市アートホール
テーマ：大臼歯を含めた CAD/CAM 冠の基礎と臨床（仮題）
講師：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<3>市民フォーラムのお知らせ
●九州支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）10:00～11:00
会場：熊本県歯科医師会館
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土) 14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：オーラルフレールと補綴（仮題）
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<4>専門医研修会のお知らせ
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）14:10～16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：噛める義歯への多角的アプローチ（仮題）
座長：古谷野潔先生(九州大)
講師：大久保力廣先生（鶴見大） 山下秀一郎先生（東歯大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ’18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<6>（公社）日本補綴歯科学会東京支部特別講演会
「補綴のプロフェッショナルに聴く」が下記の日程で開催されます．
日時：2018 年 7 月 1 日(日)13:30~16:30
場所：日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180514_192543.pdf
<7>JPR 編集査読システムの EVISE への移行について
平成 30 年 6 月 13 日から JPR 編集査読システムが EVISE に移行いたします．
------------------------------Journal of Prosthodontic Research will be set live on EVISE on June 13th, 2018 to accept new author
submissions.
The URL of the EVISE site will be: https://www.evise.com/profile/api/navigate/JPOR
Dual System Approach
A dual system approach is taken when a journal moves from EES to EVISE. This means that manuscripts submitted to
EES that are already in the editorial process will continue to be managed using EES until a final decision has
been made.
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The EES site will be closed to new submissions and authors directed to the EVISE site. These new manuscripts will
be processed via EVISE.
EVISE Support
If you have not already done so, please visit our Elsevier Support Center where you will find links to our
YouTube channel and the EVISE e-learning platform.
-----------------------------<8>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
来たる 7 月 24 日（火）にロンドンにおいて開催される，IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
が開催されます．
テーマ：Preserving natural teeth in the oldest old - What Is The Impact on Quality of Life and Oral Function?
会 場：British Dental Association, Wimpole Street, London（IADR 会場とは別になります）
内 容：各学会よりの招待講演，口頭発表，ポスター発表，懇親会（軽食）
参加費：50.FN$
会場の席に限りがありますので，下記より事前登録をお願いいたします．
https://www.ccde.ch/en/congresses-and-symposia/satellite-symposium-gorg-for-iadr-london-2018
<9>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該年度の 5 月末まで
に納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するものとする．
」
（会員の種別等の取扱い規程
第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<10>各種委員会からのメッセージ－用語検討委員会－
今期の委員会では理事長の指示の元，2019 年前半までに歯科補綴学専門用語集の第５版を発刊することをミッションの一つと
して活動しているので，その活動を中心にご紹介いたします．
たまたま今期の委員会で改訂のタイミングとなりましたが，前期の委員会から用語集については検討が重ねられておりました
ので，最初の委員会ではその申し送りを確認しました．
「用語の削除は安易に行わない事」という申し送りは私にとっては意外
でしたが，委員会を進めていくうちに，その申し送りの重要性を再認識しました．昔の文献を読む際には，今，ネットで調べ
ても分からないような用語がたくさん出てきます．ですから本学会の用語集では学問的に重要な用語を安易に消し去ることは
できません．一方，現在，日本歯科医学会はその用語集を改訂しており，本学会に対して用語選定の照会がありますので，そ
の動きも認識しつつ，かつ補綴の矜持を胸に，他会への対応を行う必要があります．また共用試験や国家試験の問題にも目を
配り，英文では The Glossary of Prosthodontic Terms Ninth Edition (GPT-9)との整合性もとる必要があります．ですから
昨年は前期の申し送りに加えて全用語の GPT-9 との整合性を精査したうえで、用語集に対するパブリックコメントをこのメル
マガ等を通じて募集し，それらの意見を盛り込んだ上で，多くの専門家に全 1082 結 u 梺｢陵儻譴虜再匹魏・瓩討ｴ蠅い靴泙靴拭
テ瓜・某卦・悩寨縦蠅吏・官語についても数名の専門家に執筆をお願いして，委員会は現在それらの結果を取り纏めている真
っただ中にあります．今年の秋にはメルマガや社員メールでパブリックコメントを求めていきますので，より素晴らしい用語
集第 5 版を発行できるよう，その際は積極的なご意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます．今後とも用語検討委員会
をよろしくお願いいたします．（文責：西村正宏）
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること（施行日：平成
30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降
となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホーム
ページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯科保存学会 2018 年度春季学術大会（第 148 回）
日時：2018 年 6 月 14－15 日
場所：横浜みなとみらいホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jscd148/
<2>第 29 回日本老年歯科医学会学術大会
日時：2018 年 6 月 22－23 日
場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館，大井町駅すぐ）
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：終了しました
http://web.apollon.nta.co.jp/gero29/
<3>日本スポーツ歯科医学会第 29 回総会・学術大会
日時：2018 年 6 月 23－24 日
場所：トークネットホール仙台（仙台市民会館）
http://www.tohoku-kyoritz.jp/jasd29/
<4>日本学術会議歯学委員会・日本歯学系学会協議会共催講演会「歯学・歯科医療の今後の方向性」
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日時：2018 年 6 月 27 日 14：30－16：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念館
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html

地下 1 階 九段ホール

<5>第 31 回日本顎関節学会総会・学術大会／第 23 回日本口腔顔面痛学会学術大会／第 33 回日本歯科心身医学会総会・学術大
会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：北九州国際会議場
http://www.jstj31.com/
<6>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<7>健康日本 21 推進全国連絡協議会 平成 30 年度第 1 回分科会
～医科歯科連携による受動喫煙防止と禁煙対策～
日時：2018 年 8 月 1 日
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
事前申込締切：2018 年 7 月 10 日
http://www.jda.or.jp/info/2018_02.html
<8>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<9>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
日時：2018 年 8 月 17－18 日
場所：ラディソンホテル成田
https://endodontics.conferenceseries.com/
<10>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
日時：2018 年 8 月 29 日
場所：歯科医師会館１階大会議室
演題登録締切：終了しました
http://www.jads.jp/2018/0412-2/data/bosyuuyoukou30.pdf
<11>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP) に関
しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker
Session（口演）
，ポスターセッションなどが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致しま
す．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<12>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<13>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
<14>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
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日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<15>第 24 回日本歯科医学会学術大会（総会）
日時：2021 年 9 月 23－25 日
場所：パシフィコ横浜
併催行事：日本デンタルショー
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20171215_091019.pdf
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>平成 30 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルについて
厚生労働省によります平成 30 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルが下記の URL に公開されております．
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf
<2>日本医療安全調査機構・提言第 4 号「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析」並びに「医
療事故調査制度の現況報告（平成 30 年 5 月分）
」
日本医療安全調査機構より医療事故の再発防止に向けた提言第 4 号「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る
死亡事例の分析」並びに「医療事故調査制度の現況報告（平成 30 年 5 月分）
」が公開されております．
詳細は下記 HP をご覧ください．
https://www.medsafe.or.jp/
<3>日中笹川医学奨学金制度第４１期研究者募集について
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.jpcnma.or.jp/project/sasakawa/requirements_41/
<4>「再生医療サポート保険（自由診療）の新規加入受付」のご案内＜6/15 受付締切＞
再生医療推進ネットワーク協議会において日本補綴歯科学会の代表者を務めております東北大学の江草です．この度，本協議
会より「再生医療サポート保険（自由診療）の新規加入受付」について案内がありましたので，お知らせいたします．
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://www.jsrm.jp/insurance/treatment/
<5>臨床研究法の施行等に関する Q＆A について
臨床研究法に関連して「臨床研究法の施行等に関する Q＆A について（その３）
」が厚生労働省のホームページに掲載されまし
た．
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<6>Altmetrics の表示開始（J-STAGE）
J-STAGE では，試行的な取り組みとして平成 30 年 5 月 26 日（土）より一部の資料の書誌画面に Altmetrics（オルトメトリク
ス）の表示を行います．Altmetrics とは，ソーシャルメディアでの言及，マスメディアでの報道など，社会的な影響を加味し
た学術論文の評価指標です．詳細は下記の PDF をご覧ください．
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_release_altmetrics.pdf
<7>WHO ICD-11 関連情報
情報の詳細は下記の HP または PDF をご覧ください．
・WHO ICD-11β 版に関する変更の周知（Notification）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180516_185328.pdf
・本年 5 月の執行理事会への事務局長報告（4/9 付）
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB143/B143_13-en.pdf
・ICD-11 へのリンク
最新版：https://icd.who.int/dev11/l-m/en
最新フローズン版（4 月 4 日付）
：https://icd.who.int/browse11_2018-04-04/l-m/en
<8>医歯薬系の学会報告検索サービス「Where」について
特色は，対象が約 4,000 学会の広い分野で，現時点でのデータは 3 年分で 100 万件を迅速に情報収集できることです．目的
は，医療の分野の専門知識が必要な研究課題などにあたるとき，幅広い情報を容易に収集でき，研究の効率に資するためで
す．
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.japic.or.jp/whatsnew/index.php?mod=show&id=409
<9>平成 30 年度 8020 研究事業公募について
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平成 30 年度 8020 研究事業公募の受付が 6 月 1 日から 7 月 31 日まで行われます．
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.8020zaidan.or.jp/research/kenkyu-koubo.html
<10>医療事故調査制度研修会報告書
日本歯科医学会連合・日本歯科医学会より「医療事故調査制度研修会」報告書が発行されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180502_090947.pdf
◆４．その他のお知らせ=================================================
<1>HP 更新内容
2018.06.07 「規定集」を更新しました．
http://hotetsu.com/s1_04.html
2018.06.07 「その他各種委員会刊行物」を更新しました．
http://hotetsu.com/s4_04.html
2018.05.31 第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ’18」を掲載しました．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
2018.05.31 専門医研修会(東海支部)の日程を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_06.html#301028
2018.05.31 生涯学習公開セミナーのお知らせ(九州支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_03.html#300826
2018.05.31 「支部活動(関越支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#kanetsu
2018.05.31 「支部活動(東海支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#tokai
2018.05.31 「支部活動(九州支部)」を更新しました．
http://hotetsu.com/s3_02.html#kyushu
<2>各支部 HP
東北・北海道支部（http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html）
関越支部（http://www.hotetsu.com/kannetsu/index.html）
東関東支部（http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/index.html）
東京支部（http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html）
西関東支部（http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html）
東海支部（http://www.hotetsu.com/tokai/index.html）
関西支部（http://www.hotetsu.com/kansai/index.html）
中国・四国支部（http://www.hotetsu.com/chushikoku/index.html）
九州支部（http://www.hotetsu.com/kyusyu/index.html）

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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近畿地方周辺に在住の学会員の皆様へ，この度の大きな地震にあたり，心よりお見舞い申し上げます．
その後も余震が続いており，このメールマガジン 137 巻の発行日，6 月 29 日も依然余震が続いているも
のと推察いたします．くれぐれもお気をつけくださいますようお願い申し上げます．近畿地方の学会
員の皆様が一日も早く平穏な生活を取り戻されますよう祈念いたしております．
岡山での学会は，岡山大学の皆木省吾大会長の教室の主管のもと，すばらしく充実したものでした．
中でも，特に斬新だったのは QR コードを取り入れた Google フォームでの質問の受付でした．以前より
もはるかに率直な質問が出て，実質的な討論ができていたように感じました．このようなシステムの
取入れによって，学会がさらにアクチベートされることは本当に良いことです．主管校，学術委員会
など大会の企画，運営の関係の先生方のご尽力に敬意と感謝を表したいと存じます．
それでは，メールマガジン 137 号をお送りします．今回は，私の隣の教室のマドンナ，福岡歯科大学
咬合修復学講座有床義歯学分野の馬場浩乃先生の留学記もございます．
どうぞご堪能ください．
（文責 松浦尚志）
～137 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>第 127 回学術大会終了のご挨拶
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
<6>（公社）日本補綴歯科学会東京支部特別講演会
<7>JPR 編集査読システムの EVISE への移行について
<8>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
<9>平成 30 年度の年会費納入について
<10>今月のこの人 ~馬場浩乃先生（トゥルク大学留学）~
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>第 31 回日本顎関節学会総会・学術大会／第 23 回日本口腔顔面痛学会学術大会／第 33 回日本歯科心身
医学会総会・学術大会
<2>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
<3>健康日本 21 推進全国連絡協議会 平成 30 年度第 1 回分科会
<4>第 43 回組織細胞化学講習会
<5>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
<6>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
<7>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<8>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<9>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<10>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<11>Indian Prosthodontic Society （IPS）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>日本歯学系学会協議会シンポジウムのプロシーディング公開について
<2>「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」第 10 回改訂分類（ICD-10）の一部改正の適用による
死因統計への影響について
<3>平成 30 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルについて
<4>日本医療安全調査機構・提言第 4 号「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡
事例の分析」並びに「医療事故調査制度の現況報告（平成 30 年 5 月分）
」
<5>日中笹川医学奨学金制度第４１期研究者募集について
<6>WHO ICD-11 関連情報
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>第 127 回学術大会終了のご挨拶
公益社団法人 日本補綴歯科学会会員の皆様
日本補綴歯科学会第 127 回学術大会を 6 月 15 日～6 月 17 日に晴れの国岡山にて開催させていただきました．
会員の皆様のご支援，ご協力により多数の演題のご応募をいただき，また約 2,300 名の皆様にご来場
いただき，盛会裏に終了することができました．略儀ながら（本大会関連の最後の経費節減として）
メールにて，会員の皆様に御礼申し上げます．
本大会は，市川理事長の掲げる「補綴歯科の挑戦と進化」というテーマのもと，馬場学術委員会ならび
に細川国際渉外委員会に御企画頂きました．海外特別講演，国際シンポジウム，臨床リレーセッション，
新たな医療安全対策推進セッション，専門医研修会，委員会セミナーをはじめとする多種のセミナー，
日中韓セミナー，イブニングセッション等々，いずれも充実した素晴らしい企画であったと感じること
ができました．ありがとうございました．

435
また，特に新しい「Active な参加を楽しめる」よう Google フォームを利用したシステムをご企画・試行・
実施下さった学術委員会委員の皆様，三カ国に関する調整をぎりぎりまで大変なご努力でお進め下さった
小見山 道先生に深く感謝申し上げます．さらに，学術大会の本質を作り上げてくださる優秀な研究発表
を頂いた会員の皆様にもあらためて深く御礼申し上げます．
本大会は久々に現地コンベンションにより運営することとなりましたが，会場その他現地の情報に精通
した同社スタッフのご協力により非常に円滑な運営を体感できました．想定外の出来事にも円滑に真摯
に対応くださった同社スタッフおよび日本旅行スタッフの皆様に大変感謝しております．
会員の皆様方にご満足いただけますようスタッフ一同精一杯準備をしてまいりましたが，大会期間中に
は何かとご不便，ご迷惑をおかけしたのではと存じます．一同の努力に免じてどうぞ御寛容賜りますよ
うお願い申し上げます．
次回第 128 回学術大会は，北海道大学の横山敦郎教授を大会長として札幌コンベンションセンターで
開催される予定です．素晴らしい北の大地に皆様と共に集えることを楽しみに致しております．
末筆ながら，本会の益々の発展とともに会員皆様のご健勝を心からご祈念申し上げます．
公益社団法人 日本補綴歯科学会第 127 回学術大会
大会長
皆木省吾
実行委員長 原 哲也
準備委員長 西川悟郎
（岡山大学咬合・有床義歯補綴学分野）
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 九州支部学術大会
日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）
，26 日（日）
会場：熊本県歯科医師会館
熊本県中央区坪井 2-4-15
大会長：浦田健二先生（熊本県歯科医師会会長）
実行委員長：西村正宏先生(鹿児島大）
準備委員長：西恭宏先生(鹿児島大）
〇九州支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）13:00～14:00
会場： 熊本県歯科医師会館
テーマ：
『補綴歯科関係新規保険収載技術の解説（仮題）
』
座長：村田比呂司先生(長崎大)
講師：南弘之先生(鹿児島大)
●平成 30 年度 中国・四国支部学術大会
日時： 平成 30 年 9 月 1 日(土)，2(日)
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
徳島市蔵本町 3-18-15
大会長： 佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
準備委員長： 渡邉恵先生（徳島大）
○中国・四国支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習セミナー1
日時： 平成 30 年 9 月 1 日(土) 14：00～15：00
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ： 補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講師： 田中昌博先生（大歯大）
生涯学習セミナー2
日時： 平成 30 年 9 月 2 日(日) 9：20～10：50
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ： 補綴歯科の考え方は地域包括ケアシステムの中でどう生きるか
講師： 深井穫博先生（深井保健科学研究所） 服部佳功先生（東北大）
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
〇東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14（日）午後
会場：北海道自治労会館
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長： 武部純先生（愛院大）
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実行委員長： 尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長： 熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28(日) 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長： 小野高裕先生（新潟大）
準備委員長： 堀一浩先生（新潟大）
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日） 14：00～16：00
会場：ラマダホテル新潟
新潟市中央区弁天 1-2-4
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土) 15：30～， 2 日(日) 10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日) 13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：大臼歯を含めた CAD/CAM 冠の基礎と臨床（仮題）
講師：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<3>市民フォーラムのお知らせ
●九州支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）10:00～11:00
会場：熊本県歯科医師会館
●中国・四国支部 市民フォーラム
日時： 平成 30 年 9 月 2 日(日) 14：00～15：30
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ： 学びましょう お口の健康について －補綴歯科とオーラルリハビリテーション－
講師： 佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
パネラー： 住友雅人先生（日本歯科医学会会長） 大西英治先生（徳島県東部保健福祉局長）
河野文昭先生（徳島大） チーム娘にゃんドル
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土) 14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：オーラルフレールと補綴（仮題）
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<4>専門医研修会のお知らせ
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）14:10～16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：噛める義歯への多角的アプローチ（仮題）
座長：古谷野潔先生(九州大)
講師：大久保力廣先生（鶴見大） 山下秀一郎先生（東歯大）
●中国・四国支部 専門医研修会
日時： 平成 30 年 9 月 2 日(日) 11：00～13：00
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
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テーマ： 補綴歯科治療の評価・検査をこう役立たせる
講師： 宮地建夫先生（歯科診療室新宿 NS） 皆木省吾先生（岡山大） 安部倉仁先生（広島大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<6>（公社）日本補綴歯科学会東京支部特別講演会
「補綴のプロフェッショナルに聴く」が下記の日程で開催されます．
日時：2018 年 7 月 1 日(日)13:30~16:30
場所：日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180514_192543.pdf
<7>JPR 編集査読システムの EVISE への移行について
平成 30 年 6 月 13 日から JPR 編集査読システムが EVISE に移行いたします．
<8>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
来たる 7 月 24 日（火）にロンドンにおいて開催される，IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同
サテライトシンポジウムが開催されます．
テーマ：Preserving natural teeth in the oldest old - What Is The Impact on Quality of Life
and Oral Function?
会 場：British Dental Association, Wimpole Street, London（IADR 会場とは別になります）
内 容：各学会よりの招待講演，口頭発表，ポスター発表，懇親会（軽食）
参加費：50.FN$
会場の席に限りがありますので，下記より事前登録をお願いいたします．
https://www.ccde.ch/en/congresses-and-symposia/satellite-symposium-gorg-for-iadr-london-2018
<9>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し
上げます．
<10>今月のこの人
~福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野 馬場浩乃先生（トゥルク大学留学）~
私はフィンランド，トゥルク大学の Turku Clinical Biomaterials Centre (TCBC) へ一年間を留学し
ました．フィンランドは北欧四か国のうちの一つであり，日本とは一番近い距離にあるヨーロッパです．
トゥルクはフィンランド第三の都市で，首都ヘルシンキより車で西へ二時間ほど走ったところにあります．
TCBC では私の研究テーマである義歯床用材料について様々な研究をしました．当時 TCBC には留学生含め
13 人の研究者がいましたが，チーム全体で研究を進めていくのではなく，個人が各々の研究をしていま
した．ラボスペースの掃除が徹底されており，みんなマニュアル通り綺麗に使うのでいつもきれいな
研究室でした．一年を通して義歯床用材料の機械的性質について，色々な材料で調べました．TCBC の
メンバーともたくさんの意見交換が毎日行われ，驚くほどたくさんの知識，考え方を吸収することが
できました．
フィンランドは緯度が高いため年間を通して寒く，夏は白夜，冬は極夜という環境です．サウナが有名
で，研究が終わった後や休日にたくさん連れて行ってもらいました．夏に全然日が沈まない中，時間
の感覚も忘れサウナつきのコテージでのんびり過ごす夜はとても最高でした．冬は九州から出たこと
のない私には想像もつかないくらい寒かったですが，北極圏の方でオーロラを見ることができました．
フィンランド人は一見寡黙ですが心優しい人ばかりで，なんとなく日本人に似た性質を持っているよ
うな気がしました．
全く環境の違う異国で一年間生活し，辛いこともたくさんありましたが暖かい人たちに囲まれ，励ま
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され，乗り越え，こうして無事帰ってこれたことはとても幸せなことです．これからたくさんの先生
方が海外へ留学し，その経験を日本の歯科医療に貢献してくれることを切に願っております．
<11>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限
が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれまして
は，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>第 31 回日本顎関節学会総会・学術大会／第 23 回日本口腔顔面痛学会学術大会／第 33 回日本歯科心身
医学会総会・学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：北九州国際会議場
http://www.jstj31.com/
<2>第 39 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2018 年 7 月 7－8 日
場所：福岡国際会議場館
http://www.kokuhoken.jp/jea39/
<3>健康日本 21 推進全国連絡協議会 平成 30 年度第 1 回分科会
～医科歯科連携による受動喫煙防止と禁煙対策～
日時：2018 年 8 月 1 日
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
事前申込締切：2018 年 7 月 10 日
http://www.jda.or.jp/info/2018_02.html
<4>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<5>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
日時：2018 年 8 月 17－18 日
場所：ラディソンホテル成田
https://endodontics.conferenceseries.com/
<6>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
日時：2018 年 8 月 29 日
場所：歯科医師会館１階大会議室
演題登録締切：終了しました
http://www.jads.jp/2018/0412-2/data/bosyuuyoukou30.pdf
<7>Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<8>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
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<9>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
<10>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費と
なります．
<11>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 について，抄録登録の締め切りが 2018 年 9 月 30 日と明らかになり
ましたので，お知らせ致します（http://www.46thipsmangalore2018.com の，Scientific から，
Guidelines を参照下さい）
．海外からの発表についての詳細は，現在 IPS へ問い合わせておりますので，
わかり次第連絡致します．
マンガロールは南インドのカルナータカ州にあり，アラビア海に面した美しい港町です．JPS と IPS とは
2007 年より交流協定を結んでおり，留学生の受け入れなど多くの交流をしてきました．今回も，多く
の JPS 会員の先生方がご参加いただければ幸いです．どうぞ宜しくお願い致します．
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>日本歯学系学会協議会シンポジウムのプロシーディング公開について
日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」（2017 年 11 月 12 日開催）および平成 29 年度
シンポジウム「歯科医療における人材育成ー歯科技工士の役割と将来展望」
（2018 年 3 月 18 日開催）の
プロシーディングが公開されております．
下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20171112_symposium.pdf
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20180318_symposium.pdf
<2>「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」第 10 回改訂分類（ICD-10）の一部改正の適用による死因
統計への影響について
第 10 回改訂分類（ICD-10）の一部改正の適用による死因統計への影響について厚生労働省より資料が
公開されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
・資料 4-1 「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂分類（ICD-10）の一部改正の適用による
死因統計への影響について（報告）
」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/document41.pdf
・資料 4-2 （別紙）比較表
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/document42.pdf
<3>平成 30 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルについて
厚生労働省によります平成 30 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルが下記の URL に公開
されております．
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf
<4>日本医療安全調査機構・提言第 4 号「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡
事例の分析」並びに「医療事故調査制度の現況報告（平成 30 年 5 月分）
」
日本医療安全調査機構より医療事故の再発防止に向けた提言第 4 号「気管切開術後早期の気管切開
チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析」並びに「医療事故調査制度の現況報告（平成 30 年 5 月分）
」
が公開されております．
詳細は下記 HP をご覧ください．
https://www.medsafe.or.jp/
<5>日中笹川医学奨学金制度第４１期研究者募集について
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.jpcnma.or.jp/project/sasakawa/requirements_41/
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<6>WHO ICD-11 関連情報
6 月 18 日（月）のジュネーブ時間 12:00 正午（日本時間 18 日 19 時）
，WHO 本部にて，ICD-11 が公表され
ました．詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000211217.html

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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2018 年６月の大阪府北部を震源とする地震の被災者の方々に心からお見舞い申し上げるとともに，
復興を祈念いたします．
今回，明海大学歯学部がある埼玉県の災害について，調べてみたところ，幸いにして，地震に関す
る被害は，少ないようです．1923 年（大正 12 年）の関東大震災においても，被害は少なく，一部
地盤の悪い地域に被害が出るにとどまったと記録が残っています．しかしながら，台風による水害
は，大きく，荒川・利根川水系を中心に大きな被害をもたらしてきた歴史があります．その歴史を
鑑み，荒川の治水・利水事業や利根川東遷事業が推進され，洪水等の被害は，著しく軽減されてい
るらしく，想定されている雨量であれば，十分持ちこたえられるとのこと．一方で，昨今の異常気象
による大雨は，
「荒川の堤防決壊」を起こす可能性もあることが示されているので驚きました
（国土交通省関東地方整備局）．
今年の関東甲信越地方では観測史上，異例の早い梅雨明けとなりました．その後，厳しい暑さが続い
ています．そして，相次ぐ台風の発生に，少し不安を感じています．今の日本は，地震のみならず
気象災害も含む自然災害が「今そこにある危機」になりつつあるのかもしれません．不安を感じつつ，
大きな災害が起こらぬように祈るばかりです．
それでは，日本一暑い地域の埼玉からメールマガジン 138 号を，お送ります．
（文責：岡本和彦）
～138 号コンテンツはこちら～
【１．本学会からのお知らせ】
<1>JPR インパクトファクター
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
<6>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
<7>平成 30 年度の年会費納入について
<8>各種委員会からのメッセージ－研究企画推進委員会－
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯科専門医機構主催・日本歯科専門医機構設立記念講演会
<2>健康日本 21 推進全国連絡協議会 平成 30 年度第 1 回分科会
<3>第 43 回組織細胞化学講習会
<4>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
<5>日本歯科医学会主催研修会『
「歯科診療に関する基本的な考え方」に基づくライフステージに応じ
た口腔機能管理の推進』
<6>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
<7>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
<8>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<9>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<10>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<12>Indian Prosthodontic Society （IPS）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>J-STAGE 新機能のリリースについて
<2>日本歯学系学会協議会シンポジウムのプロシーディング公開について
<3>「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」第 10 回改訂分類（ICD-10）の一部改正の適用による死因
統計への影響について
<4>WHO ICD-11 関連情報
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>JPR インパクトファクター
2017 年版インパクトファクター(IF)が発表され，JPR の IF は 3.306 となりました．
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 九州支部学術大会
日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）
，26 日（日）
会場：熊本県歯科医師会館
熊本県中央区坪井 2-4-15
大会長：浦田健二先生（熊本県歯科医師会会長）
実行委員長：西村正宏先生(鹿児島大）
準備委員長：西恭宏先生(鹿児島大）
〇九州支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）13:00～14:00
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会場： 熊本県歯科医師会館
テーマ：
『補綴歯科関係新規保険収載技術の解説（仮題）
』
座長：村田比呂司先生(長崎大)
講師：南弘之先生(鹿児島大)
●平成 30 年度 中国・四国支部学術大会
日時： 平成 30 年 9 月 1 日(土)，2(日)
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
徳島市蔵本町 3-18-15
大会長： 佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
準備委員長： 渡邉恵先生（徳島大）
○中国・四国支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習セミナー1
日時： 平成 30 年 9 月 1 日(土) 14：00～15：00
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ： 補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講師： 田中昌博先生（大歯大）
生涯学習セミナー2
日時： 平成 30 年 9 月 2 日(日) 9：20～10：50
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ： 補綴歯科の考え方は地域包括ケアシステムの中でどう生きるか
講師： 深井穫博先生（深井保健科学研究所） 服部佳功先生（東北大）
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
大会長：舞田健夫先生（北医療大）
実行委員長：疋田一洋先生（北医療大）
準備委員長：田村誠先生（北医療大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14 日（日）15:30～16:30
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科関連新規保険収載技術について
座長：越智守生先生（北医療大）
講師：山口泰彦先生（北海道大）
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長： 武部純先生（愛院大）
実行委員長： 尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長： 熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28(日) 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長： 小野高裕先生（新潟大）
準備委員長： 堀一浩先生（新潟大）
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日） 14：00～16：00
会場：ラマダホテル新潟
新潟市中央区弁天 1-2-4
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土) 15：30～， 2 日(日)
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日) 13：30～15：30
会場：金沢市アートホール

10：00～11：40
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テーマ：大臼歯を含めた CAD/CAM 冠の基礎と臨床（仮題）
講師：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<3>市民フォーラムのお知らせ
●九州支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）10:00～11:00
会場：熊本県歯科医師会館
●中国・四国支部 市民フォーラム
日時： 平成 30 年 9 月 2 日(日) 14：00～15：30
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ： 学びましょう お口の健康について －補綴歯科とオーラルリハビリテーション－
講師： 佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
パネラー： 住友雅人先生（日本歯科医学会会長） 大西英治先生（徳島県東部保健福祉局長）
河野文昭先生（徳島大） チーム娘にゃんドル
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土） 午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：お口の機能を保って健康長寿 －お口の機能を検査していますか？－
座長：服部佳功先生（東北大）
講師：會田英紀先生（北医療大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土) 14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：オーラルフレールと補綴（仮題）
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<4>専門医研修会のお知らせ
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）14:10～16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：噛める義歯への多角的アプローチ（仮題）
座長：古谷野潔先生(九州大)
講師：大久保力廣先生（鶴見大） 山下秀一郎先生（東歯大）
●中国・四国支部 専門医研修会
日時： 平成 30 年 9 月 2 日(日) 11：00～13：00
会場： 徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ： 補綴歯科治療の評価・検査をこう役立たせる
講師： 宮地建夫先生（歯科診療室新宿 NS） 皆木省吾先生（岡山大） 安部倉仁先生（広島大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
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詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<6>IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同サテライトシンポジウム
来たる 7 月 24 日（火）にロンドンにおいて開催される，IADR GORG，ECG，日本老年歯科医学会の合同
サテライトシンポジウムが開催されます．
テーマ：Preserving natural teeth in the oldest old - What Is The Impact on Quality of Life
and Oral Function?
会 場：British Dental Association, Wimpole Street, London（IADR 会場とは別になります）
内 容：各学会よりの招待講演，口頭発表，ポスター発表，懇親会（軽食）
参加費：50.FN$
会場の席に限りがありますので，下記より事前登録をお願いいたします．
https://www.ccde.ch/en/congresses-and-symposia/satellite-symposium-gorg-for-iadr-london-2018
<7>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該年
度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するもの
とする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<8>各種委員会からのメッセージ－研究企画推進委員会－
また，うれしいニュースが飛び込んで来ました．JPR のインパクトファクターが 3.306 とのことです．
すばらしい数値です．馬場前 EIC や松村 EIC，編集に関わられている全ての先生方のたゆまないご尽力
の賜と心から感謝を申し上げます．
さて，日本の学術環境は，益々混迷を極めております．国立大学の運営費交付金の削減と同調して
本邦の研究者が発表する国際誌の学術論文数が低下傾向にあり，本邦の学術面での国際プレゼンスが
低下して来ています．これに加えて，ディオバン事件に端を発した臨床研究法の制定により，薬機法
における未承認・適応外の医薬品，医療機器の臨床研究や，製薬企業や医療機器開発企業等から資金
提供を受けて実施される医薬品や医療機器開発に関わる臨床研究は，特定臨床研究に分類され，臨床
研究法のもと特定臨床研究倫理審査委員会での審査に加えて，モニタリングや監査などの厳密な対応
が必要になりました．すなわち，医薬品や医療機器の新規開発や適応外使用を前提とした臨床研究は
非常に実施が制限されることになりました．ある意味，安易なヒトを用いた臨床研究を戒める方向性
が厚労省により打ち出されたのです．学術団体としての日本補綴歯科学会のあり方も，この方向性に
合致させる必要性がありますが，多くの学術団体が危惧している様に学会発表の件数が減少し，学術
活動が低迷するのではないかと心配されています．
幸い，JPR のインパクトファクターは上昇し，日本補綴歯科学会における研究の機運は高まっている
と思えます．会員各位の研究への興味が減じないよう，研究機関としての大学病院（特に，臨床研究
中核病院）が中心になって，現場の臨床家を繋ぎ合わせて新しい医療イノベーションを産み出すため
の多施設臨床研究を促進すべきと思います．研究企画推進委員会としても，出口戦略としての医療技
術提案書作成，先進医療申請などの活動と，これらの臨床研究，診療ガイドラインが有機的に繋がる
ように頑張りたいと思っております．ご支援の程，よろしく御願い致します．
（文責：窪木拓男）
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正する
こと（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている
認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関にお
かれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯科専門医機構主催・日本歯科専門医機構設立記念講演会
テーマ：日本歯科専門医機構の果たすべき役割を語る
日時：2018 年 7 月 28 日 13:00－16:30
場所：日本歯科大学生命歯学部九段ホール
事前参加登録制となっておりますので
下記の参加申込書をメール（kikoujimukyoku@jdsb.or.jp）または FAX にてお申込みください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180630_130403.pdf
<2>健康日本 21 推進全国連絡協議会 平成 30 年度第 1 回分科会
～医科歯科連携による受動喫煙防止と禁煙対策～
日時：2018 年 8 月 1 日
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
事前申込締切：2018 年 7 月 10 日
http://www.jda.or.jp/info/2018_02.html
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<3>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<4>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
日時：2018 年 8 月 17－18 日
場所：ラディソンホテル成田
https://endodontics.conferenceseries.com/
<5>日本歯科医学会主催研修会『
「歯科診療に関する基本的な考え方」に基づくライフステージに応じ
た口腔機能管理の推進』
日時：2018 年 8 月 19 日 13：00－16：50
場所：歯科医師会館１階 大会議室
8 月 10 日までに事前登録が必要です．
http://www.jads.jp/2018/0705/index.html
<6>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
日時：2018 年 8 月 29 日
場所：歯科医師会館１階大会議室
演題登録締切：終了しました
http://www.jads.jp/2018/0412-2/data/bosyuuyoukou30.pdf
<7>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
テーマ：歯科用 CT 最前線 CT を利用した歯科臨床はどこまで進んでいるのか
日時：2018 年 9 月 17 日 13:00－17:00
場所：東京医科歯科大学 1 号館 9 階特別講堂
参加申込締切：2018 年 9 月 3 日
事前登録制です．下記 HP よりお申込みください．
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<8>Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<9>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<10>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：2018 年 7 月 2 日
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となり
ます．
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<12>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 について，抄録登録の締め切りが 2018 年 9 月 30 日と明らかになり
ましたので，お知らせ致します（http://www.46thipsmangalore2018.com の，Scientific から，
Guidelines を参照下さい）
．海外からの発表についての詳細は，現在 IPS へ問い合わせておりますので，
わかり次第連絡致します．
マンガロールは南インドのカルナータカ州にあり，アラビア海に面した美しい港町です．JPS と IPS と
は 2007 年より交流協定を結んでおり，留学生の受け入れなど多くの交流をしてきました．
今回も，多くの JPS 会員の先生方がご参加いただければ幸いです．どうぞ宜しくお願い致します．
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>J-STAGE 新機能のリリースについて
J-STAGE の公開画面および編集登載システムに新機能がリリースされました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180629_204914.pdf
<2>日本歯学系学会協議会シンポジウムのプロシーディング公開について
日本歯学系学会協議会第 8 回シンポジウム「口腔健康管理」（2017 年 11 月 12 日開催）および平成 29 年度
シンポジウム「歯科医療における人材育成ー歯科技工士の役割と将来展望」
（2018 年 3 月 18 日開催）の
プロシーディングが公開されております．
下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20171112_symposium.pdf
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20180318_symposium.pdf
<3>「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」第 10 回改訂分類（ICD-10）の一部改正の適用による死因
統計への影響について
第 10 回改訂分類（ICD-10）の一部改正の適用による死因統計への影響について厚生労働省より資料が
公開されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
・資料 4-1 「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂分類（ICD-10）の一部改正の適用による
死因統計への影響について（報告）
」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/document41.pdf
・資料 4-2 （別紙）比較表
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/document42.pdf
<4>WHO ICD-11 関連情報
6 月 18 日（月）のジュネーブ時間 12:00 正午（日本時間 18 日 19 時）
，WHO 本部にて，ICD-11 が公表されました．
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000211217.html

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.139 July 27, 2018
==================================================================
子供たちも夏休みに入り，今年の最高気温は北関東か岐阜か？昔より最近の方が暑いと思っていまし
たが，日本の 8 月の平均気温は 50 年間で変化がありません．しかし，東京の猛暑日（35℃以上）真夏日
（30～35℃）の日数は増えています．昔は上半身裸の男性が縁台で涼んでいる光景を見ましたが，今は
窓を閉め室内の温度を低く設定しているため外気温との差から暑く思えるのでしょうか．7 月 30 日から
歯学体が始まります．暑さに負けず頑張っている学生たちの応援と，皆様が暑さに負けないように
メールマガジン No.139 をお届けします．
（文責 都尾元宣）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/139 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 40 回（平成 30 年）沖縄研究奨励賞推薦応募のお知らせ
<2>日中笹川医学奨学金制度第４１期研究者募集について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>JPR インパクトファクター
<2>支部大会情報・活動予定
<3>市民フォーラムのお知らせ
<4>専門医研修会のお知らせ
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
<6>平成 30 年度の年会費納入について
<7>今月のこの人 ~宇野光乗先生（UCLA 留学）~
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<9>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯科専門医機構主催・日本歯科専門医機構設立記念講演会
<2>健康日本 21 推進全国連絡協議会 平成 30 年度第 1 回分科会
<3>第 43 回組織細胞化学講習会
<4>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
<5>日本歯科医学会主催研修会『
「歯科診療に関する基本的な考え方」に基づくライフステージに応じた
口腔機能管理の推進』
<6>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
<7>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
<8>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<9>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<10>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<12>Indian Prosthodontic Society （IPS）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>J-STAGE 新機能のリリースについて
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 40 回（平成 30 年）沖縄研究奨励賞推薦応募のお知らせ
応募期間：平成 30 年 7 月 15 日（当日消印から有効）～9 月 30 日（当日消印まで有効）
http://www.okinawakyoukai.jp/publics/index/52/
ご希望がございましたら事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org ）までご連絡頂けますようお願い申し
上げます．
<2>日中笹川医学奨学金制度第４１期研究者募集について
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.jpcnma.or.jp/project/sasakawa/requirements_41/
ご希望がございましたら事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org ）までご連絡頂けますようお願い申し
上げます．
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>JPR インパクトファクター
2017 年版インパクトファクター(IF)が発表され，JPR の IF は 3.306 となりました．
<2>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 九州支部学術大会
日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）
，26 日（日）
会場：熊本県歯科医師会館
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熊本県中央区坪井 2-4-15
大会長：浦田健二先生（熊本県歯科医師会会長）
実行委員長：西村正宏先生(鹿児島大）
準備委員長：西恭宏先生(鹿児島大）
〇九州支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）13:00～14:00
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説（仮題）
座長：村田比呂司先生(長崎大)
講師：南弘之先生(鹿児島大)
●平成 30 年度 中国・四国支部学術大会
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土)，2(日)
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
徳島市蔵本町 3-18-15
大会長：佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
準備委員長：渡邉恵先生（徳島大）
○中国・四国支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習セミナー1
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土) 14：00～15：00
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講師：田中昌博先生（大歯大）
生涯学習セミナー2
日時：平成 30 年 9 月 2 日(日) 9：20～10：50
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：補綴歯科の考え方は地域包括ケアシステムの中でどう生きるか
講師：深井穫博先生（深井保健科学研究所） 服部佳功先生（東北大）
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
大会長：舞田健夫先生（北医療大）
実行委員長：疋田一洋先生（北医療大）
準備委員長：田村誠先生（北医療大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14 日（日）15:30～16:30
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科関連新規保険収載技術について
座長：越智守生先生（北医療大）
講師：山口泰彦先生（北海道大）
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部純先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28(日) 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：都尾元宣先生（朝日大）
講師：五味治徳先生（日歯大）
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長：小野高裕先生（新潟大）
準備委員長：堀一浩先生（新潟大）
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日） 14：00～16：00
会場：ラマダホテル新潟
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新潟市中央区弁天 1-2-4
●平成 30 年度 東関東支部・西関東支部・合同学術大会
日時：平成 29 年 11 月 11 日（日）9：00～14：10
会場：京成ホテルミラマーレ 16 階イルミラマーレ
千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1
大会長：河相安彦先生（日大松戸）
副大会長：井野智先生（神歯大）
〇東関東支部・西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）15：30～16：30
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説
座長：大川周治先生（明海大）
講師：鈴木哲也先生（医歯大）
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土) 15：30～， 2 日(日) 10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日) 13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：大臼歯を含めた CAD/CAM 冠の基礎と臨床（仮題）
講師：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<3>市民フォーラムのお知らせ
●九州支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）10:00～11:00
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：義歯と健康
座長：嶺崎 良人 先生(鹿児島大)
講師：原田 佳枝 先生（鹿児島大）
●中国・四国支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 9 月 2 日(日) 14：00～15：30
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：学びましょう お口の健康について －補綴歯科とオーラルリハビリテーション－
講師：佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
パネラー：住友雅人先生（日本歯科医学会会長） 大西英治先生（徳島県東部保健福祉局長）
河野文昭先生（徳島大） チーム娘にゃんドル
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土） 午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：お口の機能を保って健康長寿 －お口の機能を検査していますか？－
座長：服部佳功先生（東北大）
講師：會田英紀先生（北医療大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
座長：石神元先生（朝日大）
講師：菅武雄先生（鶴見大） 大野友久先生（国立長寿医療センター）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）14:10～15:10
会場：京成ホテルイルミラマーレ
座長：井野智先生（神歯大）
講師：岡本和彦先生（明海大）
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)

14：00～15：00
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会場：金沢市アートホール
テーマ：オーラルフレールと補綴（仮題）
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<4>専門医研修会のお知らせ
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）14:10～16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：噛める義歯への多角的アプローチ（仮題）
座長：古谷野潔先生(九州大)
講師：大久保力廣先生（鶴見大） 山下秀一郎先生（東歯大）
●中国・四国支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 9 月 2 日(日) 11：00～13：00
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：補綴歯科治療の評価・検査をこう役立たせる
講師：宮地建夫先生（歯科診療室新宿 NS） 皆木省吾先生（岡山大） 安部倉仁先生（広島大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：歯冠補綴・有床義歯補綴歯科治療の術後管理を考える
座長：中本哲自先生（松歯大）
講師：蒔田眞人先生（東海支部） 竹内一夫先生（愛院大）
●東関東支部・西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16：30～18：30
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：デジタル・CAD/CAM 補綴の UP TO DATE と展望
座長：藤澤政紀先生（明海大）
講師：木本克彦先生（神歯大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<6>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入する
ものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<7>今月のこの人
~朝日大学歯学部歯科補綴学分野 宇野光乗先生（UCLA 留学）~
私は本年４月より UCLA 歯学部，先端補綴学講座，小川隆広教授のところへ留学させて頂いております．
小川教授は光技術を応用したインプラントの活性化，つまり光機能化に関する研究成果を臨床応用へと
展開され，世界中で活躍されている教授です．
現在Ｌａｂでは，様々な研究プロジェクトがあります．これらの研究成果は近い将来，諸先生方の臨床
に役立つ技術になると感じております．また「歯科から医科へ」と医科においても臨床応用される可能
性が高いでしょう．
日々の研究生活において，私が最も感謝しているのは Lab meeting であります．研究の進捗状況の報告
や Presentation のみならず，人間力を高めるには，そして「Dr.Ｏｇａｗａ Lab の DNA」とは，など大変
興味深いことを，ご教授して頂いております．中でも感銘を受けたのは
「The best way to predict the future is to invent it.」という言葉であります．
「未来を予測する最善の方法は，それを発明することである」
．
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研究チームは，それぞれが同じ目標に向かい研究に励んでおります．この素晴らしいチームに貢献でき
るよう，日々精進を重ねていきたいと思っております．また，研究の合間の休日に訪れるサンタモニカ
のビーチは，日々の疲れを癒やしてくれます．
文末になりましたが，生涯の師である小川教授の研究チームに参加させて頂いていること，そして留学
という機会を与えてくださいました朝日大学関係各位に感謝申し上げます．
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<9>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，8 月 13 日（月）～8 月 15 日（水）までを
夏期休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯科専門医機構主催・日本歯科専門医機構設立記念講演会
テーマ：日本歯科専門医機構の果たすべき役割を語る
日時：2018 年 7 月 28 日 13:00－16:30
場所：日本歯科大学生命歯学部九段ホール
事前参加登録制となっておりますので
下記の参加申込書をメール（kikoujimukyoku@jdsb.or.jp）または FAX にてお申込みください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180630_130403.pdf
<2>健康日本 21 推進全国連絡協議会 平成 30 年度第 1 回分科会
～医科歯科連携による受動喫煙防止と禁煙対策～
日時：2018 年 8 月 1 日
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
事前申込締切：2018 年 7 月 10 日
http://www.jda.or.jp/info/2018_02.html
<3>第 43 回組織細胞化学講習会
日時：2018 年 8 月 2－4 日
場所：なら 100 年会館（講習会）
kjshc.nacos.com/

奈良県立医科大学（技術講習会）

<4>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
日時：2018 年 8 月 17－18 日
場所：ラディソンホテル成田
https://endodontics.conferenceseries.com/
<5>日本歯科医学会主催研修会『
「歯科診療に関する基本的な考え方」に基づくライフステージに応じた
口腔機能管理の推進』
日時：2018 年 8 月 19 日 13：00－16：50
場所：歯科医師会館１階 大会議室
8 月 10 日までに事前登録が必要です．
http://www.jads.jp/2018/0705/index.html
<6>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
日時：2018 年 8 月 29 日
場所：歯科医師会館１階大会議室
演題登録締切：終了しました
http://www.jads.jp/2018/0412-2/data/bosyuuyoukou30.pdf
<7>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
テーマ：歯科用 CT 最前線 CT を利用した歯科臨床はどこまで進んでいるのか
日時：2018 年 9 月 17 日 13:00－17:00
場所：東京医科歯科大学 1 号館 9 階特別講堂
参加申込締切：2018 年 9 月 3 日
事前登録制です．下記 HP よりお申込みください．
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<8>Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
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国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<9>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<10>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
<11>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：終了しました
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費とな
ります．
<12>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 について，抄録登録の締め切りが 2018 年 9 月 30 日と明らかになり
ましたので，お知らせ致します（http://www.46thipsmangalore2018.com の，Scientific から，
Guidelines を参照下さい）
．海外からの発表についての詳細は，現在 IPS へ問い合わせておりますので，
わかり次第連絡致します.
マンガロールは南インドのカルナータカ州にあり，アラビア海に面した美しい港町です．
JPS と IPS とは 2007 年より交流協定を結んでおり，留学生の受け入れなど多くの交流をしてきました．
今回も，多くの JPS 会員の先生方がご参加いただければ幸いです．どうぞ宜しくお願い致します．
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>J-STAGE 新機能のリリースについて
J-STAGE の公開画面および編集登載システムに新機能がリリースされました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180629_204914.pdf

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
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==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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8 月になりました．大阪では，6 月に地震が発生し（配管が損傷し，大学病院が 3 日間休診）
，その後
には大雨で各地に大変な被害がでました．7 月は記録的な猛暑でした．8 月は，もう少し穏やかな気候に
なることを願っております．ここからは，関西支部会の PR です．今年の 12 月 1，2 日に，石川県歯科医師
会（蓮池芳浩会長）にご後援いただき，金沢で関西支部の学術大会を開催します．特別講演は，水口俊介
先生（東京医科歯科大学）にお願いしております．2 日の午後には，CAD/CAM クラウンに関する生涯学習
公開セミナーを開催します．演題募集を始めましたので，他支部の先生にもぜひ演題登録をいただきたい
と思っております．この時期の金沢は，紅葉やカニも楽しめるのでおすすめです．
（文責 中村隆志）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/139 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>本会 HP「理事長からの挨拶」が更新されました．
<2>日本医療安全調査機構の刊行物について
<3>アンケートご協力のお願い
<4>日本口腔衛生学会・学会声明
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>各種委員会からのメッセージ－診療ガイドライン委員会－
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<8>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
<2>日本歯科医学会主催研修会『
「歯科診療に関する基本的な考え方」に基づくライフステージに応じた
口腔機能管理の推進』
<3>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い
<4>第 48 回日本口腔インプラント学会学術大会
<5>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
<6>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<7>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<8>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<9>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<10>Indian Prosthodontic Society （IPS）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>第 40 回（平成 30 年）沖縄研究奨励賞推薦応募のお知らせ
<2>日中笹川医学奨学金制度第４１期研究者募集について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>本会 HP「理事長からの挨拶」が更新されました．
詳細はこちらをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/s1_02.html
<2>日本医療安全調査機構の刊行物について
日本医療安全調査機構より下記の刊行物が発行されております．
医療事故の再発防止に向けた提言第 4 号
「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析」
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-04.pdf
医療事故の再発防止に向けた提言第 3 号
「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事故の分析」
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-03.pdf
<3>アンケートご協力のお願い
日本医療安全調査機構より「注射剤によりアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」に関してアンケートの
協力依頼が来ております．アンケートにご協力頂けます場合は事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）
までご連絡頂けますようお願い申し上げます．
アンケートの内容につきましては下記の PDF ファイルをご参照ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180802_085801.pdf
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<4>日本口腔衛生学会・学会声明
「健康な歯とともに健やかに生きる―生涯 28（ニイハチ）を達成できる社会の実現を目指す―」が策定され
ております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.kokuhoken.or.jp/jsdh/file/statement/statement_08_text.pdf
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 九州支部学術大会
日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）
，26 日（日）
会場：熊本県歯科医師会館
熊本県中央区坪井 2-4-15
大会長：浦田健二先生（熊本県歯科医師会会長）
実行委員長：西村正宏先生(鹿児島大）
準備委員長：西恭宏先生(鹿児島大）
〇九州支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）13:00～14:00
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説（仮題）
座長：村田比呂司先生(長崎大)
講師：南弘之先生(鹿児島大)
●平成 30 年度 中国・四国支部学術大会
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土)，2(日)
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
徳島市蔵本町 3-18-15
大会長：佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
準備委員長：渡邉恵先生（徳島大）
○中国・四国支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習セミナー1
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講師：田中昌博先生（大歯大）
生涯学習セミナー2
日時：平成 30 年 9 月 2 日(日)9：20～10：50
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：補綴歯科の考え方は地域包括ケアシステムの中でどう生きるか
講師：深井穫博先生（深井保健科学研究所） 服部佳功先生（東北大）
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
大会長：舞田健夫先生（北医療大）
実行委員長：疋田一洋先生（北医療大）
準備委員長：田村誠先生（北医療大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14 日（日）15:30～16:30
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科関連新規保険収載技術について
座長：越智守生先生（北医療大）
講師：山口泰彦先生（北海道大）
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部純先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28(日) 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
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テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：都尾元宣先生（朝日大）
講師：五味治徳先生（日歯大）
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長：小野高裕先生（新潟大）
準備委員長：堀一浩先生（新潟大）
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日）14：00～16：00
会場：ラマダホテル新潟
新潟市中央区弁天 1-2-4
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講演１
座長：魚島勝美先生（新潟大）
講師：佐藤裕二先生（昭和大）
講演 2
座長：加来賢先生（新潟大）
講師：堀一浩先生（新潟大）
●平成 30 年度 東関東支部・西関東支部・合同学術大会
日時：平成 29 年 11 月 11 日（日）9：00～14：10
会場：京成ホテルミラマーレ 16 階イルミラマーレ
千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1
大会長：河相安彦先生（日大松戸）
副大会長：井野智先生（神歯大）
〇東関東支部・西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）15：30～16：30
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説
座長：大川周治先生（明海大）
講師：鈴木哲也先生（医歯大）
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：30～，2 日(日)10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日)13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：大臼歯を含めた CAD/CAM 冠の基礎と臨床（仮題）
講師：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●九州支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）10:00～11:00
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：義歯と健康
座長：嶺崎良人先生(鹿児島大)
講師：原田佳枝先生（鹿児島大）
●中国・四国支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 9 月 2 日(日)14：00～15：30
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：学びましょう お口の健康について －補綴歯科とオーラルリハビリテーション－
講師：佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
パネラー：住友雅人先生（日本歯科医学会会長） 大西英治先生（徳島県東部保健福祉局長）
河野文昭先生（徳島大） チーム娘にゃんドル
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土） 午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：お口の機能を保って健康長寿 －お口の機能を検査していますか？－
座長：服部佳功先生（東北大）
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講師：會田英紀先生（北医療大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
座長：石神元先生（朝日大）
講師：菅武雄先生（鶴見大） 大野友久先生（国立長寿医療センター）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）14:10～15:10
会場：京成ホテルイルミラマーレ
座長：井野智先生（神歯大）
講師：岡本和彦先生（明海大）
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：オーラルフレールと補綴（仮題）
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）14:10～16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：噛める義歯への多角的アプローチ（仮題）
座長：古谷野潔先生(九州大)
講師：大久保力廣先生（鶴見大） 山下秀一郎先生（東歯大）
●中国・四国支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 9 月 2 日(日)11：00～13：00
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：補綴歯科治療の評価・検査をこう役立たせる
講師：宮地建夫先生（歯科診療室新宿 NS） 皆木省吾先生（岡山大） 安部倉仁先生（広島大）
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科治療における歯科医師と歯科技工士の連携
座長：菊池雅彦先生（東北大）
講師：後藤まりえ先生（北海道大） 米塚貴博先生（
（株）札幌デンタルラボラトリー）
田邊憲昌先生（岩手医大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日）午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：歯冠補綴・有床義歯補綴歯科治療の術後管理を考える
座長：中本哲自先生（松歯大）
講師：蒔田眞人先生（東海支部） 竹内一夫先生（愛院大）
●東関東支部・西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16：30～18：30
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：デジタル・CAD/CAM 補綴の UP TO DATE と展望
座長：藤澤政紀先生（明海大）
講師：木本克彦先生（神歯大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
テーマ：摂食嚥下リハビリテーションで補綴装置を活かす
座長：小野高裕先生（新潟大）
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講師：古屋純一先生（医歯大）
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<6>各種委員会からのメッセージ－診療ガイドライン委員会－
会員の皆様は診療ガイドラインにどの程度興味をお持ちでしょうか？なんだか面倒くさい，理屈っぽい
もので，そんなもの無くても診療できるのに…と思われているかも知れません．
現在，診療ガイドラインは「診療上の重要度の高い医療行為について，エビデンスのシステマティック
レビューとその総体評価，益と害のバランスなどを考慮して，患者と医療者の意思決定を支援するため
に最適と考えられる推奨を提示する文書」と定義されています．つまり，文献に記載されたエビデンス
によって診療行為を拘束することがその目的ではありません．
今期の診療ガイドライン委員会は，幹事を含めて８名のメンバーで活動しています．現在取り組んでい
る内容は，新規診療ガイドライン（ブラキシズムの診療ガイドライン・治療編）の作成と，以下の３つ
の臨床指針ならびに診療ガイドラインの改訂作業です．
・補綴歯科治療過程における感染対策指針
・リラインとリベースのガイドライン
・摂食・嚥下障害，構音障害に対する舌接触補助床（PAP）の診療ガイドライン
これらの作業を同時並行的に進めるために，年間４回の委員会を開催し，また必要に応じて，収集した
文献を読み込んで分析するシステマティックレビューチームの会議なども行っています．
「安全・安心で効果の高い補綴治療を提供する」という学会の大きな目的に沿い，会員の皆様のお役に
立つアドバイザー的なプロダクトを作ることが本委員会の活動目的です．先日岡山で開催された学術
大会において委員会セミナー「診療ガイドラインを補綴臨床に活かす」には沢山の会員にご参加いただ
き，我々も意を強くすることができました．これからも会員各位からのご意見を反映しながら活動を続
けて行く所存です．最後に皆様にお願いですが，
「こんなテーマのガイドラインを作ってほしい」
，
「ガイドラインのここが使いにくい」と言ったご意見を，どうぞ学会にお寄せ下さい．よろしくお願い
いたします．
（文責 小野高裕）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<8>日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，8 月 13 日（月）～8 月 15 日（水）までを
夏期休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>Annual Congress on Endodontics and Prosthodontics
日時：2018 年 8 月 17－18 日
場所：ラディソンホテル成田
https://endodontics.conferenceseries.com/
<2>日本歯科医学会主催研修会『
「歯科診療に関する基本的な考え方」に基づくライフステージに応じ
た口腔機能管理の推進』
日時：2018 年 8 月 19 日 13：00－16：50
場所：歯科医師会館１階 大会議室
8 月 10 日までに事前登録が必要です．
http://www.jads.jp/2018/0705/index.html
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<3>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
日時：2018 年 8 月 29 日
場所：歯科医師会館１階大会議室
演題登録締切：終了しました
http://www.jads.jp/2018/0412-2/data/bosyuuyoukou30.pdf
<4>第 48 回日本口腔インプラント学会学術大会
日時：2018 年 9 月 14－16 日
場所：大阪国際会議場
http://www2.convention.co.jp/jsoi2018/
<5>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
テーマ：歯科用 CT 最前線 CT を利用した歯科臨床はどこまで進んでいるのか
日時：2018 年 9 月 17 日 13:00－17:00
場所：東京医科歯科大学 1 号館 9 階特別講堂
参加申込締切：2018 年 9 月 3 日
事前登録制です．下記 HP よりお申込みください．
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<6>Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッション
などが予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<7>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<8>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
<9>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：終了しました
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<10>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 について，抄録登録の締め切りが 2018 年 9 月 30 日と明らかになりま
したので，お知らせ致します（http://www.46thipsmangalore2018.com の，Scientific から，Guidelines
を参照下さい）
．海外からの発表についての詳細は，現在 IPS へ問い合わせておりますので，わかり次第
連絡致します．
マンガロールは南インドのカルナータカ州にあり，アラビア海に面した美しい港町です．JPS と IPS とは
2007 年より交流協定を結んでおり，留学生の受け入れなど多くの交流をしてきました．今回も，多くの
JPS 会員の先生方がご参加いただければ幸いです．どうぞ宜しくお願い致します．
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◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>第 40 回（平成 30 年）沖縄研究奨励賞推薦応募のお知らせ
応募期間：平成 30 年 7 月 15 日（当日消印から有効）～9 月 30 日（当日消印まで有効）
http://www.okinawakyoukai.jp/publics/index/52/
ご希望がございましたら事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org ）までご連絡頂けますようお願い
申し上げます．
<2>日中笹川医学奨学金制度第４１期研究者募集について
詳細は下記 HP をご覧ください．
http://www.jpcnma.or.jp/project/sasakawa/requirements_41/
ご希望がございましたら事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org ）までご連絡頂けますようお願い
申し上げます．

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.141 August 24, 2018
==================================================================
8 月も残すところ 1 週間となりました．小学生の頃は，この時期から夏休みの宿題を始めていたことを
懐かしく思います．工作は何作ろうとか，自由研究は何しようとか，読書感想文を書くにも本を読んで
ないとか，とても慌てていました．読者の皆様は賢いので，7 月のうちに済まされていたのでしょうが…．
今年の夏は，記録的な猛暑，大雨，台風など，気象に関することが毎日のようにニュースになりました．
私の住んでいる広島では，7 月の豪雨により各地で被害が出ました．夜を徹しての復旧作業などのことを
知ると，人の力のすごさを感じます．先日，大学生の娘が被災地でボランティア活動をしてきました．
普段はスマホをいじってばかりなのに，人の心を動かすのですね．それではメールマガジン 141 号をお届
けします．
（文責 田地 豪）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/141 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>先端医療機器アクセラレーションプロジェクト(略称：AMDAP)
<2>臨床研究法関連情報
<3>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
<5>本会 HP「理事長からの挨拶」が更新されました．
<6>平成 30 年度の年会費納入について
<7>今月のこの人~岡﨑洋平先生（ベルギー王国 Katholieke Universiteit Leuven（KULeuven）留学）~
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い
<2>第 48 回日本口腔インプラント学会学術大会
<3>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
<4>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<5>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<6>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
<7>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<8>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<9>Indian Prosthodontic Society （IPS）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>日本医療安全調査機構の刊行物について
<2>アンケートご協力のお願い
<3>日本口腔衛生学会・学会声明
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>先端医療機器アクセラレーションプロジェクト(略称：AMDAP)
東京都は，高度管理医療機器等先端医療機器開発のモデルケースを輩出し後続の優れた企業の参入
を促進していくエコシステムの構築を目的として『先端医療機器アクセラレーションプロジェクト
（略称：AMDAP）
』を開始します．本プロジェクトでは，優れた技術やビジネスアイデアを持つ
ベンチャー・中小企業に対し，都内に集積する臨床機関や薬事などの各分野の専門家による集中的な
指導・助言を通じて，医療の発展に貢献する先端医療機器の開発・事業化に向けた支援を行います．
また，最も優れたビジネスプランを有する企業に対しては，助成金による開発支援を行います．
応募の詳細はホームページにてご確認ください．
https://amdap.tokyo/
<2>臨床研究法関連情報
臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その４）が発行されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000340151.pdf
<3>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 10 日(土)-11 日(日)にソウル（韓国）で開催予定の 2018 AAO International Conference に
ついてお知らせ致します．AAO は日本，韓国，タイ，台湾などの口腔インプラント関連の研究者，臨床
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医が集まった学術集会です．過去には，大阪（前田芳信 大会長）
，広島（赤川安正 大会長）
，
札幌（横山敦郎 大会長）などでも開催され，JPS の会員が多く参加し運営にも協力して来た経緯があり
ます．今回は，JPS 会員である渡邉文彦先生と韓国の Richard Leesungbok 先生のお二人が AAO の
co-presidents として学会を開催されます．
抄録登録の締め切りは 9 月 16 日となっております．詳しくは，大会 website (http://www.aao-org.com)
をご参照ください．
急な連絡で申し訳ありませんが，できるだけ多くの JPS からのご発表，ご参加をお願い致します．
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 九州支部学術大会
日時：平成 30 年 8 月 25 日（土）
，26 日（日）
会場：熊本県歯科医師会館
熊本県中央区坪井 2-4-15
大会長：浦田健二先生（熊本県歯科医師会会長）
実行委員長：西村正宏先生(鹿児島大）
準備委員長：西恭宏先生(鹿児島大）
〇九州支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）13:00～14:00
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説（仮題）
座長：村田比呂司先生(長崎大)
講師：南弘之先生(鹿児島大)
●平成 30 年度 中国・四国支部学術大会
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土)，2(日)
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
徳島市蔵本町 3-18-15
大会長：佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
準備委員長：渡邉恵先生（徳島大）
○中国・四国支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習セミナー1
日時：平成 30 年 9 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講師：田中昌博先生（大歯大）
生涯学習セミナー2
日時：平成 30 年 9 月 2 日(日)9：20～10：50
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：補綴歯科の考え方は地域包括ケアシステムの中でどう生きるか
講師：深井穫博先生（深井保健科学研究所） 服部佳功先生（東北大）
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
大会長：舞田健夫先生（北医療大）
実行委員長：疋田一洋先生（北医療大）
準備委員長：田村誠先生（北医療大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14 日（日）15:30～16:30
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科関係保険収載医療技術の解説
座長：越智守生先生（北医療大）
講師：山口泰彦先生（北海道大）
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部純先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28(日) 午後
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会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：都尾元宣先生（朝日大）
講師：五味治徳先生（日歯大）
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長：小野高裕先生（新潟大）
準備委員長：堀一浩先生（新潟大）
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日）14：00～16：00
会場：ラマダホテル新潟
新潟市中央区弁天 1-2-4
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講演１
座長：魚島勝美先生（新潟大）
講師：佐藤裕二先生（昭和大）
講演 2
座長：加来賢先生（新潟大）
講師：堀一浩先生（新潟大）
●平成 30 年度 東関東支部・西関東支部・合同学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）9：00～14：10
会場：京成ホテルミラマーレ 16 階イルミラマーレ
千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1
大会長：河相安彦先生（日大松戸）
副大会長：井野智先生（神歯大）
〇東関東支部・西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）15：30～16：30
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説
座長：大川周治先生（明海大）
講師：鈴木哲也先生（医歯大）
●平成 30 年度 東京支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）
，25 日（日）
会場：日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館
東京都千代田区神田駿河台 1-8-14
大会長：飯沼利光先生（日本大）
準備委員長：高津匡樹（日本大）
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：30～，2 日(日)10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
大会長：矢谷博文先生（大阪大）
準備委員長 ：中村隆志先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日)13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：大臼歯を含めた CAD/CAM 冠の基礎と臨床（仮題）
講師：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●九州支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）10:00～11:00
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：義歯と健康
座長：嶺崎良人先生(鹿児島大)
講師：原田佳枝先生（鹿児島大）
●中国・四国支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 9 月 2 日(日)14：00～15：30
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
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テーマ：学びましょう お口の健康について －補綴歯科とオーラルリハビリテーション－
講師：佐藤修斎先生（徳島県歯科医師会副会長）
パネラー：住友雅人先生（日本歯科医学会会長） 大西英治先生（徳島県東部保健福祉局長）
河野文昭先生（徳島大） チーム娘にゃんドル
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土） 午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：お口の機能を保って健康長寿 －お口の機能を検査していますか？－
座長：服部佳功先生（東北大）
講師：會田英紀先生（北医療大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
座長：石神元先生（朝日大）
講師：菅武雄先生（鶴見大） 大野友久先生（国立長寿医療センター）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）14:10～15:10
会場：京成ホテルイルミラマーレ
座長：井野智先生（神歯大）
講師：岡本和彦先生（明海大）
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：オーラルフレールと補綴（仮題）
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●九州支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 8 月 26 日（日）14:10～16:10
会場：熊本県歯科医師会館
テーマ：噛める義歯への多角的アプローチ（仮題）
座長：古谷野潔先生(九州大)
講師：大久保力廣先生（鶴見大） 山下秀一郎先生（東歯大）
●中国・四国支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 9 月 2 日(日)11：00～13：00
会場：徳島大学 大塚講堂 小ホール（徳島大学蔵本キャンパス）
テーマ：補綴歯科治療の評価・検査をこう役立たせる
講師：宮地建夫先生（歯科診療室新宿 NS） 皆木省吾先生（岡山大） 安部倉仁先生（広島大）
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科治療における歯科医師と歯科技工士の連携
座長：菊池雅彦先生（東北大）
講師：後藤まりえ先生（北海道大） 米塚貴博先生（
（株）札幌デンタルラボラトリー）
田邊憲昌先生（岩手医大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日）午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：歯冠補綴・有床義歯補綴歯科治療の術後管理を考える
座長：中本哲自先生（松歯大）
講師：蒔田眞人先生（東海支部） 竹内一夫先生（愛院大）
●東関東支部・西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16：30～18：30
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会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：デジタル・CAD/CAM 補綴の UP TO DATE と展望
座長：藤澤政紀先生（明海大）
講師：木本克彦先生（神歯大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
テーマ：摂食嚥下リハビリテーションで補綴装置を活かす
座長：小野高裕先生（新潟大）
講師：古屋純一先生（医歯大）
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<5>本会 HP「理事長からの挨拶」が更新されました．
詳細はこちらをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/s1_02.html
<6>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げ
ます．
<7>今月のこの人
~広島大学大学院医歯薬保健学研究科 先端歯科補綴学研究室 岡﨑洋平先生（ベルギー王国 Katholieke
Universiteit Leuven（KULeuven）留学）~
平成 30 (2018) 年 4 月より１年間，ベルギー王国フラームス（ブラバント州）ルーヴェン（Leuven）に
あるルーヴェン・カトリック大学(英語表記：Catholic University of Leuven)の「BIOMAT」生体材料
学教室にて研究する機会をいただきました．ベルギーは，西ヨーロッパに位置し，首都ブリュッセル
は EU 首都と言われ，多言語国家として，オランダ語(厳密にはフラマン語)，フランス語，ドイツ語が
公用語として用いられています．現在，家族共々，留学生活にも慣れたところで，私自身は日本でも
有名なベルギービールを本場で一つ一つ味わっているところです．
さて，当教室は Bart Van Meerbeek 教授の下，接着歯学分野の研究が盛んで，世界のリーディング
リサーチラボとしての役割を担っています．現在，ベルギー出身者以外に，エジプト，中国，ブラジル，
スペインおよびセルビア出身者が研究に励んでおり，研究室内の公用語は英語です．これまで多くの
日本人留学生が来訪し，私が 24 人目と伺っています．研究室内の誰もが英会話のネイティブスピーカー
でないため，お互いを理解しようとするコミュニケーションに大変満足しています．このラボでの一年間
で学ぶ国際交流の大切さとグローバルな研究システムを日本でも行えるよう邁進しようと思っています．
この度の貴重な機会を与えて頂いた，津賀一弘教授，阿部泰彦准教授並びに研究室の先生方に深く謝意
を表します．
最後に，ベルギーに来て以来，日本では地震，豪雨，台風といった多くの災害ニュースをこちらで聞く
ことが多く，BIOMAT ラボでも心配の声が上がっています．一日も早く平穏な生活を取り戻されるよう
祈念しております．
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限
が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>第 34 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」
日時：2018 年 8 月 29 日
場所：歯科医師会館１階大会議室
演題登録締切：終了しました
http://www.jads.jp/2018/0412-2/data/bosyuuyoukou30.pdf
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<2>第 48 回日本口腔インプラント学会学術大会
日時：2018 年 9 月 14－16 日
場所：大阪国際会議場
http://www2.convention.co.jp/jsoi2018/
<3>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
テーマ：歯科用 CT 最前線 CT を利用した歯科臨床はどこまで進んでいるのか
日時：2018 年 9 月 17 日 13:00－17:00
場所：東京医科歯科大学 1 号館 9 階特別講堂
参加申込締切：2018 年 9 月 3 日
事前登録制です．下記 HP よりお申込みください．
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<4>Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッションなど
が予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<5>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<6>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 10 月 13－14 日
場所：まつもと市民芸術館
http://lynx-dent.com/jsmshp29/index.html
<7>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
<8>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：終了しました
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となり
ます．
<9>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 について，抄録登録の締め切りが 2018 年 9 月 30 日と明らかになり
ましたので，お知らせ致します（http://www.46thipsmangalore2018.com の，Scientific から，
Guidelines を参照下さい）
．海外からの発表についての詳細は，現在 IPS へ問い合わせておりますので，
わかり次第連絡致します．
マンガロールは南インドのカルナータカ州にあり，アラビア海に面した美しい港町です．JPS と IPS とは
2007 年より交流協定を結んでおり，留学生の受け入れなど多くの交流をしてきました．今回も，多くの
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JPS 会員の先生方がご参加いただければ幸いです．どうぞ宜しくお願い致します．
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>日本医療安全調査機構の刊行物について
日本医療安全調査機構より下記の刊行物が発行されております．
医療事故の再発防止に向けた提言第 4 号
「気管切開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析」
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-04.pdf
医療事故の再発防止に向けた提言第 3 号
「注射剤によるアナフィラキシーに係る死亡事故の分析」
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-03.pdf
<2>アンケートご協力のお願い
日本医療安全調査機構より「注射剤によりアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」に関してアンケート
の協力依頼が来ております．アンケートにご協力頂けます場合は事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）
までご連絡頂けますようお願い申し上げます．
アンケートの内容につきましては下記の PDF ファイルをご参照ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180802_085801.pdf
<3>日本口腔衛生学会・学会声明
「健康な歯とともに健やかに生きる―生涯 28（ニイハチ）を達成できる社会の実現を目指すー」が策定
されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.kokuhoken.or.jp/jsdh/file/statement/statement_08_text.pdf

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.142 September 07, 2018
==================================================================
9 月は夏から秋へと季節が移り替わる月．夏の暑さで食欲のない方は，秋の味覚を探してみてはいかが
ですか．この時期，新潟では梨や葡萄などの果物が豊富に出回ります．その中で，私が一番好きなのは梨
です．シャリッとした食感がたまりません．梨は，日本書紀に栽培の記述が残っていて，弥生時代には，
すでに食べられていたそうです．水分と食物繊維が比較的多く，東洋医学では梨の絞り汁が咳止めに有効
だとか．良好な咬合関係で，秋の味覚，梨を思う存分楽しみましょう．
でも，食べ過ぎにはご注意を．（文責 猪子芳美）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/142 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 2 回歯科医療臨床ニーズマッチング会
<2>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
<3>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>各種委員会からのメッセージ－医療問題検討委員会－
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>第 48 回日本口腔インプラント学会学術大会
<2>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
<3>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<4>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<5>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
<6>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
<7>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<8>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<9>Indian Prosthodontic Society （IPS）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>先端医療機器アクセラレーションプロジェクト(略称：AMDAP)
<2>臨床研究法関連情報
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 2 回歯科医療臨床ニーズマッチング会
日時：2018 年 9 月 20 日 18:00－20:00
場所：日本歯科大学生命歯学部 7 階臨床講義室
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180905_112638.pdf
<2>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
日時：2018 年 11 月 24－25 日
場所：鶴見大学会館
一般演題締切：2018 年 9 月 7 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 19 日
http://www.kokuhoken.jp/jaoh28/
<3>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
日時：2018 年 12 月 8 日
場所：文京学院大学本郷キャンパス
演題締切：2018 年 9 月 10 日
https://www.daekisen.org/FormMail/subject/endai-touroku/
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
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大会長：舞田健夫先生（北医療大）
実行委員長：疋田一洋先生（北医療大）
準備委員長：田村誠先生（北医療大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14 日（日）15:30～16:30
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科関係保険収載医療技術の解説
座長：越智守生先生（北医療大）
講師：山口泰彦先生（北海道大）
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部純先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28（日）午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：都尾元宣先生（朝日大）
講師：五味治徳先生（日歯大）
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長：小野高裕先生（新潟大）
準備委員長：堀一浩先生（新潟大）
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日）14：00～16：00
会場：ラマダホテル新潟
新潟市中央区弁天 1-2-4
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講演１
座長：魚島勝美先生（新潟大）
講師：佐藤裕二先生（昭和大）
講演 2
座長：加来賢先生（新潟大）
講師：堀一浩先生（新潟大）
●平成 30 年度 東関東支部・西関東支部・合同学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）9：00～14：10
会場：京成ホテルミラマーレ 16 階イルミラマーレ
千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1
大会長：河相安彦先生（日大松戸）
副大会長：井野智先生（神歯大）
準備委員長：大久保昌和先生（日大松戸）
〇東関東支部・西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）15：30～16：30
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説
座長：大川周治先生（明海大）
講師：鈴木哲也先生（医歯大）
●平成 30 年度 東京支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）
，25 日（日）
会場：日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館
東京都千代田区神田駿河台 1-8-14
大会長：飯沼利光先生（日本大）
準備委員長：高津匡樹（日本大）
〇東京支部生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）13：10～14：10
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
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座長：大谷賢二先生（日本大）
講師：志賀博先生（日歯大）
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：30～，2 日(日)10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
大会長：矢谷博文先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日)13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：大臼歯を含めた CAD/CAM 冠の基礎と臨床（仮題）
講師：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 6 日（土）11：00～12：00
会場：日本大学歯学部本館 創設百周年記念講堂
テーマ：睡眠時無呼吸症への歯科的対応について
座長：飯沼利光先生（日本大）
講師：浦田健太郎先生（日本大）
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：お口の機能を保って健康長寿 －お口の機能を検査していますか？－
座長：服部佳功先生（東北大）
講師：會田英紀先生（北医療大）
●西関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 20 日（土）14：00～15：00
会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター
テーマ：摂食嚥下における舌圧の重要性
座長：井野智先生（神歯大）
講師：飯田貴俊先生（神歯大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
座長：石神元先生（朝日大）
講師：菅武雄先生（鶴見大） 大野友久先生（国立長寿医療センター）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）14:10～15:10
会場：京成ホテルイルミラマーレ
座長：井野智先生（神歯大）
講師：岡本和彦先生（明海大）
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：オーラルフレールと補綴（仮題）
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科治療における歯科医師と歯科技工士の連携
座長：菊池雅彦先生（東北大）
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講師：後藤まりえ先生（北海道大）
田邊憲昌先生（岩手医大）

米塚貴博先生（
（株）札幌デンタルラボラトリー）

●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日）午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：歯冠補綴・有床義歯補綴歯科治療の術後管理を考える
座長：中本哲自先生（松歯大）
講師：蒔田眞人先生（東海支部） 竹内一夫先生（愛院大）
●東関東支部・西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16：30～18：30
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：デジタル・CAD/CAM 補綴の UP TO DATE と展望
座長：藤澤政紀先生（明海大）
講師：木本克彦先生（神歯大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
テーマ：摂食嚥下リハビリテーションで補綴装置を活かす
座長：小野高裕先生（新潟大）
講師：古屋純一先生（医歯大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）14：20～16：30
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：義歯治療へのデジタル技術活用の今、そして未来
座長：高津匡樹先生（日本大）
講師：新井嘉則先生（日本大） 大久保力廣先生（鶴見大）
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するものとする．
」
（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<6>各種委員会からのメッセージ－医療問題検討委員会－
医療問題検討委員会は，社会保険と医療問題に関する事項に対し，関連する委員会や他学会との協同作業を
通じて解決を図ることを目的にしております．活動方針として，社会保険関連では，歯学系学会社会保険委員
会（歯保連）や日本歯科医学会歯科医療協議会研修会への参加に加え，補綴歯科診療が国民の健康に果たす
科学的根拠を収集・蓄積し，先進医療を含めた医療技術の検討・提案を行います．
また，医療問題関連では，歯科技工物海外委託や歯科技工士数などの歯科技工士に関わる問題，軟性義歯等
の種々の医療問題について調査・検討を行います．
委員に田中昌博（大歯大）
，五味治徳（日歯大）佐藤裕二（昭和大）
，鈴木哲也（医歯大），南 弘之（鹿児島大）
，
近藤尚知（岩手医大）
，田上直美（長崎大）
，竹内義真（日本大）
，オブザーバーに志賀 博（日歯大）
，
山森徹雄（奥羽大）
，幹事として田中順子（大歯大）が活動しております．
これまでの主な活動は，平成 30 年度診療報酬改定で，補綴歯科関係新規保険収載された 5 つの医療技術
（① 高強度硬質（コンポジット）レジンブリッジ，② 大臼歯 CAD/CAM 冠，③ 有床義歯咀嚼機能検査，
④ 口腔内装置１・２・３，⑤ 有床義歯内面適合法（軟質材料）
）それぞれの解説スライドならびに診療指針
を作成しました．
これらの資料を学会ホームページに掲載しました．
「指針 各種委員会刊行物 平成 30 年度診療報酬改定分」
のタグをクリックして，ご覧ください．さらに関越支部を皮切りに関西支部まで，全国９支部で生涯学習
公開セミナーを担当いたします．
引き続き，市川哲雄理事長から教育・研究と一致した次期保険診療報酬改定に向けて準備をするように指示を
受け，新たな医療技術（保険未収載技術）や現医療技術（保険既収載技術）を検討して，医療技術提案書を作成・
提案します．また，
「歯保連試案 2019」の作成に関わります．
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今後とも，医療問題検討委員会の活動にご理解ください．
（文責：田中昌博）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>第 48 回日本口腔インプラント学会学術大会
日時：2018 年 9 月 14－16 日
場所：大阪国際会議場
http://www2.convention.co.jp/jsoi2018/
<2>日本デジタル歯科学会平成 30 年度夏季セミナー
テーマ：歯科用 CT 最前線 CT を利用した歯科臨床はどこまで進んでいるのか
日時：2018 年 9 月 17 日 13:00－17:00
場所：東京医科歯科大学 1 号館 9 階特別講堂
参加申込締切：2018 年 9 月 3 日
事前登録制です．下記 HP よりお申込みください．
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<3>Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッションなど
が予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<4>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<5>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 10 月 13－14 日
場所：まつもと市民芸術館
http://lynx-dent.com/jsmshp29/index.html
<6>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 10 日(土)-11 日(日)にソウル（韓国）で開催予定の 2018 AAO International Conference に
ついてお知らせ致します．AAO は日本，韓国，タイ，台湾などの口腔インプラント関連の研究者，臨床医
が集まった学術集会です．過去には，大阪（前田芳信 大会長）
，広島（赤川安正 大会長）
，
札幌（横山敦郎 大会長）などでも開催され，JPS の会員が多く参加し運営にも協力して来た経緯が
あります．今回は，JPS 会員である渡邉文彦先生と韓国の Richard Leesungbok 先生のお二人が AAO の
co-presidents として学会を開催されます．
抄録登録の締め切りは 9 月 16 日となっております．詳しくは，大会 website (http://www.aao-org.com) を
ご参照ください．
急な連絡で申し訳ありませんが，できるだけ多くの JPS からのご発表，ご参加をお願い致します．
<7>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
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<8>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：終了しました
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<9>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 について，抄録登録の締め切りが 2018 年 9 月 30 日と明らかになり
ましたので，お知らせ致します（http://www.46thipsmangalore2018.com の，Scientific から，Guidelines
を参照下さい）
．海外からの発表についての詳細は，現在 IPS へ問い合わせておりますので，わかり次第
連絡致します．
マンガロールは南インドのカルナータカ州にあり，アラビア海に面した美しい港町です．JPS と IPS とは
2007 年より交流協定を結んでおり，留学生の受け入れなど多くの交流をしてきました．
今回も，多くの JPS 会員の先生方がご参加いただければ幸いです．どうぞ宜しくお願い致します．
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>先端医療機器アクセラレーションプロジェクト(略称：AMDAP)
東京都は，高度管理医療機器等先端医療機器開発のモデルケースを輩出し後続の優れた企業の参入を促進
していくエコシステムの構築を目的として『先端医療機器アクセラレーションプロジェクト（略称：AMDAP）
』
を開始します．本プロジェクトでは，優れた技術やビジネスアイデアを持つベンチャー・中小企業に対し，
都内に集積する臨床機関や薬事などの各分野の専門家による集中的な指導・助言を通じて，医療の発展に貢献
する先端医療機器の開発・事業化に向けた支援を行います．
また，最も優れたビジネスプランを有する企業に対しては，助成金による開発支援を行います．
応募の詳細はホームページにてご確認ください．
https://amdap.tokyo/
<2>臨床研究法関連情報
臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その４）が発行されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000340151.pdf

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.143 September 21, 2018
==================================================================
北海道胆振東部地震および台風 21 号のお見舞い
すでに学会ホームページでこのたびの北海道胆振東部地震および台風 21 号による暴風雨，高波・高潮に
ついてお見舞いを申しあげておりますが，改めてこのメ－ルマガジンの場をお借りして被害を受けられ
ました皆様方に，謹んでお見舞いを申し上げます．一刻も早く復旧されますことを強く願っております．
被害による学会の種々の手続き等については，最大限配慮することになっておりますので，事務局に
遠慮なくご相談ください．
災害はいつ何時起こるかも知れない状況ですので，いずれの状況にも対応できるような学会運営体制を
見直していきたい所存であります．今後ともご協力ご支援よろしくお願いいたします．
（理事長 市川哲雄）
==================================================================
北海道胆振東部地震につきまして
北海道胆振東部地震により被害を受けられました皆様方に謹んでお見舞いを申し上げます．
被災地におきましては，甚大な被害を受けて避難所生活を余儀なくされている方々が多くおられます．
一日も早い復興をお祈りいたします．
なお，北海道庁からの要請を受けて，北海道歯科医師会が被災地での歯科保健活動を実施しておりますが，
この活動に多くの本会会員の先生方が参加されておりますことをご報告いたします．
（広報委員会委員長 越野
==================================================================
9 月の半ばを過ぎました．毎日が秋らしくなって参りましたが，皆様におかれましては，いかがお過ごし
でしょうか．秋と言えば"天高く馬肥ゆる秋"，"読書の秋""スポーツの秋"などその様子を表していますが，
皆さんは何が自分に一番でしょうか？大学の先生方は，論文を多く読める時期なのかもしれませんが，
私は，失格教員なので，どうしても食欲に走ってしまいます．秋になると子供が小さいときは，芋掘り，
栗拾い，キノコ狩り，梨もぎなどによく連れて行ったものです．言葉によって，もいだり，拾ったり，
掘ったりそれぞれに合った言葉を用いているのはわかるのですが，なぜ狩るのでしょうか？
英語でも Mushroom hunting みたいです．秋の夜長に月明りの下じっくり考えてみたいと思います．
さて話は変わり，現在，私は歯科医師は休業中で引越し屋です．10 月 1 日に新たに開院する歯科病院へ
段ボールと格闘しています．しかしながら，30 年ため込んだ物は，なかなか片付きません．
"断捨離"を今回の合言葉にメールマガジン No.143 をお届けします．
（文責 月村直樹）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/143 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
<2>厚生労働省造血幹細胞移植法上の「造血幹細胞移植」の解釈の明確化に係る通知について
<3>UMIN 医学研究支援・症例登録システムクラウド版(INDICE cloud)について
<4>結核をなくすための「複十字シール募金」への協力のお願い
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>今月のこの人~林 達秀先生（ミズーリ大学カンザスシティ校留学）~
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>Asian Academy of Prosthodontics (AAP)
<2>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
<3>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
<4>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
<5>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<6>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<7>Indian Prosthodontic Society （IPS）
<8>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
<9>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>日本歯科医学会重点研究委員会公開フォーラム
「子どもの口腔機能の発達を支援するために」
日時：2018 年 9 月 24 日
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
事前登録制：受付期間 8 月 31 日－9 月 21 日
下記 HP より参加申込書をダウンロードしてお申込みください．
http://www.jads.jp/2018/0831/index.html
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<2>厚生労働省造血幹細胞移植法上の「造血幹細胞移植」の解釈の明確化に係る通知について
詳細は添付ファイルをご確認下さい.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180911_193616.pdf
<3>UMIN 医学研究支援・症例登録システムクラウド版(INDICE cloud)について
詳細は添付ファイルをご確認下さい.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180911_193634.pdf
<4>結核をなくすための「複十字シール募金」への協力のお願い
詳細は添付ファイルをご確認下さい.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180911_193726.pdf
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
大会長：舞田健夫先生（北医療大）
実行委員長：疋田一洋先生（北医療大）
準備委員長：田村誠先生（北医療大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14 日（日）15:30～16:30
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科関係保険収載医療技術の解説
座長：越智守生先生（北医療大）
講師：山口泰彦先生（北海道大）
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部純先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28（日）11：30～12：30
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：都尾元宣先生（朝日大）
講師：五味治徳先生（日歯大）
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長：小野高裕先生（新潟大）
準備委員長：堀一浩先生（新潟大）
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日）14：00～16：00
会場：ラマダホテル新潟
新潟市中央区弁天 1-2-4
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講演１
座長：魚島勝美先生（新潟大）
講師：佐藤裕二先生（昭和大）
講演 2
座長：加来賢先生（新潟大）
講師：堀一浩先生（新潟大）
●平成 30 年度 東関東支部・西関東支部・合同学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）9：00～14：10
会場：京成ホテルミラマーレ 16 階イルミラマーレ
千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1
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大会長：河相安彦先生（日大松戸）
副大会長：井野智先生（神歯大）
準備委員長：大久保昌和先生（日大松戸）
〇東関東支部・西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）15：30～16：35
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説
座長：大川周治先生（明海大）
講師：鈴木哲也先生（医歯大）
●平成 30 年度 東京支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）
，25 日（日）
会場：日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館
東京都千代田区神田駿河台 1-8-14
大会長：飯沼利光先生（日本大）
準備委員長：高津匡樹（日本大）
〇東京支部生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）13：10～14：10
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：大谷賢二先生（日本大）
講師：志賀博先生（日歯大）
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：30～，2 日(日)10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
大会長：矢谷博文先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習公開セミナー 1
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：20～16：10
会場：金沢市アートホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：長島正先生（大阪大）
演者：田中昌博先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
生涯学習公開セミナー 2
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日)13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：CAD/CAM 冠の基礎と臨床
座長：中村隆志先生（大阪大）
演者：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 6 日（土）11：00～12：00
会場：日本大学歯学部本館 創設百周年記念講堂
テーマ：睡眠時無呼吸症への歯科的対応について
座長：飯沼利光先生（日本大）
講師：浦田健太郎先生（日本大）
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：お口の機能を保って健康長寿 －お口の機能を検査していますか？－
座長：服部佳功先生（東北大）
講師：會田英紀先生（北医療大）
●西関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 20 日（土）14：00～15：00
会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター
テーマ：摂食嚥下における舌圧の重要性
座長：井野智先生（神歯大）
講師：飯田貴俊先生（神歯大）
●東海支部 市民フォーラム
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日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 午後
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
座長：石神元先生（朝日大）
講師：菅武雄先生（鶴見大） 大野友久先生（国立長寿医療センター）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）14:10～15:10
会場：京成ホテルイルミラマーレ
座長：井野智先生（神歯大）
講師：岡本和彦先生（明海大）
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：食べることは元気と長生きの素！ だから・・・義歯が大切！
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）午後
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科治療における歯科医師と歯科技工士の連携
座長：菊池雅彦先生（東北大）
講師：後藤まりえ先生（北海道大） 米塚貴博先生（
（株）札幌デンタルラボラトリー）
田邊憲昌先生（岩手医大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日）13：30～15：30
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：歯冠補綴・有床義歯補綴歯科治療の術後管理を考える
座長：中本哲自先生（松歯大）
講師：蒔田眞人先生（東海支部） 竹内一夫先生（愛院大）
●東関東支部・西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16：45～18：45
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：デジタル・CAD/CAM 補綴の UP TO DATE と展望
座長：藤澤政紀先生（明海大）
講師：木本克彦先生（神歯大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
テーマ：摂食嚥下リハビリテーションで補綴装置を活かす
座長：小野高裕先生（新潟大）
講師：古屋純一先生（医歯大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）14：20～16：30
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：義歯治療へのデジタル技術活用の今、そして未来
座長：高津匡樹先生（日本大）
講師：新井嘉則先生（日本大） 大久保力廣先生（鶴見大）
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
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http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<6>今月のこの人
~愛知学院大学歯科理工学講座 林達秀先生（ミズーリ大学カンザスシティ校留学）~
私は愛知学院大学在外研究員として 2017 年 8 月より一年間，ミズーリ大学カンザスシティ校 歯学部に
あります研究室（主任研究員 Dr. Yasuyoshi Ueki）に赴任しました．Dr. Ueki は Cherubism という自己
炎症性疾患の原因が，SH3BP2 遺伝子の変異であることを発見し，その後，同遺伝子の機能を種々の方法
で解析しています．今回，このプロジェクト遂行を通して，分子生物学的知識と技術を習得するという
のが私個人の目的でした．私の日本での主な研究テーマは，組織工学的手法を用いて筋組織から骨誘導
を試みるというものです．その際に，分子生物学的手法での解析も行っていたので 多少の知識はあった
のですが，その研究室で行っている内容は想定以上にハイレベルで，私の浅識では太刀打ちできず随分
と苦労しました．
帰国後，
「アメリカ生活は楽しかったか？」とよく聞かれるのですが，答えは「No」です．ネガティブ
な回答のように思われがちですが，この回答こそが，何度も立ちはだかった壁を乗り越えるために真剣
に取り組んだ証拠だと思っています．
今後はこの一年で習得した知識と技術も私自身の研究に活かし，本学の研究成果，ひいては日本の研究
成果に貢献できるよう努めます．
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>Asian Academy of Prosthodontics (AAP) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
クアラルンプール（マレーシア）で開催予定の，11th Biennial Congress of Asian Academy of
Prosthodontics (AAP) に関しまして，会場などの詳細情報が届きましたのでお知らせ致します．
各国の補綴学会からの代表演者による Regional Speaker Session（口演）
，ポスターセッションなどが
予定されています．できるだけ多くの先生方のご参加，ご発表をお願い致します．
日程：2018/9/21-23
会場：Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
73, JALAN RAJA CHULAN, 50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
抄録募集締め切り：終了しました
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.aap2018.maprostho.com.my/index.html
<2>日本歯科審美学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 9 月 29－30 日
場所：ウェスタ川越
演題登録締切：終了しました
事前登録締切：2018 年 8 月 17 日(金) 17：00
http://www.kokuhoken.jp/jaed29/
<3>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 10 月 13－14 日
場所：まつもと市民芸術館
http://lynx-dent.com/jsmshp29/index.html
<4>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 10 日(土)-11 日(日)にソウル（韓国）で開催予定の 2018 AAO International Conference に
ついてお知らせ致します．AAO は日本，韓国，タイ，台湾などの口腔インプラント関連の研究者，臨床医
が集まった学術集会です．過去には，大阪（前田芳信 大会長）
，広島（赤川安正 大会長）
，
札幌（横山敦郎 大会長）などでも開催され，JPS の会員が多く参加し運営にも協力して来た経緯があります．
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今回は，JPS 会員である渡邉文彦先生と韓国の Richard Leesungbok 先生のお二人が AAO の co-presidents として
学会を開催されます．
抄録登録の締め切りは 9 月 16 日となっております．詳しくは，大会 website (http://www.aao-org.com) を
ご参照ください．
急な連絡で申し訳ありませんが，できるだけ多くの JPS からのご発表，ご参加をお願い致します．
<5>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
<6>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
講演申込締切：終了しました
原稿投稿締切：2018 年 10 月 1 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 1 日
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<7>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）で開催予定の 46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 について，抄録登録の締め切りが 2018 年 9 月 30 日と明らかになり
ましたので，お知らせ致します（http://www.46thipsmangalore2018.com の，Scientific から，Guidelines
を参照下さい）
．海外からの発表についての詳細は，現在 IPS へ問い合わせておりますので，わかり次第
連絡致します．
マンガロールは南インドのカルナータカ州にあり，アラビア海に面した美しい港町です．JPS と IPS とは
2007 年より交流協定を結んでおり，留学生の受け入れなど多くの交流をしてきました．今回も，多くの
JPS 会員の先生方がご参加いただければ幸いです．どうぞ宜しくお願い致します．
<8>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
日時：2018 年 11 月 24－25 日
場所：鶴見大学会館
一般演題締切：2018 年 9 月 7 日
事前参加登録締切：2018 年 10 月 19 日
http://www.kokuhoken.jp/jaoh28/
<9>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
日時：2018 年 12 月 8 日
場所：文京学院大学本郷キャンパス
演題締切：2018 年 9 月 10 日
https://www.daekisen.org/FormMail/subject/endai-touroku/

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
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==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
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==================================================================
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大型台風や秋雨前線の影響か，一雨ごとにすっかり涼しくなり，秋本番を迎えております．
冷え性の私としては，涼しくなったというよりも，若干寒いと感じる今日このごろ，秋の学会シーズン
を迎え，皆様におかれましては，ご自愛のほどお願い申し上げます．
さて，秋の味覚といえば，さんま，柿，芋，栗や松茸などなど，
「天高く馬肥ゆる秋」
，本当に楽しみ
ですね．
この度，横浜に【Umami Burger】なるものが初上陸しました．LA で人気のハンバーガーショップで，
いまのところ，東京青山と横浜にしかないようです（横浜にお寄りの際は，是非お試し下さい）
．
日本食も美味しいですが，たまにハンバーガーって食べたくなりますよね！！！ 教室員を誘うと，
「重田先生ジャンクフード好きだから」と言いながら，渋々（？）付き合ってくれていますが，時々，
自分自身の味覚に自信がなくなるときありませんか？留学している時にお気入りだったコストコの
マフィン，バニラビーンズと思って食べていたら，スペイン人の友人に【中毒】といわれました．
つぶつぶの正体は，
【Poppy Seed】だったようです・・・．
私の残念な舌はともかく・・・，食欲の秋を満喫し，自分が美味しいと思うものをたくさん食べて，
元気にがんばりましょう．
それでは，メールマガジン 144 号をお送りします．（文責 重田優子）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/144 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」事前参加登録延長のお知らせ
<2>日本歯科人間ドック学会の学会名称の変更について
<3>「献血血液等の研究開発等への使用に関する指針」に基づく公募の実施について
<4>日本歯周病学会 歯周炎評価指標"PISA"の新規導入について
<5>日本歯科医学会連合・会員学会の英文紹介について
<6>第 3 回歯科医療臨床ニーズマッチング会開催について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>各種委員会からのメッセージ－教育問題検討委員会－
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
<2>第 28 回日本磁気歯科学会学術大会
<3>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
<4>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<5>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<6>Indian Prosthodontic Society （IPS）
<7>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
<8>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>厚生労働省造血幹細胞移植法上の「造血幹細胞移植」の解釈の明確化に係る通知について
<2>UMIN 医学研究支援・症例登録システムクラウド版(INDICE cloud)について
<3>結核をなくすための「複十字シール募金」への協力のお願い
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」事前参加登録延長のお知らせ
拝啓 皆様におかれましては，ますますご健勝のこととお慶び申し上げます．
この度，第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」開催におきまして，事前登録を 2018 年 10 月 26 日（金）
まで延長させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます．日本補綴歯科学会会員の先生のみ
ならず非会員の方々にも是非ご参加くださいますようお願いいたします．
詳細は（http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html）をご参照頂き，事前登録を行って
頂けますようお願い申し上げます．
敬具
公益社団法人 日本補綴歯科学会
第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
大会長 渡邉文彦
実行委員長 上田一彦
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<2>日本歯科人間ドック学会の学会名称の変更について
下記の通り名称が変更になりました．
旧名称：一般社団法人 日本歯科人間ドック学会
新名称：一般社団法人 ジャパンオーラルヘルス学会
<3>「献血血液等の研究開発等への使用に関する指針」に基づく公募の実施について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180926_132237.pdf
公募受付期間は 10 月 1 日～11 月 2 日です．
<4>日本歯周病学会 歯周炎評価指標"PISA"の新規導入について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180927_115058.pdf
<5>日本歯科医学会連合・会員学会の英文紹介について
本学会の学会紹介文が日本歯科医学会連合のホームページに英語表記で掲載されました．
歯科医学会連合のホームページ(http://www.nsigr.or.jp) を開き，右上の English をクリック頂くと
ご覧いただけます．
<6>第 3 回歯科医療臨床ニーズマッチング会開催について
日時：2018 年 11 月 28 日 18：00－20：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 7 階 臨床講義室
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180927_115714.pdf
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 東北・北海道支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）
，14（日）
会場：北海道自治労会館
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 5-3
大会長：舞田健夫先生（北医療大）
実行委員長：疋田一洋先生（北医療大）
準備委員長：田村誠先生（北医療大）
○東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 14 日（日）15：10～16：10
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科関係保険収載医療技術の解説
座長：越智守生先生（北医療大）
講師：山口泰彦先生（北海道大）
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部純先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28（日）11：30～12：30
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：都尾元宣先生（朝日大）
講師：五味治徳先生（日歯大）
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長：小野高裕先生（新潟大）
準備委員長：堀一浩先生（新潟大）
〇関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 8 月 5 日（日）14：00～16：00
会場：ラマダホテル新潟
新潟市中央区弁天 1-2-4
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テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
講演１
座長：魚島勝美先生（新潟大）
講師：佐藤裕二先生（昭和大）
講演 2
座長：加来賢先生（新潟大）
講師：堀一浩先生（新潟大）
●平成 30 年度 東関東支部・西関東支部・合同学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）9：00～14：10
会場：京成ホテルミラマーレ 16 階イルミラマーレ
千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1
大会長：河相安彦先生（日大松戸）
副大会長：井野智先生（神歯大）
準備委員長：大久保昌和先生（日大松戸）
〇東関東支部・西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）15：30～16：35
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説
座長：大川周治先生（明海大）
講師：鈴木哲也先生（医歯大）
●平成 30 年度 東京支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）
，25 日（日）
会場：日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館
東京都千代田区神田駿河台 1-8-14
大会長：飯沼利光先生（日本大）
準備委員長：高津匡樹（日本大）
〇東京支部生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）13：10～14：10
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：大谷賢二先生（日本大）
講師：志賀博先生（日歯大）
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：30～，2 日(日)10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
大会長：矢谷博文先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習公開セミナー 1
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：20～16：10
会場：金沢市アートホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：長島正先生（大阪大）
演者：田中昌博先生（大歯大）
生涯学習公開セミナー 2
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日)13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：CAD/CAM 冠の基礎と臨床
座長：中村隆志先生（大阪大）
演者：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●東京支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 6 日（土）11：00～12：00
会場：日本大学歯学部本館 創設百周年記念講堂
テーマ：睡眠時無呼吸症への歯科的対応について
座長：飯沼利光先生（日本大）
講師：浦田健太郎先生（日本大）
●東北・北海道支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）15：10～16：10
会場：北海道自治労会館
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テーマ：お口の機能を保って健康長寿
座長：服部佳功先生（東北大）
講師：會田英紀先生（北医療大）

－お口の機能を検査していますか？－

●西関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 20 日（土）14：00～15：00
会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター
テーマ：摂食嚥下における舌圧の重要性
座長：井野智先生（神歯大）
講師：飯田貴俊先生（神歯大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）13：00～15：00
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
座長：石神元先生（朝日大）
講師：菅武雄先生（鶴見大） 大野友久先生（国立長寿医療センター）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）14:10～15:10
会場：京成ホテルイルミラマーレ
座長：井野智先生（神歯大）
講師：岡本和彦先生（明海大）
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：食べることは元気と長生きの素！ だから・・・義歯が大切！
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東北・北海道支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）16：20～18：20
会場：北海道自治労会館
テーマ：補綴歯科治療における歯科医師と歯科技工士の連携
座長：菊池雅彦先生（東北大）
講師：後藤まりえ先生（北海道大） 田邊憲昌先生（岩手医大）
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日）13：30～15：30
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：歯冠補綴・有床義歯補綴歯科治療の術後管理を考える
座長：中本哲自先生（松歯大）
講師：蒔田眞人先生（東海支部） 竹内一夫先生（愛院大）
●東関東支部・西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16：45～18：45
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：デジタル・CAD/CAM 補綴の UP TO DATE と展望
座長：藤澤政紀先生（明海大）
講師：木本克彦先生（神歯大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
テーマ：摂食嚥下リハビリテーションで補綴装置を活かす
座長：小野高裕先生（新潟大）
講師：古屋純一先生（医歯大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）14：20～16：30
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
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テーマ：義歯治療へのデジタル技術活用の今、そして未来
座長：高津匡樹先生（日本大）
講師：新井嘉則先生（日本大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を
当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入
するものとする．
」
（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し
上げます．
<6>各種委員会からのメッセージ－教育問題検討委員会－
今期の教育問題検討委員会は，卒前・卒後から専門医に繋がる歯科補綴学教育基準の作成という大きな
タスクを受けています．現在補綴歯科学会 HP において「歯科補綴学教育基準改訂版 2006」が公開されて
おり，また「補綴歯科専門医研修プログラム作成指針」の中には，到達目標としての研修カリキュラム
が示されています．しかしながら昨今の歯科補綴学，歯科補綴治療を取り巻く環境は，CAD/CAM に代表
される技術革新やインプラントという新たな欠損補綴方法の定着，さらに超高齢社会に対応し健康長寿
に貢献するための，多職種連携，地域包括医療への参画など大きく変容しています．新たな歯科補綴学
教育基準は，これら新規の項目を取り込み，食の支援者としての補綴歯科医の役割を明確にしたいと
思っています．またこれまで本学会で構築した症型分類を基盤として学修者の視線で到達目標を明確に
するようなコンピテンシーベースの教育基準とする予定です．学修者としては学生・研修医レベル，
補綴歯科専門医レベル，補綴歯科指導医レベルに応じ，検討中の専門医制度改革を鑑み，専門医制度
委員会との連携をはかりながら，到達度の評価も念頭に置かなければなりません．只今，歯科補綴学
教育基準の骨組みとなる５つのコンピテンスと 17 のコンピテンシーについてパブリックコメントを求
めているところです．是非多くのご意見をお寄せください．（文責 澤瀬 隆）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 10 月 13－14 日
場所：まつもと市民芸術館
http://lynx-dent.com/jsmshp29/index.html
<2>第 28 回日本磁気歯科学会学術大会
日時：2018 年 11 月 3－4 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://jsmad.jp/meeting/28th/index.html
<3>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 10 日(土)-11 日(日)にソウル（韓国）で開催予定の 2018 AAO International Conference に
ついてお知らせ致します．AAO は日本，韓国，タイ，台湾などの口腔インプラント関連の研究者，
臨床医が集まった学術集会です．過去には，大阪（前田芳信 大会長）
，広島（赤川安正 大会長）
，
札幌（横山敦郎 大会長）などでも開催され，JPS の会員が多く参加し運営にも協力して来た経緯が
あります．今回は，JPS 会員である渡邉文彦先生と韓国の Richard Leesungbok 先生のお二人が AAO の
co-presidents として学会を開催されます．
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抄録登録の締め切りは 9 月 16 日となっております．詳しくは，大会 website (http://www.aao-org.com)
をご参照ください．
急な連絡で申し訳ありませんが，できるだけ多くの JPS からのご発表，ご参加をお願い致します．
<4>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
<5>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<6>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）にて，46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 が開催されます．抄録登録の締め切りは 2018 年 9 月 30 日となって
おります．詳しくは http://www.46thipsmangalore2018.com をご参照下さい．
<7>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
日時：2018 年 11 月 24－25 日
場所：鶴見大学会館
一般演題締切：終了しました
事前参加登録締切：2018 年 10 月 19 日
http://www.kokuhoken.jp/jaoh28/
<8>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
日時：2018 年 12 月 8 日
場所：文京学院大学本郷キャンパス
演題締切：終了しました
https://www.daekisen.org/FormMail/subject/endai-touroku/
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>厚生労働省造血幹細胞移植法上の「造血幹細胞移植」の解釈の明確化に係る通知について
詳細は添付ファイルをご確認下さい.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180911_193616.pdf
<2>UMIN 医学研究支援・症例登録システムクラウド版(INDICE cloud)について
詳細は添付ファイルをご確認下さい.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180911_193634.pdf
<3>結核をなくすための「複十字シール募金」への協力のお願い
詳細は添付ファイルをご確認下さい.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180911_193726.pdf

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.145 October 19, 2018
==================================================================
今年は自然災害や異常気象が次から次へと日本列島に襲いかかりました．被害に遭われた方には心より
お見舞い申し上げます．台風や豪雨は事前に進路や規模に関する的確な予報のおかげである程度被害を
抑えられますが，地震は緊急速報のメール音が鳴るか鳴らないかのうちに揺れが起こってくるのが怖い
ところです．地震予知の研究が実を結ぶ日が来るのかどうか疑問に思う人も多いのではないでしょうか．
とにかく日本は地震が多いという印象があるので調べてみると，地震の多い国ランキングで１位は
インドネシア，２位が日本，３位がネパールということで，世界でマグニチュード 6.0 以上の地震の 20％
は日本周辺で起こっているそうです．逆にヨーロッパでは地震が少なく，近場では北朝鮮やロシアなど
が地震の少ない国に挙げられています．もし地震の少ない国に脱出するとしたら，北朝鮮とロシアは遠慮
するとして次に近いオーストラリアがよいかもしれません．今回のメールマガジン No.145 には，10 月から
シドニー大学のリサーチ・アソシエイトとして赴任されている東北大・末永華子先生からのレポートが
掲載されていますので是非ご覧ください．
（文責 菊池雅彦）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/144 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 128 回学術大会の演題締め切りにつきまして
<2>代議員選挙の実施について
<3>第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム開催について
<4>オーグメンチン、プロフォポールの適応拡大について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」事前参加登録延長のお知らせ
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>今月のこの人~末永華子先生（シドニー大学留学）~
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
<2>第 28 回日本磁気歯科学会学術大会
<3>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
<4>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<5>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<6>Indian Prosthodontic Society （IPS）
<7>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
<8>第 3 回歯科医療臨床ニーズマッチング会
<9>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>日本歯科人間ドック学会の学会名称の変更について
<2>「献血血液等の研究開発等への使用に関する指針」に基づく公募の実施について
<3>日本歯周病学会 歯周炎評価指標"PISA"の新規導入について
<4>日本歯科医学会連合・会員学会の英文紹介について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 128 回学術大会の演題締め切りにつきまして
（公社）日本補綴歯科学会 会員の皆様へ
平素より大変お世話になっております．
先日発刊されました日本補綴歯科学会誌 10 巻 4 号に掲載されております様に第 128 回学術大会は，以下の日程，
会場で開催されます．
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
例年に比較して約 1 か月前に開催されますことから，演題（抄録）の申込締め切りが，2018 年 12 月 14 日（金）
23:59 と早くなっております．
まだ大会ホームページは準備中ですが，開設次第，社員メール，メールマガジン，学会ホームページでご連絡
致します．
宜しくお願い申し上げます．
（公社）日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
第 128 回学術大会長 横山 敦郎
<2>代議員選挙の実施について
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詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t18.html
<3> 第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム開催について
日時：2018 年 10 月 24 日（水）13：00-15：45
場所：有楽町朝日ホール
※本学会会員の参加申込締切：10 月 12 日（金）
詳細は下記の PDF ファイルをご確認下さい．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181009_091115.pdf
<4>オーグメンチン、プロフォポールの適応拡大について
詳細は下記の PDF ファイルをご確認下さい.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181010_203741.pdf
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部純先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28（日）11：30～12：30
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：都尾元宣先生（朝日大）
講師：五味治徳先生（日歯大）
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長：小野高裕先生（新潟大）
準備委員長：堀一浩先生（新潟大）
●平成 30 年度 東関東支部・西関東支部・合同学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）9：00～14：10
会場：京成ホテルミラマーレ 16 階イルミラマーレ
千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1
大会長：河相安彦先生（日大松戸）
副大会長：井野智先生（神歯大）
準備委員長：大久保昌和先生（日大松戸）
〇東関東支部・西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）15：30～16：35
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説
座長：大川周治先生（明海大）
講師：鈴木哲也先生（医歯大）
●平成 30 年度 東京支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）
，25 日（日）
会場：日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館
東京都千代田区神田駿河台 1-8-14
大会長：飯沼利光先生（日本大）
準備委員長：高津匡樹（日本大）
〇東京支部生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）13：10～14：10
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：大谷賢二先生（日本大）
講師：志賀博先生（日歯大）
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●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：30～，2 日(日)10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
大会長：矢谷博文先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習公開セミナー 1
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：20～16：10
会場：金沢市アートホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：長島正先生（大阪大）
演者：田中昌博先生（大歯大）
生涯学習公開セミナー 2
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日)13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：CAD/CAM 冠の基礎と臨床
座長：中村隆志先生（大阪大）
演者：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●西関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 20 日（土）14：00～15：00
会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター
テーマ：摂食嚥下における舌圧の重要性
座長：井野智先生（神歯大）
講師：飯田貴俊先生（神歯大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）13：00～15：00
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
座長：石神元先生（朝日大）
講師：菅武雄先生（鶴見大） 大野友久先生（国立長寿医療センター）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）14:10～15:10
会場：京成ホテルイルミラマーレ
座長：井野智先生（神歯大）
講師：岡本和彦先生（明海大）
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：食べることは元気と長生きの素！ だから・・・義歯が大切！
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日）13：30～15：30
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：歯冠補綴・有床義歯補綴歯科治療の術後管理を考える
座長：中本哲自先生（松歯大）
講師：蒔田眞人先生（東海支部） 竹内一夫先生（愛院大）
●東関東支部・西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16：45～18：45
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：デジタル・CAD/CAM 補綴の UP TO DATE と展望
座長：藤澤政紀先生（明海大）
講師：木本克彦先生（神歯大） 大久保力廣先生（鶴見大）
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●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
テーマ：摂食嚥下リハビリテーションで補綴装置を活かす
座長：小野高裕先生（新潟大）
講師：古屋純一先生（医歯大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）14：20～16：30
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：義歯治療へのデジタル技術活用の今、そして未来
座長：高津匡樹先生（日本大）
講師：新井嘉則先生（日本大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」事前参加登録延長のお知らせ
拝啓 皆様におかれましては，ますますご健勝のこととお慶び申し上げます．
この度，第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」開催におきまして，事前登録を 2018 年 10 月 26 日（金）
まで延長させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます．日本補綴歯科学会会員の先生のみな
らず非会員の方々にも是非ご参加くださいますようお願いいたします．
詳細は http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html をご参照頂き，事前登録を行って頂け
ますようお願い申し上げます．
敬具
公益社団法人 日本補綴歯科学会
第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
大会長 渡邉文彦
実行委員長 上田一彦
●第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<6>今月のこの人
~東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野 末永華子先生（シドニー大学留学）~
オーストラリア政府からのエンデバー奨学金，および科学研究費補助金国際共同強化 B の援助を受けて，
2012 年～2017 年の間に数回に分けて合計２年間，School of Aerospace, Mechanical & Mechatronic
Engineering, Faculty of Engineering and Information Technologies, The University of Sydney
に留学する機会を頂きました．滞在先では，義歯装着による義歯床下骨の骨代謝の変化を Positron
Emission Tomography にて観察し，メカニカルストレスの分布を Finite Element Analysis により計算し，
両者の関連を検索する研究に携わっていました．
実際に渡航して実感した一番のメリットは，研究連携ネットワークを大きくすることができたことです．
渡航先は，色々な国からの留学生や研究者を受け入れており，アットホームで仲の良い研究室であった
ため，研究室のメンバーや同門生との繋がりが強く，帰国後もその関係を維持することが出来る環境に
ありました．
2018 年 10 月からは，Faculty of Dentistry, The University of Sydney に籍を移し，2017 年から始めて
いる周術期口腔機能管理の分野立ち上げプロジェクトに本格的に従事しています．同分野については
日本が圧倒的に先を進んでおり，東北大学との共同プロジェクトとして進めて行く予定であり，今後も
連携ネットワークをさらに密に広げるべく邁進いたす所存です．
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
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平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 10 月 13－14 日
場所：まつもと市民芸術館
http://lynx-dent.com/jsmshp29/index.html
<2>第 28 回日本磁気歯科学会学術大会
日時：2018 年 11 月 3－4 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://jsmad.jp/meeting/28th/index.html
<3>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 10 日(土)-11 日(日)にソウル（韓国）で開催予定の 2018 AAO International Conference に
ついてお知らせ致します．AAO は日本，韓国，タイ，台湾などの口腔インプラント関連の研究者，臨床
医が集まった学術集会です．過去には，大阪（前田芳信 大会長）
，広島（赤川安正 大会長）
，
札幌（横山敦郎 大会長）などでも開催され，JPS の会員が多く参加し運営にも協力して来た経緯があり
ます．今回は，JPS 会員である渡邉文彦先生と韓国の Richard Leesungbok 先生のお二人が AAO の
co-presidents として学会を開催されます．
抄録登録の締め切りは 9 月 16 日となっております．詳しくは，大会 website (http://www.aao-org.com)
をご参照ください．
急な連絡で申し訳ありませんが，できるだけ多くの JPS からのご発表，ご参加をお願い致します．
<4>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
<5>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<6>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）にて，46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 が開催されます．抄録登録の締め切りは 2018 年 9 月 30 日となって
おります．詳しくは http://www.46thipsmangalore2018.com をご参照下さい．
<7>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
日時：2018 年 11 月 24－25 日
場所：鶴見大学会館
一般演題締切：終了しました
事前参加登録締切：2018 年 10 月 19 日
http://www.kokuhoken.jp/jaoh28/
<8>第 3 回歯科医療臨床ニーズマッチング会
日時：2018 年 11 月 28 日 18：00－20：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 7 階 臨床講義室
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180927_115714.pdf
<9>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
日時：2018 年 12 月 8 日
場所：文京学院大学本郷キャンパス
演題締切：終了しました
https://www.daekisen.org/FormMail/subject/endai-touroku/
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【３．関連団体からのお知らせ】
<1>日本歯科人間ドック学会の学会名称の変更について
下記の通り名称が変更になりました．
旧名称：一般社団法人 日本歯科人間ドック学会
新名称：一般社団法人 ジャパンオーラルヘルス学会
<2>「献血血液等の研究開発等への使用に関する指針」に基づく公募の実施について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180926_132237.pdf
公募受付期間は 10 月 1 日～11 月 2 日です．
<3>日本歯周病学会 歯周炎評価指標"PISA"の新規導入について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180927_115058.pdf
<4>日本歯科医学会連合・会員学会の英文紹介について
本学会の学会紹介文が日本歯科医学会連合のホームページに英語表記で掲載されました．歯科医学会連合
のホームページ(http://www.nsigr.or.jp) を開き，右上の English をクリック頂くとご覧いただけます．

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.145 October 19, 2018
==================================================================
今年は自然災害や異常気象が次から次へと日本列島に襲いかかりました．被害に遭われた方には心より
お見舞い申し上げます．台風や豪雨は事前に進路や規模に関する的確な予報のおかげである程度被害を
抑えられますが，地震は緊急速報のメール音が鳴るか鳴らないかのうちに揺れが起こってくるのが怖い
ところです．地震予知の研究が実を結ぶ日が来るのかどうか疑問に思う人も多いのではないでしょうか．
とにかく日本は地震が多いという印象があるので調べてみると，地震の多い国ランキングで１位は
インドネシア，２位が日本，３位がネパールということで，世界でマグニチュード 6.0 以上の地震の 20％
は日本周辺で起こっているそうです．逆にヨーロッパでは地震が少なく，近場では北朝鮮やロシアなど
が地震の少ない国に挙げられています．もし地震の少ない国に脱出するとしたら，北朝鮮とロシアは遠慮
するとして次に近いオーストラリアがよいかもしれません．今回のメールマガジン No.145 には，10 月から
シドニー大学のリサーチ・アソシエイトとして赴任されている東北大・末永華子先生からのレポートが
掲載されていますので是非ご覧ください．
（文責 菊池雅彦）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/144 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 128 回学術大会の演題締め切りにつきまして
<2>代議員選挙の実施について
<3>第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム開催について
<4>オーグメンチン、プロフォポールの適応拡大について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」事前参加登録延長のお知らせ
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>今月のこの人~末永華子先生（シドニー大学留学）~
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
<2>第 28 回日本磁気歯科学会学術大会
<3>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
<4>第 37 回日本接着歯学会学術大会
<5>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
<6>Indian Prosthodontic Society （IPS）
<7>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
<8>第 3 回歯科医療臨床ニーズマッチング会
<9>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>日本歯科人間ドック学会の学会名称の変更について
<2>「献血血液等の研究開発等への使用に関する指針」に基づく公募の実施について
<3>日本歯周病学会 歯周炎評価指標"PISA"の新規導入について
<4>日本歯科医学会連合・会員学会の英文紹介について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 128 回学術大会の演題締め切りにつきまして
（公社）日本補綴歯科学会 会員の皆様へ
平素より大変お世話になっております．
先日発刊されました日本補綴歯科学会誌 10 巻 4 号に掲載されております様に第 128 回学術大会は，以下の日程，
会場で開催されます．
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
例年に比較して約 1 か月前に開催されますことから，演題（抄録）の申込締め切りが，2018 年 12 月 14 日（金）
23:59 と早くなっております．
まだ大会ホームページは準備中ですが，開設次第，社員メール，メールマガジン，学会ホームページでご連絡
致します．
宜しくお願い申し上げます．
（公社）日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
第 128 回学術大会長 横山 敦郎
<2>代議員選挙の実施について
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詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t18.html
<3> 第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム開催について
日時：2018 年 10 月 24 日（水）13：00-15：45
場所：有楽町朝日ホール
※本学会会員の参加申込締切：10 月 12 日（金）
詳細は下記の PDF ファイルをご確認下さい．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181009_091115.pdf
<4>オーグメンチン、プロフォポールの適応拡大について
詳細は下記の PDF ファイルをご確認下さい.
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181010_203741.pdf
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 東海支部学術大会
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）
，28 日（日）
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
名古屋市千種区楠元町 1-100
大会長：武部純先生（愛院大）
実行委員長：尾澤昌悟先生（愛院大）
準備委員長：熊野弘一先生（愛院大）
〇東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 10 月 28（日）11：30～12：30
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：都尾元宣先生（朝日大）
講師：五味治徳先生（日歯大）
●平成 30 年度 関越支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
新潟市中央区万代島 6-1
大会長：小野高裕先生（新潟大）
準備委員長：堀一浩先生（新潟大）
●平成 30 年度 東関東支部・西関東支部・合同学術大会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）9：00～14：10
会場：京成ホテルミラマーレ 16 階イルミラマーレ
千葉県千葉市中央区本千葉町 15-1
大会長：河相安彦先生（日大松戸）
副大会長：井野智先生（神歯大）
準備委員長：大久保昌和先生（日大松戸）
〇東関東支部・西関東支部 生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）15：30～16：35
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載技術の解説
座長：大川周治先生（明海大）
講師：鈴木哲也先生（医歯大）
●平成 30 年度 東京支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）
，25 日（日）
会場：日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館
東京都千代田区神田駿河台 1-8-14
大会長：飯沼利光先生（日本大）
準備委員長：高津匡樹（日本大）
〇東京支部生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）13：10～14：10
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：大谷賢二先生（日本大）
講師：志賀博先生（日歯大）
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●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：30～，2 日(日)10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
大会長：矢谷博文先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習公開セミナー 1
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：20～16：10
会場：金沢市アートホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：長島正先生（大阪大）
演者：田中昌博先生（大歯大）
生涯学習公開セミナー 2
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日)13：30～15：30
会場：金沢市アートホール
テーマ：CAD/CAM 冠の基礎と臨床
座長：中村隆志先生（大阪大）
演者：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●西関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 20 日（土）14：00～15：00
会場：神奈川歯科大学附属横浜研修センター
テーマ：摂食嚥下における舌圧の重要性
座長：井野智先生（神歯大）
講師：飯田貴俊先生（神歯大）
●東海支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土）13：00～15：00
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
座長：石神元先生（朝日大）
講師：菅武雄先生（鶴見大） 大野友久先生（国立長寿医療センター）
●関越支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
●東関東支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）14:10～15:10
会場：京成ホテルイルミラマーレ
座長：井野智先生（神歯大）
講師：岡本和彦先生（明海大）
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：食べることは元気と長生きの素！ だから・・・義歯が大切！
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東海支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 10 月 28 日（日）13：30～15：30
会場：愛知学院大学楠元キャンパス
テーマ：歯冠補綴・有床義歯補綴歯科治療の術後管理を考える
座長：中本哲自先生（松歯大）
講師：蒔田眞人先生（東海支部） 竹内一夫先生（愛院大）
●東関東支部・西関東支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16：45～18：45
会場：CHIBA SKY WINDOWS 東天紅（センシティタワー23 階）
テーマ：デジタル・CAD/CAM 補綴の UP TO DATE と展望
座長：藤澤政紀先生（明海大）
講師：木本克彦先生（神歯大） 大久保力廣先生（鶴見大）
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●関越支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
テーマ：摂食嚥下リハビリテーションで補綴装置を活かす
座長：小野高裕先生（新潟大）
講師：古屋純一先生（医歯大）
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）14：20～16：30
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：義歯治療へのデジタル技術活用の今、そして未来
座長：高津匡樹先生（日本大）
講師：新井嘉則先生（日本大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
<4>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」事前参加登録延長のお知らせ
拝啓 皆様におかれましては，ますますご健勝のこととお慶び申し上げます．
この度，第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」開催におきまして，事前登録を 2018 年 10 月 26 日（金）
まで延長させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます．日本補綴歯科学会会員の先生のみな
らず非会員の方々にも是非ご参加くださいますようお願いいたします．
詳細は http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html をご参照頂き，事前登録を行って頂け
ますようお願い申し上げます．
敬具
公益社団法人 日本補綴歯科学会
第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」
大会長 渡邉文彦
実行委員長 上田一彦
●第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<6>今月のこの人
~東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野 末永華子先生（シドニー大学留学）~
オーストラリア政府からのエンデバー奨学金，および科学研究費補助金国際共同強化 B の援助を受けて，
2012 年～2017 年の間に数回に分けて合計２年間，School of Aerospace, Mechanical & Mechatronic
Engineering, Faculty of Engineering and Information Technologies, The University of Sydney
に留学する機会を頂きました．滞在先では，義歯装着による義歯床下骨の骨代謝の変化を Positron
Emission Tomography にて観察し，メカニカルストレスの分布を Finite Element Analysis により計算し，
両者の関連を検索する研究に携わっていました．
実際に渡航して実感した一番のメリットは，研究連携ネットワークを大きくすることができたことです．
渡航先は，色々な国からの留学生や研究者を受け入れており，アットホームで仲の良い研究室であった
ため，研究室のメンバーや同門生との繋がりが強く，帰国後もその関係を維持することが出来る環境に
ありました．
2018 年 10 月からは，Faculty of Dentistry, The University of Sydney に籍を移し，2017 年から始めて
いる周術期口腔機能管理の分野立ち上げプロジェクトに本格的に従事しています．同分野については
日本が圧倒的に先を進んでおり，東北大学との共同プロジェクトとして進めて行く予定であり，今後も
連携ネットワークをさらに密に広げるべく邁進いたす所存です．
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
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平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本咀嚼学会第 29 回学術大会
日時：2018 年 10 月 13－14 日
場所：まつもと市民芸術館
http://lynx-dent.com/jsmshp29/index.html
<2>第 28 回日本磁気歯科学会学術大会
日時：2018 年 11 月 3－4 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://jsmad.jp/meeting/28th/index.html
<3>2018 Asian Academy of Osseointegration (AAO) について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 10 日(土)-11 日(日)にソウル（韓国）で開催予定の 2018 AAO International Conference に
ついてお知らせ致します．AAO は日本，韓国，タイ，台湾などの口腔インプラント関連の研究者，臨床
医が集まった学術集会です．過去には，大阪（前田芳信 大会長）
，広島（赤川安正 大会長）
，
札幌（横山敦郎 大会長）などでも開催され，JPS の会員が多く参加し運営にも協力して来た経緯があり
ます．今回は，JPS 会員である渡邉文彦先生と韓国の Richard Leesungbok 先生のお二人が AAO の
co-presidents として学会を開催されます．
抄録登録の締め切りは 9 月 16 日となっております．詳しくは，大会 website (http://www.aao-org.com)
をご参照ください．
急な連絡で申し訳ありませんが，できるだけ多くの JPS からのご発表，ご参加をお願い致します．
<4>第 37 回日本接着歯学会学術大会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：日本歯科大学新潟生命歯学部
http://www.kokuhoken.jp/jsad37/
<5>第 39 回バイオメカニズム学術講演会
日時：2018 年 11 月 10－11 日
場所：筑波大学・筑波キャンパス 5C 棟
http://sobim.jp/
※日本補綴歯科学会会員が本講演会に参加された場合バイオメカニズム学会会員と同じ参加費となります．
<6>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）にて，46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 が開催されます．抄録登録の締め切りは 2018 年 9 月 30 日となって
おります．詳しくは http://www.46thipsmangalore2018.com をご参照下さい．
<7>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
日時：2018 年 11 月 24－25 日
場所：鶴見大学会館
一般演題締切：終了しました
事前参加登録締切：2018 年 10 月 19 日
http://www.kokuhoken.jp/jaoh28/
<8>第 3 回歯科医療臨床ニーズマッチング会
日時：2018 年 11 月 28 日 18：00－20：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 7 階 臨床講義室
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180927_115714.pdf
<9>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
日時：2018 年 12 月 8 日
場所：文京学院大学本郷キャンパス
演題締切：終了しました
https://www.daekisen.org/FormMail/subject/endai-touroku/
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【３．関連団体からのお知らせ】
<1>日本歯科人間ドック学会の学会名称の変更について
下記の通り名称が変更になりました．
旧名称：一般社団法人 日本歯科人間ドック学会
新名称：一般社団法人 ジャパンオーラルヘルス学会
<2>「献血血液等の研究開発等への使用に関する指針」に基づく公募の実施について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180926_132237.pdf
公募受付期間は 10 月 1 日～11 月 2 日です．
<3>日本歯周病学会 歯周炎評価指標"PISA"の新規導入について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180927_115058.pdf
<4>日本歯科医学会連合・会員学会の英文紹介について
本学会の学会紹介文が日本歯科医学会連合のホームページに英語表記で掲載されました．歯科医学会連合
のホームページ(http://www.nsigr.or.jp) を開き，右上の English をクリック頂くとご覧いただけます．

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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朝夕はめっきり涼しくなり，秋も深まり紅葉のシーズンとなりました．紅葉は，温度が低くなり光合成
活動低下によって緑色から薄く黄色に変化し，さらに強い冷え込み（最低気温 5?8℃）で落葉するまで
赤い色づきを作るそうです．今年は台風 24 号により風で木が折れ，塩害で葉が枯れて茶色く変色して
しまう木々がみられるなど｢紅葉のピンチ｣とも囁かれていました．しかしながら，塩害は限定的である
ことが判明し，全国的に鮮やかな紅葉が期待できるそうです．
大学からわずかの場所に，京都嵐山とまではいきませんが，その風景が似ていることから武蔵野の嵐山
として命名された嵐山渓谷があります．ここは，関東の紅葉スポットに選出される景勝地であり，この
時期，素晴らしい彩りを堪能することができます．
塩害の被害は限定的であったとはいえ，残念ながら鮮やか地元の紅葉をみられそうもない皆様，たまに
は違った場所に足を運んでみるのも一興かもしれません．
これから，さらに寒さが増す季節となります．お体にはくれぐれもご自愛ください．
今回のメールマガジン No.147 には，2018 年 8 月に帰国された日本大学松戸歯学部 関端哲士 先生からの
留学・研究活動レポート｢今月のこの人｣が掲載されておりますので是非ご覧ください．
（文責 岡本和彦）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/147 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 128 回学術大会の演題締め切りにつきまして
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」事前参加登録延長のお知らせ
<6>Future Leaders in Prosthodontics 8 (FLIP8）のご案内
<7>平成 30 年度の年会費納入について
<8>今月のこの人~関端哲士先生（デンマーク王国オーフス大学留学）~
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>第 23 回静岡健康・長寿学術フォーラム開催について
<2>Indian Prosthodontic Society （IPS）
<3>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
<4>第 3 回歯科医療臨床ニーズマッチング会
<5>WHO フォーラム開催について
<6>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
<7>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<8>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針（医療広告ガイドライン）
に関する Q&A について」の改訂について
<2>国立研究開発法人日本医療研究開発機構 倫理審査委員会報告システム登録情報について
<3>臨床研究法について
<4>都道府県別医療事故報告件数について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●平成 30 年度 東京支部学術大会
日時：平成 30 年 11 月 24 日（土）
，25 日（日）
会場：日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館
東京都千代田区神田駿河台 1-8-14
大会長：飯沼利光先生（日本大）
準備委員長：高津匡樹（日本大）
〇東京支部生涯学習公開セミナー
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）13：10～14：10
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：大谷賢二先生（日本大）
講師：志賀博先生（日歯大）
●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：30～，2 日(日)10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
大会長：矢谷博文先生（大阪大）
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準備委員長：中村隆志先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習公開セミナー 1
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：20～16：10
会場：金沢市アートホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：長島正先生（大阪大）
演者：田中昌博先生（大歯大）
生涯学習公開セミナー 2
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日)13：40～15：40
会場：金沢市アートホール
テーマ：CAD/CAM 冠の基礎と臨床
座長：中村隆志先生（大阪大）
演者：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：食べることは元気と長生きの素！ だから・・・義歯が大切！
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●東京支部 専門医研修会
日時：平成 30 年 11 月 25 日（日）14：20～16：30
会場：日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール
テーマ：義歯治療へのデジタル技術活用の今、そして未来
座長：高津匡樹先生（日本大）
講師：新井嘉則先生（日本大） 大久保力廣先生（鶴見大）
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
<4>第 128 回学術大会の演題締め切りにつきまして
（公社）日本補綴歯科学会 会員の皆様へ
平素より大変お世話になっております．
先日発刊されました日本補綴歯科学会誌 10 巻 4 号に掲載されております様に第 128 回学術大会は，以下の
日程，会場で開催されます．
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
例年に比較して約 1 か月前に開催されますことから，演題（抄録）の申込締め切りが，2018 年 12 月 14 日
（金）23:59 と早くなっております．
まだ大会ホームページは準備中ですが，開設次第，社員メール，メールマガジン，学会ホームページで
ご連絡致します．
宜しくお願い申し上げます．
（公社）日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
第 128 回学術大会長 横山 敦郎
<5>第 4 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'18」企画案
メインテーマ ： 「インプラント治療における審美修復の Out Come」
会 場
： 日本歯科大学生命歯学部 富士見ホール
開催日
： 2018 年 11 月 18 日(日)
担 当
： 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2 講座
大会長 渡邉文彦
準備委員長 上田一彦
詳細は下記のＨＰをご覧ください．
http://www.tky.ndu.ac.jp/~nduproth1/prosth18_index.html
<6>Future Leaders in Prosthodontics 8 (FLIP8）のご案内
第 127 回学術大会/・海外特別講演で御講演いただいた Dr. Sreenivas Koka が主催される Workshop が
バンコックで開催されます．JPS 会員５名分の席を確保して頂いておりますので奮ってご参加下さい．
詳細は馬場までメールにてお問い合わせ下さい．
（学術委員会・委員長 馬場一美 email: kazuyoshi@dent.showa-u.ac.jp）
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<7>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入する
ものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<8>今月のこの人
~日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学分野
関端哲士先生（デンマーク王国オーフス大学留学）~
平成 29 年 8 月からデンマーク王国のオーフス大学歯学部に留学，研究活動を 1 年間させていただきまし
ました．北欧諸国の 1 つであるデンマークの人口は約 573 万人で，国民の生活満足度はとても高く，
2016 年の国連世界幸福度報告では第１位となった国です．デンマーク第 2 の都市であるオーフスは
人口が約 26 万人と大学のある松戸市よりも小さな町ですが，2017 年欧州文化都市に選出される
デンマークを代表する都市となります．受け入れを快諾していただいた Section for Orofacial
Pain and Jaw Function の主任教授である Peter Svensson 先生は，口腔顔面痛，顎関節症および顎
運動の分野において様々な研究を国際学会や国際誌上に発信している世界的に著名な先生です．
Peter Svensson 先生が主宰するラボで 1 年間，運動学習が中枢へ及ぼす影響に関する研究に参加させて
いただきました．デンマークでは今まで知ることもなかった海外の文化や生活に触れることでき，
また，様々な国の人々と友人になる事でいろいろな価値観に触れることができました．結果として，
研究のみならず多くの経験をさせていただき今後の人生の糧となるような 1 年間となりました．
最後にこのような貴重な機会を与えてくださった指導教授である小見山道先生，日本大学理事
川良美佐雄先生，受け入れを承諾してくださった Peter Svensson 先生と講座の方々にこの場を借りて
お礼申し上げます．ありがとうございました．
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>第 23 回静岡健康・長寿学術フォーラム開催
日時：2018 年 11 月 16－17 日
場所：静岡県コンベンション アーツセンター「グランシップ」
http://www.shizuoka-forum.jp/
<2>Indian Prosthodontic Society （IPS）について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
2018 年 11 月 15-18 日にマンガロール（インド）にて，46th Indian Prosthodontic Society (IPS)
National Conference Mangalore 2018 が開催されます．抄録登録の締め切りは 2018 年 9 月 30 日となって
おります．詳しくは http://www.46thipsmangalore2018.com をご参照下さい．
<3>第 28 回日本全身咬合学会学術大会
日時：2018 年 11 月 24－25 日
場所：鶴見大学会館
一般演題締切：終了しました
事前参加登録締切：2018 年 10 月 19 日
http://www.kokuhoken.jp/jaoh28/
<4>第 3 回歯科医療臨床ニーズマッチング会
日時：2018 年 11 月 28 日 18：00－20：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 7 階 臨床講義室
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20180927_115714.pdf
<5>WHO フォーラム
日時：2018 年 11 月 30 日 10：00-16：30
場所：UN ハウス（国連大学）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181029_205554.pdf
<6>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
日時：2018 年 12 月 8 日
場所：文京学院大学本郷キャンパス
演題締切：終了しました
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https://www.daekisen.org/FormMail/subject/endai-touroku/
<7>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
会員の先生方におかれましてはますますのご清祥のことと存じます．
2019 年 2 月 21-22 日の日程で，本会と交流協定を結んでおります The American Prosthodontic Society
（APS）の 2019 Annual Meeting がシカゴにて開催されます．
例年同様，本会の会員の先生方の登録は会員価格で可能です．下記 URL より登録していただけますので，
参加ご希望の先生方はこちらより登録のほど，よろしくお願いいたします．
なお，designation/credentials の欄には，DDS や PhD などの専門職 degree を入力して下さい．
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3239
<8>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針（医療広告ガイド
ライン）に関する Q&A について」の改訂について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181029_205858.pdf
<2>国立研究開発法人日本医療研究開発機構 倫理審査委員会報告システム登録情報について
倫理審査委員会報告システムの登録情報につきまして倫理指針に則って更新をお願いいたします．
詳細は下記のＰＤＦファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181019_145058.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181019_145127.pdf
<3>臨床研究法について
「臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その５）
」，「臨床研究法の対象となる臨床研究等
の事例集について（その１）
」が公開されております．
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<4>都道府県別医療事故報告件数について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181025_090017.pdf

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.148 November 30, 2018
==================================================================
2017 年 7 月 14 日発行の No.95 号のメールマガジンを発行させていただいて以来，54 号目の発行となる
148 号の発行となり，当委員会にとりましては残り約半年の任期となりました．
今期，広報委員会を担当させていただき，メールマガジンの発行形態の変更，ホームページの掲載内容の
充実とリンク設定の整理などをさせていただきました．本部関連の情報と支部関連の情報の棲み分けを行
い，必要な情報に辿り着きやすくするなど，目に見えにくい部分ではありますが，改善に努めてまいりま
した．構造変更に伴い，ご不便をかけた部分もあろうかと存じますが，ご理解いただきたいと思います．
さて，北海道におきましては，11 月中旬に極めて遅い初雪を観測し，今も雪がちらついております．
一方で，台風 28 号が発生したとのニュースが流れております．先週，大阪に出張いたしましたが，札幌と
は 15℃以上の気温差がありました．改めて日本列島の南北の長さを感じます．
今回のメールマガジン No.148 には，｢専門医認定委員会報告｣が掲載されておりますので是非ご覧ください．
（文責 越野 寿 ）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/148 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>プロソ'１８開催のお礼
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会 ＨＰ開設および演題登録について
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
<4>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会開催について
<5>医療事故調査制度の現況報告（10 月分）について
<6>臨床研究法「平成 30 年度末における施行前臨床研究に係る実施計画の提出について」
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 128 回学術大会開催について
<5>Future Leaders in Prosthodontics 8 (FLIP8）のご案内
<6>平成 30 年度の年会費納入について
<7>各種委員会からのメッセージ－専門医認定委員会－
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<3>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>プロソ'１８開催のお礼
11 月 18 日（日）午前 10 時から午後 5 時 20 分まで日本歯科大学生命歯学部富士見ホールに於いて"インプ
ラント治療における審美修復の Outcome"をメインテーマに，日本補綴歯科学会第 4 回補綴歯科臨床研鑽会
「プロソ'１８」を開催致しました．研鑽会は，午前はシンポジウムⅠ「審美インプラント治療における
インプラント埋入条件」
，午後はシンポジウムⅡ「インプラント治療におけるティッシュマネージメントと
審美修復」をテーマに，会員発表 4 名を含む 8 名の演者の方にご講演を頂きました．内容はいずれの方も
臨床症例を提示し，エビデンスレベルの高い文献を引用しての講演を頂きました．非常に臨床的で内容の
濃いものであったと感謝申し上げます．
当日の参加者は 298 名で，協賛頂いた展示企業は 12 社でした．研鑽会はタイトなスケジュールでしたが
最後まで多くの方が聴講されておりました．参加されました方々にお礼申し上げます．
最後に，本研鑽会の企業展示にご協力，ご尽力を賜りましたメーカー，企業の方々に厚く御礼申し上げます．
協賛頂きましたメーカー，企業は以下の通りです．
【企業展示一覧】
株式会社アルタデント，有限会社オーラス，ＫＴＣ（京都機械工具株式会社）
，
株式会社三和デンタル，株式会社松風，株式会社シンワ歯研，
ジンマー・バイオメッド・デンタル株式会社，ストローマン・ジャパン株式会社，
株式会社デンタリード，デンツプライシロナ株式会社，株式会社モリタ，
和田精密歯研株式会社（50 音順）
平成 30 年 11 月 19 日
日本補綴歯科学会第 4 回補綴歯科臨床研鑽会 プロソ'１８
大会長
渡邉文彦
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員の皆様

ＨＰ開設および演題登録について
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平素より大変お世話になっております．
先日 2019 年 5 月 10 日～12 日に札幌にて開催されます（公社）日本補綴歯科学会第 128 回学術大会のホーム
ページを開設し，学会ホームページからのリンクを行いました．ご確認戴けましたら幸いに存じます．
128 回学術大会 HP
演題登録
参加登録

http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
https://www.mas-sys.com/jps128/
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html

なお 128 回大会は，例年より 1 か月早く開催されるため，演題登録〆切りは，本年 12 月 14 日となっており
ますのでご注意下さい．
会員皆様のからご発表ならびにご参加を心よりお待ちしております．
お忙しい中誠に恐縮ですが何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長
第 128 回学術大会大会長 横山 敦郎

市川

哲雄

<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
この度，全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション「JPS student clinical skills
competition」を開催することになりました．
補綴歯科臨床には，
「臨床診断能力」が必須であることに議論の余地はありません．一方，高い「臨床
技能」も不可欠であり，進化し続ける補綴歯科臨床に対応することができる歯学部学生を育成すること
は本学会の最重要課題の一つです．また，技能教育の重要性について教育者のみならず学生とも共有す
ることも意義深く，これらの達成を目的として歯学部学生を対象とした学生臨床技能コンペティション
を実施することとなりました．
なお，本コンペティションは歯科補綴学教育における「実習内容の再評価」
，
「臨床技能試験の評価法
構築」等も視野に入れた企画であり，コンペティション開催により，本学会の教育内容の拡充が期待さ
れます．さらには，歯学部学生の歯科補綴学への興味を喚起し，補綴歯科医療を推進できる人材獲得
および育成も目指します．
第１回の課題として，
「支台歯形成（下顎右側第二小臼歯、CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．
本コンペティションの主旨を十分ご理解の上ご参加いただきたく，ご高配を賜りますようにお願い申
し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・開催場所：東京都内（後日連絡）
・参加資格：二次審査に参加可能かつ二次審査時に歯学部在学中である学生（各大学１名）
・スケジュール概要：
2019 年 1 月 31 日（木） 大学として参加することの申し込み（表明）締め切り
2019 年 2 月 28 日（木） 各大学内での選考および一次審査のための作品のデータの提出締め切り
2019 年 3 月中旬
一次審査の結果発表
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
・連絡先：
〒105-0004 東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
公益社団法人 日本補綴歯科学会内
TEL : 03-5733-4680 FAX : 03-5733-4688
担当 石川 義孝
<4>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会開催について
日時：2019 年 2 月 14 日 15：00-16：15
場所：日本大学歯科病院（歯学部本館）7 階 創設百周年記念講堂
詳細は HP をご覧ください．
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
<5>医療事故調査制度の現況報告（10 月分）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181116_175330.pdf
<6>臨床研究法「平成 30 年度末における施行前臨床研究に係る実施計画の提出について」
厚生労働省より臨床研究法に下記についての通知が発出されております．
「平成 30 年度末における施行前臨床研究に係る実施計画の提出について」
詳細は HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
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●平成 30 年度 関西支部学術大会
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：30～，2 日(日)10：00～11：40
会場：金沢市アートホール
金沢市本町 2-15-1
大会長：矢谷博文先生（大阪大）
準備委員長：中村隆志先生（大阪大）
〇関西支部 生涯学習公開セミナー
生涯学習公開セミナー 1
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)15：20～16：10
会場：金沢市アートホール
テーマ：補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説
座長：長島正先生（大阪大）
演者：田中昌博先生（大歯大）
生涯学習公開セミナー 2
日時：平成 30 年 12 月 2 日(日)13：40～15：40
会場：金沢市アートホール
テーマ：CAD/CAM 冠の基礎と臨床
座長：中村隆志先生（大阪大）
演者：髙橋英和先生（医歯大） 末瀬一彦先生（大歯大） 峯篤史先生（大阪大）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●関西支部 市民フォーラム
日時：平成 30 年 12 月 1 日(土)14：00～15：00
会場：金沢市アートホール
テーマ：食べることは元気と長生きの素！ だから・・・義歯が大切！
座長：杉政和先生（石川県歯科医師会）
講師：水口俊介先生（医歯大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
<4>第 128 回学術大会開催について
（公社）日本補綴歯科学会 会員の皆様へ
平素より大変お世話になっております．
先日発刊されました日本補綴歯科学会誌 10 巻 4 号に掲載されております様に第 128 回学術大会は，以下の
日程，会場で開催されます．
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
例年に比較して約 1 か月前に開催されますことから，演題（抄録）の申込締め切りが，2018 年 12 月 14 日（金）
23:59 と早くなっております．
宜しくお願い申し上げます．
（公社）日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
第 128 回学術大会長 横山 敦郎
<5>Future Leaders in Prosthodontics 8 (FLIP8）のご案内
第 127 回学術大会/・海外特別講演で御講演いただいた Dr. Sreenivas Koka が主催される Workshop が
バンコックで開催されます．JPS 会員５名分の席を確保して頂いておりますので奮ってご参加下さい．
詳細は馬場までメールにてお問い合わせ下さい．
（学術委員会・委員長 馬場一美 email: kazuyoshi@dent.showa-u.ac.jp）
<6>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<7>各種委員会からのメッセージ－専門医認定委員会－
専門医認定委員会は，専門医，指導医および認定研修機関の資格の適否の審査とそれに関する適正な
運用に関わる業務を行うことを目的に活動しています．活動方針として，毎年４月および 10 月の専門
医認定委員会開催，専門医，指導医および認定研修機関の更新資格の適否の審議，専門医および認定
研修機関の認定，新規指導医，新規終身指導医，新規認定研修機関の理事会への認定発議，専門医症
例報告の査読，認定研修機関（乙）の実地調査，ケースプレゼンテーション審査指標の作成を行って

504
います．
専門医更新では，本会学術大会への出席単位が必要になります．本会学術大会，支部学術大会，専門
医研修会およびプロソは１回４単位，生涯学習公開セミナーは１回２単位，歯科補綴学関連学会の出
席が１回２単位として認められます．それ以外にも専門医の資格の更新に必要な条件がございますの
で，詳しくは日本補綴歯科学会ホームページの「Ⅲ．専門医資格更新の申請方法」をご覧下さい．
また，専門医を更新される先生方は，認定更新の申請受付を認定失効期日の１年前から６か月前まで
に行いますので，お忘れになりませんよう，ご注意ください．
新規専門医認定を申請する先生は，本会学術大会もしくは支部学術大会に演題申込と同時に学会事務
局へ様式９および９－２の提出をお願いいたします．その後，ケースプレゼンテーション発表の１か
月前までに専門医申請の申請書類を学会事務局に送付してください．ケースプレゼンテーション発表
後は，様式 10 を学会事務局に送付してください．毎年４月および 10 月に開催される専門医認定委員会
で専門医認定の審議を行います．
専門医・指導医・認定研修機関の申請および更新に関する各申請書は下記の日本補綴歯科学会ホーム
ページからダウンロードできますので，ご覧下さい．
http://www.hotetsu.com/s2_05.html
今後ともどうかよろしくお願いいたします．
専門医認定委員会 委員長 高橋 裕
幹事
川口 智弘
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正する
こと（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている
認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関にお
かれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>第 63 回日本唾液腺学会学術集会
日時：2018 年 12 月 8 日
場所：文京学院大学本郷キャンパス
演題締切：終了しました
https://www.daekisen.org/FormMail/subject/endai-touroku/
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
会員の先生方におかれましてはますますのご清祥のことと存じます．
2019 年 2 月 21-22 日の日程で，本会と交流協定を結んでおります The American Prosthodontic Society
（APS）の 2019 Annual Meeting がシカゴにて開催されます．
例年同様，本会の会員の先生方の登録は会員価格で可能です．下記 URL より登録していただけますので，
参加ご希望の先生方はこちらより登録のほど，よろしくお願いいたします．
なお，designation/credentials の欄には，DDS や PhD などの専門職 degree を入力して下さい．
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3239
<3>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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12 月になり，いよいよ冬本番になってきました．そろそろ，来年の国際学会の予約をされるのはいかが
でしょうか．とくに２月のシカゴがオススメです．有名なミッドウインターミーティングに合わせて数
多くの学会が開催されます．
補綴関連では，American Prosthodontic Society (APS)，American Academy of Fixed Prosthodontics
(AAFP)，American Academy of Restorative Dentistry などに参加できます．とくにお得なのは，APS です．
日本の補綴学会と友好関係にあるので，通常 775～850 ドルの登録が 325 ドルで行えます
（下記のトピックス 2-2）
．
今回のメールマガジンでは，そのシカゴに留学されていた四ッ谷護先生（東京歯科大学）の留学記もお読み
いただけます．それでは，冬の大阪からメールマガジン 149 号をお届けします．
（文責 中村隆志）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/149 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>「第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム」開催報告書について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>専門医研修会のお知らせ
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会のイブニングセッションならびに演題登録〆切りの延長について
<3>プロソ’１８開催のお礼
<4>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会 ＨＰ開設および演題登録について
<5>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
<6>平成 30 年度の年会費納入について
<7>今月のこの人～四ツ谷 護先生（イリノイ州立大学シカゴ校留学）～
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<3>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>医療事故調査制度の現況報告（10 月分）について
<2>臨床研究法「平成 30 年度末における施行前臨床研究に係る実施計画の提出について」
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>「第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム」開催報告書について
2018 年 10 月 24 日に開催されました第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラムの報告書が発行されました．
報告書は下記の PDF ファイルからご覧いただけます．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181204_115242.pdf
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>専門医研修会のお知らせ
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：審美歯冠補綴治療のカッティングエッジ
講師：未定
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会のイブニングセッションならびに演題登録〆切りの延長について
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員の皆様
平素より大変お世話になっております．
先日 2019 年 5 月 10 日?12 日に札幌にて開催されます（公社）日本補綴歯科学会第 128 回学術大会のイブニング
セッションならびに演題登録〆切りを下記の様に延長致しました．
イブニングセッション
2018 年 12 月 28 日
演題登録
2018 年 12 月 28 日
下記 Website をご確認戴き，演題登録をお願い申し上げます．
128 回学術大会
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
演題登録
https://www.mas-sys.com/jps128/
会員皆様のからご発表ならびご参加を心よりお待ちしております．
お忙しい中誠に恐縮ですが何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
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第 128 回学術大会大会長

横山 敦郎

<3>プロソ’１８開催のお礼
11 月 18 日（日）午前 10 時から午後 5 時 20 分まで日本歯科大学生命歯学部富士見ホールに於いて“インプラント
治療における審美修復の Outcome”をメインテーマに，日本補綴歯科学会第 4 回補綴歯科臨床研鑽会
「プロソ’１８」を開催致しました．研鑽会は，午前はシンポジウムⅠ「審美インプラント治療におけるイ
ンプラント埋入条件」
，午後はシンポジウムⅡ「インプラント治療におけるティッシュマネージメントと審
美修復」をテーマに，会員発表 4 名を含む 8 名の演者の方にご講演を頂きました．内容はいずれの方も臨床症
例を提示し，エビデンスレベルの高い文献を引用しての講演を頂きました．非常に臨床的で内容の濃いもの
であったと感謝申し上げます．
当日の参加者は 298 名で，協賛頂いた展示企業は 12 社でした．研鑽会はタイトなスケジュールでしたが最後ま
で多くの方が聴講されておりました．参加されました方々にお礼申し上げます．
最後に，本研鑽会の企業展示にご協力，ご尽力を賜りましたメーカー，企業の方々に厚く御礼申し上げます．
協賛頂きましたメーカー，企業は以下の通りです．
【企業展示一覧】
株式会社アルタデント，有限会社オーラス，ＫＴＣ（京都機械工具株式会社）
，
株式会社三和デンタル，株式会社松風，株式会社シンワ歯研，ジンマー・バイオメッド・デンタル株式会社，
ストローマン・ジャパン株式会社，株式会社デンタリード，デンツプライシロナ株式会社，株式会社モリタ，
和田精密歯研株式会社（50 音順）
平成 30 年 11 月 19 日
日本補綴歯科学会第 4 回補綴歯科臨床研鑽会 プロソ’１８
大会長
渡邉文彦
<4>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会 ＨＰ開設および演題登録について
（公社）日本補綴歯科学会 会員の皆様へ
平素より大変お世話になっております．
先日発刊されました日本補綴歯科学会誌 10 巻 4 号に掲載されております様に第 128 回学術大会は，以下の日程，
会場で開催されます．
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
また，学術大会ホームページを開設し，学会ホームページからのリンクを行いました．ご確認戴けましたら
幸いに存じます．
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
演題登録
https://www.mas-sys.com/jps128/
参加登録
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html
なお 128 回大会は，例年より 1 か月早く開催されるため，演題登録〆切りは，本年 12 月 14 日となっておりますの
でご注意下さい．
会員皆様のからご発表ならびにご参加を心よりお待ちしております．
お忙しい中誠に恐縮ですが何卒宜しくお願い申し上げます．
（公社）日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
第 128 回学術大会長 横山 敦郎
<5>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
この度，全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション「JPS student clinical skills
competition」を開催することになりました．
補綴歯科臨床には，
「臨床診断能力」が必須であることに議論の余地はありません．一方，高い「臨床技能」
も不可欠であり，進化し続ける補綴歯科臨床に対応することができる歯学部学生を育成することは本学会の
最重要課題の一つです．また，技能教育の重要性について教育者のみならず学生とも共有することも意義深
く，これらの達成を目的として歯学部学生を対象とした学生臨床技能コンペティションを実施することとな
りました．
なお，本コンペティションは歯科補綴学教育における「実習内容の再評価」
，
「臨床技能試験の評価法構築」
等も視野に入れた企画であり，コンペティション開催により，本学会の教育内容の拡充が期待されます．
さらには，歯学部学生の歯科補綴学への興味を喚起し，補綴歯科医療を推進できる人材獲得および育成も目
指します．
第１回の課題として，
「支台歯形成（下顎右側第二小臼歯、CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．
本コンペティションの主旨を十分ご理解の上ご参加いただきたく，ご高配を賜りますようにお願い申し上げ
ます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・開催場所：東京都内（後日連絡）
・参加資格：二次審査に参加可能かつ二次審査時に歯学部在学中である学生（各大学１名）
・スケジュール概要：
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2019 年 1 月 31 日（木） 大学として参加することの申し込み（表明）締め切り
2019 年 2 月 28 日（木） 各大学内での選考および一次審査のための作品のデータの提出締め切り
2019 年 3 月中旬
一次審査の結果発表
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
・連絡先：
〒105-0004 東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
公益社団法人 日本補綴歯科学会内
TEL : 03-5733-4680 FAX : 03-5733-4688
担当 石川 義孝
<6>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該年度の
5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するものとする．
」
（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<7>今月のこの人
～東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座 四ツ谷 護先生（イリノイ州立大学シカゴ校留学）～
私は 2016 年 10 月から 1 年間，米国のイリノイ州立大学シカゴ校歯学部(UIC)に研究留学する機会をいただきま
した．シカゴは全米第３位の都市で，アメリカを代表する 4 大プロスポーツの本拠地やアメリカでも有数の
美術館や博物館がダウンタウンに集中する文化的で魅力溢れる街です．
所属先の Department of Oral Biology は，日本でも多数の講演経験がある Lyndon F. Cooper 教授が主任教授
を務める講座です．私は Craniofacial pathology に属する David A. Reed 講師の研究室で分子細胞学的な下
顎頭関節軟骨に焦点をあてたプロジェクトに参加しました．この研究部門には世界 20 か国を超える非常に
多くの国から研究者が集まっており，講座内の定例ミーティングでは多種多様な文化に触れることができ
ました．様々なディスカッションを通じて，英語でのコミュニケーションの重要性を痛感しました．滞在中
は，極寒の２月に補綴系学会が複数開催されるシカゴミッドウィンターミーティングに参加したり，大学だ
けでなくアメリカの開業医のスタディグループのミーティングにも参加したりと，非常に有意義な時間を過
ごすことができました．
長期間の海外滞在で得た多くの出会いや異文化との交流の中で築いた人間関係からは学ぶべきことが数多く
あり，何事にも真摯に取り組む研究者達の姿勢を見て研究に対する情熱を強く感じました．このような貴重
な経験を，今後の教育，研究，臨床に役立てていきたいと考えております．今回このような機会を与えてい
ただきました佐藤 亨教授および関係各位に厚く御礼申し上げます．
<8>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
日時：2019 年 2 月 14 日 15：00-16：15
場所：日本大学歯科病院（歯学部本館）7 階 創設百周年記念講堂
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
会員の先生方におかれましてはますますのご清祥のことと存じます．
2019 年 2 月 21-22 日の日程で，本会と交流協定を結んでおります The American Prosthodontic Society（APS）
の 2019 Annual Meeting がシカゴにて開催されます．
例年同様，本会の会員の先生方の登録は会員価格で可能です．下記 URL より登録していただけますので，参
加ご希望の先生方はこちらより登録のほど，よろしくお願いいたします．なお，designation/credentials
の欄には，DDS や PhD などの専門職 degree を入力して下さい．
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3239
<3>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>医療事故調査制度の現況報告（10 月分）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
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http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181116_175330.pdf
<2>臨床研究法「平成 30 年度末における施行前臨床研究に係る実施計画の提出について」
厚生労働省より臨床研究法に下記についての通知が発出されております．
「平成 30 年度末における施行前臨床研究に係る実施計画の提出について」
詳細は HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.150 December 28, 2018
==================================================================
今年も残すところ 4 日となりました．この 1 年，会員の皆様にとってどんな年でしたでしょうか．今年は
「平成最後の○○」というフレーズをあちこちで聞いたように思います．平成の 30 年間を振り返ってみ
ますと，補綴の分野でもいろいろな変化があったように思います．材料学的研究に加えて生物学的研究
も増え，摂食嚥下機能や種々の口腔機能など，機能に関する研究も増えました．そして，デジタルの波
はすぐそこまで来ています．これからの補綴学・補綴臨床はどのように進んでいくのでしょうか．
「平成最後の冬休み」には，これまでをふり返り，これからの計画を立てたいものです．
それではメールマガジン 150 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/150 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1> Dr. Sree Koka on TED talk, "Without teeth"
<2>再生医療に関わる規則等の一部改正について
<3>臨床研究法「臨床研究法における臨床研究の利益相反の管理について」
<4>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）について
<5>プロシーディング「歯学・歯科医療の今後の方向性」の発行について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>専門医研修会のお知らせ
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会のイブニングセッションならびに演題登録〆切りの延長について
<3>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会 ＨＰ開設および演題登録について
<4>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>各種委員会からのメッセージ－社会連携委員会－
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<3>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>「第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム」開催報告書について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1> Dr. Sree Koka on TED talk, "Without teeth"
昨年，岡山で行われた第 127 回学術大会（皆木大会長）の海外特別講演にご登壇頂いた Dr. Sreenivas Koka
が TED のブランチである TEDｘで講演されていています（下記リンク）
．
タイトルは"Without teeth"．タイトルからわかるように補綴医，必見の素晴らしいプレゼンです．
そして，掛け値なしに Cool！
https://www.youtube.com/watch?v=Yf-pYdooGGU&t=17s
学術委員会委員長 馬場一美
<2>再生医療に関わる規則等の一部改正について
厚生労働省より下記の点についての通知が発出されております．
・再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令
（平成 30 年厚生労働省令第 140 号）
・
「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」
及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」の一部改正について
・再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A（その４）について
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/index.html
<3>臨床研究法「臨床研究法における臨床研究の利益相反の管理について」
厚生労働省より臨床研究法に下記についての通知が発出されております．
「臨床研究法における臨床研究の利益相反の管理について」
詳細は HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<4>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181217_120042.pdf
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<5>プロシーディング「歯学・歯科医療の今後の方向性」の発行について
本年 6 月 27 日に開催されました日本学術会議歯学委員会・日本歯学系学会協議会共催講演会「歯学・科医療
の今後方向性」のプロシーディングが発行されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20180627_lecture.pdf
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>専門医研修会のお知らせ
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：審美歯冠補綴治療のカッティングエッジ
講師：未定
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会のイブニングセッションならびに演題登録〆切りの延長について
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員の皆様
平素より大変お世話になっております．
先日 2019 年 5 月 10 日-12 日に札幌にて開催されます（公社）日本補綴歯科学会第 128 回学術大会のイブニング
セッションならびに演題登録〆切りを下記の様に延長致しました．
イブニングセッション
2018 年 12 月 28 日
演題登録
2018 年 12 月 28 日
下記 Website をご確認戴き，演題登録をお願い申し上げます．
128 回学術大会
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
演題登録
https://www.mas-sys.com/jps128/
会員皆様のからご発表ならびご参加を心よりお待ちしております．
お忙しい中誠に恐縮ですが何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
第 128 回学術大会大会長 横山 敦郎
<3>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会 ＨＰ開設および演題登録について
（公社）日本補綴歯科学会 会員の皆様へ
平素より大変お世話になっております．
先日発刊されました日本補綴歯科学会誌 10 巻 4 号に掲載されております様に第 128 回学術大会は，以下の
日程，会場で開催されます．
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
また，学術大会ホームページを開設し，学会ホームページからのリンクを行いました．ご確認戴けまし
たら幸いに存じます．
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
演題登録
https://www.mas-sys.com/jps128/
参加登録
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html
なお 128 回大会は，例年より 1 か月早く開催されるため，演題登録〆切りは，本年 12 月 14 日となっており
ますのでご注意下さい．
会員皆様のからご発表ならびにご参加を心よりお待ちしております．
お忙しい中誠に恐縮ですが何卒宜しくお願い申し上げます．
（公社）日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
第 128 回学術大会長 横山 敦郎
<4>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
この度，全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション「JPS student clinical skills
competition」を開催することになりました．
補綴歯科臨床には，
「臨床診断能力」が必須であることに議論の余地はありません．一方，高い「臨床
技能」も不可欠であり，進化し続ける補綴歯科臨床に対応することができる歯学部学生を育成すること
は本学会の最重要課題の一つです．また，技能教育の重要性について教育者のみならず学生とも共有す
ることも意義深く，これらの達成を目的として歯学部学生を対象とした学生臨床技能コンペティション
を実施することとなりました．
なお，本コンペティションは歯科補綴学教育における「実習内容の再評価」
，
「臨床技能試験の評価法
構築」等も視野に入れた企画であり，コンペティション開催により，本学会の教育内容の拡充が期待さ
れます．さらには，歯学部学生の歯科補綴学への興味を喚起し，補綴歯科医療を推進できる人材獲得お
よび育成も目指します．
第１回の課題として，
「支台歯形成（下顎右側第二小臼歯、CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．
本コンペティションの主旨を十分ご理解の上ご参加いただきたく，ご高配を賜りますようにお願い申し
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上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・開催場所：東京都内（後日連絡）
・参加資格：二次審査に参加可能かつ二次審査時に歯学部在学中である学生（各大学１名）
・スケジュール概要：
2019 年 1 月 31 日（木） 大学として参加することの申し込み（表明）締め切り
2019 年 2 月 28 日（木） 各大学内での選考および一次審査のための作品のデータの提出締め切り
2019 年 3 月中旬
一次審査の結果発表
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
・連絡先：
〒105-0004 東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
公益社団法人 日本補綴歯科学会内
TEL : 03-5733-4680 FAX : 03-5733-4688
担当 石川 義孝
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」
（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<6>各種委員会からのメッセージ－社会連携委員会－
社会連携委員会は，本学会と社会との連携にかかわる業務を行う目的で設置されています．メインは
市民フォーラムと生涯学習公開セミナーの企画・実施ですが，今期の重点活動は下記のようなものです．
【補綴リーフレット『補綴歯科ってなに？』の改訂】
補綴リーフレットは，2006 年に初版が作成され，市民フォーラムなどで一般市民に配布されてきました．
その後，補綴を取り巻く環境も変化しており，補綴装置の説明主体の Q＆A から，機能面，栄養面，リハ
ビリテーション，そして機能の評価・検査なども含めた Q＆A に拡充しました．
【生涯学習公開セミナーの共通テーマ】
2018 年度は，全支部共通テーマとして『補綴歯科関係新規保険収載医療技術の解説』を企画し，診療
報酬改定において保険収載や改定された技術について，医療問題検討委員会が作成した解説用資料に
基づき，セミナーを企画しました．2019 年度については，共通テーマを『健康寿命を延ばすため「食力
（しょくりき）
」を考える』としました．様々な観点から，食べる力の重要性について考える機会に
なることを期待しています．
【臨床ビデオコンテンツ作成】
補綴臨床術式の啓発・普及のためにこれまでも学会 HP にいくつかのコンテンツが登載されています．
今期は，
『ファイバーポストレジンコア』と『間接法による軟質裏層材のリライン』の 2 つのコンテン
ツを企画・作成中です．
【一般市民向け補綴歯科解説書】
一般市民向けに『お口のトラブル解決します！―補綴歯科へようこそ―』(仮)の出版を企画すること
としました．編集は社会連携委員会が担当し，医歯薬出版株式会社より発行予定としております．
健康長寿における補綴歯科の重要性を一般市民に広く認識していただくことを目的とするもので，歯科
医院・病院の待合室などで患者さん自身に読んでいただくとともに，診療や保健活動の場で医療関係者
が患者さんへの説明，指導を行う際にも活用できるような，わかりやすい書籍を目指し，現在編集作業
中です．ご期待下さい．
（文責 山口泰彦）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
日時：2019 年 2 月 14 日 15：00-16：15
場所：日本大学歯科病院（歯学部本館）7 階 創設百周年記念講堂
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
会員の先生方におかれましてはますますのご清祥のことと存じます．
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2019 年 2 月 21-22 日の日程で，本会と交流協定を結んでおります The American Prosthodontic Society
（APS）の 2019 Annual Meeting がシカゴにて開催されます．
例年同様，本会の会員の先生方の登録は会員価格で可能です．下記 URL より登録していただけますので，
参加ご希望の先生方はこちらより登録のほど，よろしくお願いいたします．
なお，designation/credentials の欄には，DDS や PhD などの専門職 degree を入力して下さい．
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3239
<3>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>「第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム」開催報告書について
2018 年 10 月 24 日に開催されました第 24 回咀嚼と健康ファミリーフォーラムの報告書が発行されました．
報告書は下記の PDF ファイルからご覧いただけます．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181204_115242.pdf

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.151 January 11, 2019
==================================================================
「新年明けましておめでとうございます．
」会員の皆様，平成最後のお正月はいかがでしたか？
お正月といえば，おせちやお雑煮などありますが，お屠蘇（とそ）って飲まれました？
「屠蘇」という字には「悪鬼を屠（ほふ）り死者を蘇らせる」という意味があり，年始に飲むこと
で１年の邪気を除き，健康でいられると言い伝えられているとか．酒やみりんに 5～10 種類の生薬
を浸け込んだ薬草酒です．お正月はお屠蘇で乾杯！今年も健康で自然や食べ物をテーマにしたメール
マガジンをお送りしたいと思います．"今月のこの人"は，現在，スイス ベルン大学に留学中の日本
歯科大学新潟生命歯学部 荒川いつか先生の留学記です．ぜひお読みください．
では皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りし，今年最初のメールマガジン No.151 をお届けします．
（文責 猪子芳美）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/151 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)について
<2>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会開催）
<3>医療職連携のシンポジウム「より質の高いインプラント治療を目指す、歯科医師と歯科衛生士と
歯科技工士の連携」
【１．本学会からのお知らせ】
<1>専門医研修会のお知らせ
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
<4> Dr. Sree Koka on TED talk, "Without teeth"
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>今月のこの人～荒川いつか先生（スイスベルン大学留学）～
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<3>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>再生医療に関わる規則等の一部改正について
<2>臨床研究法「臨床研究法における臨床研究の利益相反の管理について」
<3>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）について
<4>プロシーディング「歯学・歯科医療の今後の方向性」の発行について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
ソウル（韓国）で開催予定の，The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴
学会)に関してお知らせ致します．日中韓合同補綴学会は Japan Prosthodontic Society，Chinese
Prosthodontic Society，Korean Academy of Prosthodontics が国際交流協定を締結し，隔年で開催
されている学術大会です．多くの先生方の，ご発表，ご参加をお願い致します．
なお，1 月 5 日に演題登録および事前参加登録が正式に開始されたため，期日が迫った中での参加の
お願いとなっていることをお許しいただければ幸いです．
会期：2019/3/29-31
会場：COEX（Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-731 KOREA.Rep）
抄録締め切り：2019/1/31
事前参加登録（Early Bird）締め切り：2019/1/31
事前参加登録締め切り：2019/2/28
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.kap.or.kr/2019seoul/index.php
<2>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会開催）
日程・場所：
2019 年 1 月 17 日 日本医師会館（東京）
2019 年 1 月 28 日 ホテルモントレエーデルホフ札幌
2019 年 1 月 31 日 名古屋コンベンションホール
2019 年 2 月 7 日 仙台国際ホテル
2019 年 2 月 18 日 ホテルグランヴィア岡山
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2019 年 2 月 25 日 ホテルメルパルク大阪
2019 年 2 月 28 日 ホテル日航福岡
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181228_144832.pdf
<3>医療職連携のシンポジウム「より質の高いインプラント治療を目指す、歯科医師と歯科衛生士と
歯科技工士の連携」
（一社）日本歯科医学会連合、（公社）日本口腔インプラント学会共催シンポジウム
日時：2019 年 2 月 10 日（日）14：00-16：20
会場：京王プラザホテル（東京都新宿区）
参加申込締切：2019 年 1 月 26 日（土）
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_03_01.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>専門医研修会のお知らせ
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター
テーマ：審美歯冠補綴治療のカッティングエッジ
講師：未定
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
参加登録
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html
事前登録締切：2019 年 4 月 3 日（水）17：00
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
この度，全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション「JPS student clinical skills
competition」を開催することになりました．
補綴歯科臨床には，
「臨床診断能力」が必須であることに議論の余地はありません．一方，高い
「臨床技能」も不可欠であり，進化し続ける補綴歯科臨床に対応することができる歯学部学生を育成
することは本学会の最重要課題の一つです．また，技能教育の重要性について教育者のみならず学生
とも共有することも意義深く，これらの達成を目的として歯学部学生を対象とした学生臨床技能コン
ペティションを実施することとなりました．
なお，本コンペティションは歯科補綴学教育における「実習内容の再評価」
，
「臨床技能試験の評価
法構築」等も視野に入れた企画であり，コンペティション開催により，本学会の教育内容の拡充が期
待されます．さらには，歯学部学生の歯科補綴学への興味を喚起し，補綴歯科医療を推進できる人材
獲得および育成も目指します．
第１回の課題として，
「支台歯形成（下顎右側第二小臼歯、CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．
本コンペティションの主旨を十分ご理解の上ご参加いただきたく，ご高配を賜りますようにお願い申
し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・開催場所：東京都内（後日連絡）
・参加資格：二次審査に参加可能かつ二次審査時に歯学部在学中である学生（各大学１名）
・スケジュール概要：
2019 年 1 月 31 日（木） 大学として参加することの申し込み（表明）締め切り
2019 年 2 月 28 日（木） 各大学内での選考および一次審査のための作品のデータの提出締め切り
2019 年 3 月中旬
一次審査の結果発表
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
・連絡先：
〒105-0004 東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
公益社団法人 日本補綴歯科学会内
TEL : 03-5733-4680 FAX : 03-5733-4688
担当 石川 義孝
<4> Dr. Sree Koka on TED talk, "Without teeth"
昨年，岡山で行われた第 127 回学術大会（皆木大会長）の海外特別講演にご登壇頂いた Dr. Sreenivas
Koka が TED のブランチである TEDｘで講演されていています（下記リンク）．
タイトルは"Without teeth"．タイトルからわかるように補綴医，必見の素晴らしいプレゼンです．
そして，掛け値なしに Cool！
https://www.youtube.com/watch?v=Yf-pYdooGGU&t=17s
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学術委員会委員長 馬場一美
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<6>今月のこの人
～日本歯科大学新潟病院総合診療科 荒川いつか先生（スイスベルン大学留学）～
私はスイスベルン大学歯学部老年歯科補綴学講座に 2018 年４月より博士研究員という立場で２年間
研究留学する機会をいただきました．
スイスには４つの公用語があり，私の住んでいる首都ベルンはドイツ語圏に属しています．小中学
校教育から居住地域の公用語に加え他の地域のスイス公用語や英語の言語教育が行われるため，
３か国語を話すトライリンガルは珍しくなく，さらにはマルチリンガルの方もおり，ドイツ語，
フランス語，英語など多くの言語が彼方此方で飛び交っています．島国日本で育った私は大陸続き
のヨーロッパならではの環境や文化の違いを肌で感じ刺激を受けております．
私の所属している講座は補綴学，材料学，顎関節症，老年歯科医学の分野を担っています．
世界的にも高齢化が進んでいる中，日本の高齢化率は世界でも断トツでありトップランナーとして
走る日本の研究成果や対策は世界各国から注目されていると改めて実感しております．スイスでは
2002 年より老年歯科医学のカリキュラムが学生教育に組み込まれることが義務付けられ，スイス国
内にある４つのすべての歯学部で実施されています．近隣国のドイツやオーストリアと比較し早い
段階から卒前教育が確立されており，ヨーロッパにおける老年歯科医学分野を牽引している存在だ
と言えるでしょう．
またベルン大学には世界各国から留学生や年間を通して多くの見学者が訪れます．そのため様々な
国の方達と交流する機会もあり他国の歯科事情を聞くことは大変興味深いです．山あり谷ありの日々
ですが，留学中に知り合うことのできた素晴らしい先生方や友人達との出会い，そして日本で応援
して下さる方々に感謝し，残りの留学生活も邁進して参ります．
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正
すること（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されてい
る認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関に
おかれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
日時：2019 年 2 月 14 日 15：00-16：15
場所：日本大学歯科病院（歯学部本館）7 階 創設百周年記念講堂
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
会員の先生方におかれましてはますますのご清祥のことと存じます．
2019 年 2 月 21-22 日の日程で，本会と交流協定を結んでおります The American Prosthodontic Society
（APS）の 2019 Annual Meeting がシカゴにて開催されます．
例年同様，本会の会員の先生方の登録は会員価格で可能です．下記 URL より登録していただけますの
で，参加ご希望の先生方はこちらより登録のほど，よろしくお願いいたします．
なお，designation/credentials の欄には，DDS や PhD などの専門職 degree を入力して下さい．
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3239
<3>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>再生医療に関わる規則等の一部改正について
厚生労働省より下記の点についての通知が発出されております．
・再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令
（平成 30 年厚生労働省令第 140 号）
・
「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施
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行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」の一部改正
について
・再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A（その４）について
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/index.html
<2>臨床研究法「臨床研究法における臨床研究の利益相反の管理について」
厚生労働省より臨床研究法に下記についての通知が発出されております．
「臨床研究法における臨床研究の利益相反の管理について」
詳細は HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<3>医療事故調査制度の現況報告（11 月分）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181217_120042.pdf
<4>プロシーディング「歯学・歯科医療の今後の方向性」の発行について
本年 6 月 27 日に開催されました日本学術会議歯学委員会・日本歯学系学会協議会共催講演会「歯学・
科医療 の今後方向性」のプロシーディングが発行されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20180627_lecture.pdf

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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1 月も半ばも過ぎ，12 分の 1 を終えようとしています．年月の経つのが年々早く感じているのは，万年
青年歯科医師と自負している私が歳を感じてきた証拠でしょうか？そんな，冗談交じりのお正月気分
もどこへやら，大学の先生方は国家試験や入学試験で頭が痛い時期になって参りました．毎年この時期，
悲喜こもごも，複雑な心境にさいなまれます．私は歯科医療に携わる身として，明日を担う学生の皆さ
んには，悔いを残さないように頑張ってほしいと思います．
さて話は変わり，新年早々の大学スポーツにおいて，駅伝では青山学院の 5 連覇が途切れ東海大学が歴
代最高記録で東京箱根間を走り抜け，ラグビーでは，帝京大学の 10 連覇が天理大学によって打ち砕かれ
ました．今上天皇が 4 月末には退位され年号も新しくなることから，何となく先行き不安視する帰来も
ありますが，これから歴史を築いていくワクワク感は，それ以上なものであろうかと思います．平成
最後の年，明日の日本の未来に，応援団さながら大声でエールを送りながら，メールマガジン No.152
をお届けします．
（文責 月村直樹）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/152 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>国際歯科学士会 第 49 回冬期学会
<2>日本歯学系学会協議会ニューズレターNo,12 の発行
<3>医療事故調査制度の現況報告（12 月分）
<4>日本デジタル歯科学会 平成 30 年度冬季セミナー
【１．本学会からのお知らせ】
<1>専門医研修会のお知らせ
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
<4>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)について
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>各種委員会からのメッセージ－規程検討員会－
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会開催）
<2>医療職連携のシンポジウム「より質の高いインプラント治療を目指す、歯科医師と歯科衛生士と歯科
技工士の連携」
<3>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
<4>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<5>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>国際歯科学士会 第 49 回冬期学会
日時：2019 年 3 月 10 日 10：00～17：30
場所：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
参加無料（事前申込制）
http://www.icd-japan.gr.jp/jigyou/3jigyou.html
<2>日本歯学系学会協議会ニューズレターNo,12 の発行
下記ホームページからご覧戴けます．
http://www.ucjds.jp/newsletter/
<3>医療事故調査制度の現況報告（12 月分）
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190115_091329.pdf
<4>日本デジタル歯科学会 平成 30 年度冬季セミナー
日時：2019 年 2 月 17 日（日）13：00～17：20
場所：東京医科歯科大学 7 号館（歯学部校舎棟）2 階 第 2 講義室
申込締め切り：2019 年 2 月 4 日（月）17：00 まで（定員 100 名）
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>専門医研修会のお知らせ
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター10 階 佐治敬三メモリアルホール
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テーマ：審美歯冠補綴治療のカッティングエッジ
座長：矢谷博文先生（大阪大）
講師：六人部慶彦先生（関西支部） 丸尾勝一郎先生（西関東支部） 鬼頭寛之先生
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
参加登録
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html
事前登録締切：2019 年 4 月 3 日（水）17：00
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
この度，全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション「JPS student clinical skills
competition」を開催することになりました．
補綴歯科臨床には，
「臨床診断能力」が必須であることに議論の余地はありません．一方，高い「臨床
技能」も不可欠であり，進化し続ける補綴歯科臨床に対応することができる歯学部学生を育成すること
は本学会の最重要課題の一つです．また，技能教育の重要性について教育者のみならず学生とも共有す
ることも意義深く，これらの達成を目的として歯学部学生を対象とした学生臨床技能コンペティション
を実施することとなりました．
なお，本コンペティションは歯科補綴学教育における「実習内容の再評価」
，
「臨床技能試験の評価法
構築」等も視野に入れた企画であり，コンペティション開催により，本学会の教育内容の拡充が期待さ
れます．さらには，歯学部学生の歯科補綴学への興味を喚起し，補綴歯科医療を推進できる人材獲得
および育成も目指します．
第１回の課題として，
「支台歯形成（下顎右側第二小臼歯、CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．
本コンペティションの主旨を十分ご理解の上ご参加いただきたく，ご高配を賜りますようにお願い申し
上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・開催場所：東京都内（後日連絡）
・参加資格：二次審査に参加可能かつ二次審査時に歯学部在学中である学生（各大学１名）
・スケジュール概要：
2019 年 1 月 31 日（木） 大学として参加することの申し込み（表明）締め切り
2019 年 2 月 28 日（木） 各大学内での選考および一次審査のための作品のデータの提出締め切り
2019 年 3 月中旬
一次審査の結果発表
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
・連絡先：
〒105-0004 東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
公益社団法人 日本補綴歯科学会内
TEL : 03-5733-4680 FAX : 03-5733-4688
担当 石川 義孝
<4>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
ソウル（韓国）で開催予定の，The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴
学会)に関してお知らせ致します．日中韓合同補綴学会は Japan Prosthodontic Society，Chinese
Prosthodontic Society，Korean Academy of Prosthodontics が国際交流協定を締結し，隔年で開催
されている学術大会です．多くの先生方の，ご発表，ご参加をお願い致します．
なお，1 月 5 日に演題登録および事前参加登録が正式に開始されたため，期日が迫った中での参加の
お願いとなっていることをお許しいただければ幸いです．
会期：2019/3/29-31
会場：COEX（Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-731 KOREA.Rep）
抄録締め切り：2019/1/31
事前参加登録（Early Bird）締め切り：2019/1/31
事前参加登録締め切り：2019/2/28
詳細は下記の，大会 website をご参照下さい．
http://www.kap.or.kr/2019seoul/index.php
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
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<6>各種委員会からのメッセージ－規程検討員会－
会員の皆様は，本学会ホームページに掲載されています規程集をご覧になられていると存じます．
今期の本委員会では，市川理事長から，本学会の根幹となる規程集の各規定と事業の整合性，規程の
整備を行うようにとのミッションを受け，武部 純（愛院大）
，佐藤 亨（東京歯科大），
小峰 太（日本大）
，新谷明一（日本歯科大）
，高山慈子（鶴見大）
，幹事 安藤彰浩（愛院大）の
構成メンバーにて活動しています．具体的な活動内容は，①規程等改正案および制定案に関する条文
としての文章表現の確認と改正，②本学会ホームページ上の規程集の更新，③現規程集における文言
の整合性の確認と改正による規程集の整備です．ご存知の通り，
「規定」とは，
「規程」の中の個々
の条文（条項）を指し，一方，「規程」とは，特定の目的のために定められた一連の条文（条項）の
全体を指します．今期，
「31．特命委員会規程」と「49．補綴歯科臨床研鑽会プロソ実施要項」が制
定され，現在 68 項目「定款，各規則・細則，申し合わせ，要項，各委員会規程，各支部規則等」で規
程集は構成されています．
本委員会では，各委員会から発議を受けた規程等改正案，制定案について，規定としての文言の整合
性に関する策定を行っており，今期では規程集を８回改正し，その都度，総務，広報委員会との連携
にて本学会ホームページ上の規程集を更新しております．今期，改正および制定された規程は，規程
集の目次欄に改正日（平成 29 年 7 月 31 日以降）
，制定日（平成 29 年 7 月 31 日）として記載されておりま
す．また，規程集「32.倫理審査委員会規程，32-2.同規則」が大幅に改正され，本学会ホームページ
から倫理審査に関する各種様式をダウンロードすることが可能となっております．どうぞ，規程集を
ご覧になる際にはご確認下さい．今期の本委員会活動の任期は残り半年となりましたが，引き続きど
うぞよろしくお願い申し上げます．
（文責 武部 純）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正する
こと（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認
定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれ
ましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会開催）
日程・場所：
2019 年 1 月 28 日 ホテルモントレエーデルホフ札幌
2019 年 1 月 31 日 名古屋コンベンションホール
2019 年 2 月 7 日 仙台国際ホテル
2019 年 2 月 18 日 ホテルグランヴィア岡山
2019 年 2 月 25 日 ホテルメルパルク大阪
2019 年 2 月 28 日 ホテル日航福岡
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181228_144832.pdf
<2>医療職連携のシンポジウム「より質の高いインプラント治療を目指す、歯科医師と歯科衛生士と歯
科技工士の連携」
（一社）日本歯科医学会連合、（公社）日本口腔インプラント学会共催シンポジウム
日時：2019 年 2 月 10 日（日）14：00-16：20
会場：京王プラザホテル（東京都新宿区）
参加申込締切：2019 年 1 月 26 日（土）
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_03_01.html
<3>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
日時：2019 年 2 月 14 日 15：00-16：15
場所：日本大学歯科病院（歯学部本館）7 階 創設百周年記念講堂
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
<4>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
会員の先生方におかれましてはますますのご清祥のことと存じます．
2019 年 2 月 21-22 日の日程で，本会と交流協定を結んでおります The American Prosthodontic Society
（APS）の 2019 Annual Meeting がシカゴにて開催されます．
例年同様，本会の会員の先生方の登録は会員価格で可能です．下記 URL より登録していただけますので，
参加ご希望の先生方はこちらより登録のほど，よろしくお願いいたします．
なお，designation/credentials の欄には，DDS や PhD などの専門職 degree を入力して下さい．
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3239
<5>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
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日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.153 February 08, 2019
==================================================================
近年，２月の旧正月の大型連休を利用して，日本に観光で訪れる中国人観光客のニュースが取り上げ
られるようになりました．さて，２月の鶴見大学の行事というと，大本山総持寺大祖堂での節分の
「豆まき」
，"鬼は外，福は内"豆を撒いて厄払いが開催されます．総持寺は，往年の大スター故石原
裕次郎氏の菩提寺（氏のお墓があるお寺）なので，ゲストは石原軍団など，有名な芸能人が参加して
のイベントであり，一般の方々もたくさん参加される盛大な行事です．ビックリすることに，豆まき
イベントの整理券は福引き券となっていて，どうやら，大型テレビなどデジタル家電が景品になって
いるようです．
デジタルといえば，歯科用スキャナーの３次元形態再現性の研究を行っていた，当講座の大学院，
伊藤光彦先生が，さまざまな大学の先生方に，ご指導・ご協力をいただき，無事（？）
，卒業となり
ました．ご報告，お礼の意味も込めまして，ご紹介させていただきたいと思います．
それでは，メールマガジン第 153 号をお送りします．
（文責 重田優子）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/153 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>岡山歯学会雑誌第 37 巻第 2 号の発行について
<2>都道府県別医療事故報告件数について
<3>「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について
<4>患者・市民の声を反映することを促進するためのリーフレット(Minds)について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>専門医研修会のお知らせ
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
<4>平成 30 年度の年会費納入について
<5>今月のこの人~伊藤光彦先生~
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会開催）
<2>医療職連携のシンポジウム「より質の高いインプラント治療を目指す、歯科医師と歯科衛生士と
歯科技工士の連携」
<3>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
<4>日本デジタル歯科学会 平成 30 年度冬季セミナー
<5>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<6>国際歯科学士会 第 49 回冬期学会
<7>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)
<8>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>日本歯学系学会協議会ニューズレターNo,12 の発行
<2>医療事故調査制度の現況報告（12 月分）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>岡山歯学会雑誌第 37 巻第 2 号の発行について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190129_171231.pdf
<2>都道府県別医療事故報告件数について
日本医療安全調査機構より都道府県別医療事故報告件数が公開されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190129_163417.pdf
<3>「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について
厚生労働省医政局総務課長より「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」一部改正の
通知がございました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190129_165044.pdf
<4>患者・市民の声を反映することを促進するためのリーフレット(Minds)について
公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する EBM 普及推進事業 Minds（マインズ）は診療ガイドライン，
一般市民向けガイドライン解説を公開しています．診療ガイドライン作成に患者・市民の声を反映する
ことを促進するためのリーフレットが公開されております．
詳細は下記の HP をご覧ください．
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https://minds.jcqhc.or.jp/s/public_infomaiton_guidance
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>専門医研修会のお知らせ
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター10 階 佐治敬三メモリアルホール
テーマ：審美歯冠補綴治療のカッティングエッジ
座長：矢谷博文先生（大阪大）
講師：六人部慶彦先生（関西支部） 丸尾勝一郎先生（西関東支部） 鬼頭寛之先生
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
参加登録
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html
事前登録締切：2019 年 4 月 3 日（水）17：00
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
この度，全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション「JPS student clinical skills
competition」を開催することになりました．
補綴歯科臨床には，
「臨床診断能力」が必須であることに議論の余地はありません．一方，高い
「臨床技能」も不可欠であり，進化し続ける補綴歯科臨床に対応することができる歯学部学生を育成
することは本学会の最重要課題の一つです．また，技能教育の重要性について教育者のみならず学生
とも共有することも意義深く，これらの達成を目的として歯学部学生を対象とした学生臨床技能コン
ペティションを実施することとなりました．
なお，本コンペティションは歯科補綴学教育における「実習内容の再評価」
，
「臨床技能試験の評価
法構築」等も視野に入れた企画であり，コンペティション開催により，本学会の教育内容の拡充が期
待されます．さらには，歯学部学生の歯科補綴学への興味を喚起し，補綴歯科医療を推進できる人材
獲得および育成も目指します．
第１回の課題として，
「支台歯形成（下顎右側第二小臼歯、CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．
本コンペティションの主旨を十分ご理解の上ご参加いただきたく，ご高配を賜りますようにお願い申
し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・開催場所：東京都内（後日連絡）
・参加資格：二次審査に参加可能かつ二次審査時に歯学部在学中である学生（各大学１名）
・スケジュール概要：
2019 年 1 月 31 日（木） 大学として参加することの申し込み（表明）締め切り
2019 年 2 月 28 日（木） 各大学内での選考および一次審査のための作品のデータの提出締め切り
2019 年 3 月中旬
一次審査の結果発表
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
・連絡先：
〒105-0004 東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
公益社団法人 日本補綴歯科学会内
TEL : 03-5733-4680 FAX : 03-5733-4688
担当 石川 義孝
<4>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<5>今月のこの人
~鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座 伊藤光彦先生~
2015 年 4 月から鶴見大学大学院(クラウンブリッジ補綴学講座)にて，CAD/CAM システムの研究に携わっ
てきました．当講座では顎顔面形態・顎運動・有限要素などの各パラメーターを統合した次世代
CAD/CAM システムの実現に力を入れています．それはオーラルリハビリテーションのような症例に対
して，咬合平面の設定から補綴装置製作まで目指すシステムです．
その中で，私は歯科用３D スキャナーを専門とし，スキャンから得られた三次元再構築データの形態
再現性や位置再現性の評価法やスキャン条件の提案を行ってきました．
このような研究によりデータを解析することで CAD/CAM システムによる補綴装置の製作精度の向上，
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これまでアナログではできなかった歯科技工技術や歯科治療の選択肢の可能性が広がると考えています．
多くの研究データを取ることができたのもご協力頂いた方々のご指導があったからこそと感じておりま
す．この場を借りて心から感謝申し上げます．
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正する
こと（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認
定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれ
ましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会開催）
日程・場所：
2019 年 2 月 18 日 ホテルグランヴィア岡山
2019 年 2 月 25 日 ホテルメルパルク大阪
2019 年 2 月 28 日 ホテル日航福岡
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181228_144832.pdf
<2>医療職連携のシンポジウム「より質の高いインプラント治療を目指す、歯科医師と歯科衛生士と
歯科技工士の連携」
（一社）日本歯科医学会連合、（公社）日本口腔インプラント学会共催シンポジウム
日時：2019 年 2 月 10 日（日）14：00－16：20
会場：京王プラザホテル（東京都新宿区）
参加申込締切：2019 年 1 月 26 日（土）
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_03_01.html
<3>日本歯学系学会協議会 第 16 回講演会
日時：2019 年 2 月 14 日 15：00－16：15
場所：日本大学歯科病院（歯学部本館）7 階 創設百周年記念講堂
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
<4>日本デジタル歯科学会 平成 30 年度冬季セミナー
日時：2019 年 2 月 17 日（日）13：00－17：20
場所：東京医科歯科大学 7 号館（歯学部校舎棟）2 階 第 2 講義室
申込締め切り：2019 年 2 月 4 日（月）17：00
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
<5>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
会員の先生方におかれましてはますますのご清祥のことと存じます．
2019 年 2 月 21-22 日の日程で，本会と交流協定を結んでおります The American Prosthodontic Society
（APS）の 2019 Annual Meeting がシカゴにて開催されます．
例年同様，本会の会員の先生方の登録は会員価格で可能です．下記 URL より登録していただけますので，
参加ご希望の先生方はこちらより登録のほど，よろしくお願いいたします．
なお，designation/credentials の欄には，DDS や PhD などの専門職 degree を入力して下さい．
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3239
<6>国際歯科学士会 第 49 回冬期学会
日時：2019 年 3 月 10 日 10：00－17：30
場所：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
参加無料（事前申込制）
http://www.icd-japan.gr.jp/jigyou/3jigyou.html
<7>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)
日時：2019 年 3 月 29-31 日
場所：COEX（Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-731 KOREA.Rep）
抄録締め切り：2019/1/31
事前参加登録（Early Bird）締め切り：2019/1/31
事前参加登録締め切り：2019/2/28
http://www.kap.or.kr/2019seoul/index.php
<8>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
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日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>日本歯学系学会協議会ニューズレターNo,12 の発行
下記ホームページからご覧戴けます．
http://www.ucjds.jp/newsletter/
<2>医療事故調査制度の現況報告（12 月分）
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190115_091329.pdf

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.154 February 22, 2019
==================================================================
平成の時代も残すところ 2 カ月余りとなりました．最近は様々なイベントの紹介などで平成最後の・・・
といった言葉をよく耳にするようになり，一方では新元号に対する国民の期待が膨らんでいます．
新元号の予想で多くみられる漢字としては，安，永，光，和などが人気のようですが，ひょっとして
安倍首相の安が入ったりしたらびっくりです．ほかに新天皇即位に関連することでは，今年のゴール
デンウィークが 10 連休となりました．しかし，医療人としては諸手を挙げて喜ぶわけにもいかず，
私の所属する大学病院では期間中 2 日の通常診療日を設けることとなりました．病院だけ開けても関連
業者が休みでは混乱が予想されるなど問題も多く，現在ワーキングチームを立ち上げて対応策を検討中
ですが，会員の皆様の施設ではいかがでしょうか．それでは，私が巻頭言を担当するメルマガとしては
平成最後となる No.154 号をお届けします．
（文責 菊池雅彦）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/154 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>認定医，修練医制度制定に関するお知らせ
<2>第 128 回学術大会 演題登録のお礼ならびに事前登録のお知らせにつきまして
<3> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<4>神奈川歯科大学大学院「スカ健プロジェクト」シンポジウム
<5>日本口腔顔面痛学会 News letter 第 32 号の発行について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>専門医研修会のお知らせ
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
<4>平成 30 年度の年会費納入について
<5>各種委員会からのメッセージ－特命委員会Ⅰ－
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会開催）
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
<3>国際歯科学士会 第 49 回冬期学会
<4>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)
<5>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>岡山歯学会雑誌第 37 巻第 2 号の発行について
<2>都道府県別医療事故報告件数について
<3>「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について
<4>患者・市民の声を反映することを促進するためのリーフレット(Minds)について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>認定医，修練医制度制定に関するお知らせ
本会に認定医，修練医制度が設置されます．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190213_103239.pdf
<2>第 128 回学術大会 演題登録のお礼ならびに事前登録のお知らせにつきまして
会員の皆様
平素より大変お世話になっております．
札幌で開催される本学会第 128 回学術大会ですが，皆様のご協力を戴き，233 題の演題のご登録を戴き
ました．誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．
第 128 回学術大会は，開催が例年より 1 か月早い 5 月のため，事前登録の締め切りも，4 月 3 日です．
事前登録については，プログラム集と参加章の発送の関係から締め切りの延長はございませんので，
期日までにご登録をお願いできましたら幸いに存じます．
何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
第 128 回学術大会 大会長 横山 敦郎
<3>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
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会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
<4>神奈川歯科大学大学院「スカ健プロジェクト」シンポジウム
日時：2019 年 3 月 21 日
場所：神奈川歯科大学横須賀キャンパス
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190217_212020.pdf
<5>日本口腔顔面痛学会 News letter 第 32 号の発行について
下記の日本口腔顔面痛学会ホームページからご覧いただけます．
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>専門医研修会のお知らせ
●関西支部専門医研修会
日時：平成 31 年 3 月 3 日（日）14：00～16：00
会場：大阪大学中之島センター10 階 佐治敬三メモリアルホール
テーマ：審美歯冠補綴治療のカッティングエッジ
座長：矢谷博文先生（大阪大）
講師：六人部慶彦先生（関西支部） 丸尾勝一郎先生（西関東支部） 鬼頭寛之先生
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
参加登録
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html
事前登録締切：2019 年 4 月 3 日（水）17：00
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」参加募集について
この度，全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション「JPS student clinical skills
competition」を開催することになりました．
補綴歯科臨床には，
「臨床診断能力」が必須であることに議論の余地はありません．一方，高い
「臨床技能」も不可欠であり，進化し続ける補綴歯科臨床に対応することができる歯学部学生を育成
することは本学会の最重要課題の一つです．また，技能教育の重要性について教育者のみならず学生
とも共有することも意義深く，これらの達成を目的として歯学部学生を対象とした学生臨床技能
コンペティションを実施することとなりました．
なお，本コンペティションは歯科補綴学教育における「実習内容の再評価」
，
「臨床技能試験の評価
法構築」等も視野に入れた企画であり，コンペティション開催により，本学会の教育内容の拡充が
期待されます．さらには，歯学部学生の歯科補綴学への興味を喚起し，補綴歯科医療を推進できる
人材獲得および育成も目指します．
第１回の課題として，
「支台歯形成（下顎右側第二小臼歯、CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．
本コンペティションの主旨を十分ご理解の上ご参加いただきたく，ご高配を賜りますようにお願い申
し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・開催場所：東京都内（後日連絡）
・参加資格：二次審査に参加可能かつ二次審査時に歯学部在学中である学生（各大学１名）
・スケジュール概要：
2019 年 1 月 31 日（木） 大学として参加することの申し込み（表明）締め切り
2019 年 2 月 28 日（木） 各大学内での選考および一次審査のための作品のデータの提出締め切り
2019 年 3 月中旬
一次審査の結果発表
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
・連絡先：
〒105-0004 東京都港区新橋 5-13-5 新橋 MCV ビル 3 階 A 室
公益社団法人 日本補綴歯科学会内
TEL : 03-5733-4680 FAX : 03-5733-4688
担当 石川 義孝
<4>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
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つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<5>各種委員会からのメッセージ－特命委員会Ⅰ－
今回は特命委員会Ⅰの活動についてご説明申し上げます．
特命委員会Ⅰに市川理事長から希望された業務は当初，学術委員会や専門医制度委員会と連携して
１．学会の裾野を拡げる（学生，研修医が補綴に残ってもらえる）制度の設計・創設，２．歯科衛
生士・歯科技工士関連の資格の制度設計，３．男女共同参画の推進でした．重要かつ繊細な業務で
あることから，総務幹事の経験のある石垣尚一先生（副委員長，大阪大学）と飯田崇先生（日本大
学松戸歯学部）
，理事長の教室から渡邉恵先生（徳島大学）の 3 名の委員と吉川峰加幹事（広島大
学）で業務を執行いたしております．
業務１．については，市川理事長はじめ横山総務理事，河相専門医制度委員長，武部規定検討委員
長ほか理事・委員長各位のご指導をいただき，修錬医・認定医制度の創設という形で実現を迎えよ
うとしています．何度も内閣府へ足をお運びいただき，他学会に先駆けて公益性を重視した，まさ
に国民目線と歯科医目線とが合わさった制度として誕生しました．一見，会員の皆様には不本意な
制度に見えますが，超高齢社会の国民への歯科医療の貢献という視点を加味して見ていただくと，
まさに時代に必要な制度となったことがご理解いただけるのではないかと思います．これまでの専
門医制度とともに推進することで，本学会および会員の皆様が，そのプライドを保ちつつ，補綴の
裾野を拡げることに役立つと期待しております．
なお，業務２．と３．につきましても委員会内では検討をすすめ，特に２．は極めて先進的な素案
に達しましたが，現在までにはかばかし進捗をご報告するには至っておりません．今後，委員の英
知を結集して国民の健康長寿に貢献する制度を考案いたしますので，引き続きご指導ご鞭撻の程，
何卒よろしくお願い申し上げます．
（文責 津賀一弘）
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正する
こと（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている
認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関に
おかれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会開催）
日程・場所：
2019 年 2 月 25 日 ホテルメルパルク大阪
2019 年 2 月 28 日 ホテル日航福岡
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20181228_144832.pdf
<2>2019 Annual Meeting of the American Prosthodontic Society 登録について
国際渉外委員会
委員長 細川 隆司
会員の先生方におかれましてはますますのご清祥のことと存じます．
2019 年 2 月 21-22 日の日程で，本会と交流協定を結んでおります The American Prosthodontic Society
（APS）の 2019 Annual Meeting がシカゴにて開催されます．
例年同様，本会の会員の先生方の登録は会員価格で可能です．下記 URL より登録していただけますので，
参加ご希望の先生方はこちらより登録のほど，よろしくお願いいたします．
なお，designation/credentials の欄には，DDS や PhD などの専門職 degree を入力して下さい．
JPS 会員用登録ページ URL
http://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3239
<3>国際歯科学士会 第 49 回冬期学会
日時：2019 年 3 月 10 日 10：00－17：30
場所：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
参加無料（事前申込制）
http://www.icd-japan.gr.jp/jigyou/3jigyou.html
<4>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)
日時：2019 年 3 月 29-31 日
場所：COEX（Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-731 KOREA.Rep）
抄録締め切り：2019/1/31
事前参加登録（Early Bird）締め切り：2019/1/31
事前参加登録締め切り：2019/2/28
http://www.kap.or.kr/2019seoul/index.php
<5>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
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日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>岡山歯学会雑誌第 37 巻第 2 号の発行について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190129_171231.pdf
<2>都道府県別医療事故報告件数について
日本医療安全調査機構より都道府県別医療事故報告件数が公開されております．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190129_163417.pdf
<3>「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について
厚生労働省医政局総務課長より「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」一部改正
の通知がございました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190129_165044.pdf
<4>患者・市民の声を反映することを促進するためのリーフレット(Minds)について
公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する EBM 普及推進事業 Minds（マインズ）は診療ガイドライン，
一般市民向けガイドライン解説を公開しています．診療ガイドライン作成に患者・市民の声を反映する
ことを促進するためのリーフレットが公開されております．
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://minds.jcqhc.or.jp/s/public_infomaiton_guidance
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お国自慢を続けてまいりましたが，とうとう私の任期中の最後のメルマガ巻頭言となりました．
2 年間，ご愛読（？）くださいましてありがとうございました．今日はこの季節の福岡を，といいまし
てもあまりよくない部分をご紹介いたします．昔の春の福岡では時折中国から飛んでくる黄砂がなん
ともいえない霞空を作りまして，今思えば福岡人にとって春らしい景色を満喫できる良い季節でした．
しかし近年では時々「ここは中国か？，韓国か？」というぐらい視界の悪い景色となってしまってい
ます．PM2.5 に加えて，中国の砂漠化が進み，以前にも増して黄砂の量が増えているといわれ，花粉症
の人の症状がずいぶん悪化している傾向にあると報道されています．私も 2 年前から軽い花粉症になっ
てしまい，抗ヒスタミン剤とマスクが手放せません．この時期に 2 年前は北海道，昨年は上海に行きま
したが，滞在中は不思議なくらい花粉症の症状がぴたりとやみましたので，今年もアレルゲンのない，
どこかいいところに長期旅行に行きたい気分です．花粉症のみなさん，なんとかこの時期を乗り切り
ましょう！
今月のこの人は，私の教室の若手教員，谷口祐介先生です．先生は大学院時代にインプラントに関す
る biology の研究に従事していましたが，近年ではデジタルテクノロジーを用いた訪問診療とその発展
に活路を見出して日々研鑽している先生です．どうぞお楽しみください．
それでは，メールマガジン第 155 号を読んで，花粉症をぶっ飛ばしましょう！（文責 松浦尚志）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/155 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>認定医・専門医多肢選択式筆記試験につきまして
<2>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告
<3>日本顎口腔機能学会第 62 回学術大会
<4>日本歯科理工学会平成 31（2019）年度春期第 73 回学術講演会
<5>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
<6>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
<7>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
<8>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<9>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
【１．本学会からのお知らせ】
<1>認定医，修練医制度制定に関するお知らせ
<2>第 128 回学術大会 演題登録のお礼ならびに事前登録のお知らせにつきまして
<3>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
<4>平成 30 年度の年会費納入について
<5>今月のこの人~谷口祐介先生~
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>国際歯科学士会 第 49 回冬期学会
<2> The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)
<3> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<4>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>神奈川歯科大学大学院「スカ健プロジェクト」シンポジウム
<2>日本口腔顔面痛学会 News letter 第 32 号の発行について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>認定医・専門医多肢選択式筆記試験につきまして
会員各位
平素より大変お世話になっております．
本学会ホームページ，社員 ML およびメルマガ等でお知らせ致しましたように本年４月より修練医，認定医
制度が施行されます．つきましては，札幌で開催されます第 128 回学術大会では，これまでの専門医多肢
選択式筆記試験に代わり，認定医・専門医多肢選択式筆記試験を行います．詳細は，第 128 回学術大会
ホームページ（http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/exam.html）に掲載しておりますので，ご参照願
います．
宜しくお願い申し上げます．
平成 31 年 3 月 5 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長 市川 哲雄
専門医制度委員長 河相 安彦
<2>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告
全国の歯学部学生を対象とした臨床技能試験，学生技能コンペティション「JPS student clinical
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skills competition」の第一回の課題として，
「支台歯形成（下顎右側第二小臼歯，CAD/CAM レジン冠）
」
を取り上げ，26 校からの参加申し込みを受けました．本コンペティションでは，デジタルデータで審査を
行います．一次審査のデータ提出締め切りは 2 月 28 日（木）となっております．
引き続き，本コンペティションへのご理解とご高配を賜りますようにお願い申し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・開催場所：東京都内（後日連絡）
・参加資格：二次審査に参加可能かつ二次審査時に歯学部在学中である学生（各大学１名）
・スケジュール概要：
2019 年 2 月 28 日（木） 各大学内での選考および一次審査のための作品のデータの提出締め切り
2019 年 4 月上旬
一次審査の結果発表
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
<3>日本顎口腔機能学会第 62 回学術大会
日時：2019 年 4 月 13 日（土）～14 日（日）
場所：愛知学院大学 楠元キャンパス 4 号館 2 階
http://jssf.umin.ne.jp/
<4>日本歯科理工学会平成 31（2019）年度春期第 73 回学術講演会
日時：2019 年 4 月 20 日（土）～21 日（日）
場所：東京歯科大学水道橋校舎新館
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<5>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
日時：2019 年 5 月 24 日（土）～25 日（日）
場所：神奈川県民ホール，ワークピア横浜，産貿ホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jsps62/index.html
<6>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
日時：2019 年 6 月 6 日（木）～8 日（土）
場所：仙台国際センター
https://site2.convention.co.jp/30jsg/
<7>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2019 年 6 月 15（土）～16（日）
場所：東京・タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jea40/
<8>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/37th/
<9>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：かごしま県民交流センター
http://jasd30.umin.jp/index.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>認定医，修練医制度制定に関するお知らせ
本会に認定医，修練医制度が設置されます．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190213_103239.pdf
<2>第 128 回学術大会 演題登録のお礼ならびに事前登録のお知らせにつきまして
会員の皆様
平素より大変お世話になっております．
札幌で開催される本学会第 128 回学術大会ですが，皆様のご協力を戴き，233 題の演題のご登録を戴き
ました．誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．
第 128 回学術大会は，開催が例年より 1 か月早い 5 月のため，事前登録の締め切りも，4 月 3 日です．
事前登録については，プログラム集と参加章の発送の関係から締め切りの延長はございませんので，
期日までにご登録をお願いできましたら幸いに存じます．
何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
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第 128 回学術大会 大会長 横山

敦郎

<3>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
参加登録
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html
事前登録締切：2019 年 4 月 3 日（水）17：00
<4>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し
上げます．
<5>今月のこの人
~福岡歯科大学咬合修復学講座冠橋義歯学分野 谷口祐介先生~
2012 年 4 月から福岡歯科大学咬合修復学講座にて，光学印象システムと CAD/CAM 技術を応用した研究・
臨床に携わってきました．2017 年からはこれらの技術を外来診療だけではなく訪問歯科診療へ応用
することを目指し，当大学の訪問歯科センターと共同で「光学印象システムと CAD/CAM 技術を応用
したインプラント上部構造製作方法開発研究」を行っています．高齢化や寝たきりにより外来に
通院できなくなった患者のために，訪問歯科診療においても高度な治療が受けられるような診療
環境作りを目的としています．
現在，外来において上記の開発研究に賛同が得られた患者を対象に臨床研究を実施しております．
本研究成果により，訪問歯科診療においてアルジネートやシリコーン印象だけではなく，光学印象
も有効であることが立証されれば，寝たきりなどの高齢患者に誤飲誤嚥のリスクなく上部構造の再
作製を行うことが提案できる可能性があると考えています．
本研究を遂行することが出来たのは，多くの方のご協力とご指導があったからこそと感じております．
この場を借りて心から感謝申し上げます．
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>国際歯科学士会 第 49 回冬期学会
日時：2019 年 3 月 10 日 10：00－17：30
場所：日本歯科大学生命歯学部 九段ホール
参加無料（事前申込制）
http://www.icd-japan.gr.jp/jigyou/3jigyou.html
<2>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)
日時：2019 年 3 月 29-31 日
場所：COEX（Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-731 KOREA.Rep）
抄録締め切り：2019/1/31
事前参加登録（Early Bird）締め切り：2019/1/31
事前参加登録締め切り：2019/2/28
http://www.kap.or.kr/2019seoul/index.php
<3>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
<4>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
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日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>神奈川歯科大学大学院「スカ健プロジェクト」シンポジウム
日時：2019 年 3 月 21 日
場所：神奈川歯科大学横須賀キャンパス
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190217_212020.pdf
<2>日本口腔顔面痛学会 News letter 第 32 号の発行について
下記の日本口腔顔面痛学会ホームページからご覧いただけます．
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
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長い冬の寒さもようやく終わり，桜花の便りが聞こえてくる時節となりました．桜の花芽は，夏に形成
された後，休眠状態となり冬の低温にさらされたのち，気温上昇とともに一斉に開花します．すなわち，
桜の開花に関しては，春の暖かさだけでなく，1 年間の四季折々の風情がとても大切だということです．
今年の埼玉県内の予報では，3 月上旬から 4 月上旬とされ，一斉に咲く桜の花が楽しみです．
昨夏の最高気温を観測した熊谷市（埼玉県）は，夏は暑く，冬は非常に寒い地域です．そのため，この
地域の桜の名所である熊谷桜堤は，500 本のソメイヨシノによって作られる素晴らしい桜のトンネルが
今年も多くの人を楽しませると思います．私も毎年この地を訪れ，日本古来より桜を観賞することで
自然の美しさを実感するという日本文化・風習を心ゆくまで堪能しています．
是非皆様も近隣の名所を訪れ，平成最期の桜の花を愛でてはいかがでしょうか．
広報委員として，メールマガジンのご当地紹介を通じ，大学近隣の埼玉県の地域に関して多くのこと
を再認識することができました．また，私の拙い巻頭言を読んでくださいました皆様に感謝を申し上げ
ます．
花冷えの頃は体調を崩しやすいです．どうぞご自愛ください．それでは，桜満開を前にした埼玉から
メールマガジン 156 号をお送り致します．
（文責 岡本和彦）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/156 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>フェイスブック開設につきまして
<2>本学会の報道発表について
<3>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
<4>医療事故調査制度の現況報告（2 月分）について
<5>日大歯学 92 巻 2 号の発行について
<6>日本口腔顔面痛学会「Newsletter 第 33 号」について
<7>国際歯科研究学会日本部会ホームページへのリンク
【１．本学会からのお知らせ】
<1>認定医・専門医多肢選択式筆記試験につきまして
<2>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告
<3>第 128 回学術大会 事前登録のお知らせにつきまして
<4>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1> The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)
<2>日本顎口腔機能学会第 62 回学術大会
<3>日本歯科理工学会平成 31（2019）年度春期第 73 回学術講演会
<4>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
<5>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
<6>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
<7>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<8>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
<9> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<10>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>フェイスブック開設につきまして
公益社団法人 日本補綴歯科学会
会員の皆様
平素より大変お世話になっております．
このたび，学会の広報活動をより一層進めるために，以下のような学会のフェイスブックを立ち上げる
ことにしました．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
何分，情報には旬がありますので，先日行われたプレスリリース，修練医・認定医制度の周知，札幌の
学術大会などの情報を，会員の皆様，非会員の歯科医療関係者，そして国民の皆様に，迅速にお届けす
るために，急遽立ち上げた次第です．
これから，広報委員会を中心に，このフェイスブック等の SNS の充実も図っていきたいと思いますので，
ご支援，ご協力よろしくお願いいたします．
理 事 長 市川 哲雄
広報委員長 越野 寿
<2>本学会の報道発表について
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3 月 8 日に開催致しましたプレスリリースの記事が 3 月 12 日の日本歯科新聞に掲載されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190314_164008.pdf
<3>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
日時：2019 年 5 月 26 日（日）10：00～16：00
場所：愛知学院大学歯学部基礎教育研究棟学部講義室（2 階）
（楠元キャンパス）
http://kokuhoken.net/jstmj/meeting/seminar.html
事前参加登録締切：5 月 13 日（月）17：00
<4>医療事故調査制度の現況報告（2 月分）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190314_161156.pdf
<5>日大歯学 92 巻 2 号の発行について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190314_161349.pdf
<6>日本口腔顔面痛学会「Newsletter 第 33 号」について
下記の日本口腔顔面痛学会ホームページからご覧戴けます．
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
<7>国際歯科研究学会日本部会ホームページへのリンク
本会のホームページが国際歯科研究学会日本部会の「関連サイト」ページに掲載されます．
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>認定医・専門医多肢選択式筆記試験につきまして
会員各位
平素より大変お世話になっております．
本学会ホームページ，社員 ML およびメルマガ等でお知らせ致しましたように本年４月より修練医，
認定医制度が施行されます．つきましては，札幌で開催されます第 128 回学術大会では，これまで
の専門医多肢選択式筆記試験に代わり，認定医・専門医多肢選択式筆記試験を行います．詳細は，
第 128 回学術大会ホームページ（http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/exam.html）に掲載して
おりますので，ご参照願います．
宜しくお願い申し上げます．
平成 31 年 3 月 5 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長 市川 哲雄
専門医制度委員長 河相 安彦
<2>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告
全国の歯学部学生を対象とした臨床技能試験，学生技能コンペティション「JPS student clinical
skills competition」の第一回の課題として，
「支台歯形成（下顎右側第二小臼歯，CAD/CAM レジン
冠）
」を取り上げ，26 校からの参加申し込みを受けました．本コンペティションでは，デジタルデ
ータで審査を行います．一次審査のデータ提出締め切りは 2 月 28 日（木）となっております．
引き続き，本コンペティションへのご理解とご高配を賜りますようにお願い申し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・開催場所：東京都内（後日連絡）
・参加資格：二次審査に参加可能かつ二次審査時に歯学部在学中である学生（各大学１名）
・スケジュール概要：
2019 年 2 月 28 日（木） 各大学内での選考および一次審査のための作品のデータの提出締め切り
2019 年 4 月上旬
一次審査の結果発表
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
<3>第 128 回学術大会 事前登録のお知らせにつきまして
会員各位
平素より大変お世話になっております．
札幌で開催される本学会第 128 回学術大会ですが，皆様のご支援，ご協力を戴き，プログラム編成を終
え，演者に発表についての連絡を致しました．
第 128 回学術大会は，開催が例年より 1 か月早い 5 月のため，事前登録の締め切りも，4 月 3 日です．事前
登録については，プログラム集と参加章の発送の関係から締め切りの延長はございませんので，期日ま
でにご登録をお願いできましたら幸いに存じます．
何卒宜しくお願い申し上げます．
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公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川 哲雄
第 128 回学術大会 大会長 横山 敦郎
<4>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
参加登録
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html
事前登録締切：2019 年 4 月 3 日（水）17：00
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>The 7th Biennial Joint Congress of CPS-JPS-KAP (日中韓合同補綴学会)
日時：2019 年 3 月 29-31 日
場所：COEX（Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-731 KOREA.Rep）
抄録締め切り：2019/1/31
事前参加登録（Early Bird）締め切り：2019/1/31
事前参加登録締め切り：2019/2/28
http://www.kap.or.kr/2019seoul/index.php
<2>日本顎口腔機能学会第 62 回学術大会
日時：2019 年 4 月 13 日（土）～14 日（日）
場所：愛知学院大学 楠元キャンパス 4 号館 2 階
http://jssf.umin.ne.jp/
<3>日本歯科理工学会平成 31（2019）年度春期第 73 回学術講演会
日時：2019 年 4 月 20 日（土）～21 日（日）
場所：東京歯科大学水道橋校舎新館
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<4>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
日時：2019 年 5 月 24 日（土）～25 日（日）
場所：神奈川県民ホール，ワークピア横浜，産貿ホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jsps62/index.html
<5>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
日時：2019 年 6 月 6 日（木）～8 日（土）
場所：仙台国際センター
https://site2.convention.co.jp/30jsg/
<6>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2019 年 6 月 15（土）～16（日）
場所：東京・タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jea40/
<7>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/37th/
<8>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
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場所：かごしま県民交流センター
http://jasd30.umin.jp/index.html
<9>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
<10>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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2019 年度の新学期がスタートしました．各大学で大切行事である卒業式と入学式が行われたと思います．
私は，資格取得やキャリアデザインそして学生スポーツを極めるなど自分の将来のため目標を持った新
入生を迎える入学式に出席すると，グローバリズム，ジェンダーレスなどの多様な価値観を理解し社会
に貢献できる学生を育てなければいけない教員として，目標への努力と意識の継続を指導していく事に
不安感を抱きます．しかし，18 歳の若い彼らのエネルギーにより「今年も頑張るぞ」と自身に言い聞か
せています．今，卒業式を終え入学時の目標は達成されたか疑問を感じながら，入学式をイメージして
います．
今回のこの人は，昨年大学院を修了され朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野の助教と
して活躍されている渡邊 諒先生を紹介します．
（文責 都尾元宣）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/157 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>「歯科補綴学専門用語集 第 5 版」発刊のご案内
<2>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告：その２
<3>Future Leaders in Prosthodontics 8 開催・参加報告
<4>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
<5>第 27 回日本成人矯正歯科学会
<6>移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律等の施行
<7>「日本歯科医学会誌」第 38 巻発行のお知らせ
<8>日本口腔顔面痛学会 News letter の発行について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>認定医・専門医多肢選択式筆記試験につきまして
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
<3>フェイスブック開設につきまして
<4>本学会の報道発表について
<5>平成 30 年度の年会費納入について
<6>今月のこの人~渡邊 諒先生~
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本顎口腔機能学会第 62 回学術大会
<2>日本歯科理工学会平成 31（2019）年度春期第 73 回学術講演会
<3>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
<4>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
<5>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
<6>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
<7>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<8>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
<9> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<10>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>医療事故調査制度の現況報告（2 月分）について
<2>日大歯学 92 巻 2 号の発行について
<3>日本口腔顔面痛学会「Newsletter 第 33 号」について
<4>国際歯科研究学会日本部会ホームページへのリンク
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>「歯科補綴学専門用語集 第 5 版」発刊のご案内
公益社団法人日本補綴歯科学会 社員各位
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長
市川哲雄
用語検討委員会委員長 西村正宏
謹啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．
さて，改定作業を進めておりました本学会編集の「歯科補綴学専門用語集 第 5 版」につきまして，下記
のように第１刷が発刊されましたことをご報告申し上げます．
今回の改訂作業に際しては，多くの社員と各分野の専門家の御協力を賜わったことに深甚なる感謝を申
し上げますと共に，
「歯科補綴学専門用語集 第５版」が本学会はじめ，歯科界で活躍する皆様に広く
活用されることを祈念致します．
謹白
記
歯科補綴学専門用語集 第５版 公益社団法人日本補綴歯科学会編
医歯薬出版株式会社 2019 年 3 月 25 日 第 1 刷発刊
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定価 3300 円(税別)
<2>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告：その２
全国の歯学部学生を対象とした臨床技能試験，学生技能コンペティションの第１回課題として，
「支台
歯形成（下顎右側第二小臼歯，CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．既に一次審査のためのプロダ
クトを 26 校から受け取り，デジタルデータからの計測を終えています．そして，3 月中に審査委員会に
よる厳正な審査が行われます．なお本コンペティションは，読売新聞で報道されることになりました．
引き続き，本コンペティションへのご理解とご高配を賜りますようにお願い申し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・二次審査開催場所：東京都内（後日連絡）
・二次審査参加資格：一次審査にて選出された歯学部学生６名（予定）
・スケジュール概要：
2019 年 4 月上旬
一次審査の結果発表
2019 年 5 月 10-12 日
学術大会（札幌）にて経過報告（詳細未定）
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
<3>Future Leaders in Prosthodontics 8 開催・参加報告
2019 年 3 月 4 日，5 日の２日間，Future Leaders in Prosthodontics 8（FLIP 8）がタイの首都バンコク
で開催されました．この FLIP は 2018 年の日本補綴歯科学会第 127 回学術大会（岡山）でもご講演頂いた
Sreenivas Koka 先生が主催するワークショップで，歯科補綴学に関わる若手指導者の育成を目的とし
ており，これまでロンドンやシカゴで開催されておりましたがアジアでは初めての開催となりました．
講師として Koka 先生をはじめ，University of Mississippi の David Felton 教授，Loma Linda University
の Cherles Goodacre 教授，Ohio State University の Stephen Rosenstiel 教授等多くの先生が参加され，
日本からも馬場一美教授（昭和大）に講師としてご講演頂きました．受講生としてのワークショップの
参加者は３０名で，アジアでの開催ということもありアジア圏の参加者が大部分だったのですが，トル
コや南アフリカ共和国からの参加者もおり，非常にグローバルなワークショップとなりました．
日本補綴歯科学会会員としては，筆者の他に 5 名が参加致しました．参加された先生方にそれぞれコメ
ント頂いておりますのでご紹介致します（氏名は５０音順です）
．
・FLIP8 での理論と実例を交えた講義は，多くの示唆に富み，非常に有意義なものでした．今後の歯科
医師/大学教員としてのキャリア形成を考える上で，貴重な経験をさせていただきました．当時の自
分が吸収できたかは判りませんが，15 年前に参加したかったです．（新潟大，加来 賢先生）
・今回の最も大きな収穫は，もっと考えることがたくさんあるという事に気付かされた事です．
Unnecessary waste をどうやって省くか，自分の望む環境を作るために自分は周りの人に何をする事
ができるのかなどと言った事を考えさせられるとても良い機会になりました．
（日大松戸，桑島 梓先生）
・臨床に関する講義はほとんどなく，指導者としてあるべき姿・態度，論文投稿におけるポイントや，
人材のリクルートの方法など，様々なことが学べるとてもユニークで素晴らしいワークショップで
した．
（大阪大，高岡亮太先生）
・様々な観点からリーダーシップについて，世界的に著名な先生方のレクチャーを短期間（２日）で
聞く機会を得た．そこでファカルティーの熱意と，参加者に対する熱い期待をひしひしと感じた．
今後もこの素晴らしいワークショップが継続し，さらに発展していくことを心より願っている．
（愛学大，竹市卓郎先生）
・FLIP はリーダーシップについて受講でき，
「院長職」を務めるのに必要な要素が多く，またそれら
を実際にアカデミアで実践しているご本人から直接ご高説いただくのは説得力があり，大きく影響
を受けました．
（関西支部，中居伸行先生）
１日目の夜の Dinner では，さまざまな国の先生方と楽しいひとときを過ごし交流を深めました．僕
自身このワークショップに参加するのは初めてだったのですが，普段我々が学んでいる歯科補綴学
ひいては歯学以外の経営学等の観点からの講演もあり学ぶことも多く，非常に有意義なワークショ
ップとなりました．
末筆ながら今回，本ワークショップに参加させて頂く機会を与えて下さった日本補綴歯科学会の関
係各位に，参加者を代表して厚く御礼申し上げます．
（徳島大 後藤崇晴）
<4>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
日時：2019 年 6 月 14 日（金）～16 日（日）
場所：日本大学歯学部付属歯科病院 7 階（創設百周年記念講堂）
http://omfr60.umin.jp/index.html
<5>第 27 回日本成人矯正歯科学会
日時：2019 年 6 月 23 日（日）
場所：大阪市中央公会堂
https://www.jaao.jp/27kai/
<6>移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律等の施行
厚生労働省より「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律等
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の施行について」が発出されております．
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/hourei.html
<7>「日本歯科医学会誌」第 38 巻発行のお知らせ
2019 年 3 月 31 日に日本歯科医学会誌第 38 巻が発行されました．
特別企画「子どもの食を育む歯科からのアプローチ」他，学術研究，学際交流，講演会報告，調査研究，
各種学会活動報告を下記アドレスからご覧頂けます．
http://www.jads.jp/jjads_j/index.html
<8>日本口腔顔面痛学会 News letter の発行について
日本口腔顔面痛学会 News letter 第 34 号が発行されました．
下記の HP からご覧いただけます．
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>認定医・専門医多肢選択式筆記試験につきまして
会員各位
平素より大変お世話になっております．
本学会ホームページ，社員 ML およびメルマガ等でお知らせ致しましたように本年４月より修練医，認定
医制度が施行されます．つきましては，札幌で開催されます第 128 回学術大会では，これまでの専門医
多肢選択式筆記試験に代わり，認定医・専門医多肢選択式筆記試験を行います．
詳細は，第 128 回学術大会ホームページ（http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/exam.html）に掲載し
ておりますので，ご参照願います．
宜しくお願い申し上げます．
平成 31 年 3 月 5 日
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長 市川 哲雄
専門医制度委員長 河相 安彦
<2>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
参加登録
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/sanka.html
事前登録締切：2019 年 4 月 3 日（水）17：00
<3>フェイスブック開設につきまして
公益社団法人 日本補綴歯科学会
会員の皆様
平素より大変お世話になっております．
このたび，学会の広報活動をより一層進めるために，以下のような学会のフェイスブックを立ち上げる
ことにしました．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
何分，情報には旬がありますので，先日行われたプレスリリース，修練医・認定医制度の周知，札幌
の学術大会などの情報を，会員の皆様，非会員の歯科医療関係者，そして国民の皆様に，迅速にお届
けするために，急遽立ち上げた次第です．
これから，広報委員会を中心に，このフェイスブック等の SNS の充実も図っていきたいと思いますので，
ご支援，ご協力よろしくお願いいたします．
理事長 市川 哲雄
広報委員長 越野 寿
<4>本学会の報道発表について
3 月 8 日に開催致しましたプレスリリースの記事が 3 月 12 日の日本歯科新聞に掲載されました．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190314_164008.pdf
<5>平成 30 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，平成 30 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
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<6>今月のこの人
~朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 渡邊 諒先生~
2015 年より朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野にて，咬合の変化に対する歩行運動，
身体動揺の変化，スポーツパフォーマンスの向上についての研究を行っております．中でも私は，咬合
支持を失った高齢者に対し，義歯により咬合支持を回復することで，歩行運動の安定を得ることでの，
転倒，フレイル・サルコペニアの予防効果を提案しております．これにより，寝たきり状態など介護
状態になることなく健康寿命の向上や義歯の使用拡大を見込めると考えております．
これからも微力ながら補綴学会に貢献できるように尽力する所存であります．
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正する
こと（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている
認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関にお
かれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本顎口腔機能学会第 62 回学術大会
日時：2019 年 4 月 13 日（土）～14 日（日）
場所：愛知学院大学 楠元キャンパス 4 号館 2 階
http://jssf.umin.ne.jp/
<2>日本歯科理工学会平成 31（2019）年度春期第 73 回学術講演会
日時：2019 年 4 月 20 日（土）～21 日（日）
場所：東京歯科大学水道橋校舎新館
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<3>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
日時：2019 年 5 月 24 日（土）～25 日（日）
場所：神奈川県民ホール，ワークピア横浜，産貿ホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jsps62/index.html
<4>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
日時：2019 年 5 月 26 日（日）10：00～16：00
場所：愛知学院大学歯学部基礎教育研究棟学部講義室（2 階）
（楠元キャンパス）
http://kokuhoken.net/jstmj/meeting/seminar.html
事前参加登録締切：5 月 13 日（月）17：00
<5>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
日時：2019 年 6 月 6 日（木）～8 日（土）
場所：仙台国際センター
https://site2.convention.co.jp/30jsg/
<6>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2019 年 6 月 15（土）～16（日）
場所：東京・タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jea40/
<7>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/37th/
<8>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：かごしま県民交流センター
http://jasd30.umin.jp/index.html
<9>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
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詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
<10>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20－21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>医療事故調査制度の現況報告（2 月分）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190314_161156.pdf
<2>日大歯学 92 巻 2 号の発行について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190314_161349.pdf
<3>日本口腔顔面痛学会「Newsletter 第 33 号」について
下記の日本口腔顔面痛学会ホームページからご覧戴けます．
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
<4>国際歯科研究学会日本部会ホームページへのリンク
本会のホームページが国際歯科研究学会日本部会の「関連サイト」ページに掲載されます．

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.158 April 19, 2019
==================================================================
4 月になりました．4 月といえば桜です．アメリカのワシントン DC の桜も有名ですが，この桜が兵庫県
伊丹市原産であることをご存じでしょうか．1910 年に当時の東京市が最初にワシントンに送った苗は病
害虫に汚染されており，焼却処分になりました．そこで，東京市が病害虫に強い苗木の生産を兵庫県川辺
郡東野（現伊丹市）に依頼し，育てたものを 1912 年にワシントンに送りました．その 90 年後にはワシン
トンから桜の子孫樹が伊丹市に送られ，
「里帰り桜」として市民に親しまれています．伊丹は大阪空港に近
いのでチャンスがあれば一度「里帰り桜」をご覧ください．それでは，春の大阪からメールマガジン 158 号
をお届けします．
（文責 中村隆志）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/158 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>日本補綴歯科学会事務局 大型連休（4 月 27 日～5 月 6 日）期間中の休業につきまして
<2>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
<3>臨床研究法についての情報
<4>再生医療に係る法律等の改正について
<5>医療事故調査制度の現況報告（3 月分）について
<6>第 35 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」の演題募集について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
<2>「歯科補綴学専門用語集 第 5 版」発刊のご案内
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告：その２
<4>Future Leaders in Prosthodontics 8 開催・参加報告
<5>2019 年度の年会費納入について
<6>各種委員会からのメッセージ－編集委員会－
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯科理工学会平成 31（2019）年度春期第 73 回学術講演会
<2>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
<3>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
<4>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
<5>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
<6>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
<7>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<8>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
<9>第 27 回日本成人矯正歯科学会
<10> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<11>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律等の施行
<2>「日本歯科医学会誌」第 38 巻発行のお知らせ
<3>日本口腔顔面痛学会 News letter の発行について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>日本補綴歯科学会事務局 大型連休（4 月 27 日～5 月 6 日）期間中の休業につきまして
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員各位
いつもお世話になりまして，誠にありがとうございます．
誠に勝手ながら本学会事務局は，大型連休（4 月 27 日～5 月 6 日）期間中，4 月 27 日～5 月 1 日，
5 月 3 日～5 月 6 日を休業とさせていただきます．したがいまして，5 月 2 日（木）のみ通常業務を行
います．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます．
理事長
市川 哲雄
総務担当 横山 敦郎
<2>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員 各位
春暖の候 社員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます．
平素は，本学会の会務運営に格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます．
この度，インドネシア補綴学会より ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING の案内が
届きました．
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http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190409_172931.pdf
万障繰り合わせの上，ご参加戴けましたら幸いに存じます．
日程：2019 年 8 月 2（金）日-4 日（日）
場所：BestWestern Premier Hotel, Solo, West Java, Indonesia
何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川哲雄
国際渉外委員長 細川隆司
<3>臨床研究法についての情報
厚生労働省 HP に平成 31 年 3 月 28 日付で下記の情報が掲載されております．
「臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その６）
，臨床研究法の対象となる臨床研究等の
事例集等の一部改正について，臨床研究法の統一書式について，模擬審査における認定委員会の審
査資料一式についてを，業務規定モデル，手数料一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<4>再生医療に係る法律等の改正について
「
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
，
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」
及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取り扱いについて」が一部改正されてお
ります．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190410_114856.pdf
<5>医療事故調査制度の現況報告（3 月分）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190410_114926.pdf
<6>第 35 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」の演題募集について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190410_114952.pdf
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
<2>「歯科補綴学専門用語集 第 5 版」発刊のご案内
公益社団法人日本補綴歯科学会 社員各位
公益社団法人日本補綴歯科学会
理事長
市川哲雄
用語検討委員会委員長 西村正宏
謹啓 先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます．
さて，改定作業を進めておりました本学会編集の「歯科補綴学専門用語集 第 5 版」につきまして，
下記のように第１刷が発刊されましたことをご報告申し上げます．
今回の改訂作業に際しては，多くの社員と各分野の専門家の御協力を賜わったことに深甚なる感謝
を申し上げますと共に，
「歯科補綴学専門用語集 第５版」が本学会はじめ，歯科界で活躍する皆様
に広く活用されることを祈念致します．
謹白
記
歯科補綴学専門用語集 第５版 公益社団法人日本補綴歯科学会編
医歯薬出版株式会社 2019 年 3 月 25 日 第 1 刷発刊
定価 3300 円(税別)
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告：その２
全国の歯学部学生を対象とした臨床技能試験，学生技能コンペティションの第１回課題として，
「支台
歯形成（下顎右側第二小臼歯，CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．既に一次審査のためのプロ
ダクトを 26 校から受け取り，デジタルデータからの計測を終えています．そして，3 月中に審査委員
会による厳正な審査が行われます．なお本コンペティションは，読売新聞で報道されることになりま
した．引き続き，本コンペティションへのご理解とご高配を賜りますようにお願い申し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・二次審査開催場所：東京都内（後日連絡）
・二次審査参加資格：一次審査にて選出された歯学部学生６名（予定）
・スケジュール概要：
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2019 年 4 月上旬
一次審査の結果発表
2019 年 5 月 10-12 日
学術大会（札幌）にて経過報告（詳細未定）
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
<4>Future Leaders in Prosthodontics 8 開催・参加報告
2019 年 3 月 4 日，5 日の２日間，Future Leaders in Prosthodontics 8（FLIP 8）がタイの首都バンコク
で開催されました．この FLIP は 2018 年の日本補綴歯科学会第 127 回学術大会（岡山）でもご講演頂いた
Sreenivas Koka 先生が主催するワークショップで，歯科補綴学に関わる若手指導者の育成を目的とし
ており，これまでロンドンやシカゴで開催されておりましたがアジアでは初めての開催となりました．
講師として Koka 先生をはじめ，University of Mississippi の David Felton 教授，Loma Linda University
の Cherles Goodacre 教授，Ohio State University の Stephen Rosenstiel 教授等多くの先生が参加され，
日本からも馬場一美教授（昭和大）に講師としてご講演頂きました．受講生としてのワークショップの
参加者は３０名で，アジアでの開催ということもありアジア圏の参加者が大部分だったのですが，
トルコや南アフリカ共和国からの参加者もおり，非常にグローバルなワークショップとなりました．
日本補綴歯科学会会員としては，筆者の他に 5 名が参加致しました．参加された先生方にそれぞれコメ
ント頂いておりますのでご紹介致します（氏名は５０音順です）
．
・FLIP8 での理論と実例を交えた講義は，多くの示唆に富み，非常に有意義なものでした．今後の歯科
医師/大学教員としてのキャリア形成を考える上で，貴重な経験をさせていただきました．当時の自
分が吸収できたかは判りませんが，15 年前に参加したかったです．（新潟大，加来 賢先生）
・今回の最も大きな収穫は，もっと考えることがたくさんあるという事に気付かされた事です．
Unnecessary waste をどうやって省くか，自分の望む環境を作るために自分は周りの人に何をする事が
できるのかなどと言った事を考えさせられるとても良い機会になりました．
（日大松戸，桑島 梓先生）
・臨床に関する講義はほとんどなく，指導者としてあるべき姿・態度，論文投稿におけるポイントや，
人材のリクルートの方法など，様々なことが学べるとてもユニークで素晴らしいワークショップでした．
（大阪大，高岡亮太先生）
・様々な観点からリーダーシップについて，世界的に著名な先生方のレクチャーを短期間（２日）で聞
く機会を得た．そこでファカルティーの熱意と，参加者に対する熱い期待をひしひしと感じた．今後
もこの素晴らしいワークショップが継続し，さらに発展していくことを心より願っている．
（愛学大，竹市卓郎先生）
・FLIP はリーダーシップについて受講でき，
「院長職」を務めるのに必要な要素が多く，またそれらを
実際にアカデミアで実践しているご本人から直接ご高説いただくのは説得力があり，大きく影響を受
けました．
（関西支部，中居伸行先生）
・１日目の夜の Dinner では，さまざまな国の先生方と楽しいひとときを過ごし交流を深めました．僕自身
このワークショップに参加するのは初めてだったのですが，普段我々が学んでいる歯科補綴学ひいては
歯学以外の経営学等の観点からの講演もあり学ぶことも多く，非常に有意義なワークショップとなりま
した．
末筆ながら今回，本ワークショップに参加させて頂く機会を与えて下さった日本補綴歯科学会の関係各
位に，参加者を代表して厚く御礼申し上げます．
（徳島大 後藤崇晴）
<5>2019 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，2019 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げ
ます．
<6>各種委員会からのメッセージ－編集委員会－
市川理事長体制での委員会活動も残りわずかとなりましたが，編集委員会から日本補綴歯科学会誌（補
綴誌）の編集状況をお知らせいたします．今期，編集委員会が心がけたことは，
「臨床関連の論文を中
心に」を基本に，①ハイクオリティーな提言，総説の充実，②補綴臨床技術の向上と学術の発展を目指
した情報提供，③円滑で迅速な査読・編集システムの実現，④表紙，紙面レイアウト変更の検討，⑤会
員の裾野を広げる紙面企画，⑤編集委員会独自の新企画の実現でした．
ご存知のように，10 巻 1 号からは論文中の写真や図を掲載した表紙デザインとし，編集後記ではなく巻頭
で掲載論文のご案内をさせていただいております．また，学術大会や補綴歯科臨床研鑽会で好評だった
講演やシンポジウムを総説依頼論文として掲載するとともに，レジェンドのお考えをお纏めいただいた
「エビデンス＆オピニオン」をシリーズ化し，
「誌上座談会」と「誌上ディベート」を企画しました．
次号以降でも「座談会 補綴のイノベーションロードマップ（仮題）
」と「誌上ディベート 上顎無
歯顎のインプラント補綴 固定性 VS.可撤性（仮題）
」を予定しておりますので，乞うご期待下さい．
また，補綴専門医を目指す若手から中堅の先生方の渾身の補綴臨床例を拝見できる「専門医症例報告」
を毎号多数収載していますので，ぜひご一読ください．
現在，原著論文は高い Impact Factor を誇る Journal of Prosthdontic Research (JPR)を始め，英文誌
が主流となり，補綴誌への投稿は減少傾向にあります．しかしながら，母国語で最新の研究成果を公表
する意義は決して英文誌掲載に劣るものではなく，編集委員会としてもご投稿いただいた論文はできる
だけ受理する方向で丁寧に査読させていただいております．どうかこれからも JPR ともども補綴誌にも
ご注目いただき，積極的なご投稿をお願いできれば幸いです．
（文責 大久保力廣）
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<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正する
こと（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認
定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれ
ましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯科理工学会平成 31（2019）年度春期第 73 回学術講演会
日時：2019 年 4 月 20 日（土）～21 日（日）
場所：東京歯科大学水道橋校舎新館
http://www.jsdmd.jp/meeting/index.html
<2>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
日時：2019 年 5 月 24 日（土）～25 日（日）
場所：神奈川県民ホール，ワークピア横浜，産貿ホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jsps62/index.html
<3>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
日時：2019 年 5 月 26 日（日）10：00～16：00
場所：愛知学院大学歯学部基礎教育研究棟学部講義室（2 階）
（楠元キャンパス）
http://kokuhoken.net/jstmj/meeting/seminar.html
事前参加登録締切：5 月 13 日（月）17：00
<4>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
日時：2019 年 6 月 6 日（木）～8 日（土）
場所：仙台国際センター
https://site2.convention.co.jp/30jsg/
<5>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
日時：2019 年 6 月 14 日（金）～16 日（日）
場所：日本大学歯学部付属歯科病院 7 階（創設百周年記念講堂）
http://omfr60.umin.jp/index.html
<6>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2019 年 6 月 15（土）～16（日）
場所：東京・タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jea40/
<7>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/37th/
<8>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：かごしま県民交流センター
http://jasd30.umin.jp/index.html
<9>第 27 回日本成人矯正歯科学会
日時：2019 年 6 月 23 日（日）
場所：大阪市中央公会堂
https://www.jaao.jp/27kai/
<10>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
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<11>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20～21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律等の施行
厚生労働省より「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律等
の施行について」が発出されております．
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/hourei.html
<2>「日本歯科医学会誌」第 38 巻発行のお知らせ
2019 年 3 月 31 日に日本歯科医学会誌第 38 巻が発行されました．
特別企画「子どもの食を育む歯科からのアプローチ」他，学術研究，学際交流，講演会報告，調査研
究，各種学会活動報告を下記アドレスからご覧頂けます．
http://www.jads.jp/jjads_j/index.html
<3>日本口腔顔面痛学会 News letter の発行について
日本口腔顔面痛学会 News letter 第 34 号が発行されました．
下記の HP からご覧いただけます．
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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ゴールデンウイーク期間中ですが，メルマガは休まず配信します．
「令和」になってもメルマガを
どうぞよろしくお願いいたします．10 連休だという方も多いと思いますが，皆様どのように過ごさ
れていますか？実はまだどこにも行っていないという方も結構いたりして…．ゴールデンウィーク
の人出の多い有名なイベントといえば，
「博多どんたく」，
「浜松まつり」
．
「有田陶器市」などがあり
ますが，私の地元，広島では「広島フラワーフェスティバル」が有名です．平和記念公園や平和大
通りを会場として，たくさんのステージやブースでイベントが企画されています．せっかくのお休
みですから，どこかに出かけてみてはいかがでしょうか．来週末は第 128 回学術大会が開催されます．
皆様，札幌でお会いしましょう．それではメールマガジン 159 号をお届けします．
（文責 田地 豪）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/159 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 3 回大型医療研究推進フォーラム
<2>日本歯学系学会協議会 2019 年度シンポジウム「災害歯科医療 役割と備え」
<3> ADA FDI World Dental Congress 2019
【１．本学会からのお知らせ】
<1>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
<2>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告：その２
<3>2019 年度の年会費納入について
<4>今月のこの人~大上博史先生（米国フロリダ州メイヨークリニック留学）~
<5>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
<6>日本補綴歯科学会事務局 大型連休（4 月 27 日～5 月 6 日）期間中の休業につきまして
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
<2>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
<3>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
<4>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
<5>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
<6>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<7>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
<8>第 27 回日本成人矯正歯科学会
<9>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
<10> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<11>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>臨床研究法についての情報
<2>再生医療に係る法律等の改正について
<3>医療事故調査制度の現況報告（3 月分）について
<4>第 35 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」の演題募集について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 3 回大型医療研究推進フォーラム
大学発研究開発とベンチャー企業：研究成果から実用化への道筋（日本歯科医学会連合主催・日本歯科
医学会共催）
日時：2019 年 5 月 25 日（土）13：00-17：00
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_05_03.html
<2>日本歯学系学会協議会 2019 年度シンポジウム「災害歯科医療 役割と備え」
日時：2019 年 6 月 13 日（木）14:00～16:10
場所：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念会館 地下 1 階九段ホール
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<3> ADA FDI World Dental Congress 2019
日時：2019 年 9 月 4 日（水）～8 日（日）
場所：San Francisco, CA, USA.
https://www.world-dental-congress.org/
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>日本補綴歯科学会第 128 回学術大会について
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開催日：2019 年 5 月 10 日（金）
，11 日（土）
，12 日（日）
会場：札幌コンベンションセンター
003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
128 回学術大会 HP
http://www.knt.co.jp/ec/2019/jps128/
<2>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」の現状報告：その２
全国の歯学部学生を対象とした臨床技能試験，学生技能コンペティションの第１回課題として，
「支台
歯形成（下顎右側第二小臼歯，CAD/CAM レジン冠）
」を取り上げました．既に一次審査のためのプロダ
クトを 26 校から受け取り，デジタルデータからの計測を終えています．そして，3 月中に審査委員会に
よる厳正な審査が行われます．なお本コンペティションは，読売新聞で報道されることになりました．
引き続き，本コンペティションへのご理解とご高配を賜りますようにお願い申し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition】
・主催：公益社団法人 日本補綴歯科学会
・二次審査および表彰の開催日：2019 年 6 月 16 日（日）
・二次審査開催場所：東京都内（後日連絡）
・二次審査参加資格：一次審査にて選出された歯学部学生６名（予定）
・スケジュール概要：
2019 年 4 月上旬
一次審査の結果発表
2019 年 5 月 10-12 日
学術大会（札幌）にて経過報告（詳細未定）
2019 年 6 月 16 日（日） 二次審査，表彰
<3>2019 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するものと
する．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，2019 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<4>今月のこの人
～広島大学大学院医系科学研究科先端歯科補綴学研究室 大上博史先生（米国フロリダ州メイヨー
クリニック留学）～
私は 2017 年から 2 年間，米国フロリダ州ジャクソンビルにあるメイヨークリニックの Dr. Kanekiyo ラボ
で Research Fellow として留学する機会をいただきました．メイヨークリニックはミネソタ州ロチェスター
に本部を置く米国屈指の総合病院で，フロリダ州のほかアリゾナ州にも支部を置いています．私は口腔と脳
の関連について興味を持ち，Neuroscience 部門でアルツハイマー病の研究に従事しました．
ジャクソンビルには研究部門が Neuroscience と Cancer しかないためロチェスターに比べると規模は小さ
いですが，共有設備が充実していることや，共同研究がラボ間だけでなく臨床部門とも盛んであるなど横の
つながりが強い印象です．生活面に関しては，治安は比較的よく住みやすい町でした．最後になりましたが，
留学の機会を与えていただきました当講座教授の津賀一弘先生をはじめ，医局および関係者の皆様に心より
御礼申し上げます．
<5>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が平成
30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，更新手数料
が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
<6>日本補綴歯科学会事務局 大型連休（4 月 27 日～5 月 6 日）期間中の休業につきまして
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員各位
いつもお世話になりまして，誠にありがとうございます．
誠に勝手ながら本学会事務局は，大型連休（4 月 27 日～5 月 6 日）期間中，4 月 27 日～5 月 1 日，5 月 3 日～
5 月 6 日を休業とさせていただきます．したがいまして，5 月 2 日（木）のみ通常業務を行います．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます．
理事長
市川 哲雄
総務担当 横山 敦郎
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
日時：2019 年 5 月 24 日（土）～25 日（日）
場所：神奈川県民ホール，ワークピア横浜，産貿ホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jsps62/index.html
<2>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
日時：2019 年 5 月 26 日（日）10：00～16：00
場所：愛知学院大学歯学部基礎教育研究棟学部講義室（2 階）
（楠元キャンパス）
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http://kokuhoken.net/jstmj/meeting/seminar.html
事前参加登録締切：5 月 13 日（月）17：00
<3>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
日時：2019 年 6 月 6 日（木）～8 日（土）
場所：仙台国際センター
https://site2.convention.co.jp/30jsg/
<4>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
日時：2019 年 6 月 14 日（金）～16 日（日）
場所：日本大学歯学部付属歯科病院 7 階（創設百周年記念講堂）
http://omfr60.umin.jp/index.html
<5>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2019 年 6 月 15（土）～16（日）
場所：東京・タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jea40/
<6>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/37th/
<7>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：かごしま県民交流センター
http://jasd30.umin.jp/index.html
<8>第 27 回日本成人矯正歯科学会
日時：2019 年 6 月 23 日（日）
場所：大阪市中央公会堂
https://www.jaao.jp/27kai/
<9>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員 各位
春暖の候 社員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます．
平素は，本学会の会務運営に格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます．
この度，インドネシア補綴学会より ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING の案内が届きました．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190409_172931.pdf
万障繰り合わせの上，ご参加戴けましたら幸いに存じます．
日程：2019 年 8 月 2（金）日-4 日（日）
場所：BestWestern Premier Hotel, Solo, West Java, Indonesia
何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川哲雄
国際渉外委員長 細川隆司
<10>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
<11>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20～21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>臨床研究法についての情報
厚生労働省 HP に平成 31 年 3 月 28 日付で下記の情報が掲載されております．
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「臨床研究法の施行等に関するＱ＆Ａについて（その６）
，臨床研究法の対象となる臨床研究等の事例
集等の一部改正について，臨床研究法の統一書式について，模擬審査における認定委員会の審査資料一
式についてを，業務規定モデル，手数料一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html
<2>再生医療に係る法律等の改正について
「
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
，
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」
及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取り扱いについて」が一部改正されており
ます．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190410_114856.pdf
<3>医療事故調査制度の現況報告（3 月分）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190410_114926.pdf
<4>第 35 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」の演題募集について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190410_114952.pdf

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.160 May 17, 2019
==================================================================
会員の皆様，第 128 回学術大会お疲れ様でした．10 連休のあと，数日で学術大会が続き，今頃，やっと
普段の生活に戻られたことでしょう．ところで，日本で一番小さい山脈をご存知ですか？それは越後平野
の北東部に位置する櫛形山脈です．その山脈の一つ，標高 399.5m の大峰山は，山桜で有名な里山です．
4 月下旬から 5 月上旬が桜の見頃で，ちょうどソメイヨシノが終わった頃にお花見が楽しめます．新緑と
ピンク色で彩られた山を眺めるも好し．桜の花びらを敷き詰めた登山道をホトトギスの鳴き声を聞きなが
ら歩くハイキングも趣があっていいですよ．日々の臨床や研究で疲れた頭と体のリフレッシュに最適です．
では，日常に戻られた皆様にメールマガジン No.160 をお届けします．
（文責 猪子芳美）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/160 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 128 回学術大会のお礼
<2>インド補綴学会（IPS）短期留学受け入れ施設募集
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」
：一次審査結果・二次審査実施要領
<4>歯科医療・臨床ニーズマッチング会
<5>都道府県別医療事故報告件数（平成 31 年 3 月末時点集計）について
<6>「子どもの食を育む歯科からのアプローチ」
<7>医療事故調査・支援センター2018 年 年報（日本医療安全調査機構）について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>2019 年度の年会費納入について
<2>各種委員会からのメッセージ－学術委員会－
<3>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
<2>第 3 回大型医療研究推進フォーラム
<3>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
<4>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
<5>日本歯学系学会協議会 2019 年度シンポジウム「災害歯科医療 役割と備え」
<6>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
<7>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
<8>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<9>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
<10>第 27 回日本成人矯正歯科学会
<11>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
<12> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<13> ADA FDI World Dental Congress 2019
<14>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>第 128 回学術大会のお礼
会員各位
初夏の候 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます．
過日，札幌コンベンションセンターにおいて開催致しました公益社団法人日本補綴歯科学会第 128 回学術
大会に際しましては，ご多忙中にもかかわらず，ご支援，ご協力を賜り厚く御礼申し上げます．
お蔭様をもちまして第 128 回学術大会は，233 の演題ならびに 2,000 名の皆様のご参加を戴き，滞り無く盛
会裡に終えることができました．これも偏に社員の皆様をはじめとする関係各位のご支援，ご協力の賜物
と深く感謝致しております．
甚だ失礼とは存じますが，取り急ぎメールマガジンにて御礼のご挨拶を申し上げます．
令和元年 5 月 13 日
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川哲雄
日本補綴歯科学会第 128 回学術大会長 横山敦郎
<2>インド補綴学会（IPS）短期留学受け入れ施設募集
本学会国際渉外委員会より留学生受け入れ施設募集のご案内です．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190508_125717.pdf
<3>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」
：一次審査結果・二次審査実施要領
全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション（支台歯形成：下顎右側第二小臼歯，CAD/CAM
レジン冠）に，26 校の参加がありました．各大学で選出された代表プロダクトのカラー写真とデジタルデータ
を一次審査した結果，広島大学，日本大学松戸歯学部，東京歯科大学，大阪歯科大学，東北大学，徳島大学
（プロダクト提出順）の 6 校が二次審査に進出することになりました．二次審査では 6 校の代表プロダクトを
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作製した学生を招集し，以下の実施要領でコンペティションを実施します．
引き続き，本コンペティションへのご理解とご高配を賜りますようにお願い申し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition 二次審査 実施要領】
開催日時：2019 年 6 月 16 日（日）
，9 時集合，12 時 45 分表彰式
開催場所：GC コーポレートセンター（二次審査），東京医科歯科大学（表彰式）
形成時間：30 分
服 装：白衣着用（KC 可）
，グローブ・マスク着用（持参可）
，ゴーグル（持参）着用
持参品：白衣，ゴーグル
持参してもよい物品：バー・ポイント，グローブ，マスク，ルーペ
準備されている物品：模型，人工歯，GC CAD/CAM 冠用バーセット，グローブ，マスク，咬合面のクリア
ランスを確認するゲージ
切削器具：エアータービン，電気エンジン（5 倍速コントラ）ともに使用可能
<4>歯科医療・臨床ニーズマッチング会
第 4 回（一社）日本歯科医学会連合クラスター研究会・第 1 回東京都医工連携ＨＵＢ機構クラスター研究会
日時：2019 年 7 月 11 日（木）18：00～20：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 7 階 臨床講義室
http://www.nsigr.or.jp/pdf/20190711_needsmatching.pdf
<5>都道府県別医療事故報告件数（平成 31 年 3 月末時点集計）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190426_180623.pdf
<6>「子どもの食を育む歯科からのアプローチ」
日本歯科医学会第 37 巻，第 38 巻の特別企画である座談会，
「子どもの食を育む歯科からのアプローチ」を
1 冊にまとめた別冊が完成しました．
詳細は下記 HP をご覧下さい．
http://www.jads.jp/jjads_j/index.html
<7>医療事故調査・支援センター2018 年 年報（日本医療安全調査機構）について
詳細は下記 HP をご覧下さい．
https://www.medsafe.or.jp/
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>2019 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するものと
する．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，2019 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<2>各種委員会からのメッセージ－学術委員会－
学術委員会は「歯科補綴学のプロモーション」
，
「JPS 情報発信」
，
「会員の裾野拡大」を主要活動方針として
活動を続け，委員会（計 12 回開催）には市川哲雄理事長，大川周治副理事長も参加いただき，学会の学術を
コーディネートする役割を担ってきました．関連委員会との連携も活発に行い，具体的には歯学部学生技能
コンペティション「JPS student clinical skills competition」の実施（教育問題検討委員会）
，高齢者医療に
おける補綴的貢献の促進（研究推進委員会）
，教育セミナー・倫理規定の整備（倫理委員会）
，プロソ 17・18
の運営（専門医制度委員会，専門医認定委員会）を進めています．
学術大会に関しては，第 127 回大会の皆木省吾大会長，原 哲也実行委員長，第 128 回大会の横山敦郎大会長，
山本悟実行委員長とともにプログラム委員会を開催し，大会テーマである「補綴歯科の挑戦と進化」を考慮し
た企画を立案しました．また，大会運営システムを時代に則したものとなるように熟考し，特に研究倫理の補完
（抄録登録時に確認）とアンケートの充実（QR コード，スマートフォンを活用）を革新しました．
委員会発足当初，市川理事長が学術委員会に期待された「Digital Prosthodontics, Smart prosthodontic」
，
「他領域に影響を与える研究」および「会員の裾野を広げる学術企画」の推進，歯科補綴学の意義の共有化，
学術レベルのボトムアップ等を実現するために，馬場一美委員長を中心に下記委員会メンバーが一丸となっ
て邁進しております．
（文責 峯 篤史）
委員長：馬場一美，副委員長：江草 宏，委員：鮎川保則，上田貴之，馬場俊輔，疋田一洋，笛木賢治，
槙原絵理，峯 篤史，横山紗和子，幹事：高場雅之
<3>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，更新
手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
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◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>第 62 回春季日本歯周病学会学術大会
日時：2019 年 5 月 24 日（土）～25 日（日）
場所：神奈川県民ホール，ワークピア横浜，産貿ホール
http://web.apollon.nta.co.jp/jsps62/index.html
<2>第 3 回大型医療研究推進フォーラム
大学発研究開発とベンチャー企業：研究成果から実用化への道筋（日本歯科医学会連合主催・日本歯科
医学会共催）
日時：2019 年 5 月 25 日（土）13：00～17：00
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_05_03.html
<3>日本顎関節学会第 47 回学術講演会
日時：2019 年 5 月 26 日（日）10：00～16：00
場所：愛知学院大学歯学部基礎教育研究棟学部講義室（2 階）
（楠元キャンパス）
http://kokuhoken.net/jstmj/meeting/seminar.html
<4>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
日時：2019 年 6 月 6 日（木）～8 日（土）
場所：仙台国際センター
https://site2.convention.co.jp/30jsg/
<5>日本歯学系学会協議会 2019 年度シンポジウム「災害歯科医療 役割と備え」
日時：2019 年 6 月 13 日（木）14:00～16:10
場所：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念会館 地下 1 階九段ホール
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<6>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
日時：2019 年 6 月 14 日（金）～16 日（日）
場所：日本大学歯学部付属歯科病院 7 階（創設百周年記念講堂）
http://omfr60.umin.jp/index.html
<7>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2019 年 6 月 15（土）～16（日）
場所：東京・タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jea40/
<8>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/37th/
<9>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：かごしま県民交流センター
http://jasd30.umin.jp/index.html
<10>第 27 回日本成人矯正歯科学会
日時：2019 年 6 月 23 日（日）
場所：大阪市中央公会堂
https://www.jaao.jp/27kai/
<11>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員 各位
春暖の候 社員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます．
平素は，本学会の会務運営に格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます．
この度，インドネシア補綴学会より ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING の案内が届きま
した．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190409_172931.pdf
万障繰り合わせの上，ご参加戴けましたら幸いに存じます．
日程：2019 年 8 月 2（金）日-4 日（日）
場所：BestWestern Premier Hotel, Solo, West Java, Indonesia
何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川哲雄

554
国際渉外委員長

細川隆司

<12>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
<13> ADA FDI World Dental Congress 2019
日時：2019 年 9 月 4 日（水）～8 日（日）
場所：San Francisco, CA, USA.
https://www.world-dental-congress.org/
<14>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20～21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.161 May 31, 2019
==================================================================
令和になり約 1 ヵ月経とうとしていますが，皆様は書類などの日にちを記載するのに慣れてきましたか？
令和元年と書くところを，まだうっかり平成 31 年と書いてしまっていませんか？私は，大学に提出する
補綴学会の出張の復命書に平成と記載し，再提出するように指示されてしまいました．まだまだ，慣れ
るのに時間がかかりそうです．
さて，私なりに平成を振り返ると，日本では大きな災害に見舞われた 30 年間だった気がします．日本の
国土は，もともと島国であるだけでなく，地球規模での地殻変動がいつも起きている国です．地震，火
山の噴火などに加え，温暖化による発生場所の変化がもたらす台風の上陸被害や大気の不安定さによる
集中豪雨，雷，雹，竜巻などの発生が顕著に増加しており，ニュースを見ていて安全な場所はないよう
に感じます．長い歴史のある日本では，人間の知恵で多くの災害に対峙してきたわけですが，神がもた
らすのであろう地球規模の災害には人の力はなす術を持たないと感じてしまいます．
しかしながら，日本には四季があり，四季折々の草木や花，海の幸，山の幸など旬の食材，そして心と
身体を癒す温泉がいたるところに存在し，過酷な国土に住むが故の楽しみも多くあるような気がします．
令和の年が，日本人としての尊厳がしっかりと守れるような世の中になることを願ってやみません．
令和元年と言うことで，襟を正してメールマガジン No.161 をお届けします．
（文責 月村直樹）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/161 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
※令和元年度の支部大会情報・市民フォーラム・専門医研修会の掲載が始まりました．
「１．本学会から
のお知らせ<1>～<3>」をご覧ください．
<1>日中医学交流会議 2019 東京
<2>医療事故調査制度の現況報告（4 月分）
<3>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱及びレギュラトリーサイエンス総合相談に関する
実施要綱の一部改正
<4>平成 31 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルの追補について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>第 128 回学術大会のお礼
<5>インド補綴学会（IPS）短期留学受け入れ施設募集
<6>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」
：一次審査結果・二次審査実施要領
<7>2019 年度の年会費納入について
<8>今月のこの人~大久保貴久先生（California 大学 Los Angeles 校留学）~
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
<2>日本歯学系学会協議会 2019 年度シンポジウム「災害歯科医療 役割と備え」
<3>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
<4>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
<5>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<6>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
<7>第 27 回日本成人矯正歯科学会
<8>歯科医療・臨床ニーズマッチング会
<9>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
<10> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<11> ADA FDI World Dental Congress 2019
<12>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>都道府県別医療事故報告件数（平成 31 年 3 月末時点集計）について
<2>「子どもの食を育む歯科からのアプローチ」
<3>医療事故調査・支援センター2018 年 年報（日本医療安全調査機構）について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>日中医学交流会議 2019 東京
日時：2019 年 6 月 19 日（水）9:00～20:00
場所：日本医師会館
https://www.jpcnma.or.jp/project/science_council/science_council2019/
<2>医療事故調査制度の現況報告（4 月分）
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詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190520_134330.pdf
<3>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱及びレギュラトリーサイエンス総合相談に関する
実施要綱の一部改正（医薬品医療機器総合機構）
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190520_134534.pdf
<4>平成 31 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルの追補について
厚生労働省より「平成 31 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルの追補」が発出されております．
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/index.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●2019 年度 日本補綴歯科学会中国・四国支部学術大会
日時：令和元年 8 月 31 日（土）
，9 月 1 日（日）
会場：福山市歯科医師会館
広島県福山市南蔵王町 6 丁目 19-34
大会長：岡本信先生（福山市 岡本歯科医院）
準備委員長：前田直人先生（岡山大学）
〇中国・四国支部 生涯学習公開セミナー
日時：令和元年 9 月 1 日(日)12:30～14:30
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力（しょくりき）
」を考える
講師：角谷真一先生（岡山市かどや歯科医院）大町健介先生（松江市大町歯科医院）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●中国・四国支部 市民フォーラム
日時：令和元年 9 月 1 日(日)13:00～15:00
会場：福山市ものづくり交流館 9F スカイホール スタジオ A
テーマ：お口の機能の有名研究者がやさしく解説 －どうすれば健康に食べて、肺炎にならない？お口と
体の健康法－
講師：津賀一弘先生（広島大）池邉一典先生（大阪大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●中国・四国支部 専門医研修会
日時：令和元年 8 月 31 日（土）13:10～15:10
テーマ：総義歯のベスト咬合とインプラントのベスト咬合を探る
講師：市川哲雄先生（徳島大） 岡本信先生（福山市岡本歯科医院）
<4>第 128 回学術大会のお礼
会員各位
初夏の候 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます．
過日，札幌コンベンションセンターにおいて開催致しました公益社団法人日本補綴歯科学会第 128 回学術
大会に際しましては，ご多忙中にもかかわらず，ご支援，ご協力を賜り厚く御礼申し上げます．
お蔭様をもちまして第 128 回学術大会は，233 の演題ならびに 2,000 名の皆様のご参加を戴き，滞り無く盛
会裡に終えることができました．これも偏に社員の皆様をはじめとする関係各位のご支援，ご協力の賜物
と深く感謝致しております．
甚だ失礼とは存じますが，取り急ぎメールマガジンにて御礼のご挨拶を申し上げます．
令和元年 5 月 13 日
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川哲雄
日本補綴歯科学会第 128 回学術大会長 横山敦郎
<5>インド補綴学会（IPS）短期留学受け入れ施設募集
本学会国際渉外委員会より留学生受け入れ施設募集のご案内です．
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190508_125717.pdf
<6>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」
：一次審査結果・二次審査実施要領
全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション（支台歯形成：下顎右側第二小臼歯，CAD/CAM
レジン冠）に，26 校の参加がありました．各大学で選出された代表プロダクトのカラー写真とデジタル
データを一次審査した結果，広島大学，日本大学松戸歯学部，東京歯科大学，大阪歯科大学，東北大学，
徳島大学（プロダクト提出順）の 6 校が二次審査に進出することになりました．二次審査では 6 校の代表
プロダクトを作製した学生を招集し，以下の実施要領でコンペティションを実施します．引き続き，本
コンペティションへのご理解とご高配を賜りますようにお願い申し上げます．
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【第１回 JPS student clinical skills competition 二次審査 実施要領】
開催日時：2019 年 6 月 16 日（日）
，9 時集合，12 時 45 分表彰式
開催場所：GC コーポレートセンター（二次審査），東京医科歯科大学（表彰式）
形成時間：30 分
服 装：白衣着用（KC 可）
，グローブ・マスク着用（持参可）
，ゴーグル（持参）着用
持参品：白衣，ゴーグル
持参してもよい物品：バー・ポイント，グローブ，マスク，ルーペ
準備されている物品：模型，人工歯，GC CAD/CAM 冠用バーセット，グローブ，マスク，咬合面のクリア
ランスを確認するゲージ
切削器具：エアータービン，電気エンジン（5 倍速コントラ）ともに使用可能
<7>2019 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該年度
の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するものとする．
」
（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，2019 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<8>今月のこの人
～日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座 大久保貴久先生（California 大学 Los Angeles 校留学）～
2015 年 10 月から，California 大学 Los Angeles 校歯学部 Weintraub センターの小川隆広教授の研究室に留学
させていただきました．小川先生のご指導の下で，インプラントの新しい表面形状の研究，新規骨セメント
の開発，チタン表面に対する光機能化の効果の検証等に携わりました．世界で活躍されている小川先生の
情熱に触れ，研究に没頭することができました．
2017 年 4 月に帰国した後は，オンラインシステムにより研究ミーティングへの参加をさせていただいており
ます．オンラインミーティングはインターネットに接続できる環境下であれば，世界中と同時につながる
ことが可能です．手紙やメールではなく，モニターに映し出されるリアルタイムでのディスカッションや
各々の最新研究データのアップデートの場に同席させていただくことで，研究報告や論文作成を円滑に進
めることができております．このため留学中と変わらぬ研究に対するモチベーションを保つことができて
います．
今後は留学中に培った知識と技術を本学での研究に活かし，貢献できるよう努めていきます．留学中から
現在に至るまでご指導いただいております小川先生に心から感謝申し上げます．また，留学に際してご協
力頂いた方々のご厚意におこたえできますように精進していきたいと思います．
<9>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本老年歯科医学会第 30 回学術大会
日時：2019 年 6 月 6 日（木）～8 日（土）
場所：仙台国際センター
https://site2.convention.co.jp/30jsg/
<2>日本歯学系学会協議会 2019 年度シンポジウム「災害歯科医療 役割と備え」
日時：2019 年 6 月 13 日（木）14:00～16:10
場所：日本歯科大学生命歯学部 100 周年記念会館 地下 1 階九段ホール
http://www.ucjds.jp/event/symposium.html
<3>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
日時：2019 年 6 月 14 日（金）～16 日（日）
場所：日本大学歯学部付属歯科病院 7 階（創設百周年記念講堂）
http://omfr60.umin.jp/index.html
<4>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2019 年 6 月 15（土）～16（日）
場所：東京・タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jea40/
<5>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/37th/
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<6>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：かごしま県民交流センター
http://jasd30.umin.jp/index.html
<7>第 27 回日本成人矯正歯科学会
日時：2019 年 6 月 23 日（日）
場所：大阪市中央公会堂
https://www.jaao.jp/27kai/
<8>歯科医療・臨床ニーズマッチング会
第 4 回（一社）日本歯科医学会連合クラスター研究会・第 1 回東京都医工連携ＨＵＢ機構クラスター研究会
日時：2019 年 7 月 11 日（木）18：00～20：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 7 階 臨床講義室
http://www.nsigr.or.jp/pdf/20190711_needsmatching.pdf
<9>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員 各位
春暖の候 社員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます．
平素は，本学会の会務運営に格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます．
この度，インドネシア補綴学会より ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING の案内が届きました．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190409_172931.pdf
万障繰り合わせの上，ご参加戴けましたら幸いに存じます．
日程：2019 年 8 月 2（金）日-4 日（日）
場所：BestWestern Premier Hotel, Solo, West Java, Indonesia
何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川哲雄
国際渉外委員長 細川隆司
<10>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
<11> ADA FDI World Dental Congress 2019
日時：2019 年 9 月 4 日（水）～8 日（日）
場所：San Francisco, CA, USA.
https://www.world-dental-congress.org/
<12>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20～21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>都道府県別医療事故報告件数（平成 31 年 3 月末時点集計）について
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190426_180623.pdf
<2>「子どもの食を育む歯科からのアプローチ」
日本歯科医学会第 37 巻、第 38 巻の特別企画である座談会，
「子どもの食を育む歯科からのアプローチ」を
1 冊にまとめた別冊が完成しました．
詳細は下記 HP をご覧下さい．
http://www.jads.jp/jjads_j/index.html
<3>医療事故調査・支援センター2018 年 年報（日本医療安全調査機構）について
詳細は下記 HP をご覧下さい．
https://www.medsafe.or.jp/
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６月４日は，1928 年（昭和 3 年）に日本歯科医師会が，
【６（む）４（し）
】にちなみ【虫歯予防デー】
，
正しい歯科の知識を国民に普及・啓発する日としたのが始まりで，さまざまな変遷を経て，令和の今日
では，
【歯と口の健康週間】となっています．
鶴見大学は總持学園といい，キャンパスおよび附属病院は，曹洞宗大本山總持寺の参道脇にあります．
その敷地内に，
【歯塚】があるのはご存知でしょうか？そして，年に１度，歯と口の予防週間にあわせ，
抜歯となった歯を奉納する伝統行事，
【歯塚供養】が開催されます．この行事は，1965 年（昭和 40 年）
より 54 年間続いており，毎年，神奈川県歯科医師会，横浜市歯科医師会，鶴見大学教職員，学生など，
100 名ほどの関係者が参列します．
そのため，この季節になると，「残すのは難しそうな歯ですね」と患者さんに行った，自身の治療を振
り返る良いきっかけとなっています．鶴見にお越しの際には，是非，歯塚にもお立ち寄りいただければ
幸いです．
それでは，メールマガジン第 162 号をお送りします．
（文責 重田優子）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/162 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>平成 30 年度食育白書について
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」
：一次審査結果・二次審査実施要領
<5>2019 年度の年会費納入について
<6>各種委員会からのメッセージ－財務委員会－
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
<2>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
<3>日中医学交流会議 2019 東京
<4>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
<5>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
<6>第 27 回日本成人矯正歯科学会
<7>歯科医療・臨床ニーズマッチング会
<8>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
<9> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<10> ADA FDI World Dental Congress 2019
<11>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>医療事故調査制度の現況報告（4 月分）
<2>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱及びレギュラトリーサイエンス総合相談に
関する実施要綱の一部改正
<3>平成 31 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルの追補について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>平成 30 年度食育白書について
農林水産省より平成 30 年度食育白書が発表されました．
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/190604.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
<1>支部大会情報・活動予定
●2019 年度 日本補綴歯科学会中国・四国支部学術大会
日時：令和元年 8 月 31 日（土）
，9 月 1 日（日）
会場：福山市歯科医師会館
広島県福山市南蔵王町 6 丁目 19-34
大会長：岡本信先生（福山市 岡本歯科医院）
準備委員長：前田直人先生（岡山大学）
〇中国・四国支部 生涯学習公開セミナー
日時：令和元年 9 月 1 日(日)12:30～14:30
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テーマ：健康寿命を延ばすため「食力（しょくりき）
」を考える
講師：角谷真一先生（岡山市かどや歯科医院）大町健介先生（松江市大町歯科医院）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●中国・四国支部 市民フォーラム
日時：令和元年 9 月 1 日(日)13:00～15:00
会場：福山市ものづくり交流館 9F スカイホール スタジオ A
テーマ：お口の機能の有名研究者がやさしく解説 －どうすれば健康に食べて、肺炎にならない？
お口と体の健康法－
講師：津賀一弘先生（広島大）池邉一典先生（大阪大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●中国・四国支部 専門医研修会
日時：令和元年 8 月 31 日（土）13:10～15:10
テーマ：総義歯のベスト咬合とインプラントのベスト咬合を探る
講師：市川哲雄先生（徳島大） 岡本信先生（福山市岡本歯科医院）
<4>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」
：一次審査結果・二次審査実施要領
全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション（支台歯形成：下顎右側第二小臼歯，
CAD/CAM レジン冠）に，26 校の参加がありました．各大学で選出された代表プロダクトのカラー
写真とデジタルデータを一次審査した結果，広島大学，日本大学松戸歯学部，東京歯科大学，
大阪歯科大学，東北大学，徳島大学（プロダクト提出順）の 6 校が二次審査に進出することにな
りました．二次審査では 6 校の代表プロダクトを作製した学生を招集し，以下の実施要領でコン
ペティションを実施します．引き続き，本コンペティションへのご理解とご高配を賜りますよう
にお願い申し上げます．
【第１回 JPS student clinical skills competition 二次審査 実施要領】
開催日時：2019 年 6 月 16 日（日）
，9 時集合，12 時 45 分表彰式
開催場所：GC コーポレートセンター（二次審査），東京医科歯科大学（表彰式）
形成時間：30 分
服 装：白衣着用（KC 可）
，グローブ・マスク着用（持参可）
，ゴーグル（持参）着用
持参品：白衣，ゴーグル
持参してもよい物品：バー・ポイント，グローブ，マスク，ルーペ
準備されている物品：模型，人工歯，GC CAD/CAM 冠用バーセット，グローブ，マスク，咬合面の
クリアランスを確認するゲージ
切削器具：エアータービン，電気エンジン（5 倍速コントラ）ともに使用可能
<5>2019 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を
当該年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納
入するものとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，2019 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上
げます．
<6>各種委員会からのメッセージ－財務委員会－
財務委員会の任務は学会のお金の管理，すなわち公益法人としての財務基準を順守しつつ，適切な
予算案の作成，予算執行の監視，正確な決算の実施を通して，本会の運営が活発かつ適切になされる
ように様々なサポートをすることです．これまで本会は財務的には申し分なく行われてきましたが，
近年専門医更新料の値下げや，やや高めの学術大会会場費などの関係で遊休財産が減少する傾向にあ
りました．それで「"水"をさして"口"を出す」財務として，厳しく経費の節減や会費の徴収をお願い
してまいりました．おかげさまでその効果が見えてきたように思います．が，本会の財源は会員諸氏
からの会費や参加費という観点からも，今後も無駄のない支出を心がけていきたいと思います．
ただこれは会員諸氏から発せられる画期的な活動を制限するものではありません．補綴歯科の発展の
ためにどんどんチャレンジしていただきたいと思います．
（文責 水口俊介）
<7>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正する
こと（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている
認定期限が平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関にお
かれましては，更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>日本歯科放射線学会第 60 回学術大会・第 16 回定例総会
日時：2019 年 6 月 14 日（金）～16 日（日）
場所：日本大学歯学部付属歯科病院 7 階（創設百周年記念講堂）
http://omfr60.umin.jp/index.html
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<2>第 40 回日本歯内療法学会学術大会
日時：2019 年 6 月 15（土）～16（日）
場所：東京・タワーホール船堀
http://www.kokuhoken.jp/jea40/
<3>日中医学交流会議 2019 東京
日時：2019 年 6 月 19 日（水）9:00～20:00
場所：日本医師会館
https://www.jpcnma.or.jp/project/science_council/science_council2019/
<4>第 37 回日本顎咬合学会学術大会・総会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：東京国際フォーラム
https://www.ago.ac/37th/
<5>日本スポーツ歯科医学会第 30 回総会・学術大会
日時：2019 年 6 月 22 日（土）～23 日（日）
場所：かごしま県民交流センター
http://jasd30.umin.jp/index.html
<6>第 27 回日本成人矯正歯科学会
日時：2019 年 6 月 23 日（日）
場所：大阪市中央公会堂
https://www.jaao.jp/27kai/
<7>歯科医療・臨床ニーズマッチング会
第 4 回（一社）日本歯科医学会連合クラスター研究会・第 1 回東京都医工連携ＨＵＢ機構クラスター研究会
日時：2019 年 7 月 11 日（木）18：00～20：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 7 階 臨床講義室
http://www.nsigr.or.jp/pdf/20190711_needsmatching.pdf
<8>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員 各位
春暖の候 社員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます．
平素は，本学会の会務運営に格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます．
この度，インドネシア補綴学会より ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING の案内が届きました．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190409_172931.pdf
万障繰り合わせの上，ご参加戴けましたら幸いに存じます．
日程：2019 年 8 月 2（金）日-4 日（日）
場所：BestWestern Premier Hotel, Solo, West Java, Indonesia
何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川哲雄
国際渉外委員長 細川隆司
<9>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
<10> ADA FDI World Dental Congress 2019
日時：2019 年 9 月 4 日（水）～8 日（日）
場所：San Francisco, CA, USA.
https://www.world-dental-congress.org/
<11>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20～21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
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◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>医療事故調査制度の現況報告（4 月分）
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190520_134330.pdf
<2>レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱及びレギュラトリーサイエンス総合相談に関
する実施要綱の一部改正（医薬品医療機器総合機構）
詳細は下記の PDF ファイルをご覧ください．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190520_134534.pdf
<3>平成 31 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルの追補について
厚生労働省より「平成 31 年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルの追補」が発出されております．
詳細は下記の HP をご覧ください．
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/index.html

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.163 June 28, 2019
==================================================================
令和元年 6 月 16 日に開催されました定例総会におきまして新役員が承認され、大川理事長による新体制が
スタートいたしました．新役員一覧につきましては、学会ホームページをご参照いただきたいと思います．
これによりまして、平成 29-30 年度の役員が任を終え、このメルマガの巻頭言の執筆が最後のお仕事となり
ます．
今まで広報委員会の委員経験のない私が広報を担当させていただくことは私自身大変不安に感じておりまし
たが、95 号から 163 号のメールマガジンの配信、学会ホームページの更新と内部整理、Letter for Members
の発行、学会のフェイスブック立ち上げと配信など、広報の業務を大過なく進めることができたのではない
かと安堵しております．これはひとえに、会員の皆様のご理解と委員会構成員の助けがあったことによる
ものと深く感謝申し上げます．
本号は、海外からの寄稿として、タイのマヒドン大学の Somsak 先生のレポートを記載させていただきました．
前述のように、すでに新役員による学会運営が進められておりますが、業務の引継ぎ上、164 号（7 月 12 日
発行）から、佐藤裕二先生の委員会による配信となります．
2 年間、広報活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございました．
（文責 越野 寿）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/163 号コンテンツはこちら_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」
：最終結果
<2>第 9 回医療機器産業参入促進助成事業：事業説明会（東京都医工連携 HUB 機構）
<3>ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
【１．本学会からのお知らせ】
<1>支部大会情報・活動予定
<2>市民フォーラムのお知らせ
<3>専門医研修会のお知らせ
<4>2019 年度の年会費納入について
<5>今月のこの人~ Somsak Chitmongkolsuk 先生~
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
【２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報】
<1>歯科医療・臨床ニーズマッチング会
<2>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
<3> 2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
<4> ADA FDI World Dental Congress 2019
<5>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
【３．関連団体からのお知らせ】
<1>平成 30 年度食育白書について
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◇◆◇◆今号の新着トピックス◇◆◇◆◇
<1>「第 1 回 JPS student clinical skills competition」
：最終結果
全国の歯学部学生を対象とした学生技能コンペティション（支台歯形成：下顎右側第二小臼歯，CAD/CAM レ
ジン冠）に，26 校の参加がありました．最終審査では優れたプロダクトを作製した 6 校の学生を招集し，
同時に 30 分で支台歯形成を行っていただきました．最終審査の結果を以下に示します（敬称略）
．
本コンペティションへ多大なるご高配をくださり，誠にありがとうございました．
最終選考 最優秀賞 第１位：田中茉里子（徳島大学）
最終選考 最優秀賞 第２位：三枝美穂（日本大学松戸歯学部）
最終選考 最優秀賞 第３位：大道寺美乃（東北大学）
最終選考 優秀賞：藤中達哉（広島大学）
，中川由希子（東京歯科大学）
，荒木嵩丸（大阪歯科大学）
<2>第 9 回医療機器産業参入促進助成事業：事業説明会（東京都医工連携 HUB 機構）
日時：2019 年 7 月 10 日（水）14：00～16：00
場所：
（公財）東京都中小企業振興公社 ３階第１会議室（東京都千代田区神田佐久間町１－９ 東京都産
業労働局秋葉原庁舎）
※説明会参加には、事前のお申し込みが必要です．
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1905/0022.html
<3>ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
日時：2019 年 12 月 7 日（土）
場所：日本歯科大学生命歯学部本館 8F 富士見ホール他
http://www.kokuhoken.jp/jsohs22/
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆１．本学会からのお知らせ==============================================
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<1>支部大会情報・活動予定
●2019 年度 日本補綴歯科学会中国・四国支部学術大会
日時：令和元年 8 月 31 日（土）
，9 月 1 日（日）
会場：福山市歯科医師会館
広島県福山市南蔵王町 6 丁目 19-34
大会長：岡本信先生（福山市 岡本歯科医院）
準備委員長：前田直人先生（岡山大）
〇中国・四国支部 生涯学習公開セミナー
日時：令和元年 9 月 1 日(日)12:30～14:30
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力（しょくりき）
」を考える
講師：角谷真一先生（岡山市かどや歯科医院）大町健介先生（松江市大町歯科医院）
<2>市民フォーラムのお知らせ
●中国・四国支部 市民フォーラム
日時：令和元年 9 月 1 日(日)13:00～15:00
会場：福山市ものづくり交流館 9F スカイホール スタジオ A
テーマ：お口の機能の有名研究者がやさしく解説 －どうすれば健康に食べて、肺炎にならない？お口と
体の健康法－
講師：津賀一弘先生（広島大）池邉一典先生（大阪大）
<3>専門医研修会のお知らせ
●中国・四国支部 専門医研修会
日時：令和元年 8 月 31 日（土）13:10～15:10
会場：福山市歯科医師会館
テーマ：総義歯のベスト咬合とインプラントのベスト咬合を探る
講師：市川哲雄先生（徳島大） 岡本信先生（福山市岡本歯科医院）
<4>2019 年度の年会費納入について
平成 28 年 12 月 16 日に開催された第 3 回臨時理事会において，
「会費は毎年度分(4 月から 3 月まで)を当該
年度の 5 月末までに納入しなければならない．ただし，賛助会費については，当該年度中に納入するも
のとする．
」（会員の種別等の取扱い規程第 9 条）と改正されました．
つきましては，2019 年度の年会費の納入は，5 月末までに済ませていただきますよう，お願い申し上げます．
<5>今月のこの人
～Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Mahidol University Somsak Chitmongkolsuk 先生～
My name is Somsak Chitmongkolsuk, an associate Professor, Department of Prosthodontics, Faculty
of Dentistry, Mahidol University in Bangkok, Thailand. I have granted DAAD scholarship for
prosthodontic clinical training and research during 1997-2001 at the University of Freiburg,
Germany. Among several staff in our department, there are 2 staff graduated PhD from Nippon
dental University (NDU) in Niigata. We have postgraduate student exchange program for one
month with University of Nagasaki, NDU and the Health Science University of Hokkaido (HSUH).
I am interested in geriatric dentistry since Thailand will be classified as an aged society
in 2021 with population aged over 60 more than 20%. While Japanese society is already super-aged
society with >21% of elderly above 65. During September to December 2018, I have got an opportunity
to join the division of occlusion and removable Prosthodontics, Department of oral rehabilitation at
HSUH as a visiting researcher. The mechanism and framework of how oral disorders are involved in
general hypofunction, dysfunction and handicap have become an important theme of research here.
I would like to take this opportunity to thank all staff of the department for their sincere
friendship and warm welcome.
<6>専門医（指導医）
・認定研修機関資格更新の料金改正（値下げ）について
平成 28 年度第 2 回定時理事会（平成 29 年 3 月 27 日開催）において，現行 3 万円を 1 万円に改正すること
（施行日：平成 30 年 4 月 1 日）が承認されました．この改正により，認定証に記載されている認定期限が
平成 30（2018）年 3 月 31 日以降となっている専門医（指導医）および認定研修機関におかれましては，
更新手数料が 1 万円となります．詳細は，学会ホームページをご覧ください．
http://www.hotetsu.com/t12.html
◆２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報=============================
<1>歯科医療・臨床ニーズマッチング会
第 4 回（一社）日本歯科医学会連合クラスター研究会・第 1 回東京都医工連携ＨＵＢ機構クラスター研究会
日時：2019 年 7 月 11 日（木）18：00～20：00
場所：日本歯科大学生命歯学部 7 階 臨床講義室
http://www.nsigr.or.jp/pdf/20190711_needsmatching.pdf
<2>インドネシア補綴学会 ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING について
公益社団法人日本補綴歯科学会
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会員 各位
春暖の候 社員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます．
平素は，本学会の会務運営に格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます．
この度，インドネシア補綴学会より ANNUAL PROSTHODONTIC SCIENTIFIC MEETING の案内が届きました．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190409_172931.pdf
万障繰り合わせの上，ご参加戴けましたら幸いに存じます．
日程：2019 年 8 月 2（金）日-4 日（日）
場所：BestWestern Premier Hotel, Solo, West Java, Indonesia
何卒宜しくお願い申し上げます．
公益社団法人日本補綴歯科学会理事長 市川哲雄
国際渉外委員長 細川隆司
<3>2019 ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting in Amsterdam について
国際渉外委員長 細川 隆司
2019 ICP Biennial meeting についてお知らせ致します．会場はアムステルダム（オランダ）
，会期は
2019/9/4-7 となっております．JPS からは Invited speaker として，日本大学松戸歯学部の河相安彦先生，
東北大学の江草宏先生，シンガポール大学の多田紗弥夏先生が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，どうぞ宜しくお願いいたします．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019/9/4-7
詳細は下記の URL (ICP 2019 Biennial Meeting Link)をご参照下さい．
https://www.icp-conference.com/
<4> ADA FDI World Dental Congress 2019
日時：2019 年 9 月 4 日（水）～8 日（日）
場所：San Francisco, CA, USA.
https://www.world-dental-congress.org/
<5>日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020 年 6 月 20～21 日
場所：パシフィコ横浜 ノース
http://www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
◆３．関連団体からのお知らせ===========================================
<1>平成 30 年度食育白書について
農林水産省より平成 30 年度食育白書が発表されました．
詳細は下記の HP をご覧ください．
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/190604.html

==================================================================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会広報委員会
http://www.hotetsu.com/
==================================================================
「配信先の変更は，下記アドレスへお知らせください．
」
jpr-edit02@hotetsu.org
==================================================================
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JPS メールマガジン No.164 2019/7/12
===========================
6/16 より広報委員長を拝命した佐藤裕二（昭和大）の初メルマガです．
先代の越野委員長がきっちりとしたシステムを組み立てて下さっており，十分な引継もいただいたのですが，初の広報委員会
担当で不安です．
しかし，学会活動を，会員，歯科関係者，国民へ広報することにより，会員数の増加，国民の認知度の向上を目指します．
そのための主な業務は 4 つあります．
1．メールマガジン発行（2 週間ごと）
2．HP 更新(毎週):役員・委員が更新されています
www.hotetsu.com/
3．Letter for Members 発行（10 月，4 月）
4．フェイスブック更新:「いいね!」
「フォロー」
「シェア」をお願いします
www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
これらに関しては，各委員会・会員からの情報を総務経由でいただき，総務を通じて掲載します．また，広報活動に関するご
意見・ご要望もお待ちしております．
(メルマガのレイアウト・書式をコンパクトに変えてみました)
文責 佐藤裕二 (次号は 7/26)
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
【1】九州支部学術大会(8/25) 演題〆切 7/14
【2】九州支部 市民フォーラム (8/25)
【3】第 5 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19」(9/8) 参加〆切 7/31
【4】日本医用歯科機器学会 第 29 回研究発表大会(7/27)
【5】2018 年版インパクトファクター発表：JPR は 2.636
【6】新潟・山形での地震被災のお見舞い
【7】東関東支部学術大会（2020/2/9）
【8】沖縄研究奨励賞推薦応募(9/19〆切）
●１．本学会からのお知らせ
【1】129 回学術大会（2020/6/18-20）
【2】支部大会（中国・四国 8/31-9/1）
【3】市民フォーラム (中国・四国 9/1)
【4】専門医研修会 (中国・四国 8/31)
●２．関連学会の学術大会，セミナー等
【1】インドネシア補綴学会（8/2-3)
【2】2019 ICP Amsterdam（9/4-7)
【3】ADA FDI World Dental Congress 2019(9/4-8)
【4】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会(12/7)
【5】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会 (2020/6/20-21）
●３．関連団体からのお知らせ
なし
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●0．新着トピックス
【1】九州支部学術大会 演題〆切 7/14
日時：8/25（日） 会場：九州大学医学部百年講堂
大会長：古谷野潔 （九州大）実行委員長：荻野洋一郎（九州大）
〇生涯学習公開セミナー： 8/25(日) 15:10－16:40
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力（しょくりき）
」を考える
超高齢社会における補綴治療 ー長期経過の視点からー
講師：武田孝之先生（東京支部）
，梅原一浩先生（東北・北海道支部）
https://hotetsu.com/kyusyu
★専門医研修会は同時に開催せず、別日程で開催致します．
【2】九州支部 市民フォーラム
日時：8/25(日) 13:00－14:00 会場：九州大学医学部百年講堂
テーマ：噛んでいきいき歯ッピーライフ！
―健康寿命の延伸につながる口腔健康と栄養管理―
講師：松山美和先生（徳島大）
http://hotetsu.com/kyusyu/index.html
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【3】第 5 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19」 参加〆切 7/31
日時：9/8(日) 8：30―17：10 会場：日本大学歯学部本館 7 階
メインテーマ： 高齢者への歯科治療にどう向き合うか
－補綴歯科臨床の今、そして未来－
シンポジウムⅠ 高齢者歯科治療の現状 ―その使命と可能性とは―
シンポジウムⅡ 高齢者歯科治療のこれから
http://hotetsu.com/s3_07_1.html
────────────────────
このたび、2019 年 9 月 8 日（日）に日本大学歯学部百周年記念講堂にて日本補綴歯科学会補綴専門医臨床研鑽会「プロ
ソ’19」を開催させていただくこととなりました．本会は今年で 5 回目の開催となりますが、その目的は補綴歯科専門医なら
びに、その取得を目指す会員を対象とした専門医研修の位置づけで開催され、臨床に特化した内容となっております．今回の
テーマは、
「高齢者への歯科治療にどう向き合うか －補綴歯科臨床の今、そして未来－」と題して、超高齢社会を迎えた日本
において口腔機能の回復や維持・管理が高齢者の身体や心の健康状態にいかに影響を与えるかについて、様々な観点から検討
を加えたいと考えています．さらに、医療連携における歯科医療の役割や可能性についても一緒に考えたいと考えています．
とくにこれまでの研究報告から、高齢者の生命予後を脅かす、オーラルフレイルのみならずフレイル対策として、低栄養状態
の改善など栄養管理の重要性が大きく取り上げられています．この問題を解決するために補綴歯科臨床が果たすべき役割は大
きく、問題解決への糸口となることに疑いの余地はありません．
この観点から今回の研鑽会には多くの会員の皆様にご参集いただき、その最前線でご活躍されている講師の方々から多くの情
報を獲得し、高齢者歯科医療の現状と未来について大いに研鑽を積む場にしていただければと考えています．
さらに、明日からの補綴臨床にこの情報を生かしていただければ幸いです．
大会長 黒岩昭弘（松歯大・歯科補綴学講座）
─────────────────────
【4】日本医用歯科機器学会 第 29 回研究発表大会 当日登録可
会期： 7/27(土) 会場：愛知学院大学歯学部 楠元キャンパス
学会長：米山隆之（日本大） 大会長：武部 純（愛院大）
http://jsde.org/sozai2018/2019_29th_leaflet.pdf
【5】2018 年版インパクトファクター発表：JPR は 2.636
2017 年の 3.306 から 0.67 ポイント低下しましたが、投稿論文数の急激な増加に対応して掲載論文数を増やしたことが影響し
たものと思われます．
JPR のさらなる発展のため、編集委員会一丸となり頑張って参ります．
会員の皆様のより一層のご援助とご協力をお願い申し上げます．
JPR 編集委員長 細川隆司
【6】新潟・山形での地震被災のお見舞い
このたびの山形県沖を震源とする地震で被災された方々にお見舞いを申しあげます．一刻も早い復旧を願っています．
避難所等でのお口のケアや歯科治療に関する情報は，以下の他学会のリンク集が有用です．
www.hotetsu.com/c_1732.html
理事長 大川周治
【7】東関東支部学術大会
開催日：2020/2/9(日）
会場：ロイヤルパインズホテル浦和
大会長：藤澤政紀（明海大）
www.hotetsu.com/higashi_kanto
【8】沖縄研究奨励賞推薦応募(9/19〆切）
応募資格①沖縄を対象とした優れた研究を行っている．
②令和元年 7 月 15 日現在、50 歳以下
③学協会、大学、研究機関または実績のある研究者から推薦を受けた者
④出身地及び国籍は問わない
希望者は下記 URL を確認し、9/19(木）までに事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）へ連絡下さい．
www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190703_171140.pdf
www.okinawakyoukai.jp/publics/index/52/

●１．本学会からのお知らせ
【1】129 回学術大会
会期：2020/6/26(金)－28(日)
会場：福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
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【2】支部大会情報・活動予定
中国・四国支部学術大会
日時： 8/31(土)－9/1(日)
会場：福山市歯科医師会館，
大会長：岡本 信（岡本歯科医院）準備委員長：前田直人（岡山大）
〇生涯学習公開セミナー： 9/1(日) 12:30－14:30
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力（しょくりき）
」を考える
講師：角谷真一先生（かどや歯科医院）大町健介先生（大町歯科医院）
www.hotetsu.com/chushikoku/index.html
【3】市民フォーラム
中国・四国支部 市民フォーラム
日時：9/1(日) 13:00～15:00
会場：福山市ものづくり交流館
テーマ：お口の機能の有名研究者がやさしく解説
－どうすれば健康に食べて、肺炎にならない？お口と体の健康法－
講師：津賀一弘先生（広島大），池邉一典先生（大阪大）
www.hotetsu.com/chushikoku/index.html
【4】専門医研修会のお知らせ
中国・四国支部 専門医研修会
日時：8/31(土) 13:10－15:10
会場：福山市歯科医師会館
テーマ：総義歯のベスト咬合とインプラントのベスト咬合を探る
講師：市川哲雄先生（徳島大） 岡本 信先生（岡本歯科医院）
www.hotetsu.com/chushikoku
●２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報
【1】インドネシア補綴学会
Annual Prosthodontic Scientific Meeting
───────────────────
万障繰り合わせの上，ご参加戴けましたら幸いに存じます．
理事長 市川哲雄，国際渉外委員長 細川隆司
───────────────────
日時：8/2(金)－4(日)
場所：Best Western Premier Hotel, Solo, West Java, Indonesia
www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190409_172931.pdf
【2】ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting
───────────────────
JPS からの Invited speaker として，河相安彦先生（日大松戸）
，
江草宏先生(東北大）
，多田紗弥夏先生(シンガポール大)が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，
どうぞ宜しくお願いいたします．
国際渉外委員長 細川隆司
───────────────────
会場 Beurs van Berlage (Amsterdam, Netherlands)
会期 9/4(水)－7(土)
www.icp-conference.com/
【3】 ADA FDI World Dental Congress 2019
会期：9/4(水)－8(日)
場所：San Francisco, CA, USA.
www.world-dental-congress.org/
【4】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
会期：12/7(土)
会場：日歯大本館 8F 富士見ホール他
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
【5】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
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会期：2020/6/20(土)－21(日)
場所：パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

●３．関連団体からのお知らせ
なし
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org へ
=======================
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JPS メールマガジン No.165 2019/7/26
===========================
広報委員会委員を拝命して，2 期目に入りました松浦尚志（福岡歯科大学）です．今期もどうぞよろしくお願い申し上げま
す．今回は九州支部会について紹介いたします．本年度の九州支部学術大会は，8 月 25 日（日）に九州大学医学部百年講堂に
て開催されます（古谷野潔大会長）
．九州支部会では前日にプレ大会がありまして，ソフトボールやボーリングなどの球技大会
とその後の表彰式を兼ねた懇親会が開かれます．優勝教室には歴代の優勝教室の名が刻まれたトロフィーが手渡され，優勝教
室がその名誉なトロフィーを次回の大会まで保管するという伝統があります．そのトロフィーは，現在長崎大学の澤瀬先生の
教室にあります．今年も九州支部の各教室は虎視眈々とトロフィー奪還目指して準備しています．
文責 松浦尚志 (次号は 8/9)
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
【1】消費税転嫁対策特別措置法の遵守
【2】補綴歯科修練医・認定医・専門医制度の最新情報と申請書類更新
【3】日本歯科医師会新役員
【4】学会事務局夏期休業（8/13 火－8/15 木）
【5】日本歯科医学会新役員
【6】日本歯学系協議会からの情報提供
●１．本学会からのお知らせ
【1】第 5 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19」(9/8) 参加〆切 7/31
【2】129 回学術大会（2020/6/18-20）
【3】支部大会（九州 8/25，中国・四国 8/31-9/1，東関東 2/9）
【4】市民フォーラム (九州 8/25，中国・四国 9/1)
【5】専門医研修会 (中国・四国 8/31)
●２．関連学会の学術大会，セミナー等
【1】インドネシア補綴学会（8/2-3)
【2】2019 ICP Amsterdam（9/4-7)
【3】ADA FDI World Dental Congress 2019(9/4-8)
【4】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会(12/7)
【5】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会 (2020/6/20-21）
●３．関連団体からのお知らせ
【1】日本医用歯科機器学会 第 29 回研究発表大会(7/27)
【2】沖縄研究奨励賞推薦応募(9/19〆切）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●0．新着トピックス
【1】消費税転嫁対策特別措置法の遵守
内閣府 公益法人行政担当室より周知依頼がありました。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190709_171643.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190709_171954.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190709_172026.pdf
【2】補綴歯科修練医・認定医・専門医制度の
最新情報と申請書類が更新されました。
修練医は最短で 2018 年 3 月に歯科医師になった方でも可能です
（非会員でも）
。
直近の申請〆切は本年 9 月末です。
http://hotetsu.com/files/files_271.pdf
【3】日本歯科医師会新役員(2019/6－2021/6）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190713_122840.pdf
【4】日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，8 月 13 日（火）～8 月 15 日（木）までを夏期休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
【5】日本歯科医学会新役員
日本歯科医学会より学会会長選任（任期満了による役員選挙）について、情報提供戴きました。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190722_181915.pdf
http://www.jads.jp/about/executive.html
【6】日本歯学系協議会からの情報提供
下記雑誌ならびに News letter のお知らせを戴きました。
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①岡山歯学会 雑誌 38 巻１号
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190722_181713.pdf
②日本口腔顔面疼痛学会 New letter 第 35 号～38 号
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190722_181835.pdf

●１．本学会からのお知らせ
【1】第 5 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19」 参加〆切 7/31
日時：9/8(日) 8：30―17：10 会場：日本大学歯学部本館 7 階
メインテーマ： 高齢者への歯科治療にどう向き合うか
－補綴歯科臨床の今、そして未来－
シンポジウムⅠ 高齢者歯科治療の現状 ―その使命と可能性とは―
シンポジウムⅡ 高齢者歯科治療のこれから
http://hotetsu.com/s3_07_1.html
────────────────────
このたび、2019 年 9 月 8 日（日）に日本大学歯学部百周年記念講堂にて日本補綴歯科学会補綴専門医臨床研鑽会「プロ
ソ’19」を開催させていただくこととなりました．本会は今年で 5 回目の開催となりますが、その目的は補綴歯科専門医なら
びに、その取得を目指す会員を対象とした専門医研修の位置づけで開催され、臨床に特化した内容となっております．今回の
テーマは、
「高齢者への歯科治療にどう向き合うか
－補綴歯科臨床の今、そして未来－」と題して、超高齢社会を迎えた日本において口腔機能の回復や維持・管理が高齢者の身
体や心の健康状態にいかに影響を与えるかについて、様々な観点から検討を加えたいと考えています．さらに、医療連携にお
ける歯科医療の役割や可能性についても一緒に考えたいと考えています．とくにこれまでの研究報告から、高齢者の生命予後
を脅かす、オーラルフレイルのみならずフレイル対策として、低栄養状態の改善など栄養管理の重要性が大きく取り上げられ
ています．この問題を解決するために補綴歯科臨床が果たすべき役割は大きく、問題解決への糸口となることに疑いの余地は
ありません．
この観点から今回の研鑽会には多くの会員の皆様にご参集いただき、その最前線でご活躍されている講師の方々から多くの情
報を獲得し、高齢者歯科医療の現状と未来について大いに研鑽を積む場にしていただければと考えています．
さらに、明日からの補綴臨床にこの情報を生かしていただければ幸いです．
大会長 黒岩昭弘（松歯大・歯科補綴学講座）
─────────────────────

【2】129 回学術大会
会期：2020/6/26(金)－28(日)
会場：福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
【3】支部大会情報・活動予定
①九州支部学術大会 演題〆切 7/14
日時：8/25（日） 会場：九州大学医学部百年講堂
大会長：古谷野潔 （九州大）実行委員長：荻野洋一郎（九州大）
〇生涯学習公開セミナー： 8/25(日) 15:10－16:40
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力（しょくりき）
」を考える
超高齢社会における補綴治療 ー長期経過の視点からー
講師：武田孝之先生（東京支部）
，梅原一浩先生（東北・北海道支部）
https://hotetsu.com/kyusyu
★専門医研修会は同時に開催せず、別日程で開催致します．
②中国・四国支部学術大会
日時： 8/31(土)－9/1(日)
会場：福山市歯科医師会館，
大会長：岡本 信（岡本歯科医院）準備委員長：前田直人（岡山大）
〇生涯学習公開セミナー： 9/1(日) 12:30－14:30
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力（しょくりき）
」を考える
講師：角谷真一先生（かどや歯科医院）大町健介先生（大町歯科医院）
www.hotetsu.com/chushikoku/index.html
③東関東支部学術大会
開催日：2020/2/9(日）
会場：ロイヤルパインズホテル浦和
大会長：藤澤政紀（明海大）
www.hotetsu.com/higashi_kanto
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【4】市民フォーラム
①九州支部 市民フォーラム
日時：8/25(日) 13:00－14:00 会場：九州大学医学部百年講堂
テーマ：噛んでいきいき歯ッピーライフ！
―健康寿命の延伸につながる口腔健康と栄養管理―
講師：松山美和先生（徳島大）
http://hotetsu.com/kyusyu/index.html
②中国・四国支部 市民フォーラム
日時：9/1(日) 13:00～15:00
会場：福山市ものづくり交流館
テーマ：お口の機能の有名研究者がやさしく解説
－どうすれば健康に食べて、肺炎にならない？お口と体の健康法－
講師：津賀一弘先生（広島大），池邉一典先生（大阪大）
www.hotetsu.com/chushikoku/index.html
【5】専門医研修会のお知らせ
中国・四国支部 専門医研修会
日時：8/31(土) 13:10－15:10
会場：福山市歯科医師会館
テーマ：総義歯のベスト咬合とインプラントのベスト咬合を探る
講師：市川哲雄先生（徳島大） 岡本 信先生（岡本歯科医院）
www.hotetsu.com/chushikoku

●２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報
【1】インドネシア補綴学会
Annual Prosthodontic Scientific Meeting
万障繰り合わせの上，ご参加戴けましたら幸いに存じます．
理事長 大川周治，国際渉外委員長 津賀一弘
─────────────────
日時：8/2(金)－4(日)
場所：Best Western Premier Hotel, Solo, West Java, Indonesia
www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190409_172931.pdf
【2】ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting
JPS からの Invited speaker として，河相安彦先生（日大松戸）
，
江草宏先生(東北大）
，多田紗弥夏先生(シンガポール大)が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，
どうぞ宜しくお願いいたします．
国際渉外委員長 津賀一弘
────────────────
会場 Beurs van Berlage (Amsterdam, Netherlands)
会期 9/4(水)－7(土)
www.icp-conference.com/
【3】 ADA FDI World Dental Congress 2019
会期：9/4(水)－8(日)
場所：San Francisco, CA, USA.
www.world-dental-congress.org/
【4】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
会期：12/7(土)
会場：日歯大本館 8F 富士見ホール他
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
【5】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
会期：2020/6/20(土)－21(日)
場所：パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
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●３．関連団体からのお知らせ
【1】日本医用歯科機器学会 第 29 回研究発表大会 当日登録可
会期： 7/27(土) 会場：愛知学院大学歯学部 楠元キャンパス
学会長：米山隆之（日本大） 大会長：武部 純（愛院大）
http://jsde.org/sozai2018/2019_29th_leaflet.pdf
【2】沖縄研究奨励賞推薦応募(9/19〆切）
応募資格①沖縄を対象とした優れた研究を行っている．
②令和元年 7 月 15 日現在、50 歳以下
③学協会、大学、研究機関または実績のある研究者から推薦を受けた者
④出身地及び国籍は問わない
希望者は下記 URL を確認し、9/19(木）までに事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）へ連絡下さい．
www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190703_171140.pdf
www.okinawakyoukai.jp/publics/index/52/

=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org へ
=======================
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JPS メールマガジン No.166 2019/8/9
===========================
暑い日が続きますが，夏バテしていませんか．広報委員会 3 期目になる田地です．今期も支部や地方の話題をお届けしたい
と思っています．もうすぐお盆ですが，広島のお盆はとてもカラフルです．墓参りの時には，竹を六角形のアサガオ型に組ん
だものに赤や黄などの色紙を貼った「盆灯籠」をお墓の周りに立てます．この時期にはスーパーやコンビニの店頭に並んでい
ますので，店頭もカラフルです．中国・四国支部の学術大会が今月末（8/31, 9/1）に福山市で開催されます．皆様のご参加を
お待ちしております．また，翌週 9/8 には第 5 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19」が開催されます．参加登録締切が 8/30 に
延長されましたので，どうか参加をご検討ください．
文責 田地 豪（広島大） (次号は 1 回お休みで 9/6)
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
【1】第 5 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19」9/8：登録〆切延長 7/31→8/30
【2】ICP 登録会費は EPA 会員と同額（事前登録〆切 8/31)
【3】支部大会（東北・北海道 10/19-20）
：演題〆切 8/20 に延長
【4】支部大会（関西 11/23）
：演題〆切 9/20
【5】支部大会（西関東 2020/1/12）
【6】日本歯科医学会からの都道府県別医療事故報告件数の情報
【7】8020 推進財団から報告会・発表会(8/31)のお知らせ
●１．本学会からのお知らせ
【1】129 回学術大会（2020/6/18-20）
【2】支部大会（九州 8/25，中国・四国 8/31-9/1，東関東 2/9）
【3】市民フォーラム (九州 8/25，中国・四国 9/1)
【4】専門医研修会 (中国・四国 8/31)
【5】補綴歯科修練医・認定医・専門医制度の最新情報と申請書類更新
【6】学会事務局夏期休業（8/13 火－8/15 木）
●２．関連学会の学術大会，セミナー等
【1】2019 ICP Amsterdam（9/4-7)
【2】ADA FDI World Dental Congress 2019(9/4-8)
【3】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会(12/7)
【4】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会 (2020/6/20-21）
●３．関連団体からのお知らせ
【1】沖縄研究奨励賞推薦応募(9/19〆切）
【2】日本歯科医師会新役員
【3】日本歯科医学会新役員
【4】日本歯学系協議会からの情報提供

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

●0．新着トピックス
【1】第 5 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19」 参加登録延長 8/30(金)
日時：9/8(日) 8：30―17：10 会場：日本大学歯学部本館 7 階
メインテーマ： 高齢者への歯科治療にどう向き合うか
－補綴歯科臨床の今、そして未来－
シンポジウムⅠ 高齢者歯科治療の現状 ―その使命と可能性とは―
シンポジウムⅡ 高齢者歯科治療のこれから
http://hotetsu.com/s3_07_1.html
終日出席で専門医申請・更新のために 4 単位になります．
参加登録締め切りが 8 月 30 日（金）に延長されました．
【2】ICP 登録会費は EPA 会員と同額
2019 ICP Biennial meeting 参加登録についてお知らせ致します.
今回の ICP は EPA（European Academy of Prosthodontics）とのジョイントミーティングです．EPA と日本補綴歯科学会は交流
協定を締結しておりますため，EPA に確認致しましたところ本会会員には EPA 会員と同じ参加登録料が適用されますとのご連
絡を戴きました．
期日（事前登録は 8 月 31 日まで）が迫った中でのお知らせとなりましたが，ご容赦戴けましたら幸いに存じます．何卒宜し
くお願い申し上げます．
会場 Beurs van Berlage (Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam, Netherlands)
会期 2019 年 9 月 4-7 日
https://www.icp-conference.com/conference-inf…/registration/
理事長 大川周治，国際渉外委員会委員長

津賀一弘
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【3】東北・北海道支部総会・学術大会
日時：10/19(土)-20(日) 会場：ビッグアイ 7F 市民交流ブラザ（福島県郡山市）
大会長：関根秀志 （奥羽大）実行委員長：山森徹雄（奥羽大）
メインテ一マ：社会の変化に対応する補綴歯科治療
専門医研修会、生涯学習公開セミナー，市民フォーラム 併催予定
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html
演題〆切：8/20，抄録〆切 8/30
【4】関西支部総会・学術大会
日時：11/23（土祝） 会場：大阪歯科大学 100 周年記念館 4 階大講義室
大会長：佐古好正（支部長・佐古歯科医院）
演題〆切：9/20
http://hotetsu.com/kansai
【5】西関東支部学術大会
日時：2020/1/12(日）
大会長：大久保力廣（鶴見大），実行委員長：西山雄一郎（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto
【6】日本歯科医学会からの都道府県別医療事故報告件数（日本医師会）の情報提供をいただきました．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190730_192619.pdf
【7】公益財団法人 8020 推進財団から報告会・発表会(8/31)のお知らせ
令和元年度 歯科保健事業報告会・公募研究発表会
日時：令和元年 8 月 31 日（土）午後 1 時から同 4 時 45 分まで（予定）
場所：歯科医師会館 1 階大会議室
席数：230 席
申込：https://www.8020zaidan.or.jp/shikahoken/form.html
または http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190730_192932.pdf

●１．本学会からのお知らせ
【1】129 回学術大会
会期：2020/6/26(金)－28(日)
会場：福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
【2】支部大会情報・活動予定
九州支部学術大会（総会の開始時刻更新 9:00～）
日時：8/25（日） 会場：九州大学医学部百年講堂
大会長：古谷野潔 （九州大）実行委員長：荻野洋一郎（九州大）
〇生涯学習公開セミナー： 8/25(日) 15:10－16:40
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力（しょくりき）
」を考える
超高齢社会における補綴治療 ー長期経過の視点からー
講師：武田孝之先生（東京支部）
，梅原一浩先生（東北・北海道支部）
https://hotetsu.com/kyusyu
★専門医研修会は同時に開催せず、別日程で開催致します．
中国・四国支部学術大会
日時： 8/31(土)－9/1(日)
会場：福山市歯科医師会館，
大会長：岡本 信（岡本歯科医院）準備委員長：前田直人（岡山大）
〇生涯学習公開セミナー： 9/1(日) 12:30－14:30
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力（しょくりき）
」を考える
講師：角谷真一先生（かどや歯科医院）大町健介先生（大町歯科医院）
www.hotetsu.com/chushikoku/index.html
東関東支部学術大会
開催日：2020/2/9(日）
会場：ロイヤルパインズホテル浦和
大会長：藤澤政紀（明海大）
www.hotetsu.com/higashi_kanto
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【3】市民フォーラム
九州支部 市民フォーラム
日時：8/25(日) 13:00－14:00 会場：九州大学医学部百年講堂
テーマ：噛んでいきいき歯ッピーライフ！
―健康寿命の延伸につながる口腔健康と栄養管理―
講師：松山美和先生（徳島大）
http://hotetsu.com/kyusyu/index.html
中国・四国支部 市民フォーラム
日時：9/1(日) 13:00～15:00
会場：福山市ものづくり交流館
テーマ：お口の機能の有名研究者がやさしく解説
－どうすれば健康に食べて、肺炎にならない？お口と体の健康法－
講師：津賀一弘先生（広島大），池邉一典先生（大阪大）
www.hotetsu.com/chushikoku/index.html
【4】専門医研修会のお知らせ
中国・四国支部 専門医研修会
日時：8/31(土) 13:10－15:10
会場：福山市歯科医師会館
テーマ：総義歯のベスト咬合とインプラントのベスト咬合を探る
講師：市川哲雄先生（徳島大） 岡本 信先生（岡本歯科医院）
www.hotetsu.com/chushikoku
【5】補綴歯科修練医・認定医・専門医制度の
最新情報と申請書類が更新されました．
修練医は最短で 2018 年 3 月に歯科医師になった方でも可能です
（非会員でも）
．
直近の申請〆切は本年 9 月末です．
http://hotetsu.com/files/files_271.pdf
【6】日本補綴歯科学会事務局 夏期休業期間について
誠に勝手ながら本学会事務局では，8 月 13 日（火）～8 月 15 日（木）までを夏期休業期間とさせていただきます．
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
ご面倒をお掛けします．
宜しくお願い申し上げます．

●２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報
【1】ICP (International College of Prosthodontists) Biennial meeting
JPS からの Invited speaker として，河相安彦先生（日大松戸）
，
江草宏先生(東北大）
，多田紗弥夏先生(シンガポール大)が登壇されます．
できるだけ多くの方にご参加いただきますよう，
どうぞ宜しくお願いいたします．
国際渉外委員長 津賀一弘
────────────────
会場 Beurs van Berlage (Amsterdam, Netherlands)
会期 9/4(水)－7(土)
www.icp-conference.com/
【2】 ADA FDI World Dental Congress 2019
会期：9/4(水)－8(日)
場所：San Francisco, CA, USA.
www.world-dental-congress.org/
【3】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
会期：12/7(土)
会場：日歯大本館 8F 富士見ホール他
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
【4】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
会期：2020/6/20(土)－21(日)
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場所：パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

●３．関連団体からのお知らせ
【1】沖縄研究奨励賞推薦応募(9/19〆切）
応募資格①沖縄を対象とした優れた研究を行っている．
②令和元年 7 月 15 日現在、50 歳以下
③学協会、大学、研究機関または実績のある研究者から推薦を受けた者
④出身地及び国籍は問わない
希望者は下記 URL を確認し、9/19(木）までに事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）へ連絡下さい．
www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190703_171140.pdf
www.okinawakyoukai.jp/publics/index/52/
【2】日本歯科医師会新役員(2019/6－2021/6）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190713_122840.pdf
【3】日本歯科医学会新役員
日本歯科医学会より学会会長選任（任期満了による役員選挙）について、情報提供戴きました．
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190722_181915.pdf
http://www.jads.jp/about/executive.html
【4】日本歯学系協議会からの情報提供
下記雑誌ならびに News letter のお知らせを戴きました．
①岡山歯学会 雑誌 38 巻１号
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190722_181713.pdf
②日本口腔顔面疼痛学会 New letter 第 35 号～38 号
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190722_181835.pdf
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================

579
JPS メルマガ 167 2019/9/6
===========================
流れる雲に秋の訪れが感じられる季節となりましたが，皆様にはお健やかにお過ごしでしょうか．広報委員会 2 期目となり
ました岡本和彦（明海大学）です．
長かった酷暑もようやく一段落しており，来年，56 年ぶりに開催される 2020 東京五輪準備が東京近郊で着々と始まってお
ります．猛暑の中でどのような大会が繰り広げられるかを今から楽しみにしております．
学びの季節となった今週末 9/8（日）は，本学会における年一度の補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19：高齢者への歯科治療に
どう向き合うか－補綴歯科臨床の今，そして未来－」が日本大学歯学部本館 7 階 創設 100 周年記念講堂で開催されます．当日
参加も可能となっておりますので，研修医の先生や学部学生にもお声がけいただき，盛大な会となりますようご協力のほどよ
ろしくお願い申し上げます．
文責 岡本 和彦（明海大） (次号は 9/20)
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
【1】開催日せまる、
「プロソ’19」！ 9/8 当日登録可能
【2】日本補綴歯科学会誌 11(3)が J-Stage で公開
【3】東北・北海道支部 市民フォーラム 10/19
【4】東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー10/20
【5】東北・北海道支部 専門医研修会 10/19
【6】東海支部 学術大会 10/26－27
【7】東海支部 市民フォーラム 10/26
【8】東海支部 生涯学習公開セミナー10/27
【9】東海支部 専門医研修 10/27
【10】関越支部 生涯学習公開セミナー11/10
【11】関西支部 生涯学習公開セミナー11/24
【12】関西支部 市民フォーラム 11/24
【13】関越支部 学術大会 12/14
【14】関越支部 市民フォーラム 12/14
【15】関越支部 専門医研修 12/14
【16】日本歯学系学会協議会からの情報
【17】日本歯科医学会連合からの情報
【18】全国保険医団体連合会からの情報
●１．本学会からのお知らせ
【1】第 5 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19」9/8
【2】129 回学術大会（2020/6/18-20）
【3】支部大会（東北・北海道 10/19-20，関西 11/23，西関東 1/12，東関東 2/9）
【4】補綴歯科修練医・認定医・専門医制度の最新情報と申請書類更新
●２．関連学会の学術大会，セミナー等
【1】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会(12/7)
【2】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会 (2020/6/20-21）
●３．関連団体からのお知らせ
【1】日本歯科医学会からの都道府県別医療事故報告件数の情報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
【1】開催日せまる、
「プロソ’19」！ 当日登録可能
もうすぐ９月８日、いよいよ東京の御茶ノ水にある日本大学歯学部百周年記念講堂で「プロソ’19」が開催されます。猛暑
も少し和らぎ、学術研鑽会に参加して明日からの臨床に役立つ知識を増やしませんか！
実行委員会によると、定員は 400 名ということですがまだ少し余裕があるため、当日での参加も可能だそうです。エントリ
ーし忘れた先生にはビッグなお知らせです。
当日参加費用は、会員 4000 円、非会員 6000 円で懇親会費は 3000 円です。
（歯学部学生、研修医の方は学会ホームページ の「プロソ’19」参加登録での朗報欄でご確認ください）
http://www.hotetsu.com/s3_07_1.html
抄録も公開されました。
http://www.hotetsu.com/s4_05_1.html
【2】日本補綴歯科学会誌 11(3)が J-Stage で公開されました
大川理事長の巻頭言「健康寿命延伸への貢献に向けて」をご覧ください
http://www.hotetsu.com/files/files_318.pdf
なお，依頼論文は下記から全文が閲覧できます
http://www.hotetsu.com/s4_05_3.html
【3】東北・北海道支部 市民フォーラム（参加費無料）
日時：10/19（土）15:10-16:10
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会場：郡山市市民交流プラザ
テーマ：義歯やお口の機能のトラブルを補綴（ほてつ）歯科で解決しましょう！
講師：山口泰彦先生（北海道大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido
【4】東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
日時：10/20（日）15:20-17:20 会場：郡山市市民交流プラザ
テーマ：スポーツ歯科と健康長寿
講師：田邉憲昌先生（岩手医大）
，山森徹雄先生（奥羽大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido
【5】東北・北海道支部 専門医研修会
日時：10/19（土）16:20-18:20 会場：郡山市市民交流プラザ
テーマ：口腔機能低下症の診察・検査・診断
講師：服部佳功先生（東北大），小野高裕先生（新潟大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido
【6】東海支部学術大会
日時：10/26(土)－27(日) 会場：じゅうろくプラザ(岐阜）
大会長：石神 元（朝日大）
，幹事：岡 俊男（朝日大）
http://hotetsu.com/tokai
【7】東海支部 市民フォーラム
日時：10/26(土) 会場：じゅうろくプラザ(岐阜）
テーマ：健康寿命の延伸 –歯科治療で食べる力を付けよう『こわい？こわくない！？インプラント治療で知っておきたいこと』
講師 中本 哲自 先生(朝日大）
http://hotetsu.com/tokai
【8】東海支部 生涯学習公開セミナー
日時：10/27(日) 会場：じゅうろくプラザ(岐阜）
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力」を考える
-健康寿命の延伸に補綴がどうかかわるか講師：二川 浩樹 先生(広島大）
：デンチャープラークと義歯洗浄剤
高 永和 先生(関西支部)：歯科金属アレルギーをちゃんと考える
http://hotetsu.com/tokai
【9】東海支部 専門医研修 10/27
日時：10/27(日) 会場：じゅうろくプラザ(岐阜）
テーマ：メタルフリー修復における補綴治療の longevity
講師：峯 篤史先生(大阪大）
：CAD/CAM レジン冠の Art & Science
新谷 明一先生(日歯大）
：高強度硬質レジンブリッジの Art & Science
http://hotetsu.com/tokai
【10】関越支部 生涯学習公開セミナー
日時：11/10(日） 詳細未定
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
【11】関西支部 生涯学習公開セミナー
日時：11/24(日）午前 会場：大阪歯科大学 100 周年記念館
テーマ：咬合調整を極める
講師：本多正明先生（日本臨床歯科学会）
，
池邉一典先生（大阪大）
，上田一彦先生（日歯大新潟）
http://hotetsu.com/kansai
【12】関西支部 市民フォーラム
日時：11/24(日）午後 会場：大阪歯科大学 100 周年記念館
講師：前田芳信先生（大阪大）
http://hotetsu.com/kansai
【13】関越支部 学術大会
日時：12/14(土） 会場：高崎市総合保健センター
大会長：小出 馨（日歯大新潟）準備委員長：浅沼直樹（日歯大新潟）
専門医研修会、市民フォーラム 併催予定
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
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【14】関越支部 市民フォーラム
日時：12/14(土） 会場：高崎市総合保健センター
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
【15】関越支部 専門医研修
日時：12/14(土） 会場：高崎市総合保健センター
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
【16】日本歯学系協議会からの情報提供
下記学術大会ならびに News letter のお知らせを戴きました．
①日本デジタル歯科学会第 10 回学術大会／第 5 回国際デジタル歯科学会開催
日時：10/4（金）～6（日） 会場：奈良春日野国際フォーラム
http://www.kokuhoken.jp/jadd10/
②日本口腔顔面疼痛学会 New letter 第 39 巻
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
③第 38 回日本接着歯学会学術大会
日時：9/28（土）～29（日） 会場：ウインクあいち
http://www.kokuhoken.jp/jsad38/
④「日大歯学」第 93 巻 1 号（日本大学歯学会）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190828_125751.pdf
⑤「国際歯科学士日本部会雑誌」第 50 巻 1 号（ICD 日本部会)
http://www.icd-japan.gr.jp/pub/journal_50.html
【17】日本歯科医学会連合からの情報
下記フォーラムのお知らせを戴きました．
第 17 回医療機器フォーラム（国立医薬品食品衛生研究所）
日時：11/11（月）12:50-17:00 会場：早稲田大学 小野記念講堂
http://dmd.nihs.go.jp/iryokiki/
【18】全国保険医団体連合会からの情報
2020 年診療報酬改定に向けた保団連要求について、要求冊子をご提供戴きました
鏡文：http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190828_125857.pdf
冊子：http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190828_125938.pdf
（P66 からが歯科関連）
●１．本学会からのお知らせ
【1】第 5 回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'19」
日時：9/8(日) 8：30―17：10 会場：日本大学歯学部本館 7 階
メインテーマ： 高齢者への歯科治療にどう向き合うか
－補綴歯科臨床の今、そして未来－
シンポジウムⅠ 高齢者歯科治療の現状 ―その使命と可能性とは―
シンポジウムⅡ 高齢者歯科治療のこれから
http://hotetsu.com/s3_07_1.html
終日出席で専門医申請・更新のために 4 単位になります。
当日参加も可能です。
【2】129 回学術大会
日時：2020/6/26(金)－28(日) 会場：福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
【3】支部大会情報・活動予定
東北・北海道支部総会・学術大会
日時：10/19(土)-20(日)
会場：ビッグアイ 7F 市民交流ブラザ（福島県郡山市）
大会長：関根秀志 （奥羽大）実行委員長：山森徹雄（奥羽大）
メインテ一マ：社会の変化に対応する補綴歯科治療
専門医研修会、生涯学習公開セミナー，市民フォーラム 併催予定
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html
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関西支部総会・学術大会 演題〆切：9/20
日時：11/23（土祝） 会場：大阪歯科大学 100 周年記念館
大会長：佐古好正（支部長・佐古歯科医院）
http://hotetsu.com/kansai
西関東支部学術大会
日時：2020/1/12(日）
大会長：大久保力廣（鶴見大），実行委員長：西山雄一郎（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto
東関東支部学術大会
日時：2020/2/9(日） 会場：ロイヤルパインズホテル浦和
大会長：藤澤政紀（明海大）
www.hotetsu.com/higashi_kanto
【4】補綴歯科修練医・認定医・専門医制度の
最新情報と申請書類が更新されました。
修練医は最短で 2018 年 3 月に歯科医師になった方でも可能です
（非会員でも）
。
直近の申請〆切は本年 9 月末です。
http://hotetsu.com/files/files_271.pdf

●２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報
【1】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
日時：12/7(土)
会場：日歯大本館 8F 富士見ホール
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
【2】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
日時：2020/6/20(土)－21(日)
場所：パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

●３．関連団体からのお知らせ

【1】日本歯科医学会からの都道府県別医療事故報告件数（日本医師会）の情報提供をいただきました。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190730_192619.pdf

=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
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この度の台風 15 号の通過に伴い被災された皆様に心からお見舞い申し上げます．特に千葉県内では復旧に 1 週間以上かかる
可能性もあると聞き，たいへん心を痛めております．1 日も早く元通りの生活に戻られるようお祈りしています．
さて，9 月も半ばとなり，日中は暑くても朝晩は随分と過ごしやすくなってきました．つい１か月ほど前まではミンミンゼ
ミが圧倒していた虫の鳴き声も，いつの間にかツクツクボウシを経て，最近では鈴虫の鳴き声に癒やされるようになっていま
す．自宅の庭でも赤とんぼを見かけるようになってきました．このような秋の訪れとともに，支部学術大会の情報が続々と入
ってきています．旅行を兼ねて，いつもは参加していない支部に出かけてみては如何でしょうか．
文責 長島 正（大阪大） (次号は 10/4)
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
【1】東京支部学術大会 12/8 演題締切 10/4
【2】東京支部市民フォーラム 12/7
【3】東京支部生涯学習公開セミナー12/8
【4】西関東支部専門医研修会 1/12
【5】西関東支部生涯学習公開セミナー1/11
【6】西関東支部市民フォーラム 1/11
【1】支部学術大会の抄録集が順次公開
【2】委員会活動内容が HP 掲載
【9】日本歯科医学会からの情報
【10】日本歯科医学会連合からの情報
●１．本学会からのお知らせ
【1】補綴歯科修練医・認定医・専門医制度の最新情報と申請書類更新
【2】日本補綴歯科学会誌 11(3)が J-Stage で公開
【3】129 回学術大会（2020/6/26-28）
【4】支部大会：東北･北海道 10/19-20,東海 10/26-27,関西 11/23,関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/9
【5】支部専門医研修：東北北海道 10/19,東海 10/27,関越 12/14
【6】支部市民ﾌｫｰﾗﾑ：東北北海道 10/19,東海 10/26,関西 11/24,関越 12/14
【7】支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ：東北北海道 10/20,東海 10/27,関越 11/10,関西 11/24
●２．関連学会の学術大会，セミナー等
【1】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会(12/7)
【2】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会:2020/6/20-21
●３．関連団体からのお知らせ
【1】日本歯学系学会協議会からの情報
【2】日本歯科医学会連合からの情報
【3】全国保険医団体連合会からの情報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
【1】東京支部学術大会
12/8 (日) 昭和大学上條記念館（品川区）
大会長：菅沼岳史（昭和大）
，準備委員長：佐藤多美代（昭和大）
演題締切 10/4(金）
，抄録締切 11/1(金）
生涯学習公開セミナー，市民フォーラム 併催予定
http://hotetsu.com/tokyo
【2】東京支部市民フォーラム
12/7(土) 15:40〜17:00 昭和大学歯科病院（大田区）
テーマ インプラントの最新事情（仮題）
講師：横山紗和子先生(昭和大）
，座長：菅沼岳史先生（昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo
【3】東京支部生涯学習公開セミナー12/8
12/8(日)15:00〜17:00 昭和大学上條記念館(品川区)
テーマ 超高齢化社会における補綴歯科治療の役割
佐藤裕二先生(昭和大）超高齢社会における口腔機能低下症への対応
平野浩彦先生(東京都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ)：認知症の人への歯科治療
http://hotetsu.com/tokyo
【4】西関東支部専門医研修会
1/12(日）14:15-16:15 パシフィコ横浜
テーマ：有床義歯の難症例を攻略する
井野 智先生（神歯大）
，鈴木恭典先生（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
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【5】西関東支部生涯学習公開セミナー1/11
1/11(土）16:10-18:10 鶴見大学会館
テーマ：健康寿命を延ばすため「食力」を考える ー磁性アタッチメントの有効性ー
石上友彦先生（日本大）
，鱒見進一先生（九歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html

【6】西関東支部市民フォーラム 1/11
1/11(土）14:30-16:00 鶴見大学会館
テーマ：認知症に対する歯科治療の果たす役割
木本克彦先生（神歯大）
，眞鍋雄太先生（神歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
【1】支部学術大会の抄録集が HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
【2】委員会活動内容が HP に掲載
http://www.hotetsu.com/s1_06.html
【9】日本歯科医学会からの情報提供
①医療事故調査制度の現況報告（日本医療安全調査機構/8 月分）について情報提供戴きました。
https://www.jspnm.com/topics/data/kaiin20190909.pdf
②医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会）について情報提供戴きました。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190913_085417.pdf
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/seido/004132.html
【10】日本歯科医学会連合からの情報
第 2 回(通算 5 回)の臨床ニーズマッチング会(クラスター研究会)開催について情報提供戴きました。
日程：2019 年 11 月 25 日（月）18：00-20：00
会場：日本歯科大学生命歯学部 7 階 臨床講義室
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_01.html
●１．本学会からのお知らせ
【1】補綴歯科修練医・認定医・専門医制度の
最新情報と申請書類が更新されました。
修練医は最短で 2018 年 3 月に歯科医師になった方でも可能です
認定医に関しては 10 年以上の臨床経験のある方の移行措置もあります。
直近の申請〆切は本年 9 月末です。
http://hotetsu.com/files/files_271.pdf
【2】日本補綴歯科学会誌 11(3)が J-Stage で公開されました
大川理事長の巻頭言「健康寿命延伸への貢献に向けて」をご覧ください
http://www.hotetsu.com/files/files_318.pdf
なお，依頼論文は下記から全文が閲覧できます
http://www.hotetsu.com/s4_05_3.html
【3】129 回学術大会
2020/6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
【4】支部大会情報・活動予定
東北・北海道支部総会・学術大会
10/19(土)-20(日) ビッグアイ市民交流ブラザ（福島県郡山市）
大会長：関根秀志 （奥羽大）実行委員長：山森徹雄（奥羽大）
メインテ一マ：社会の変化に対応する補綴歯科治療
専門医研修会、生涯学習公開セミナー，市民フォーラム 併催
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html
東海支部学術大会
10/26(土)-27(日) じゅうろくプラザ(岐阜）
大会長：石神 元（朝日大）
，幹事：岡 俊男（朝日大）
専門医研修会、生涯学習公開セミナー，市民フォーラム 併催

585
http://hotetsu.com/tokai
関西支部総会・学術大会 演題〆切 9/20
11/23(土祝) 大阪歯科大学 100 周年記念館
大会長：佐古好正（支部長・佐古歯科医院）
生涯学習公開セミナー，市民フォーラム 併催
http://hotetsu.com/kansai
関越支部 学術大会
12/14(土) 高崎市総合保健センター
大会長：小出 馨（日歯大新潟）
準備委員長：浅沼直樹（日歯大新潟）
専門医研修会、市民フォーラム 併催予定
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部学術大会
2020/1/12(日) パシフィコ横浜
大会長：大久保力廣（鶴見大）
実行委員長：西山雄一郎（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto
東関東支部学術大会
2020/2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
大会長：藤澤政紀（明海大）
www.hotetsu.com/higashi_kanto
【5】支部専門医研修
東北・北海道支部 専門医研修会
10/19(土)16:20-18:20 郡山市市民交流プラザ
テーマ：口腔機能低下症の診察・検査・診断
服部佳功先生（東北大）
，小野高裕先生（新潟大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido
東海支部 専門医研修
10/27(日) じゅうろくプラザ(岐阜）
テーマ：メタルフリー修復における補綴治療の longevity
峯 篤史先生(大阪大）
：CAD/CAM レジン冠の Art & Science
新谷 明一先生(日歯大）
：高強度硬質レジンブリッジの Art & Science
http://hotetsu.com/tokai
関越支部 専門医研修
12/14(土) 高崎市総合保健センター
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
【6】支部市民フォーラム
東北・北海道支部 市民フォーラム（参加費無料）
10/19(土)15:10-16:10 郡山市市民交流プラザ
テーマ：義歯やお口の機能のトラブルを補綴（ほてつ）歯科で解決しましょう！
山口泰彦先生（北海道大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido
関西支部 市民フォーラム
11/24(日)午後 大阪歯科大学 100 周年記念館
前田芳信先生（大阪大）
http://hotetsu.com/kansai
関越支部 市民フォーラム
12/14(土) 高崎市総合保健センター
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
東海支部 市民フォーラム
10/26(土) じゅうろくプラザ(岐阜）
テーマ：健康寿命の延伸 –歯科治療で食べる力を付けよう『こわい？こわくない！？インプラント治療で知っておきたいこと』
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中本哲自 先生(朝日大）
http://hotetsu.com/tokai
【7】支部生涯学習公開セミナー
東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
10/20(日)15:20-17:20 郡山市市民交流プラザ
テーマ：スポーツ歯科と健康長寿
田邉憲昌先生（岩手医大）
，山森徹雄先生（奥羽大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido
東海支部 生涯学習公開セミナー
10/27(日) じゅうろくプラザ(岐阜）
テーマ 健康寿命を延ばすため「食力」を考える
健康寿命の延伸に補綴がどうかかわるか二川 浩樹 先生(広島大）
：デンチャープラークと義歯洗浄剤
高 永和 先生(関西支部)：歯科金属アレルギーをちゃんと考える
http://hotetsu.com/tokai
関越支部 生涯学習公開セミナー
11/10(日） 詳細未定
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
関西支部 生涯学習公開セミナー
11/24(日）午前 大阪歯科大学 100 周年記念館
テーマ：咬合調整を極める
本多正明先生（日本臨床歯科学会）
，
池邉一典先生（大阪大）
上田一彦先生（日歯大新潟）
http://hotetsu.com/kansai

●２．関連学会の学術大会，セミナー等の開催情報
【1】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
12/7(土) 日歯大本館 8F 富士見ホール
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
【2】日本老年歯科医学会 学会設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
2020/6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

●３．関連団体からのお知らせ
【1】日本歯学系協議会からの情報提供
①日本デジタル歯科学会第 10 回学術大会／第 5 回国際デジタル歯科学会開催
10/4(金)-6(日) 奈良春日野国際フォーラム
http://www.kokuhoken.jp/jadd10/
②日本口腔顔面疼痛学会 New letter 第 39 巻
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
③第 38 回日本接着歯学会学術大会
9/28(土)-29(日) ウインクあいち
http://www.kokuhoken.jp/jsad38/
④「日大歯学」第 93 巻 1 号（日本大学歯学会）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190828_125751.pdf
⑤「国際歯科学士日本部会雑誌」第 50 巻 1 号（ICD 日本部会)
http://www.icd-japan.gr.jp/pub/journal_50.html
【2】日本歯科医学会連合からの情報
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第 17 回医療機器フォーラム（国立医薬品食品衛生研究所）
11/11(月)12:50-17:00 早稲田大学 小野記念講堂
http://dmd.nihs.go.jp/iryokiki/
【3】全国保険医団体連合会からの情報
2020 年診療報酬改定に向けた保団連要求について、要求冊子をご提供戴きました
鏡文：http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190828_125857.pdf
冊子：http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190828_125938.pdf
（P66 からが歯科関連）

=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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JPS メルマガ 169 2019/10/4
===========================
10 月になり、やっと秋の気配を感じられるようになりましたと、書き出したのですが、10/2 の天気予報では東京の最高気温
はまだ 30℃を超えるとのことで、今日もネクタイの出番はなさそうです。
スポーツの秋、現在、ラグビー・ワールドカップが、日本各地 12 ヵ所で開催されています。ラグビーファンでなくても、テ
レビ、インターネット、新聞で、ラグビーの話題がずいぶん取り上げられているなと感じている会員の先生も多いのではない
でしょうか。現在までのところ、日本代表チームは、世界ランク２位のウェールズから、歴史的勝利をあげ、快進撃中です。
各支部の学術大会に参加しながら観戦することもできそうです。
文責 近藤尚知（岩手医大） (次号は 10/18：堀)
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
【1】カボデンタルシステムズとの協定調印
【2】プロソ’19 実施報告・御礼
【3】日本歯学系学会協議会からの情報：歯保連関連
【4】日本歯科医学会からの情報：厚生労働省関連
【5】日本歯科医学会からの情報：全国公私病院連盟関連
【6】日本咀嚼学会フォーラム 11/13
●１．本学会からのお知らせ
【1】129 回学術大会（2020/6/26-28）
【2】支部大会
東北･北海道 10/19-20,東海 10/26-27,関西 11/23,関越 12/14,東京 12/8,関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/9
【3】支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ
東北北海道 10/20,東海 10/27,関越 11/10,関西 11/24,東京 12/8,西関東 1/11
【4】支部専門医研修
東北北海道 10/19,東海 10/27,関越 12/14,西関東 1/12
【5】支部市民ﾌｫｰﾗﾑ
東北北海道 10/19,東海 10/26,関西 11/24,東京 12/7,関越 12/14,西関東 1/11
【6】支部学術大会の抄録集を順次公開
【7】委員会活動内容を HP 掲載
●２．関連学会の学術大会，セミナー等
【1】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会：12/7
【2】日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:2020/6/20-21
●３．関連団体からのお知らせ
【1】日本歯科医学会からの情報：医療事故調
【2】日本歯科医学会連合からの情報：ｸﾗｽﾀｰ研,医療機器ﾌｫｰﾗﾑ
【3】日本歯学系学会協議会からの情報：デジタル歯科学会
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
【1】カボデンタルシステムズとの協定調印：9/13(金)
「カボデンタルシステムズ臨床歯学教育事業」の一環として，カボデンタルシステムズ株式会社（代表取締役社長 坂野 弘
太郎 様）から下記の寄附をいただきました．本学会の公益目的事業 2「補綴歯科専門医の認定等による専門知識と専門技能
の普及振興を行う事業」に本寄附を使用することにより，さらなる補綴歯科治療の質向上に努めます．
記：2019 年 80 万円，2020 年 80 万円，2021 年 80 万円
【2】プロソ’19 実施報告・御礼
9/8（日）に日本大学歯学部百周年記念講堂にて日本補綴歯科学会補綴専門医臨床研鑽会「プロソ’19」を開催させていただ
きました。当日は台風が接近するなか、250 名を超える多くの参加者を得ることができました。今回のテーマは、
「高齢者への
歯科治療にどう向き合うか －補綴歯科臨床の今、そして未来－」と題して、超高齢社会を迎えた日本において口腔機能の回復
や維持・管理が高齢者の身体や心の健康状態にいかに影響を与えるかについてでしたが、高齢者医療の最前線でご活躍なさっ
ている 5 名のシンポジストに加え、日本全国から参加していただいた 5 名の公募講演者により、様々な視点から熱のこもった
ご講演をいただきました。参加者は講師の先生方から様々な情報を得ることができ、高齢者歯科医療の現状と未来について大
いに研鑽を積む機会を得たものと大変うれしく思っております。さらに、今後の補綴臨床にこの情報を生かしていただけるこ
とを大いに期待いたします。
まずは本会が盛会の中、無事に終わりましたことをご報告いたすとともに、参加者ならびに開催にあたりご尽力いただきま
した関係各位に厚く御礼を申し上げます。
理事長 大川周治
大会長 黒岩昭弘
実行委員長 飯沼利光
抄録集 http://www.hotetsu.com/files/files_320.pdf
【3】日本歯学系学会協議会からの情報
第 16 回講演会(2/14 開催)プロシーディング発行
我が国の保険医療の仕組み-歯保連の歩み＝外保連をお手本にして-
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http://www.ucjds.jp/proceeding/
【4】日本歯科医学会からの情報
「献血血液等の研究開発等への使用に関する指針」に基づく公募の実施
厚生労働省医薬・生活生成局血液対策課長
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190924_170512.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06792.html
【5】日本歯科医学会からの情報
第 31 回国民の健康会議（全国公私病院連盟）開催
10/17（木）
：ヤクルトホール（東京都港区）
応募状況 http://www005.upp.so-net.ne.jp/byo-ren/
ポスターhttp://www005.upp.so-net.ne.jp/byo-ren/pdf/20191017.pdf
【6】日本咀嚼学会
第 25 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム
11/13（水）13：00-15：45
有楽町朝日ホール（東京都千代田区）
参加締切： 10/10（火）
http://sosyaku.umin.jp/forum/
●１．本学会からのお知らせ
【1】129 回学術大会
2020/6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
【2】支部大会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東北・北海道支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
10/19(土)-20(日) ビッグアイ市民交流ブラザ（福島県郡山市）
関根秀志大会長，山森徹雄実行委員長（奥羽大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
東海支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
10/26(土)-27(日) じゅうろくプラザ(岐阜）
石神 元大会長，岡 俊男幹事（朝日大）
http://hotetsu.com/tokai/c_10.html
関西支部学術大会(生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
11/23(土祝) 大阪歯科大学 100 周年記念館
佐古好正大会長（支部長・佐古歯科医院）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部学術大会 演題〆10/4(生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ
12/8 (日) 昭和大学上條記念館（品川区）
菅沼岳史大会長，佐藤多美代準備委員長（昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html

有)

関越支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/14(土) 高崎市総合保健センター
小出 馨大会長，浅沼直樹準備委員長（日歯大新潟）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
2020/1/12(日) パシフィコ横浜
大久保力廣大会長，西山雄一郎実行委員長（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部学術大会（詳細未定）
2020/2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
【3】支部生涯学習公開セミナー◆◆◆◆◆◆
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東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
10/20(日)15:20-17:20 郡山市市民交流プラザ
スポーツ歯科と健康長寿
田邉憲昌先生（岩手医大）
，山森徹雄先生（奥羽大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
東海支部 生涯学習公開セミナー
10/27(日)12:20-14:20 じゅうろくプラザ(岐阜）
健康寿命を延ばすため「食力」を考える
二川 浩樹先生(広島大）
，高 永和先生(関西支部)
http://hotetsu.com/tokai/c_10.html
関越支部 生涯学習公開セミナー
11/10(日） 詳細未定
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
関西支部 生涯学習公開セミナー
11/24(日）午前 大阪歯科大学 100 周年記念館
咬合調整を極める
本多正明先生（臨床歯科学会），
池邉一典先生（大阪大）
，上田一彦先生（日歯大新潟）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部生涯学習公開セミナー12/8
12/8(日)15:00〜17:00 昭和大学上條記念館(品川区)
超高齢社会における補綴歯科治療の役割
佐藤裕二先生(昭和大）
，平野浩彦先生(都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ)
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
西関東支部生涯学習公開セミナー1/11
1/11(土）16:10-18:10 鶴見大学会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える ー磁性アタッチメントの有効性ー
石上友彦先生（日本大）
，鱒見進一先生（九歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
【4】支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東北・北海道支部 専門医研修会
10/19(土)16:20-18:20 郡山市市民交流プラザ
口腔機能低下症の診察・検査・診断
服部佳功先生（東北大）
，小野高裕先生（新潟大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
東海支部 専門医研修
10/27(日) じゅうろくプラザ(岐阜）
メタルフリー修復における補綴治療の longevity
峯 篤史先生(大阪大）
，新谷 明一先生(日歯大）
http://hotetsu.com/tokai/c_10.html
関越支部 専門医研修
12/14(土) 高崎市総合保健センター
詳細未定
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部専門医研修会
1/12(日）14:15-16:15 パシフィコ横浜
有床義歯の難症例を攻略する
井野 智先生（神歯大）
，鈴木恭典先生（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
【5】支部市民フォーラム（参加費無料）◆◆◆◆
東北・北海道支部 市民フォーラム
10/19(土)15:10-16:10 郡山市市民交流プラザ
義歯やお口の機能のトラブルを補綴（ほてつ）歯科で解決しましょう！
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山口泰彦先生（北海道大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
東海支部 市民フォーラム
10/26(土) じゅうろくプラザ(岐阜）
健康寿命の延伸 –歯科治療で食べる力を付けようこわい？こわくない！？インプラント治療で知っておきたいこと
中本哲自先生(朝日大）
http://hotetsu.com/tokai/c_10.html
関西支部 市民フォーラム
11/24(日)午後 大阪歯科大学 100 周年記念館
スポーツと良い噛み合わせで健康
前田芳信先生（大阪大）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部 市民フォーラム
12/7(土) 15:40〜17:00 昭和大学歯科病院（大田区）
インプラントの最新事情（仮題）
横山紗和子先生(昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
関越支部 市民フォーラム
12/14(土) 高崎市総合保健センター
詳細未定
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部 市民フォーラム 1/11
1/11(土）14:30-16:00 鶴見大学会館
認知症に対する歯科治療の果たす役割
木本克彦先生（神歯大）
，眞鍋雄太先生（神歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
【6】支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
【7】委員会活動内容を HP に掲載
http://www.hotetsu.com/s1_06.html
●２．関連学会の学術大会等の開催
【1】ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
12/7(土) 日歯大本館 8F 富士見ホール
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
【2】日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
2020/6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●３．関連団体から
【1】日本歯科医学会からの情報提供
①医療事故調査制度の現況報告（日本医療安全調査機構/8 月分）
https://www.jspnm.com/topics/data/kaiin20190909.pdf
②医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
（日本医師会）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190913_085417.pdf
http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/seido/004132.html
【2】日本歯科医学会連合からの情報
①第 2 回(通算 5 回)の臨床ニーズマッチング会(クラスター研究会)
11/25(月)18:00-20:00 日本歯科大生命歯学部
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_01.html
②第 17 回医療機器フォーラム（国立医薬品食品衛生研究所）
11/11(月)12:50-17:00 早稲田大学 小野記念講堂
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http://dmd.nihs.go.jp/iryokiki/
【3】日本歯学系協議会からの情報提供
日本デジタル歯科学会第 10 回学術大会／第 5 回国際デジタル歯科学会
10/4(金)-6(日) 奈良春日野国際フォーラム
http://www.kokuhoken.jp/jadd10/
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=======================

593
JPS メルマガ 170 2019/10/18
===========================
このたびの大型台風 19 号の影響により被災されている方々にお見舞いを申し上げます。一刻も早い復旧を願っています。
避難所等でのお口のケアや歯科治療に関する情報は，以下の他学会のリンク集が有用です。
http://www.gerodontology.jp/info/000998.shtml
衣替えもすみ，消費税も上がり，診療報酬もほんの少しだけ変わって，少し新たな気分で 10 月を迎えることになりました．
本年度より広報委員を拝命いたしました，新潟大学の堀と申します．このメルマガの巻頭言も初めての経験となります．拙い
文章だとは思いますが宜しくお願いいたします．
私は新潟へ来て 10 年になります．この時期，新潟のあいさつは「新米食べた？」なんですね．皆様は召し上がられましたで
しょうか？私はまだなのですが，まさに今日「新潟大学農学部の新米」
（というのが新潟大学にはあるんです）を手に入れたの
で，今から帰って食べるのが楽しみです．秋の学会シーズンももう少し，それでは今号のメルマガです．
文責 堀 一浩（新潟大） (次号は 11/1：鈴木)
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
★東北・北海道支部学術大会 予定通り開催
★優秀論文賞候補者の募集(〆12/31）
★日補綴誌会 11(4)発行（2019.10）
★関越支部 生涯学習公開セミナー(11/10)
★九州支部 専門医研修(11/2)
★日本歯学医学会からの情報提供：日本歯科商工協会関係
★日本歯科医学会連合からの情報提供：ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑﾌﾟﾛｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（2020/6/26-28）
★支部大会
東北･北海道 10/19-20,東海 10/26-27,関西 11/23,関越 12/14,東京 12/8,関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/9
★支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ
東北北海道 10/20,東海 10/27,関越 11/10,関西 11/24,東京 12/8,西関東 1/11
★支部専門医研修
東北北海道 10/19,東海 10/27,関越 12/14,西関東 1/12
★支部市民ﾌｫｰﾗﾑ
東北北海道 10/19,東海 10/26,関西 11/24,東京 12/7,関越 12/14,西関東 1/11
★支部学術大会の抄録集を順次公開
★カボデンタルシステムズとの協定調印
★プロソ’19 実施報告・御礼
●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会フォーラム 11/13
★ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会：12/7
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:2020/6/20-21
●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：クラスター研究会，医療機器フォーラム
★日本歯学系学会協議会からの情報：歯保連関連
★日本歯科医学会からの情報：厚生労働省関連
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●0．新着トピックス
★東北・北海道支部学術大会 予定通り開催
この度の大型台風 19 号の影響により被災されている皆様方に、謹んでお見舞いを申し上げます。一日も早い皆様方の復旧を
強く願っております。
令和元年度東北・北海道支部学術大会が開催される郡山市内にも台風 19 号の被害はございましたが、支部学術大会の準備は
順調に進んでおり、予定通り本年 10 月 19-20 日に郡山市の市民交流プラザ（ビッグアイ７F）にて開催致します。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
何卒宜しくお願い申し上げます。
令和元年度東北・北海道支部学術大会長 関根 秀志
東北・北海道支部長
菊池 彦
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
★優秀論文賞候補者の募集
学会論文賞・奨励論文賞候補者を下募集します（12/31〆）
http://www.hotetsu.com/c_1742.html
★日本補綴歯科学会 11(4)発行（2019.10）
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/-char/ja/
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★関越支部 生涯学習公開セミナー
11/10(日）15:10－17:10 新潟県歯科医師会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える
小野高裕先生（新潟大）
，堀一浩先生（新潟大）
（機能検査の無料体験あり）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
九州支部 専門医研修
11/2(土) 14：00～16：30 九州大学歯学部
少数歯欠損補綴を再考する
〜歯の保存 vs インプラント vs ブリッジ〜
魚島勝美先生(新潟大）
，前田英史先生(九州大）
http://hotetsu.com/kyusyu/c_10.html
★日本歯学医学会からの情報提供
「学会等開催に関わる事業者からのお願い
-医療機器業公正競争規約の観点から-」
（一般社団法人日本歯科商工協会）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191009_085303.pdf
★日本歯科医学会連合からの情報提供
シンポジウムのプロシーディング（2/10 京王プラザホテル）
「より質の高いインプラント治療を目指す
歯科医師と歯科衛生士と歯科技工士の連携」
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191009_085434.pdf
●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会
2020/6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
★支部大会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東北・北海道支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
10/19(土)-20(日) ビッグアイ市民交流ブラザ（福島県郡山市）
関根秀志大会長，山森徹雄実行委員長（奥羽大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
東海支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
10/26(土)-27(日) じゅうろくプラザ(岐阜）
石神 元大会長，岡 俊男幹事（朝日大）
http://hotetsu.com/tokai/c_10.html
関西支部学術大会(生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
11/23(土祝) 大阪歯科大学 100 周年記念館
佐古好正大会長（支部長・佐古歯科医院）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部学術大会 (生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/8 (日) 昭和大学上條記念館（品川区）
菅沼岳史大会長，佐藤多美代準備委員長（昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
関越支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/14(土) 高崎市総合保健センター
小出 馨大会長，浅沼直樹準備委員長（日歯大新潟）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
2020/1/12(日) パシフィコ横浜
大久保力廣大会長，西山雄一郎実行委員長（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
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東関東支部学術大会（詳細未定）
2020/2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部生涯学習公開セミナー◆◆◆◆◆◆
東北・北海道支部 生涯学習公開セミナー
10/20(日)15:20-17:20 郡山市市民交流プラザ
スポーツ歯科と健康長寿
田邉憲昌先生（岩手医大）
，山森徹雄先生（奥羽大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
東海支部 生涯学習公開セミナー
10/27(日)12：20－14：20 じゅうろくプラザ(岐阜）
健康寿命を延ばすため「食力」を考える
二川 浩樹先生(広島大）
，高 永和先生(関西支部)
http://hotetsu.com/tokai/c_10.html
関越支部 生涯学習公開セミナー
11/10(日）15:10－17:10 新潟県歯科医師会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える
小野高裕先生（新潟大）
，堀一浩先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
関西支部 生涯学習公開セミナー
11/24(日）午前 大阪歯科大学 100 周年記念館
咬合調整を極める
本多正明先生（臨床歯科学会），
池邉一典先生（大阪大）
，上田一彦先生（日歯大新潟）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部生涯学習公開セミナー12/8
12/8(日)15:00〜17:00 昭和大学上條記念館(品川区)
超高齢社会における補綴歯科治療の役割
佐藤裕二先生(昭和大）
，平野浩彦先生(都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ)
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
西関東支部生涯学習公開セミナー1/11
1/11(土）16:10-18:10 鶴見大学会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える ー磁性アタッチメントの有効性ー
石上友彦先生（日本大）
，鱒見進一先生（九歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東北・北海道支部 専門医研修会
10/19(土)16:20-18:20 郡山市市民交流プラザ
口腔機能低下症の診察・検査・診断
服部佳功先生（東北大）
，小野高裕先生（新潟大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
東海支部 専門医研修
10/27(日) 14：30～16：30 じゅうろくプラザ(岐阜）
メタルフリー修復における補綴治療の longevity
峯 篤史先生(大阪大）
，新谷 明一先生(日歯大）
http://hotetsu.com/tokai/c_10.html
関越支部 専門医研修
12/14(土) 高崎市総合保健センター
詳細未定
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部専門医研修会
1/12(日）14:15-16:15 パシフィコ横浜
有床義歯の難症例を攻略する
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井野 智先生（神歯大）
，鈴木恭典先生（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
★支部市民フォーラム（参加費無料）◆◆◆◆
東北・北海道支部 市民フォーラム
10/19(土)15:10-16:10 郡山市市民交流プラザ
義歯やお口の機能のトラブルを補綴（ほてつ）歯科で解決しましょう！
山口泰彦先生（北海道大）
http://hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
東海支部 市民フォーラム
10/26(土)13:30-15:00 じゅうろくプラザ(岐阜）
健康寿命の延伸 –歯科治療で食べる力を付けようこわい？こわくない！？インプラント治療で知っておきたいこと
中本哲自先生(朝日大）
http://hotetsu.com/tokai/c_10.html
関西支部 市民フォーラム
11/24(日)午後 大阪歯科大学 100 周年記念館
スポーツと良い噛み合わせで健康
前田芳信先生（大阪大）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部 市民フォーラム
12/7(土) 15:40〜17:00 昭和大学歯科病院（大田区）
インプラントの最新事情（仮題）
横山紗和子先生(昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
関越支部 市民フォーラム
12/14(土) 高崎市総合保健センター
詳細未定
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部 市民フォーラム 1/11
1/11(土）14:30-16:00 鶴見大学会館
認知症に対する歯科治療の果たす役割
木本克彦先生（神歯大）
，眞鍋雄太先生（神歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
★カボデンタルシステムズとの協定調印：9/13(金)
「カボデンタルシステムズ臨床歯学教育事業」の一環として，カボデンタルシステムズ株式会社（代表取締役社長 坂野 弘
太郎 様）から下記の寄附をいただきました．本学会の公益目的事業 2「補綴歯科専門医の認定等による専門知識と専門技能
の普及振興を行う事業」に本寄附を使用することにより，さらなる補綴歯科治療の質向上に努めます．
記：2019 年 80 万円，2020 年 80 万円，2021 年 80 万円
★プロソ’19 実施報告・御礼
9/8（日）に日本大学歯学部百周年記念講堂にて日本補綴歯科学会補綴専門医臨床研鑽会「プロソ’19」を開催させていただ
きました。当日は台風が接近するなか、250 名を超える多くの参加者を得ることができました。今回のテーマは、
「高齢者への
歯科治療にどう向き合うか －補綴歯科臨床の今、そして未来－」と題して、超高齢社会を迎えた日本において口腔機能の回復
や維持・管理が高齢者の身体や心の健康状態にいかに影響を与えるかについてでしたが、高齢者医療の最前線でご活躍なさっ
ている 5 名のシンポジストに加え、日本全国から参加していただいた 5 名の公募講演者により、様々な視点から熱のこもった
ご講演をいただきました。参加者は講師の先生方から様々な情報を得ることができ、高齢者歯科医療の現状と未来について大
いに研鑽を積む機会を得たものと大変うれしく思っております。さらに、今後の補綴臨床にこの情報を生かしていただけるこ
とを大いに期待いたします。
まずは本会が盛会の中、無事に終わりましたことをご報告いたすとともに、参加者ならびに開催にあたりご尽力いただきま
した関係各位に厚く御礼を申し上げます。
理事長 大川周治
大会長 黒岩昭弘
実行委員長 飯沼利光
抄録集 http://www.hotetsu.com/files/files_320.pdf
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●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本咀嚼学会フォーラムォーラム
第 25 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム
11/13（水）13：00-15：45
有楽町朝日ホール（東京都千代田区）
参加締切： 10/30（水）
http://sosyaku.umin.jp/forum/
★ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
12/7(土) 日歯大本館 8F 富士見ホール
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
2020/6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
①第 2 回(通算 5 回)の臨床ニーズマッチング会(クラスター研究会)
11/25(月)18:00-20:00 日本歯科大生命歯学部
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_01.html
②第 17 回医療機器フォーラム（国立医薬品食品衛生研究所）
11/11(月)12:50-17:00 早稲田大学 小野記念講堂
http://dmd.nihs.go.jp/iryokiki/
★日本歯学系学会協議会からの情報
第 16 回講演会(2/14 開催)プロシーディング発行
我が国の保険医療の仕組み-歯保連の歩み＝外保連をお手本にしてhttp://www.ucjds.jp/proceeding/
★日本歯科医学会からの情報
「献血血液等の研究開発等への使用に関する指針」に基づく公募の実施
厚生労働省医薬・生活生成局血液対策課長
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20190924_170512.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06792.html

訂正：メルマガ 169 において「アイルランド」を「ウェールズ」と誤記されていましたことをお詫びいたします。
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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JPS メルマガ 171 2019/11/1
===========================
台風続きで対応に追われる日々です．今年度，広報委員を努めさせて頂く鈴木恭典（鶴見大学）と申します．私自身も先月
の台風 17 号で福岡からの帰り便が欠航となり，早朝より新幹線の予約におわれ，博多駅では長蛇の列でチケットを受け取るに
も 40 分以上もかかるという経験をいたしました．改めて 9，10 月の学会シーズンは台風シーズンと重なる事を思い知らされま
した．また大型で甚大な被害をもたらした台風 19 号では，当大学病院も一斉休院となりました．大学の近くには鶴見川が流れ
ており，氾濫するのではないかと危惧していましたが，何とか回避でき大学職員一同安堵しております．会員の皆様方もご苦
慮のことと思います．特に被災されている方々の一刻も早い復旧を願っております．
文責 鈴木恭典（鶴見大） (次号は 11/15：新村)
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★台風 15 号、19 号そして 21 号による被災のお見舞い
★47th IPS（インド補綴学会）11/28-12/1
★92th APS（米国補綴学会）2019/2/20 会員用事前登録あり
★12th Biennial Congress of AAP,2020/8/21-23
★インドネシア補綴学会参加報告 8/2-4
★日本歯科医学会からの情報提供：医療事故調
●●１．本学会からのお知らせ
★優秀論文賞候補者の募集(〆12/31）
★日補綴誌会 11(4)発行（2019.10）
★129 回学術大会（2020/6/26-28）
★支部大会
関西 11/23, 東京 12/8,関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/9
★支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ
関越 11/10,関西 11/24,東京 12/8,西関東 1/11,東関東 2/9
★支部専門医研修
九州支部 11/2，関西 11/23,関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/8
★支部市民ﾌｫｰﾗﾑ
関西 11/24,東京 12/7,関越 12/14,西関東 1/11,東関東 2/9
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会フォーラム 11/13
★ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会：12/7
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:2020/6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：3 件
★日本歯学医学会からの情報提供：日本歯科商工協会関係
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★台風 15 号、19 号そして 21 号による被災のお見舞い
このたび台風 15 号、19 号さらに 21 号と短期間の度重なる強風と豪雨の影響により、関東・東北を中心とした広い範囲に甚大
な被害が発生し、痛ましい状況となっております。亡くなられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を
受けられました皆様に謹んでお見舞い申し上げます。被災された方々の一日も早い復旧、復興を願っております。
（理事長 大
川周治）
★47th IPS（インド補綴学会）National Conference
2019/11/28-12/1，Raipure（India）
馬場一美先生（昭和大）
，細川隆司先生（九歯大）,竹市卓郎先生（愛院大）
http://47thipsraipur2019.com
★92th APS（米国補綴学会）
92th Annual Meeting of the AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY（APS）
2019/2/20(木)-21(金） Swissotel, Chicago, IL, USA
http://www.prostho.org
JPS 会員用事前登録専用 Website（協定を結んでおり割安）
https://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3696
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
2020/8/21-23 インドネシア（バリ）
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事前登録期限：2019/10/31 まで（第 1 期）
，2020/7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★インドネシア補綴学会参加報告（大川周治理事長）
ご報告遅くなりましたが，AAP Exective council meeting のためインドネシア補綴学会に参加してきました（2019 年 8 月 2
～4 日，SoloBaru, Indonesia）．また，細川隆司先生（九歯大）が本会からの Invited speaker として講演をされました．
次期 AAP は 2020 年 8 月 21 日（金）～23 日（日）の期間，バリ島にて開催されます．参加登録などにつきましては HP など
にて情報を広報いたしております．是非，ご参加のほど宜しくお願いいたします．
なお，AAP は 2 年毎の開催で，2022 年はフィリピン，そして 2024 年は日本を予定しています．
★日本歯科医学会からの情報提供
医療事故調査制度の現況報告（9 月分/日本医療安全調査機構）
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/houdoushiryo20190909.pdf
●●１．本学会からのお知らせ
★優秀論文賞候補者の募集
学会論文賞・奨励論文賞候補者を下募集します（12/31〆）
http://www.hotetsu.com/c_1742.html
★日本補綴歯科学会 11(4)発行（2019.10）
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/-char/ja/
★129 回学術大会
2020/6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
★支部大会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
関西支部学術大会(生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
11/23(土祝) 大阪歯科大学 100 周年記念館
佐古好正大会長（支部長・佐古歯科医院）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部学術大会 (生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/8 (日) 昭和大学上條記念館（品川区）
菅沼岳史大会長，佐藤多美代準備委員長（昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
関越支部学術大会(専門医研,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/14(土) 高崎市総合保健センター
小出 馨大会長，浅沼直樹実行委員長（日歯大新潟）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
2020/1/12(日) パシフィコ横浜
大久保力廣大会長，西山雄一郎実行委員長（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ
2020/2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大） 演題〆切 12/13.
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部生涯学習公開セミナー◆◆◆◆◆◆
関越支部 生涯学習公開セミナー
11/10(日）15:10－17:10 新潟県歯科医師会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える
小野高裕先生（新潟大）
，堀一浩先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
関西支部 生涯学習公開セミナー
11/24(日）午前 大阪歯科大学 100 周年記念館
咬合調整を極める

有)
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本多正明先生（臨床歯科学会），
池邉一典先生（大阪大）
，上田一彦先生（日歯大新潟）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部生涯学習公開セミナー
12/8(日)15:00〜17:00 昭和大学上條記念館(品川区)
超高齢社会における補綴歯科治療の役割
佐藤裕二先生(昭和大）
，平野浩彦先生(都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ)
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
西関東支部生涯学習公開セミナー
1/11(土）16:10-18:10 鶴見大学会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える ー磁性アタッチメントの有効性ー
石上友彦先生（日本大）
，鱒見進一先生（九歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部生涯学習公開セミナー
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
九州支部 専門医研修
11/2(土) 14：00～16：30 九州大学歯学部
少数歯欠損補綴を再考する
〜歯の保存 vs インプラント vs ブリッジ〜
魚島勝美先生(新潟大）
，前田英史先生(九州大）
http://hotetsu.com/kyusyu/c_10.html
関越支部 専門医研修
12/14(土) 高崎市総合保健センター
全部床義歯の難症例への対策，大川周治先生(明海大）
，
全部床義歯の機能評価と対応，河相安彦先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部専門医研修会
1/12(日）14:15-16:15 パシフィコ横浜
有床義歯の難症例を攻略する
井野 智先生（神歯大）
，鈴木恭典先生（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
関西支部専門医研修会
2/2(日）13:00-15:00 大歯大 100 周年記念館
顎関節症を再考する
古谷野 潔先生（九州大）
，矢谷 博文先生（大阪大）
http://hotetsu.com/s3_06.html#310303
東関東支部専門医研修
2020/2/8(土)
浦和ワシントンホテル
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部市民フォーラム（参加費無料）◆◆◆◆
関西支部 市民フォーラム
11/24(日)午後 大阪歯科大学 100 周年記念館
スポーツと良い噛み合わせで健康
前田芳信先生（大阪大）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部 市民フォーラム
12/7(土) 15:40〜17:00 昭和大学歯科病院（大田区）
インプラントの最新事情（仮題）
横山紗和子先生(昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
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関越支部 市民フォーラム
12/14(土) 高崎市総合保健センター
歯を失ったあなたに合った治療法は？
～ブリッジ？入れ歯？それともインプラント？～
荒井 良明先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部 市民フォーラム
1/11(土）14:30-16:00 鶴見大学会館
知っていますか？ 認知症
木本克彦先生（神歯大）
，眞鍋雄太先生（神歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部 市民フォーラム
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html

★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本咀嚼学会フォーラムォーラム
第 25 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム
11/13（水）13：00-15：45
有楽町朝日ホール（東京都千代田区）
参加締切： 10/30（水）
http://sosyaku.umin.jp/forum/
★ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
12/7(土) 日歯大本館 8F 富士見ホール
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
2020/6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
①第 2 回(通算 5 回)の臨床ニーズマッチング会(クラスター研究会)
11/25(月)18:00-20:00 日本歯科大生命歯学部
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_01.html
②第 17 回医療機器フォーラム（国立医薬品食品衛生研究所）
11/11(月)12:50-17:00 早稲田大学 小野記念講堂
http://dmd.nihs.go.jp/iryokiki/
③シンポジウムのプロシーディング（2/10 京王プラザホテル）
「より質の高いインプラント治療を目指す
歯科医師と歯科衛生士と歯科技工士の連携」
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191009_085434.pdf
★日本歯学医学会からの情報提供
「学会等開催に関わる事業者からのお願い
-医療機器業公正競争規約の観点から-」
（一般社団法人日本歯科商工協会）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191009_085303.pdf
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
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帰宅後にかき氷やアイスクリームを欲しがっていた子供たちが、クッキーや蒸しパンを食べるようになり、同時に庭のドウ
ダンツツジも色づきはじめました。秋ですね。
朝・晩は寒くなり、台風 19 号で被災された方々の体調が心配されます。一日も早い復旧を祈るばかりです。
先日、我が家では、七五三のお祝いのため写真館に予約をしてきました。七五三は３歳・５歳・７歳に行いますが、その由
来を知っていますか。始まりは室町時代で、昔は乳幼児の死亡率が高かったため、子どもの成長と幸せを願い氏神様にお祈り
と感謝をするお祝いとして普及したそうです。健康に学校へ行き、無事に帰ってくることが大切であり、テストの点数が悪い
こと、友達と喧嘩をしたこと、先生に怒られたこと等は二の次であることを認識しなければなりませんね。頭ではわかってい
るのですが・・・・。
文責 新村 弘子（松歯大） (次号は 11/29：飯島)
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★129 回学術大会（2020/6/26-28）演題募集：1/17〆切
★Journal of Prosthodontic Research 最新号公開
★日本補綴歯科学会誌最新号公開
●●１．本学会からのお知らせ
★台風 15 号、19 号そして 21 号による被災のお見舞い
★47th IPS（インド補綴学会）11/28-12/1
★92th APS（米国補綴学会）2019/2/20 会員用事前登録あり
★12th Biennial Congress of AAP,2020/8/21-23
★インドネシア補綴学会参加報告 8/2-4
★優秀論文賞候補者の募集(〆12/31）
★支部学術大会：関西 11/23,東京 12/8,関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/9
★支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ：関西 11/24,東京 12/8,西関東 1/11,東関東 2/9
★支部専門医研修：関西 11/23,関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/8
★支部市民ﾌｫｰﾗﾑ：関西 11/24,東京 12/7,関越 12/14,西関東 1/11,東関東 2/9
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会：12/7
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:2020/6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：クラスター研究会
★日本歯科医学会からの情報提供：医療事故調など
★日本医療機能評価機構からの情報提供：Minds フォーラム
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★129 回学術大会 演題募集
2020/6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
演題募集は 12 月上旬～1/17
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191101_090141.pdf
★Journal of Prosthodontic Research 最新号 63(4)が公開
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-prosthodontic-research/vol/63/issue/4
★日本補綴歯科学会誌最新号 11(4)が公開
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/-char/ja/
最新号は購読者番号とパスワード必要
依頼論文はフリーアクセス
http://www.hotetsu.com/s4_05_3.html （更新予定）
●●１．本学会からのお知らせ
★台風 15 号、19 号そして 21 号による被災のお見舞い
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このたび台風 15 号、19 号さらに 21 号と短期間の度重なる強風と豪雨の影響により、関東・東北を中心とした広い範囲に甚大
な被害が発生し、痛ましい状況となっております。亡くなられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を
受けられました皆様に謹んでお見舞い申し上げます。被災された方々の一日も早い復旧、復興を願っております。
（理事長 大
川周治）
★47th IPS（インド補綴学会）National Conference
2019/11/28-12/1，Raipure（India）
馬場一美先生（昭和大）
，細川隆司先生（九歯大）,竹市卓郎先生（愛院大）
http://47thipsraipur2019.com
★92th APS（米国補綴学会）
92th Annual Meeting of the AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY（APS）
2019/2/20(木)-21(金） Swissotel, Chicago, IL, USA
http://www.prostho.org
JPS 会員用事前登録専用 Website（協定を結んでおり割安）
https://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3696
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
2020/8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限：2020/7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★インドネシア補綴学会参加報告（大川周治理事長）
ご報告遅くなりましたが，AAP Exective council meeting のためインドネシア補綴学会に参加してきました（2019 年 8 月 2
～4 日，SoloBaru, Indonesia）．また，細川隆司先生（九歯大）が本会からの Invited speaker として講演をされました．
次期 AAP は 2020 年 8 月 21 日（金）～23 日（日）の期間，バリ島にて開催されます．参加登録などにつきましては HP など
にて情報を広報いたしております．是非，ご参加のほど宜しくお願いいたします．
なお，AAP は 2 年毎の開催で，2022 年はフィリピン，そして 2024 年は日本を予定しています．
★優秀論文賞候補者の募集
学会論文賞・奨励論文賞候補者を下募集します（12/31〆）
http://www.hotetsu.com/c_1742.html
★支部大会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
関西支部学術大会(生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
11/23(土祝) 大阪歯科大学 100 周年記念館
佐古好正大会長（支部長・佐古歯科医院）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部学術大会 (生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/8 (日) 昭和大学上條記念館（品川区）
菅沼岳史大会長，佐藤多美代準備委員長（昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
関越支部学術大会(専門医研,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/14(土) 高崎市総合保健センター
小出 馨大会長，浅沼直樹実行委員長（日歯大新潟）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
2020/1/12(日) パシフィコ横浜
大久保力廣大会長，西山雄一郎実行委員長（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ
2020/2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大） 演題〆切 12/13.
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html

有)

★支部生涯学習公開セミナー◆◆◆◆◆◆
関西支部 生涯学習公開セミナー
11/24(日）10:30-12:30 大阪歯科大学 100 周年記念館
咬合調整を極める
本多正明先生（臨床歯科学会），
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池邉一典先生（大阪大）
，上田一彦先生（日歯大新潟）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部生涯学習公開セミナー
12/8(日)15:00-17:00 昭和大学上條記念館(品川区)
超高齢社会における補綴歯科治療の役割
佐藤裕二先生(昭和大）
，平野浩彦先生(都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ)
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
西関東支部生涯学習公開セミナー
1/11(土）16:10-18:10 鶴見大学会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える ー磁性アタッチメントの有効性ー
石上友彦先生（日本大）
，鱒見進一先生（九歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部生涯学習公開セミナー
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
関越支部 専門医研修
12/14(土)15:10-17:10 高崎市総合保健センター
全部床義歯の難症例への対策，大川周治先生(明海大）
，
全部床義歯の機能評価と対応，河相安彦先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部専門医研修会
1/12(日）14:15-16:15 パシフィコ横浜
有床義歯の難症例を攻略する
井野 智先生（神歯大）
，鈴木恭典先生（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
関西支部専門医研修会
2/2(日）13:00-15:00 大歯大 100 周年記念館
顎関節症を再考する
古谷野 潔先生（九州大）
，矢谷 博文先生（大阪大）
http://hotetsu.com/s3_06.html#310303
東関東支部専門医研修(New)
2020/2/8(土)16:00-18:00 浦和ワシントンホテル
接着ブリッジ up to date
矢谷博文先生（大阪大）
，小峰太先生（日本大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部市民フォーラム（参加費無料）◆◆◆◆
関西支部 市民フォーラム
11/24(日)13:30-14:30 大阪歯科大学 100 周年記念館
スポーツと良い噛み合わせで健康
前田芳信先生（大阪大）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部 市民フォーラム
12/7(土) 15:40〜17:00 昭和大学歯科病院（大田区）
インプラントの最新事情（仮題）
横山紗和子先生(昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
関越支部 市民フォーラム
12/14(土)14:00-15:00 高崎市総合保健センター
歯を失ったあなたに合った治療法は？
～ブリッジ？入れ歯？それともインプラント？～
荒井 良明先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
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西関東支部 市民フォーラム
1/11(土）14:30-16:00 鶴見大学会館
知っていますか？ 認知症
木本克彦先生（神歯大）
，眞鍋雄太先生（神歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部 市民フォーラム
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
12/7(土) 日歯大本館 8F 富士見ホール
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
2020/6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
第 2 回(通算 5 回)の臨床ニーズマッチング会(クラスター研究会)
11/25(月)18:00-20:00 日本歯科大生命歯学部
http://www.nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_01.html
★日本歯科医学会からの情報
①医療事故調査制度の現況報告（9 月分/日本医療安全調査機構）
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/houdoushiryo20190909.pdf
②都道府県別医療事故報告件数（日本医師会）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191108_132615.pdf
★日本医療機能評価機構からの情報
Minds フォーラム 2020
2020/2/8(土)13:00-16:30
東京国際フォーラム D5 ホール
定員：200 名（先着順）
，参加費：無料
https://minds.jcqhc.or.jp/
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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JPS メルマガ 173 2019/11/29
===========================
今年度広報委員を拝命致しました東京支部・飯島裕之です。大学で補綴の教鞭を取られる先生方の中に、一人開業医が入る
のは少々ハードルが高いと感じていますが、委員の一人として正確で速報性のある広報を心掛けていきたいと思っておりま
す。よろしくお願いします。
先日、息子が皇居近くのホテルで結婚式を挙げました。翌日が天皇皇后両陛下のパレード「祝賀御列の儀」の日になってい
た為、ホテルの周りは警備の警官が多く、祝賀パレード前日のお昼にも関わらず既に道路はバリケード封鎖され、一般車両は
通行禁止。夜には天皇陛下の御即位を祝う国民祭典に（嵐）が出演するとあり、ホテルからはその会場に向かう多くの人も見
られました。不思議と「慶賀」という余り使われない言葉が頭に響き、多くの人（特にメルマガを読んで頂ける方）の幸せを
祈る一日となりました。
文責 飯島 裕之（東京支部） (次号は 12/13：下平)
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★診療ガイドライン委員会よりパブコメ募集：12/11〆切
★歯科医学会の集いで優秀発表賞：3 名/4 名中が本学会会員
★支部学術大会（東京：12/8，関越 12/14)がまもなく
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（2020/6/26-28）演題募集：1/17〆切
★Journal of Prosthodontic Research 最新号公開
★日本補綴歯科学会誌最新号公開
★47th IPS（インド補綴学会）11/28-12/1
★92th APS（米国補綴学会）2019/2/20 会員用事前登録あり
★12th Biennial Congress of AAP,2020/8/21-23
★優秀論文賞候補者の募集(〆12/31）
★支部学術大会：東京 12/8,関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/9
★支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ東京 12/8,西関東 1/11,東関東 2/9
★支部専門医研修：関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/8
★支部市民ﾌｫｰﾗﾑ：東京 12/7,関越 12/14,西関東 1/11,東関東 2/9
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会：12/7
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:2020/6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報
★日本歯科医学会からの情報提供
★日本医療機能評価機構からの情報提供：Minds フォーラム
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★診療ガイドライン委員会よりパブコメ募集：12/11〆切
「補綴歯科治療過程における感染対策指針 2019（案）
」へのパブコメ募集
http://hotetsu.com/c_1749.html
★歯科医学会の集いで優秀発表賞：3 名/4 名中が本学会会員
「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」が
8/28(水)に歯科医師会館で開催され，８演題の当日発表内容について、斬新性・広範性・進展性・現実性・共同研究性等を総
合的に評価し、特に優秀な４名（うち 3 名は本学会会員）が優秀発表賞に選定
http://www.jads.jp/activity/search.html
★支部学術大会（東京：12/8，関越 12/14)がまもなく
東京支部：http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
関越支部：http://hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会 演題募集
2020/6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
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http://www.hotetsu.com/s3_08.html
演題募集は 12 月上旬～1/17
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191101_090141.pdf
★Journal of Prosthodontic Research 最新号 63(4)が公開
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-prosthodontic-research/vol/63/issue/4
★日本補綴歯科学会誌最新号 11(4)が公開
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/-char/ja/
最新号は購読者番号とパスワード必要
依頼論文はフリーアクセス
http://www.hotetsu.com/s4_05_3.html
★47th IPS（インド補綴学会）National Conference
2019/11/28-12/1，Raipure（India）
馬場一美先生（昭和大）
，細川隆司先生（九歯大）,竹市卓郎先生（愛院大）
http://47thipsraipur2019.com
★92th APS（米国補綴学会）
92th Annual Meeting of the AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY（APS）
2019/2/20(木)-21(金） Swissotel, Chicago, IL, USA
http://www.prostho.org
JPS 会員用事前登録専用 Website（協定を結んでおり割安）
https://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3696
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
2020/8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限：2020/7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★優秀論文賞候補者の募集
学会論文賞・奨励論文賞候補者を下募集します（12/31〆）
http://www.hotetsu.com/c_1742.html
★支部大会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東京支部学術大会 (生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/8 (日) 昭和大学上條記念館（品川区）
菅沼岳史大会長，佐藤多美代準備委員長（昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
関越支部学術大会(専門医研,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/14(土) 高崎市総合保健センター
小出 馨大会長，浅沼直樹実行委員長（日歯大新潟）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
2020/1/12(日) パシフィコ横浜
大久保力廣大会長，西山雄一郎実行委員長（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ
2020/2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大） 演題〆切 12/13.
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html

有)

★支部生涯学習公開セミナー◆◆◆◆◆◆
関西支部 生涯学習公開セミナー
11/24(日）10:30-12:30 大阪歯科大学 100 周年記念館
咬合調整を極める
本多正明先生（臨床歯科学会），
池邉一典先生（大阪大）
，上田一彦先生（日歯大新潟）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部生涯学習公開セミナー
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12/8(日)15:00-17:00 昭和大学上條記念館(品川区)
超高齢社会における補綴歯科治療の役割
佐藤裕二先生(昭和大）
，平野浩彦先生(都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ)
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
西関東支部生涯学習公開セミナー
1/11(土）16:10-18:10 鶴見大学会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える ー磁性アタッチメントの有効性ー
石上友彦先生（日本大）
，鱒見進一先生（九歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部生涯学習公開セミナー
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
関越支部 専門医研修
12/14(土)15:10-17:10 高崎市総合保健センター
全部床義歯の難症例への対策，大川周治先生(明海大）
，
全部床義歯の機能評価と対応，河相安彦先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部専門医研修会
1/12(日）14:15-16:15 パシフィコ横浜
有床義歯の難症例を攻略する
井野 智先生（神歯大）
，鈴木恭典先生（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
関西支部専門医研修会
2/2(日）13:00-15:00 大歯大 100 周年記念館
顎関節症を再考する
古谷野 潔先生（九州大）
，矢谷 博文先生（大阪大）
http://hotetsu.com/s3_06.html#310303
東関東支部専門医研修(New)
2020/2/8(土)16:00-18:00 浦和ワシントンホテル
接着ブリッジ up to date
矢谷博文先生（大阪大）
，小峰太先生（日本大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部市民フォーラム（参加費無料）◆◆◆◆
関西支部 市民フォーラム
11/24(日)13:30-14:30 大阪歯科大学 100 周年記念館
スポーツと良い噛み合わせで健康
前田芳信先生（大阪大）
http://hotetsu.com/kansai/c_10.html
東京支部 市民フォーラム
12/7(土) 15:40〜17:00 昭和大学歯科病院（大田区）
インプラントの最新事情（仮題）
横山紗和子先生(昭和大）
http://hotetsu.com/tokyo/c_10.html
関越支部 市民フォーラム
12/14(土)14:00-15:00 高崎市総合保健センター
歯を失ったあなたに合った治療法は？
～ブリッジ？入れ歯？それともインプラント？～
荒井 良明先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部 市民フォーラム
1/11(土）14:30-16:00 鶴見大学会館
知っていますか？ 認知症
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木本克彦先生（神歯大）
，眞鍋雄太先生（神歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部 市民フォーラム
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★ジャパンオーラルヘルス学会第 22 回学術大会
12/7(土) 日歯大本館 8F 富士見ホール
www.kokuhoken.jp/jsohs22/
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
2020/6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
★日本歯科医学会からの情報
①第 8 回厚生労働省 ICF(国際生活機能分類）シンポジウム
「ICD-11 と ICF 利活用の新たなステージを展望する」
2020/1/18（土）13：00-16：30 イイノホール
参加費：無料
定員：300 名
http://www.who-fic-japan.jp/icf08/
②日本歯科医学会ホームページ更新 http://www.jads.jp
住友雅人 学会長ご挨拶 http://www.jads.jp/about/greeting_20191105.html
四百字の唄 11/11 http://www.jads.jp/fourhundred
歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い優秀発表賞：3 名/4 名中が本学会会員
http://www.jads.jp/activity/search.html
★日本医療機能評価機構からの情報
Minds フォーラム 2020
2020/2/8(土)13:00-16:30
東京国際フォーラム D5 ホール
定員：200 名（先着順）
，参加費：無料
https://minds.jcqhc.or.jp/
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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JPS メルマガ 174 2019/12/13 Letter for Members 65 発行
===========================
早いもので令和元年も残すところ、あと僅かとなりました。ずいぶんと冷え込む日が増えてまいりましたが、皆様にはお忙
しくも健やかにお過ごしの事と拝察申し上げます。本年度、次年度の広報委員会幹事を仰せつかりました昭和大学の下平修で
す。
バブル景気が頂点を迎えた平成元年。その後の長きにわたる経済の低成長を経て、戦後最長の好景気真っ只中とのことです
が、なぜか実感がわきません。来年はオリンピックイヤーですが、過去の歴史を紐解くと、開催前だけではなく終了後も開催
国の GDP は上昇して、株価も上昇する可能性が高い傾向にあるとのことです。期待しております。
さて、福岡で行われる第 129 回学術大会の演題募集が 12 月上旬より始まります。申込締め切りは年明け 1 月 17 日（金）い
っぱいですので、どうぞお忘れなきようお願い申し上げます。
文責 下平 修（昭和大） (次号は 12/27：松浦)
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★Letter for Members 65 発行
★支部学術大会（関越 12/14)がまもなく
★東京支部生涯学習セミナー
★東京支部優秀発表賞
★12th AAO:2020/10/23-25 台湾
★日本歯学系学会協議会：講演会「基礎と臨床の連携」
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（2020/6/26-28）演題募集：1/17〆切
★歯科医学会の集いで優秀発表賞：3 名/4 名中が本学会会員
★92nd APS（米国補綴学会）2019/2/20 会員用事前登録あり
★12th Biennial Congress of AAP,2020/8/21-23
★優秀論文賞候補者の募集(〆12/31）
★支部学術大会関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/9
★支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ：西関東 1/11,東関東 2/9
★支部専門医研修：関越 12/14,西関東 1/12,東関東 2/8
★支部市民ﾌｫｰﾗﾑ：関越 12/14,西関東 1/11,東関東 2/9
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:2020/6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：なし
★日本歯科医学会からの情報提供」ICF シンポジウム
★日本歯学系学会協議会からの情報：講演会
★日本医療機能評価機構からの情報提供：Minds フォーラム
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★Letter for Members 65 発行：情報満載です。
http://hotetsu.com/files/files_360.pdf
★支部学術大会（関越 12/14)がまもなく
関越支部：http://hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
★東京支部生涯学習セミナー報告（12/8，昭和大学）
佐藤裕二先生(昭和大）が「超高齢社会における口腔機能低下症への対応」
，
平野浩彦先生（都長寿医療センター）が「認知症の人への歯科治療」を
講演されました。なお口腔機能低下症に関する資料は，
http://geria.jp.net/?p=466，
http://www.gerodontology.jp/committee/001190.shtml
認知症患者の義歯診療ガイドライン 2018 は
http://www.gerodontology.jp/publishing/guideline.shtml
から閲覧できます。
★東京支部優秀発表賞（12/8，昭和大学）
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昨年度の優秀発表賞 3 名の表彰がありました。
柴口 塊先生（医歯大）
，近藤有秀先生（日本大）
，畑中幸子先生（昭和大）
また，本年度の優秀発表賞 3 名が決定しました（表彰は来年度）
。
高橋佑和先生（日本大）
，赤羽俊亮先生（日本大）
，宗像源宗先生（昭和大）
※他支部からも情報があればお知らせ下さい。
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
2020/10/23-25 台北（台湾）
抄録登録 2/20～，参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★日本歯学系学会協議会
①第 17 回講演会「基礎と臨床の連携」
2020/1/30（木）14:30-16:15 日歯大 100 周年記念会館
参加費：無料（事前申込み不要）
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
②プロシーディング「災害歯科医療 役割と備え」発行
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20190613_symposium.pdf

●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会 演題募集
2020/6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
http://www.hotetsu.com/s3_08.html
演題募集は 12 月上旬～1/17
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191101_090141.pdf
★歯科医学会の集いで優秀発表賞：3 名/4 名中が本学会会員
「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」が
8/28(水)に歯科医師会館で開催され，８演題の当日発表内容について、斬新性・広範性・進展性・現実性・共同研究性等を総
合的に評価し、特に優秀な４名（うち 3 名は本学会会員）が優秀発表賞に選定
http://www.jads.jp/activity/search.html
★92nd APS（米国補綴学会）
92nd Annual Meeting of the AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY（APS）
2020/2/20(木)-21(金） Swissotel, Chicago, IL, USA
http://www.prostho.org
JPS 会員用事前登録専用 Website（協定を結んでおり割安）
https://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3696
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
2020/8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限：2020/7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★優秀論文賞候補者の募集
学会論文賞・奨励論文賞候補者を下募集します（12/31〆）
http://www.hotetsu.com/c_1742.html
★支部学術大会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
関越支部学術大会(専門医研,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
12/14(土) 高崎市総合保健センター
小出 馨大会長，浅沼直樹実行委員長（日歯大新潟）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
2020/1/12(日) パシフィコ横浜
大久保力廣大会長，西山雄一郎実行委員長（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ
2020/2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和

有)
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藤澤政紀大会長（明海大） 演題〆切 12/13.
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部生涯学習公開セミナー◆◆◆◆◆◆
西関東支部生涯学習公開セミナー
1/11(土）16:10-18:10 鶴見大学会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える ー磁性アタッチメントの有効性ー
石上友彦先生（日本大）
，鱒見進一先生（九歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部生涯学習公開セミナー
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
関越支部 専門医研修
12/14(土)15:10-17:10 高崎市総合保健センター
全部床義歯の難症例への対策，大川周治先生(明海大）
，
全部床義歯の機能評価と対応，河相安彦先生（日大松戸）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部専門医研修会
1/12(日）14:15-16:15 パシフィコ横浜
有床義歯の難症例を攻略する
井野 智先生（神歯大）
，鈴木恭典先生（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
関西支部専門医研修会
2/2(日）13:00-15:00 大歯大 100 周年記念館
顎関節症を再考する
古谷野 潔先生（九州大）
，矢谷 博文先生（大阪大）
http://hotetsu.com/s3_06.html#310303
東関東支部専門医研修(New)
2020/2/8(土)16:00-18:00 浦和ワシントンホテル
接着ブリッジ up to date
矢谷博文先生（大阪大）
，小峰太先生（日本大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部市民フォーラム（参加費無料）◆◆◆◆
関越支部 市民フォーラム
12/14(土)14:00-15:00 高崎市総合保健センター
歯を失ったあなたに合った治療法は？
～ブリッジ？入れ歯？それともインプラント？～
荒井 良明先生（新潟大）
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
西関東支部 市民フォーラム
1/11(土）14:30-16:00 鶴見大学会館
知っていますか？ 認知症
木本克彦先生（神歯大）
，眞鍋雄太先生（神歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部 市民フォーラム
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
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★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
2020/6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース 演題〆1/24
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報：なし
★日本歯科医学会からの情報
第 8 回厚生労働省 ICF(国際生活機能分類）シンポジウム
「ICD-11 と ICF 利活用の新たなステージを展望する」
2020/1/18（土）13：00-16：30 イイノホール
参加費：無料
定員：300 名
http://www.who-fic-japan.jp/icf08/
★日本歯学系学会協議会からの情報
①日本歯科審美学会：
「歯科審美学」刊行
https://www.jdshinbi.net/pro/information_20190822.html
②第 17 回講演会「基礎と臨床の連携」
2020/1/30（木）14:30-16:15 日歯大 100 周年記念会館
参加費：無料（事前申込み不要）
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
③プロシーディング「災害歯科医療 役割と備え」発行
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20190613_symposium.pdf
★日本医療機能評価機構からの情報
Minds フォーラム 2020
2020/2/8(土)13:00-16:30 東京国際フォーラム D5 ホール
定員：200 名（先着順）
，参加費：無料
https://minds.jcqhc.or.jp/
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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JPS メルマガ 175 2019/12/27 129 回学術大会演題募集開始
===========================
令和元年最後のメルマガになります．早いもので，今年もあと 4 日を残すばかりとなりました．皆さんの一年はいかがだった
でしょうか？例年，学生たちは，教員たちよりも 1 週間ほど早い冬休みに入りますが，今年の本学はどうも何か調子が違いま
す．今年から「前倒し教育」で，全ての科目を少しずつ前に持ってくるため，４～6 年生は昨日まで講義や実習があったから
です．学生も大変ですが，教員側も息が抜けなかった一年でした．年末はしっかり休んで，また新年に向けて英気を養いたい
ものです．129 回学術大会の抄録締め切りは 1 月 17 日（金）となっています．お見逃しのないようお願い申し上げます．その
他，新年からの予定が満載です．Don’t miss them!
文責 松浦尚志（福歯大）(次号は少し空いて 1/24：田地)
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★129 回学術大会（2020/6/26-28）HP 開設
★補綴歯科治療過程における感染対策指針 2019 公開
★日本歯科医学会からの情報：講演会
★日本学術会議より会員アンケート依頼
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（2020/6/26-28）演題募集：1/17〆切
★Letter for Members 65 発行
★東京支部生涯学習セミナー
★東京支部優秀発表賞
★12th AAO:2020/10/23-25 台湾
★92nd APS（米国補綴学会）2019/2/20 会員用事前登録あり
★12th Biennial Congress of AAP,2020/8/21-23
★優秀論文賞候補者の募集(〆12/31）
★支部学術大会西関東 1/12,東関東 2/9
★支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ：西関東 1/11,東関東 2/9
★支部専門医研修：西関東 1/12,東関東 2/8
★支部市民ﾌｫｰﾗﾑ：西関東 1/11,東関東 2/9
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:2020/6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：なし
★日本歯科医学会からの情報提供」ICF シンポジウム
★日本歯学系学会協議会からの情報：講演会・プロシーディング
★日本医療機能評価機構からの情報提供：Minds フォーラム
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★129 回学術大会（2020/6/26-28）HP 開設
演題募集開始。1/17〆切
https://jps129.com
★補綴歯科治療過程における感染対策指針 2019 公開
http://hotetsu.com/s4_03.html
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191224_123228.pdf
★日本歯科医学会からの情報
「オープンサイエンス時代の学会誌出版の在り方を模索する」開催
1/23 木 13:00-17:00 お茶の水，主催：日本工学会・学術著作権協会
申込必要 http://www.jfes.or.jp
★日本学術会議より会員アンケート依頼
「研究に関する男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査」
（全国ダイバーシティネットワーク幹事機
関/大阪大学・日本学術会議科学者委員会男女共同参画分科会・同アンケート検討小分科会）
https://www.opened.network/questionary/questionary-0002/
会員におかれましてはどうかご回答下さい（1/10〆）
。
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●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会 演題募集
2020/6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
https://jps129.com
演題募集は 12 月上旬～1/17
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20191101_090141.pdf
★Letter for Members 65 発行：情報満載です。
http://hotetsu.com/files/files_360.pdf
★東京支部生涯学習セミナー報告（12/8，昭和大学）
佐藤裕二先生(昭和大）が「超高齢社会における口腔機能低下症への対応」
，
平野浩彦先生（都長寿医療センター）が「認知症の人への歯科治療」を
講演されました。なお口腔機能低下症に関する資料は，
http://geria.jp.net/?p=466，
http://www.gerodontology.jp/committee/001190.shtml
認知症患者の義歯診療ガイドライン 2018 は
http://www.gerodontology.jp/publishing/guideline.shtml
から閲覧できます。
★東京支部優秀発表賞（12/8，昭和大学）
昨年度の優秀発表賞 3 名の表彰がありました。
柴口 塊先生（医歯大）
，近藤有秀先生（日本大）
，畑中幸子先生（昭和大）
また，本年度の優秀発表賞 3 名が決定しました（表彰は来年度）
。
高橋佑和先生（日本大）
，赤羽俊亮先生（日本大）
，宗像源宗先生（昭和大）
※他支部からも情報があればお知らせ下さい。
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
2020/10/23-25 台北（台湾）
抄録登録 2/20～，参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★92nd APS（米国補綴学会）
92nd Annual Meeting of the AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY（APS）
2020/2/20(木)-21(金） Swissotel, Chicago, IL, USA
http://www.prostho.org
JPS 会員用事前登録専用 Website（協定を結んでおり割安）
https://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3696
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
2020/8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限：2020/7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★優秀論文賞候補者の募集
学会論文賞・奨励論文賞候補者を募集します（12/31〆）
http://www.hotetsu.com/c_1742.html
★支部学術大会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
西関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ 有)
1/12(日)
パシフィコ横浜
大久保力廣大会長，西山雄一郎実行委員長（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ
2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大） 演題〆切 12/13.
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部生涯学習公開セミナー◆◆◆◆◆◆
西関東支部生涯学習公開セミナー

有)
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1/11(土）16:10-18:10 鶴見大学会館
健康寿命を延ばすため「食力」を考える ー磁性アタッチメントの有効性ー
石上友彦先生（日本大）
，鱒見進一先生（九歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部生涯学習公開セミナー
2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
西関東支部専門医研修会
1/12(日）14:15-16:15 パシフィコ横浜
有床義歯の難症例を攻略する
井野 智先生（神歯大）
，鈴木恭典先生（鶴見大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
関西支部専門医研修会
2/2(日）13:00-15:00 大歯大 100 周年記念館
顎関節症を再考する
古谷野 潔先生（九州大）
，矢谷 博文先生（大阪大）
http://hotetsu.com/s3_06.html#310303
東関東支部専門医研修
2/8(土)16:00-18:00
浦和ワシントンホテル
接着ブリッジ up to date
矢谷博文先生（大阪大）
，小峰太先生（日本大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部市民フォーラム（参加費無料）◆◆◆◆
西関東支部 市民フォーラム
1/11(土）14:30-16:00 鶴見大学会館
知っていますか？ 認知症
木本克彦先生（神歯大）
，眞鍋雄太先生（神歯大）
http://hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
東関東支部 市民フォーラム
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
2020/6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース 演題〆1/24
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報：なし
★日本歯科医学会からの情報
〇第 8 回厚生労働省 ICF(国際生活機能分類）シンポジウム
「ICD-11 と ICF 利活用の新たなステージを展望する」
2020/1/18（土）13：00-16：30 イイノホール
参加費：無料
定員：300 名
http://www.who-fic-japan.jp
〇「オープンサイエンス時代の学会誌出版の在り方を模索する」開催
1/23 木 13:00-17:00 お茶の水，主催：日本工学会・学術著作権協会
申込必要 http://www.jfes.or.jp
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★日本歯学系学会協議会からの情報
〇第 17 回講演会「基礎と臨床の連携」
2020/1/30（木）14:30-16:15 日歯大 100 周年記念会館
参加費：無料（事前申込み不要）
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
〇プロシーディング「災害歯科医療 役割と備え」発行
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20190613_symposium.pdf
★日本医療機能評価機構からの情報
Minds フォーラム 2020
2020/2/8(土)13:00-16:30 東京国際フォーラム D5 ホール
定員：200 名（先着順）
，参加費：無料
https://minds.jcqhc.or.jp/
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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大川理事長の新年ご挨拶

===========================
大川理事長からの新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。2020 年という節目の年頭に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
2019 年 6 月 16 日に理事長を拝命して、あっという間に 6 か月が経ちました。この間、補綴歯科専門医の広告開示申請に向
けた準備、市川前理事長の時に設立された補綴歯科修練医・認定医・専門医制度の広報活動、JPR 出版社のエルゼビアから JStage への移行手続き、事務局の家賃値上げに伴う移転準備、東京都健康長寿医療センターとの共同研究（通称：草津研究）
の総括、医療技術評価提案書の作成・提出、第 129 回学術大会（福岡）開催に向けた準備、インド・インドネシアをはじめと
するアジア各国や米国（GYNAP 等）との学術交流およびその準備等々、各委員会の先生方の協力を得て、各々実施してまいり
ました。また、昨年は大規模災害が連続して多発した年でもあります。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとと
もに、被災された方々の一日も早い復興をご祈念申し上げます。
今年は、第 129 回学術大会（福岡）の開催、各支部における学術大会等の開催、補綴歯科専門医の広告開示へ向けた申請、
JPR 出版社の J-Stage への完全移行、収支の改善、国際交流の推進、事務局の移転（三田）等、重要案件が目白押しです。各
委員会の先生方のご協力を得て、各業務を遂行してまいりたいと考えています。各先生方のご支援、ご助力の程、よろしくお
願い申し上げます。
新しい年が皆様にとって幸多き年になりますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
文責 大川周治理事長（明海大）(次号は 1/31：田地)
大川理事長の「四百字の唄（日本歯科医学会）
」が出ました。
https://www.jads.jp/fourhundred/index.html
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★129 回学術大会 演題募集〆切延長： 1/17→1/27 深夜
★スマートミール事務局からの情報：研修会
★日本歯科医学会からの情報：住友会長新年ご挨拶
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（2020/6/26-28）演題募集：1/27〆切
★Letter for Members 65 発行
★12th AAO:2020/10/23-25 台湾
★92nd APS（米国補綴学会）2019/2/20 会員用事前登録あり
★12th Biennial Congress of AAP,2020/8/21-23
★補綴歯科治療過程における感染対策指針 2019 公開
★支部学術大会：東関東 2/9
★支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ：東関東 2/9
★支部専門医研修：関西 2/2，東関東 2/8
★支部市民ﾌｫｰﾗﾑ：東関東 2/9
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:2020/6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：なし
★日本歯科医学会からの情報：臨床研究法
★日本歯学系学会協議会からの情報：講演会，ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ
★日本医療機能評価機構からの情報：Minds フォーラム
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★129 回学術大会 演題募集〆切が延長されました
1/17 深夜→1/27 深夜：ふるって応募下さい
https://www.jps129.com/topic.html
★スマートミール事務局からの情報
第 28 回日本給食経営管理学会研修会
2020/2/19（水）東京国際フォーラム
https://kyushoku.net/guidance-of-meeti…/workshop/workshop28/
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★日本歯科医学会からの情報
日本歯科医学会 HP が更新されました。
http://www.jads.jp/index.html
住友雅人 学会長ご挨拶「新年号」
https://www.jads.jp/about/greeting.html
「四百字の唄」尾松素樹常任理事，宮﨑 隆常任理事，大川周治理事
http://www.jads.jp/fourhundred/index.html
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会 演題募集 1/27 まで延期
2020/6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
https://jps129.com
演題募集〆切 1/17→1/27 まで延期
https://jps129.com/topic.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
2020/10/23-25 台北（台湾）
抄録登録 2/20～，参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★92nd APS（米国補綴学会）
92nd Annual Meeting of the AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY（APS）
2020/2/20(木)-21(金） Swissotel, Chicago, IL, USA
http://www.prostho.org
JPS 会員用事前登録専用 Website（協定を結んでおり割安）2/18 まで
https://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3696
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
2020/8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限：2020/7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★補綴歯科治療過程における感染対策指針 2019 公開
http://hotetsu.com/s4_03.html
http://www.hotetsu.com/files/files_363.pdf
★支部学術大会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ
2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大） 演題〆切 12/13.
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部生涯学習公開セミナー◆◆◆◆◆◆
東関東支部生涯学習公開セミナー
2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
関西支部専門医研修会
2/2(日）13:00-15:00 大歯大 100 周年記念館
顎関節症を再考する
古谷野 潔先生（九州大）
，矢谷 博文先生（大阪大）
http://hotetsu.com/s3_06.html#310303
東関東支部専門医研修
2/8(土)16:00-18:00
浦和ワシントンホテル
接着ブリッジ up to date
矢谷博文先生（大阪大）
，小峰太先生（日本大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html

有)
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★支部市民フォーラム（参加費無料）◆◆◆◆
東関東支部 市民フォーラム
2020/2/9(日)
ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
2020/6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース 演題〆1/24
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
★日本歯科医学会からの情報
厚生労働省医政局研究開発振興課から
臨床研究法について最新の Q＆A が下記 URL に発表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html

★日本歯学系学会協議会からの情報
第 17 回講演会「基礎と臨床の連携」
2020/1/30（木）14:30-16:15 日歯大 100 周年記念会館
参加費：無料（事前申込み不要）
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
ニューズレターNo.13 が発行されました．
http://www.ucjds.jp/newsletter/
http://www.ucjds.jp/
日本デジタル歯科学会の 2019 年度冬季セミナー
2020/2/23（日）13：00～16：00，東京医科歯科大学
参加費：会員 3,000 円、非会員 4,000 円
事前登録：2 月 7 日（金）17：00 まで、定員 80 名
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
★日本医療機能評価機構からの情報
Minds フォーラム 2020
2020/2/8(土)13:00-16:30 東京国際フォーラム D5 ホール
定員：200 名（先着順）
，参加費：無料
https://minds.jcqhc.or.jp/
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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認定医・専門医試験の案内

===========================
私が住んでいる広島市では，記録的に雪が少ない状態が続いています．と言いますか，まだ初雪の観測がありません．なん
と，85 年ぶりに「最も遅い初雪」の記録更新です．中国山地では雪が降ったこともありましたが，とても少ないためスキー場
関係者は困っていらっしゃいます．
「私をスキーに連れてって」世代の私は，今でもシーズンになれば数回スキーを楽しみま
す．この冬，愛犬用にジャンパーを購入し，スタッドレスタイヤに履き替え，事前にリフト券も購入して準備万端なのです
が，当分スキー場に行けそうにありません．いったい初雪はいつになるのやら…．
129 回学術大会にたくさんの演題を登録いただきありがとうございました．事前参加登録は 5 月 13 日です．お早めに登録く
ださい．
文責 田地 豪（広島大）(次号は 2/14：岡本)
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★認定医・専門医試験(6/26)
★矢谷博文先生：日本歯科医学会会長賞受賞
★日補綴会誌最新号 12(1)発行
★129 回学術大会（6/26-28）日程公開･ホテル予約開始
★学会事務局移転(2/1)
★国際歯科学士会（ICD）日本部会 冬季集会（3/8)
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（6/26-28）
★12th AAO:10/23-25 台湾
★92nd APS（米国補綴学会）2/20 会員用事前登録あり
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23
★支部学術大会：東関東 2/9
★支部生涯学習公開ｾﾐﾅｰ：東関東 2/9
★支部専門医研修会：関西 2/2，東関東 2/8
★支部市民ﾌｫｰﾗﾑ：東関東 2/9
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：なし
★日本歯科医学会からの情報：四百字の唄：大川理事長
★日本歯学系学会協議会からの情報：セミナー
★日本医療機能評価機構からの情報：Minds フォーラム
★スマートミール事務局からの情報：研修会
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★認定医・専門医試験(6/26)
6/26(金)15:00-15:50，福岡国際会議場
申請〆切 5/22(金)
https://jps129.com/exam.html
★矢谷博文先生：日本歯科医学会会長賞受賞
日本歯科医学会より，本学会元理事長の大阪大学矢谷博文先生の令和元年度日本歯科医学会会長賞受賞が決定した旨連絡があ
りました。
矢谷先生の永年にわたる研究，教育，臨床の成果に対する受賞であり，本学会を代表して，矢谷先生に心よりお祝いを申し上
げます。
なお，授賞式は，本年 2 月 17 日（月）に，日本歯科医学会第 102 回評議員会の際に行われます。
★日補綴会誌最新号 12(1)発行（HP 公開は準備中）
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/list/-char/ja
★129 回学術大会（6/26-28）日程公開･ホテル予約開始
https://jps129.com
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★学会事務局移転(2/1)
事務局は，〒105-0014 東京都港区芝 2 丁目 29 番 11 号 高浦ビル 4 階に
移転します．
電話番号は 03-6722-6090，ファックス番号は 03-6722-6096 です．
なお，引越しは 2 月 1 日です．
新住所，新電話番号および新ファックス番号は，2 月 3 日以降有効となります．宜しくお願いします．
★日本歯学系学会協議会からの情報提供
国際歯科学士会（ICD）日本部会 冬季集会
3/8(日)12:30-17:30 日本歯科大学 生命歯学部 100 周年記念館
（ICD 会員のご紹介者は無料）
http://www.icd-japan.gr.jp/jigyou/pdf/2019touki_flyer.pdf
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会
6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
https://jps129.com
事前参加登録〆切 5/13
https://jps129.com/registration.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）
抄録登録 2/20～，参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★92nd APS（米国補綴学会）
92nd Annual Meeting of the AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY（APS）
2/20(木)-21(金） Swissotel, Chicago, IL, USA
http://www.prostho.org
JPS 会員用事前登録専用 Website（協定を結んでおり割安）2/18 まで
https://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3696
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限： 7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東関東支部学術大会(専門医研,生涯学習,市民ﾌｫｰﾗﾑ
2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大） 演題〆切 12/13.
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部生涯学習公開セミナー◆◆◆◆◆◆
東関東支部生涯学習公開セミナー
2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部専門医研修会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
関西支部専門医研修会
2/2(日）13:00-15:00 大歯大 100 周年記念館
顎関節症を再考する
古谷野 潔先生（九州大）
，矢谷 博文先生（大阪大）
http://hotetsu.com/s3_06.html#310303
東関東支部専門医研修会
2/8(土)16:00-18:00
浦和ワシントンホテル
接着ブリッジ up to date
矢谷博文先生（大阪大）
，小峰太先生（日本大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html

有)
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★支部市民フォーラム（参加費無料）◆◆◆◆
東関東支部 市民フォーラム
2/9(日) ロイヤルパインズホテル浦和
藤澤政紀大会長（明海大）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
事前登録〆4/30
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
★日本歯科医学会からの情報
日本歯科医学会 HP が更新されました。
http://www.jads.jp/index.html
住友雅人 学会長ご挨拶「新年号」
https://www.jads.jp/about/greeting.html
「四百字の唄」大川周治理事
http://www.jads.jp/fourhundred/index.html
★日本歯学系学会協議会からの情報
日本デジタル歯科学会の 2019 年度冬季セミナー
2/23（日）13：00～16：00，東京医科歯科大学
参加費：会員 3,000 円、非会員 4,000 円
事前登録：2 月 7 日（金）17：00 まで、定員 80 名
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
★日本医療機能評価機構からの情報
Minds フォーラム 2020
2/8(土)13:00-16:30 東京国際フォーラム D5 ホール
定員：200 名（先着順）
，参加費：無料
https://minds.jcqhc.or.jp/
★スマートミール事務局からの情報
第 28 回日本給食経営管理学会研修会
2/19（水）東京国際フォーラム
https://kyushoku.net/guidance-of-meeti…/workshop/workshop28/
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================

625
JPS メルマガ 178

2020/2/14

東京支部専門医研修会(3/15)

===========================
明海大学は，浦安キャンパス（保健医療学部 他）と坂戸キャンパス（歯学部）の 2 つのキャンパスを有しております．本年
度から，浦安キャンパスにも勤務するようになり，今までなかった電車通勤を経験しております．この浦安キャンパスは，国
内屈指のアミューズメントスポットである東京ディズニーリゾートから 5 キロの場所に位置しており，新浦安駅が最寄りとな
ります．朝の出勤時刻には，多くのビジネスマンと併せて，リゾートを訪れる元気いっぱいなゲストに遭遇します．一方，帰
宅時刻には，楽しかった思いとともに多くのお土産を手にして帰宅する姿を目にします．ここ舞浜駅を通過することは，私に
とって元気を獲得するパワースポットとなっております．多くのゲストが魅了され，この場所を幾度となく訪れることもわか
る気がします．
本年度の最後の支部活動として，3/15（日）東京支部専門医研修会（東京医科歯科大学）が開催されます．皆様，奮ってご
参加ください．また，第 129 回学術大会の事前参加登録が始まっております．5/13（水）までにご登録くださいますようお願
い申し上げます．文責 岡本和彦（明海大）
（次号は 2/21：長島）
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★JPR 出版契約・投稿先 URL 変更
★東京支部専門医研修会(3/15)
★西関東支部 Eastlake Award
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（6/26-28）
★認定医・専門医試験(6/26)
★矢谷博文先生：日本歯科医学会会長賞受賞
★日補綴会誌最新号 12(1)発行
★学会事務局移転(2/1)
★12th AAO:10/23-25 台湾
★92nd APS（米国補綴学会）2/20 会員用事前登録あり
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23
★支部専門医研修会：東京 3/15
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：WS 案内(3/12)
★日本歯科医学会からの情報：HP 更新，中医協資料
★日本歯学系学会協議会からの情報：国際歯科学士会（ICD）
★スマートミール事務局からの情報：研修会
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★JPR 出版契約・投稿先 URL 変更
2021 年以降の出版契約先がエルゼビアジャパンから J-STAGE へ変更となります。2 月 14 日以降の新規投稿につきましては論文
査読システムを EM（Editorial Manager）に変更し、投稿先 URL が変更されます。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_193847.pdf
★東京支部専門医研修会
3/15(日)13:00-15:00 東京医科歯科大学
「最新のデジタルデンティストリー」
高橋英和 先生，三浦宏之 先生
http://www.hotetsu.com/s3_06.html#301125
★西関東支部 Eastlake Award
飯沼陽平先生（鶴見大）
，篠原優太先生（鶴見大）
http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/c_1439.html
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（宿泊予約開始）
6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
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大会長：古谷野 潔（九州大）
https://jps129.com
事前参加登録〆切 5/13
https://jps129.com/registration.html
★認定医・専門医試験(6/26)
6/26(金)15:00-15:50，福岡国際会議場
申請〆切 5/22(金)
https://jps129.com/exam.html
★矢谷博文先生：日本歯科医学会会長賞受賞
日本歯科医学会より，本学会元理事長の大阪大学矢谷博文先生の令和元年度日本歯科医学会会長賞受賞が決定した旨連絡があ
りました。
矢谷先生の永年にわたる研究，教育，臨床の成果に対する受賞であり，本学会を代表して，矢谷先生に心よりお祝いを申し上
げます。
なお，授賞式は，本年 2 月 17 日（月）に，日本歯科医学会第 102 回評議員会の際に行われます。
★日補綴会誌最新号 12(1)発行（HP 公開は準備中）
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/list/-char/ja
★学会事務局移転(2/1)
〒105-0014 東京都港区芝 2 丁目 29 番 11 号
TEL：03-6722-6090，FAX：03-6722-6096

高浦ビル 4 階

★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）
抄録登録 2/20～，参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★92nd APS（米国補綴学会）
92nd Annual Meeting of the AMERICAN PROSTHODONTIC SOCIETY（APS）
2/20(木)-21(金） Swissotel, Chicago, IL, USA
http://www.prostho.org
JPS 会員用事前登録専用 Website（協定を結んでおり割安）2/18 まで
https://www.prostho.org/cgi/page.cgi?_id=3057&fee=3696
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限： 7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東京支部
3/15(日)13:00-15:00 東京医科歯科大学
「最新のデジタルデンティストリー」
高橋英和 先生，三浦宏之 先生
http://www.hotetsu.com/s3_06.html#301125
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
事前登録〆4/30
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
令和元年度クラスター研究会第 1 回ワークショップ開催について
3/12（木）9:45-17:00，日本歯科大学生命歯学部
参加費：無料，締切：2/20（木）午前必着（メール）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_195338.pdf
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http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_195828.pdf
★日本歯科医学会からの情報
ホームページ更新について、情報提供戴きました。
・日本歯科医学会ホームページ
http://www.jads.jp/index.html
・住友雅人 学会長ご挨拶 2.3 月号
https://www.jads.jp/about/greeting.html
・
「四百字の唄」
http://www.jads.jp/fourhundred/index.html
第 48 回 森山啓司／日本歯科医学会理事
第 47 回 佐藤真奈美／日本歯科医学会理事
第 46 回 大川周治／日本歯科医学会理事
・専門分科会・認定分科会学術大会抄録集 2019
https://www.jads.jp/document/index.html
中央社会保険医療協議会 総会（第 451 回）答申書（歯科抜粋）
データについて情報提供戴きました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003_00002.html
短冊歯科抜粋
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_195048.pdf
歯科新旧対照表
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_195150.pdf
答申書附帯意見
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_195241.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
日本デジタル歯科学会の 2019 年度冬季セミナー
2/23（日）13：00～16：00，東京医科歯科大学
参加費：会員 3,000 円、非会員 4,000 円
事前登録：2 月 7 日（金）17：00 まで、定員 80 名
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
国際歯科学士会（ICD）日本部会 冬季集会
3/8(日)12:30-17:30 日本歯科大学 生命歯学部 100 周年記念館
（ICD 会員のご紹介者は無料）
http://www.icd-japan.gr.jp/jigyou/pdf/2019touki_flyer.pdf
日大歯学第 93 巻 2 号（日本大学歯学会）学会誌の目次と表紙
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_194923.pdf
★スマートミール事務局からの情報
第 28 回日本給食経営管理学会研修会
2/19（水）東京国際フォーラム
https://kyushoku.net/guidance-of-meeti…/workshop/workshop28/
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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東京支部専門医研修会(3/15)延期

===========================
今年は暖冬で降雪量が異常に少なく、地球温暖化による影響を真剣に心配させるような気候が続きました。立春後も、初夏
を思わせる温暖な日があったかと思うと、翌日には真冬の気温を経験するなど、体調の管理に苦心しておられる方も多いので
はないかと思います。一方で、季節は確実にすすんでおり、あちこちで春の兆しが感じられるようになってきました。穏やか
に晴れた休日に、人混みを避けたのどかな山村を家族と散策したところ、梅の花がきれいに咲き誇り、まだ十分になれていな
いウグイスの鳴き声を聞くことができました。普段運動をサボっている体には結構きつく感じましたが、しっかりと心の充電
を終えることができました。
ところで、新型コロナウイルスによる感染が急速に拡大し、日常生活への影響が大きくなっています。2 月 20 日に厚生労働
省がイベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージを公表したあと、各地でイベントの延期あるいは中止が相次いでいる
と聞きます。本学会でも、東京支部専門医研修会が延期となりました。さらに、感染拡大が収束するまでにはまだ４～５ヵ月
必要との見方もあると聞きます。会員の皆様におかれましては、色々な情報に惑わされることなく、手洗いを励行する、アル
コール消毒薬を活用するなど感染機会を減らすための工夫に努めながら、公的な機関による最新の情報に注意しつつ、体調管
理に努めて頂きたく思います。
文責 長島 正（大阪大）
（次号は 3/13：近藤）
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★東京支部専門医研修会(3/15)延期
★矢谷博文先生：日本歯科医学会会長賞受賞式
★事務局移転後，最初の理事会
★イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ(厚労省）
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（6/26-28）
★認定医・専門医試験(6/26)
★日補綴会誌最新号 12(1)発行
★学会事務局移転(2/1)
★12th AAO:10/23-25 台湾
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23
★JPR 出版契約・投稿先 URL 変更
★西関東支部 Eastlake Award
★支部専門医研修会：東京 3/15（中止）
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本顎関節学会からの情報：顎関節症の診断基準
★日本歯科医学会連合からの情報：WS 延期(3/12)
★日本歯科医学会からの情報：HP 更新，中医協資料
★日本歯学系学会協議会からの情報：国際歯科学士会（ICD）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★東京支部専門医研修会(3/15)延期
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から，来年度に延期することと致しました．
ご準備を戴きました関係者の皆様ならびに御参加を予定されていらした会員の皆様には，大変申し訳ございませんが，ご了
承戴けましたら幸いに存じます．
なお，延期後の詳細につきましては後日あらためて連絡致します．
http://www.hotetsu.com/member.html
★矢谷博文先生：日本歯科医学会会長賞受賞式（2/17)
本学会元理事長の大阪大学矢谷博文先生が日本歯科医学会会長賞受賞を贈呈されました。矢谷先生の永年にわたる研究，教
育，臨床の成果に対する受賞であり，本学会を代表して，矢谷先生に心よりお祝いを申し上げます。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety/
★事務局移転後，最初の理事会(2/14)
事務局が新しく広くなった初めての理事会が開催されました。
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事務局移転を祝う会もありました。
快適に，さらに効率よく業務が進行する事でしょう。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety/
★イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ(厚労省 2/20）
「現時点では一律の自粛要請を行うものではないが，
開催の必要性を改めて検討していただきたい」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00002.html
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（宿泊予約開始）
6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
https://jps129.com
事前参加登録〆切 5/13
https://jps129.com/registration.html
★認定医・専門医試験(6/26)
6/26(金)15:00-15:50，福岡国際会議場
申請〆切 5/22(金)
https://jps129.com/exam.html
★日補綴会誌最新号 12(1)発行（最新号は会員のみ閲覧可）
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/list/-char/ja
★学会事務局移転(2/1)
〒105-0014 東京都港区芝 2 丁目 29 番 11 号
TEL：03-6722-6090，FAX：03-6722-6096

高浦ビル 4 階

★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）
抄録登録 2/20～，参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限： 7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★JPR 出版契約・投稿先 URL 変更
2021 年以降の出版契約先がエルゼビアジャパンから J-STAGE へ変更となりました。2 月 14 日以降の新規投稿につきましては論
文査読システムを EM（Editorial Manager）に変更し、投稿先 URL が変更されました。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_193847.pdf
★西関東支部 Eastlake Award 授与
飯沼陽平先生（鶴見大）
，篠原優太先生（鶴見大）
http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/c_1439.html

★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東京支部（延期）
3/15(日)13:00-15:00 東京医科歯科大学
http://www.hotetsu.com/s3_06.html#301125
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
事前登録〆4/30
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
●●３．関連団体から
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★日本顎関節学会より
顎関節症の診断基準（2019）と診断決定樹の作成
http://kokuhoken.net/jstmj/medical/recently.html
★日本歯科医学会連合からの情報
令和元年度クラスター研究会第 1 回ワークショップ開催について
3/12（木）予定でしたが延期になりました。
★日本歯科医学会からの情報
ホームページ更新について、情報提供戴きました。
・日本歯科医学会ホームページ
http://www.jads.jp/index.html
・住友雅人 学会長ご挨拶 2.3 月号
https://www.jads.jp/about/greeting.html
・
「四百字の唄」
http://www.jads.jp/fourhundred/index.html
第 48 回 森山啓司／日本歯科医学会理事
第 47 回 佐藤真奈美／日本歯科医学会理事
第 46 回 大川周治／日本歯科医学会理事
・専門分科会・認定分科会学術大会抄録集 2019
https://www.jads.jp/document/index.html
中央社会保険医療協議会 総会（第 451 回）答申書（歯科抜粋）
データについて情報提供戴きました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003_00002.html
短冊歯科抜粋
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_195048.pdf
歯科新旧対照表
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_195150.pdf
答申書附帯意見
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200210_195241.pdf
世界保健機関（WHO）による新型コロナウイルスに関する「疾病、傷害及び死因の統計分類第 10 版（ICD-10）
」における対応
（厚生労働省）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200219_090722.pdf
都道府県別医療事故報告件数（日本医師会）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200219_090857.pdf
2019 年度患者レジストリ及びコホート研究調査（第 3 回）の周知のお願い
（国立国際医療研究センター臨床研究センター）
調査依頼状 http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200219_090954.pdf
調査方法 http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200219_091048.pdf
協力依頼 http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200219_091142.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
国際歯科学士会（ICD）日本部会 冬季集会
3/8(日)12:30-17:30 日本歯科大学 生命歯学部 100 周年記念館
（ICD 会員のご紹介者は無料）
http://www.icd-japan.gr.jp/jigyou/pdf/2019touki_flyer.pdf
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JPS メルマガ 180 2020/3/13 4 月 12 日は「補綴（ほてつ）の日」
===========================
某国から発せられたコロナウイルス感染拡大の影響で、世界中が混乱している状況下、会員の先生方におかれましても、
様々な困難と日々格闘されているのではないかと推察申し上げます。
そのような状況下であっても、歯の問題を抱えている方の来院は止まず、先生方も日々診療に尽力されていることと思いま
す。患者さんのためにも、我々が健康でなければならないと改めて思いなおす日々であります。同時に一日も早く平穏な日常
が戻り、学会等で会員の先生方と討論できるようになることを祈念しております。
文責 近藤尚知（岩手医大）
（次号は 3/27：堀一浩）
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★4 月 12 日は「補綴（ほてつ）の日」
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（6/26-28）
★矢谷博文先生：日本歯科医学会会長賞受賞式
★認定医・専門医試験(6/26)
★12th AAO:10/23-25 台湾
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23
★支部専門医研修会：東京 3/15（延期）
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会:6/12-14
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：
★日本歯科医学会からの情報：
★日本歯学系学会協議会からの情報：
★日本咀嚼学会「咀嚼と健康ファミリーフォーラム」開催報告
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★4 月 12 日は「補綴（ほてつ）の日」
一般社団法人日本記念日協会（https://www.kinenbi.gr.jp/）へ 4 月 12 日を「補綴（ほてつ）の日」として申請し，記念日登
録にふさわしいと判定されました。正式登録や記念イベントなどが準備中です。
4(フォ－) 10(テン) 2(ツー)で「フォーテンツ」→「ホテツ」の語呂合わせです。
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（宿泊予約開始）
6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
https://jps129.com
事前参加登録〆切 5/13
https://jps129.com/registration.html
★矢谷博文先生：日本歯科医学会会長賞受賞式（2/17)
本学会元理事長の大阪大学矢谷博文先生が日本歯科医学会会長賞受賞を贈呈されました。矢谷先生の永年にわたる研究，教
育，臨床の成果に対する受賞であり，本学会を代表して，矢谷先生に心よりお祝いを申し上げます。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety/
★認定医・専門医試験(6/26)
6/26(金)15:00-15:50，福岡国際会議場
申請〆切 5/22(金)
https://jps129.com/exam.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）
参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
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★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限： 7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/

★支部専門医研修◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
東京支部専門医研修会(3/15)延期
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から，来年度に延期することと致しました．
ご準備を戴きました関係者の皆様ならびに御参加を予定されていらした会員の皆様には，大変申し訳ございませんが，ご了
承戴けましたら幸いに存じます．
なお，延期後の詳細につきましては後日あらためて連絡致します．
http://www.hotetsu.com/member.html
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会
6/12（金）～14（日）
：奈良春日野国際フォーラム
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200228_085554.pdf
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
事前登録〆4/30
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

●●３．関連団体から

★日本歯科医学会連合からの情報

★日本歯科医学会からの情報

★日本歯学系学会協議会からの情報
★日本咀嚼学会「第 25 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム」の開催報告
（本会が後援）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200228_085646.pdf
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JPS メルマガ 181 2020/3/27 保険改定のビデオ公開
===========================
新型コロナウイルス感染症の影響がまだまだ収束しません．会員の皆様方におかれましては，その対応で大変な状況の方も
多いことと拝察いたしますが，くれぐれもご自愛いただきますようお祈り申し上げます．
今年は２年に一度の診療報酬改定の年に当たっています．診療報酬改定の説明会なども中止となることが多いなか，情報収
集に苦慮されている先生方もおられるのではないでしょうか？補綴関係の改定としては，初・再診療の改定だけでなく，口腔
機能管理料の独立点数化，CAD／CAM 冠の適応拡大，生活歯歯冠形成時の象牙質レジンコーティング，広範囲顎骨支持型補綴の
要件見直し，睡眠時歯科筋電図検査の新設，在宅診療患者における咬合印象，接着ブリッジ装着時の内面処理加算，顎顔面補
綴における軟質材料の適用など，多くの項目が挙げられます．一方で，金銀パラジウム合金の価格問題は解決には至っていな
いようです．まだまだ落ち着かない日々が続きますが，私もこれから勉強します．
文責 堀一浩（新潟大）
（次号は 4／10：鈴木恭典）
学会フェイスブックに「いいね！」
「フォロー」
「シェア」をお願いします．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★保険改定に関しての厚労省歯科担当者の説明のビデオ公開
★理事会・委員長会を Web 会議で開催
★日本歯学系学会協議会より：岡山歯学会雑誌発行
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（6/26-28）
★4 月 12 日は「補綴（ほてつ）の日」
★認定医・専門医試験(6/26)
★12th AAO:10/23-25 台湾
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23
★支部学術大会の抄録集を順次公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会:6/12-14
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：
★日本歯科医学会からの情報：
★日本歯学系学会協議会からの情報：
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★今回の保険改定に関しての厚労省歯科担当者からの説明のビデオが You tube にアップされています。1 時間弱ですが，なか
なか良く出来ています。補綴関連に関しては，学会としても解説を準備中です。
https://www.youtube.com/watch?v=epX75-nBe9E&list=PLMG33RKISnWjXaWGfCjwaEnFg43B9ZGCG&index=12&t=120s
★理事会・委員長会を Web 会議で開催
3 月 27 日の理事会・委員長会・支部長会は，新型コロナ対策のため Zoom を用いた Web 会議として開催します。
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（宿泊予約開始）
6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
https://jps129.com
事前参加登録〆切 5/13
https://jps129.com/registration.html
★4 月 12 日は「補綴（ほてつ）の日」
一般社団法人日本記念日協会（https://www.kinenbi.gr.jp/）へ 4 月 12 日を「補綴（ほてつ）の日」として申請し，記念日登
録にふさわしいと判定されました。正式登録や記念イベントなどが準備中です。
4(フォ－) 10(テン) 2(ツー)で「フォーテンツ」→「ホテツ」の語呂合わせです。
★認定医・専門医試験(6/26)
6/26(金)15:00-15:50，福岡国際会議場
申請〆切 5/22(金)
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https://jps129.com/exam.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）
参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限： 7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会の抄録集を HP に順次公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会
6/12（金）～14（日）
：奈良春日野国際フォーラム
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200228_085554.pdf
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
事前登録〆4/30
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml

●●３．関連団体から

★日本歯科医学会連合からの情報

★日本歯科医学会からの情報

★日本歯学系学会協議会からの情報
「岡山歯学会雑誌 第 38 号第 2 号」
（岡山歯学会）が発行されました
http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/dent/ods/journal/archives.html
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JPS メルマガ 182 2020/4/10 129 回学術大会：誌上＋ Web 開催
===========================
各地からの花便りが届く季節となりました。新年度を迎え会員の皆様もあわただしい毎日を送られていることと思います。
わが大学は総持寺の緑豊かな境内に隣接して建っており，とりわけこの時期は参道の緑がまぶしく，早朝はすがすがしさを感
じられます。例年ですと全学部合同開催で入学式が行われ多くの新入生を迎えていますが，今年は新型コロナウイルスの影響
で取りやめになりました。現在，東京オリンピック，パラリンピックをはじめ各種イベントの自粛，延期が決定し，日本補綴
歯科学会第 129 回学術大会も誌上と Web 会議システムの併用開催になりました。会員の皆様方におかれましてもマスク不足，
感染予防など大変な状況ではありますが，体調を崩されませんよう，くれぐれもご自愛下さい。
文責 鈴木恭典（鶴見大）
（次号は 4／24：新村弘子）
最新の情報は学会フェイスブックで。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★129 回学術大会（6/26-28）
：誌上と Web 会議システムの併用を検討中
★事務局臨時休業（4/7-19）
★4 月 12 日は「補綴（ほてつ）の日」
★新型コロナウィルスに関する情報提供 2
★日本歯科医学会からの情報提供：新型コロナウィルス関連など 3 件
★日本歯学系学会協議会からの情報提供：口腔顔面痛学会
★基本的な考え方（保険診療に係わる適用として）公開
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会（6/26-28）
：誌上と Web 会議システムの併用を検討中
★理事会・委員長会を Web 会議で開催
★保険改定に関しての厚労省歯科担当者の説明のビデオ公開
★認定医・専門医試験(6/26)：検討中
★12th AAO:10/23-25 台湾
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23
★支部学術大会の抄録集がすべて公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会:6/12-14
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：
★日本歯科医学会からの情報：3 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：岡山歯学会雑誌
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★【第 129 回学術大会について（第 2 報】 理事長 大川周治
誌上と Web 会議システムを併用する形態で開催しますが、詳細は 4/20 の週を目途にお知らせ予定です。
事前登録は詳細が決まる(4/20 の週)までお待ちください。
なお、通常の開催形式ではないため、懇親会は行いません。
学術大会・懇親会の事前登録の取り消しについても、4/20 の週までに、社員 ML・学会 HP・学術大会 HP 等でお知らせしま
す。
感染の拡大傾向が増しています。健康にご留意ください。
http://www.hotetsu.com/c_1762.html
★事務局臨時休業（4/7-19）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を受け，4/7-19 を臨時休業とします。メール（hotetsugakkai01@hotetsu.org）については、通常通り確認・返信できます。ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力くだ
さい。
http://www.hotetsu.com/c_1763.html
★4 月 12 日は「補綴（ほてつ）の日」
一般社団法人日本記念日協会（https://www.kinenbi.gr.jp/）から， 4 月 12 日を「補綴（ほてつ）の日」として正式に認定
されました。記念イベント等は準備中。
4(フォ－) 10(テン) 2(ツー)で「フォーテンツ」→「ホテツ」の語呂合わせです。
http://www.hotetsu.com/files/files_416.pdf
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https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
★新型コロナウイルスに関する情報提供 2：エルゼビア・ジャパン社から
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200401_192033.pdf
★日本歯科医学会からの情報提供
新型コロナウイルス感染症関連情報として５つの分科会 HP の情報を掲載
https://www.jads.jp/what/index.html
歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集いの演題募集要
https://www.jads.jp/2020/0401/index.html
第 24 回日本歯科医学会学術大会併催分科会および地区歯科医師会 Q＆A
https://www.jads.jp/24thGM/Q&A_20200403.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報提供
News Letter 第 40～46 号（日本口腔顔面痛学会）を HP に掲載
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877%C2%A0
★基本的な考え方（保険診療に係わる適用として）学会 HP 公開
失活前歯の前処置としての築造
http://www.hotetsu.com/files/files_418.pdf
シリコーンゴム印象材による咬合印象法
http://www.hotetsu.com/files/files_419.pdf
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会：誌上と Web 会議システムの併用を検討中
6/26(金)-28(日) 福岡国際会議場
大会長：古谷野 潔（九州大）
https://jps129.com
事前参加登録（4/20 まで停止中）
★理事会・委員長会を Web 会議で開催
新型コロナ対策のため，3 月 27 日の会務連絡会・理事会・委員長会・支部長会が WEB 上で行われました。最初は少し戸惑いも
ありましたが，リスクも減り，費用と時間の節約にもなりました。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
★今回の保険改定に関しての厚労省歯科担当者からの説明のビデオが You tube にアップされています。1 時間弱ですが，なか
なか良く出来ています。補綴関連に関しては，学会としても解説を準備中です。
https://www.youtube.com/watch?v=epX75-nBe9E&list=PLMG33RKISnWjXaWGfCjwaEnFg43B9ZGCG&index=12&t=120s
★認定医・専門医試験(6/26)：検討中
6/26(金)15:00-15:50，福岡国際会議場
申請〆切 5/22(金)
https://jps129.com/exam.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）
参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限： 7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会の抄録集がすべて HP に公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会（検討中）
6/12(金)-14(日)：奈良春日野国際フォーラム
https://www.jsdpa.jp/61th/
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★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
事前登録〆4/30
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
開催時期の延期、開催方法の変更を含めて検討中
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
★日本歯科医学会からの情報
日本歯科医学会 HP に「学会長ご挨拶 令和 2 年 4 月号」を掲載
「新型コロナウイルス感染症の歯科的症状」
https://www.jads.jp/about/greeting.html
「歯科診療に関する基本的な考え方(令和 2 年度版）
」を HP で公開
【日本歯科医学会発信の基本的な考え方】
・歯周病の治療に関する基本的な考え方
・口腔機能低下症に関する基本的な考え方
・口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方
・筋電計による歯ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え方
【各分科会発信の基本的な考え方（保険診療に係わる適用として）
】
・口腔粘膜の蛍光観察検査に関する基本的な考え方
・失活前歯の前処置としての築造に関する基本的な考え方
・シリコーンゴム印象材による咬合印象法の基本的な考え方
https://www.jads.jp/basic/index.html
歯科用金銀パラジウム合金の価格高騰への対応（日本歯科医師会）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200331_174126.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
「岡山歯学会雑誌 第 38 号第 2 号」
（岡山歯学会）が発行されました
http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/dent/ods/journal/archives.html
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JPS メルマガ 183 2020/4/24 第 129 回学術大会（第 3 報）
===========================
4 月の誕生石がダイヤモンドであることをご存知ですか？
ダイヤモンドには純潔・清浄無垢・純愛・永遠の絆という宝石言葉があります。ダイヤモンドが「永遠の絆」の象徴とされて
いることから、ダイヤモンドを贈るということは、永遠の絆を贈るという意味合いが含まれているので、
「輝くような美と金運
に恵まれ、愛に満ちた家庭を築ける」と信じられ、エンゲージリングやマリッジリングに多く選ばれているそうです。二人の
愛が永遠につづき、いつまでも幸せな日々をすごせるように願いを込めて、ダイヤモンドを贈る習慣が生まれたのでしょう。
そして、ネックレス、指輪、イヤリング、ピアス、ブレスレットなど、何に添えても美しく輝き、身に着ける人の魅力を高
めます。私は今年で結婚 14 年目に入りました。初心を忘れず、私の周りにいる人たちが常に輝いていられるよう、また、たま
には自分も輝ける、ダイヤモンドのような気品のある女性になりたいです。
最後になりましたが、コロナウィルスが世界中で猛威を振るっています。感染防止策を徹底し、一刻も早く普段通りの生活
ができるよう心がけましょう。
文責 新村弘子（東海支部）次号は 5/15(3 週後）飯島
最新の情報は学会フェイスブックで。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会について（第 3 報）
★JPS student clinical skills competition 最終審査中止
★認定医・専門医試験(6/26)：延期
★新型コロナウイルス感染症の注意喚起情報を学会 HP 掲載
★学会事務局臨時休業延長（5/6 水まで）
●●１．本学会からのお知らせ
★12th AAO:10/23-25 台湾
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23
★基本的な考え方（保険診療に係わる適用として）公開
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会:6/12-14
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21（時期・方法を検討中）
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：
★日本歯科医学会からの情報：3 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：日本口腔顔面痛学会
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会について（第 3 報）
誌上・Web 会議システム，参加登録の詳細が決まりました．
・専門医ケープレ，認定医・専門医試験，イブニングセッション：延期
・国際セッション，ハンズオン，ランチョン，懇親会等：中止
・課題口演：Zoom で発表し，指定質疑あり．優秀賞あり
・一般口演：抄録集への掲載のみ（発表実績になります）
・ポスター：e ポスター（討論なし，email で質問）企業冠賞予定
・特別講演・シンポジウム：Zoom で発表，Google Form で質疑応答
・参加登録（事前のみ）
： 6/12 金 17：00 まで
（口演・ポスターの筆頭発表者は，事前参加登録が必須）
多くの方々の，ご参加・ご視聴をお待ちしています．
詳細は http://www.hotetsu.com/member.html
★JPS student clinical skills competition 最終審査中止
コロナ禍のため 6/14 予定の最終審査を中止し，
8 名の最終審査進出者を最終選考優秀賞として表彰します。
http://www.hotetsu.com/member.html
★認定医・専門医試験(6/26)：延期
http://www.hotetsu.com/member.html
★新型コロナウイルス感染症の注意喚起情報を学会 HP へ掲載
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http://www.hotetsu.com/c_1764.html
★学会事務局臨時休業延長（5/6 水まで）
本会事務局は COVID-19 の拡大防止のため、4/19(日)まで臨時休業予定でしたが、緊急事態宣言を受け、5/6(水)まで延長しま
す。
なお、メールは、通常通り確認・返信できます。
5/7(木)より通常業務予定ですが、さらに延期する場合があります。
ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどお願いします。
http://www.hotetsu.com/c_1763.html
●●１．本学会からのお知らせ
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）
参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限： 7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★基本的な考え方（保険診療に係わる適用として）学会 HP 公開
失活前歯の前処置としての築造
http://www.hotetsu.com/files/files_418.pdf
シリコーンゴム印象材による咬合印象法
http://www.hotetsu.com/files/files_419.pdf
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会（検討中）
6/12(金)-14(日)：奈良春日野国際フォーラム
http://www.jsdpa.gr.jp/
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
6/20(土)-21(日) パシフィコ横浜 ノース
事前登録〆4/30
www.gerodontology.jp/event/001422.shtml
開催時期の延期、開催方法の変更を含めて検討中
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報

★日本歯科医学会からの情報提供
新型コロナウイルス感染症関連情報として５つの分科会 HP の情報を掲載
https://www.jads.jp/what/index.html
歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集いの演題募集要
https://www.jads.jp/2020/0401/index.html
第 24 回日本歯科医学会学術大会併催分科会および地区歯科医師会 Q＆A
https://www.jads.jp/24thGM/Q&A_20200403.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
News Letter 第 40～46 号（日本口腔顔面痛学会）を HP に掲載
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877%C2%A0
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================

640
JPS メルマガ 184 2020/5/15 第 129 回学術大会の事前登録を
===========================
新型コロナウイルスにより多くの大学で入学式が中止となり、授業はオンライン講義という新年度のスタートになりまし
た。臨床の現場では診療のためのマスク・グローブ・アルコール等消毒用薬品が不足し、なんとか確保できたとしても以前よ
りはるかに高い価格に苦慮しています。感染のリスクを下げる為、アポイントの間隔を長くしたり、急患以外は予約を入れな
いようにしたり、定期メンテナンスを先延ばしにしたりと苦しい状況が続いています。会議も対面ではなくＷｅｂ会議やメー
ル等を使ったものになりました。慣れないＷｅｂ会議は上手くアクセス出来なかったり、手間取ったりと悪戦苦闘が続いてい
ますが、その一方でネット上には正しいマスクの付け方や手洗いの勧め等の大切な動画情報がみられます。この様な時こそメ
ルマガを有効に活用したいものです。
文責 飯島裕之（東京支部）次号は 5/29 松浦
最新の情報は学会フェイスブックで。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会の事前登録について
★第 129 回学術大会課題口演ファイナリスト決定
★日本歯科医学会から：タイムスタディー調査結果
★事務局再開(5/7～，10:30-16:30)
★日本補綴歯科学会誌最新号 12(2)，2020/4 を公開
●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会について（第 3 報）：誌上と Web 会議詳細
★認定医・専門医試験(6/26)：延期
★JPS student clinical skills competition 最終審査中止
★12th AAO:10/23-25 台湾
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23
★新型コロナウイルス感染症の注意喚起情報を学会 HP 掲載
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会:6/12-14（誌上開催）
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21（11/7-8 に延期）
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：
★日本歯科医学会からの情報：2 件
★日本歯学系学会協議会からの情報
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会の事前登録について
【歯科界初！誌上と Web 開催の第 129 回学術大会】 事前参加登録始まる
ご自宅でリラックスしながら、学会をリアルタイムで視聴できる絶好のチャンスです。旅費や移動は不要で、研修単位も取得
できます。下記の URL から事前参加登録を行ってください。
・ID，パスワードを取得すれば、視聴時のログイン記録が履修証明となり、4 単位取得できます。メインシンポジウムもしく
は専門医研修会を視聴すれば、4 単位が別に取得できます。
・事前参加登録のみで、締め切りは 2020 年 6 月 12 日（金）17：00 まで。
なお、筆頭発表者（課題口演，一般口演，ポスター発表）は事前参加登録が必須です。
・福岡国際会議場会議室では Web システムの管理のみを行いますので，お越し頂いても講演は行われず，聴講もできませんの
でご注意ください。
多くの方々の事前参加登録をお待ちしています。
https://jps129.com/registration.html
★第 129 回学術大会課題口演ファイナリスト決定
28 名の応募について厳正な審査を行い，以下の 9 名が選ばれました。
6/27 土 AM に口演を行い，審査があります。
●分野 1: Smart prosthodontics
伊藤崇弘（鶴見大）
，岩内洋太郎（昭和大）
，三野卓哉（岡山大）
●分野 2: 臨床エビデンス
楠本友里子（昭和大）
，林 葉子（医歯大）
，横山友徳（岡山大）
●分野 3: バイオロジー
足立奈織美（九州大）
，岩浅匠真（徳島大）
，久山晃太郎（大阪大）
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http://www.hotetsu.com/c_1770.html
★日本歯科医学会から：タイムスタディー調査２０１９年度版（中間調査）
有床義歯咀嚼機能検査，軟質材料床内面適合法，舌接触補助床，術後即時顎補綴装置，高強度硬質レジンブリッジなどの必要
時間の調査結果です。
https://www.jads.jp/time_study/index.html
★事務局再開(5/7～，10:30-16:30)
本会事務局は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を防止するため、5/6 水まで臨時休業しておりました。
5/7 木より業務を開始致しますが、当分の間 10 時 30 分〜16 時 30 分
と通常より 1 時間遅く業務を開始し、1 時間早く業務を終了します。
なお、メール（hotetsu-gakkai01＠hotetsu.org）につきましては、通常通り確認・返信できる環境です。
今後の政府の発表等の状況を踏まえて業務時間を変更する場合があります。
ご不便とご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどお願いします。
★日本補綴歯科学会誌最新号 12(2)，2020/4 を公開
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/list/-char/ja
●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会について（第 3 報）
誌上・Web 会議システム，参加登録の詳細が決まりました．
・専門医ケープレ，認定医・専門医試験，イブニングセッション：延期
・国際セッション，ハンズオン，ランチョン，懇親会等：中止
・課題口演：Zoom で発表し，指定質疑あり．優秀賞あり
・一般口演：抄録集への掲載のみ（発表実績になります）
・ポスター：e ポスター（討論なし，email で質問）冠企業賞予定
・特別講演・シンポジウム：Zoom で発表，Google Form で質疑応答
・参加登録（事前のみ）
： 6/12 金 17：00 まで
（口演・ポスターの筆頭発表者は，事前参加登録が必須）
多くの方々の，ご参加・ご視聴をお待ちしています．
詳細は http://www.hotetsu.com/member.html
★認定医・専門医試験(6/26)：延期
http://www.hotetsu.com/files/files_422.pdf
★JPS student clinical skills competition 最終審査中止
コロナ禍のため 6/14 予定の最終審査を中止し，
8 名の最終審査進出者を最終選考優秀賞として表彰します。
http://www.hotetsu.com/files/files_423.pdf
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）
参加登録 4/30～
http://www.aao2020.tw
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）
事前登録期限： 7/30 まで（第 2 期）
https://www.aap-indonesia.com/
★新型コロナウイルス感染症の注意喚起情報を学会 HP へ掲載
http://www.hotetsu.com/c_1764.html
●●２．関連学会の学術大会等の開催
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会（誌上開催）
http://www.jsdpa.gr.jp/
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7-8 に延期（東京医科歯科大学）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
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★日本歯科医学会からの情報提供
歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集いの演題募集要
https://www.jads.jp/2020/0401/index.html
都道府県別医療事故報告件数（R2.3 末）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200501_091444.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
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JPS メルマガ 185 2020/5/29 第 129 回学術大会の参加登録〆切迫る
===========================
COVID-19 による世の中への影響は少なくとも 2 年くらい続きそうで，大変な世の中になったと思わされる日々ですが，しか
しながら，科学はすごいなあ，と思わされる日々でもあります．山中教授らが出演している NHK の特別番組を見ていると，ビ
ッグデータ，すなはち，世の中に出版された COVID-19 に関するありとあらゆる症例報告，論文を AI で分析すると，COVID-19
は肺に特化するというよりも，全身の血管に作用するウイルスであることが分かってきたようです．マスコミのいい加減な報
道に振り回される毎日ですが，恣意的ではなく，客観的な考えでもって物事を判断することが，やはり非常に大事であること
を再認識させられます．補綴学会の事前参加登録は 6 月 12 日までです．Don't miss it!
文責 松浦尚志（福歯大）次号は 6/12 田地
最新の情報は学会フェイスブックで。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会の参加登録〆切迫る（6/12 金 17:00)
★Letter for Members 66 号(May 2020)公開
★エルゼビア、豊富なリソースの無料提供をさらに拡大
★「純チタン 2 種」が区分 C2 で保険収載（2020 年 6 月～）
★歯科医師による COVID-19 の PCR 検査検体採取教育研修実施
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID19 の影響で延期 2021/7/9-11
●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会の事前登録について
★第 129 回学術大会課題口演ファイナリスト決定
★第 129 回学術大会について（第 3 報）：誌上と Web 会議詳細
★認定医・専門医試験(6/26)：延期
★日本補綴歯科学会誌最新号 12(2)，2020/4 を公開
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23（延期を検討中）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会:6/12-14（誌上開催）
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21（11/7-8 に延期）
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：0 件
★日本歯科医学会からの情報：3 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：1 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会の参加登録〆切迫る（6/12 金 17:00：延長無し)
在宅・オフィスでの聴講で単位取得可能！
〆切後の参加登録は一切できません（すなわち，参加できません）
。
https://jps129.com/registration.html
★Letter for Members 66 号(May 2020)公開
支部学術大会，関連国際学会，プロソ'19 の報告など
http://www.hotetsu.com/s4_02.html
★エルゼビア、豊富なリソースの無料提供をさらに拡大
新型コロナウイルスに取組む生物医学・科学研究者を支援
https://www.jrs.or.jp/uploads/uploads/files/information/COVID-19_Elsevier.pdf
★「純チタン 2 種」が区分 C2 で保険収載（2020 年 6 月～）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000629561.pdf
★歯科医師による COVID-19 の PCR 検査検体採取教育研修実施
日本歯科医師会が，
「歯科医師による新型コロナウイルスの PCR 検査の検体採取に伴う E システム（e-learning）教育研修」を
実施されます。
非会員でも受講可能です。
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
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★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
参加登録開始時期：未定
http://www.aao2020.tw
●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会の事前登録について
【歯科界初！誌上と Web 開催の第 129 回学術大会】 事前参加登録始まる
ご自宅でリラックスしながら、学会をリアルタイムで視聴できる絶好のチャンスです。旅費や移動は不要で、研修単位も取得
できます。下記の URL から事前参加登録を行ってください。
・ID，パスワードを取得すれば、視聴時のログイン記録が履修証明となり、4 単位取得できます。メインシンポジウムもしく
は専門医研修会を視聴すれば、4 単位が別に取得できます。
・事前参加登録のみで、締め切りは 2020 年 6 月 12 日（金）17：00 まで。
なお、筆頭発表者（課題口演，一般口演，ポスター発表）は事前参加登録が必須です。
・福岡国際会議場会議室では Web システムの管理のみを行いますので，お越し頂いても講演は行われず，聴講もできませんの
でご注意ください。
多くの方々の事前参加登録をお待ちしています。
https://jps129.com/registration.html
★第 129 回学術大会課題口演ファイナリスト決定
28 名の応募について厳正な審査を行い，以下の 9 名が選ばれました。
6/27 土 AM に口演を行い，審査があります。
●分野 1: Smart prosthodontics
伊藤崇弘（鶴見大）
，岩内洋太郎（昭和大）
，三野卓哉（岡山大）
●分野 2: 臨床エビデンス
楠本友里子（昭和大）
，林 葉子（医歯大）
，横山友徳（岡山大）
●分野 3: バイオロジー
足立奈織美（九州大）
，岩浅匠真（徳島大）
，久山晃太郎（大阪大）
http://www.hotetsu.com/c_1770.html
★第 129 回学術大会について（第 3 報）
誌上・Web 会議システム，参加登録の詳細が決まりました．
・専門医ケープレ，認定医・専門医試験，イブニングセッション：延期
・国際セッション，ハンズオン，ランチョン，懇親会等：中止
・課題口演：Zoom で発表し，指定質疑あり．優秀賞あり
・一般口演：抄録集への掲載のみ（発表実績になります）
・ポスター：e ポスター（討論なし，email で質問）冠企業賞予定
・特別講演・シンポジウム：Zoom で発表，Google Form で質疑応答
・参加登録（事前のみ）
： 6/12 金 17：00 まで
（口演・ポスターの筆頭発表者は，事前参加登録が必須）
多くの方々の，ご参加・ご視聴をお待ちしています．
詳細は http://www.hotetsu.com/member.html
★認定医・専門医試験(6/26)：延期
http://www.hotetsu.com/files/files_422.pdf
★日本補綴歯科学会誌最新号 12(2)，2020/4 を公開
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/list/-char/ja
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→延期を検討中
詳細は決定し次第，https://www.aap-indonesia.com/
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本歯科医療管理学会第 61 回総会・学術大会（誌上開催）
http://www.jsdpa.gr.jp/
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7-8 に延期（東京医科歯科大学）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
●●３．関連団体から
★日本歯科医学会連合からの情報
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★日本歯科医学会からの情報提供
『新型コロナウイルス感染症に関する ＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施について』に関する
質疑応答集（Q&A）https://www.mhlw.go.jp/content/000630927.pdf
タイムスタディー調査２０１９年度版（中間調査）
有床義歯咀嚼機能検査，軟質材料床内面適合法，舌接触補助床，術後即時顎補綴装置，高強度硬質レジンブリッジなどの必要
時間の調査結果です。
https://www.jads.jp/time_study/index.html
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行について
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200513_085340.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200526_102817.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200526_102923.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200526_103025.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
新型コロナウイルス拡大の影響による各学会学術大会の対応
http://www.ucjds.jp/event/meet_list/
http://www.ucjds.jp/event/meet_list/file/meet_2020_covid-19.pdf
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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JPS メルマガ 186 2020/6/11 第 129 回学術大会の参加登録 6/12 まで
===========================
COVID-19 の影響がさまざまな所に出ており心配な日が続きますが，会員の皆様にはその対応で頑張っていらっしゃることと
思います．ここ数カ月間，人々の生活スタイルも変わり，私は休日をずっと自宅で過ごしていました．外出するのは犬の散歩
の時くらいで，体がなまって仕方がない感じが続いています．先日，娘がヨガマットを購入し自宅でヨガを始めたので，私も
真似てみることにしました．50 半ばの私にとってきついポーズもありますが，なんだか癖になりそうです．いよいよ 129 回学
術大会が迫ってまいりました．初めての誌上・Web 形式での開催となり，大会校の先生方には準備が大変だとお察しします．
この新しい開催形式へのチャレンジを成功させるためにも，多くの会員の皆様にご参加いただきたいと思います．事前参加登
録は明日 12 日 17 時です．登録締切の延長や当日参加登録はございませんので，お急ぎ登録ください．よろしくお願いいたし
ます．
文責 田地 豪（広島大）次号は 6/26 岡本
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会の参加登録〆切迫る,明日 12 日の 17:00 まで
★日本補綴歯科学会誌のホームページが改修
●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会の事前登録について
★第 129 回学術大会課題口演ファイナリスト決定
★認定医・専門医試験(6/26)：延期
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23（延期を検討中）
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★Letter for Members 66 号(May 2020)公開
★エルゼビア，豊富なリソースの無料提供をさらに拡大
★「純チタン 2 種」が区分 C2 で保険収載（2020 年 6 月～）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会:6/20-21（11/7-8 に延期）
★歯科医師による COVID-19 の PCR 検査検体採取教育研修実施
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：0 件
★日本歯科医学会からの情報：3 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：3 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会の参加登録〆切迫る，6/12 の 17:00 まで
在宅・オフィスでの聴講で単位取得可能！
すでに 2000 名以上が登録されています。
事前参加登録がないと，参加できないのでご注意下さい．
https://jps129.com/registration.html
★日本補綴歯科学会誌のホームページが改修され，
ONLINE ISSN を明確に表示するようにしました．
国立国会図書館のご指示に従ったものです．
http://www.hotetsu.com/s4_10.html
●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会の事前登録について
【歯科界初！誌上と Web 開催の第 129 回学術大会】 事前参加登録始まる
ご自宅でリラックスしながら，学会をリアルタイムで視聴できる絶好のチャンスです．旅費や移動は不要で，研修単位も取得
できます．下記の URL から事前参加登録を行ってください．
・ID，パスワードを取得すれば，視聴時のログイン記録が履修証明となり，4 単位取得できます．メインシンポジウムもしく
は専門医研修会を視聴すれば，4 単位が別に取得できます．
・事前参加登録のみで，締め切りは 6 月 12 日（金）17：00 まで．
なお，筆頭発表者（課題口演，一般口演，ポスター発表）は事前参加登録が必須です．
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・福岡国際会議場会議室では Web システムの管理のみを行いますので，お越し頂いても講演は行われず，聴講もできませんの
でご注意ください．
多くの方々の事前参加登録をお待ちしています．
https://jps129.com/registration.html
★第 129 回学術大会課題口演ファイナリスト決定
28 名の応募について厳正な審査を行い，以下の 9 名が選ばれました．
6/27 土 AM に口演を行い，審査があります．
●分野 1: Smart prosthodontics
伊藤崇弘（鶴見大）
，岩内洋太郎（昭和大）
，三野卓哉（岡山大）
●分野 2: 臨床エビデンス
楠本友里子（昭和大）
，林 葉子（医歯大）
，横山友徳（岡山大）
●分野 3: バイオロジー
足立奈織美（九州大）
，岩浅匠真（徳島大）
，久山晃太郎（大阪大）
http://www.hotetsu.com/c_1770.html
★認定医・専門医試験(6/26)：延期
http://www.hotetsu.com/files/files_422.pdf
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→延期を検討中
詳細は決定し次第，https://www.aap-indonesia.com/
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
参加登録開始時期：未定
http://www.aao2020.tw
★Letter for Members 66 号(May 2020)公開
支部学術大会，関連国際学会，プロソ'19 の報告など
http://www.hotetsu.com/s4_02.html
★エルゼビア，豊富なリソースの無料提供をさらに拡大
新型コロナウイルスに取組む生物医学・科学研究者を支援
https://www.jrs.or.jp/uploads/uploads/files/information/COVID-19_Elsevier.pdf
★「純チタン 2 種」が区分 C2 で保険収載（2020 年 6 月～）
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000629561.pdf
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7-8 に延期（東京医科歯科大学）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
★歯科医師による COVID-19 の PCR 検査検体採取教育研修実施
日本歯科医師会が，
「歯科医師による新型コロナウイルスの PCR 検査の検体採取に伴う E システム（e-learning）教育研修」を
実施されます．
非会員でも受講可能です．
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報
★日本歯科医学会からの情報
歯科診療行為のタイムスタディー調査報告書冊子をいただきました．
HP からも閲覧できます．
https://www.jads.jp/time_study/pdf/time_study_y2019.pdf
「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」の一部改訂
https://www.jads.jp/basic/index.html
レギュラートリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200529_085650.pdf
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★日本歯学系学会協議会からの情報
新型コロナウイルス拡大の影響による各学会学術大会の対応(6/1 更新）
http://www.ucjds.jp/event/meet_list/
http://www.ucjds.jp/event/meet_list/file/meet_2020_covid-19.pdf
理事選出に伴う選挙開票結果
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200602_090041.pdf
講演会「基礎と臨床の連携」(1/30）のプロシーディングが完成
http://www.ucjds.jp/proceeding/file/20200130_lecture.pdf
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================

649
JPS メルマガ 187 2020/6/26 第 129 回学術大会開催
===========================
現在，COVID-19 による感染は，緊急事態宣言も全面解除されて 1 か月経過し，一時よりは改善しておりますが，未だ終息と
は言えない状況です．そのため，長期的な取り組みとして，政府が提示した「新型コロナウイルスを想定した新しい生活様
式」の実践・励行を徹底していく必要があります．このような世情を受け，教育の現場において，本学では講義・実習ともに
遠隔授業，一部で対面形式にて対応しています．学生達の反応を確認しながら行う授業スタイルとは異なり，一方向で，とて
も難しいことを実感しています．早く通常授業のスタイルに戻れることを祈りつつ，授業準備をしています．
いよいよ本日から第 129 回学術大会（誌上＆Web）が始まります．多くの企画演題を PC 上で視聴することができます．参加
登録された皆様には，この機会を活用し，多くの情報を収集するとともに補綴臨床の質向上にお役立ていただければ幸いで
す．奮ってご参加ください．
文責 岡本和彦（明海大）次号は 7/10 長島
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会が誌上と Web で開催
★令和 2 年度定時総会が 6/21 にハイブリッドで開催
★日補綴会誌 12(2), 2020/4 の依頼論文公開
●●１．本学会からのお知らせ
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23（延期を検討中）
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★日本補綴歯科学会誌のホームページが改修
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：
★日本歯科医学会からの情報： 1 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会が誌上と Web で開催(6/26-28)
当初予定していたのとほぼ同じ日程・時間帯で WEB 会議の形で実施
https://jps129.com/index.html
★令和 2 年度定時総会が 6/21 にハイブリッドで開催
集合型と Zoom を用いた WEB 形式のハイブリッド型で開催されました。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
★日補綴会誌 12(2), 2020/4 の依頼論文公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_3.html
●●１．本学会からのお知らせ
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→延期を検討中
詳細は決定し次第，https://www.aap-indonesia.com/
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
参加登録開始時期：未定
http://www.aao2020.tw
★日本補綴歯科学会誌のホームページが
ONLINE ISSN を明確に表示するように改修．
国立国会図書館のご指示に従ったものです．
http://www.hotetsu.com/s4_10.html
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●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7-8 に延期（東京医科歯科大学）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報
★日本歯科医学会からの情報
「日歯 NEWS LETTER 第 12 号」
（日本歯科医師会）が発刊
新型コロナウィルス感染症関連情報
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200612_091930.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
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JPS メルマガ 188 2020/7/10 JPR のインパクトファクターが補綴系でトップ
===========================
この度の九州地方の豪雨にて被災された皆様に、心からお見舞い申し上げますとともに、1 日も早く平常に戻られるよう祈
念いたします。
さて、気がつけば今年も半分が過ぎました。この半年を振り返ると、コロナ一色に染まってしまいましたが、見方を変える
と色々と新しいことにチャレンジできた半年でもありました。その中でもオンライン利用した授業や会議の実施は、まだまだ
ストレスを感じる部分が多く、改善の余地は残っていますが、その敷居は一気に低くなりました。距離を意識することなく参
加できるオンライン会議は、これまで物理的に出席できなかった会議にも出席できるようになっただけでなく、移動による体
力の消耗を抑えることができることから、個人的には今後も継続できれば有り難いと思っています。
先日、久しぶりに家族と近隣の水生植物公園に出かけました。予想よりも多くの人出でしたが、それぞれがソーシャルディ
スタンスを保ちながら気持ちよく散策している様子を眺めることができ、これが日常なんだとあらためてその良さをかみしめ
ることができました。
今年の夏は平年よりも暑いと予想されています。マスク着用の中、熱中症に気をつけてリフレッシュしたいと思います。
文責 長島 正（大阪大）次号は 7/24 近藤
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会が誌上と Web で盛会裏に終了(6/26-28)
★第 129 回学術大会 審査結果（課題口演，優秀ポスター）
★JPR のインパクトファクターが補綴系でトップ！
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-21)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
●●１．本学会からのお知らせ
★令和 2 年度定時総会が 6/21 にハイブリッドで開催
★日補綴会誌 12(2), 2020/4 の依頼論文公開
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★日本補綴歯科学会誌のホームページが改修
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会からの情報： 5 件
★J-STAGE からの情報：1 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 129 回学術大会
2400 名以上の参加者で，誌上と Web で盛会裏に終了(6/26-28)
https://jps129.com/index.html
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
報道された学術大会
○Ishiyaku Dent Web：https://www.ishiyaku.co.jp/dentweb/news/article.aspx?AID=4451
○Quint Dental Gate：
https://www.quint-j.co.jp/web/topic/topi.php?id=2826
★第 129 回学術大会 審査結果
おめでとうございます。
課題口演：https://jps129.com/dwonload/20200627.pdf
優秀ポスター：https://jps129.com/dwonload/20200628_poster.pdf
★JPR のインパクトファクターが補綴系でトップ！
JPR の 2019 年インパクトファクター（IF）は 2.662 でした。
IF 値を指標としたランキングでは、我々の JPR が JPD を超え、
補綴系の専門学術雑誌で世界のトップジャーナルとなりました。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200701_125022.pdf
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★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-21)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-21 日 沖縄科学技術大学院大学（OIST)
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/
★パブリックコメントのお願い（〆切 7/26)
ブラキシズムの診療ガイドライン
睡眠時ブラキシズムの治療（管理）について（案）
http://www.hotetsu.com/c_1774.html
●●１．本学会からのお知らせ
★令和 2 年度定時総会が 6/21 にハイブリッドで開催
集合型と Zoom を用いた WEB 形式のハイブリッド型で開催されました。
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
★日補綴会誌 12(2), 2020/4 の依頼論文公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_3.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
参加登録開始時期：未定
http://www.aao2020.tw
★会員情報変更・取得単位・会費納入状況確認は「会員ページ」から
https://v3.apollon.nta.co.jp/jps/
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・中国・四国支部：8/29 土-30 日：学術大会・生涯研修・専門医研修
広島県東広島市，大会長：里見圭一
http://www.hotetsu.com/chushikoku/c_10.html
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会
9/19 土-25 金（WEB オンデマンド）
本会会員は、日本口腔インプラント学会会員と同額の参加料！
ジョイントシンポジウム 1（日本補綴歯科学会／日本老年歯科医学会）あり
http://jsoi2020.com
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会
10/24 土-11/13 金（WEB オンデマンド）
大会長：小野高裕（新潟大）
https://admedic.co.jp/jsmshp31
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7 土-8 日に延期（WEB 開催変更）
大会長：水口俊介（医歯大）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報
★日本歯科医学会からの情報
「日歯 NEWS LETTER 第 13 号」
（日本歯科医師会）が発出
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter200625.pdf
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の
施行（厚生労働省医政局）について
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200703_094406.pdf
歯学教育に関する基準（案）に対する意見の募集
（公益財団法人大学基準協会）
パブリックコメント提出期限：7/27 月
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200703_094617.pdf
日本歯科医学会 HP に「学会長ご挨拶 令和 2 年 7・8 月号」を掲載
「before, with, beyond, after, by コロナ時代の暮らし方」
https://www.jads.jp/about/greeting.html
「世界保健機関（WHO）による新型コロナウイルスに関する『疾病及び関連保
健問題の国際統計分類第 10 回改訂（ICD-10）
』における対応について」
（厚生労働省 国際分類情報管理室）が発出
https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/coronavirus_20200703.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
★J-STAGE からの情報
J-STAGE ニュース No,43 公開
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/J-STAGE_NEWS_NO43.pdf
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JPS メルマガ 189 2020/7/24 中国・四国支部学術大会が先陣を切って開催
===========================
プロ野球、サッカーJ リーグが競技場で観戦できるようになりました。大相撲 7 月場所も始まり，無観客ではなく、距離を
とって観戦するかたちです。大声での応援なしなど、昨年までとは違う雰囲気での観戦ですが、スポーツ界は少しずつ日常を
取り戻しつつあるようです。一方、今年度初めての開催となった女子プロゴルフツアーのアースモンダミンカップは、無観
客、テレビ中継なし、スポンサー広告も流さず、YouTube で無料配信されました。メジャースポーツでは今までにない試みで
少々驚きました。
先月 Web 方式でかつ Live で開催された第 129 回学会学術大会もおおいなるチャレンジでした。自粛、制約の多い今日この頃
でしたが、新しいことを試み、達成する喜びを再認識できた 2 日間だったと感じました。大会を主催された古谷野教授はじめ
九州大学の先生方には、この場を借りて感謝申し上げます。
私の所属する東北・北海道支部の学術大会も Web 開催を予定しております。GoTo キャンペーンは一部不発に終わったところ
ではありますが、インターネットを介して会員の皆様にお会いできれば何よりです。
文責 近藤尚知（岩手医大）次号は 8/7 堀
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★令和 2 年 7 月豪雨による被災のお見舞い
九州や岐阜、長野など西日本と東日本の広い範囲で冠水や土砂崩れなどが発生し、痛ましい状況となっております。亡くなら
れた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
（学会 HP へのリンク）
★学会 HP に会務報告 12(3)掲載
★中国・四国支部学術大会が先陣を切って開催，8/29-30（演題〆切 7/31)
●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会が誌上と Web で盛会裏に終了(6/26-28)
★第 129 回学術大会 審査結果（課題口演，優秀ポスター）
★JPR のインパクトファクターが補綴系でトップ！
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-21)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★パブリックコメント（ブラキシズム）のお願い（〆切 7/26)
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会：9/19-25 WEB
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会：10/24-11/20 WEB
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8 WEB
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：無ければ項目ごと削除します
★日本歯科医学会からの情報： 6 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：無ければ項目ごと削除します
★J-STAGE からの情報：1 件
★日本歯科専門医機構からの情報：1 件
★日本歯科技工学会からの情報：1 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★令和 2 年 7 月豪雨による被災のお見舞い
九州や岐阜、長野など西日本と東日本の広い範囲で冠水や土砂崩れなどが発生し、痛ましい状況となっております。亡くなら
れた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
http://www.hotetsu.com/c_1779.html
★学会 HP に会務報告 12(3)掲載
http://www.hotetsu.com/s4_05_4.html
★中国・四国支部学術大会が先陣を切って開催
東広島，8/29-30，演題〆切 7/31
生涯学習公開セミナー，専門医研修会併催
http://www.hotetsu.com/chushikoku/c_10.html
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●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会
2400 名以上の参加者で，誌上と Web で盛会裏に終了(6/26-28)
https://jps129.com/index.html
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
報道された学術大会
○Ishiyaku Dent Web：https://www.ishiyaku.co.jp/dentweb/news/article.aspx?AID=4451
○Quint Dental Gate：
https://www.quint-j.co.jp/web/topic/topi.php?id=2826
★第 129 回学術大会 審査結果
おめでとうございます。
課題口演：https://jps129.com/dwonload/20200627.pdf
優秀ポスター：https://jps129.com/dwonload/20200628_poster.pdf
★JPR のインパクトファクターが補綴系でトップ！
JPR の 2019 年インパクトファクター（IF）は 2.662 でした。
IF 値を指標としたランキングでは、我々の JPR が JPD を超え、
補綴系の専門学術雑誌で世界のトップジャーナルとなりました。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200701_125022.pdf
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
参加登録開始時期：未定
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-21)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-21 日 沖縄科学技術大学院大学（OIST)
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/
★パブリックコメントのお願い（〆切 7/26)
ブラキシズムの診療ガイドライン
睡眠時ブラキシズムの治療（管理）について（案）
http://www.hotetsu.com/c_1774.html
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・中国・四国支部：8/29 土-30 日：学術大会・生涯学習・専門医研修
広島県東広島市，大会長：里見圭一，演題〆切 7/31
http://www.hotetsu.com/chushikoku/c_10.html
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会
9/19 土-25 金（WEB オンデマンド）
本会会員は、日本口腔インプラント学会会員と同額の参加料！
ジョイントシンポジウム 1（日本補綴歯科学会／日本老年歯科医学会）あり
http://jsoi2020.com
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会
10/24 土-11/20 金（WEB オンデマンド）
大会長：小野高裕（新潟大）
https://admedic.co.jp/jsmshp31
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7 土-8 日に延期（WEB 開催に変更）
大会長：水口俊介（医歯大）
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http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：無ければ項目ごと削除します
★日本歯科医学会からの情報
第 24 回日本歯科医学会学術大会（R3/9/23 木～25 土）のホームページ開設
https://site2.convention.co.jp/24jads/
「日歯 NEWS LETTER 第 14 号」
（日本歯科医師会）が発出（7/8)
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter200708.pdf
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の
施行（厚生労働省医政局）について
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200703_094406.pdf
歯学教育に関する基準（案）に対する意見の募集
（公益財団法人大学基準協会）
パブリックコメント提出期限：7/27 月
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200703_094617.pdf
日本歯科医学会 HP に「学会長ご挨拶 令和 2 年 7・8 月号」を掲載
「before, with, beyond, after, by コロナ時代の暮らし方」
https://www.jads.jp/about/greeting.html
「世界保健機関（WHO）による新型コロナウイルスに関する『疾病及び関連保
健問題の国際統計分類第 10 回改訂（ICD-10）
』における対応について」
（厚生労働省 国際分類情報管理室）が発出
https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/coronavirus_20200703.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報：無ければ項目ごと削除します
★J-STAGE からの情報
J-STAGE ニュース No,43 公開
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/J-STAGE_NEWS_NO43.pdf

★日本歯科専門医機構からの情報
役員改選における案内状
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200720_191648.pdf
https://jdsb.or.jp/about_business_yakuin.html
★日本歯科技工学会からの情報
役員改選における案内状
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200720_191751.pdf
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JPS メルマガ 190 2020/8/7
===========================
本当なら，いまごろ東京オリンピック視聴の影響で睡眠不足に苦しんでいたはずだと思うのですが，やはり今週も COVID-19 の
話から始めないといけませんね．7 月に入ってから感染者数が増加してきており，1 日感染者数の過去最高を更新し続けていま
す．まだしばらく自粛生活によりバーチャルとリアルの狭間で生活を続けないといけなさそうです．第 129 回学術大会が Web
で開催され盛況だったことは記憶に新しいですが，学会だけでなく，各種会議や授業など，いろいろなところでリモートでの
参加を体験してきました．もうオリンピックも ZOOM でやっちゃえばいいのに，とも思ったりしますがそれだと盛り上がりにか
けてしまいそうです．オンライン授業は，学生の反応がわからないので少しやりにくい気がします．自分の授業動画を確認し
て，あまりに面白くなくて愕然としました．YouTuber にはなれそうにもありません．Web 学会や会議も自室でいつでも参加で
きるので，移動のための時間が節約できてとても効率が良く，参加しやすく感じます．一方で，他の大学の先生と雑談ができ
ないのは残念です．このような雑談から得られるインスピレーションやサジェスチョンはすごく貴重なんですよね．
文責 堀 一浩（新潟大）次号は 8/28（3 週間後，鈴木）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★改訂版症型分類シート及び記入要領公開（JPS Version 3.1）
★東海支部学術大会・生涯学習・専門医研修(11/15 日）
★第 129 回学術大会盛会裏の終了のお礼
★学会事務局 夏期休業期間：8/13 木，14 金，17 月
●●１．本学会からのお知らせ
★令和 2 年 7 月豪雨による被災のお見舞い
★学会 HP に会務報告 12(3)掲載
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-21)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修(中国・四国，東海）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会：9/19-25 WEB
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会：10/24-11/20 WEB
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8 WEB
★日本歯科審美学会・日本接着歯学会合同学術大会：10/3-4 誌上開催
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：無ければ項目ごと削除します
★日本歯科医学会からの情報： 2 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：1 件
★日本歯科専門医機構からの情報：1 件
★日本歯科技工学会からの情報：1 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★改訂版症型分類シート及び記入要領公開（JPS Version 3.1）
専門医ケースプレゼンテーションで必要
http://www.hotetsu.com/s2_07.html
★東海支部:11/15 金：学術大会(誌上）
・生涯学習(Web)・専門医研修(Web)
朝日大学，大会長：石神 元
専門医ケースプレゼンテーション：対面
http://www.hotetsu.com/tokai/c_10.html
★第 129 回学術大会盛会裏の終了のお礼
https://jps129.com/
★学会事務局 夏期休業期間：8/13 木，14 金，17 月
皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます．
●●１．本学会からのお知らせ
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★令和 2 年 7 月豪雨による被災のお見舞い
九州や岐阜、長野など西日本と東日本の広い範囲で冠水や土砂崩れなどが発生し、痛ましい状況となっております。亡くなら
れた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
http://www.hotetsu.com/c_1779.html
★学会 HP に会務報告 12(3)掲載
http://www.hotetsu.com/s4_05_4.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
参加登録開始時期：未定
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-21)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-21 日 沖縄科学技術大学院大学（OIST)
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・中国・四国支部：8/29 土-30 日：学術大会・生涯学習・専門医研修
広島県東広島市，大会長：里見圭一
専門医ケースプレゼンテーションを含めて集合型予定
http://www.hotetsu.com/chushikoku/c_10.html
・東海支部:11/15 金：学術大会(誌上）
・生涯学習(Web)・専門医研修(Web)
朝日大学，大会長：石神 元
専門医ケースプレゼンテーション：対面
http://www.hotetsu.com/tokai/c_10.html
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会
9/19 土-25 金（WEB オンデマンド）
本会会員は、日本口腔インプラント学会会員と同額の参加料！
ジョイントシンポジウム 1（日本補綴歯科学会／日本老年歯科医学会）あり
http://jsoi2020.com
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会
10/24 土-11/20 金（WEB オンデマンド）
大会長：小野高裕（新潟大）
https://admedic.co.jp/jsmshp31
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7 土-8 日（WEB 開催）
大会長：水口俊介（医歯大）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
★第 31 回日本歯科審美学会・第 39 回日本接着歯学会合同学術大会：NEW
10/3 土-4 日 奈良：誌上開催へ変更
http://www.kokuhoken.jp/jaed31-jsad39/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：無ければ項目ごと削除します
★日本歯科医学会からの情報
第 24 回日本歯科医学会学術大会（R3/9/23 木～25 土）のホームページ開設
https://site2.convention.co.jp/24jads/
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「日歯 NEWS LETTER 第 15 号」
（日本歯科医師会）が発出（7/29)：NEW
新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter200729.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
日本口腔衛生学会ニュースレター第 2 号の発行：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200731_144836.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200731_145018.pdf
★日本歯科専門医機構からの情報
役員改選における案内状
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200720_191648.pdf
https://jdsb.or.jp/about_business_yakuin.html
★日本歯科技工学会からの情報
役員改選における案内状
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200720_191751.pdf
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JPS メルマガ 191 2020/8/28 支部学術大会続々と
===========================
毎日うだるような暑さが続いていますが，この原稿をお届けできる頃には少し涼しくなっているのでしょうか．今年に入り
コロナの話題が続きましたが，今回は「純チタン」について触れてみます．大臼歯部の歯冠修復に純チタン２種金属を用いた
鋳造クラウンが保険診療に適応され約 3 ヶ月が経過しました．私も最近，患者さんに装着し，今のところ問題なく経過してい
ます．チタンは耐食性，生体親和性に優れ，機械的性質が従来の金合金に近似し，比重が小さく，安価で地球上にも豊富に存
在する金属です．金銀パラジウウム合金と比較すると，価格面や金属アレルギー予防の点でとても優れています．チタンは 19
世紀の終わりに発見された比較的新しい金属です．その命名由来はギリシャ神話に出てくる巨人族の神「タイタン」から引用
されたといわれております．そしてこのような命名がなされたのも多くの優れた特性を持っていることが予見されたからだそ
うです．現在，金銀パラジウム合金の価格は高騰しており医療費を圧迫する原因にもなっています．今後，チタンがこの問題
を解決し歯科用金属の救世主になることを期待します．そのためには鋳造だけでなくＣＡＤ/ＣＡＭ応用も必要になってくるの
でしょうか．
文責 鈴木恭典（鶴見大）次号は 9/11（新村）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★関西支部学術大会 11/28 土-29 日 生涯学習
★東北・北海道支部学術大会(WEB) 11/1 日 生涯学習・専門医研修
★西関東支部学術大会(WEB) 11/15 日 生涯学習・専門医研修
★Letter for Members（2020.10 発行予定)記事募集
★口腔インプラント学会学術大会でジョイントシンポ（9/19-25Web)
★日本補綴歯科学会誌 2020 年 12 巻 3 号が HP で会員に公開されました(8/13)
●●１．本学会からのお知らせ
★改訂版症型分類シート及び記入要領公開（JPS Version 3.1）
★東海支部学術大会・生涯学習・専門医研修(11/15 日）
★第 129 回学術大会盛会裏の終了のお礼
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-21)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修(中国・四国，東海）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会：9/19-25 WEB
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会：10/24-11/20 WEB
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8 WEB
★日本歯科審美学会・日本接着歯学会合同学術大会：10/3-4 紙上開催
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：無ければ項目ごと削除します
★日本歯科医学会からの情報： 4 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：2 件
★日本口腔インプラント学会からの情報「治療指針 2020」
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★関西支部学術大会 11/28 土-29 日 生涯学習
大会長：佐古好正（支部長）
，奈良県歯科医師会館
専門医ケープレ 11/29 日
状況によっては誌上または Web 開催
http://www.hotetsu.com/kansai/index.html
★東北・北海道支部学術大会(WEB) 11/1 日 生涯学習・専門医研修
大会長：鬼原英道（岩手医大）
演題〆切 9/8 火，参加登録〆切 9/11 金(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ 10/31 土に現地開催（岩手医大）
http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html
★西関東支部学術大会(WEB) 11/15 日 生涯学習・専門医研修
大会長：玉置勝司（神歯大）
，神奈川歯科大学附属横浜研修センター
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演題〆切 9/11 金，事前参加登録のみ
専門医ケープレのみ現地開催（神歯大）
http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html
★Letter for Members（2020.10 発行予定)記事募集
本学会員の国際的・学際的な活躍を紹介いたします。
受賞（本学会以外）
，国際学会役職就任などです。
情報をお寄せ下さい。
http://www.hotetsu.com/s4_02.html
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会でジョイントシンポ
9/19 土-25 金（WEB オンデマンド）
本会会員は、日本口腔インプラント学会会員と同額の参加費
ジョイントシンポジウム 1（日本補綴歯科学会／日本老年歯科医学会）
「インプラント治療で口の若返りと笑顔の人生を」
口腔インプラント学会；座長：大久保力廣，講師：萩原芳幸
補綴歯科学会；座長：大川周治，講師：細川隆司
老年歯科医学会；座長・講師：佐藤裕二
http://jsoi2020.com/program_nittei.html
★日補綴会誌 12(3)(2020.7 発行）が HP で会員に公開されました(8/13)
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/list/-char/ja
12(2）(2020.4 発行）は非会員にも公開されています。
依頼論文は，一般にも公開されています。
http://www.hotetsu.com/s4_05_3.html
●●１．本学会からのお知らせ
★改訂版症型分類シート及び記入要領公開（JPS Version 3.1）
専門医ケースプレゼンテーションで必要
http://www.hotetsu.com/s2_07.html
★東海支部:11/15 金：学術大会(紙上）
・生涯学習(Web)・専門医研修(Web)
朝日大学，大会長：石神 元
専門医ケースプレゼンテーション：対面
http://www.hotetsu.com/tokai/c_10.html
★第 129 回学術大会盛会裏の終了のお礼
https://jps129.com/
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
参加登録開始時期：未定
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-21)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-21 日 沖縄科学技術大学院大学（OIST)
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・中国・四国支部：8/29 土-30 日：学術大会・生涯学習・専門医研修
広島県東広島市，大会長：里見圭一
専門医ケースプレゼンテーションを含めて集合型予定
http://www.hotetsu.com/chushikoku/c_10.html
・東海支部:11/15 金：学術大会(誌上）
・生涯学習(Web)・専門医研修(Web)
朝日大学，大会長：石神 元
専門医ケースプレゼンテーション：対面
http://www.hotetsu.com/tokai/c_10.html
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●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会
9/19 土-25 金（WEB オンデマンド）
大会長：井汲憲治（関東・甲信越支部）
http://jsoi2020.com
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会
10/24 土-11/20 金（WEB オンデマンド）
大会長：小野高裕（新潟大）
https://admedic.co.jp/jsmshp31
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7 土-8 日（WEB 開催）
大会長：水口俊介（医歯大）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
★第 31 回日本歯科審美学会・第 39 回日本接着歯学会合同学術大会
10/3 土-4 日 奈良：誌上開催へ変更
http://www.kokuhoken.jp/jaed31-jsad39/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：無ければ項目ごと削除します
★日本歯科医学会からの情報
第 36 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い 8/27」開催延期：NEW
本年度内（令和 3 年 3 月まで）の開催を検討中
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200818_114615.pdf
「日歯 NEWS LETTER 第 16 号」
（日本歯科医師会）が発出（8/12)：NEW
新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter200812.pdf
都道府県別医療事故報告件数（日本医師会）について情報：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200807_153819.pdf
第 24 回日本歯科医学会学術大会（R3/9/23 木～25 土）のホームページ開設
https://site2.convention.co.jp/24jads/
★日本歯学系学会協議会からの情報
日本歯学 第 94 巻第 1 号発行（日本大学歯学会）
：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200818_114702.pdf
日本口腔衛生学会ニュースレター第 2 号の発行
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200731_144836.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200731_145018.pdf
★日本口腔インプラント学会からの情報
「口腔インプラント治療指針 2020」の一般公開：NEW
https://www.shika-implant.org/publication/dl/2020_guide.pdf
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JPS メルマガ 192 2020/9/11 支部学術大会続々と開催
===========================
「お盆に行かれなかったから、お彼岸に行くね。
」
普段ならそう言って電話をしていました。
「帰っておいで、遊びに行こう、会いたいね。
」
当たり前に交わしていた言葉がなかなか口に出せない日々が続いています。
そんな訳で、あまり外出できず、家で楽しみをみつけ、家族で過ごす時間が長くなりました。次のイベントは十五夜でしょ
うか。十五夜のだんごは、月と同じく丸いだんごをお供えし、それを食べることで、健康と幸せが得られると考えられている
そうです。十五にちなんで一寸五分（約 4.5 センチ）の大きさのおだんごを 15 個お供えします。例年、月を見て綺麗だね…で
終わりにしていましたが、今年は団子、ススキを飾ってゆっくりとお月見を楽しみたいですね。
文責 新村弘子（東海支部）
，次号は 9/25 飯島裕之（東京支部）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★支部学術大会続々と開催
★東北・北海道支部学術大会(WEB)演題〆切，参加登録〆切延長
★第 129 回学術大会プログラム・抄録集公開
●●１．本学会からのお知らせ
★口腔インプラント学会学術大会でジョイントシンポ（9/19-25Web)
★日本補綴歯科学会誌 2020 年 12 巻 3 号が HP で会員に公開されました(8/13)
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-21)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修(東北・北海道，東海，西関東，関西，東京）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会：9/19-25 WEB
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会：10/24-11/20 WEB
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8 WEB
★日本歯科審美学会・日本接着歯学会合同学術大会：10/3-4 紙上開催
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：無ければ項目ごと削除します
★日本歯科医学会からの情報： 8 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：2 件
★日本口腔インプラント学会からの情報「治療指針 2020」
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★支部学術大会続々と開催されます
〆切の近い学術大会もあります。学会 HP をご覧下さい。
http://www.hotetsu.com/member.html
★速報！【〆切延長】東北・北海道支部学術大会 11/1 日
演題〆切 9/8 火→9/15 火，参加登録〆切 9/11 金→10/2 金
http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
★第 129 回学術大会プログラム・抄録集公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_1.html
●●１．本学会からのお知らせ
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会でジョイントシンポ
9/19 土-25 金（WEB オンデマンド） 参加登録終了
本会会員は、日本口腔インプラント学会会員と同額の参加費
ジョイントシンポジウム 1（日本補綴歯科学会／日本老年歯科医学会）
「インプラント治療で口の若返りと笑顔の人生を」
口腔インプラント学会；座長：大久保力廣，講師：萩原芳幸
補綴歯科学会；座長：大川周治，講師：細川隆司
老年歯科医学会；座長・講師：佐藤裕二
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http://jsoi2020.com/program_nittei.html
★日補綴会誌 12(3)(2020.7 発行）が HP で会員に公開されました(8/13)
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ajps/list/-char/ja
12(2）(2020.4 発行）は非会員にも公開されています。
依頼論文は，一般にも公開されています。
http://www.hotetsu.com/s4_05_3.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
参加登録開始時期：未定
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-21)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-21 日 沖縄科学技術大学院大学（OIST)
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・東北・北海道支部学術大会(WEB) 11/1 日 生涯学習・専門医研修
大会長：鬼原英道（岩手医大）
演題〆切 9/8 火→9/15 火，参加登録〆切 9/11 金→10/2 金(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ 10/31 土に現地開催（岩手医大）
http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html
・東海支部学術大会(誌上）:11/15 日 生涯学習(Web)・専門医研修(Web)
朝日大，大会長：石神 元
参加登録〆切 10/5 月(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ現地開催（朝日大）
http://www.hotetsu.com/tokai/c_10.html
・西関東支部学術大会(WEB) 11/15 日 生涯学習・専門医研修
大会長：玉置勝司（神歯大）
，神奈川歯科大学附属横浜研修センター
演題〆切 9/11 金，事前参加登録のみ(〆切未定）
専門医ケープレのみ現地開催（神歯大）
http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html
・関西支部学術大会 11/28 土-29 日(現地開催予定） 生涯学習
大会長：佐古好正（支部長）
，奈良県歯科医師会館
専門医ケープレ 11/29 日 AM
演題〆切 9/28 月 当日受付のみ：状況により誌上または Web 開催に変更
http://www.hotetsu.com/kansai/index.html
・東京支部学術大会（WEB）11/29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：若林則幸（医歯大）
演題〆切 10/2 金
専門医ケープレのみ現地開催（医歯大）
http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔インプラント学会第 50 回記念学術大会
9/19 土-25 金（WEB オンデマンド） 参加登録終了
大会長：井汲憲治（関東・甲信越支部）
http://jsoi2020.com
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会
10/24 土-11/20 金（WEB オンデマンド）
大会長：小野高裕（新潟大） 参加登録 10/5 まで
https://admedic.co.jp/jsmshp31
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★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7 土-8 日（WEB 開催） 参加登録 9/30 まで
大会長：水口俊介（医歯大）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
★第 31 回日本歯科審美学会・第 39 回日本接着歯学会合同学術大会
10/3 土-4 日 奈良：誌上開催へ変更 参加登録 9/16 まで
http://www.kokuhoken.jp/jaed31-jsad39/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会連合からの情報：無ければ項目ごと削除します
★日本歯科医学会からの情報
学会長ご挨拶 令和 2 年 9・10 月号」
（日本歯科医学会 HP）掲載：New
「二百十日におもう」
https://www.jads.jp/about/greeting.html
日本歯科医学会学術大会関連情報へのアクセスが容易かつ簡便となるよう、下記ホームページへのリンクの依頼：New
https://www.jads.jp/jads2021banner/
https://site2.convention.co.jp/24jads/
「医療機器及び体外診断用医薬品のリスク管理計画の策定及び公表について・医療機器及び体外診断用医薬品のリスク管理指
針」
（厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課）
：New
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665713.pdf
「AMR 対策歯科臨床セミナー」
（日本歯科医師会 医療管理・情報管理課）
：NEW
9/27（火）午後 1 時～3 時，WEB 配信，参加費：無料
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200901_174005.pdf
https://www.jda.or.jp/info/2020_01.html
「日歯 NEWS LETTER 第 17 号」
（日本歯科医師会）が発出（8/25)：NEW
新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter200825.pdf
「臨床研究法施行規則の施行等について」
（厚生労働省医政局）の一部改正：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200828_184626.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200828_184738.pdf
第 36 回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い 8/27」開催延期
本年度内（令和 3 年 3 月まで）の開催を検討中
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200818_114615.pdf
都道府県別医療事故報告件数（日本医師会）について情報
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200807_153819.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
第 31 回学術大会のご案内（日本咀嚼学会）
：New
https://admedic.co.jp/jsmshp31/index.html
日本歯学 第 94 巻第 1 号発行（日本大学歯学会）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200818_114702.pdf
★日本口腔インプラント学会からの情報
「口腔インプラント治療指針 2020」の一般公開
https://www.shika-implant.org/publication/dl/2020_guide.pdf

【訂正】メルマガ 191 の巻頭言において。
「18 世紀」を「19 世紀」と誤記されていましたことをお詫びいたします．
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
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広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
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JPS メルマガ 193 2020/9/25 会員限定プレゼンファイル
===========================
コロナ禍において我々歯科医療機関は感染防止に向けて様々な努力をしてきました。スタンダードプリコーションは勿論で
すが、施設入り口での検温に加えアルコール等消毒液を設置し、水際対策を行っているのがもはや常識となっています。さら
にウイルス対策として、空間除菌に関しての取り組みも見られ、昨今問題となった次亜塩素酸水の空間噴霧の他にも、オゾン
や二酸化塩素等の商品がいくつか見られます。新型コロナウイルスに対する明確な効果は立証されていませんが、感染しな
い・濃厚接触者にならない為には、あらゆる努力、あらゆる手立てを考え実行していかねばなりません。時として、藁をもす
がる気持ちで未知の手法を取り入れる事もあるでしょうが、この藁が立派な救命胴衣になるよう期待する気持ちも捨てきれま
せん。
文責 飯島裕之（東京支部）
，次号は 10/9 下平 修（昭和大）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★129 回学術大会メインシンポプレゼンファイルアップロード(会員限定）
★支部学術大会続々と開催
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020.12/4-5，NY）が中止
★インド補綴歯科学会(IPS)12/3-6、日本からの推薦募集：〆切 9/30
●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会プログラム・抄録集公開
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-21)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修
(東北・北海道，関越，東海，西関東，関西，東京，東関東）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会：10/24-11/20 WEB
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8 WEB
★日本歯科審美学会・日本接着歯学会合同学術大会：10/3-4 紙上開催
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会からの情報： 6 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：2 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★129 回学術大会のメインシンポプレゼンファイルアップロード(会員限定）
東京都健康長寿医療センターとともに，共同研究をして参りました大規模疫学研究（草津研究）の成果の発表ファイルが会員
専用でダウンロード可能になりました。
学会 HP の説明文のある URL http://www.hotetsu.com/s4_04.html
下記から会員限定でダウンロードできます。会員外へは流さないで下さい。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200916_090037.pdf
★支部学術大会続々と開催されます
〆切の近い学術大会もあります。学会 HP をご覧下さい。
http://www.hotetsu.com/member.html
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020/12/4-5，NY）が中止
https://www.gnyap.org/meetings
★48th IPS National Virtual Conference 2020 インド補綴歯科学会（IPS）
2020/12/3-6、日本からの推薦演者募集中（〆切 9/30)
http://48thipsnagpur2020.com/
●●１．本学会からのお知らせ
★第 129 回学術大会プログラム・抄録集公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_1.html
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★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
演題登録・参加登録開始(9/17)
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-21)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-27 土 WEB 開催
演題〆切 12/24 木，参加登録開始（研修単位 4）
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・東北・北海道支部学術大会(WEB) 11/1 日 生涯学習・専門医研修
大会長：鬼原英道（岩手医大）
参加登録〆切 9/11 金→10/2 金(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ 10/31 土に現地開催（岩手医大）
http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html
・関越支部学術大会（WEB・誌上）11/8 日 生涯学習・専門医研修
大会長：渡邉文彦(支部長）
演題〆切 10/20 火，参加登録準備中
専門医ケープレなし
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
・東海支部学術大会(WEB・誌上）:11/15 日
朝日大，大会長：石神 元(支部長）
参加登録〆切 10/5 月(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ現地開催（朝日大）
http://www.hotetsu.com/tokai/c_10.html

生涯学習・専門医研修

・西関東支部学術大会(WEB) 11/15 日 生涯学習・専門医研修
大会長：玉置勝司（神歯大）
，神奈川歯科大学附属横浜研修センター
参加登録〆切 11/1 日
専門医ケープレは現地開催（神歯大）
http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html
・関西支部学術大会(WEB の可能性有り)11/28 土-29 日 生涯学習
大会長：佐古好正（支部長）
，奈良県歯科医師会館
専門医ケープレ 11/29 日 AM
演題〆切 9/28 月，当日受付のみ
http://www.hotetsu.com/kansai/index.html
・九州支部（WEB)11/28 土－29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：古谷野潔(支部長）
専門医ケープレのみ現地開催（九州大）
演題〆切 10/28 水，参加登録〆切 10/31 土
http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html
・東京支部学術大会(WEB・誌上)11/29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：若林則幸（医歯大）
演題〆切 10/2 金，参加登録〆切 10/16 金
専門医ケープレのみ現地開催（医歯大）
http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html
・東関東支部学術大会(WEB の可能性有り) 2021/2/7 日 生涯学習・専門医研修
演題募集，事前参加登録準備中
専門医ケープレは現地開催（京成ホテルミラマーレ）
http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html
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●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会
10/24 土-11/20 金（WEB オンデマンド）
大会長：小野高裕（新潟大） 参加登録 10/5 まで
https://admedic.co.jp/jsmshp31
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7 土-8 日（WEB 開催） 参加登録 9/30 まで
大会長：水口俊介（医歯大）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
★第 31 回日本歯科審美学会・第 39 回日本接着歯学会合同学術大会
10/3 土-4 日 奈良：誌上開催へ変更
http://www.kokuhoken.jp/jaed31-jsad39/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会からの情報
学会長ご挨拶 令和 2 年 9・10 月号」
（日本歯科医学会 HP）掲載
「二百十日におもう」
https://www.jads.jp/about/greeting.html
日本歯科医学会学術大会関連情報へのアクセスが容易かつ簡便となるよう、下記ホームページへのリンクの依頼
https://www.jads.jp/jads2021banner/
https://site2.convention.co.jp/24jads/
「医療機器及び体外診断用医薬品のリスク管理計画の策定及び公表について・医療機器及び体外診断用医薬品のリスク管理指
針」
（厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課）
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000665713.pdf
「AMR 対策歯科臨床セミナー」
（日本歯科医師会 医療管理・情報管理課）
9/27（火）午後 1 時～3 時，WEB 配信，参加費：無料
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200901_174005.pdf
https://www.jda.or.jp/info/2020_01.html
「日歯 NEWS LETTER 第 17 号」
（日本歯科医師会）が発出（8/25)
新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter200825.pdf
「臨床研究法施行規則の施行等について」
（厚生労働省医政局）の一部改正
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200828_184626.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200828_184738.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
日本口腔顔面痛学会 Newsletter 第 47 号公開(9/10)：NEW
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
第 31 回学術大会のご案内（日本咀嚼学会）
：New
https://admedic.co.jp/jsmshp31/index.html
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
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日中韓補綴歯科学会参加登録開始

第 99 代内閣総理大臣として菅 義偉氏が就任され、新型コロナ禍の日本も Go To キャンペーンの本格推進など、いよいよ経済
活性化に舵を切っていくようです。しかしながら、トラベルで潤うのは高級ホテル・旅館ばかりと、なかなか観光に携わる方
の隅々まで恩恵がいきわたっておらず、またイートも制度設計上、果たして小規模な飲食店にまで効果が及ぶのか、先行き不
透明とのことです。深刻な経済悪化に対し、政府も金融緩和をはじめ手を尽くしておりますが、万民にあまねく恩恵があるよ
うな制度を作ることは、なんとも難しいものだと感じます。がんばれ日本！
文責 下平 修（昭和大）
，次号は 10/23 佐藤裕二（昭和大）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★接着ブリッジガイドライン パブコメ募集：〆10/22
★第 7 回日中韓補綴歯科学会(2021/2/19-27）参加登録開始 12/24〆
★支部学術大会続々と開催
●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会メインシンポプレゼンファイルアップロード(会員限定）
★第 129 回学術大会プログラム・抄録集公開
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020.12/4-5，NY）が中止
★インド補綴歯科学会(IPS)12/3-6 Virtual Conference
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-27)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修
(東北・北海道，関越，東海，西関東，関西，東京，東関東）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会：10/24-11/20 WEB：〆切延長 11/12
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8 WEB：〆切延長 10/14
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会からの情報： 4 件
★日本歯科医学会連合からの情報： 1 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：1 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★接着ブリッジガイドライン パブコメ募集：〆10/22
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201002_172310.pdf
★第 7 回日中韓補綴歯科学会 参加登録開始
2021/2/19 金-27 土 WEB 開催 https://bjc2021.com/
演題〆切 12/24 木，参加登録開始（12／24 まで，研修単位 4）
①参加登録後，登録したメールアドレスにメールが届きます
②メール記載の ID, PASSWORD, CANCEL CORD を必ず記録して下さい．
③メールの下方記載の「カード支払ページ」から支払って下さい．
12/24 までに支払いがない場合には，無効になります．
★支部学術大会続々と開催されます
〆切の近い学術大会もあります。学会 HP をご覧下さい。
http://www.hotetsu.com/member.html

●●１．本学会からのお知らせ
★129 回学術大会のメインシンポプレゼンファイルアップロード(会員限定）
東京都健康長寿医療センターとともに，共同研究をして参りました大規模疫学研究（草津研究）の成果の発表ファイルが会員
専用でダウンロード可能になりました。
学会 HP の説明文のある URL http://www.hotetsu.com/s4_04.html
下記から会員限定でダウンロードできます。会員外へは流さないで下さい。
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http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200916_090037.pdf
★第 129 回学術大会プログラム・抄録集公開
http://www.hotetsu.com/s4_05_1.html
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020/12/4-5，NY）が中止
https://www.gnyap.org/meetings
★48th IPS National Virtual Conference 2020
2020/12/3-6
http://48thipsnagpur2020.com/

インド補綴歯科学会（IPS）

★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
演題登録・参加登録開始(9/17)
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-27)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-27 土 WEB 開催
演題〆切 12/24 木，参加登録開始（12／24 まで，研修単位 4）
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/

★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・東北・北海道支部学術大会(WEB) 11/1 日 生涯学習・専門医研修
大会長：鬼原英道（岩手医大）
参加登録終了(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ 10/31 土に現地開催（岩手医大）
http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/index.html
・関越支部学術大会（WEB・誌上）11/8 日 生涯学習・専門医研修
大会長：渡邉文彦(支部長）
演題〆切 10/20 火，参加登録準備中
専門医ケープレなし
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
・東海支部学術大会(WEB・誌上）:11/15 日
朝日大，大会長：石神 元(支部長）
参加登録終了(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ現地開催（朝日大）
http://www.hotetsu.com/tokai/c_10.html

生涯学習・専門医研修

・西関東支部学術大会(WEB) 11/15 日 生涯学習・専門医研修
大会長：玉置勝司（神歯大）
，神奈川歯科大学附属横浜研修センター
参加登録〆切 11/1 日
専門医ケープレは現地開催（神歯大）
http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html
・関西支部学術大会(WEB の可能性有り)11/28 土-29 日 生涯学習
大会長：佐古好正（支部長）
，奈良県歯科医師会館
当日受付のみ
専門医ケープレ 11/29 日 AM
http://www.hotetsu.com/kansai/index.html
・九州支部（WEB)11/28 土－29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：古谷野潔(支部長）
専門医ケープレのみ現地開催（九州大）
演題〆切 10/28 水，参加登録〆切 10/31 土
http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html
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・東京支部学術大会(WEB・誌上)11/29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：若林則幸（医歯大）
参加登録〆切 10/16 金，演題〆切 10/9 金：延長されました
専門医ケープレのみ現地開催（医歯大）
http://www.hotetsu.com/tokyo/index.html
・東関東支部学術大会(WEB の可能性有り) 2021/2/7 日 生涯学習・専門医研修
演題募集，事前参加登録準備中
専門医ケープレは現地開催（京成ホテルミラマーレ）
http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/index.html

●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会
10/24 土-11/20 金（WEB オンデマンド）
大会長：小野高裕（新潟大） 参加登録 11/12 まで延長：NEW
https://admedic.co.jp/jsmshp31
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7 土-8 日（WEB 開催） 参加登録 10/14 まで延長：NEW
大会長：水口俊介（医歯大）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本歯科医学会からの情報
日歯 NESW LETTER 第 18 号（日本歯科医師会広報課）発出 9/28：NEW
新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter200928.pdf
献血血液の研究開発等への使用に関する公募の実施（日本赤十字社）
：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201002_163658.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/blood/koubo/
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全
性の確保等に関する法律施行規則」の取り扱いについて」
（厚生労働省医政局）の一部改正についての情報：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200928_164218.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200928_164306.pdf
コンプライアンス調査（各分科会）の取りまとめについての情報提供：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200928_164403.pdf
★日本歯科医学会連合
「国際的人材育成」に関する調査（本会：社員 ML2020.3）への国際活動委員会からのお礼と報告書の完成：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200928_164655.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
日本口腔顔面痛学会 Newsletter 第 47 号公開(9/10)
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877
※メルマガ発行予定（長期休みを除いて隔週金曜日）
11 月 6 日，11 月 20 日，12 月 4 日，12 月 18 日
1 月 15 日， 1 月 29 日， 2 月 12 日， 2 月 26 日
3 月 12 日， 3 月 26 日， 4 月 9 日， 4 月 23 日
5 月 14 日， 5 月 28 日， 6 月 11 日， 6 月 25 日
各種の〆切の設定でご配慮下さい
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
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優秀論文賞候補者募集

すっかり秋めいてきて，マスクの辛さも軽くなりつつあります。ただし，これからインフルエンザも増えてくるので，各種活
動を再開させつつも，新しい生活様式に慣れたいものです。
ネット会議，メール，学会の WEB 開催が盛況ですが，
「息づかい」や「雰囲気」を共有できる集合の意義もますます高まってき
たと思います。来年 6 月の 130 回学術大会では，WEB +集合型も検討中と伺っています。ぜひ，会員の英知を結集してより有意
義な学術大会になることを楽しみにしています。
広報委員を拝命し，1 年半が過ぎ，残り半年となりました。少しでも良質で有用な情報を，素早くお伝えできるように取り組
んできたつもりですが，不備も多く，ご迷惑を掛けっぱなしです。皆様方からの激励やご指導をいただければと思いますの
で，どうかよろしくお願いいたします。
文責 佐藤裕二（昭和大）
，次号は 11/6 田地 豪（広島大）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★【急告】1ST AAP VIRTUAL SCIENTIFIC MEETING 開催 10/31
★代議員選挙の実施：立候補〆切 11/2 月
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
★第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション公募
★学会 HP スマホ用サイトの充実
★支部学術大会続々と開催
●●１．本学会からのお知らせ
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020.12/4-5，NY）が中止
★インド補綴歯科学会(IPS)12/3-6 Virtual Conference
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-27)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修
(東北・北海道，関越，東海，西関東，関西，東京，東関東）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会：10/24-11/20 WEB：〆切延長 11/12
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8 WEB
★日本口腔顔面痛学会第 25 回学術大会：11/22-23 WEB
★日本スポーツ歯科医学会第 31 回学術大会：12/4-6 広島＋WEB
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会：12/19-20 WEB
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から
★日本歯科医学会からの情報： 6 件
★日本歯科医学会連合からの情報： 0 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：0 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★【急告】1ST AAP VIRTUAL SCIENTIFIC MEETING 開催
AAP(ASIAN ACADEMY OF PROSTHODONTICS)よりの情報です
10/31 日本時間 15:00-20:30 zoom，開催間近です。無料登録必要
http://www.hotetsu.com/j1_11.html
★代議員選挙の実施：立候補〆切 11/2 月
http://www.hotetsu.com/t8.html
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
http://www.hotetsu.com/c_1742.html
★第 24 回日本歯科医学会学術大会(2021/9/23-25）ポスターセッション公募
発表希望者は，オンライン登録（1/18〆切）するとともに，学会事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）にメールしてくだ
さい．
件名：第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション登録演題について
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本文：筆頭演者氏名，所属，登録演題名を明記
http://hotetsu.com/c_1788.html
★学会 HP スマホ用サイトの充実
少し見やすくしました。今後さらに充実させます。
http://hotetsu.com/sp_index.html
★支部学術大会続々と開催されます
〆切の近い学術大会もあります。学会 HP をご覧下さい。
http://www.hotetsu.com/member.html

●●１．本学会からのお知らせ
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020/12/4-5，NY）が中止
https://www.gnyap.org/meetings
★48th IPS National Virtual Conference 2020
2020/12/3-6 WEB 開催
http://48thipsnagpur2020.com/

インド補綴歯科学会（IPS）

★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
演題登録・参加登録開始(9/17)
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-27)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-27 土 WEB 開催
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
演題〆切 12/24 木，参加登録開始（12／24 まで，研修単位 4）
①参加登録後，登録したメールアドレスにメールが届きます
②メール記載の ID, PASSWORD, CANCEL CORD を必ず記録して下さい．
③メールの下方記載の「カード支払ページ」から支払って下さい．
12/24 までに支払いがない場合には，無効になります．
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/

★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・東北・北海道支部学術大会(WEB) 11/1 日 生涯学習・専門医研修
大会長：鬼原英道（岩手医大）
参加登録終了(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ 10/31 土に現地開催（岩手医大）
http://www.hotetsu.com/tohoku_hokkaido/c_10.html
・関越支部学術大会（WEB・誌上）11/8 日 生涯学習・専門医研修
大会長：渡邉文彦(支部長）
演題〆切 10/20 火，参加登録〆切 11/5
専門医ケープレなし
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
・東海支部学術大会(WEB・誌上）:11/15 日
朝日大，大会長：石神 元(支部長）
参加登録終了(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ現地開催（朝日大）
http://www.hotetsu.com/tokai/c_10.html

生涯学習・専門医研修

・西関東支部学術大会(WEB) 11/15 日 生涯学習・専門医研修
大会長：玉置勝司（神歯大）
，神奈川歯科大学附属横浜研修センター
参加登録〆切 11/1 日
専門医ケープレは現地開催（神歯大）
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http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
・関西支部学術大会(WEB の可能性有り)11/28 土-29 日 生涯学習
大会長：佐古好正（支部長）
，奈良県歯科医師会館
当日受付のみ
専門医ケープレ 11/29 日 AM
http://www.hotetsu.com/kansai/c_10.html
・九州支部（WEB)11/28 土－29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：古谷野潔(支部長）
専門医ケープレのみ現地開催（九州大）
演題〆切 10/28 水，参加登録〆切 10/31 土
http://www.hotetsu.com/kyusyu/c_10.html
・東京支部学術大会(WEB・誌上)11/29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：若林則幸（医歯大）
参加登録〆切 11/24 火
専門医ケープレのみ現地開催（医歯大）
http://www.hotetsu.com/tokyo/c_10.html
・東関東支部学術大会(WEB の可能性有り) 2021/2/7 日 生涯学習・専門医研修
演題〆切 11/20（一般口演は e-poster）
，事前参加登録準備中
専門医ケープレは現地開催（京成ホテルミラマーレ）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会
10/24 土-11/20 金（WEB オンデマンド）
大会長：小野高裕（新潟大） 参加登録 11/12 まで延長：NEW
https://admedic.co.jp/jsmshp31
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7 土-8 日（WEB 開催）
大会長：水口俊介（医歯大）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
★日本歯科技工学会第 42 回学術大会→中止
11/14 土-15 日→中止，e-poster は 2020/2～3 に延期
大会長：二川浩樹(広島大）
https://www.nadt.jp/42th/info.html
★日本口腔顔面痛学会第 25 回学術大会
11/22 日-23 月（WEB)
大会長：小宮山道（日大松戸）
http://www.assiste-j.net/ofp2020
★日本スポーツ歯科医学会第 31 回学術大会(広島）
12/4 金-6 日：現地(広島）＋WEB 参加登録〆切 10/30，当日登録あり
大会長：津賀一弘(広島大）
https://www.kntcs.co.jp/jasd31/
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会
12/19 土-20 日：オンライン開催
大会長 佐々木 誠（岩手大） 参加登録〆切 11/30
http://jssf.umin.ne.jp/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から
第 25 期会長就任のご挨拶：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201016_154448.pdf
★日本歯科医学会からの情報
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新型コロナウイルスワクチン戦略相談（無料）の新設：NEW
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201012_163921.pdf
学会オンライン推進 WG を設置し、第 1 弾の情報をホームページへ掲載
https://www.jads.jp/2020/1001
日歯 NESW LETTER 第 18 号（日本歯科医師会広報課）発出 9/28
新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter200928.pdf
献血血液の研究開発等への使用に関する公募の実施（日本赤十字社）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201002_163658.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/blood/koubo/
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
、
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全
性の確保等に関する法律施行規則」の取り扱いについて」
（厚生労働省医政局）の一部改正についての情報
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200928_164218.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200928_164306.pdf
コンプライアンス調査（各分科会）の取りまとめについての情報提供
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20200928_164403.pdf
★日本歯科医学会連合
★日本歯学系学会協議会からの情報

※メルマガ発行予定（長期休みを除いて隔週金曜日）
11 月 6 日，11 月 20 日，12 月 4 日，12 月 18 日
1 月 15 日， 1 月 29 日， 2 月 12 日， 2 月 26 日
3 月 12 日， 3 月 26 日， 4 月 9 日， 4 月 23 日
5 月 14 日， 5 月 28 日， 6 月 11 日， 6 月 25 日
各種の〆切の設定でご配慮下さい
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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認定医・専門医試験実施 12/13

秋は学会のシーズンです．とはいうものの，COVID-19 の影響で開催形式が Web や誌上，ハイブリッド等さまざまです．参加
する側にとって大きな負担はありませんが，開催準備に携わる関係者にとっては大変なご心配やご苦労があろうかと拝察いた
します．
先月，秋を感じようと栗拾いに出かけました．短い時間でしたが自然の中で過ごすことができ，しっかりリフレッシュでき
ました．拾った 3 kg ほどの栗の一部はご近所に差し上げ，残りの栗で家内は栗ごはんと渋皮煮を作ってくれました．ちょっぴ
りラム酒が入った渋皮煮はなかなかの美味．私にとって秋は，やはり食欲の秋です．
文責 田地 豪（広島大）
，次号は 11/20 岡本和彦（明海大）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★認定医・専門医試験実施が決定 12/13 日
★投稿の手引きの更新
★支部学術大会続々と開催
●●１．本学会からのお知らせ
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
★第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション公募
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020.12/4-5，NY）が中止
★インド補綴歯科学会(IPS)12/3-6 Virtual Conference
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-27)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★学会 HP スマホ用サイトの充実
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修
(関越，東海，西関東，関西，東京，東関東）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会：10/24-11/20 WEB：〆切延長 11/12
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会: 11/7-8 WEB
★日本口腔顔面痛学会第 25 回学術大会：11/22-23 WEB
★日本スポーツ歯科医学会第 31 回学術大会：12/4-6 広島＋WEB
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会：12/19-20 WEB
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から：3 件
★日本歯科医学会からの情報： 2 件
★日本歯科医学会連合からの情報： 1 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：1 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★認定医・専門医試験実施が決定(12/13 日 13:00～13:50）
場所：各支部が指定する会場
申し込み書提出期限:12/4 金
詳細は順次，学会 HP でお知らせします。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201104_143817.pdf
★投稿の手引き（原著・技術紹介・専門医症例）の更新
http://www.hotetsu.com/s4_09.html
★支部学術大会が続々と開催されます
〆切の近い学術大会もあります。学会 HP をご覧下さい．
http://www.hotetsu.com/member.html

●●１．本学会からのお知らせ
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
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http://www.hotetsu.com/c_1742.html
★第 24 回日本歯科医学会学術大会(2021/9/23-25）ポスターセッション公募
発表希望者は，オンライン登録（1/18〆切）するとともに，
学会事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）にメールしてください．
件名：第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション登録演題について
本文：筆頭演者氏名，所属，登録演題名を明記
http://hotetsu.com/c_1788.html
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020/12/4-5，NY）が中止
https://www.gnyap.org/meetings
★48th IPS National Virtual Conference 2020
2020/12/3-6 WEB 開催
http://48thipsnagpur2020.com/

インド補綴歯科学会（IPS）

★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
演題登録・参加登録開始(9/17)
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-27)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-27 土 WEB 開催
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
演題〆切 12/24 木，参加登録開始（12／24 まで，研修単位 4）
①参加登録後，登録したメールアドレスにメールが届きます
②メール記載の ID, PASSWORD, CANCEL CORD を必ず記録して下さい．
③メールの下方記載の「カード支払ページ」から支払って下さい．
12/24 までに支払いがない場合には，無効になります．
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/
★学会 HP スマホ用サイトの充実
少し見やすくしました。今後さらに充実させます．
http://hotetsu.com/sp_index.html

★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・関越支部学術大会（WEB・誌上）11/8 日 生涯学習・専門医研修
大会長：渡邉文彦(支部長）
参加登録終了(〆切後は登録不可）
専門医ケープレなし
http://www.hotetsu.com/kannetsu/c_10.html
・東海支部学術大会(WEB・誌上）:11/15 日
大会長：石神 元(支部長・朝日大）
参加登録終了(〆切後は登録不可）
視聴用特設サイト開設(会長挨拶公開）
専門医ケープレのみ現地開催（朝日大）
http://www.hotetsu.com/tokai/c_10.html

生涯学習・専門医研修

・西関東支部学術大会(WEB) 11/15 日 生涯学習・専門医研修
大会長：玉置勝司（神歯大）
，神奈川歯科大学附属横浜研修センター
参加登録終了(〆切後は登録不可）
専門医ケープレは現地開催（神歯大）
http://www.hotetsu.com/nishi_kanto/c_10.html
・関西支部学術大会(WEB の可能性有り)11/28 土-29 日 生涯学習
大会長：佐古好正（支部長）
，奈良県歯科医師会館
当日受付のみ
専門医ケープレ 11/29 日 AM
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http://www.hotetsu.com/kansai/c_10.html
・九州支部（WEB)11/28 土－29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：古谷野潔(支部長・九州大）
参加登録終了(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ現地開催（九州大）
http://www.hotetsu.com/kyusyu/c_10.html
・東京支部学術大会(WEB・誌上)11/29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：若林則幸（医歯大）
参加登録〆切 11/24 火
専門医ケープレのみ現地開催（医歯大）
http://www.hotetsu.com/tokyo/c_10.html
・東関東支部学術大会(WEB の可能性有り) 2021/2/7 日 生涯学習・専門医研修
演題〆切 11/20（一般口演は e-poster）
，事前参加登録準備中
専門医ケープレは現地開催（京成ホテルミラマーレ）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本咀嚼学会第 31 回学術大会
10/24 土-11/20 金（WEB オンデマンド）
大会長：小野高裕（新潟大） 参加登録 11/12 まで延長
https://admedic.co.jp/jsmshp31
★日本老年歯科医学会 設立 30 周年記念大会（第 31 回学術大会）
11/7 土-8 日（WEB 開催）閲覧は 11/9 月 12:00 まで
大会長：水口俊介（医歯大）
http://web.apollon.nta.co.jp/gero31/index.html
★日本歯科技工学会第 42 回学術大会→中止
11/14 土-15 日→中止，e-poster は 2020/2～3 に延期
大会長：二川浩樹(広島大）
https://www.nadt.jp/42th/info.html
★日本口腔顔面痛学会第 25 回学術大会
11/22 日-23 月（WEB)
大会長：小宮山道（日大松戸）
http://www.assiste-j.net/ofp2020
★日本スポーツ歯科医学会第 31 回学術大会(広島）
12/4 金-6 日：現地(広島)＋WEB 当日登録あり
大会長：津賀一弘(広島大）
https://www.kntcs.co.jp/jasd31/
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会
12/19 土-20 日：オンライン開催
大会長 佐々木 誠（岩手大） 参加登録〆切 11/30
http://jssf.umin.ne.jp/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から
日本学術会議の活動と運営に関する記者会見(10/29)：NEW
http://www.scj.go.jp/
内閣総理大臣と会長の面談に関する連絡：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201023_085654.pdf
第 25 期会長就任のご挨拶
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201016_154448.pdf
★日本歯科医学会からの情報
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日本歯科医学会令和２年度学術講演会（第１回）
：NEW
「新型コロナウイルスへの歯科の対応（仮）
」WEB
12/1 火 19:00参加申し込み必要
https://www.jads.jp/activity/lecture
新型コロナウイルスワクチン戦略相談（無料）の新設
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201012_163921.pdf
★日本歯科医学会連合
令和 2 年度臨床ニーズオンラインマッチング会開催：NEW
2021/1/27(木)17:00-19:00(予定) Zoom
http://nsigr.or.jp/pdf/20210127_needsmatching.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
ICD 日本部会学会誌「国際歯科学士会日本部会雑誌第 51 巻第 1 号」発行：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201029_091839.pdf http://www.icd-japan.gr.jp/pub/journal_51.html
非会員でも閲覧可：歯科補綴学の歴史（佐々木元理事長）の記事あり

※メルマガ発行予定（長期休みを除いて隔週金曜日）
11 月 6 日，11 月 20 日，12 月 4 日，12 月 18 日
1 月 15 日， 1 月 29 日， 2 月 12 日， 2 月 26 日
3 月 12 日， 3 月 26 日， 4 月 9 日， 4 月 23 日
5 月 14 日， 5 月 28 日， 6 月 11 日， 6 月 25 日
各種の〆切の設定でご配慮下さい
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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第 130 回学術大会 2020/6/18-20

暦の上では立冬を迎えましたが，当地では穏やかな秋の日が続いております．秋は過ごしやすく様々なことに挑戦しやすい
季節でもあります．歯学部のある埼玉県坂戸市は池袋から東武東上線で 50 分に位置しており，沿線には，多くの駅伝の強豪大
学があります．この地域は関東平野の平地でありながら台地部も存在するとともに，夏場には，都心部のヒートアイランド拡
散による猛暑のため，長距離練習にとって都合の良い環境となっているのではないかと思います．例年，この時期は大会を観
戦し，近隣大学 3 校（目の前の大学も強豪）の応援をするとともに多くの活気と感動を貰っています．今季はテレビ観戦のみ
となり残念ですが，新型コロナウイルスの感染症終息を切に願うとともに，再び沿道で応援できる日がくることを期待したい
と思います．
文責 岡本和彦（明海大）
，次号は 12/4 長島 正（大阪大）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★日本補綴歯科学会第 130 回学術大会 2020/6/18-20
★48th IPS(インド補綴学会) National Virtual Conference 〆切迫る！
★Letter for Members 67 号発行
★本学会 HP が常時 SSL 化（http→https）
★支部学術大会続々と開催
●●１．本学会からのお知らせ
★認定医・専門医試験実施が決定 12/13 日
★投稿の手引きの更新
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
★第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション公募
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020.12/4-5，NY）が中止
★インド補綴歯科学会(IPS)12/3-6 Virtual Conference
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-27)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修
(関西，九州，東京，東関東）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔顔面痛学会第 25 回学術大会：11/22-23 WEB
★日本スポーツ歯科医学会第 31 回学術大会：12/4-6 広島＋WEB
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会：12/19-20 WEB
★日本義歯ケア学会第 13 回学術大会 2020/2/28 WEB
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から：2 件
★日本歯科医学会からの情報： 2 件
★日本歯科医学会連合からの情報： 1 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：2 件
★大学病院医療情報ネットワークセンターからの情報：1 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 130 回学術大会 2021/6/18-20
Web＋小規模集合型に変更いたします。
Web：定時録画配信+ライブディスカッション
小規模集合型：医歯大・定員 500 名集合型
大会長：水口俊介（医歯大）
演題〆切:1/15，事前登録〆切：5/12
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201107_123841.pdf
★48th IPS(インド補綴学会) National Virtual Conference 〆切迫る！
2020/12/3-6 WEB 開催（参加費は有料）
：11/30 登録〆切
JPS からの Invited speaker：構 義徳先生(関東支部)，高岡亮太先生(大阪大）
COVID-19 が蔓延する状況にありながら、国際学会に参加できる貴重な機会となります。奮ってご参加ください。
http://48thipsnagpur2020.com/

683
★Letter for Members 67 号発行
129 回学術大会報告，表彰者など。学会 HP から閲覧可
https://www.hotetsu.com/s4_02.html
★本学会 HP が常時 SSL 化（http→https）
暗号化された安全な通信方式を WEB サイトに導入しました。
・なりすまし防止によるセキュリティの向上
・WEB ページの高速化
・検索順位の向上
・閲覧者の安心感（
「保護されていない」などの警告表示がなくなる）
※学会 HP へのブックマークを https に更新して下さい。
★支部学術大会が続々と開催されます
〆切の近い学術大会もあります。学会 HP をご覧下さい。
http://www.hotetsu.com/member.html

●●１．本学会からのお知らせ
★認定医・専門医試験実施が決定(12/13 日 13:00～13:50）
場所：各支部が指定する会場
※【受験会場は原則として所属されている大学となります。勤務先等を確認し会場をこちらから指定させていただきますが、
受験場所の制約により，今回は受験をお断りすることもあります。COVID-19 の蔓延によるものですので、悪しからずご了承く
ださい。
】
申し込み書提出期限:12/4 金
詳細は順次，学会 HP でお知らせします。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201104_143817.pdf
★投稿の手引き（原著・技術紹介・専門医症例）の更新
http://www.hotetsu.com/s4_09.html
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
http://www.hotetsu.com/c_1742.html
★第 24 回日本歯科医学会学術大会(2021/9/23-25）ポスターセッション公募
発表希望者は，オンライン登録（1/18〆切）するとともに，学会事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）にメールしてくだ
さい．
件名：第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション登録演題について
本文：筆頭演者氏名，所属，登録演題名を明記
http://hotetsu.com/c_1788.html
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020/12/4-5，NY）が中止
https://www.gnyap.org/meetings
★48th IPS National Virtual Conference 2020
2020/12/3-6 WEB 開催
http://48thipsnagpur2020.com/

インド補綴歯科学会（IPS）

★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
演題登録・参加登録開始(9/17)
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-27)
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-27 土 WEB 開催
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
演題〆切 12/24 木，参加登録開始（12／24 まで，研修単位 4）
①参加登録後，登録したメールアドレスにメールが届きます
②メール記載の ID, PASSWORD, CANCEL CORD を必ず記録して下さい．
③メールの下方記載の「カード支払ページ」から支払って下さい．
12/24 までに支払いがない場合には，無効になります．
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
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8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・九州支部（WEB)11/28 土－29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：古谷野潔(支部長・九州大）
参加登録終了(〆切後は登録不可）
専門医ケープレのみ現地開催（九州大）
http://www.hotetsu.com/kyusyu/c_10.html
・東京支部学術大会(WEB・誌上)11/29 日 生涯学習・専門医研修
大会長：若林則幸（医歯大）
参加登録〆切 11/24 火
専門医ケープレのみ現地開催（医歯大）
http://www.hotetsu.com/tokyo/c_10.html
・関西支部学術大会(集合型) 11/29 日 生涯学習
大会長：佐古好正（支部長）
，奈良県歯科医師会館
当日受付のみ
専門医ケープレ 11/29 日
http://www.hotetsu.com/kansai/c_10.html
・東関東支部学術大会(WEB の可能性有り) 2021/2/7 日 生涯学習・専門医研修
演題〆切 11/20（一般口演は e-poster）
，事前参加登録準備中
専門医ケープレは現地開催（京成ホテルミラマーレ）
http://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本口腔顔面痛学会第 25 回学術大会
11/22 日-23 月（WEB)
大会長：小宮山道（日大松戸）
http://www.assiste-j.net/ofp2020
★日本スポーツ歯科医学会第 31 回学術大会(広島）
12/4 金-6 日：現地(広島)＋WEB 当日登録あり
大会長：津賀一弘(広島大）
https://www.kntcs.co.jp/jasd31/
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会
12/19 土-20 日：オンライン開催
大会長 佐々木 誠（岩手大） 参加登録〆切 11/30
http://jssf.umin.ne.jp/
★日本義歯ケア学会第 13 回学術大会（本学会が後援）
：New
2021/2/28 日 WEB：義歯ケア学会会員は参加無料，非会員は要入会
大会長：佐藤裕二(昭和大）
https://www.jdenturecare.com/
★日本歯科理工学会春期第 77 回学術講演会（共催シンポあり）
：New
2021/4/10-11 タワーホール船橋（本学会会員の参加費は会員と同じ)
大会長：早川 徹（鶴見大） WEB 開催の可能性あり
http://www.jsdmd.jp/meeting/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から
日本学術会議の活動と運営に関する記者会見(10/29)
http://www.scj.go.jp/
内閣総理大臣と会長の面談に関する連絡
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201023_085654.pdf
★日本歯科医学会からの情報
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都道府県別医療事故報告件数（日本医師会）について情報提供：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201106_134406.pdf
日本歯科医学会令和２年度学術講演会（第１回）
「新型コロナウイルスへの歯科の対応（仮）
」WEB
12/1 火 19:00参加申し込み必要
https://www.jads.jp/activity/lecture
★日本歯科医学会連合
令和 2 年度臨床ニーズオンラインマッチング会開催
2021/1/27(木)17:00-19:00(予定) Zoom
http://nsigr.or.jp/pdf/20210127_needsmatching.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
日本学術会議歯学委員会・日本歯学系学会協議会共催 Web 講演会：NEW
「歯と口と健康のための体制作り：歯学における学術活動および国民への周知活動の方向性」
11/30 月 17:00-18:45：WEB(Zoom)：参加費無料(11/25 申込〆切）
http://www.ucjds.jp/event/lecture.html
ICD 日本部会学会誌「国際歯科学士会日本部会雑誌第 51 巻第 1 号」発行
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201029_091839.pdf http://www.icd-japan.gr.jp/pub/journal_51.html
非会員でも閲覧可：歯科補綴学の歴史（佐々木元理事長）の記事あり
★大学病院医療情報ネットワーク（UMIN）センターからの情報
助成公募情報公開への協力依頼：NEW
https://www.umin.ac.jp/find/
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201106_134453.pdf

※メルマガ発行予定（長期休みを除いて隔週金曜日）
12 月 4 日，12 月 18 日， 1 月 15 日， 1 月 29 日
2 月 12 日， 2 月 26 日， 3 月 12 日， 3 月 26 日
4 月 9 日， 4 月 23 日， 5 月 14 日， 5 月 28 日
6 月 11 日， 6 月 25 日
各種の〆切の設定でご配慮下さい
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 www.hotetsu.com/
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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JPS メルマガ 198

2020/12/4 第 7 回日中韓補綴歯科学会〆切迫る 12/24

街中だけでなく、自宅近くでもクリスマスのイルミネーションが美しく灯るようになり、年末が近づいていることを強く実
感できる季節となりました。例年、この頃になるとスケジュール帳で 17 時以降の予定が賑やかになってきますが、今年は残念
ながらそのような予定は皆無で寂しい限りです。
さて、この１年間で我々は多くの経験をしました。COVID-19 の急速な拡大により多くのものを失いましたが、得たものも多
いのではないかと考えています。４月から止むなくオンライン授業に取組むことになった結果、教員は学内ＬＭＳ（Learning
Management System）に精通できるようになりました。その結果、カリキュラムの物的資源としてＬＭＳが有効に活用できてい
るだけでなく、これまで日程調整に苦労していた会議もＬＭＳを活用することでストレスなく開催できるようになるなど、新
たな可能性が見つかっていることも事実です。一方、急速に利用されるようになったオンライン会議では議論がなかなか深ま
らないという意見も聞きます。モニターとカメラの位置にずれがあることからアイコンタクトが難しいことがその原因の１つ
になっているようですが、それを改善するための方法がすでに考案されており、まさに人類の適応能力の高さが実証できてい
るように感じます。
ところで、本学会の第 130 回学術大会が Web＋小規模集合型に変更されました。通常開催できないことを残念に思う気持ち
も強いのですが、新たな可能性を求め羽ばたくためのチャンスが与えられたと、ポジティブな思考を持ち続けたいと思いま
す。
文責 長島 正（大阪大）
，次号は 12/18 近藤 尚知（岩手医大）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」
「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★関西支部学術大会 11/29(日)→2021/3/7(日)に延期(WEB)
★第 130 回学術大会の HP とフェイスブックページ立ち上げ
★第 7 回日中韓補綴歯科学会(2/19-27)〆切迫る 12/24
★歯科補綴学専門用語に関するご意見・お問い合わせ受付開始
★学会誌 12(4)（2020/10）の依頼論文を学会 HP に掲載
●●１．本学会からのお知らせ
★日本補綴歯科学会第 130 回学術大会 2021/6/18-20
★Letter for Members 67 号発行
★本学会 HP が常時 SSL 化（http→https）
★認定医・専門医試験実施が決定 12/13 日
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
★第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション公募
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020.12/4-5，NY）が中止
★インド補綴歯科学会(IPS)12/3-6 Virtual Conference
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-27)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修(東関東，関西）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本スポーツ歯科医学会第 31 回学術大会：12/4-6 広島＋WEB
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会：12/19-20 WEB
★日本義歯ケア学会第 13 回学術大会 2020/2/28 WEB
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から：2 件
★日本歯科医学会からの情報： 2 件
★日本歯科医学会連合からの情報： 1 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：1 件
★大学病院医療情報ネットワークセンターからの情報：1 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★関西支部学術大会 11/29(日)→2021/3/7(日)に延期
一般講演（e ポスタに変更）
、生涯学習公開セミナー：WEB 開催（要事前登録）
専門医ケースプレゼンテーションのみ対面で実施
大会長：佐古好正（支部長）
https://www.hotetsu.com/kansai/c_10.html
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★第 130 回学術大会の HP とフェイスブックページ立ち上げ
学術大会 HP: http://web.apollon.nta.co.jp/jps130/
フェイスブック：https://www.facebook.com/101591911771602/
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-27)
【演題・参加登録〆切迫る 12/24】
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-27 土 WEB 開催
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
演題〆切 12/24 木，参加登録開始（12／24 まで，研修単位 4）
①参加登録後，登録したメールアドレスにメールが届きます
②メール記載の ID, PASSWORD, CANCEL CORD を必ず記録して下さい．
③メールの下方記載の「カード支払ページ」から支払って下さい．
12/24 までに支払いがない場合には，無効になります．
★歯科補綴学専門用語に関するご意見・お問い合わせ受付開始
https://www.hotetsu.com/s4_06.html
★学会誌 12(4)（2020/10）の依頼論文を学会 HP に掲載
https://www.hotetsu.com/s4_05_3.html
●●１．本学会からのお知らせ
★第 130 回学術大会 2021/6/18-20
Web＋小規模集合型に変更いたします。
Web：定時録画配信+ライブディスカッション
小規模集合型：医歯大・定員 500 名集合型
大会長：水口俊介（医歯大）
演題〆切:1/15，事前登録〆切：5/12
http://web.apollon.nta.co.jp/jps130/ 【New】
★Letter for Members 67 号発行
129 回学術大会報告，表彰者など。学会 HP から閲覧可
https://www.hotetsu.com/s4_02.html
★本学会 HP が常時 SSL 化（http→https）
暗号化された安全な通信方式を WEB サイトに導入しました。
・なりすまし防止によるセキュリティの向上
・WEB ページの高速化
・検索順位の向上
・閲覧者の安心感（
「保護されていない」などの警告表示がなくなる）
※学会 HP へのブックマークを https に更新して下さい。
★認定医・専門医試験実施が決定(12/13 日 13:00～13:50）
場所：各支部が指定する会場
※【受験会場は原則として所属されている大学となります。勤務先等を確認し会場をこちらから指定させていただきますが、
受験場所の制約により，今回は受験をお断りすることもあります。COVID-19 の蔓延によるものですので、悪しからずご了承く
ださい。
】
申し込み書提出期限:12/4 金
詳細は順次，学会 HP でお知らせします。
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201104_143817.pdf
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
https://www.hotetsu.com/c_1742.html
★第 24 回日本歯科医学会学術大会(2021/9/23-25）ポスターセッション公募
発表希望者は，オンライン登録（1/18〆切）するとともに，学会事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）にメールしてくだ
さい．
件名：第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション登録演題について
本文：筆頭演者氏名，所属，登録演題名を明記
https://hotetsu.com/c_1788.html
★GNYAP 66th Annual Meeting(2020/12/4-5，NY）が中止
https://www.gnyap.org/meetings
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★48th IPS National Virtual Conference 2020
2020/12/3-6 WEB 開催
http://48thipsnagpur2020.com/

インド補綴歯科学会（IPS）

★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
10/23-25 台北（台湾）→COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
演題登録・参加登録開始(9/17)
http://www.aao2020.tw
★The 12th Biennial Congress of Asian Academy of Prosthodontics
8/21-23 インドネシア（バリ）→2021/8/27-29 に延期
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・東関東支部学術大会(WEB の可能性有り) 2021/2/7 日 生涯学習・専門医研修
演題〆切 11/20（一般口演は e-poster）
，事前参加登録準備中
専門医ケープレは現地開催（京成ホテルミラマーレ）
https://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
・関西支部学術大会 11/29(日)→2021/3/7(日)に延期
一般講演（e ポスタに変更）
、生涯学習公開セミナー：WEB 開催（要事前登録）
専門医ケープレは 3/7 に対面で実施
大会長：佐古好正（支部長）
参加登録：準備中
https://www.hotetsu.com/kansai/c_10.html

●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★日本スポーツ歯科医学会第 31 回学術大会(広島）
12/4 金-6 日：現地(広島)＋WEB 当日登録あり
大会長：津賀一弘(広島大）
https://www.kntcs.co.jp/jasd31/
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会
12/19 土-20 日：オンライン開催
大会長 佐々木 誠（岩手大） 参加登録〆切 11/30
http://jssf.umin.ne.jp/
★日本義歯ケア学会第 13 回学術大会（本学会が後援）
：New
2021/2/28 日 WEB：義歯ケア学会会員は参加無料，非会員は要入会
大会長：佐藤裕二(昭和大）
https://www.jdenturecare.com/
★日本歯科理工学会春期第 77 回学術講演会（共催シンポあり）
：New
2021/4/10-11 タワーホール船橋（本学会会員の参加費は会員と同じ)
大会長：早川 徹（鶴見大） WEB 開催の可能性あり
http://www.jsdmd.jp/meeting/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から
日本学術会議の活動と運営に関する記者会見 11/26：NEW
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo304-kaikenshiryo.pdf
日本学術会議の活動に関する Q&A 11/26：NEW
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo304-QandA.pdf
★日本歯科医学会からの情報
「学会長ご挨拶 令和 2 年 11・12 月号」が日本歯科医学会 HP に掲載：NEW
https://www.jads.jp/about/greeting.html
都道府県別医療事故報告件数（日本医師会）について情報提供
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http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201106_134406.pdf
★日本歯科医学会連合
令和 2 年度臨床ニーズオンラインマッチング会開催
2021/1/27(木)17:00-19:00(予定) Zoom
http://nsigr.or.jp/pdf/20210127_needsmatching.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
日本口腔衛生学会のニュースレター3 号が出ました：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201120_143302.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201120_143401.pdf
★大学病院医療情報ネットワーク（UMIN）センターからの情報
助成公募情報公開への協力依頼
https://www.umin.ac.jp/find/
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201106_134453.pdf

※メルマガ発行予定（長期休みを除いて隔週金曜日）
12 月 18 日，
1 月 15 日， 1 月 29 日
2 月 12 日， 2 月 26 日， 3 月 12 日， 3 月 26 日
4 月 9 日， 4 月 23 日， 5 月 14 日， 5 月 28 日
6 月 11 日， 6 月 25 日
各種の〆切の設定でご配慮下さい
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 https://www.hotetsu.com
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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JPS メルマガ 199 2020/12/18 第 130 回学術大会 2021/6/18-20 登録開始！
少し前のことになりますが、11/1（日）、私の所属する東北北海道支部の学術大会が開催されました。支部学術大会としては、初めての
オンライン開催でした。
会場兼発信元は、岩手医科大学歯学部だったのですが、６月に開催された本大会では、多くのトラブルがあったこともあり、当初はヒヤ
ヒヤでした。しかし、終わってみれば、驚くほど順調で、数件の問い合わせの電話があったくらいで無事終了しました。Web ミーティングに
皆が慣れてきたせいもあるのでしょうか。運営する側もおおかたのトラブルシューティングができたのか、ずいぶん楽だったなという印象
です。
コロナウィルスの感染拡大を抑え込むまでは、やむを得ず、オンライン形態での開催がスタンダードになるのだと思います。移動時間や
旅費の節約ができるのはよいのですが、懇親会などが開催できず、新たな交流が生まれにくい点、少々寂しい気もします。早く元あった
日常を取り戻せることを切に願うばかりです。
文責 近藤 尚知（岩手医大），次号 200 号は 1/15 大川理事長
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 130 回学術大会 2021/6/18-20 登録開始！
★支部学術大会抄録集が学会 HP で順次公開
★過去の学術大会のポスターを学会 HP へ掲載
★共催・後援学会等を学会 HP に掲載
●●１．本学会からのお知らせ
★日本補綴歯科学会第 130 回学術大会 2021/6/18-20
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
★歯科補綴学専門用語に関するご意見・お問い合わせ受付開始
★学会誌 12(4)（2020/10）の依頼論文を学会 HP に掲載
★第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション公募
★12th AAO:10/23-25 台湾 COVID-19 の影響で延期 2021/7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2021/2/19-27)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/21-23→2021/8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修(東関東，関西）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★第 26 回阻唱と健康ファミリーフォーラム（日本咀嚼学会）12/14-1/7
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会：12/19-20 WEB
★日本義歯ケア学会第 13 回学術大会 2021/2/28 WEB
★日本歯科理工学会春期第 77 回学術講演会
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から：2 件
★日本歯科医学会からの情報： 2 件
★日本歯科医学会連合からの情報：2 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：1 件
★8020 推進財団からの情報：1 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 130 回学術大会 2021/6/18-20 登録開始！
演題〆切:1/15，事前登録〆切：5/12
学術大会 HP も充実しつつあります
http://web.apollon.nta.co.jp/jps130/
★支部学術大会抄録集が学会 HP で順次公開
https://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
★過去の学術大会のポスターを学会 HP へ掲載(123-129 回）
https://www.hotetsu.com/s3_05.html
★共催・後援学会等を学会 HP に掲載
https://www.hotetsu.com/c_1795.html
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●●１．本学会からのお知らせ
★第 130 回学術大会 2021/6/18-20
Web＋小規模集合型に変更いたします。
Web：定時録画配信+ライブディスカッション
小規模集合型：医歯大・定員 500 名集合型
大会長：水口俊介（医歯大）
演題〆切:1/15，事前登録〆切：5/12
http://web.apollon.nta.co.jp/jps130/
フェイスブック：https://www.facebook.com/101591911771602/
★優秀論文賞候補者の募集：12/31 木〆切
https://www.hotetsu.com/c_1742.html
★歯科補綴学専門用語に関するご意見・お問い合わせ受付開始
https://www.hotetsu.com/s4_06.html
★学会誌 12(4)（2020/10）の依頼論文を学会 HP に掲載
https://www.hotetsu.com/s4_05_3.html
★第 24 回日本歯科医学会学術大会(2021/9/23-25）ポスターセッション公募
発表希望者は，オンライン登録（1/18〆切）するとともに，学会事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）にメールしてください．
件名：第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション登録演題について
本文：筆頭演者氏名，所属，登録演題名を明記
https://hotetsu.com/c_1788.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
台北（台湾）：2021/7/9-11
演題登録・参加登録開始(9/17)
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-27)
【演題・参加登録〆切迫る 12/24】
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2021/2/19 金-27 土 WEB 開催
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
演題〆切 12/24 木，参加登録開始（12／24 まで，研修単位 4）
①参加登録後，登録したメールアドレスにメールが届きます
②メール記載の ID, PASSWORD, CANCEL CORD を必ず記録して下さい．
③メールの下方記載の「カード支払ページ」から支払って下さい．
12/24 までに支払いがない場合には，無効になります．

★12th Biennial Congress of AAP (Asian Academy of Prosthodontics)
インドネシア（バリ）：2021/8/27-29
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・東関東支部学術大会(WEB の可能性有り) 2021/2/7 日 生涯学習・専門医研修
一般口演は e-poster，事前参加〆切 1/7
専門医ケープレは現地開催（京成ホテルミラマーレ）
https://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
・関西支部学術大会 2021/3/7 日
一般講演（e ポスタに変更）、生涯学習公開セミナー：WEB 開催（要事前登録）
大会長：佐古好正（支部長）
参加登録：準備中
https://www.hotetsu.com/kansai/c_10.html

●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★第 26 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム（日本咀嚼学会）：New
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12/14-1/7：WEB 開催：本学会が後援
テーマ：「咀嚼と健康を考える」
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201204_131851.pdf
http://sosyaku.umin.jp/forum
★日本顎口腔機能学会第 64 回学術大会
12/19 土-20 日：オンライン開催
大会長 佐々木 誠（岩手大） 参加登録〆切 11/30
http://jssf.umin.ne.jp/
★日本義歯ケア学会第 13 回学術大会（本学会が後援）
2021/2/28 日 WEB：義歯ケア学会会員は参加無料，非会員は要入会
大会長：佐藤裕二(昭和大）
https://www.jdenturecare.com/
★日本歯科理工学会春期第 77 回学術講演会（共催シンポあり）
2021/4/10-11 タワーホール船橋（本学会会員の参加費は会員と同じ)
大会長：早川 徹（鶴見大） WEB 開催の可能性あり
http://www.jsdmd.jp/meeting/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から
日本学術会議の活動と運営に関する記者会見 11/26
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo304-kaikenshiryo.pdf
日本学術会議の活動に関する Q&A 11/26
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo304-QandA.pdf
★日本歯科医学会からの情報
日歯 NEWS LETTER 第 19 号」（日本歯科医師会/広報課）：New
新型コロナウイルス感染症関連情報です。
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter201201.pdf
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
「学会長ご挨拶 令和 2 年師走号」が日本歯科医学会 HP に掲載：New
「3 密富士研」の思い出とともに乗り越える
https://www.jads.jp/about/greeting.html
★日本歯科医学会連合
政府による日本学術会議第 25 期新規会員任命見送りによる学術の独立性毀損に関する声明：New
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201211_091622.pdf
https://www.jmsf.or.jp/uploads/media/2020/12/20201201111908.pdf
YouTube: https://youtu.be/veW30fkJ5JI
令和 2 年度臨床ニーズオンラインマッチング会開催
2021/1/27(木)17:00-19:00(予定) Zoom
http://nsigr.or.jp/pdf/20210127_needsmatching.pdf
★日本歯学系学会協議会からの情報
日本口腔衛生学会のニュースレター3 号が出ました
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201120_143302.pdf
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201120_143401.pdf
★8020 推進財団からの情報：1 件
公益財団法人 8020 推進財団設立 20 周年記念
第 18 回フォーラム 8020 フォーカス！感染予防 ~未来歯科医療の幕開け~
開催日：令和 2 年 12 月 5 日（土）より、8020 推進財団 HP にて配信
https://www.8020zaidan.or.jp/pr/forum/18th.html
※メルマガ発行予定（長期休みを除いて隔週金曜日）
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1 月 15 日， 1 月 29 日， 2 月 12 日， 2 月 26 日
3 月 12 日， 3 月 26 日， 4 月 9 日， 4 月 23 日
5 月 14 日， 5 月 28 日， 6 月 11 日， 6 月 25 日
各種の〆切の設定でご配慮下さい
=======================
発行：公益社団法人 日本補綴歯科学会
広報委員会 https://www.hotetsu.com
配信先変更・ご意見・ご要望は，
jpr-edit02@hotetsu.org
=======================
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JPS メルマガ 200 記念号 2021/1/15 大川理事長 新年のご挨拶
JPS メルマガ 200 記念号 2021/1/15 大川理事長 新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。2021 年の年頭であり、そしてメルマガ 200 という節目に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
2020 年年頭のご挨拶から早や 1 年が経ちました。この間、補綴歯科専門医の広告開示申請、JPR が歯科補綴学分野で世界トップレ
ベルの IF を獲得、医療技術評価提案の採択（主たる申請：6 件、共同提案：4 件）、歯科界初となった第 129 回学術大会（大会長：古谷
野潔教授[九州大学]）の誌上＆Web（LIVE）開催、各支部学術大会の対面もしくは誌上＆Web 開催、エルゼビアから J-Stage へと JPR
出版社の移行完了、認定医・専門医筆記試験の全国同時一斉開催、第 2 回 JPS SCSC の開催、事務局の新住所（最寄り駅：三田）へ
の移転完了など、理事・委員長をはじめ本当に多くの先生方のご協力により成し遂げることができました。残念ながら、2020 年は
COVID-19 の影響により、各種委員会や国際学術交流等の対面開催が中止もしくは延期となりましたが、Web システムの活用によって
新しい学会活動が実践されました。諸先生方のご尽力に対し、この場をお借りして改めて心より感謝の意を表します。
私の理事長としての任期も残り約 6 か月となりましたが、補綴歯科専門医の広告開示承認に向けた対応、第 130 回記念学術大会（大
会長：水口俊介教授[東京医科歯科大学]）の開催、各支部における学術大会等の開催準備、国際交流の新たな在り方について、JPR お
よび日補綴会誌の出版体制の整備、補綴の日（4 月 12 日：フォーテンツー）の周知・広報、登録歯科技工士制度の制定準備等、取り組
むべき重要案件は少なくありません。各委員会の先生方のご協力を得て、各業務を遂行してまいりたいと考えています。各先生方のご
支援、ご助力の程、よろしくお願い申し上げます。
COVID-19 が一日も早く終息しますこと、そして新しい年が皆様にとって幸多き年になりますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさ
せていただきます。
文責：理事長 大川周治（明海大），次号 201 号は 1/29 堀一浩（新潟大）
最新の情報は学会フェイスブックで．
https://www.facebook.com/JapanProsthodonticSociety
「いいね！」「フォロー」「シェア」をお願いします．
■■コンテンツ■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 130 回学術大会 6/18-20 の演題募集延長 1/15→1/29
★第 7 回日中韓補綴歯科学会参加登録〆切延長 12/24→1/28
★東京支部専門医研修会 2/14（WEB)
●●１．本学会からのお知らせ
★日本補綴歯科学会第 130 回学術大会 6/18-20
★支部学術大会抄録集が学会 HP で順次公開
★過去の学術大会のポスターを学会 HP へ掲載
★共催・後援学会等を学会 HP に掲載
★第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション公募
★12th AAO: 台湾 COVID-19 の影響で延期 7/9-11
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP(2/19-27)
★12th Biennial Congress of AAP, 8/27-29 に延期
★支部学術大会・生涯学習・専門医研修(東関東，関西）
●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
★第 26 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム（日本咀嚼学会）12/14-1/17
★日本デジタル歯科学会 2020 年度冬季セミナー 2/11-14
★日本義歯ケア学会第 13 回学術大会 2/28 WEB
★日本歯科理工学会春期第 77 回学術講演会
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から：1 件
★日本歯科医学会からの情報：7 件
★日本歯科医学会連合からの情報：2 件
★日本歯学系学会協議会からの情報：2 件
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●●0．新着トピックス
★第 130 回学術大会 6/18-20
演題〆切:1/15→1/29 に延長，事前登録〆切：5/12
学術大会 HP も充実しつつあります
http://web.apollon.nta.co.jp/jps130/
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP
参加登録〆切延長 1/28
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2/19 金-27 土 WEB 開催：
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大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
★東京支部専門医研修会 2/14（Web 開催，1 月中旬開始の事前登録必要）
テーマ
最新のデジタルデンティストリー
https://www.hotetsu.com/tokyo

●●１．本学会からのお知らせ
★第 130 回学術大会 6/18-20
Web＋小規模集合型に変更いたします。
Web：定時録画配信+ライブディスカッション
小規模集合型：医歯大・定員 500 名集合型
大会長：水口俊介（医歯大）
演題〆切:1/29，事前登録〆切：5/12
http://web.apollon.nta.co.jp/jps130/
フェイスブック：https://www.facebook.com/101591911771602/
★支部学術大会抄録集が学会 HP で順次公開
https://www.hotetsu.com/s4_05_2.html
★過去の学術大会のポスターを学会 HP へ掲載(123-129 回）
https://www.hotetsu.com/s3_05.html
★共催・後援学会等を学会 HP に掲載
https://www.hotetsu.com/c_1795.html
★第 24 回日本歯科医学会学術大会(9/23-25）ポスターセッション公募
発表希望者は，オンライン登録（1/18〆切）するとともに，学会事務局（hotetsu-gakkai01@hotetsu.org）にメールしてください．
件名：第 24 回日本歯科医学会学術大会ポスターセッション登録演題について
本文：筆頭演者氏名，所属，登録演題名を明記
https://hotetsu.com/c_1788.html
★12th AAO(The Asia Academy of Osseointegration）
台北（台湾）：7/9-11
演題登録・参加登録受付中
http://www.aao2020.tw
★7th Biennial Joint Congress of JPS-CPS-KAP
第 7 回日中韓補綴歯科学会 https://bjc2021.com/
2/19 金-27 土 WEB 開催
大会長：鱒見進一（九歯大）
テーマ：Current Status and Future Prospective of Prosthetic Dentistry.
参加登録終了
★12th Biennial Congress of AAP (Asian Academy of Prosthodontics)
インドネシア（バリ）：8/27-29
https://www.aap-indonesia.com/
★支部学術大会・生涯研修・専門医研修
・東関東支部学術大会(WEB の可能性有り) 2/7 日 生涯学習・専門医研修
一般口演は e-poster，事前参加〆切 1/7
専門医ケープレは現地開催（京成ホテルミラマーレ）
https://www.hotetsu.com/higashi_kanto/c_10.html
・関西支部学術大会 3/7 日
一般講演（e ポスタに変更）、生涯学習公開セミナー：WEB 開催（要事前登録）
大会長：佐古好正（支部長）
参加登録：準備中
https://www.hotetsu.com/kansai/c_10.html

●●２．関連学会の学術大会，セミナー等
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★第 26 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム（日本咀嚼学会）
12/14-1/17：WEB 開催：本学会が後援
テーマ：「咀嚼と健康を考える」
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201204_131851.pdf
http://sosyaku.umin.jp/forum
★日本デジタル歯科学会 2020 年度冬季セミナー
2/11 木祝-14 日：WEB 開催
申込締切：2/4 木
http://www.jaddent.jp/seminar/index.html
★日本義歯ケア学会第 13 回学術大会（本学会が後援）
2/28 日 WEB：義歯ケア学会会員は参加無料，非会員は要入会
大会長：佐藤裕二(昭和大） 演題募集〆切 1/15 に延長
https://www.jdenturecare.com/
★日本歯科理工学会春期第 77 回学術講演会（共催シンポあり）
4/10-11 タワーホール船橋（本学会会員の参加費は会員と同じ)
大会長：早川 徹（鶴見大） WEB 開催の可能性あり
http://www.jsdmd.jp/meeting/
●●３．関連団体からのお知らせ
★日本学術会議から
日本学術会議の活動と運営に関する記者会見（12/14）:NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20210105_163650.pdf
★日本歯科医学会からの情報
学会長ご挨拶 令和 3 年新年号 が日本歯科医学会 HP に掲載：NEW
「創生革命の年として」
https://www.jads.jp/about/greeting.html
レギュラトリーサイエンス戦略相談に関する実施要綱の一部改正
（医薬品医療機器総合機構）：NEW
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20210106_175214.pdf
厚生労働省からの押印を求める手続の見直し等についての情報：NEW
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15544.html
・押印を求める手続の見直し等のための省令の一部を改正する省令の施行等
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20210106_175249.pdf
・臨床研究法の統一書式
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20210106_175315.pdf
・再生医療等提供計画等の記載要領等の改訂
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20210106_175341.pdf
・再生医療等提供計画等の記載要領等
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20210106_175411.pdf
・再生医療等提供計画等の記載要領等（別紙 3 以降）
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20210106_175440.pdf
日歯 NEWS LETTER 第 20 号：日本歯科医師会:NEW
新型コロナウイルス感染症関連情報です。
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/upd/file/nisshi_news_letter201221.pdf
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/
Japanese Dental Science Review に
近々Impact Factor が付与される見込み:NEW
Elsevier 社の予想では IF は 4.1 以上：英文雑誌編集委員会から
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20210105_163555.pdf
第 24 回日本歯科医学会学術大会 HP のトップページ、会頭挨拶、 開催形態・配信方法を更新：NEW
https://site2.convention.co.jp/24jads/
第 24 回日本歯科医学会学術大会開催形式の変更：NEW
原則無観客のオンライン開催
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http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201221_125821.pdf

★日本歯科医学会連合
第 4 回大型医療研究推進フォーラム開催 2/6 土：NEW
（大型研究推進委員会の所掌）
http://nsigr.or.jp/pdf/202012A3_poster.pdf
申込 WEB フォーム http://nsigr.or.jp/profile_jouchi_iinkai_05_04.html
抄録は 1/18 にホームページ掲載予定
政府による日本学術会議第 25 期新規会員任命見送りによる学術の独立性毀損に関する声明
http://www.prosthodontics.or.jp/file_sys/pdfs/20201211_091622.pdf
https://www.jmsf.or.jp/uploads/media/2020/12/20201201111908.pdf
YouTube: https://youtu.be/veW30fkJ5JI
★日本歯学系学会協議会からの情報
第 26 回咀嚼と健康ファミリーフォーラム（日本咀嚼学会）：NEW
テーマ ：「咀嚼と健康を考える」
開催方式：WEB 公開：12/14～ 1/17
http://sosyaku.umin.jp/forum/file/forum_26.pdf
http://sosyaku.umin.jp/forum/index.html
日本口腔顔面痛学会の News Letter 第 48〜49 号：NEW
https://jorofacialpain.sakura.ne.jp/?page_id=877%C2%A0

※メルマガ発行予定（長期休みを除いて隔週金曜日）
1 月 29 日， 2 月 12 日， 2 月 26 日
3 月 12 日， 3 月 26 日， 4 月 9 日， 4 月 23 日
5 月 14 日， 5 月 28 日， 6 月 11 日， 6 月 25 日
各種の〆切の設定でご配慮下さい
=======================
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