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ご 挨 拶 
 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 

 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 第 43 回近畿・北陸支部学術大会を大阪国際会議場にて 2023 年 10 月

21 日～22 日の日程で開催することになりました。 

 本大会は、メインテーマに「口腔インプラント 未知への挑戦！」を掲げさせていただきました。現在、口腔インプラント治

療は良好な口腔機能回復とその維持に大きな役割を果たすことが報告されています。これは黎明期から現在に至るま

で、脈々と築き上げられてきた様々な臨床とその研究の成果の賜物です。その一方で、口腔機能と全身への健康の口腔

インプラントの関与、口腔インプラントと顎関節機能、増加する高齢患者への口腔インプラント治療の限界、インプラント

対と骨との結合メカニズムや表面性状の果たす生物学的役割など口腔インプラントの治療にはまだまだ未知なことがた

くさんあります。この未知への挑戦こそが、口腔インプラント治療を次のステージにつなげてくれるものと考えています。 

 特別講演では、「インプラント治療で知っておきたい顎関節の病態」と題し、鶴見大学歯学部 口腔顎顔面外科学講座 

教授 濱田良樹先生に、豊富な顎関節治療の経験からこれから求められる顎関節の病態の最新医療について口腔外科

的な立場からご講演いただきます。また、シンポジウムでは口腔インプラントに関連する各分野のエキスパートの先生に

ご講演いただく予定です。 

 さらには、若手のこれからインプラントを始めようとする歯科医師や歯科衛生士を対象としたスイーツセミナーを企画し

ております。大学所属および臨床家の歯科医師や歯科衛生士を対象に活発な議論を目指したいと思います。 

 これら以外にも、例年通り、市民公開講座、専門医教育講座、専門歯科衛生士教育講座、専門歯科技工士教育講座、

一般口演およびポスター発表につきましても、鋭意準備を進めております。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催形式を変更せざるを得ない場合がありますことをご理解賜り

ますと幸いです。 

 学術大会の経費は会員の参加登録費等を以てこれをまかなうのが本来のあり方ですが、皆様方の御援助に頼らざる

を得ないところがございます。つきましては、これらの趣旨をご理解頂き、企業展示出展等大会運営へのご協力を頂け

れば幸甚に存じます。 

 何卒、現状をお察しいただきお力添え賜わりますようお願い申し上げます。 

 

2022 年 12 月吉日 

謹白 

 

公益社団法人日本口腔インプラント学会 

第 43 回近畿・北陸支部学術大会 

大会長 植野 高章 

大阪医科薬科大学医学部 

口腔外科学教室 教授 



開 催 概 要 
1) 大会の名称 

公益社団法人日本口腔インプラント学会 第 43 回近畿・北陸支部学術大会 

 

2) 大会長 

植野 高章（大阪医科薬科大学医学部 口腔外科学教室 教授） 

 

3) 会期 

2023 年 10 月 21 日（土）～2023 年 10 月 22 日（日） 

 

4) 会場  

大阪国際会議場 

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 5 丁目 3-51 TEL：06-4803-5555                              

 

5) 希望 

参加予定者 約 700 人 

 

6) テーマ 

｢口腔インプラント 未知への挑戦！｣ 

 

7) 学術大会の構成(予定)  

10 月 21 日（土） 

市民公開講座・代議員会・情報交換会 

※情報交換会は新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し開催の有無を決定予定 

10 月 22 日（日） 

開会式、専門医教育講座、専門歯科衛生士教育講座、専門歯科技工士教育講座、 

特別講演､シンポジウム、一般演題、ポスター発表、ランチョンセミナー、スイーツセミナー、企業展示、閉会式 等 

 

8) 第 43 回近畿・北陸支部学術大会 実行委員 

大会長 ： 植野●高章 （大阪医科薬科大学医学部 口腔外科学教室） 

副大会長 ： 草野●●薫 （大阪歯科大学歯学部 口腔インプラントント学講座） 

副大会長 ： 岸本●博人 （大阪口腔インプラント研究会） 

実行委員長 ： 真野●隆充 （大阪医科薬科大学医学部 口腔外科学教室） 

実行委員長 ： 中野●旬之 （金沢医科大学 顎口腔外科学講座） 

準備委員長 ： 中島世市郎 （大阪医科薬科大学医学部 口腔外科学教室） 

準備委員長 ： 井上●和也 （大阪医科薬科大学医学部 口腔外科学教室） 

近畿・北陸支部 支部長 ： 阪本●貴司 （大阪口腔インプラント研究会） 

近畿・北陸支部 副支部長 ： 馬場●俊輔 （大阪歯科大学歯学部 口腔インプラントント学講座） 

 

9) 学術大会運営事務局、お問合せ先 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1 丁目 4 番 8 号 

日栄ビル 703A あゆみコーポレーション内 

TEL.06-6131-6605 FAX.06-6441-2055 

E-mail : jsoi43kinpoku@a-youme.jp 



10) 収支計画書 

収入の部   （単位：千円） 

  費目 金額 備考 

1 参加費(700 人想定) 6,317 歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士、学生等 

2 情報交換会 464   

2 大会プログラム・抄録集 2   

3 共催セミナー 3,000 ランチョンセミナー、スイーツセミナー 

4 広告料収入 506 大会プログラム・抄録集 

5 展示収入 5,500   

6 補助金 500   

合計(1-6) 16,289   

 

支出の部   （単位：千円） 

  費目 金額 備考 

1 準備費 4,401   

  印刷関係費 1,800 大会プログラム・抄録集、ポスター、封筒、参加証等 

  ホームページ作成・管理費 500 ホームページ作成等 

  参加登録受付費 1000 事前参加登録受付費 

  演題登録受付費 300 演題登録処理費 

  通信、運搬費 301 発送費等 

  事務費、雑費 400 発送作業費等 

  会議費等諸経費 100 実行委員会開催費等 

2 運営費 10,169   

  会場費等 6,500 会場費、機材費、施工、設営費 

  看板装飾費 900 ポスターパネル、基礎小間、誘導看板他 

  運営費 500 人件費等 

  招聘関係費 700 講師謝礼金、宿泊費等 

  諸経費 419 ネームカードホルダー、文具等 

  感染症対策グッズ 150   

  情報交換会 1000   

3 事後処理費 169   

  会議整理費 100 源泉徴収他 

  事務費、印刷費 69 発送作業、消耗品費、お礼状印刷他 

4 企画運営費 1,050 業務委託費 

5 仮受金清算 500 補助金返金 

合計(1-5) 16,289   

 

  



 

 

 

【大会会期】 

2023 年 10 月 21 日（土）14:00～10 月 22 日（日）17:00（予定） 

 

【展示日程（予定）】 

大阪国際会議場 10 階 ホワイエ・ロビー・1004～1007 

搬入 10 月 22 日（日）8:00～9:30 

展示 10 月 22 日（日）9:30～16:50 

搬出 10 月 22 日（日）16:50～18:00 までに完了 

 

【会 場】 

大阪国際会議場（〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 5 丁目 3-51 TEL：06-4803-5555） 

        

【展示会場・募集小間数・出展料】 

場所（予定） 募集小間数（予定） 出展料（税込） 

10階ホワイエ・ロビー、1004～1007 60 110,000円 

 

【基礎小間】 

主催者が準備する展示基礎小間は、下記のとおりです。 

・面積 1 小間（間口 180cm×奥行 120cm） 

・１小間につき展示机（180cm×60cm）を 1 基、椅子を 2 脚ご用意します。 

・電気器具を使用される場合はお申し込み時に必ずその旨ご入力ください。会場の電力状況に応じてご利用頂ける電力

量をお知らせします。なお、大容量の電力が必要な機器の設置はお断り申し上げます。 

・会場設営の都合上、小間スペースに若干の変更を行う場合があります。 

 

【小間割り】 

各社の小間割りは、学術大会運営事務局に、一任願います。 

 

【申込方法】 

本学術大会の趣旨にご賛同いただける場合は、下記、企業協賛申込みシステム URL、QR コードよりお申込みください。

お申込み完了後、ご登録メールアドレスに申込完了通知が配信されます。お申込み完了後、申込完了通知が届かない

場合は、学術大会運営事務局までご連絡ください。 

 ▽企業協賛申込みシステム 

  https://a-youme.net/c_form/jsoi/form.php 

 

【申込期限】 2023 年 7 月 31 日（月）  

 

 

 



 

 

 

 

 

【広告媒体】 

公益社団法人日本口腔インプラント学会 第 43 回近畿・北陸支部学術大会 大会プログラム・抄録集 

 

【発行部数】 1,000 部 

 

【発行費用概算】 715,000 円 

 

【規 格】 A4 版 縦判 

 

【広告掲載料】（税込）  

・表紙 2 1 ページ 88,000 円 （1 口） 白黒 

・表紙 3 1 ページ 88,000 円 （1 口） 白黒 

・後付 1 ページ 55,000 円 （5 口） 白黒 

・後付 1/2 ページ 33,000 円 （10 口） 白黒 

＊（ ）内は掲載社数の想定。 

＊ ページ割付は主催者に一任ねがいます。選定理由は公表いたしません。 

＊表紙 2、3 については、複数のお申し込みがあった場合、学術大会側にて決定させていただきます。 

決定後、2023 年 7 月 31 日以降に請求書を発行致しますので、その後にお振込ください。 

 

【申込方法】 

本学術大会の趣旨にご賛同いただける場合は、下記、企業協賛申込みシステム URL、QR コードよりお申込みください。

お申込み完了後、ご登録メールアドレスに申込完了通知が配信されます。お申込み完了後、申込完了通知が届かない

場合は、学術大会運営事務局までご連絡ください。 

 ▽企業協賛申込みシステム 

  https://a-youme.net/c_form/jsoi/form.php 

 

 

 

【申込・原稿締切】 2023 年 7 月 31 日（月） 

イラストレータ等のデータをメール添付等で提出。校正用に PDF データもご送付ください。 

  



 

 

 

 

【日時】 2023 年 10 月 22 日(日) 60 分（予定） 

学術大会プログラムにより若干の時間変更する場合がございます。 

 

【会場情報・会場費】 

会場は全てシアター形式の予定です。 

セミナー名 会場名 部屋名 会場総席数 会場費（税込） 

ランチョンセミナー 
第 1 会場 1003 540 席 1,000,000 円 

第 2 会場 1001・1002 378 席 1,000,000 円 

スイーツセミナー 第 1 会場 1003 540 席 1,000,000 円 

 

【注意事項】 

・会場費には、付帯設備費、機材費、PC オペレーター人件費が含まれております。尚、付帯設備費、 

機材費に含まれます。設備・機材は、講演会場内 PC プロジェクター、送出用 PC（Win）、スクリーン、マイク、照明、 

レーザーポインター等基本設備のみです。 

・ランチョンセミナー、スイーツセミナー参加者へ飲食手配費（お弁当、スイーツ）は、手配の仲介は致しますが、ランチョン 

セミナー、スーツセミナー共催社負担とさせていただきます。 

・会場につきましては、貴社のご希望をお伺い致しますが、決定は学術大会運営事務局にご一任ください。 

申込期間終了後、決定会場と詳細のご案内をご連絡させていただきます。 

・会場名、収容人数、お弁当、スイーツの提供等は、新型コロナウイルス等の感染症の拡大状況や会場レイアウトの調整 

の都合上、変更されることがありますので予めご了承ください。 

・企業名、演題名、演者氏名・所属先名を大会プログラム・抄録集に掲載いたします。詳細は申込期間終了後に 

ご案内申し上げます。 

 

【申込方法】 

本学術大会の趣旨にご賛同いただける場合は、下記、企業協賛申込みシステム URL、QR コードよりお申込みください。

お申込み完了後、ご登録メールアドレスに申込完了通知が配信されます。お申込み完了後、 

申込完了通知が届かない場合は、学術大会運営事務局までご連絡ください。 

 ▽企業協賛申込みシステム 

  https://a-youme.net/c_form/jsoi/form.php 

 

 

 

【申込締切】 2023 年 6 月 30 日（金） 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

○お申込み完了後、申込完了通知が届かない場合は、学術大会運営事務局までご連絡ください。 

 

○企業展示・後付広告につきましては、受付後順次、請求書を発行いたします。ランチョンセミナー、スイーツセミナー、

表 2、表 3 広告につきましては、申込期間終了後、会場・掲載箇所確定の上、請求書を発行いたします。指定期日ま

でにお振込ください。領収書は振込金受領書をもって代えさせていただきます。振込み手数料は申込企業各位にてご

負担いただきますようお願い申し上げます。また、定数に達し次第、申込を締め切る場合がございますのでご承知お

きください。 

 

【変更・中止】 

1）天災など自然災害に伴う開催中止の場合 

 学術大会は天災など不可抗力、またはやむを得ない事由により開催時間、場所の変更、または開催の中止等を行う場

合があります。中止の場合、原則として返金はいたしかねます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

2）新型コロナウイルス等の感染症の拡大に伴っての開催中止の場合 

・参集型、WEB 開催を含めて開催を取りやめる場合 

 企業展示、広告掲載、共催セミナー（ランチョンセミナー、スイーツセミナー）へお申し込みを頂いた企業へは、お振込み 

頂いた協賛金を全額ご返金いたします。 

・参集型から WEB 開催へ開催方法を変更して開催する場合 

 ①企業展示 

  学術大会のホームページ上での企業展示をご案内させていただきます。 

 ②広告掲載 

  当初の予定どおり、大会プログラム・抄録集を作成いたしますので掲載費用のご返金は行いません。 

 ③共催セミナー（ランチョンセミナー、スイーツセミナー） 

  WEB 配信でのセミナー開催をご案内させていただきます。 


