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理事長挨拶
　『臨床力』を磨き国民の口腔機能を整える

新役員コメント・役員一覧

2021年度 6 支部合同 支部学術大会
　演者一覧・参加登録・登録方法

かめる を たしかめる
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前期に引き続き日本顎咬合学会理事長を拝命しました黒岩
昭弘です．更なる重責を感じるとともに，私が続投となる一
番の目的の専門医制度の認証を目指して渾身の努力をする所
存です．会員の皆さまにはこれまで以上に会務執行のための
ご理解・ご協力をいただきたく存じます．何卒よろしくお願
いいたします． 

さて，第 38・39回学術大会はオンデマンドで開催いたし
ましたが，皆さまのおかげで公開フォーラムも含め 6,200名
を超える大変多くの方に参加していただきました．ありがと

就任にあたって

『臨床力』を磨き国民の口腔機能を整える
特定非営利活動法人 日本顎咬合学会 

理事長　黒岩昭弘

うございました．さて，学術大会のアンケートの集計では良い評価をいただきました．それは多くの
口演が聞けたということでした．この方法によって多くの高名な先生の臨床のエッセンスに浸れる素
敵な時代が訪れました．口演していただいた会員の先生をはじめ大会に花を添えていただきました依
頼口演の先生方，開催スタッフに厚く御礼申し上げます．
次期大会は 40回記念大会で学会の節目になります．今回の大会に『臨床力』を磨くための技術的な
伝達や言語・非言語を超えた人間関係の構築が加味されれば，これからの学会様式が誕生します．ス
タッフも頑張りますが，会員の皆さま，久しぶりに集い・語りあい楽しく有意義な大会にしましょう．
皆さま発表に向けてご準備あれ！
もう一つ，『臨床力』を磨き国民の口腔機能を整えるのスローガンに関しては，これまで歴代の理事

長によってブラッシュアップされてきた「顎咬合学」を十分に習得していただき，まず，予防的観点
から国民の健康を守り，患者となった場合には，「顎咬合学」に基づいた治療で国民の口腔機能を整え
ていただきたいと思います．さらに『臨床力』を磨き国民の健康寿命の延伸も図っていただきたく存
じます．これは単にコンセプトではなく，咬合のエキスパートとして，分野・年齢関わらずどの患者
さんにも長期に良好な結果をもたらす能力としての『臨床力』を絶えず磨いていただくことを希望し
ます．それを達成するために若い先生方には教育研修体制を用意し，指導医や認定医の皆さまにも技
術とエビデンスを習得する体制を整えております．最終的には本学会会員であることの満足感と誇り
を持てるような学会運営を目指しています． 

最後に，新しい潮流がこの学会に訪れています．広告開示可能な専門医制度の認証です．これに関
しては実現へ向けて準備を進めています．さらに学会自身のステップアップとして日本歯科医学会専
門分科会へのアプローチを考えています．まだまだ，時間がかかるかもしれませんが，これまでこの
学会が行ってきた歩みをブラッシュアップし，アカデミアの一員としてさらなるグローバル化を目指
したいと思っています．それにはこれから学会が向かう方向など多くの議論を尽くす必要があります．
皆さんの意見を聞きながら，これからの日本顎咬合学会らしい歩みにしたいと思っております．2年
間よろしくお願いいたします．
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新役員コメント

金沢 紘史

岸本 英之

須呂 剛士

長阪 信昌

春藤 憲男

新役員コメント

この度，総務企画委員会委員長を拝命致しました金沢紘史です．過去に総務委員会委員長を経て
その後 10年少々，専務理事として務めさせて頂きました．その間に本会を取り巻く環境も大きく変
化し，本会自体も新陳代謝が必要と常，思っておりましたが，このコロナ禍の中での新たな対応や
継続的事業の展開等で担当部署を変えて黒岩執行部を支えて行く事となりました．幸い，総務企画
委員会には会務に精通した若手の役員が多く協力を得ながら会員の皆さまが少しでも満足して頂け
る様，微力ではありますが努めさせて頂きます．黒岩理事長傘下の役員が一団となり会員のための
学会運営に知恵を絞って協議・遂行して行きますので今期もよろしくお願い致します．

この度，専務理事を拝命いたしました岸本英之です．2009年より 6期 12年総務企画委員会委員
長を務め，本学会から多くのことを学ばせていただきました．経験も実務能力もまだまだ前任の金
沢前専務の足元にも及びませんが，執行部役員の先生方と協力し黒岩理事長の補佐役として本学会
の発展の為に全力を尽くす所存です．ご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます．

この度，顎咬合学推進委員会から医療問題検討小委員会という新しく立ち上げられた委員会へ移っ
てまいりました．本委員会では保険の収載に関わっていくわけですが，これは学会として担うべき
公益性，つまり国民にとって有益となり，歯科医師のためにもなるという意義のある仕事だと認識
しています．本学会の技術や知識の蓄積を国への提言に結び付ける一助となれるよう尽力いたしま
すので，ご指導のほどよろしくお願いいたします．

今年度の支部委員長を拝命いたしました長阪信昌です．支部委員長の役割は各支部と本部のパイ
プ役になり，支部の運営が潤滑に行われるようにすることだと考えます．前支部委員長の田中憲一
先生が築いてきた支部間の素晴らしい関係を引き継ぎ，支部の活動が活発に自由に行えるよう，ま
た本年度初めてとなる 6支部合同 支部学術大会（web開催）が成功出来るよう，精進していきたい
と思います．

はじめまして，こんにちは！　新常任理事を拝命いたしました北海道支部の春藤憲男です．趣味は，
山登り（ハイキング程度），キャンプ，サイクリング（超高級車に乗っているが実力は 3流），風景
写真撮影．頭もちょっとは使ってるぞ，と待合室に飾った短歌を紹介させていただきます．
大笑い　　噛みつき，味わい　　唄うたい
優游と今を楽しむ　　口の健康あればこそ　（どこが短歌やねん！）

精一杯頑張ります．どうぞよろしくお願いします．
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この度，ハラスメント小委員会が発足の運びとなり，委員長を拝命いたしました福岡市の林美穂
と申します．この委員会は，多くの会員が安心して活動できる学会であるために発足した委員会で
あります．本学会でハラスメントの問題に取り組むことは，今後の日本顎咬合学会の発展に繋がる
ものと考えています．初めてのことで，皆さま方のお力をお借りしなければならないことも多いと
存じますが，何卒，宜しくお願い申し上げます．

林 美穂

この度，常任理事に就任致しました勝部義明でございます．このような大役を仰せつかるには，
まことに微力でございますが，先輩各位並びに会員の皆さまのご助言，ご協力を仰ぎ，業務に邁進
していく決意でございます．今後は，学会の隆盛に向けて努力を重ねたいと考えております．
皆さまのあたたかいご理解とご協力を心からお願い申し上げ，就任の挨拶といたします．よろし

くお願い申し上げます．
勝部 義明

今期，顎咬合学推進委員会委員長を拝命しました，よろしくお願いいたします．約２年間に及ぶ
コロナ禍での生活が学会事業をも一部抑制してしまいました．今後，学会活動を行なっていく上で，
この経験から得たものを発展的に活用し，より多くの国民の皆さまに，日本顎咬合学会のコンセプ
トと活動を認識していただけるように取り組んでまいります．

田中 憲一

今期，ガイドライン小委員会委員長，常任理事を拝命致しました，松本歯科大学の音琴と申します．
前期は，専門医プロジェクト委員会サブリーダーとして，委員長・理事長を支え，会員の先生方の
ために尽力して参りましたが，今期はさらに，顎咬合学に関するガイドラインを作成するべく，微
力ながら尽力する所存です．ガイドラインに関する要望等もありましたら御連絡下さい．何卒宜し
くお願い申し上げます．

音琴 淳一

私は 1980年に日本歯科大学を卒業し，母校の補綴学講座に 21年間勤務した後，開業医として約
20年一般臨床に携わって参りました．日本顎咬合学会につきましては，学会というよりは巨大スタ
ディーグループとの認識を持っております．この度常任理事に就任させていただき，会員の皆さま
の間では本学会の現在の形態の存続を望む声が多いことも念頭に置きながら，黒岩理事長の下，微
力ではありますが本学会を学会としての形に近づけるためのお役に立てればと考えております．

石川 忠

本学会は日本歯科医学会認定分科会に属しておりますが，スタッフも含めた歯科医院全体のレベ
ルをアカデミックに向上させるという学会は，本学会をおいて他にはありません．ここで学ぶこと
は大変メリットがあると考えますが，最近退会者が増加しております．私は本年 6月まで地区歯科
医師会長を務めておりました．ご存知のとおり，歯科医師会も加入者減少で苦慮する中，日本歯科
医師会会員になると，日本歯科歯科医学会会員に自動加入できるという特典があるということはあ
まり知られておりません．黒岩理事長が取り組む，専門医制度の認証を目指し，学会の地位向上と
更なる発展の上に魅力をアピールし，歯科会発展のために，お手伝いできればと思っております．

濱 克弥
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理事長 黒岩 昭弘
次期理事長 貞光 謙一郎
前理事長 上田 秀朗
副理事長 俵木 勉 倉富 覚 松崎 浩成
専務理事 岸本 英之

常任理事 上野 道生 平井 順 金沢 紘史 登内 敏夫 関野 愉
中島 稔博 田中 憲一 村田 雅史 林 美穂 菅野 詩子
櫻井 健次 安光 崇洋 須呂 剛士 榊原 功二 鍵和田 優佳里
石川 忠 音琴 淳一 勝部 義明 春藤 憲男 長阪 信昌
濱　克弥

理事 虻江 勝 網干 博文 新谷 恵美 石川 功和 石原 研
伊比 篤 鵜飼 誠 太田 祥一 河原 太郎 菅崎 紳
久保 達也 小林 明子 小林 隆 小林 友貴 小林 英史
権 暁成 佐藤 勝史 佐野 哲也 島田 卓也 武井 順治
谷尾 和正 谷口 昭博 谷本 幸司 津曲 祐子 中山 隆司
中山 直樹 東田 淳一郎 樋口 惣 藤井 元宏 前川 泰一
森田 晴夫 山内 真人 山下 恒彦 吉木 雄一朗 和田 賢一
渡邉 祐康

監事 河津 寛 富野 晃 渡辺 隆史 南 清和

顧問 菅野 博康 河原 英雄 小林 和一 岩田 健男 山地 良子
鈴木 尚 林 崇民

支部長 （北海道）　谷口 昭博　（東北）　菅崎 紳　　　　　　　   （関東・甲信越）　小林 英史
（中部）　藤井 元宏　　（近畿・中国・四国）　久保 達也　（九州・沖縄）　渡邉 祐康

役員一覧

委員会委員長 プログラム委員会　倉富 覚 顎咬合学推進委員会　田中 憲一
編集委員会　関野 愉
学術委員会　中島 稔博 （診療ガイドライン小委員会）　音琴 淳一

（医療問題検討小委員会）　須呂 剛士
広報委員会　松崎 浩成 財務委員会　　俵木 勉
会計委員会　濱 克弥 支部委員会　　長阪 信昌
総務企画委員会　金沢 紘史 （ハラスメント小委員会）　林 美穂
認定審議運営委員会　村田 雅史 認定審議会　平井 順
倫理委員会　上野 道生 利益相反委員会　菅野 詩子

部会 歯科技工士部会　榊原 功二 歯科衛生士部会　鍵和田 優佳里
法人企画構想部　渡辺 隆史

期間限定特別委員会　　　　日本顎咬合学会専門医設立プロジェクト　黒岩 昭弘
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2021年度
6支部合同 支部学術大会 10.29 (Fri)～11.7 (Sun)

10日間　WEB開催

千葉豊和先生 上川明久先生吉澤琢真先生 佐藤昌美先生

坂田純一先生 高松雄一郎先生先生 安永賢史先生 吉井透先生 寺田康兼先生 三浦千尋先生

坂田純一先生 構造的、機能的観点における臼歯欠損に対する補綴治療の長期安定性の考察

高松雄一郎先生 前歯部補綴修復治療に際してデジタル技術を用いた症例

安永賢史先生 咬合再構成におけるデジタル技術の活用

吉井透先生 FGF-2製剤を使用した歯周組織再生療法

寺田康兼先生 IOSデータからの技工手法別精度検証

三浦千尋先生 シークエンシャル咬合を考慮した補綴装置

坂田純一先生

会員発表

北海道支部学術大会

20212021年度年度年度日本顎咬合学会 2021.10/29(FRI)〜11/7(SUN)

デジタルとアナログの歯科医療〜その魅力と可能性〜

上川明久先生 正中矢状面を基準とした診査・診断を実践したフルマウス・リコンストラクションの症例報告

千葉豊和先生 デジタルデンティストリーの現在地 ―臨床的見地から―

吉澤琢真先生 デジタルデンティストリーの現在地 ―技工的見地から―

佐藤昌美先生 「健口長寿」に結びつく歯周基本治療 ―歯科衛生士の立場から―

上川明久先生

依頼講演

オンデマンドオンデマンド
配配信信

進化する歯科医療
～技術（テクノロジー）を活かすための技術（テクニック）～

大森 梢先生
「チーム医療におけるデジタル化の

実践と課題 」

山下 貴史先生
「インプラント治療による咬合再構成に

おける、デジタルとアナログの融合 」

■夏堀礼二先生の元で早い段階
から多数のデジタル機器を臨床
に導入してきて、経験者だから
こそわかる勘所を解りやすく伝
えてくれると思います。渡辺理
平先生は華やかで優しさ溢れる
先生です！

渡辺 理平先生
「一般開業医における

デジタル歯科臨床の活用」

から
に

えてくれると
平先生
先生

WHO’S WHO
6支部合同 日本顎咬合学会 2021年度支部学術大会 東北支部

WEB配信期間 10月29日(金)～11月7日(日)

■デジタル技工の流れは日々進
化しており、関錦二郎先生がア
ナログから始まりデジタルを臨
床へ導入していくなかで感じて
きたことは技工士だけではなく
歯科医師も聞いておきたい内容
です。関錦二郎先生が考えてい
る事や伝えてくれる内容は理論
的で沢山の気づきを頂けます。

■素直に臨床を学び、真摯に患
者さんと向き合う姿勢が症例に
現れています。一水会のホープ
山下貴史先生の活躍をDon’t 
miss it！

庄司 亜希子先生
「デジタルレセプション」

関 錦二郎先生
「デジタル技工の変遷とこれから」

■いつもハキハキ元気で笑顔を
絶やさない「ラ・フランス オ
フィス」の看板娘が、電子カル
テ・レセコンに連動した診察券
アプリと半自動精算機を活用し
たデジタルレセプションシステ
ムについてお話しさせていただ
きます。効率化により受付で患
者さんとお話しする時間が増
え、より良い対応ができていま
す。

■ 『Beforeコロナ』の社会で
は当たり前だった習慣や価値観
は大きく変化し、Withコロナ
の今、多くの組織が変革を求め
られています。今回、歯科医院
のチーフ（リーダー）として、
医院理念のもとこれまで行われ
きたデジタル化の実践とその働
き方改革の概要を報告してもら
います。
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開催時期　 
2021年10月29日(金）～11月7日(日）
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デジタルとアナログの歯科医療 ～その魅力と可能性～
会員発表

坂田純一　 Dr.

高松雄一郎 Dr.

安永賢史　 Dr.

吉井　透　 Dr.

寺田康兼　 DT

三浦千尋　 DT

依頼講演

上川明久　 Dr.

千葉豊和　 Dr.

吉澤琢真　 DT

佐藤昌美　 DH

依頼講演

渡辺理平　 Dr. 関錦二郎　 DT

山下貴史　 Dr. 大内悠輔　 DT

齋藤太紀　 Dr. 髙橋久美子 DH

中村慎介　 Dr. 大森　梢　 etc.

山内健介　 Dr. 笹村ひかり Dr.

大泉博史　 Dr.
佐藤　奨　 Dr.

庄司亜希子 etc.

進化する歯科医療 ～ 技テクノロジー術を活かすための技テクニック術～

大谷一紀　 Dr.

神山剛史　 Dr.

亀田行雄　 Dr.

小西浩介　 Dr.

成　仁鶴　 Dr.

高井基普　 Dr.
任　剛一　 Dr.

中村茂人　 Dr.

長谷川雄一 Dr.

畑中秀隆　 Dr.

歯科臨床のトータルマネージメント ～関東甲信越支部全結集～

南雲淳平　 DT

寺尾　豊　 Dr.

齋間直人　 Dr.

鵜池香織　 etc.

岩城謙二　 DT

湯浅直人　 DT

安生朝子　 DH
片山章子　 DH
小林明子　 DH

会員発表

遠藤元気　 Dr.

小森真樹　 Dr.

根間大地　 Dr.

町田真吾　 Dr.

諸隈正和　 Dr.

八代一貴　 Dr.

依頼講演

北海道支部

東北支部

関東・甲信越支部

Dr. 歯科医師 DT 歯科技工士 DH 歯科衛生士 etc. その他
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基礎理論からデジタルの世界へ

園田 晋平先生

管 義嗣先生

大野 純一先生

阿部 公成先生

疋田 涼先生

飯田 真也先生

依頼講演

会員発表

Who'sWho
2021年度����⼤� �州沖���

Find out more on reallygreatsite.com

陶山 新吾
熊本SJCD川嵜俊明先⽣、⻄川義昌先⽣に師事し、

その教えを忠実に練磨されています。穏やかな⼈柄

ながら、妥協を絶対許さない熱いハートを持つ福岡

⻭科⼤学元サッカー部キャプテン。

陶⼭先⽣の形成とCRは溜息が出るほど美しく、そ

の繊細な⼿から⽣み出される全顎治療は、緻密な治

療の積み重ねで創り上げられた「こだわり」です。

どうぞご覧ください！

先生 井口 佳大
熊本のスタディーグループKDMの若⼿、在籍6年ア

イアンマンこと井⼝先⽣の登壇です。落ち着いた印

象とは裏腹に、ワクワクさせるような⼤胆さや、た

め息がでるほどな繊細さ、そして唸るほどの緻密

さ、奥底から湧き出る情熱を持ち合わせた臨床は必

⾒です。極上の⼀症例！ぜひお楽しみください！

先生

鳥越 理一
基礎治療を礎に、常に新しい治療を勉強しアップデ

ートしていく、⾏動⼒があり勉強熱⼼な⻑崎⽣まれ

の九州男児です!細部へのこだわりを⼤事にコンポ

ジットレジンという、進歩が⽬覚しく⻭科医師の腕

が試される治療に真摯に取り組まれております。

「これからCRで隣接⾯修復を始めてみよう」と考

えられている先⽣に是⾮⾒てほしい。メンテンスし

やすい⻑期安定を⽬指す隣接⾯CRの最適なヒント

が得られるはずです!

先生

吉永 義優
吉永義優先⽣は、阿部晴彦先⽣のSHILLA SYSTEM

に基づいた義⻭を学び、今まで総義⻭⾷べれなかっ

たイカ・タコ・餅など患者の⾷べたくても⾷べられ

なかったものを⾷べられる喜びを与えられる、貴重

な若⼿の⻭科医師です。これからの超⾼齢社会に求

められる噛める総義⻭を追い求める吉永先⽣の熱い

情熱を感じて下さい！

先生

吉岡 和彦
いつも○ッキー・ナイトの絵を描いている事でも有

名な吉岡和彦先⽣。実は凄いのは絵だけではないん

です！！今回は矯正後に⾷べられなくなってしまっ

たという⽅に咬合再構成を⾏ったケースを提⽰致し

ます。2020年より九⼤の社会⼈⼤学院⽣としても

頑張っている彼のスパークするプレゼンは必⾒で

す！

先生

多々隈 貴之
春⽇市ご開業の多々隈先⽣は、学⽣時代ラグビー部

のキャプテンを務め、部員をまとめ引っ張っていた

先⽣です。その情熱は今は⻭科臨床に向けられ、⼩

児の咬合育成から⾼齢者の⽋損補綴まで、幅広く治

療にとりくまれています。⼤きな⾝体に、お酒好

き、豪快な⼈物像とは裏腹に、繊細で後々の対応ま

で⼗分に配慮された⼆次固定による⽋損への処置を

発表していただきます！乞うご期待です！

先生

帆足 亮太郎
⼆枚⽬Cool &Gentle、帆⾜亮太郎先⽣。しかし症

例を⾒れば、皆すぐに気付くはずだ。彼がヤバイ男

だということを。

⾻⽋損の原因を「全⾝」から読み解く洞察・分析

⼒。それに⾒合った処置法の選択と実⾏。原因の解

決を得てはじめて再⽣治療に移⾏する、彼の臨床プ

ロセスおよび適切かつ豊富な資料採得は他の演者の

追随を全く許さない。

先生

杉田 礼次朗
京都ＳＪＣＤ前会⻑の窪⽥努先⽣の元で研鑽を重

ね、SUGITA DENTAL CLINICを開業。開業2年⽬で

ありながら、多数のフルマウスケースを⼿がけてお

られます。笑顔が印象的で⼈垂らしな感じを受けま

すが、その実、⾃分の信念と異なることにははっき

り異を唱える部分も併せ持っておられます。彼の妥

協なきケースをご覧ください。

先生

チームで取り組む歯科医療
2021.10.29(金)~11.7(日)  オンデマンド配信

DR DR

DR

DR

DR

DR

DR

低侵襲審美修復治療を目指した一症例 移植とインプラントを用いて
受圧加圧条件の改善を行った1症例

２級窩洞コンポジットレジン修復の
適切な隣接面付与のための取り組み

生体に調和した咬合を付与した総義歯限局型重度慢性歯周炎の一症例

前後すれ違い一歩手前の欠損に対して
二次固定を行なった症例

生理・生体に基づいた顎運動を阻害しない
補綴物の設計と咬合高径の設定

矯正治療後の咬合不調に対し
補綴処置を行い改善を図った1例

DR

期間中，全支部の講演がいつでも視聴可能です！
取得単位数：10 単位（指導医・認定医・指導歯科技工士・認定歯科技工士・指導歯科衛生士・認定歯科衛生士が対象）

基礎理論からデジタルの世界へ
会員発表

阿部公成　 Dr.

飯田真也　 Dr.

疋田　涼　 Dr.

依頼講演

園田晋平　 Dr.

菅　義嗣　 DT

大野純一　 Dr.

若井友喜　 DT

高槻直子　 DH

原野晶代　 DH

丸山葉子　 DH

今村玖美子 Dr.

大塚洸輝　 DT

北逵圭佑　 Dr.

久保達也　 Dr.

谷口貴一　 Dr.

山﨑剛之　 Dr.

栫井孝志　 DT

藤本光治　 DT

会員発表

秋山博道　 Dr.

伊藤彰規　 Dr.

大井手和久 Dr.

依頼講演

本多正明　 Dr.

会員発表

予知性の高い歯科医療をめざして

井口佳大　 Dr.

今林大輔　 Dr.

小川直子　 Dr.

河端憲彦　 Dr.

木原綾子　 Dr.

境　大助　 Dr.

杉田礼次朗 Dr.

陶山新吾　 Dr.

帆足亮太郎 Dr.

丸山俊正　 Dr.

森　竜文　 Dr.

吉岡和彦　 Dr.

吉永義優　 Dr.

古賀智也　 DT

廣末将士　 DT

延田つぼみ DH
藤田茉優　 DH

竹中　崇　 Dr.

多々隈貴之 Dr.

鳥越理一　 Dr.

中尾　祐　 Dr.

中原正嗣　 Dr.

深井康弘　 Dr.

深水康太郎 Dr.

裵　福泰　 Dr.

会員発表

チームで取り組む歯科医療
九州・沖縄支部

近畿 ･中国 ･四国支部

中部支部

支部学術大会ホームページ
https://www.ago.ac/shibu_gakujutsu2021/
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非会員の臨床研修医・学生の皆さまへ
支部学術大会に参加ご希望の非会員の臨床研修医・学生の方
は，下記の書類を当学会事務局まで，E-mail にて添付ご提
出ください．

参加登録
受付期間

2021.8.2 (mon)～ 11.2 (tue) 15時
※コンビニ決済の場合は 10 月 19 日までとなります．
　10月20日～11月2 日15時まではクレジット決済のみのお取り扱いです．

■ お申し込み方法
事前参加登録フォームへは下記 URLよりアクセスしてください．
URL：https://www.ago.ac/shibu_gakujutsu2021/web-sanka.html
参加登録：オンライン登録のみ
※メール，電話，FAX でのお申込みは受け付けておりません．

ご決済方法：クレジット決済・コンビニ決済（ご登録はご入金をもって完了となります）
※コンビニ決済を選択された場合は，代行業者「SMBC ファイナンスサービス」より払込用紙をお送りします．
※コンビニ決済については，10 月 19 日（火）までに参加登録していただいた場合が対象となります．　
払込期日：10 月 26 日（火）

※ 10 月 20 日（水）以降の参加登録につきましてはクレジット決済のみとなります．

一般会員 非会員※2（税込）
歯科医師 ￥8,000 ￥12,100

歯科技工士 ￥5,000 ￥7,700

歯科衛生士 ￥5,000 ￥7,700

歯科助手，研究者 ￥3,000 ￥3,300

臨床研修医・学生 準会員※ 1  無料 無料
その他（賛助会員） ￥5,000 －
※ 1　準会員とは，会員の臨床研修医及び大学生・大学院生（社会人大学

を除く）です．
※2　非会員の参加費は消費税が加算されます．予めご了承ください．なお，

会員の参加費は消費税の課税仕入れには該当しません（不課税）．

■ 参加費

学生・大学院生： 学生証のコピー

臨 床 研 修 医： 所属先から発行される在籍証明書のコピー
または臨床研修医証明書

提　 出　 先： 日本顎咬合学会事務局
nichigaku@ago.ac

提　出　期　日： 参加登録手続き日より 2 週間以内

《注意事項》
・参加登録後のご返金はできませんので予めご了承ください．
・一般会員の参加費を適用する場合には，事前に入会手続き
が必要となります．お手続きには数日かかりますので，お
早めにご入会いただきますようお願いいたします．

・非会員で参加登録したのちに入会された場合，差額分のご
返金はできませんので予めご了承ください．

・同一名での複数登録・代理登録はできませんのでご注意く
ださい．

・認定資格保有者へ：支部学術大会受講による認定単位は，
本会にて受講履歴を確認した上で付与されます．配信期間
中にログイン履歴がない方は参加お申し込みをされていて
も単位の取得はできません．必ずログインし，受講してい
ただきますようお願いいたします．

日本歯科医師会にご所属の先生は生涯研修登録が可能です．
参加登録をされる際に番号をお忘れなくご入力ください．

今大会はWEB オンデマンド配信となりますので，配信期間中であればいつでも視聴していただけます．
お使いのパソコン環境で動画が再生可能か，必ず事前にテストページで動作確認を行ってください．
参加登録とご入金の確認後，WEBオンデマンド配信URLと ID＆パスワードを発行し，E-mail でお知らせいたします．（10月中旬頃の予定）

2021年　6支部合同 支部学術大会


