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１）受付
場所：佐賀市文化会館　２Ｆ　西エントランス
時間：１月 30 日（土）10：30 ～ 17：30
　　　１月 31 日（日）　8：30 ～ 15：00
※当学術大会への参加は、日歯生涯研修に該当します。

日歯生涯研修事業 IC カードをご持参ください。IC カードリーダーは、受付に設置
してあります。

※会場内のビデオ及び、写真撮影、録音は禁止します。

２）事前参加登録がお済みの方へ
既にお送りしているプログラム・抄録集とネームカード（参加証）を必ずご持参くだ
さい。学会の参加登録は会員証（ID カード）のみで行います。会員証をご持参のうえ、
参加受付（２Ｆ　西エントランス）に設置しているカードリーダーにて参加登録証明
を行ってください。

３）当日参加登録の方へ
•  大会当日参加登録の方は、参加申込用紙にご記入後、当日参加受付で参加費をお支

払いください。参加費のお支払いは現金のみとさせていただきます。引き換えにプ
ログラム・抄録集と学会参加証をお渡しします。

•  参加登録は、会員証（ID カード）のみで行いますので、必ず会員証をご持参ください。
　会員資格で申し込む場合は会員証の提示が必要です。
•  不明な場合には事前に公益社団法人日本口腔インプラント学会事務局へメール又は

FAX にてお問合せください。（電話でのお問合せには応じられませんので、ご了承
ください。）

当日参加登録費
歯科医師・一般（会員） 13,000 円
歯科医師・一般（非会員） 15,000 円
歯科技工士・歯科衛生士・コデンタルスタッフ 5,000 円
学生（院生除く）・一般市民 1,000 円
懇親会 3,000 円

４）学会参加証着用のお願い
会場内では、氏名、所属を記入した学会参加証を見える位置で着用してください。

第１会場
（2F 中ホール） 

第２会場
（3F 大会議室）

第３会場
（1F イベントホール）

ポスター・
企業展示会場
（2F ホワイエ）

受付/クローク
（2F 西エントランス）
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講師：入江悦子
座長：松井孝道
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口演６
座長：
森永　太
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15：30～15：50

学会参加者の皆様へのご案内
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５）懇親会について
下記の日程で開催いたします。奮ってご参加ください。当日受付も行いますので、当
日参加受付でお申込みください。
日時：１月 30 日（土）18：00 ～ 19：00
会場：佐賀市文化会館　１Ｆ　イベントホール
会費：3,000 円

６）教育講座（専門医・専門歯科衛生士・専門歯科技工士）
教育講座については、講座終了後、会員証（ID カード）で受講証明を行いますので、
必ず会員証をご持参ください。 講座開始 20 分以降は、入室できなくなりますのでご
注意ください。

７）クローク
場所：佐賀市文化会館　２Ｆ　西エントランス
日時：１月 30 日（土）10：30 ～ 19：30
　　　１月 31 日（日）　8：30 ～ 16：15

８）公益社団法人口腔インプラント学会 九州支部 代議員会
日時：１月 30 日（土）11：00 ～ 12：30
会場：佐賀市文化会館　３Ｆ　大会議室 （第２会場）

９）質疑応答について
•  質問は、座長の指示に従い、所定のマイクで所属・氏名を明らかにして、要領よく

簡潔に発言してください。
•  時間節約のため、発言される方はあらかじめマイクの近くにお越しください。
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１）PC センターについて
•  発表時間の約 1 時間前までに PC センターに発表データ（Mac の場合：ご自身の

PC）をお持ちいただき、受付・試写をしてください。（原則として PC センターや
口演会場内 PC デスクでのデータ修正はお断りいたします。）

•  試写では、ご自身のデータ内容の確認の他、動作確認および映像の外部出力を行い
ます。

•  試写後、ご自身の発表時間 15 分前までに、発表会場の前方左手の次演者席にお越
しください。

•  PC センター受付場所・時間は下記の通りです。

　　場所：佐賀市文化会館　２Ｆ　中ホール　ホワイエ
　　時間：１月 30 日（土）11：30 ～ 17：30
　　　　　１月 31 日（日）　8：30 ～ 15：30

２）発表について
•  一般口演の発表時間は発表７分、質疑応答３分です。それ以外は、座長一任です。
•  発表はすべて Microsoft PowerPoint を使用した PC での発表とします。
•  発表時は、演台上に PowerPoint 用のキーボードとマウス・ディスプレイがありま

すのでご自身で操作をお願いします。
•  学会でご用意する PC は Windows7 です。Macintosh をご使用の場合は、ご自身の

PC をお持ちください（外部出力端子変換アダプターが必要です）。必ずバックアッ
プデータ（USB フラッシュメモリ、または CD-R）をご持参ください。

３）利益相反（COI）状態の申告について
•  平成 27 年度から「口腔インプラント学研究の利益相反（COI）に関する指針」細

則 第２条に基づき、本学会が主催する学術大会や講習会等で発表する場合、利益
相反（COI）状態の申告が必須になります。
公益社団法人日本口腔インプラント学会ホームページ『利益相反（COI）状態の申
告について』（http://www.shika-implant.org/coi/index.html）を、ご確認ください。
口演発表の場合は、最初か２番目のスライドに様式２により開示してください。

４）データお持ち込みの方へ
•  発表用データをメディアでお持ち込みされる場合は、CD-R もしくは USB フラッ

シュメモリでお願いします（必ずバックアップデータをご準備ください）。
•  PC センターにて、データを複写します。お持ちのメディアは、バックアップ用と

して会場にお持ちください。複写した発表データは、発表終了後、消去します。
•  受付可能なデータ形式は、Windows Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010/2013 

です。
•  フォントは、OS 標準のフォント（MS ゴシック・MS 明朝 等）を使用してください。

それ以外では正しく表示されない場合があります。

口頭発表の方々へ
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•  グラフや動画などデータをリンクさせている場合は、必ず元データも一緒に保存し
てください。

•  アニメーション・動画の制限はありませんが、PowerPoint に貼り付けている動画・
音声は、Windows Media Player で再生できるように作成してください。（拡張子
　.wmv 推奨）

•  ファイル名は「演題番号 _ 演者名 .ppt」としてください。（例：I １_ 山田 _.ppt）
•  お持ち込みデータによるウイルス感染の事例がありますので、最新のウイルス駆除

ソフトでチェックしてください。
•  学術大会前に必ず、他のコンピュータにて動作確認をお願いします。

５）PC 持ち込みの方へ
•  発表データを Macintosh で作成される場合は、ご自身の PC をお持ち込みください。
•  PC 付属の AC アダプターを必ずお持ちください。
•  発表の際は、ご自身で PC を発表会場までお持ちください。発表後は、会場内の

PC オペレータ席にて、PC を返却いたします。
•  会場でご用意する PC ケーブルコネクターの形状は D-sub15 ピンです。一部の PC

では、モニタ出力端子が D-sub15 ピンでないものがあります。この端子がないも
のはプロジェクターにつなぐことが出来ません。別売りのアダプターが必要になり
ますので、必ずご用意ください。

•  スクリーンセーバーならびに省電力設定は予め解除してください。
•  コンピュータにパスワードが必要な場合はオペレータにその旨を伝え事前に解除を

お願いします。
•  万が一のトラブルに備え、バックアップのご用意をお願いします。
•  スムーズな進行をするために「発表者ツール」を使った発表はお控えください。

１）ポスター会場ならびに受付
•  ポスター会場およびポスター受付は２Ｆホワイエです。
•  ポスターの貼付・撤去は、時間内にご自身でお願いします。
•  発表者にはリボンをお渡ししますので、発表時には必ずお付けください。

２）掲示・発表・撤去時間
掲示：１月 30 日（土）13：00 ～ 15：00
発表：１月 31 日（日）13：40 ～ 14：20
撤去：１月 31 日（日）14：30 ～ 15：30

•  貼り付けのための画鋲は事務局にて準備いたします。両面テープなどは使用しない
でください。

ポスター発表の方々へ
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•  各演題の発表時間は発表４分、質疑応答２分です。セッション開始までに、ポスター
掲示および発表者が確認できない場合は発表を取り下げたものとします。

•  ポスターの撤去は各自の責任で行ってください。撤去時間後、引き取りのないポス
ターは、事務局で処分させていただきますので、予めご了承ください。

３）ポスター掲示について
•  ポスターパネルサイズは、幅 90cm、

高さ 180cm です。
•  上部 90cm × 20cm は、演題番号、演

題名、発表者名、所属、発表者の顔写
真の掲示スペースです。

•  演題番号（20cm × 20cm）は事務局
にて準備します。

•  演題名、発表者名、所属、発表者の顔
写真は各自でご用意ください。なお、
下段に演題名・氏名・所属を英文併記
してください。

•  発表者の名前の前には〇をつけてくだ
さい。

•  下部 90cm × 160cm は、本文・写真・
図等の発表内容のスペースです。

４）利益相反（COI）状態の申告について
•  平成 27 年度から「口腔インプラント学研究の利益相反（COI）に関する指針」細

則　第２条に基づき、本学会が主催する学術大会や講習会等で発表する場合、利
益相反（COI）状態の申告が必須になります。公益社団法人日本口腔インプラン
ト学会ホームページ『利益相反（COI）状態の申告について』（http://www.shika-
implant.org/coi/index.html）を、ご確認ください。
ポスター発表の場合はポスター内部の最下段に入れて開示してください。
ポスター内部に記載しない場合はポスターの下部に A4 サイズの様式２を貼付して
ください。

１）担当セッション開始 15 分前までに次座長席にお越しいただき、進行席にお声をお掛
けください。

２）質疑・討論の方法は座長に一任いたしますが、円滑な進行のため、所定の時間内に終
了できるようご協力をお願い申し上げます。

20cm

160cm

COI 開示

20cm

演題
番号

顔
写真

演題名・発表者名・所属
（英文併記）

本文・写真・図等

※本文は 28ポイント以上で
作成してください。

事務局で準備します

70cm

座長の先生方へ



－ 12 －

第 1 会場

1 月 30 日

13：10 ～ 13：40 一般口演１ 朝比奈　泉 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
展開医療科学講座　顎口腔再生外科学分野

13：40 ～ 14：10 一般口演２ 井原功一郎 医療法人伊東会 伊東歯科口腔病院

14：10 ～ 14：40 一般口演３ 佐藤　博信 福岡歯科大学　咬合修復学講座
冠橋義歯学分野

14：40 ～ 15：10 一般口演４ 土屋　直行 医療法人歯芸会　土屋デンタルクリニック

16：00 ～ 17：30 専門医教育講座 城戸　寛史 福岡歯科大学　口腔・歯学部門
咬合修復学講座　口腔インプラント学

1 月 31 日

9：30 ～ 10：20 特別講演１ 後藤　昌昭 佐賀大学　理事、副学長

10：30 ～ 11：20 特別講演２ 細川　隆司 九州歯科大学歯学部
口腔再建リハビリテーション学分野

11：30 ～ 12：20 教 育 講 演 古谷野　潔 九州大学大学院歯学研究院
口腔機能修復学講座　インプラント義歯補綴学分野

14：30 ～ 15：00 一般口演５ 松下　恭之 九州大学歯学研究院歯学部門
口腔機能修復学講座

15：00 ～ 15：40 一般口演６ 森永　　太 医療法人　森永歯科クリニック

第 2 会場
1 月 31 日 11：00 ～ 12：30 専門歯科技工士

教育講座 野林　勝司 株式会社 NK DENTAL CRAFT　代表取締役

第 3 会場

1 月 31 日
9：30 ～ 11：00 専門歯科衛生士

教育講座 松井　孝道 松井歯科医院

14：30 ～ 16：00 市民フォーラム 香月　　武 佐賀大学　名誉教授

ポスター会場

1 月 31 日

13：40 ～ 14：00 ポスター１ 渡辺　哲章 渡辺歯科口腔外科

14：00 ～ 14：15 ポスター２ 山本　勝己 福岡歯科大学　咬合修復学講座
口腔インプラント分野

13：40 ～ 14：05 ポスター３ 西村　賢二 西村歯科医院

14：05 ～ 14：20 ポスター４ 宮本　郁也 九州歯科大学歯学部　口腔内科学分野

座長一覧表


