
『包括的歯科治療におけるインプラントを再考する』

　　会　期：　2022年 2月26日（土）～ 3月 4日（金）

　開催方法：　Live ＆ オンデマンドWeb開催

　　大会長：　萩原　芳幸

実行委員長：　池田　貴之

準備委員長：　関　　啓介

（日本大学歯学部付属歯科病院 歯科インプラント科 診療教授）

（日本大学歯学部 歯科インプラント科）

（日本大学歯学部 歯科インプラント科）

大会HPからも趣意書が
ダウンロードできます

大会HP

Live ＆ オンデマンドWeb開催

共催セミナー／製品動画CM／抄録集広告／バナー広告

協賛募集趣意書
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ご　挨　拶

謹啓

　清秋の候、貴社におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。また日頃から日本口腔

インプラント学会に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　この度、公益社団法人日本口腔インプラント学会第 41 回関東・甲信越支部学術大会を令和 4年

2月 26日（土）・27日（日）の２日間、WEB開催する運びとなりました。従前、京王プラザホテル

（東京都新宿区）にて参集型での開催準備を進めて参りましたが、新型コロナウイルス感染症の全国的

な広まりを懸念しWeb形式による開催に変更させていただく苦渋の決断をいたしました。開催方法が

急に変更となりました事を、実行委員を代表してお詫び申し上げます。

　特別講演、シンポジウム、セミナー、各種教育講座は事前録画形式での Web 配信となりますが、

当初の開催日程である 2 月 26 日 ( 土 )・27 日 ( 日 ) の二日間だけは、配信スケジュールを設けて時間

通りに Live にて配信をいたします。その後、2 月 28 日 ( 月 )から 3月 4 日 ( 金 )までは、参加者には

いつでも都合の良い時間に視聴できるようにオンデマンド配信をいたします。

　第 41回関東・甲信越支部学術大会ではメインテーマとして『包括歯科治療におけるインプラント

を再考する』を掲げ、歯科治療におけるインプラントの役割を再度見直して、多様化する歯科治療の

なかでインプラント治療の可能性・必要性を議論したいと思います．包括的歯科治療は患者・医療従

事者・歯科関連企業が強い連携を保ち、お互いに協力しながら患者の健康増進に寄与することを意味

します。本大会を通して歯科関連企業と歯科医療従事者の結びつきがさらに強固となり、国民の福祉

に貢献するという目標に向かって、共に前に進むことを期待しております。

　つきましては、本学会の重要性をご理解いただき、貴社のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を祈念してご挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

公益社団法人 日本口腔インプラント学会

第 41 回関東・甲信越支部学術大会

大会長　萩原　芳幸
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『包括歯科治療におけるインプラントを再考する』

開　催　概　要

1.　名　　　　称

2.　テ　ー 　マ

3.　会　　　　期

4.　開 催 方法

5.　大　会　長

　　

6.　参加人数

7.　大会プログラム

8． 大会ホームページ

9． 大会事務局

10.　運営事務局

公益社団法人 日本口腔インプラント学会

第 41 回関東 ・ 甲信越支部学術大会

2022 年 2 月 26 日 （土） ～　3 月 4 日 （金）

※2022 年 2 月 26 日 （土） ～　2 月 27 日 （日）　Live 配信

※2022 年 2 月 28 日 （月） ～　3 月 4 日 （金）　オンデマンド配信

実行委員長

準備委員長

Live ＆ オンデマンド Web 配信

萩原　芳幸 （日本大学歯学部付属歯科病院　歯科インプラント科　診療教授）

池田　貴之 （日本大学歯学部　歯科インプラント科）

関　　啓介 （日本大学歯学部　歯科インプラント科）

（予定）3000 名
（歯科医師、 研究者、 歯科技工士、 歯科衛生士、 医療関係者、 関連企業）

特別講演、 教育講演、 シンポジウム、 ポスター発表、 共催セミナー など

株式会社インターベント内

日本大学歯学部歯科インプラント科

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町 2-21-10　セブンビル 7 階
TEL ： 03-3527-3893　　FAX ： 03-3527-3889
E-mail ： jsoi41kk@intervent.co.jp

〒101-8310
東京都千代田区神田駿河台 1-8-13
TEL ： 03-3219-8143

https://www.jsoi41kk.jp/
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日程表（予定）

特別講演、 専門医教育講座、 シンポジウム 1、 シンポジウム 2、 ポスター発表

共催セミナーなど

専門歯科技工士教育講座、 専門歯科衛生士教育講座、 審美･補綴セミナー、

歯科医師･歯科衛生士合同セミナー、 ポスター発表、 共催セミナーなど

※2 月 28 日 （月） から 3 月 4 日 （金） の期間はすべてのセッションがオンデマンド

　 形式で視聴いただけます。

※2021 年 9 月現在のプログラム予定です。 変更となる場合がある事をご了承ください。

2月26日（土）　Live配信

2月27日（日）　Live配信

【特別講演】

今井 裕 （一般社団法人 日本歯科専門医機構理事長 ・ 獨協医科大学名誉教授）

〈テーマ〉 『新しい専門医制度』

【インプラント審美補綴セミナー】

行田克則 （関東 ・ 甲信越支部）

〈テーマ〉 『「抜歯基準とインプラントへの移行」 歯内療法学および歯周病学の立場から』

【歯科医師･歯科衛生士合同セミナー】

林 　　美穂 （九州支部）

藤本　和泉 （九州支部）

〈テーマ〉 『歯科医師と衛生士の共同作業 ・ 治療計画からメインテナンス』 

【シンポジウム】

シンポジウム１　

福西一浩 （近畿･北陸支部）

岩野義弘 （一般社団法人 日本インプラント臨床研究会）

〈テーマ〉 『骨造成を成功に導くために』

シンポジウム２　

水上哲也 （九州支部）

石川知弘 （中部支部）

北島　一  （中部支部）

〈テーマ〉 『骨造成を成功に導くために』

＜特別講演／セミナー／シンポジウム講演予定演者＞
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共催セミナー（企業セミナー）

1.　配信期間

2.　協賛概要

2022年2月26日（土）　～　2022年3月4日（金）

60分間程度の貴社セミナー動画（貴社にて収録した録画データの配信）

・配信期間中の1週間で参加者は貴社のセミナー（60分間程度）をいつでも自由に視聴する事

  ができます。

・セミナー動画の下にお客様からの資料請求やお問い合わせボタンを設置します。

　動画を視聴した方から貴社への問合せが増え、営業機会につながると考えております。

・セミナーの告知ページを大会ホームページに設置します。（後日、セミナーのチラシを作成い

　ただきます。）

＜WEB配信特設サイトイメージ＞

＜資料請求・お問い合わせボタンイメージ＞

資料請求・お問い合わせボタン

＜資料請求・お問い合わせフォームイメージ＞

貴社のセミナー動画配信ページ

※サイトの配置方法は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
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5.　協賛費の支払い方法

運営事務局よりご請求書を郵送させていただきます。期日までに指定の口座までお振
込みをお願いたします。

6.　協賛費の支払い先口座

三菱UFJ銀行　日本橋支店（020）　普通　0670879　
日本口腔インプラント学会　第41回関東･甲信越支部学術大会　大会長　萩原芳幸

4.　申込締切

募集締切　　　2021年11月15日（月）

※貴社にてセミナー動画をすでにお持ちの場合は、そちらを流用ください。
　（配信動画の時間が大幅に異なるようでしたらご相談ください）

3.　共催費

【共催費に含まれないもの】

　・セミナー動画制作費

　・講師の謝金等

【共催費に含まれるもの】

　・配信期間中1週間の動画閲覧構築費

165,000円 （税込）
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2022年2月26日（土）　～　2022年3月4日（金）

※サイトの配置方法は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

貴社のセミナー動画配信ページ

製品動画CM共催費

1.　配信期間

・配信期間の初日と2日目の2日間はLive配信期間となる為、セッションとセッションの間にラン

  ダムに繰り返し配信いたします。3日目以降はオンデマンド配信となる為、参加者がいつでも

  視聴できるように貴社の製品動画CMを特設サイト内に配置いたします。

・製品動画CM配信ページの下にお客様からの資料請求やお問い合わせボタンを設置します。

  この事にCMを視聴した方から貴社への問合せが増え、営業機会につながると考えております。

2.　協賛概要

貴社の製品動画CM配信（2分程度）

＜資料請求・お問い合わせボタンイメージ＞

資料請求・お問い合わせボタン

＜資料請求・お問い合わせフォームイメージ＞
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5.　協賛費の支払い方法

運営事務局よりご請求書を郵送させていただきます。期日までに指定の口座までお振
込みをお願いたします。

6.　協賛費の支払い先口座

三菱UFJ銀行　日本橋支店（020）　普通　0670879　
日本口腔インプラント学会　第41回関東･甲信越支部学術大会　大会長　萩原芳幸

4.　申込締切

募集締切　　　2021年11月15日（月）

【共催費に含まれないもの】

　・製品動画CM制作費

【共催費に含まれるもの】

　・配信期間中1週間の動画閲覧構築費

3.　共催費

55,000円（税込）

※貴社にて製品CM動画をすでにお持ちの場合は、そちらを流用ください。
　（CM動画の時間が大幅に異なるようでしたらご相談ください）
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プログラム・抄録集広告掲載

1.　プログラム・抄録集概要

2.　広告掲載料

発行部数　　3,000部（予定）

サイズ　A4版

予定発行時期　2022年2月

3.　申込方法

別紙申し込み用紙にご記入の上、運営事務局までFAXにてお申込みください。

4.　申込締切

2021年11月15日（月）

5.　協賛費の支払い方法

運営事務局よりご請求書を郵送させていただきます。期日までに指定の口座までお振
込みをお願いたします。

入稿方法については、運営事務局より改めてご連絡させていただきます。

7.　入稿データ締切日

2021年12月6日（月）

掲載場所 掲載料（税10％込み） 募集枠数 印刷サイズ・色

表4 A4縦／カラー

A4縦／カラー

A4縦／カラー

A4縦／モノクロ

A5横／モノクロ

表2

表3

後付1頁

後付1/2頁

198,000円 1社

1社

1社

10社まで

10社まで

165,000円

165,000円

110,000円

55,000円

6.　協賛費の支払い先口座

三菱UFJ銀行　日本橋支店（020）　普通　0670879　
日本口腔インプラント学会　第41回関東･甲信越支部学術大会　大会長　萩原芳幸
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2021年11月15日（月）

9.　協賛費の支払い方法

運営事務局よりご請求書を郵送させていただきます。期日までに指定の口座までお振
込みをお願いたします。

10.　協賛費の支払い先口座

三菱UFJ銀行　日本橋支店（020）　普通　0670879　
日本口腔インプラント学会　第41回関東･甲信越支部学術大会　大会長　萩原芳幸

3.　大会ホームページURL

4.　掲載期間

6.　共催費

　注意）　広告用バナーについては貴社にて制作して下さい。

55,000円（税込）

大会ホームページ  バナー広告掲載費

1.　掲載場所

公益社団法人日本口腔インプラント学会　第41回関東・甲信越支部学術大会ホーム

ページ、トップページ及び各ページの左側、項目ボタン付近を想定

（申込後、2週間程度で掲載予定）

7.　申込方法

別紙申し込み用紙にご記入の上、運営事務局までFAXにてお申込みください。

8.　申込締切

2.　募集数

8 社 （予定）

2023 年 2 月末日ごろまで

5.　広告用バナーについて

バナーサイズ ： 縦 60× 横 210 ピクセル （予定）

　　　　　　　　　　GIF 方式 ,JPG 方式 ,PNG 方式 ,GIF アニメ ・ 無限ループ可

リンク先 ： 貴社の指定するホームページへリンク致します。

https://www.jsoi41kk.jp/


	第41回関東・甲信越支部大会Web開催　協賛募集趣意書

