
口頭発表の方々へのご案内
1．発表日時・会場 　
　優秀研究発表（臨床） 

9月15日（土）　9：00～11：40　第2会場（5階　小ホール） 　
　優秀研究発表（基礎） 

9月15日（土）　9：00～11：40　第7会場（10階　会議室1009）
　一般口演

9月15日（土）　9：00～11：50，14：10～17：00
9月16日（日）　9：00～11：50

　歯科衛生士セッション
9月15日（土）　14：10～17：10　第3会場（10階　会議室1003） 

2．発表内容 
1）発表方法について 

（1）Microsoft Power Point を使用した PC での発表を原則といたします． 
（2） Windows をご使用の場合は Microsoft Power Point 2010，2013，2016で作成したデータを USB  

フラッシュメモリにてご提出ください．
　　本会当日に会場に設置される機材スペック
　　【パソコンの OS】Windows10 　　
　　【アプリケーションのソフト】Microsoft Power Point 2010，2013，2016 

（3）文字フォントは，OS に設定されている標準的なフォントを推奨いたします．
　　【日本語】MS ゴシック・MSP ゴシック・MS 明朝・MSP 明朝 　　
　　【英　語】 Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century Gothic・Courier・Courier New・ 

Georgia・Times New Roman 
（4）解像度は XGA（1024×768）です． 
（5）アニメーション・動画は可能です．ただし以下を遵守してください． 　　

PowerPoint に貼り付けている動画は以下のもので再生できるようにお願いいたします． 　　
【Windows】Media Player（*.wmv，.mp4形式を推奨） 　　
PowerPoint データとともに動画ファイルも必ずご持参ください． 　　
※容量：特に制限は設けませんが、講演時間内に収まるようお願いいたします。 　　
※ 動画を使用の場合，バックアップ用としてご自身のノートパソコンを必ずご持参ください．プレ 

ゼンテーションにほかのデータ（静止画・動画・グラフなど）をリンクされている場合でも元の 
データを保存していただき，必ず事前にほかのパソコンでの動作確認をお願いいたします． 

（6）音声は使用できません． 
（7） 利益相反の状態について学術大会ホームページをご参照いただき，発表スライドの最初に開示してく

ださい． 
（8） Macintosh をご使用の場合は，ご自身で PC をお持ちください（本体付属のコネクターもご持参ください）． 

2）PC センターについて 
（1） 発表の1時間前までに PC センターに発表のデータかご自身の PC をお持ちになり，受付・試写をし

てください．PC センターの場所・受付時間については次項をご確認ください．
（2） PC センターには会場内のシステムと同一のものを用意いたします（原則として PC センターでの受 

付時や講演会場内 PCデスクでのデータ修正はお断りします）． 　　

PC センター受付場所・時間 　　
場所：10階　ホワイエ 　　
受付時間：14日（金）　15：00～19：00
　　　　　15日（土）　８：00～17：00 　　　　　　　
　　　　　16日（日）　７：30～16：00
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※ PC をご持参される方 　　　
・Macintosh ご利用の場合はご自身のノートパソコンをお持ち込みください． 　　　
・ ご自身で発表の20分前までに，ご発表の会場のオペレータにお預けください．発表終了後に， 会

場にて返却いたします． 　　　
・バッテリー切れ防止のため，電源（AC）アダプターを必ずご持参ください． 　　　
・ 画面の解像度は XGA（1024×768）です．このサイズより大きいまたは小さい場合，画像が鮮

明に出ないことがあります． 　　　
・ ご自身の PC の外部モニターへの出力端子の形状を必ず確認し，必要な場合は接続用の外部出 

力変換アダプターを必ずご持参ください． 　　　　
　接続は MiniD-sub15ピン3列コネクターです． 　　　
・ 万一のトラブルに備え，ご自身の PC に保存されている重要なデータはバックアップをお取りく

ださい（USB フラッシュ メモリにて）． 　　　
・ 発表中にスクリーンセーバーに切り替わったり省電力機能で電源がきれたりしないよう，PC 本 

体はサスペンドモード（スリープ，省エネ設定）やスクリーンセーバーが作動しないよう設定 
をお願いいたします． 

3）口演発表について 
（1）発表時間 　　

シンポジウム・その他指定講演：個別にご案内しております時間でご講演ください． 　　
優秀研究発表　　　　　発表10分，質疑応答5分 　　
一般口演　　　　　　　発表 7分，質疑応答3分 　　
歯科衛生士セッション　発表 7分，質疑応答3分 

・発表の15分前までに発表会場前方左側の次演者席へお越しください． 
・ 演台上にモニター・マウス・キーパッド・レーザポインターを設置いたしますので，操作は演台上に 

てご自身で行ってください．
 ・ 発表と同時に演台上の時間表示が始まり，緑ランプがつき1分前に黄ランプが点灯します．終了時に赤

ランプでお知らせしますので，時間厳守をお願いいたします． 

4）利益相反（COI）開示について 
第48回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大会での筆頭発表者には利益相反の有無に関わらず開
示が義務付けられております．
口演発表の際，最初か２番目のスライドに「様式２．発表時に使用する様式」を追加して開示してください．
COIの詳細，フォーマットについては，下記の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」のページをご確認ください．
http://www.shika-implant.org/coi/index.html

5）質疑応答について 
（1） 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． 
（2）時間節約のため，発言される方は予めマイクの近くにお越しください． 

3．表彰について 
優秀研究発表の「優秀研究発表賞」は受付付近の掲示板において9月15日（土）午後に発表します． 歯科衛
生士セッションにおいて優秀な発表には「公益社団法人日本口腔インプラント学会　ヒューフレディ賞」が
授与されます．受賞者の発表は9月16日（日）午後，受付付近の掲示板にて行います．受賞者は次年度（2019
年福岡大会）表彰式にご出席ください（交通費は支給されません）．
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ポスター発表の方々へのご案内
1．ポスター受付について 

セッション開始の10分前までにポスター会場（12階　ポスター会場）前のご自身のポスター前に待機して 
ください． 

2．展示・撤去時間 
9月15日（土）　掲示：9：00～10：30 　撤去：16：40～17：10
9月16日（日）　掲示：9：00～10：30 　撤去：15：10～15：40
・ポスターの貼り付けは，掲示時間内にご自身でお願いします． 1日毎の貼り替え制です．
・画びょうは各ポスターパネルにご用意しております． 
・ 撤去時間を過ぎているポスターにつきましては，大会事務局にて撤去，処分いたしますのでご了承ください． 

3．発表時間 
発表：9月15日（土）　13：30～14：00（P-1-1～P-1-36） 　　　
　　　9月16日（日）　13：20～13：50（P-2-1～P-2-40） 
ポスター発表　発表4分，質疑応答2分 
・発表者はリボンを必ずお付けください．各ポスターパネルにご用意しております． 
・セッションは9月15日（土），16日（日）ともに8セッションの同時スタートとします．

4．発表方法 
・ ポスターの掲示可能面サイズは，幅90cm× 高さ210cm です（上部90cm×20cm は演題番号，演題名，

所属，氏名，発表者の顔写真掲示スペースとし，下部90cm×160cm は本文・写真・図等のスペースとし
ます）． 

・演題番号は大会事務局で用意します． 
・ 演題名，所属，演者名，発表者の顔写真はご自身でご用意ください．なお，下段には演題名，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○をつけてください．

5．表彰について 
ポスター発表において優秀な発表には，「公益社団法人 
日本口腔インプラント学会　デンツプライシロナ賞」
が授与されます．受賞者の発表は9月15日（土）午後，
16日（日）午後，受付付近の掲示板にて発表いたしま
す．受賞者は次回大会にご出席ください（交通費は支
給されません）．

6． 利益相反（COI）開示について 
第48回公益社団法人日本口腔インプラント学会学術大
会での筆頭発表者には利益相反の有無に関わらず開示
が義務付けられております．
ポスター発表の際，ポスター内部の最下段に「様式２．
発表時に使用する様式」を追加して開示してください．
但し，ポスター内部に記載しない場合はポスターの下
部にA4サイズで貼付してください．
COIの詳細，フォーマットについては，下記の公益社団法
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」のページをご確認ください．
http://www.shika-implant.org/coi/index.html
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座長の先生方へのご案内
1．座長は事前に発表者の研究内容を十分にご検討ください．
2． 優秀演題発表，一般口演の次座長は15分前までに，会場右前方の次座長席にご着席のうえ，進行係にお声掛

けください．
3．ポスター発表の座長は，ポスター討論開始の15分前までにポスター座長受付にお越しください．
4．発表進行の時間厳守をお願いいたします．
5．時間を超過する発表があれば，座長の判断で発表を終了させ，次の発表に移ってください．
6．質疑応答，討議，総括等を適切に行い，発表を有意義なものにしてください．

ジャンル 日程 会場名 演題番号 時間 座長 所属

優秀研究発表 
（臨床）

9月15日
（土）

第2会場

O-1-2-1～O-1-2-4 9：00～10：00 白井　敏彦 大阪口腔インプラント研究会

O-1-2-5～O-1-2-7 10：05～10：50 豊嶋　健史 中国・四国支部

O-1-2-8～O-1-2-10 10：55～11：40 吉村　治範 北海道形成歯科研究会

優秀研究発表 
（基礎）

9月15日
（土）

第7会場

O-1-7-1～O-1-7-4 9：00～10：00 横山　敦郎
北海道大学大学院歯学研究院
口腔機能学分野
口腔機能補綴学教室

O-1-7-5～O-1-7-7 10：05～10：50 立川　敬子
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科
インプラント・口腔再生医学分野

O-1-7-8～O-1-7-10 10：55～11：40 山田　陽一 大阪歯科大学
口腔インプラント学講座

一般口演
9月15日
（土）

第4会場

O-1-4-1～O-1-4-5 9：00～9：50 廣安　一彦 日本歯科大学新潟病院
口腔インプラント科

O-1-4-6～O-1-4-10 10：00～10：50 林　　正人 臨床器材研究所

O-1-4-11～O-1-4-15 11：00～11：50 岸本　裕充 兵庫医科大学
歯科口腔外科学講座

O-1-4-16～O-1-4-19 14：10～14：50 鈴木　恭典 鶴見大学インプラントセンター

O-1-4-20～O-1-4-23 15：10～15：50 佐藤　大輔 昭和大学歯学部
インプラント歯科学

O-1-4-24～O-1-4-28 16：10～17：00 野本　秀材 日本歯科先端技術研究所

第5会場

O-1-5-1～O-1-5-5 9：00～9：50 福田　雅幸 秋田大学医学部附属病院
歯科口腔外科

O-1-5-6～O-1-5-9 10：00～10：40 日比　英晴 名古屋大学大学院医学系研究科
頭頸部感覚器外科学講座

O-1-5-10～O-1-5-13 11：00～11：40 荻野洋一郎
九州大学大学院歯学研究院
口腔機能修復学講座
クラウンブリッジ補綴学分野
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ジャンル 日程 会場名 演題番号 時間 座長 所属

一般口演

9月15日
（土）

第5会場

O-1-5-14～O-1-5-18 14：10～15：00 村上　　洋 日本大学松戸歯学部付属病院
口腔インプラント科

O-1-5-19～O-1-5-23 15：10～16：00 笹谷　和伸 日本インプラント臨床研究会

O-1-5-24～O-1-5-28 16：10～17：00 栗田　　浩 信州大学医学部歯科口腔外科

第6会場

O-1-6-1～O-1-6-5 9：00～9：50 石﨑　　勤 日本歯科大学附属病院
口腔インプラント診療科

O-1-6-6～O-1-6-10 10：00～10：50 荒川　　光 岡山大学病院
クラウンブリッジ補綴科

O-1-6-11～O-1-6-15 11：00～11：50 永山　正人 北日本口腔インプラント研究会

O-1-6-16～O-1-6-20 14：10～15：00 片岡　利之 東京女子医科大学
歯科口腔外科学講座

O-1-6-21～O-1-6-25 15：10～16：00 懸田　明弘 嵌植義歯研究所

9月16日
（日）

第6会場

O-2-6-1～O-2-6-5 9：00～9：50 松尾　　朗 東京医科大学口腔外科学講座

O-2-6-6～O-2-6-10 10：00～10：50 田邊俊一郎 朝日大学歯学部
口腔インプラント科

O-2-6-11～O-2-6-15 11：00～11：50 川鍋　　仁
奥羽大学
成長発育歯学講座
歯科矯正学分野矯正歯科

第7会場

O-2-7-1～O-2-7-5 9：00～9：50 早川　安光 愛知インプラントセンター

O-2-7-6～O-2-7-10 10：00～10：50 柳本　惣市
長崎大学病院
口腔・顎・顔面インプラントセン
ター

O-2-7-11～O-2-7-15 11：00～11：50 友竹　偉則 徳島大学病院
口腔インプラントセンター

歯科衛生士
セッション

9月15日
（土）

第3会場

O-1-3-1～O-1-3-5 14：10～15：00 正木　千尋 九州歯科大学
口腔インプラント科

O-1-3-6～O-1-3-10 15：00～15：50 村井　健二 ジャシド

O-1-3-11～O-1-3-14 15：50～16：30 加藤　大輔 愛知学院大学歯学部
高齢者歯科学講座

O-1-3-15～O-1-3-18 16：30～17：10 和田　義行 北海道形成歯科研究会
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ジャンル 日程 会場名 演題番号 時間 座長 所属

ポスター発表

9月15日
（土）

ポスター
会場

P-1-1～P-1-4 13：30～14：00 三宅　　実
香川大学医学部
歯科口腔外科学

P-1-5～P-1-9 13：30～14：00 遠藤　　学 インプラント再建歯学研究会

P-1-10～P-1-14 13：30～14：00 小林　　恒
弘前大学大学院医学研究科
歯科口腔外科学講座

P-1-15～P-1-18 13：30～14：00 辻野　哲弘 東京形成歯科研究会

P-1-19～P-1-23 13：30～14：00 嶋田　　淳
明海大学歯学部
病態診断治療学講座 
口腔顎顔面外科学分野１

P-1-24～P-1-27 13：30～14：00 舞田　健夫
北海道医療大学歯学部 
口腔機能修復・再建学系 
高度先進補綴学分野

P-1-28～P-1-31 13：30～14：00 中本　哲自 松本歯科大学歯科補綴学講座

P-1-32～P-1-36 13：30～14：00 北條　正秋
みなとみらい
インプラントアカデミー

9月16日
（日）

P-2-1～P-2-5 13：20～13：50 梨本　正憲 総合インプラント研究センター

P-2-6～P-2-10 13：20～13：50 西村　正宏 鹿児島大学
口腔顎顔面補綴学分野

P-2-11～P-2-15 13：20～13：50 小野　真司
大阪大学大学院歯学研究科
顎口腔機能再建学講座
クラウンブリッジ補綴学分野

P-2-16～P-2-20 13：20～13：50 河津　千尋 新潟再生歯学研究会

P-2-21～P-2-25 13：20～13：50 近藤　祐介
九州歯科大学
口腔インプラント科

P-2-26～P-2-30 13：20～13：50 藤井　秀朋 中部インプラントアカデミー

P-2-31～P-2-35 13：20～13：50 土屋　直行 九州インプラント研究会

P-2-36～P-2-40 13：20～13：50 長島　義之 福岡口腔インプラント研究会

21


