
プ　ロ　グ　ラ　ム
6 月 21 日（土）

9:00 ～ 9:44

8:55 ～ 9:00

8:30 開 場 ・ 受 付

第一会場

一般口演－1 　口腔機能① （再建）
　　　　　　　　　　　　　座長：佐渡忠司（佐渡歯科クリニック）

一般口演－2 　インプラント・バイオロジー
　　　　　　　　　座長：武部　純（岩手医科大学歯学部補綴
　　　　　　　　　　　　　　　　　・インプラント学講座）

9:49 ～ 10:33

開　会　の　挨　拶

１．口蓋裂術後の上顎無歯顎症例のスピーチエイドをインプラントで維持させた一例
　　医療法人　伊東会　伊東歯科口腔病院
　　○井原功一郎，伊東隆利

２．言語聴覚士による構音評価を行った顎顔面補綴治療の一例
　　愛知学院大学歯学部附属病院言語治療外来部門，他
　　○井上知佐子，吉岡　文，尾澤昌悟，南　克浩，大野芳弘，夏目長門，
　　　中村好徳，田中貴信

３．Nasal Speaking Valve の効果に関する報告－短期的効果に関する調査結果および，使用に
　　より鼻咽腔閉鎖不全が機能的に改善された一症例－
　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　咬合・有床義歯補綴学分野
　　○美甘　真，兒玉直紀，前田直人，潘　秋月，西川悟郎，皆木省吾

４．交代性顔面麻痺症例に対して楽器演奏のために製作したソケットタイプの補綴装具について
　　日本歯科大学附属病院　口腔リハビリテーションセンター，他
　　○西脇恵子，松木るりこ，須田牧夫

５．放射線治療を受けた患者に対してインプラント治療を行った一例
　　愛知学院大学歯学部附属病院有床義歯学講座，他
　　○坂根　瑞，吉岡　文，浅見和哉，尾澤昌悟，村上　弘，田中貴信

６．インプラント作業用模型におけるアナログの変位－印象材の硬度および埋入方向による影響－
　　奥羽大学歯学部歯科補綴学講座，他
　　○鈴木　翔，山内貴子，松村奈美，関根貴仁，浅井政一，田中義博，古澤正克，
　　　小林康二，清野和夫，山森徹雄

７．チタン製三次元スキャホールドと rhBMP-2 の複合化による骨誘導
　　愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座，他
　　○普山田宏成，宮前　真，古田弘樹，浅見和哉，竹内一夫，河合逹志，服部正巳

８．毛羽立ち状ナノ構造体チタン表面と結合組織線維との嵌合
　　東京歯科大学有床義歯補綴学講座
　　○山田将博，石崎　憲，櫻井　薫
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一般口演－3 　口腔衛生
　　　　　　　　　座長：松山美和
                                   （徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
                                    口腔保健学講座口腔機能管理学分野 )

10:38 ～ 11:00

特　別　講　演13:00 ～ 13:50

総　会11:30 ～ 12:00

９．東北大学病院における頭頸部がんリハビリテーション期患者への歯科衛生士による
　　口腔管理の実態調査
　　東北大学病院・歯科衛生室，他
　　○宍戸敦子，佐藤奈央子，白石　成，小山重人，佐々木啓一　

一般口演－4 　エピテーゼ①
　　　　　　　　　座長：尾澤昌悟 ( 愛知学院大学歯学部有床義歯学講座 )

14:00 ～ 14:44

一般口演－5 　エピテーゼ②
　　　　　　　　　座長：隅田由香
　　　　　　　　　　　　　( 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
　　　　　　　　　　　　　  顎顔面補綴学分野 )

14:49 ～ 15:30

１０．顎顔面補綴に対する歯科衛生士の意識調査
　　　日本大学歯学部付属歯科病院歯科衛生室，他
　　　○田口麻璃子，橋本麻理，島村沙矢香，本橋　碧，瀬戸純子，竹内　淳，大木秀郎，
　　　　米原啓之，石上友彦　

１１．エピテーゼ用シリコーンと関連材料の開発 2
　　　株式会社ジーシー
　　　○ 倉員麻奈実，篠﨑　裕，蒲原　敬，熊谷知弘

１２．試作エピテーゼ用シリコーンの粘弾性特性　第二報
　　　東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野，他
　　　○隅田由香，大木明子，服部麻里子，吉　志元，Mahmoud Ellarousi Elbashti，
　　　　岩崎直彦，高橋英和，谷口　尚

１３．改良版試作エピテーゼ用シリコーン材料の引張応力に対する永久歪みに関する研究
　　　東北大学病院・歯科部門・顎口腔再建治療部，他
　　　○小山重人，福島庄一，佐々木啓一

１４．試作エピテーゼ用シリコーン材料および試作粘着剤の粘着強さに関する研究
　　　日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座，他
　　　○江原弘剛，大山哲生，大谷賢二，梅川義忠，田所里美，木内美佐，
　　　　渋谷哲勇，石井　拓，石上友彦

１５．試作エピテーゼ用シリコーンの内部着色に関する研究
　　　明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
　　　○遠藤　聡，猪野照夫，野露浩正，勅使河原大輔，藤澤政紀

テーマ：ヨーロッパにおける近年の顎顔面再建とインプラント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－現在，活発に論争されている二つの話題－
講　師：飯塚建行（ベルン大学医学部，頭蓋顎顔面外科）
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テーマ：顎顔面領域の再建への 3－Ｄの応用
　　　　コーディネータ：佐々木啓一（東北大学大学院歯学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　   口腔システム補綴学分野）

一般口演－6 　顎顔面技工
　　　　　　　　　座長：加藤裕光 (東北大学病院診療技術部歯科技術部門 )

15:35 ～ 16:08

シ ン ポ ジ ウ ム16:30 ～ 18:30

１６．試作エピテーゼ用シリコーン材料を用いたエピテーゼの経時的変化について
　　　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座，他
　　　○吉岡　文，坂根　瑞，秦　正樹，山田康平，大見真衣子，宮前　真，　
　　　　浅見和哉，尾澤昌悟，服部正巳，田中貴信

１７．試作エピテーゼ用シリコーンKRS-C2 の臨床応用
　　　東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野
　　　○服部麻里子，隅田由香，谷口　尚

１８．試作エピテーゼ用シリコーンと接着材による補綴を行った症例
　　　－GC 社製シリコーンの臨床適用－
　　　東北大学病院・歯科技術部門，他
　　　○加藤裕光，小山重人，塙　総司，佐藤奈央子，佐々木啓一

１９．CT データを用いて３D プリンタで製作された頭蓋顔面骨模型を使っての復顔
　　　佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座
　　　○山口能正，檀上　敦，山下佳雄，後藤昌昭

２０．臨床現場における 3D プリンターの運用 －画像処理ソフトの選択－
　　　山形大学医学部附属病院　技工室，他
　　　○高木　朗，飯野光喜

２１．泌尿器科との連携の試み　第 2 報
　　　－3D プリンターを応用したオーキオメーター（精巣測定器）の製作－
　　　山北海道大学病院生体技工部，他
　　　◯西川圭吾，上田康夫，阪野　充，大澤　孝，輪島克司，高道　理，　横山敦郎

骨軟骨再生医療による顎顔面形態の再建
高戸　毅（東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚・
               運動機能医学講座口腔外科学分野）

3－Dを用いた顎顔面インプラントの臨床応用
後藤昌昭（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）

顎顔面口腔領域の再建への 3－Dの応用 －その利点と問題点を探る－
前田芳信（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学・
               高齢者歯科学分野）

顎顔面領域の再建への 3－Dの応用－ヨーロッパでの現状と展望－
飯塚建行（Bern 大学医学部頭蓋顎顔面外科学講座主任教授）
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6 月 21 日（土）

6月 21 日（土）

第二会場

ランチョンセミナー12:00 ～ 12:50

オカダ医材株式会社
講師：高戸　毅

認定医ケースプレゼンテーション

機　器　展　示

14:00 ～ 15:40

星合泰治（東京医科歯科大学歯学部附属病院総合診療科スペシャルケア外来）
村瀬　舞（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野）
堀江彰久（東邦大学医療センター大森病院口腔外科学研修室）

機器展示

9:00 ～ 18:00

セッション 1　　　　
　　　　　座長：塩入重彰
　　　　　　　　伊藤創造（北上インプラントデンタルオフィス）

セッション 2　　　　
　　　　　座長：横尾　聡（群馬大学大学院 医学系研究科顎口腔科学分野）
　　　　　　　　佐々木啓一（東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野）

萩野礼子（東京医科歯科大学歯学部付属病院）
浅見和哉（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）
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6 月 22 日（日）

8:30 ～ 9:14

第一会場

一般口演－7 　顎義歯①
　　　　　　　　　　座長：堀　一浩（新潟大学大学院歯学総合研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　摂食・嚥下リハビリテーション学分野）

２２．鼻咽腔閉鎖機能不全症例におけるCT データを利用した顎義歯製作の試み
　　　東京歯科大学有床義歯補綴学講座，他
　　　〇萩尾美樹，石崎　憲，山内智博，佐藤一道，野村武史，小林健一郎，　
　　　　髙野伸夫，櫻井　薫

２３．硬軟口蓋腫瘍切除後の鼻咽腔閉鎖不全に対する上顎顎義歯の 1 例
　　　東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯正歯科，他
　　　○波田野典子，山越典雅，大木明子，高戸　毅

２４．磁性アタッチメントを利用した分割構造の上顎顎義歯の一症例
　　　日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座，他
　　　○佐伯悦司，中林晋也，田中孝佳，原八重子，伊藤顕治，安田裕康，塩野目尚
　　　　大久保貴久，月村直樹，永井栄一，石上友彦

２５．下顎再建用プレートで維持した上顎顔面補綴の 7 年間の経過
　　　うすい歯科 顎顔面補綴治療部，他
　　　〇臼井秀治，臼井聡美，下郷和雄，大岩伊知郎，佐藤之信，飯田　進，長尾　徹

9:19 ～ 10:03 一般口演－8 　顎義歯②
　　　　　　　　　　座長：小山重人（東北大学病院顎口腔再建治療部）

２６．上顎顎義歯における支台歯の術後経過について－第２報額欠損分類による違いについて－
　　　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座，他
　　　○牧原加奈，吉岡　文，宮前　真，平井秀明，坂根　瑞，浅見和哉，秦　正樹，
　　　　大見真衣子，松川良平，山田康平，尾澤昌悟，服部正巳，田中貴信

２７．頬粘膜癌切除後の上下顎顎補綴治療の一症例
　　　鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座，他
　　　○西山雄一郎，邑田歳幸，大貫昌理，東條敏明，大久保力廣

２８．舌全摘症例に対する下顎顎義歯の製作法と治療効果の一考察
　　　岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座
　　　○武部　純，伊藤茂樹，島崎伸子，古川良俊，近藤尚知

２９．癌化・再発・合併症を繰り返す患者への外科的再建と補綴治療の 1 例
　　　東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野，他
　　　○原口美穂子，立川敬子，向山　仁，隅田由香，谷口　尚
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３０．チタンメッシュプレートと腸骨 PCBM による顎骨再建法の検討
　　　日本大学大学院歯学研究科口腔構造機能学分野，他
　　　○玉川崇皓，生木俊輔，岩田　潤，大山哲生，石上友彦，大木秀郎，米原啓之

３１．軟口蓋の広範囲を外科的再建した患者に対する顎義歯の１例
　　　兵庫医科大学歯科口腔外科学講座，他
　　　○藤原正識，長谷川陽子， 菅原一真，本田公亮， 熊倉勇美

３２．地域の連携によって補綴装置の製作が可能になった舌癌術後の一症例
　　　日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック，他
　　　○松木るりこ，西脇恵子，佐々木力丸，須田牧夫

３３．携帯型３D スキャナーを用いた口腔外科領域における軟組織評価臨床研究
　　　東北大学大学院歯学研究科　口腔病態外科学講座　顎顔面･口腔外科学分野
　　　○里見徳久，横田　聡，阿部陽子，野上晋之介，山内健介，髙橋　哲

10:15 ～ 12:15 第 19 回教育研修会
テーマ：顎補綴＝外科＋補綴 －全ては患者さんのために－
　　　　座長：小野高裕 ( 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座 )

　　　　皮弁再建後の顎補綴治療
　　　　　　　石上友彦 ( 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座
　　　　　　　　　　　　日本大学歯学部付属歯科病院顎顔面補綴科 )
　　　　顎補綴を想定した顎顔面再建外科
　　　　　　　米原啓之 ( 日本大学歯学部口腔外科学講座
                                   日本大学歯学部付属歯科病院顎顔面補綴科 )

13:30 ～ 14:14 一般口演－9 　口腔機能②
　　　　　　　　　　座長：熊倉勇美
　　　　　　　　　　　　　　（川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科）

３４．上顎腫瘍術後患者における早期顎義歯の有効性
　　　大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座（歯科補綴学第二教室）
　　　○伊谷康弘，小野高裕，山本雅章，城下尚子，横山須美子，藤原茂弘，來田百代，
　　　　高阪貴之，藤尾隆史，皆木祥伴，菊井美希，徳田佳嗣，村上和裕，前田芳信

３５．上顎全部床顎義歯装着患者の咬合接触に関する検討
　　　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座，他
　　　○杉山慎太郎，平井秀明，吉岡　文，岡崎祥子，尾澤昌悟，宮前　真，浅見和哉，
　　　　田中貴信

３６．口腔癌術後患者の咀嚼機能評価　－下顎骨切除症例について－
　　　恵佑会札幌病院 歯科口腔外科
　　　○栃原義之，山下徹郎，上田倫弘，石山　司，細川周一，中嶋頼俊

３７．東北大学病院顎口腔再建治療部における頭頸部領域腫瘍 ,
　　　先天性疾患，外傷を有する患者の実態調査
　　　東北大学病院・顎口腔再建治療部，他
　　　○佐藤奈央子，白石　成，小山重人，石河理沙，竹内裕尚，冨士岳士，塙　総司， 
　　　　佐々木啓一　

14:19 ～ 15:03 一般口演－10 　口腔機能③
　　　　　　　　　　座長：大山哲生（日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座）
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6 月 22 日（日）

6月 22 日（日）

第二会場

ランチョンセミナー12:30 ～ 13:20

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
講師：木津康博

機　器　展　示

機器展示

9:00 ～ 15:00

 16 



認定医ケーススタディ

星合泰治（東京医科歯科大学歯学部附属病院総合診療科スペシャルケア外来）
村瀬　舞（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野）
堀江彰久（東邦大学医療センター大森病院口腔外科学研修室）

　座長：塩入重彰
　　　　伊藤創造（北上インプラントデンタルオフィス）

セッション 1

萩野礼子（東京医科歯科大学歯学部付属病院）
浅見和哉（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）

　座長：横尾　聡（群馬大学大学院 医学系研究科顎口腔科学分野）
　　　　佐々木啓一（東北大学大学院歯学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 口腔システム補綴学分野）

セッション 2
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