公益社団法人

日本小児歯科学会

第 3４回関東地方会大会・総会開催のご案内
「こどもプロジェクト －社会が育てる心とからだ－」
日
時 ： ２０１９年９月１6 日(月・祝）
会
場 ： 文京シビックホール （ 東京都文京区春日 1-16-21 ）
大 会 長 ： 浜野 美幸
準備委員長： 伊田 博
日本小児歯科学会 第３４回関東地方会大会および総会を下記要領で開催いたします。
皆様のご発表ならびに参加、ご協力を賜りたくご案内を申し上げます。

大会長挨拶
この秋、9 月 16 日（月・祝）に日本小児歯科学会第 34 回関東地方会大会・総会を東京都、文京シビック
ホールで開催いたします。大会長を拝命いたしましたこと大変嬉しく思っております。
近年の子どもたちを取り巻く環境の変化に伴い、子どもたちの保健面で多くの課題が起こっています。それを
解決するためには子どもたちに関わる様々な職種が連携し、知恵を絞って社会のみんなで向き合うことではな
いでしょうか。そのムーブメントがこの学会から継続的に続くことを願い、大会テーマを『こどもプロジェク
ト ―社会が育てる心とからだ―』としました。
基調講演・臨床講演・認定歯科衛生士地方会研修セミナーは、新しい知見や技術を学ぶ場になるよう著名な
先生方にお願いしています。特別講演は、歯科では「口腔機能発達不全症」が話題になっていますが、宮崎大
学医学部整形外科

帖佐教授に「子どもの運動器」の問題に関するご講演をいただきます。また協賛してくだ

さる企業の意向が会員の皆様にさらに伝わることを願って、ランチョンセミナーとハンズオンセミナーを企画
しました。市民公開講座ではピーター・フランクルさんがお越しくださいます。お子様たちもお誘いいただき、
みんなで楽しい会に盛り上げていただきたいと思います。
この学会が新しい情報を学ぶ場であり、また新たな知見を発表し、活発な討論の機会になれば幸甚です。
文京シビックホールは交通アクセスのよい会場ですので、皆様のご参加をお待ち申し上げご案内いたします 。
大

会 長 浜野 美幸

【大会内容】
基調講演（大ホール）

10:00～10:50

「日本の小児歯科を取り巻く現状」
東京歯科大学小児歯科学講座

教授

特別講演（大ホール）

新谷

誠康

11:00～11:50

「子どもの運動器が危ない！ ―なぜ子どもの頃からロコモ予防が必要か一 」
宮崎大学医学部整形外科・リハビリテーション科 教授 帖佐 悦男
市民公開講座（大ホール）
「世界と勝負する次世代を育てるには」
臨床講演（大ホール）
「歯周病を知ろう

先生

（ 無

料 ）

数学者・大道芸人

15:15～16:15

ピーター フランクル 氏
13:00～14:30

歯周病と全身疾患の関係と歯周組織再生療法」
日本大学松戸歯学部歯周治療学講座 教授

「MTA を活用した小児の歯内療法」
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野

先生

教授

小方

頼昌

先生

齊藤

正人

先生

認定歯科衛生士地方会研修セミナー（レクリエーションホール）

13:00～14:40

（歯科衛生委員会 認定）

「親子支援を原点から考える-プラスの世代連鎖を考慮した親子への関わり方ポイントとは -」

中京学院大学看護学部看護学科小児看護学領域
「みる力を身につける」
神奈川県立こども医療センター歯科

教授

元山

彩織

先生

歯科衛生士

三輪

直子

先生

田中

英一

先生

「小児歯科医から歯科衛生士さんへのメッセージ」
田中歯科クリニック

院長

若き研究者の集い（レクリエーションホール）

15:00～15:45

ランチョンセミナー

12:00～12:50

（定員

セミナーA（レクリエーションホール）

各１００名）
株式会社

江崎グリコ

協賛

「咬む力を引き出す！ポスカを用いたトレーニング」
全国小児歯科開業医会
朝日レントゲン工業株式会社

セミナーB（会議室１・２）

株式会社

松風

土岐

志麻

先生

協賛

「コンビーム CT で見る小児の歯列と顎関節」
鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座
セミナーC（スカイホール）

会長

教授

小林

馨

先生

美奈子

先生

協賛

「S-PRG フィラー予防関連商品，歯科衛生士はどう使う？」
北海道医療大学病院 歯科衛生部士長

梶

＊）整理券を配布いたします。整理券をお持ちの方１名様に対してお弁当１つと引き換えとします。

ハンズオンセミナー（会議室１・２）

（定員・事前申し込み制）

「アナフィラキシーのおさらいと実践」 マイラン EPD 合同会社 協賛
東京小児科医会 会長 塙
「機能性材料を用いたう蝕予防管理術を極める～シーラント材の
選択と効果継続のためのポイント～」 株式会社 松風 協賛
東北大学大学院歯学研究科 小児発達歯科学分野 准教授 山田

（無料）

佳生

先生

亜矢

先生

企業さまが提案する新しいセミナーです。同じ内容を 2 回開催します。受講をご希望の方は大会
ＨＰに掲載のお申し込みのお知らせ、または抄録集をご確認のうえ事前にお申し込みください。
＊）定員に達した時点でお申し込みは終了しますが、当日の聴講のみの参加は可能です。

ポスター展示

（学習室・アトリエ）

10:00～16:00

１． 特別企画

関東 9 歯科大学によるポスター発表
「各大学における予防処置について」
２． ポスター発表
（１）一般演題発表 基礎・臨床を問わず、小児歯科全般に関わる発表をお願い致します。
（２）認定歯科衛生士 資格申請発表

３． 資格更新用ケースプレゼンテーション
（１）専門医・認定医 資格更新用プレゼンテーション
（２）認定歯科衛生士 資格更新用プレゼンテーション
専門医・認定医・認定歯科衛生士 資格更新の細則に沿った発表をお願い致します。

商業展示

（大ホール

懇親会

（26 階

ホワイエ）

スカイホール）

10:00～16:00
17:30～

大会参加者ならび出展業者様など、どなたでもご参加いただけますので、皆様のお越しを
お待ちしております。
会費 1,000 円

【演題の申し込みについて】
（１）一般演題発表および認定歯科衛生士 申請発表の申し込み
1）演題名、発表者名（職種）、所属機関名、内容要旨（400 字程度）を添えて、お申し込みください。発
表内容には特定の個人名や機関・施設名等を含まないように、個人情報保護などの倫理面の配慮をお願
いします。

2）演題申し込み締め切り
事前抄録締め切り

２０１９年 ５月２４日（金）必着
２０１９年 ６月１４日（金）必着

３）演題の採否：第 3４回関東地方会合同大会準備委員会にご一任下さい。なお審査の結果、演題名や内
容について再検討をお願いする場合があります。
（２）専門医・認定医 資格更新および認定歯科衛生士 資格更新プレゼンテーション
第 34 回関東地方会大会ＨＰ http://www.jspd-kanto.jp/ に添付されている「資格更新用ケース
プレゼンテーション発表申請書」に必要事項を入力の上、第３４回大会準備委員会へメール（添付ファ
イル）にてお送りください。
１）申し込み締め切り
２０１９年 ５月２４日（金）必着
事前抄録締め切り
２０１９年 ６月１４日（金）必着
2）演題採否について：症例報告に限ります。審査の結果、演題名や内容について再検討のお願いや、専門
医・認定医更新の方には一般演題への変更をお願いする場合があります。
3）演者について：本プレゼンテーションは資格更新のためのものです。したがって、演者は資格審査を受
ける本人のみ（1 名）単独での発表となります。
4）発表内容の審査について：大会当日に、発表の内容は日本小児歯科学会専門医認定委員会委員および歯
科衛生士委員会委員による質疑、審査を受けますので必ず当日の指定された時間には発表ポスターの前
に待機してください。審査委員が写真撮影を行うこともありますのでご了承ください。
5）専門医・認定医、認定歯科衛生士資格更新発表終了後、大会長より発表証明書を発行いたします。
＜すべての申し込みに共通する事項＞
1）発表者名：演者は氏名の前に○印をつけてください。
2）職種：
「歯科医師」、
「歯科衛生士」等を明記してください。
3）所属機関名：名称は略さず、正式名称をご記入ください。
4）演題名および一般発表、専門医更新などのプレゼンの種類を明記してください。
5）連絡先：メールアドレス等、準備委員会から連絡がつきやすい連絡先をお知らせください。
6）送信先：第 34 回関東地方会大会準備委員会

E-mail： jspd.kantoh34@gmail.com

申し込み受け付け後、準備委員会から受領確認のご連絡をいたします。発表要項の詳細は第 34 回関東
地方会大会ＨＰ

http://www.jspd-kanto.jp/

に掲載しますので必ずご確認ください。演題等、

応募のメールを送信後、３日経過しメール受信の返信がない場合は、問い合わせをお願いします。
7）発表内容に倫理的配慮が不十分、または個人情報の保護が不十分であると大会長が判断した場合、演題
採択をお断りすることがあります。症例報告では、発表について必ず本人・保護者等の同意を得るとと
もに、同意が得られていることを抄録およびポスターに記載してください。同意書の取得・保管は必須
ですが、学会事務局への同意書のご提出は必要ございません。
なお、承認の用紙、同意書の形式は各大学、各診療施設で用いているもので結構です。
本学会 HP の書式も参考にしてください。
日本小児歯科学会ホームページから【学会関係向けページ】→【メインコンテンツ】→
【ダウンロード】→【研究倫理審査委員会資料】にございます。

8）演者および共同演者はすべて日本小児歯科学会会員であること、また年度会費が納入済みでなけれ
ばなりません。非会員の方は速やかに入会手続きをおとり下さい。
会費納入や入会手続き等については下記までお問い合わせ下さい。
一般財団法人口腔保健協会 日本小児歯科学会事務局 (03)3947-8891(代)
【注意】一般発表の演題申込み、事前抄録および資格申請、更新は、必ず
jspd.kantoh34@gmail.com に送信してください。

タイムテーブル：
9:30

9:00
大ホール

総会

10:00

11:00

基調講演

12:00

特別講演

13:00

休憩

臨床講演

レクリエーションホール

ランチョン

（地下1階）
会議室１・２
（シビックセンター 3階）
アトリエ・学習室
（地下1階）

セミナーA

10:00～

10:00～

17:30

休憩 市民公開講座

認定歯科衛生士
地方会研修セミナー

若き研究者の
集い

懇

ハンズオン
セミナー

会

親

16:15～
質疑応答

ランチョン
セミナーC

商業展示
（大ホール ホワイエ）
会議室 A・B
（区民会議室 5階）
開始

16:15

ポスター発表・展示

スカイホール 26階

総合受付

15:15

ランチョン
セミナーB

ハンズオン
セミナー
貼付

14:00

～16:00

企業展示

ス
カ
イ
ホ
｜
ル

モニター会
議
9:15～

受付終了～15:00まで

当日会費：
歯科医師・医師
歯科衛生士・その他
懇親会費

6,000 円 （会員の方は ID カードをお持ち下さい）
4,000 円
学生 無料
1,000 円

託児室のご案内：
学会開催中、会員の方のお子様をお預かりします。詳細は大会抄録集もしくは、第 34 回関東地方会大会
ＨＰ http://www.jspd-kanto.jp/ にてお知らせいたします。

連絡先：

〒350-2206

埼玉県鶴ヶ島市藤金 332 ｰ 1 伊田歯科医院 内

第 34 回関東地方会大会
準備委員長

伊田

準備委員会事務局

博

E – mail : jspd.kantoh34@gmail.com

会場のアクセス：

文京シビックホール
（〒112-0003 東京都文京区春日 1-16-21）

TEL : 0 3 - 5 8 0 3 - 1 1 0 0

（代表）

http://bunkyocivichall.jp/

東京メトロ 丸の内線・南北線
「後楽園駅」5 番出口

直結

都営地下鉄 三田線・大江戸線
「春日駅」シビックセンター 直結
JR 中央・総武線「水道橋駅」徒歩１３分
※交通機関の乱れ、悪天候等で当日の開催に変更がある際に
は大会ＨＰ http://www.jspd-kanto.jp/の掲載内容を
ご確認ください。

（お問合せはメールでお願いします。）

