
第 10 回大会 ポストセミナーのご案内

２０１５年２月２７日

九州矯正歯科学会 会員各位

ポストセミナー（お弁当付）のご案内申し上げます。

ポストセミナー（お弁当付）

講師：吉田教明教授

日時：３月８日（日）14:00-15:00

場所：ポンペ会館１階談話室

演題：『臨床活用講座ーよくわかる！実践歯の移動バイオメカニクス』

座席は 48席限定（お弁当付）となっておりますが、何分にも１週間前の周知ですの

で、先着順で先行予約を開始したいと存じます。各大学の先生方におかれましては、

医局の特に若い先生方にご周知いただければ幸いです。また開業医の先生方におかれ

ましても、会員の先生方にお知らせいただければと思います。

尚、予約は下記メールアドレスまでご所属とご氏名をご記入の上お送りいただけれ

ばと思います。

E-mail :10th_kyukyo@iguchi-oc.jp



以上、宜しくお願いいたします。

多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

九州矯正歯科学会学術大会 第 10回記念大会 事務局

大会長 ：鈴木弘之(すずき矯正歯科)

事務局長：井口修一郎

第 10 回大会の抄録集と大会参加証

２０１５年２月２７日

九州矯正歯科学会

会員各位

抄録集送付が大変遅れましたことを深くお詫び申し上げます。

今週土曜に発送いたします。皆様のお手元には、来週初めにはとどきますので、今しばらくお待ち

ください。

尚、大会参加証兼領収書は大会当日、受付でお渡しいたします。大会参加の際は必ず受付にお

立ち寄りください。

今回の学会では、学会開催 IT 化の一環として、抄録集の最新版は、すでにご案内しております通

り、2 月 20 日より、下記学術大会ホームページよりダウンロード可能となっております。

http://orthod.nu/10th/concept.html

http://www.interq.or.jp/mars/odyssey/10th/concept.html （ミラーサイト）



尚、会場で、抄録集 PDF を収録した、USB をお渡しいたします。

また、各種のご案内は、大会ホームページ（http://www.orthod.nu/10th/）においても、随時掲

載いたしておりますので、ご覧いただければ幸いです。

本大会が、九州矯正歯科学会の発展に、些かなりとも寄与できますように、開催まで丹精を尽くし

て準備に あたってまいります。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

九州矯正歯科学会学術大会 第 10 回記念大会 事務局

大会長 ：鈴木弘之(すずき矯正歯科)

事務局長：井口修一郎

大会事務局：〒850-0841 長崎市銅座町 4-14 -2F 井口矯正歯科クリニック内

TEL : 095-832-6041 FAX：095-893-5153

Home page: http://www.orthod.nu/10th/ E-mail :10th_kyukyo@iguchi-oc.jp

第１０回記念大会抄録集（PDF)掲載

２０１５年２月２０日

九州矯正歯科学会 会員各位

桃花の候、皆様、益々御健勝のことと、お慶び申し上げます。

長崎で開催されます九州矯正歯科学会学術大会 第１０回記念大会も、いよいよ 2 週間後に迫っ

てまいりました。



本日より、下記のアドレスから、抄録集（PDF)のダウンロードが可能となりました。

http://orthod.nu/10th/concept.html

http://www.interq.or.jp/mars/odyssey/10th/concept.html （ミラーサイト）

尚、抄録集（印刷）の発送は、予定より、少し遅れまして、来週初めを予定しておりますので

申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください。

どうぞよろしくおねがいいたします。

では、スタッフ一同、長崎で皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちいたしております。

大会長：鈴木弘之

事務局長：井口修一郎

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

九州矯正歯科学会学術大会 第 10 回記念大会事務局

大会長 ：鈴木弘之(すずき矯正歯科)

事務局長：井口修一郎



大会事務局：〒850-0841 長崎市銅座町 4-14 -2F 井口矯正歯科クリニック内

TEL : 095-832-6041 FAX：095-893-5153

Home page: http://www.orthod.nu/10th/

E-mail :10th_kyukyo@iguchi-oc.jp

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

第１０回大会事前登録締め切りを２月６

日（金）まで延長

２０１５年２月１日

九州矯正歯科学会 会員各位

厳寒の候、皆様、益々御健勝のことと、お慶び申し上げます。

さて、３月７日（土）、８日（日）、長崎で開催されます九州矯正歯科学会学術大会 第１０回記念大

会の事前登録締め切り

平成２７年１月３１日

が過ぎましたが、まだ、多くの先生方の応募があるようですので、事前登録締め切りを



２月６日（金）に延長させていただきました。

事前大会参加費は

正会員：7,000 円

大学院：5,000 円

外国人留学生：2,000 円

学部学生：1,000 円

コデンタルスタッフ：1,500 円

懇親会費：6,000 円

となっております。

大会参加をお考えの先生は、

事前参加登録【学術大会ホームページ( http://www.orthod.nu/10th/news.html )、あるいは事前に

お送りしております参加申込書をＦＡＸ（095-983-5153)】後に

事前にお送りしております郵便局の青色の払込取扱票をもちいて平成２７年２月６日（金）までに,
参加費をお振込みください。



郵便局振替口座

払込先口座記号番号 01750-3-139862

口座名義 第１０回九州矯正歯科学会学術大会

他の銀行から振込みをされる際は

郵貯銀行 一七九店 当座預金 0139862

参加登録内訳と参加登録者のお名前も忘れずにご記入ください。

締め切りが過ぎますと、下記の当日参加費を学術大会開催日当日に受付にてお支払ください。

尚、当日大会参加費は

正会員：9,000 円

大学院：5,000 円

外国人留学生：2,000 円

学部学生：1,000 円

コデンタルスタッフ：2,000 円

懇親会費：7,000 円



となっております。

では、スタッフ一同、長崎で皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちいたしております。

大会長：鈴木弘之

事務局長：井口修一郎

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

第１０回大会事前登録締め切りは１月３

１日です



２０１５年１月２４日

九州矯正歯科学会 会員各位

厳寒の候、皆様、益々御健勝のことと、お慶び申し上げます。

さて、３月７日（土）、８日（日）、長崎で開催されます九州矯正歯科学会学術大会 第１０回記念大

会の事前登録締め切り

平成２７年１月３１日

が迫ってまいりました。

事前大会参加費は

正会員：7,000 円

大学院：5,000 円

外国人留学生：2,000 円

学部学生：1,000 円

コデンタルスタッフ：1,500 円

懇親会費：6,000 円



となっております。

大会参加をお考えの先生は、

事前参加登録【学術大会ホームページ( http://www.orthod.nu/10th/news.html )、あるいは事

前にお送りしております参加申込書をＦＡＸ（095-983-5153)】後に

事前にお送りしております郵便局の青色の払込取扱票をもちいて平成２７年１月３１日までに,参
加費をお振込みください。

郵便局振替口座

払込先口座記号番号 01750-3-139862

口座名義 第１０回九州矯正歯科学会学術大会

他の銀行から振込みをされる際は

郵貯銀行 一七九店 当座預金 0139862

参加登録内訳と参加登録者のお名前も忘れずにご記入ください。

締め切りが過ぎますと、下記の当日参加費を学術大会開催日当日に受付にてお支払ください。

尚、当日大会参加費は



正会員：9,000 円

大学院：5,000 円

外国人留学生：2,000 円

学部学生：1,000 円

コデンタルスタッフ：2,000 円

懇親会費：7,000 円

となっております。

では、スタッフ一同、長崎で皆様にお会いできるのを楽しみにお待ちいたしております。

大会長：鈴木弘之

事務局長：井口修一郎

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

九州矯正歯科学会学術大会 第 10 回記念大会 事務局

大会長 ：鈴木弘之(すずき矯正歯科)

事務局長：井口修一郎



大会事務局：〒850-0841 長崎市銅座町 4-14 -2F 井口矯正歯科クリニック内

TEL : 095-832-6041 FAX：095-893-5153

Home page: http://www.orthod.nu/10th/

E-mail :10th_kyukyo@iguchi-oc.jp

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

第 10 回大会の演題追加募集

２０１４年１２月１０日

九州矯正歯科学会

会員各位

日々、寒さが増してきておりますが、皆様におかれましては、益々ご健勝のことと、お喜

び申し上げます。

さて、１１月３０日にミニオーラル演題募集を締め切っておりますが、現在の演題応募状

況は

ミニオーラル（学術展示）１８演題

ミニオーラル（症例展示）６演題

となっております。



詳細は文末をご覧ください。（）内に過去の２回大会分の演題応募数を記載しておりま

す。

ミニオーラル（学術展示）2 会場、ミニオーラル（症例展示）1 会場、1 会場あたり 3 月 7

日（土）１５：００－１７：００の 120 分を予定しております。

１演題あたりの討議時間は、応募演題総数により変動することが考えられますが、現

在のところ 1 演題あたり発表 7 分、討論 3 分を予定致しております。

ミニオーラル学術展示が、あと４演題

ミニオーラル症例展示が、あと５演題

可能です。

まだ、皆様、演題発表、余裕がございます。できるだけ多くの討論が活発に行われるよ

うに、準備させていただいておりますので、ご事情をご理解いただき追加演題応募のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。

なお、応募演題数が予定に達し次第、応募を締め切らせていただきますので、

応募をお考えの先生は、できるだけお早めに、

学術大会ホームページ http://www.orthod.nu/10th/company.html

より、応募をお願いいたします。

———————————————————————————————————–

＜応募詳細＞2014 年１２月１０日現在



ミニオーラル（学術展示）1８演題（小倉 24、沖縄２１）

九歯大０(小倉２、沖縄２）

九大５（小倉２、沖縄２）

福歯大３（小倉３、沖縄２）

長大１,（小倉３、沖縄５）

鹿大２（小倉４、沖縄２）

その他７（小倉１０、沖縄８）

○ミニオーラル（症例展示）６演題（小倉５、沖縄９）

九歯大１（小倉０、沖縄２）

九大０（小倉０、沖縄０）

福歯大０（小倉０、沖縄１）

長大１（小倉０、沖縄０）

鹿大０（小倉２、沖縄３）

その他４（小倉３、沖縄３）

○症例報告（認定医更新用）４演題（小倉６、沖縄０）



○症例呈示０（小倉１、沖縄０）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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九州矯正歯科学会次期会長および監

事選挙 当選者のお知らせ

２０１４年１２月８日

平成 26 年 12 月 8 日

九州矯正歯科学会次期会長および監事選挙

当選者のお知らせ

九州矯正歯科学会会員各位

九州矯正歯科学会選挙管理委員会

委員長 五 百 井 秀 樹

梶 井 貴 史

玉 置 幸 雄

この度の選挙においては、立候補者が改選数を 超えなかったため、無投票で当選が決定い

たしま した。九州矯正歯科学会会長および監事選出規程 第 13 条に従い、次期会長および

監事選挙におけ る当選者を下記の通り公表します。 なお会長および監事は、九州矯正歯科

学会会則第 14 条に従い、次回総会において選任されます。

記



会長 ： 陶 山 肇

監事 ： 川 越 仁

佐 藤 英 彦

（届出順、敬称略）

以上

地区学会等雑誌共同販売のお知らせ

（再）

２０１４年１１月２５日

地区学会等雑誌共同販売の申込につきまして再度ご案内申し上げます。

雑誌共同販売 2014 再

同じご案内は，郵送でもお届けします．

第１０回大会での発表のご案内

２０１４年１１月２０日

九州矯正歯科学会会員各位

朝晩、めっきり寒さを感じる毎日ですが、会員の皆様方、いかがお過ごしでしょうか。

さて、来年３月７，８日に、長崎市にて開催されます九州矯正歯科学会学術大会第１０回記念大会

では、従来の学術大会とは、異なる新しい発表形式を取り入れておりますので、再度、ご案内申し

上げます。

今回の学会では、学会開催のＩＴ化と、限られた時間内により多くのご発表、活発な討論を可能に

する目的で、学術展示、症例展示を、従来の紙によるポスター形式の発表ではなく、事前にご提

出いただきました、デジタル形式のデータ（ＰＤＦ）を用いた、デジタル形式による発表を行います。

学術展示、症例展示発表をご希望の先生は、①の手順に従い、従来通り、抄録を作成いただき、

学術大会ＨＰ(http://www.orthod.nu/10th/)より、ご応募ください。

締切は本年１１月 30 日です。



発表が採択されました先生は②の手順に従い、発表用ＰＤＦデータを作成いただき来年２月末日

までに事務局（10th@nagasaki-d.jp)までお送りください。

①抄録作成および応募

従来の通りです。

抄録の形式

＜ミニオーラル（学術展示）＞

【目的】 【資料および方法】 【結果】 【考察】 【結論】

＜ミニオーラル（症例展示）＞

【目的】 【症例】  【考察およびまとめ】

＜症例報告（認定医更新用）、症例呈示＞

【症例】 【初診】 【主訴】 【初見】 【診断】 【治療方針】 【治療経過】 【考察】

の形式で作成いただき、学術大会ＨＰから、応募ください。

詳しくは、学術大会ＨＰ（http://orthod.nu/10th/）をご参照ください。

②演題が採択された、発表者は、発表のためのＰＤＦデータの作成をお願いいたします。

○ＰＤＦデータの作成：パワーポイントでプレゼンテーションを通常通り作成いただいて、ＰＤＦ形式

で保存お願いします。

○ＰＤＦへの動画やアニメーションの組み込み

通常、パワーポイントでプレゼンテーションを作成していただいて、PDF 形式で保存して頂ければ

PDF ファイルは簡単に作成できますが、アニメーションや動画は PDF ファイルには、変換できませ

ん。

有料ソフトですが、

Adobe Acrobat XI を使用してパワーポイントファイルを PDF に変換して頂ければアニメーション

や、動画も PDF に組み込むことが可能です。

下記のホームページを参考にされてください。

http://m-school.biz/dev/acrobat-pdf/014-powerpoint-animation.htm
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/create-interactive-pdf-files.html

大会長：鈴木弘之

事務局長：井口修一郎

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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TEL : 095-832-6041 FAX：095-893-5153

Home page: http://www.orthod.nu/10th/

E-mail :10th@nagasaki-d.jp

台湾矯正歯科学会国際大会 2014 のご

案内

２０１４年１０月３０日

Taiwan Association of Orthodontists の Johnny Liaw 会長から，台湾矯正歯科学会国際大

会 2014 の案内が届きました．詳細は右のファイルをご覧ください．TIOF & TAO 2014

Taiwan International Orthodontic Forum 2014 (TIOF)

The 26th Annual Conference of the Taiwan Association of Orthodontists

会期：2014 年 11 月 21 日-23 日

場所：台北，台湾

大会概要：TIOF2014guide



九州矯正歯科学会会長および監事立

候補者の告知

２０１４年１０月９日

H26-九州矯正歯科学会会長および監事立候補者の告知

地区学会等雑誌共同販売のお知らせ

２０１４年９月２１日

地区学会等雑誌共同販売の申込につきましてご案内申し上げます。

20140921 雑誌共同販売 2014

九矯雑誌投稿のお願い原稿募集

２０１４年８月２日

平成 26 年 7 月吉日

九州矯正歯科学会会員各位

九州矯正歯科学会

編集理事 吉田礼子

九州矯正歯科学会雑誌第 10 巻の原稿募集について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

本会誌は九州矯正歯科学会の機関誌で、年 1 回、12 月（1 号）に発行し、歯科矯正学 お

よび関連分野の論文等を掲載するものです。皆様の優れた研究や治療経験を論文にま とめ

ていただき、奮ってご投稿をお願いいたします。

投稿締め切りおよび原稿送付先は下記の通りです。

「投稿票」、「誓約書」、「患者様の資料に関する同意書」は、本学会雑誌第 8 巻第 1 号に 綴

じ込んでありますので、投稿原稿と一緒に送付ください。投稿にあたって、詳細は、 九州

矯正歯科学会雑誌投稿の手引きをご参照ください。



敬具

記

＜九州矯正歯科学会雑誌第 10 巻＞

投稿締切日：平成 26 年 7 月 31 日（水）

原稿送り先

〒890-8544 鹿児島市桜ケ丘 8-35-1 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 歯科矯正学講座

九州矯正歯科学会雑誌編集委員長

吉田礼子 E-mail:rei@dent.kagoshima-u.ac.jp 

TEL:099-275-6252

FAX:099-275-6258 

（ご連絡、お問い合わせはメールでお願いいたします

第１０回九州矯正歯科学会学術大会開

催のご案内

第 10 回 九州矯正歯科学会学術大会開催のご案内（第一報）

九州矯正歯科学会会員各位

厳しい暑さが続いておりますが、先生方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上

げます。この度、 第 10 回九州矯正歯科学会学術大会を下記の要領にて開催することにな

りましたので、ご案内申し上げます。今 回の学会では、学会開催 IT 化の一貫として、演

題申込は学術大会 HP から、大会参加登録も原則として学術大会 HP からお願いいたします。

また、従来のパネルによる展示発表は行わず、事前登録いただいた PDF データによる パソ

コンを使用したプレゼンテーション形式の口演発表（ミニオーラル）を行います。10 月初

旬に正式な案内 を送付致します。演題申込締切 11 月末日、大会参加登録締切 12 月末日

の予定です。

                                       

2014 年 7 月吉日

第 10 回九州矯正歯科学会学術大会 大会長 鈴木 弘之 / 事務局長  井口 修一郎

大会メインテーマ：骨のある矯正の話をしよう

期日 ： 2015 年（平成 27 年）3 月 7 日（土）、８日（日）

     3 月 7 日（土）12 時～18 時

     3 月 8 日（日） 9 時～14 時

会場 ： ◆長崎大学医学部記念講堂・ポンペ会館

大会内容： 演目は未定

○特別講演１ ： 平野明喜 先生（長崎大学医学部形成外科教授）



○特別講演２ ： 濱田 剛 先生（長崎大学工学部 先端計算研究センター並列部門長 准

教授）

○特別講演３ ： 小森 成 先生（日本歯科大学附属病院矯正歯科教授）

○招待講演 ： Dr. Chih-Peng Su（台湾）

○市民公開講座 ： 吉田教明 先生（長崎大学歯学部歯科矯正学講座教授）

会場：◆長崎新聞文化ホール

臨床セミナー  ：上顎前突を究める

（非抜歯、抜歯、歯科矯正用アンカースクリュー、外科的矯正治療などについて、最新知

見をご発表 いただき、モデレーターを中心に総合討論を行う）： 英語で発表予定

講師：大学より 3 名(若手)、台湾より 1 名、モデレーター（稲毛滋自 先生) １名 合

計 5 名程度予定

演題  ：

学術口演は行いません。

ミニオーラル A（学術）、ミニオーラル B(臨床）、ミニオーラル C（症例）を行います。 従

来のポスターによる学術（症例）展示に変えて、事前に登録いただいた、PDF データによる

パソコンを使用し たプレゼンテーション形式の口演発表（ミニオーラル）を行います。事

前に登録いただいたデータを、会場の パソコンにあらかじめセットしますので、学会当日

のポスターの搬入、搬出は必要ありません。 発表用 PDF データは、会場のパソコンにて会

期中閲覧できます。また、会場内でオートスライドショーにて公開 します。認定医申請、

更新のための症例報告については別に受け付けます。

総会  ： 3 月 7 日（土） 9 時 30 分～11 時 30 分 ポンペ会館談話室

懇親会  ： 3 月 7 日（土）18 時 30 分より 宝来軒別館にて

会員各位 14-7
２０１４年８月２日

九州矯正歯科学会 会員 各位

九州矯正歯科学会

会長 陶山 肇

拝啓 会員の皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍のことと存じます。



さて、下記の書類をお届けしますので、宜しくご査収くださいますようお願い致します。

敬具

記

1．会長挨拶

2．第 10回学術大会のご案内

3．平成 25年度第 1回総会議事録

4．平成 24年度収支計算書（2012/4/1-2013/3/31）

5．平成 24年度貸借対照表（2012/4/1-2013/3/31）

6．H26年度予算

7．平成 26年度 役員・評議員一覧

8．九矯雑誌投稿のお願い

以上



ホームページの会員専用サイト運用を

開始します。

２０１４年７月１日

2014 年６月 30 日

会員各位

九州矯正歯科学会

「ホームページの会員専用サイト 運用開始のお知らせ」

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は本学会の活動 にご協力

を賜り深謝申し上げます。

さて、九州矯正歯科学会では、経費削減と密な連絡のため会員の皆さまへの連絡 を IT 化

することになり、学会ホームページに会員専用サイトを開設致しました。 本システムの運

用開始にあたり、会員の皆様にはメールアドレスを登録して頂く 必要がございます。つき

ましては、ご多用のところ誠に恐縮ではありますが、7 月 31 日(木)までに、以下の手順で

メールアドレスの登録をよろしくお願い致します。

１．九州矯正歯科学会ホームページ（http://www.jos-k.com/）を開いてください。

２．上記画面内の「会員専用」アイコンをクリックして下さい。ID およびパスワ ードは

以下の通りです。 ID：kyuukyou パスワード：8020

３．会員専用サイトが表示されたら、その画面内にある「メール登録」ボタンをク リック

して、必要事項を登録してください。 （会員専用サイトを利用する際の注意点） 共用のパ

ソコンでの会員専用サイトの閲覧は，推奨しません。記入した情報が パソコンに残るため

です。

４. メール登録フォームで送信すると登録したメールアドレスに自動返信メールが 届き

ます。もし届かない場合はメールアドレスの記入間違い等の可能性があ りますので、再度、

フォームにて送信してください。どうしてもうまくいかな い場合は下記メールアドレスへ

お問い合わせください。 問い合せ先： help@ jos-k.com 

なお，インターネットがどうしても使えない会員には、当面の間、移行措置とし て総会議

事録や大会案内などを郵送いたします。郵送を希望される会員は、同封の 用紙に必要事項

をご記入の上、会員管理事務局まで FAX あるいは郵送でご連絡く ださい。なお、郵送によ

る連絡は重要なものに限られますので、予めご了承くだ さい。

九州矯正歯科学会

会員管理事務局 御中

住所：〒170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9 一般財団法人口腔保健協会内



FAX： 03-3947-8341 

「会員連絡用専用ホームページ 運用開始のお知らせ」をいただきましたが、 インターネッ

ト接続環境がどうしても整わず、郵送での連絡を希望します。なお、 郵送での連絡は重要

なもののみであることを了承します


