
第 51 回 （公社） 日本口腔外科学会 近畿支部学術集会のご案内
第51回 （公社） 日本口腔外科学会 近畿支部学術集会

会長　別　所　和　久
　平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます．
　この度，第51回 （公社） 日本口腔外科学会 近畿支部学術集会を下記の要領にて開催いたします．
多数の先生方のご発表・ご参加を賜りますようご案内申し上げます．口腔外科領域における幅広い分野からの
演題をお待ちしております．

会　　　　期： 2021 年 1 月 31 日 （日）
会　　　　場： 京都大学百周年時計台記念館
 〒 606-8317  京都市左京区吉田本町 36　  TEL：075 − 753 − 2285
 ホームページ：http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower
交　　　　通： 京都市内主要駅からの交通案内

主要鉄道駅 乗車バス停 下車バス停
JR/ 近鉄 市バス四条河原町

「京大正門前」
京都駅 201 系統「祇園・百万遍」行， 　31 系統「高野・岩倉」行
阪急河原町駅 市バス四条河原町

「京大正門前」
201 系統「祇園・百万遍」行， 　31 系統「高野・岩倉」行

京阪出町柳駅 市バス出町柳駅前（東行き）
「京大正門前」

201 系統「百万遍・祇園」行
地下鉄東西線 市バス東山三条（北行き）

「京大正門前」東山駅 201 系統「百万遍・千本今出川」行 , 
206 系統「高野・北大路バスターミナル」行， 　31 系統「高野・岩倉」行

特 別 講 演： 「頭頸部外科領域におけるロボット支援手術の現状と展望」
  藤田医科大学耳鼻咽喉科学教授　楯谷一郎  先生
参　加　費： 3,000 円 （当日会費のみ．本学会会員の方は，参加登録のため会員証を持参ください．）
専門医制度の単位登録：
 本学会会員の方は ,「会員証」 にて受付をしますので，必ずご持参ください．
 ※ 会員証での読み込み完了時にプリントアウトされるレシートは，
 　 会員専用ページ「MyWeb」で単位登録を確認するまで保管してください．

＜演題募集要項＞
申し込み方法： 演題名， 所属， 発表者 （演者に〇）， 内容抄録（400 字以内， MS word にて作成），
  連絡先 （住所，電話番号，Email，Fax）を CD-R に記録し下記住所までレターパック等で郵送してください．
 フォントは MS 明朝でポイントは 10.5 に統一してください．
  演者および共同発表者は本学会の会員に限ります．
 申し込まれた方にはメールあるいは郵送にて受領の連絡をいたします．
 申し込み後 2 週で受領の連絡がない場合は下記までお問い合わせください．
演題募集期間： 2020 年 4 月 15 日 （水）～ 2020 年 11 月 30 日 （月）
発 表 形 式：  PC プロジェクター （単写 , 対応機種は Windows 10, MacOS 10.14 以降， MS Power Point 2010 以降 , Power 

Point for Mac 2016 以降） による口演発表のみです．発表時間 6 分，質疑応答 2 分の予定です．
 発表データは当日に USB フラッシュメモリーにてお持ちください．
 セッションの始まる 1 時間前までにお越しいただき , 発表データの試写 , 動作確認を完了させてください．
 ※USB フラッシュメモリー持ち込みの注意点
  ・必ず文字ずれ等 , 発表データの確認を行ってください．
  ・発表データは作成したパソコン以外での事前チェックをお願いいたします．
  ・必ずバックアップ用のデータをお持ちくださいますようお願いいたします．
利益相反 （COI） の開示：
 （公社） 日本口腔外科学会口腔外科学研究の利益相反 （COI） 開示に関する指針等により， 
 利益相反 （COI） の開示が求められています．
 以下の 2 点についてご協力をお願いいたします．
 （1） 演題登録時に 「利益相反 （COI） 自己申告書」 （様式 1） により開示
 （2） 口演発表時に （様式 2） により開示
 ※ 本学会ホームページ「諸規則」 → 「利益相反 （COI） に関する指針」 をご参照ください．

＜申し込み・問い合わせ先＞
 第51回 （公社） 日本口腔外科学会近畿支部学術集会 事務局
 準備委員長：高橋　克
 〒 606-8507  京都市左京区聖護院川原町 54
 京都大学医学部附属病院 歯科口腔外科
 TEL：075 − 751 − 3402　  FAX：075 − 761 − 9732  　E-mail:takahask@kuhp.kyoto-u.ac.jp



（公社） 日本口腔外科学会主催
第129回歯科臨床医リフレッシュセミナー開催のお知らせ

　第50回 （公社） 日本口腔外科学会近畿支部学術集会に引き続いて， 下記の要領で一般歯科臨床医・歯科

口腔外科標榜医および本学会会員を対象としたセミナーを開催致します．多数のご参加をお願い致します．

記

日　　　　時： 2021 年 1 月 31 日 （日）　17：00 ～ 18：30 （予定）

会　　　　場： 京都大学百周年時計台記念館

 京都市左京区吉田本町

対　　　　象： 一般歯科臨床医， 歯科口腔外科標榜医， 本学会会員

テ　ー　マ： 「臨床医に必要な医療統計学の基本」

講　　　　師： 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療統計学

  教授　佐藤俊哉  先生

受　講　料： 3,000 円 （当日セミナー受付にてお収めください）

申 込 方 法： 当日受付にて申込用紙へご記入の上， 受講料 3,000 円をお支払いください．

 なお， 本学会会員の方は， 「会員証」 による受付をしますので， 必ずご持参ください．

 会員以外の方は， 当日申し込みの用紙に記入の上， 受講料と一緒にご提出ください．

修　了　証： 本学会会員の方には， 雑誌送付先へお送り致します．

専門医制度の単位登録：

 会員は， セミナー終了後も， 会員証にてご登録ください．

 遅刻・早退者には単位付与がされない場合があるため， ご注意ください．

 ※ 会員証での読み込み完了時にプリントアウトされるレシートは，

 　 会員専用ページ「MyWeb」で単位登録を確認するまで保管してください．

 　 会員以外の方には， 受講申込用紙記載の住所に送付させていただきます．

問い合わせ先： 第 51 回 （公社） 日本口腔外科学会近畿支部学術集会 事務局

 会　　　長：別所　和久

 準備委員長：高橋　　克

 〒 606-8507  京都市左京区聖護院川原町 54

  TEL：075 − 751 − 3402，3401

  FAX：075 − 761 − 9732

  E-mail：takahask@kuhp.kyoto-u.ac.jp


