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１．学会参加登録について
1） 参加登録受付場所・時間

　　　受付の場所・時間は下記の通りです．
　　　場　所　　岡山シンフォニーホール　4階　メインホール前　※9月21日（月・祝）のみ
　　　　　　　　ホテルグランヴィア岡山　1階　ロビー
　　　　　　　　NHK岡山放送局/ひかりの広場
　　　日　時

　　　 9 月20日（日）に行われるケースプレゼンテーション試験の受付は，会場前（ホテルグランヴィア岡山  
4階  フェニックス）にて8：00から開始いたします．

2） 事前参加登録がお済みの方へ
　　　お送りしているネームカード（参加証）と会員証（水色のIDカード）を必ずご持参ください．
　　　ネームカードホルダーは，受付にてご用意しております．
　　　学会の参加単位登録は会員証のみで行います．学会員の方は会員証をご持参のうえ，参加登録受付に設置

しているカードリーダーにて参加単位登録を行ってください．

3） 当日参加登録の方へ
　　　大会会期中参加登録をされる方は，参加申込書を記入し当日参加登録受付にて参加登録費をお支払くださ

い．登録費のお支払いは現金でのお支払のみとなります．
　　　引換にネームカード（参加証）をお渡ししますので，所属・氏名をご記入のうえ，ご着用ください．
　　　学会の参加単位登録は会員証（水色のIDカード）で行いますので，必ず会員証をご持参ください．
　　　なお，会員資格で申し込む場合には会員証の提示が必要です．
　　　不明な場合には，事前に公益社団法人日本口腔インプラント学会事務局へメールまたはFAXにてお問い

合わせください（電話でのお問い合わせには応じられませんので，ご了承ください）．

4） 特別号（プログラム・抄録集）
　　　会員の方には学会誌第28巻特別号として全員に送付しておりますので，当日はご持参ください．当日，追

加購入をご希望の方は総合受付にて3,000円で販売いたします（数に限りがありますので，無くなり次第
販売を終了いたします．予めご了承ください）．

２．懇親会について
　　本大会では下記の日程で懇親会を開催いたします．奮ってご参加くださいますようお願いいたします．
　　当日受付も行いますので，総合受付にてお申込ください．
　　　　　　懇親会　　日　時： 9 月22日（火・祝）　18：30～20：00
　　　　　　　　　　　場　所：第 2 会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）
　　　　　　　　　　　参加費：12,000円（現金でお支払ください）

３．教育講座（専門医・専門歯科衛生士・専門歯科技工士）について
　 下記の教育講座については，講習終了後，会員証（水色のIDカード）で受講証明を行いますので，必ず会員

証をご持参ください．

　　専門医教育講座　　　　　日　時： 9 月21日（月・祝）　16：30～18：30
　　　　　　　　　　　　　　場　所：第 1 会場（岡山シンフォニーホール　4階　大ホール）
　　　※専門医教育講座は上記日時に倫理委員会セミナー・専門医教育講座の 2 セッションで開催されます．
　　　　2セッション全てを受講することが5単位取得の必須条件となっております．
　　　※講座開始20分以降（9月21日（月・祝）16：50分以降）の入室はできませんのでご注意ください．

　　専門歯科衛生士教育講座　日　時： 9 月23日（水・祝）　10：40～12：10
　　　　　　　　　　　　　　場　所：第 5 会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）
　　　※講座開始20分以降の入室はできませんのでご注意ください．

　　専門歯科技工士教育講座　日　時： 9 月23日（水・祝）　10：40～12：10
　　　　　　　　　　　　　　場　所：第 6 会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）
　　　※講座開始20分以降の入室はできませんのでご注意ください．

４．ランチョンセミナー整理券配布について
　　ランチョンセミナーにご参加いただくにあたって，入場整理券を配布いたします．
　　先着順に配布し，入場整理券をお持ちの方より優先的にご入場いただきます．
　　お弁当に限りがございますので，予めご了承ください．
　　※おひとり様各日 1 枚の配布となります．
　　　　ランチョンセミナー整理券配布コーナー

　　　　　※整理券が無くなり次第配布は終了いたします．

５．市民フォーラムについて
　　日　時： 9 月23日（水・祝）　13：30～15：00
　　会　場：第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

日付/受付場所

9月21日（月・祝）

9月22日（火・祝）

9月23日（水・祝）

14：00～18：30

8：00～18：00

7：30～15：30

岡山シンフォニーホール ホテルグランヴィア岡山　1階　ロビー
NHK岡山放送局/ひかりの広場

正　会　員

非　会　員

懇　親　会

準会員・非会員

資　　　格 当日

歯科医師，一般

歯科技工士・歯科衛生士

歯科医師，一般

歯科技工士・歯科衛生士/コデンタルスタッフ

学生（大学院を含まず）

20,000円

9,000円

25,000円

9,000円

3,000円

12,000円

当日参加登録費

参加者へのご案内

日時/配布場所

  9月22日（火・祝）
8：00～10：00 ランチョンセミナー1, 2 ランチョンセミナー3～8

  9月23日（水・祝）
7：30～10：00 ランチョンセミナー9, 10 ランチョンセミナー11～14

ホテルグランヴィア岡山　1階　ロビー NHK岡山放送局/ひかりの広場



13

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P13>　

１．学会参加登録について
1） 参加登録受付場所・時間

　　　受付の場所・時間は下記の通りです．
　　　場　所　　岡山シンフォニーホール　4階　メインホール前　※9月21日（月・祝）のみ
　　　　　　　　ホテルグランヴィア岡山　1階　ロビー
　　　　　　　　NHK岡山放送局/ひかりの広場
　　　日　時

　　　 9 月20日（日）に行われるケースプレゼンテーション試験の受付は，会場前（ホテルグランヴィア岡山  
4階  フェニックス）にて8：00から開始いたします．

2） 事前参加登録がお済みの方へ
　　　お送りしているネームカード（参加証）と会員証（水色のIDカード）を必ずご持参ください．
　　　ネームカードホルダーは，受付にてご用意しております．
　　　学会の参加単位登録は会員証のみで行います．学会員の方は会員証をご持参のうえ，参加登録受付に設置

しているカードリーダーにて参加単位登録を行ってください．

3） 当日参加登録の方へ
　　　大会会期中参加登録をされる方は，参加申込書を記入し当日参加登録受付にて参加登録費をお支払くださ

い．登録費のお支払いは現金でのお支払のみとなります．
　　　引換にネームカード（参加証）をお渡ししますので，所属・氏名をご記入のうえ，ご着用ください．
　　　学会の参加単位登録は会員証（水色のIDカード）で行いますので，必ず会員証をご持参ください．
　　　なお，会員資格で申し込む場合には会員証の提示が必要です．
　　　不明な場合には，事前に公益社団法人日本口腔インプラント学会事務局へメールまたはFAXにてお問い

合わせください（電話でのお問い合わせには応じられませんので，ご了承ください）．

4） 特別号（プログラム・抄録集）
　　　会員の方には学会誌第28巻特別号として全員に送付しておりますので，当日はご持参ください．当日，追

加購入をご希望の方は総合受付にて3,000円で販売いたします（数に限りがありますので，無くなり次第
販売を終了いたします．予めご了承ください）．

２．懇親会について
　　本大会では下記の日程で懇親会を開催いたします．奮ってご参加くださいますようお願いいたします．
　　当日受付も行いますので，総合受付にてお申込ください．
　　　　　　懇親会　　日　時： 9 月22日（火・祝）　18：30～20：00
　　　　　　　　　　　場　所：第 2 会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）
　　　　　　　　　　　参加費：12,000円（現金でお支払ください）

３．教育講座（専門医・専門歯科衛生士・専門歯科技工士）について
　 下記の教育講座については，講習終了後，会員証（水色のIDカード）で受講証明を行いますので，必ず会員

証をご持参ください．

　　専門医教育講座　　　　　日　時： 9 月21日（月・祝）　16：30～18：30
　　　　　　　　　　　　　　場　所：第 1 会場（岡山シンフォニーホール　4階　大ホール）
　　　※専門医教育講座は上記日時に倫理委員会セミナー・専門医教育講座の 2 セッションで開催されます．
　　　　2セッション全てを受講することが5単位取得の必須条件となっております．
　　　※講座開始20分以降（9月21日（月・祝）16：50分以降）の入室はできませんのでご注意ください．

　　専門歯科衛生士教育講座　日　時： 9 月23日（水・祝）　10：40～12：10
　　　　　　　　　　　　　　場　所：第 5 会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）
　　　※講座開始20分以降の入室はできませんのでご注意ください．

　　専門歯科技工士教育講座　日　時： 9 月23日（水・祝）　10：40～12：10
　　　　　　　　　　　　　　場　所：第 6 会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）
　　　※講座開始20分以降の入室はできませんのでご注意ください．

４．ランチョンセミナー整理券配布について
　　ランチョンセミナーにご参加いただくにあたって，入場整理券を配布いたします．
　　先着順に配布し，入場整理券をお持ちの方より優先的にご入場いただきます．
　　お弁当に限りがございますので，予めご了承ください．
　　※おひとり様各日 1 枚の配布となります．
　　　　ランチョンセミナー整理券配布コーナー

　　　　　※整理券が無くなり次第配布は終了いたします．

５．市民フォーラムについて
　　日　時： 9 月23日（水・祝）　13：30～15：00
　　会　場：第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

日付/受付場所

9月21日（月・祝）

9月22日（火・祝）

9月23日（水・祝）

14：00～18：30

8：00～18：00

7：30～15：30

岡山シンフォニーホール ホテルグランヴィア岡山　1階　ロビー
NHK岡山放送局/ひかりの広場

正　会　員

非　会　員

懇　親　会

準会員・非会員

資　　　格 当日

歯科医師，一般

歯科技工士・歯科衛生士

歯科医師，一般

歯科技工士・歯科衛生士/コデンタルスタッフ

学生（大学院を含まず）

20,000円

9,000円

25,000円

9,000円

3,000円

12,000円

当日参加登録費

参加者へのご案内

日時/配布場所

  9月22日（火・祝）
8：00～10：00 ランチョンセミナー1, 2 ランチョンセミナー3～8

  9月23日（水・祝）
7：30～10：00 ランチョンセミナー9, 10 ランチョンセミナー11～14

ホテルグランヴィア岡山　1階　ロビー NHK岡山放送局/ひかりの広場
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口頭発表の方々へのご案内
６．企業展示・書籍展示について
　　下記の会場・日時にて，企業展示・書籍販売を行います．
　　日　時： 9 月22日（火・祝）　9：00～17：20
　　　　　　 9 月23日（水・祝）　9：00～15：30
　　場　所：ホテルグランヴィア岡山　
　　　　　　　　3階  ロビー・サファイア
　　　　　　　　4階  ロビー・オーキッド
　　　　　　岡山コンベンションセンター　
　　　　　　　　1階  イベントホール・ロビー
　　　　　　　　2階  201会議室・レセプションホール前ロビー
　　　　　　　　3階  ホワイエ
　　　　　　岡山シティミュージアム　
　　　　　　　　4階  企画展示室

７．伝言板/告知
　　 1） 優秀研究発表の「優秀研究発表賞」は 9 月22日（火・祝）午後，「デンツプライ賞」「ヒューフレディ賞」

は 9 月23日（水・祝）午後に各総合受付（ホテルグランヴィア岡山　1階　ロビー・NHK岡山放送局/ひ
かりの広場）付近の掲示板において発表予定です．

　　 2） ケースプレゼンテーション合格者は，演題番号を 9 月23日（水・祝）午後に各総合受付（ホテルグラン
ヴィア岡山　1階　ロビー・NHK岡山放送局/ひかりの広場）付近の掲示板において発表予定です．

　　 3） 原則として会場内の呼び出しはいたしません．

８．同時通訳レシーバーの貸与について
　　下記の講演では同時通訳を行います．レシーバーの貸与を求められる方は，各会場入口にてお受取りくださ

い．講演終了後に各会場出口にて回収いたします．
　　※レシーバーは会場専用になっております．紛失の場合は相当額の弁償となりますので，必ずご返却いただ

きますようお願いいたします．
　　　　　　同時通訳が入るセッション
　　　　　　 9 月22日（火・祝） 10：40～12：10　海外特別講演 1 （第 5 会場）
 14：30～16：00　海外特別講演 2 （第 5 会場）
 14：30～16：00　International Session 1（第10会場）
 16：00～17：30　International Session 2（第10会場）

９．その他
　　 1） セッション中の撮影（動画・静止画・録音）は一切ご遠慮ください．
　　 2） 本大会では専用駐車場をご用意しておりません．公共交通機関をご利用ください．

１．発表日時・会場
　　　優秀研究発表　 9 月22日（火・祝）　 9：00～11：50
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）
　　　一般口演　　　 9 月22日（火・祝）　 9：00～11：50
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 6 会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　9：00～12：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7 会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）
　　　　　　　　　　 9 月22日（火・祝）　14：30～17：20
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 6 会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7 会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）
　　　　　　　　　　 9 月23日（水・祝）　 9：00～12：10
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7 会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 8 会場（岡山コンベンションセンター　3階　301会議室）
　　　　　　　　　　 9 月23日（水・祝）　13：30～15：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7 会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）
　　　　　　　　　　 9 月22日（火・祝）　14：30～17：20
　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3 会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

２．発表方法
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 2007～2013で作成したデータをUSBフラッシュメモ

リまたはCD-Rにてご持参ください．
　　　　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】Windows 8
　　　　【アプリケーションソフト】Microsoft Power Point 2007～2013
　　（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）を推奨いたします．
　　（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
　　　　PowerPoint データと共に動画ファイルも必ずご持参ください．
　　　　※容量：CD-R １枚以内（DVD 不可）
　　　　※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

テーションに他のデータ（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，必ず事前に他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総会ホームページを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）．

歯科衛生士
セッション


