
公益社団法人 日本小児歯科学会 

第 37 回関東地方会大会・総会開催のご案内 
 

 

 
 

 
 

 

「地域小児歯科の Level Up!!」 
 

    日  時 ： 2022 年 10 月 16 日(日） 

会  場 ： 取手市民会館・福祉会館 （ 〒302-0005 茨城県取手市東一丁目１番５号 ） 

大 会 長  ： 田中 晃伸     

準備委員長： 冨永 真澄・萩原 洋子     
  

日本小児歯科学会 第 37 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  

 一昨年、第 35 回日本小児歯科学会関東地方会が開催される予定でありましたが、周知のようにコロ

ナ感染拡大防止を第一に考え中止となりました。その後もほぼ 2 年間に及ぶ社会全体の不安感と閉塞感に

より学会活動は停滞しておりましたが、現在は何とか日常生活の復活の兆しも見えてきました。 

さて、茨城県での開催は 15 回の土浦大会以来 20 数年ぶりであります。当時、私は準備委員長として

会の運営に携わり、多くの諸先生方にご指導とご協力をいただきながら、なんとか無事大会を終えること

ができたことが昨日のように思い出します。 

今回は取手におきまして 37 回大会を大会長として開催させていただく運びとなりました。 

私自身この 20 年間におきまして本会の役員の末席に座らせていただいている立場上、全国大会は当然

ながら他の地方会に参加する機会が多くあり、地方会の存在意義を少し整理してみました。 

1．地方会大会は全国大会とは異なり、日時・地理的に参加し易い歯科衛生士・歯科医師を主に対象と

されるべきである。 

２．地方会大会は全国大会に比較し、発表内容は基礎的な内容よりも臨床的な内容に重心を置く方が好

ましい。 

３．地方会大会は単に学会員だけのものではなく、その地域の小児歯科医療の普及とレベルアップを目

的とすることも重要である。 

４．地方会大会は少人数参加であるために、逆にその機動力を生かし、全国大会ではできない思い切っ

たアイデアや企画を行うべきである。 

 以上のような視点から、地方会大会は本会の相似的なミニ大会ではなく、地域の小児歯科の啓蒙と向

上を目的としたいと考えました。37 回大会は小児歯科学会に所属の有無に関わらず、小児歯科を標榜さ

れている一次医療機関の歯科医師・歯科衛生士に対しても、知識や情報を発信できるような大会にしたい

と思います。 

また、本来、学会は受益者負担の観点から大会参加費を支払うことによって成立いたしますが、本年度

の地方会に関しましては、コロナ禍の閉塞感を打ち払うために、全国一律で参加費無料となりました。 

地域において小児歯科にご興味のある非会員の先生方もお誘いし、ご参加いただければ幸いです。 

一日のみではありますが、色々な企画を準備しておりますので、是非明日からの臨床にお役立てていた

だければ幸いです。 

大 会 長 田中 晃伸 

 

 

 



【大会内容】 

基調講演（市民会館） 10:00～11:00 

「 口腔機能の発達と低下 」 

昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔衛生学部門  

教授 弘中 祥司 先生 
 

 

特別講演 Ⅰ（市民会館） 11:10～12:20 

「小児歯科医として知っておくべき全身状態の基礎知識」 

大阪大学大学院歯学研究科 口腔分子感染制御学講座（小児歯科学教室） 

教授 仲野 和彦 先生 

                                                 

特別講演 Ⅱ（市民会館） 13:30～14:40 

「日本の口腔がん事情 －AYA 世代の口腔がんを考える－」 

東京歯科大学 

名誉教授（口腔外科客員教授） 柴原 孝彦 先生 
 

ランチョンセミナー  12:30～13:20 
 

   詳しくは、大会ホームページをご参照ください。 

＊）整理券を配布いたします。整理券をお持ちの方一人様に対してお弁当１つと引き換えとします。 
 

臨床講演（市民会館） 15:00～16;00 

「子ども虐待のみかた〜虐待のない世の中を目指して私達医療者にできること〜」 

総合病院国保 旭中央病院 小児科部長 

 仙田 昌義 先生 

認定歯科衛生士 地方会研修セミナー （会議室 D・小ホール） 15:00～16:00 

  「障害児歯科診療のススメ！」 

日本大学松戸歯学部 障害者歯科学講座  

教授 野本 たかと 先生 
            

研究者の集い （会議室 D・小ホール）                13:30～14:30 
 

企業セミナー                         （ 無 料 ）     
 

第 3７回大会でも企業さまが提案するセミナーを企画しました。午前、午後の 2 回を開催予定。受

講を希望の方は大会ＨＰ  http://www.jspd-kanto.jp/  に掲載のお申込のお知らせ、または抄録

集の企業セミナーの告知欄をご確認のうえ事前にお申込みください。 
 

ポスター展示 （講座室 A、B）               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 

「 当科における患者配布資料について 」 
 

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 （講座室 A、B）            10:00～16:00 
 
 

 

懇親会  （講座室 C）                     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 2022 年 6 月 8 日（水）必着 （仮期日） 

事前抄録締め切り 2022 年 6 月 22 日（水）必着 （仮期日） 
 

3）演題の採否：第 37 回関東地方会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37回関東地方会大会ＨＰ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 37 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 2022 年 6 月 8 日（水）必着 （仮期日） 

事前抄録締め切り 2022 年 6 月 22 日（水）必着 （仮期日） 
 

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、発表の内容は公益社団法人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。

6）詳細は、関東地方会 HP をご参照ください。 
 

＜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 37 回関東地方会大会準備委員会  メールアドレス： jspd.kantoh37@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 37 回関東地方会大会ＨＰ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。抄録提出の際に、研究の場合は当該機関の倫理審査委員会

の承認の用紙を、症例発表については本人あるいは保護者の同意書を確認させていたく場合がござ

います。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】→【医療倫理委員会資料】にございます。 
 

8）演者および共同演者はすべて公益社団法人日本小児歯科学会会員で、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ください。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ください。 

一般財団法人口腔保健協会  日本小児歯科学会係 (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.kantoh37@gmail.com に送信して

ください。 



タイムテーブル： 

9:00 9:10 10:00 11:10 12:30 13:30 15:00 16:00 17:30

市民会館 大ホール 総会 基調講演 特別講演Ⅰ ランチョンセミナー① 特別講演Ⅱ 臨床講演

総合受付 受付開始

福祉会館 会議室D・小ホール ランチョンセミナー② 研究者の集い 認定歯科衛生士地方会研修セミナー

会議室B１・2 企業セミナー① 企業セミナー①

講座室C 企業セミナー② 企業セミナー② 懇親会

講座室A・B ポスター/商業展示会場  
当日会費： 

歯科医師   無料 （会員の方は ID カードをお持ちください） 

歯科衛生士・その他  無料   

学生   無料 

託児   無料 

懇親会費     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 37 回関東地方会大会ＨＰにてお知らせいたし

ます。＊完全予約制となります。 
 

 

連絡先：公益社団法人日本小児歯科学会第 37 回関東地方会大会  

事務局 〒374-0007  群馬県館林市若宮町 2440-3    

ますみこども歯科医院 

ＴＥＬ／ＦＡＸ : 0276-75-5671   

E-mail : jspd.kantoh37@gmail.com  

（お問合せはメールでお願いします。） 

準備委員長 冨永真澄 
 

会場のアクセス： 

取手駅ホーム東京寄り（常磐線下り最後部）の階段をご利用ください。＊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掲載内容をご確認ください。 

取手駅 東口より取手市民会館・福祉会館まで  

１）バスに乗る場合（学会専用チャーターバス ５分） 

大会当日、取手駅東口から大会会場までチャーターバスを用意しております。詳しくは大会ＨＰに

てお知らせいたします。＊「大利根交通バス」の場合、どの行き先のバスに乗っても「市民会館入口

バス停」に行きます。 

２）徒歩の場合（約 15 分） 

ＪＲ取手駅東口を出ると右手方向に「シンロク」（２階にＪＴＢの代理店）が見えますのでそちらに

向って歩道を道なりに進んでください。左手にセントラルホテルを見ながら進むと、道路にぶつかり

Ｔ字路になりますので横断歩道を渡りましたら、左手方向へ曲がり、そのまま直進「八坂神社」を右

に曲がると、市民会館の正面に出ます。＊東口改札出て正面に案内図がありますので、参考にしてく

ださい。   

３）車の場合（駐車場について） 

河川敷駐車場（約１５０台）を利用していただくことになりますが、台数に限りもあります。また、

河川の増水などで、使用できないこともありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 


