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ご 挨 拶 

 

 

この度、第 56 回日本小児歯科学会大会を 2018 年 5 月 10 日（木）・11 日（金）の両日、

大阪国際会議場（大阪市）で開催させていただく運びとなりました。 

 

さて、わが国は少子超高齢社会に突入し、人口減少の急速な進展が現実のものとなって

います。今日ほど、未来を担う子ども一人ひとりの育ちを第一に考えなければならない時

代はないと考えます。子どもを生み育てることに喜びを感じられる社会にしていくことが

求められ、日本小児歯科学会でも子育て支援を推進しています。 

そのためには、なによりも“子ども理解”が大切です。「自然は人間の苗床」と言われる

ように子どもは自然に触れることによって成長・発達していきます。一方で、子どもは人

類が創造した文化・文明に適応・進化した結果でもあるため、子どもや子育てを理解する

には進化の視点が求められます。 

 そこで、今大会のテーマを「自然・進化・未来 ～子どもより大切なものはありますか～」

とさせていただきました。このテーマに相応しい著名な専門家による特別講演、教育講演

および市民公開講座を計画しています。 

 

本大会の準備・運営は、できるだけ簡素・質素を旨とし、大会運営経費につきましては、

参加者からの参加費でまかなうことが本来ではありますが、その参加費の徴収も慣例上限

度があります。本学会の内容を充実させ、その成果をより大きなものとするためには、各

方面からの浄財によるご支援を仰がざるを得ないのが実情です。 

つきましては、本大会の趣旨にご賛同いただき、格別のご高配を賜わりたくお願い申し

あげる次第です。  

末筆ではございますが貴社の今後益々のご繁栄を心より祈念いたします。 

 

 

平成 29年 1月吉日 

 

 

第 56回日本小児歯科学会大会 

大会長 有田 憲司 



大会概要 

 

1. 学会の名称   

第 56回日本小児歯科学会大会 

2. 主催・後援 

（主催） 

公益社団法人 日本小児歯科学会 

大 会 長：有田 憲司（大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 主任教授） 

準備委員長：原田 京子（大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 准教授） 

事務局長：阿部 洋子（大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 講師） 

（後援予定） 

大阪歯科大学、一般社団法人大阪府歯科医師会 

3. 開催期間 

2018年（平成 30 年） 5月 10日（木）～ 5月 11日（金） 

4. 開催場所  

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 

http://www.gco.co.jp/ 

5. 学会の目的と開催意義 

公益社団法人日本小児歯科学会は、小児歯科医療の発展と向上、国民の福祉と医療の発展に寄

与することを目指します。 

6. 開催概要 

1) 学会テーマ 「自然・進化・未来～子どもよりたいせつなものはありますか～」 

2) 参加予定人数  1,500名（歯科医師 1,200名、歯科医師以外[医療従事者] 300名） 

3) プログラム概要 

【学術プログラム】 

招聘講演 

受賞者講演 

特別講演（2企画） 

教育講演（1企画） 

シンポジウム（1企画） 

委員会企画講演（6企画） 

一般演題（ポスター） 

各種共催セミナー（4企画）    他 

【その他】 

JSPP企画講演（1企画） 

市民公開講座    他 

 



4) 開催実績 

回数 開催年 開催地 大会長 

第 55 回 

 

第 54 回 

第 53 回 

 

第 52 回 

第 51 回 

 

第 50 回 

 

第 49 回 

2017年 

 

2016年 

2015年 

 

2014年 

2013年 

 

2012年 

 

2011年 

福岡 

 

東京 

広島 

 

東京 

岐阜 

 

東京 

 

岩手 

牧 憲司 

(九州歯科大学健康増進学講座口腔機能発達学分野) 

新谷 誠康(東京歯科大学小児歯科学講座) 

香西 克之 

(広島大学大学院医歯薬保健学研究院小児歯科学) 

井上 美津子(昭和大学歯学部小児成育歯科学講座) 

田村 康夫(朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座

小児歯科学分野) 

高木 裕三(東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究

科小児歯科分野) 

田中 光郎(岩手医科大学歯学部) 

 

 

7. 運営組織 

大 会 長：有田 憲司（大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 主任教授） 

準備委員長：原田 京子（大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 准教授） 

事務局長 ：阿部 洋子（大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 講師） 

準備委員 ：親里 嘉健     金森 市造 

      天羽 公夫     神原  修 

      峰  正博     塚本 幸子 

      嘉ノ海龍三     池尾元三朗 

      梶本祐一郎     森谷 泰之 

      矢尾 和彦     小出  武 

  



9. 透明性ガイドラインについて 

日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき「貴社と医療

機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、下記を貴社のウェブサイト上に公開

することに同意します。 

・共催費に関する学会名、共催セミナー名とその金額 

・寄付金に関する学会名とその金額 

 

10. 銀行口座 

振 込 先：三井住友銀行 天満橋支店 

店 番 号：131 

口座番号：普通 1620558 

口 座 名：第 56回日本小児歯科学会大会 大会長 有田憲司 

フリガナ: ﾀﾞｲｺﾞｼﾞﾕｳﾛｸｶｲﾆﾎﾝｼﾖｳﾆｼｶｶﾞﾂｶｲﾀｲｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ ｱﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 

 

11. 問い合わせ先 

第 56回日本小児歯科学会大会 運営事務局  

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町 3丁目 1番 8号 MPR本町ビル 9階  

株式会社 JTB 西日本 MICE 事業部 

TEL：06-6252-5049/FAX：06-7657-8412 

営業時間：09：30～17：30（土・日・祝祭日は休業） 

E-mail：jspd56th@ jtb.com 

 



第56回日本小児歯科学会大会 

寄付金募集要項  

 



1．開催概要 

■学会名称 ：第56回日本小児歯科学会大会 
 
■主  催 ：公益社団法人 日本小児歯科学会 
 
■会   長 ：有田 憲司（大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 主任教授） 
 
■準備委員長：原田 京子（大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 准教授） 
 
■事務局長 ：阿部 洋子（大阪歯科大学歯学部小児歯科学講座 講師） 
 
■後援(予定)：大阪歯科大学、一般社団法人大阪府歯科医師会 
 
■開催期間 ：2018年（平成30年） 5月10日（木）～ 5月11日（金） 
 
■開催場所 ：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  http://www.gco.co.jp/ 
 
■テ ー マ ：自然・進化・未来～子どもよりたいせつなものはありますか～ 
 
■参加予定 ：1,500名 

 

2．募集要項 

■目  的：上記学術大会の開催 
 
■目 標 額：300万円（総経費約2,978万円） 
 
■対 象 先：医学・歯学・薬学関係企業他 
 
■募集期間：2017年11月から2018年5月9日（水）迄 
 
■用  途：第56回日本小児歯科学会大会の準備及び運営の費用 
 
 



5．申込方法 

申込書に必要事項をご記入の上、2018年5月9日（水）までに下記へ 
FAXまたはE-mailでお申し込みください。※請求書の発行はいたしかねます。 

下記口座にお振込みください。 
 振込先：三井住友銀行 天満橋支店 
 店番号：131 
 口座番号：普通 1620558 
 口座名：第56回日本小児歯科学会大会 大会長 有田憲司 
 フリガナ: ﾀﾞｲｺﾞｼﾞﾕｳﾛｸｶｲﾆﾎﾝｼﾖｳﾆｼｶｶﾞﾂｶｲﾀｲｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ ｱﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 

6．振込先 

4．透明性ガイドライン 

日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基
づき、学会等の会合開催にかかる費用を「学会名」「寄付金額」の通りに、貴社
のウェブサイト上に公開することに同意します。 

 

3．注意事項 

■プログラム抄録集製作の都合上、 2018年（平成30年）3月12日（月） 
 以降のお申込みにつきましては貴社名を掲載できない場合がございますので、 
 あらかじめ、ご了承ください。 

 

■税法上の取り扱い ： 免税の措置はございません。 

 

■請求書の発行はいたしかねます。ご入金後の領収証が必要な場合は、 
 申込書の連絡事項にその旨、ご記載ください。 

 

■申込書の住所欄には、実務ご担当者のご住所をご記入ください。 

 

■ご記入いただきました個人情報の内容につきましては、大会の連絡ならびに  

 各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

  

【第56回日本小児歯科学会大会 運営事務局】  
 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3丁目1番8号MPR 本町ビル9 階  
 株式会社JTB 西日本 MICE 事業部 
 TEL：06-6252-5049/FAX：06-7657-8412 
 営業時間：09：30～17：30（土・日・祝祭日は休業） 
 E-mail：jspd56th@jtb.com 



社 名 

郵便番号 〒     -     

住 所 

  

責任者 役職                      氏名 

担当者 

氏名 

部署 

TEL 

FAX 

Email 

第56回日本小児歯科学会大会 寄付申込書 

申込期限：2018年5月9日（水） 

FAX：06-7657-8412 Email：jspd56th@jtb.com 
運営事務局 藤川 行 

申込日      年  月  日 

1．寄付を 申し込む ・ 申し込まない（いずれかを○で囲んでください） 

 
 

2．寄付金額    金                  円 
 
 

3．振込予定日   平成    年    月    日（  ） 
 
                                    
4．その他（連絡事項） 
 

 


