プログラム
（以下、敬称略）

12 月 6 日（土） A 会場 小ホール②（ウインクあいち 5F）
14:00 〜 15:00

市民公開講座

座長 : 安藤 雅康

歯から海へ！

講師：梶本 忠保（一般社団法人中部インプラントアカデミー）
15:50 〜 16:00

開会式

16:00 〜 17:30

専門医教育講座

座長 : 堀田 康記

インプラント治療における医療安全
−健康危機管理を考える−

講師：伊東 隆利（九州インプラント研究会 会長、伊東歯科口腔病院（熊本市）理事長）
17:40 〜 18:00

中部支部会務報告会

12 月 6 日（土） B 会場 903（ウインクあいち 9F）
18:10 〜 18:40
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代議員会

12 月 7 日（日） A 会場 小ホール②（ウインクあいち 5F）
9:00 〜 9:30

一般口演Ⅰ

座長 : 松下 至宏

A-1 歯科用コーンビーム CT を用いた歯科インプラントによる金属アーチファクトの検討
内藤 宗孝，佐分利 清信，泉 雅浩，有地
愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座

榮一郎

A-2 CAD/CAM による磁性アタッチメントを使用したインプラントオーバーデンチャー
尾澤 昌悟，宮前 真，吉岡 文，秦 正樹，村上 弘
愛知学院大学歯学部附属病院 口腔インプラント科診療部

A-3 CAD システムによる下顎骨下縁皮質骨厚さの計測
―ロジスティック回帰分析による検討―

福井 達真 1），勝又 明敏 2），柴田 俊一 1），藤原 周 1），山内 六男 1）
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 1），朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野 2）

9:30 〜 10:00

一般口演Ⅱ

座長 : 式守 道夫

A-4 上顎中切歯抜歯即時インプラント埋入にボックス型チタンメッシュを併用した１症例
島田 昌明，吉岡 喜久雄，布目
愛知学院大学歯学部附属病院

将之，加藤

大輔，村上

弘

A-5 上顎前歯部インプラント治療にチタンメッシュを使用したＧＢＲ法を行った 2 症例
鈴木 信之介，渡邉 佑太，徳丸
愛知インプラントセンター

啓二，和久

雅彦，堀田

康記

A-6 両側上顎洞へ自己血由来血小板濃縮フィブリンゲルを用いて上顎洞底挙上術を行った１症例

井上 崇徳 1），佐藤 尚 2），夫 才成 1），長嶺 健二郎 1），河合 孝真 3）
中東遠総合医療センター歯科口腔外科 1），中部支部 2），名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学講座 3）

10:00 〜 10:30

一般口演Ⅲ

座長 : 田辺 俊一郎

A-7 二酸化チタンに付着する骨由来タンパク質の解析

杉本 圭佑 1），土屋 周平 2），大森 正裕 1），日比 英晴 1）
名古屋大学医学部医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学講座 顎顔面外科学 1），名古屋大学医学部附属病院 歯科口腔外科 2）

A-8 自己接着性レジンセメントとチタンとの接着強さに及ぼすエキシマ照射の影響さ
山村 卓生 1,2），岡﨑 愛 1），松下 至宏 2），森 康志 2），堀田 正人 1）
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科保存学分野歯冠修復学 1），中部インプラントアカデミー 2）

A-9 チタン表面上のラット骨芽細胞様細胞における Na+/Ca2+ 交換輸送体および細胞膜 Ca2+ATPase
の役割
大森 正裕 1），土屋 周平 1），黒田 健介 2），日比 英晴 1）
名古屋大学大学院医学系研究科 顎顔面外科学 1），名古屋大学エコトピア科学研究所 2）

10:40 〜 11:10

一般口演Ⅳ

座長 : 日比 英晴

A-10 超音波骨切削器具、オステオトームとボーンスプレッダーを使用した骨拡大の臨床結果
鈴木 龍，竹内 克豊，河合 竜左，山本
口腔インプラント生涯研修センター

浩司，藪押

幹人
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A-11 根尖性骨異形性症と診断された部位にインプラント治療を施した一例
寺倉 健，岡村 健治，小川 知子，加藤 大輔，村上 弘
愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座口腔インプラント科

A-12 インプラント周囲炎に対しインプラント体表面の機械的，化学的清掃と Apically positioned
ﬂap を行った１症例
伊藤 幸司，小松 晋一，斉藤
愛知インプラントセンター

11:10 〜 11:40

一般口演Ⅴ

貴司，村田

幸一郎，西井

なつめ

座長 : 山内 六男

A-13 表面性状の違いが細菌付着したインプラントの治癒に与える影響

山崎 弘太郎，仲西 康裕，廣瀬 由紀人，秋馬 秀成，越智 守生
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野

A-14 インプラント治療に用いるオゾン水の薬理作用の解明
福井 達也 1），益野 一哉 2），王 宝禮 2）
中部支部 1），大阪歯科大学歯科医学教育開発室 2）

A-15 腎移植を受け免疫抑制剤を投与している患者への歯科インプラント治療の経験
高橋 潤，上田 吉松，佐木 宏吉，田辺 俊一郎，永原
朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント科

11:40 〜 12:10

一般口演Ⅵ

國央

座長 : 堀田 正人

A-16 当科にて歯科インプラント治療を受けた患者の臨床統計
梶本 都子，山田 尚子，長谷川 ユカ，福嶋
朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント科

克明，永原

國央

A-17 ホームページから見た歯科インプラント治療の現状

山内 六男 1），加藤 史輔 2）
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 1），朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野 2）

A-18 下歯肉癌切除部位にインプラント体を即時埋入した１例
白崎 俊，永野 大樹，澤井 史，大林
香川大学医学部 歯科口腔外科学講座

12:30 〜 13:30

ランチョンセミナー 1

由美子，三宅

実

共催：朝日レントゲン工業株式会社

CBCT・AUGE SOLIO に よるインプラント治療のための画像診断
先天性欠如におけるインプラント療法について

講師：疋田 久登（愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座非常勤講師、医療法人恒惇会理事長）

13:40 〜 15:10

特別講演

座長 : 安藤 雅康／梶本 忠保

歯科矯正用アンカースクリューを用いたインプラント矯正治療

講師：田中 栄二（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部、口腔顎顔面矯正学分野）

15:10 〜
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閉会式

12 月 7 日（日） B 会場 903（ウインクあいち 9F）
10:00 〜 11:30

専門歯科衛生士教育講座

座長 : 永原 國央

インプラント治療と全身疾患

講師：阿部田 暁子（インプラント専門歯科衛生士）

12:30 〜 13:20

ランチョンセミナー 2

共催：京セラメディカル株式会社

骨造成を成功 に導くためのポイント
～新形状チタンメッシュの特長と 骨補填材の選択基準～
講師：丹羽 健（愛知県一宮市開業）

13:40 〜 15:10

専門歯科技工士教育講座

座長 : 山田 雅夫

インプラント補綴の咬合と実際

講師：久野 富雄（JSOI インプラント専門歯科技工士）
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