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ご 挨 拶

謹啓

貴社に於かれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます．平素より

日本レーザー歯学会の学会活動にご高配を賜り，厚く御礼を申し上げます．

この度，「光線のもたらす最新歯科治療とその生物学的効果」というテーマで，

2022年11月26日(土)，27日(日)の会期にて，東京医科歯科大学におきまして第34回日本レーザー歯学会総

会・学術大会を開催させていただくことになりました．

近年，レーザーやLEDをはじめとする光学機器が，歯科臨床において診断や治療に様々に応用されるよう

になり，保存修復，歯内治療，歯周治療，口腔外科，補綴，インプラント，審美歯科，および予防歯科等の

各領域で，現在，「光線」の応用は欠かせないものとなっております．

本大会では，近年の歯科における「光線」応用の現状とその背景についてご紹介するため，「細胞・組

織に対する光線の生物学的効果」をテーマとする基礎分野のシンポジウムと，「最新の光線歯科治療」を

テーマとする臨床分野のシンポジウムを開催し，第一線でご活躍中の研究者および臨床家の先生方に，各種

レーザーやLEDなどの光学機器を用いた基礎研究や臨床応用において，最新のエビデンスに基づいた発表と

討論を行っていただきます．また，オンライン特別講演として，世界的に著名なドイツのゲーテ大学フラン

クフルト校のFrank Schwarz教授，およびスイスのベルン大学のAnton Sculean 教授にも，レーザーの歯周治

療やインプラント周囲炎治療への応用に関するご講演をいただきます．

このほか，日本歯科医学会会長講演，日本レーザー歯学会理事長講演，安全講習会，認定講習会，倫理講

習会など，多数の演題を企画し，一般演題のポスター発表と討論に加えて，症例発表会も検討しております．

会場となります東京医科歯科大学のM＆Dタワー鈴木章夫記念講堂は，JR中央・総武線，東京メトロ丸ノ

内・千代田線の各駅より徒歩１～２分のところにあり，東京都内はもちろん，地方主要都市からもアクセス

しやすい好立地にございます．

私達はこの2日間を，これまでレーザー歯学に多大な貢献をされた先人の先生方，現学会員の方々，および

関連企業の皆様とともに，歯科医療における「光線」応用の最新の現状とその効果を理解し，今後の光線治

療の臨床・研究・教育の発展につなげる機会にしたいと考えております．

現在，多くの皆様にご参加いただける大会とすべく，誠心誠意準備を進めておりますが，今回は私どもの

大学の鈴木章夫記念講堂の会場経費が非常に高額であり，さらには新型コロナウイルス感染症蔓延のため現

地開催には多くの制約があり，大会の開催には多額の諸経費が嵩みます．そのため，開催予算は非常に厳し

い状態にございます．本大会の開催にあたり，企業の皆様にこの開催趣旨にご理解とご支援をお願い申し上

げ，格別のご高配を賜りますれば幸甚に存じます．

本来ならば，拝眉のうえ，直接お願い申し上げるべきところではございますが，まずは書面にてお願いを

させていただきます．末筆ながら，皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げます．

謹白

第34回日本レーザー歯学会総会・学術大会

大会長 青木 章

(東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野歯周光線治療学担当教授)



■ 開催概要 ■

1. 会議の名称 第34回日本レーザー歯学会総会・学術大会

2. 大 会 長 青木 章 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野歯周光線治療学

担当教授）

準備委員長 水谷 幸嗣（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野助教）

実行委員長 三上理沙子（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生涯口腔保健衛生学分野

特任助教）

大会顧問 岩田 隆紀（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野主任教授）

3. 会 期 2022年11月26日（土）、27日（日）

4. 会 場 東京医科歯科大学 M＆Dタワー鈴木章夫記念講堂

〒113-0034 東京都文京区湯島１丁目５-４５

5. 大 会 H P https://www.lynx-dent.jp/jsld34/

6. 会議開催計画の概要

1）プログラム 特別講演、シンポジウム、教育講演、日本歯科医学会会長講演、

日本レーザー歯学会理事長講演、教育研修会、安全講習会、認定講習会、

パラデンタル対象認定講習会、ポスター発表、症例発表、企業共催セミナー

2）参加者 日本レーザー歯学会会員および、その他の歯科医療関係者等

3）参加者予定数 300名

7. 学術大会運営事務局

〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 口腔保健協会コンベンション事業部内

TEL 03-3947-8761 FAX 03-3947-8873 E-mail jsld34@kokuhoken.jp

■ 各種協賛募集要項 ■

今回は、コロナ禍において多くの制約がある中で、東京医科歯科大学鈴木章夫記念講堂において難しい状

況下での開催となりますが、参加者の皆様に御満足いただけますように、３年ぶりの対面での現地開催を実

現させたいと思います。

学術大会の開催に際しては参加者からの登録料で全てを賄うべきところではありますが、現状では十分に

支出経費をカバーできない状況にございます。大変心苦しいお願いではございますが、上述の趣意をおくみ

とりいただき、何卒ご高配・ご支援の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

１．協賛金の募集について

1) 協賛金の目的：第34回日本レーザー歯学会総会・学術大会の開催資金

2) 協賛金の使途：第34回日本レーザー歯学会総会・学術大会の準備および運営費用の一部として

3) 募 集 期 間： 2022年 10月 7日（金）まで

4) 協 賛 金： 50,000 円／１口 (1口以上)

5) 特 典：（1）プログラム・抄録集およびHPに、協賛企業として明記いたします。

（2）WEB開催ページへのログインID等、お知らせいたします。

（3）抄録集発送時、1口の協賛につき、A4サイズのチラシ1点の同封が可能です。

チラシの同封を希望される場合は、2022年11月4日（金）までに400部を運営事務

局へご送付ください。

6) 申 込 方 法：別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送りください。



2．商品展示募集について

1) 日 時： 2022年11月26日(土)、 11月27日(日)

2) 会 場：東京医科歯科大学M＆Dタワー

（展示会場の割振につきましては準備委員会にご一任いただきます）

3) 募集期間： 2022年10月7日（金）まで

4) 展 示 料： 1コマ (1テーブル:180×45cm)

学会賛助会員 50,000円 学会非賛助会員 60,000円

6) 申込方法：別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送りください。

7) 当日の展示要綱 (搬入・搬出、電気使用等のご案内) につきましては、10月中旬にご案内いたします。

8) お支払いにつきましては、後日、ご請求書を送らせていただきます。

※日本レーザー歯学会では以下のような申し合せが定められております。薬事未承認品の出展の際には、

別途お手続きが必要となりますので、ご了承ください。(別途、書類を送付させていただきます)

【未承認医療機器などの学会時の展示に関する申し合わせ】

未承認医療機器等の学会展示に関する要領を以下に示す。

１．展示責任者は学会等の主催者である。

２．出展者は所定の展示手続きをすること（用紙は別途定める）。

３．出展者が展示手続きの申請書に虚偽の記載をした場合には、次回から出展させない。

４．展示場所は学会等が指定した展示会場内であること。

５．展示方法

１）未承認品であり、販売、授与できない旨を明示すること。

好ましい例

ⅰ）薬事法未承認のため、販売、授与できません。

ⅱ）薬事法承認申請中につき、販売、授与できません。

ⅲ）薬事法未承認品のため、販売、授与できません。

好ましくない例

ⅰ）学術参考品

ⅱ）薬事申請中

ⅲ）未承認品

ⅳ）参考出品

２）製造方法、効能効果、性能に関する標ぼうは、精密かつ客観的に行われた実験データ等事実に基づ

いたもの以外行わないこと。

３）関連資料等の配布は、原則として行わないこと。ただし、医師等の求めに応じて研究発表論文別刷

等、既に評価を受けた学術論文を提供することは、この限りでない。

４）展示中には、機器を稼動させることやデモンストレーションをしないこと。

６．展示後の措置

販売、授与せず、廃棄、返送等の適切な措置をとること。ただし、一定の手続きを行った上での治験で

の使用等承認申請目的への転用や承認取得を近々予定されている場合の倉庫での保管等は、この限りで

ない。

７．展示などに疑義があるときには、倫理・未承認機器委員会で審査する。

８．詳細については主催学会等の担当者に問い合わせること。

本申し合わせは平成２５年９月２７日から施行する。



3．大会Web バナー広告掲載募集について

参加登録、演題登録等々、全てを大会ホームページで行いますので、参加者が必ず閲覧するホームペー

ジとなり、宣伝効果には十分かと思います。

1) ＵＲＬ： https://www.lynx-dent.jp/jsld34/ のトップページにバナーをリンクします。

2) 広告掲載費：学会賛助会員 20,000円 学会非賛助会員 30,000円

3) 申込方法：別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送りください。

お申込み後、jsld34@kokuhoken.jpまで、貴社のロゴマーク (150pixel ×30～60pixel)および

リンク先URLをお送りください。

4) 申込期限：2022年 10月 7日（金）まで

4．プログラム・抄録集 広告掲載募集について

1) 体 裁：Ａ4型判広告

2) 発行部数： 400部

3) 掲 載 料： (掲載箇所) 学会賛助会員 非学会賛助会員

表2 表紙の裏 35,000円 40,000円

表3 裏表紙の前 30,000円 35,000円

表4 裏表紙 40,000円 45,000円

後付 25,000円 30,000円

後付1/2 15,000円 20,000円

＊カラー広告の場合は、カラー印刷実費として、50,000円の追加費用がかかります。

4) 申込方法：別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送りください。

5) 申込期限：2022年 10月 7日(金)まで

6) 広告データ必着日：2022年10月14日(金)まで

イラストレーター（ai.）のデータとPDFのデータの2種をE-mail にて jsld34@kokuhoken.jpまでお送り

ください。

5．企業共催セミナーの募集について

第34回日本レーザー歯学会総会・学術大会におきましては、感染症対策の都合上、ランチョンセミナーは

行わず、以下の内容で企業共催セミナーとしてご協力いただけます企業を募集いたします。

1) セミナー時間枠： 30分

2) セミナー日 時： 2022年11月26日（土）14時、27日（日）13時開始予定

3) 募 集 数：各日1コマ（予定）

4) 募 集 期 間： 2022年 5月 31日(火)まで（締め切りが早いのでご注意ください）

5) 費 用：【協力金（会場費、機材関係費含む）】

100,000円

※講師等に関する諸費用は貴社と講師の間でお取決めください。

上記費用は、会場費、機材関係費、HPおよび抄録集掲載費等の費用になります。

ご用意する機材は、スクリーン使用料、液晶プロジェクター使用料、マイク（2本）

です。講演時のパソコンにつきましてはご持参ください。

6) 内 容：申込時に企画概要をご記入ください。

企画が採択された場合には、2022年9月16日（金）までに抄録原稿をご提出いただきます。

企画の採択については、準備委員会にご一任いただきます。

7) 申込方法：別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送りください。

表2、表3、表4につきましては、申込み

多数の場合は抽選とさせていただきます。



FAX ０３－３９４７－８８７３ / E-mail jsld34@kokuhoken.jp

第34回日本レーザー歯学会総会・学術大会 企業申込書

貴 社 名

ご担当部署 ご担当者名

連絡先住所

〒

ＴＥＬ ＦＡＸ

Ｅ-mail

会員区分 □ 日本レーザー歯学会賛助会員 □ 日本レーザー歯学会非賛助会員

申込区分 *該当□欄にチェック印 (レ)を記入して下さい。

協 賛
□ 協賛します （ ）口、協賛します。

⇒ チラシ封入 □希望する □希望しない

商品展示 □ 希望する （ ）コマ希望

Webバナー広告 □ 希望する

プログラム集広告

□ 希望する 種 類 ( カラー ・ モノクロ )

＊希望掲載ページ・種類に○を付けてください。(後付以外の場合は、必ず第2希望もご記入ください。)

第1希望 ( 表2・表3・表4・後付・後付1/2 )

第2希望 ( 表2・表3・表4・後付・後付1/2 )

企業共催セミナー □ 希望する （開催希望日： □ 11月26日 / □ 11月27日）

その他 （共催セミナーをご希望の場合は、こちらに企画概要をご記入ください）


