
 第 56回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会のご案内 

第２報 
テーマ「口腔から全身への架け橋、口腔基礎医学の展開」 

（大会ホームページ http://www2.convention.co.jp/jaob56） 

 

会員各位 

第 56回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会 

会 頭  岡部 幸司（福岡歯科大学・細胞分子生物学講座・細胞生理学分野） 

準備委員長  山﨑 純（福岡歯科大学・細胞分子生物学講座・分子機能制御学分野） 

 

 海外の著名な研究者を招聘しての特別講演、口腔から全身への架け橋となるシンポジウムなどを企画して

おります。また、サテライトシンポジウム、日本学術会議シンポジウム、一般口演とポスター発表や部門別

談話会を通して、多くの会員に発表・討論と情報交換を行なう場を提供したいと考えております。お誘いの

上、奮ってご参加下さい。 

 
重要な期日： 

平成 26年 5月 7日（水） オンラインによる一般演題申し込み開始 

平成 26年 5月 19日（月） オンライン登録と口座振込による事前参加登録受付開始 

平成 26年 5月 30日（金） 一般演題申し込み締切 

平成 26年 6月 23日（月） 一般演題申し込み筆頭演者の参加登録および参加費振込締切 

平成 26年 7月 18日（金） 事前登録（参加，懇親会）申し込みと参加費，懇親会費振込締切 

平成 26年 9月 25日（木） サテライトシンポジウム，常任理事会・理事会 

  平成26年9月26日（金），27日（土） 第56回歯科基礎医学会学術大会ならびに評議員会・総会 
  
1．会期 

平成 26年 9月 25日（木）～9月 27日（土） 

 

2．会場 

福岡国際会議場 

（サテライトシンポジウム, 学術大会,  評議員会・総会, ランチョンセミナー会場） 

〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町 2-1  TEL： 092-262-4111 

会場ホームページ：http://www.marinemesse.or.jp/congress/ 
 
3．日程 （予定） 

1）9月 25日（木）：常任理事会・理事会 

  関連企画：サテライトシンポジウム 



2）9月 26日（金） 

一般演題（口演、ポスター展示と討論）  

ロッテ基金特別講演： Regulation of NF-κB in immunity and inflammation（仮題） 
Prof. Sankar Ghosh, Columbia University Medical Center 
オーガナイザー：自見英治郎 

歯科基礎医学会学術シンポジウム：口腔そして全身での免疫応答の最前線（仮題） 
     オーガナイザー：桑田啓貴、田中芳彦 

メインシンポジウム１：全身疾患とオーラルバイオサイエンス： 
     歯の発生、顎関節症との関連（仮題） 

          オーガナイザー：大島勇人、沢 禎彦  
評議員会・総会 
一般社団法人設立総会 
歯科基礎医学会ライオン学術賞・歯科基礎医学会賞授賞式  
受賞講演（歯科基礎医学会ライオン学術賞受賞者）  
ランチョンセミナー  
会員懇親会（福岡サンパレス）  

3）9月 27日（土） 

日本学術会議シンポジウム：超高齢社会における歯科基礎医学の役割（仮題） 
     オーガナイザー：山口 朗 
一般演題（口演、ポスター展示と討論） 

  メインシンポジウム２：発生・分化・癌化を決める遺伝子スイッチ（仮題） 
       オーガナイザー：二藤 彰、山﨑 純  
  ロッテ基金特別シンポジウム：TRPチャネルの多様な生体機能と治療標的としての展開（仮題） 
          オーガナイザー：井上隆司、岡部幸司 

受賞講演（歯科基礎医学会賞受賞者）  
部門別談話会  
優秀ポスター賞・優秀学生ポスター賞授賞式  

 
  上記のプログラムを予定しておりますが、内容については決定されたものから順次、大会ホームペー

ジ（http://www2.convention.co.jp/jaob56/）に掲載していきます。 
 
4．一般演題申し込み 

 受付日：平成 26 年 5 月 7 日（水）正午～平成 26 年 5 月 30 日（金）正午 

1）一般演題申し込みは、発表の代表者（筆頭著者）が大会ホームページから案内に従ってオンラインで行

ってください。郵送による申し込みは受け付けません。 

2）演題の内容は申し込みの時点で研究目的に沿った結果が得られているものに限ります。予報的な内容は

避けてください。  

3) 採用された発表演題の抄録は PDFデータおよび E-pubデータとして、歯科基礎医学会ホームページ上に

オンライン公開されます。採用された発表演題の演者は、演題抄録のオンライン公開と、抄録に関する

著作権の本学会への移譲を承諾していただきます。 

 



4）ヒト組織（特に遺伝子）を用いた実験あるいは動物実験については，各機関・施設において倫理審査を

受けている旨をご確認ください。 

5) 本学術大会では、「歯科基礎医学会 利益相反(Conflict of Interest: COI)開示説明書」 

（http://www.jaob.jp/file/JAOB_Form_of_COI.doc）に基づいて、演者から発表内容に関わる COIを申

告して頂きます。 

6）演題発表資格：  

(1) 筆頭演者及び共同演者は全て会員に限ります。申し込み画面の中で会員番号（6桁）の入力をして

頂きます。 

会員番号が不明な場合は、学会から送付された郵送用宛名ラベルや年会費振込用紙をご覧くだ

さい。歯科基礎医学会事務局へのメールによる確認もできます（歯科基礎医学会ホームページ

（http://www.jaob.jp/）をご覧ください）。非会員の方は、申し込み画面の中で手続き中であること

を入力した上で、平成 26年 5月 30日（金）までに入会手続きを行ってください。発表者が非会員

の場合，演題が自動的に取り消されますのでご注意ください。 

学部学生も発表者となる場合は入会手続きを行ってください。演者にはならない共同研究者名

を記載する場合は、抄録本文内の最後に含めてください。 

(2) 入会手続きは，歯科基礎医学会ホームページ（http://www.jaob.jp/join.html）にて案内しております。 

入会申込書をダウンロードし、手続きをしてください。  

7）発表形式： 

口演，ポスター発表が可能です。１講座からの演題申し込み数には制限はありません。 

ポスター発表を選択した若手研究者については優秀ポスター賞の応募が可能です（「5.優秀ポスター

賞募集について」を参照）。優秀ポスター賞の筆頭演者は、同じ内容で口演発表もすることができます。 

歯学部学生（大学院生を除く）は学部学生ポスター発表に応募することができます（「6.学生ポスタ

ー発表について」を参照）。応募演題の中から優秀学生ポスター賞が選考されます。 

(1) 口演：一般口演は，発表 7分・討論 3分の計 10分を予定しています。発表は PC／液晶プロジェク

ターのみ（単写）を使用します。動画や音声は使用できません。発表データの受付ならびに会場 PC

の仕様については，大会ホームページをご覧ください。 

(2) ポスター：設定された時間帯に自由討論を行いますので，演者にポスター前で待機していただきま

す。ポスターサイズについては，大会ホームページをご覧ください。 

 8) 抄録作成に関する注意： 

(1) 演者名、所属機関名ならびに演題名は和文と英文の両方が必須です。和文で 80 字以内、英文は半

角で 160字以内（スペース込み）です。歯科基礎医学会雑誌の英文化（J. Oral Biosciences誌）に

伴い、第 47回大会から、タイトル、著者名、所属機関名に限り，和文に加え英文でも入力いただく

ことになりました。 

(2) 抄録本文は英文または和文のいずれかで入力してください。それぞれに別の入力欄が準備されてい

ます。抄録本文は、演題名、所属機関名、演者名を除きます。図表は利用できません。 

     歯科基礎医学会はグローバルな学術大会を目指しています。編集委員会は英文での入力を推奨して

おります。 

(3) 和文抄録では、全角で 600～800字（スペース込み、英数文字は半角で入力）です。演題名、所属機

関名、演者名の文字数は含みません。 

http://www.jaob.jp/


(4) 英文抄録では、150～350 ワードです。半角文字で記入して下さい。演題名、所属機関名、演者名の

ワード数は含みません。事務局は英文校正を行ないませんので、演者が事前にチェックをすること

が必要です。 

(5) 優秀ポスター賞応募演題の筆頭演者で同一内容での口演発表を希望する場合には、２回抄録を登録

する必要はありません。「ポスター展示（優秀ポスター賞応募）」として登録する画面の中で、「口演

の申し込み」を選んで頂きます。 

9）オンラインシステムによる演題登録に関する注意   

(1) 申し込み開始日：平成 26年 5月 7日（水）正午  

(2) 申し込み締切日：平成 26年 5月 30日（金）正午  

(3) オンライン修正・削除期日：平成 26年 5月 30日（金）正午 

(4) 締切日はアクセスが集中して回線の混雑・混乱が予想されます。なるべく締切直前は避け，早い時

期に余裕をもって登録して下さるようお願いいたします。なお練習登録は設定しておりません。  

(5) 本大会で使用するUMINオンライン演題登録システムでは， Internet ExplorerとNetscape， Safari，

Firefox以外のブラウザでは演題登録できません。それ以外のブラウザはご利用にならないようお願

いいたします。Internet Explorer と Netscape は，ver.4 以降，Safari は，ver.2.0.3 (417.9.2)

以降，Firefoxは全てのバージョンでご利用可能です。 

(6) 発表の代表者（筆頭演者）は演題を登録する際にパスワードを決めていただきます。これと登録番

号（電子メールにて通知）を用いることにより，演題修正削除期日前であれば内容の変更，削除が

可能です。各登録演題のパスワードは学術大会・総会準備室では把握しておりません。パスワード

の記録および機密保持は，登録者の責任です。パスワードに関しての問い合わせには一切応じられ

ませんので，必ずパスワードを控えておいてください。  

(7) 筆頭演者名と連絡先（所属機関名、電話、電子メールアドレス），共同演者名と所属機関名，会員番

号，発表者名，発表形式（口演／ポスター／どちらでもよい）、抄録著作権移譲の許諾、倫理審査と

COI の有無、優秀ポスター発表賞もしくは学生ポスター発表に応募の有無，演題分類、キーワード，

演題名，抄録本文を記入してください。 

 

  【参考】 演題分類表 

解剖   歯牙・歯髄   歯周組織   唾液・唾液腺   発生・再生   
骨・軟骨・骨代謝   神経   筋   腫瘍   炎症   
免疫   微生物   シグナル伝達   薬理作用   その他   

  

  【参考】 キーワード カテゴリー（詳細は演題登録システムをご覧ください。） 

1．器官・組織別 2．生理機序・病態別 3．細胞機能・微細構造別 自己申告キーワード 

 

(8) COI に該当する場合には、「歯科基礎医学会 利益相反(Conflict of Interest: COI) 開示説明書」 

(http://www.jaob.jp/file/JAOB_Form_of_COI.doc) を 学 術 大 会 ・ 総 会 準 備 室 

(jaob56@convention.co.jp) まで e-mail に添付して提出してください。その場合には、演題登録

番号も併せてお知らせください。 

 



(9) オンライン登録受領通知：演題登録が完了しますと，ただちに自動的に，内容確認のメールが事務

局より発信されますので，これを受領通知にかえさせていただきます。登録者による更新が行われ

たときも同様です。この電子メールが 1 日以上経っても届かない場合には何らかのトラブルが予想

されますので，学術大会・総会準備室までご連絡ください。 

(10) 演題の採否：演題の採否，発表形式（口演，ポスター）ならびに発表日時につきましては大会準備

委員会にご一任ください（お問い合わせには応じかねます）。採否通知は，７月下旬を目処に通知し

ます。詳細は本ホームページに掲載いたします。 

(11)入力方法の詳細については，UMIN オンライン演題登録システム FAQ を参照してください。応募者自

身が間違えて入力した内容について UMIN事務局では一切責任を負いません。十分にご確認の上，送

信してください。  

(12) 今後，登録に関する内容，締切期日等に変更などが発生した場合は，随時ホームページでご案内い

たします。定期的にアクセスしていただき，更新内容にご注意ください。  

(13) オンライン登録に関する問い合わせ先： 学術大会・総会準備室   

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中州 12-33 福岡大同生命ビル 7F 

日本コンベンションサービス（株）九州支社内  担当：有光 

Tel: 092-712-6201，Fax：092-712-6262，E-mail：jaob56@convention.co.jp 

 

5．優秀ポスター賞募集について： 

ポスター演題登録時に応募した演題が審査対象となります。 

1）演題募集期間、申込要領：一般演題に準じます。 

2）発表日時：平成 26年 9月 26日（金） 

3）応募資格：ポスター発表を選択された方で，35 歳以下の方。筆頭演者ならびに発表者であること。

審査を希望する部門（解剖学、組織・発生学、生理学、生化学、薬理学、微生物学、病理学）を１つ

選択して頂きます（所属部門の枠を超えて応募できます）。 

4）審査：ポスターを点数化して評価いたします。掲示した場所での審査討論はありません。 

5) 同一内容での口演発表を可能としますので、奮ってお申し込みください。 

     ※詳細は，大会ホームページをご覧ください。 

 

6．学生ポスター発表について 

 将来の歯科基礎医学を担う人材養成の期待を込めて，本学術大会で学部学生ポスター発表を企画して

おります。多くの歯科基礎医学研究に熱心な学生の発表をお待ちしております。特に優れた演題を優秀

学生ポスター賞として表彰いたします。 

1）演題募集期間、申込要領：一般演題に準じます。 

2）発表日時：平成 26年 9月 26日（金） 

3）応募資格：歯学部学生（大学院生は除く）が筆頭演者ならびに発表者であること。 

4）審査：ポスターを点数化して評価いたします。 

5）学会参加費：無料です。 

     ※詳細は，大会ホームページをご覧ください。 

 

 

 



7．学術大会・懇親会参加申し込み 

申し込み開始日：平成 26年 5月 19日（月） 

事前参加登録には、参加者ごとのオンライン登録と口座振込が必要です。詳細については、大会ホー

ムページにて順次掲載いたします。  
 
【学術大会・懇親会参加費】 

 区 分 事前登録 当日登録 

学

術

大

会 

正会員 
筆頭演者 10,000 円（6/23 まで） 12,000 円 
筆頭演者以外 10,000 円（7/18 まで） 12,000 円 

学生会員（大学院生）※1 5,000 円のところ 
無料（7/18 まで） 12,000 円 

非会員 ※2 ─ 12,000 円 
学部学生 ※3 ─ 無料 

懇 

親 

会 

 正会員 8,000 円 8,000 円 
 学生会員（大学院生） 5,000 円 5,000 円 
 非会員 ※2 ─ 8,000 円 
 学部学生 ※3 ─ 5,000 円 

※1 事前登録料は 5,000円ですが、7月 18日までに登録された場合は無料となります。これは、学会運営方針「若

手研究者の育成」により、今回の学生会員（大学院生）の事前登録料（5,000円）を歯科基礎医学会より支

援頂くためです。会員大学院生の積極的な学術大会への参加を期待いたします。また非会員の大学院生につ

きましては、この機会に入会をお勧めいたします。 
※2 非会員の参加登録は当日受付のみです。  
※3 学部学生の参加登録は当日受付のみです。受付で指導教員の証明書と学生証を提示してください。大学院

生は対象となりません。 
 

◆懇親会について◆ 
日時：9月 26日（金） 18：30 ～（予定） 
会場：福岡サンパレス ホテル＆ホール（学会場 2F から連絡通路で行くことができます） 
 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町 2-1  TEL： 092-272-1123 

 会場ホームページ：http://www.f-sunpalace.com 

 
【事前参加登録と当日参加登録】 
1）当日参加登録は現金のみの受付となります。 
2）会員大学院生には、事前参加登録を強くお勧め致します。 
3）非会員と学部学生の参加登録は当日受付のみです。 
4）事前参加登録をされた方には、9 月上旬に、名札（参加証）をお送りいたします。学会当日必ずご持参

ください。 
5）学術大会は、日本歯科医師会生涯研修会として認定されています。単位登録については、日本歯科医

師会のE システムをご利用ください。 
 
 



【事前参加申し込み方法】 
1）参加者ごとに大会ホームページ上でオンライン登録をして頂きます。登録の受付後、電子メールにて

連絡先に登録番号が自動送信されます。この番号を用いて期日までに指定の銀行口座へ振り込ん

で頂きます。 
  ① オンライン登録 
   以下の事項を必ず記載ください。 

□ 参加区分：正会員（筆頭演者・筆頭演者以外）、学生会員（大学院生） 
□ 会員番号（会員番号が不明な場合は、学会から送付された郵送用宛名ラベルや年会費振込用紙

をご覧ください。歯科基礎医学会事務局へのメールによる確認もできます。） 
□ 参加費明細：学術大会参加費、懇親会参加費 
□ 登録番号送付連絡先：電子メールアドレス 
□ 名札送付先の住所（所属先あるいは自宅）、電話番号 
□ 氏名、所属 

  ② 参加費の振込 
   振込先銀行の口座番号と受取人名は、登録番号送付の電子メールの中でお知らせいたします。振込

依頼人名の入力方法も指定致します。 
    (例)  参加者名 歯科基礎太郎（シカキソタロウ）、 登録番号 999 
   振込依頼人名  「999シカキソタロウ」  
2）領収書は名札（参加証）・懇親会参加券兼領収書の発行を持ってかえさせて頂きます。 
3）払い込まれた学術大会参加費および懇親会参加費は、理由の如何に関わらず返却できませんのでご了

承願います。 
4)  参加登録に関する問い合わせ先： 学術大会・総会準備室   

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中州 12-33 福岡大同生命ビル 7F 

日本コンベンションサービス（株）九州支社内  担当：有光 

Tel: 092-712-6201，Fax：092-712-6262，E-mail：jaob56@convention.co.jp 

 
８．部門別談話会申し込みについて 

日時：9月 27日（土）12：15 ～13：15（予定） 
 参加申し込みは、参加者ごとに学術大会ホームページ上から行ないます。部門名、所属大学・講座名、

参加者氏名（または代理で参加される方の氏名）、昼食の準備の有無、連絡事項・議題などを記入して

頂きます。昼食代（1,000 円）は当日徴収いたします。詳細については、大会ホームページにて順次掲

載いたします。 

 

９．サテライトシンポジウムについて 

 採択されたサテライトシンポジウムの詳細については、学術大会ホームページ

（http://www2.convention.co.jp/jaob56）に掲載いたします。 

 各オーガナイザーからのアナウンス内容（案内文、申込書等）も順次、載せますのでご活用ください。 

 

10．抄録号について 

平成 26 年度学術大会抄録号「Journal of Oral Biosciences Supplement 2014」は、オンラインジャーナ



ルのみの発行となります。冊子の作成や配布はございません。オンラインジャーナルの発行につきましては、

学会員メーリングリストまたは学術大会ホームページにて、ご案内をいたします。発行の際には、どうぞ閲

覧頂けますようお願い申し上げます。 
学術大会当日は、オンラインジャーナルをご自身持参の端末にダウンロードするか、プリントアウトをし

てご持参ください。なお、学術大会会場内には Wi-Fi 環境（ワイヤレス LAN）を整備しています。また、

事前参加登録者には大会校が作成した簡単なプログラム集を送付いたします。当日参加者は会場受付にてお

受け取りください。 
 
11．宿泊について 

本学術大会での宿泊については大会ホームページ上でご案内をさせて頂いております。大会ホームペー

ジからお早めにご予約ください。 
＜申込み締切日＞ 2014年 8月 25日 (月) 
＜お支払締切日＞ 2014年 8月 27日 (水) 
<宿泊期間> 
 2014年 9月 24日（水）・25 日（木）・26日（金）・27 日（土） 
<問い合わせ先> 
 株式会社 日本旅行 九州法人支店 九州イベントコンベンションセンター   担当：下澤、数村 
 TEL：092-451-0633、FAX:092-451-0550、E-mail: fukuoka_ec@nta.co.jp 
 

 
12．演題申し込み、参加登録または学術大会の概要に関するお問い合わせは，下記の学術大会

準備室または事務局まで，Fax または E-mail でお願いします （電話でのお問い合わせはなる

べくご遠慮ください）。 

【演題申し込み・参加登録】学術大会・総会準備室   

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中州 12-33 福岡大同生命ビル 7F 
日本コンベンションサービス（株）九州支社内  担当：有光 
Tel: 092-712-6201，Fax：092-712-6262，E-mail：jaob56@convention.co.jp 

【学術大会の概要】学術大会・総会事務局   
〒814-0193 福岡市早良区田村 2－15-1 
福岡歯科大学 細胞分子生物学講座 分子機能制御学分野 
山﨑 純（準備委員長） 
Tel; 092-801-0411(内線 669)，Fax; 092-801-0685，E-mail；junyama@college.fdcnet.ac.jp 
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