プログラム
（以下、敬称略）

11 月 14 日（土） A 会場 （ウインクあいち 7F）
14:00 〜 15:00

市民公開講座

司会 : 片山 昇

「健口を保つために」
−メインテナンスの大切さ−

講師：平田 貴士（平田歯科クリニック）

15:50 〜 16:00

開会式

16:00 〜 17:30

専門医教育講座

座長 : 永原 國央

インプラント周囲炎
	－リスクファクターと対策法を考える－

講師：宗像 源博（公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医・指導医、神奈川歯科大学附属病院口腔
インプラントセンター）

17:45 〜 18:15

中部支部会務報告会

11 月 14 日（土） （名古屋マリオットアソシアホテル）
18:45 〜 19:15
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代議員会

11 月 15 日（日） A 会場 （ウインクあいち 7F）
9:10 〜 9:50

一般口演Ⅰ

座長 : 日比 英晴

A-1 培養骨芽細胞様細胞への細胞障害による細胞形態変化におよぼすニコチンアミドの影響について
杉田 好彦，佐藤 伸明，加藤 世太，久保
愛知学院大学歯学部口腔病理学講座

勝俊，前田

初彦

A-2 超精密作業模型製作システムと自家製レジンフレームを併用した CAD/CAM によるジルコニア
製上部構造の製作法
安川 恒平，岡田 光明，古橋
愛知インプラントセンター

匡文，小澤

謙盛，堀田

康記

A-3 ウサギ大腿骨骨欠損モデルにおける rhBMP-2 複合化チタンスキャホールドによる骨欠損修復に
ついて
後藤 正志 1），普山田 宏成 1,2），鈴木 明 1,2），宮前 真 1,2），村上 弘 1,2）
愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 1），愛知学院大学歯学部口腔インプラント科 2）

A-4 垂直的上顎洞底挙上術に超音波治療器を応用した長期症例
梶本 忠保，井殿 泰三，南 清和，山田
中部インプラントアカデミー（CIA）

9:50 〜 10:30

一般口演Ⅱ

真樹，片口

宗久

座長 : 林 尚史

A-5 スケーリング後のチタン表面の変化と構成元素の混入について

村上 弘 1），加藤 大輔 1），谷島 茜 2），安本 美保 2），澤 明男 1）
愛知学院大学歯学部口腔インプラント科 1），愛知学院大学歯学部附属病院衛生部 2）

A-6 ピエゾサージェリーが CRT-D に与える影響について
松原 秀憲
中国・四国支部

A-7 上下無歯顎症例に対してボーンアンカードブリッジを応用したインプラント治療行った３症例
の検討
高橋 潤 1），岡 俊男 2），山田 尚子 1），長谷川 ユカ 1），梶本 都子 1）
朝日大学歯学部口腔インプラント科 1），朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 2）

A-8 歯科従事者の洗口剤による口腔内細菌数の変化

鈴木 龍 1），岩泉 宏和 1），佐藤 亮 1），安藤 裕康 1），松田 裕也 2）
口腔インプラント生涯研修センター 1），東京歯科大学口腔インプラント学講座 2）

10:40 〜 11:20

一般口演Ⅲ

座長 : 伊藤 正樹

A-9 外傷により脱落したインプラント除去と同時にインプラント治療を行った１症例
古橋 匡文，岡田 光明，鈴木
愛知インプラントセンター

憲一，成田

潔治，堀田

康記

A-10 前歯部歯根破折に対し歯根の矯正的挺出と結合組織移植の後インプラント治療を行った１症例
佐藤 毅，園山
岡山大学病院

亘，窪木

拓男

A-11 下顎第一大臼歯欠損にプラットフォームシフティング機能を有するインプラント治療を行った
一症例
佐藤 浩史，田原 秀起，齋藤
日本インプラント臨床研究会

琢也，山崎

貴裕，杉浦

健純
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A-12 コンピューターガイドサージェリーを使用して上下顎側切歯部にインプラント治療を行った一
症例
大谷 昌，高松 宏
愛知インプラントセンター

11:20 〜 12:00

一般口演Ⅳ

座長 : 田島 伸也

A-13 術前画像診断におけるエックス線造影性レジンを用いた診断用ステントの応用
内藤 宗孝，西山 航，大橋 靖史，泉
愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座

雅浩，有地

榮一郎

A-14 上顎右側にショートインプラント，左側にソケットリフトを併用したインプラント治療の 10 年
経過症例
堀田 久斗，渡邉 佑太，鈴木
愛知インプラントセンタ－

信之介，徳丸

啓二，堀田

康記

A-15 当診療部開設後６年間におけるインプラント患者の臨床統計
加藤 大輔，森本 敬太，中野 雅也，河村 純，村上
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

弘

A-16 広汎型侵襲性歯周炎患者にインプラント治療を行った長期経過症例
窪田 裕一，加藤 直美，松井
愛知学院大学歯学部附属病院

12:30 〜 13:30

知行，加藤

ランチョンセミナー 1

大輔，村上

弘

共催：ストローマン・ジャパン株式会社

ストローマンインプラントがもたらすアドバンテージ

 師：田ケ原 昭弘（AAP（アメリカ歯周病学会）、日本口腔インプラント学会、SJCD、EAO（ヨーロッパ
講
人工歯根学会）会員、OSI（OSSEO SKARP INSTITUTE）、日本顎咬合学会指導医、日本歯周病学会専門
医、愛知県名古屋市開業）

13:40 〜 15:10

特別講演
顎位を学ぼう

座長 : 安藤 雅康／伊藤 幸司

講師：池田 和己（日本矯正歯科学会専門医、ヒルサイドビュー矯正歯科）

15:10 〜
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閉会式

11 月 15 日（日） B 会場 （ウインクあいち 6F）
9:10 〜 9:50

一般口演Ⅴ

座長 : 森 康志

B-1 隣接歯の矯正移動により骨増生手術を回避しインプラント治療を行った１症例
斉藤 貴司，伊藤 幸司，小松
愛知インプラントセンター

B-2

B-3

B-4

10:00 〜 11:30

晋一，梅林

隆，高松

チタン表面の時効とオゾン水洗浄の効果

穂積 英治，村上 弘，加藤 大輔，杉浦
愛知学院大学歯学部口腔インプラント科

俊彦，布目

宏

将之

骨移植から 15 年経過した下顎臼歯部インプラント１症例

塚本 信隆 1,2），竹市 卓郎 1,2），加藤 大輔 2,3），村上 弘 2,3）
愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座 1），愛知学院大学歯学部附属病院口腔インプラント診療部 2），愛知学院大学歯学部
高齢者歯科学講座 3）

当院におけるインプラント除去症例に関する臨床的検討

斉藤 安奈 1），高田 匡基 1），下地 茂弘 1），八上 公利 2），植田 章夫 2）
松本歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 1），松本歯科大学 口腔インプラント科 2）

専門歯科衛生士教育講座

座長 : 田中 悟

初診時からインプラント埋入手術に至るまでの歯科衛生士の役割について
講師：石原 美樹（公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士）

12:30 〜 13:30

ランチョンセミナー 2

共催：デンツプライ三金株式会社

Dentsply Implants の CAD/CAM アバットメントの特徴と臨床

 師：飯田 吉郎（アストラテックインプラントシステムセミナー講師、ＧＣインプラントインストラク
講
ター、ディスカスデンタルインターナショナルレクチャラー、ナイトホワイトエクセルインストラクター、
European Association for Osseointegration（ヨーロッパインプラント学会）会員、American Academy
of Periodontlogy（アメリカ歯周病学会）会員、Japanese Association of Restorative Dentistry 理事）

13:40 〜 15:10

専門歯科技工士教育講座

座長 : 山田 雅夫

明日から使える技工術式のヒント

講師：平塚 敏隆（公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科技工士、成田デンタル特殊技術課
La cima 八重洲）

19

