
37

●9：00～10：00　●優秀研究発表（臨床1）
 座長　林　　尚史

O-1-3-1	 下顎骨レベルのCT所見と腰椎骨密度との関係
内藤　宗孝	 愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座

O-1-3-2	 骨および軟組織造成術を併用した	
上顎前歯部インプラント治療における唇側組織の経時的定量評価

藤田　祐也	 大阪大学大学院歯学研究科

O-1-3-3	 インプラント周囲疾患リスク因子の検討	
－機能後3年以上経過症例における多施設横断研究－

豆野　智昭	 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座

O-1-3-4	 患者報告型アウトカムを用いた	
インプラント治療後患者の口腔関連QOLについての研究

永久　景那	 大阪歯科大学口腔インプラント学講座

●10：05～10：50　●優秀研究発表（臨床2）
 座長　三村　義昭

O-1-3-5	 ソケットプリザーベーション目的の hydroxyapatite/	
collagen	composite	material の有効性の検討

大場　誠悟	 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科

O-1-3-6	 長期症例におけるインプラント上部構造の対合歯の安定性
高橋　明寛	 東京医科歯科大学院　インプラント・口腔再生医学分野

O-1-3-7	 フルアーチテレスコープ型インプラント上部構造の予後調査：	
後ろ向き研究（フォローアップ期間1年－11年）

小田由香里	 東歯大・口腔インプラント学講座

●10：55～11：40　●優秀研究発表（臨床3）
 座長　小室　　暁

O-1-3-8	 上顎無歯顎に装着された2種の異なる形態の	
固定性インプラント支持補綴装置のモード解析

鈴木　章弘	 東京医科歯科大学　インプラント・口腔再生医学分野

O-1-3-9	 抜歯窩の治癒に関するCBCTを用いた3次元的検討
北見　遼二	 神奈川歯科大学附属病院　口腔インプラントセンター

O-1-3-10	 口腔内スキャナーによるインプラント上部構造の経時的構造変化の観察
福徳　暁宏	 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

優秀研究発表　第3会場（会議棟2階 橘） 発表10分一質疑応答5分
 2017年9月23日（土）9：00～11：40
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●9：00～10：00　●優秀研究発表（基礎1）
 座長　戸田　伊紀

O-1-4-1	 実験的骨粗鬆症モデルラットの下顎骨における超微構造的変化
布田　　博	 総合インプラント研究センター

O-1-4-2	 CBCTにおけるインプラント間距離の寸法精度についての研究
木村　　正	 大阪口腔インプラント研究会

O-1-4-3	 繰り返し荷重が顎骨に埋入されたインプラント周囲骨組織の	
骨質制御機構に与える影響を分子生物学的に解明する

右藤　友督	 長崎大学医歯薬学総合研究科口腔インプラント学分野

O-1-4-4	 インプラント周囲顎骨に新生されたオステオンの構造特性
松永　　智	 東京歯科大学解剖学講座／東京歯科大学口腔科学研究センター

●10：05～10：50　●優秀研究発表（基礎2）
 座長　西村　正宏

O-1-4-5	 口腔粘膜上皮の角化制御におけるCollagen	Ⅳα6の役割
小盛　大志	 岡山大学大学院　インプラント再生補綴学分野

O-1-4-6	 インプラント表面性状の違いが上皮および結合組織による	
軟組織封鎖性に与える影響

成松　生枝	 九州大学大学院歯学研究院インプラント義歯補綴学分野

O-1-4-7	 必須アミノ酸Tryptophan は	
骨髄由来間葉系幹細胞の幹細胞性を制御し骨形成を促進する

大野　充昭	 岡山大学大学院分子医化学分野／岡山大学大学院インプラント再生補綴学分野

●10：55～11：40　●優秀研究発表（基礎3）
 座長　樋口　大輔

O-1-4-8	 副甲状腺ホルモンの間歇投与がステロイド性骨粗鬆症モデルにおける	
オッセオインテグレーションの獲得に及ぼす影響

沖　　佳史	 広島大学大学院医歯薬保健学研究科

O-1-4-9	 真空熱処理はエピガロカテキンガレート結合ゼラチンの骨形成能を向上させる
武田　吉裕	 大阪歯科大学口腔インプラント学講座

O-1-4-10	 インプラント体に適した新たな純チタンの開発
荒井　佑輔	 神奈川歯科大学大学院歯学研究科補綴・インプラント学

優秀研究発表　第4会場（会議棟2階 萩） 発表10分一質疑応答5分
 2017年9月23日（土）9：00～11：40
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●13：50～14：30　●メインテナンス，SPT，診査・診断
 座長　伊藤　太一
 和田　義行

O-1-3-11	 広範囲顎骨支持型補綴装着患者に対するプラークコントロールの臨床的工夫
今泉　典子	 九州大学病院再生歯科・インプラントセンター

O-1-3-12	 人工歯肉付きインプラントブリッジに対するプロフェッショナルケア後の細菌数と患
者満足度の評価

稲野辺紫巳	 新潟大学医歯学総合病院診療支援部歯科衛生部門

O-1-3-13	 歯牙欠損を有する中～重度歯周炎患者に対するインプラント治療の考察
坂本しのぶ	 近畿・北陸支部

O-1-3-14	 インプラント上部構造形態を考慮したメンテナンス方法を行った1症例
関戸由記子	 関東・甲信越支部

●14：40～15：20　●メインテナンス，SPT，インプラント周囲炎
 座長　高橋　徹次
 正木　千尋

O-1-3-15	 セメント固定式上部構造におけるチタン製極細エキスプローラーによるインプラント
周囲の精査について

畑岡いづみ	 関東・甲信越支部

O-1-3-16	 インプラント治療後のメインテナンス中に通院が途絶えた1症例
栗城いづみ	 東北・北海道支部

O-1-3-17	 メインテナンス器材がインプラント上部構造の表面粗さに与える影響
里　　美香	 長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンター／長崎大学病院医療技術部歯科衛生室

O-1-3-18	 当医院におけるインプラント患者のリコール状況とインプラント手帳の応用
鈴木佐栄子	 日本インプラント臨床研究会／関東・甲信越支部

●15：30～16：10　●メインテナンス，SPT，インプラント術前の歯科治療
 座長　山田麻衣子
 蓮井　義則

O-1-3-19	 外科的治療における歯科衛生士の役割
志田　智子	 北海道形成歯科研究会

O-1-3-20	 メディカルトリートメントモデルに沿った初期治療と定期継続メインテナンスの重要
性を理解したインプラント患者の1症例

川澄　恵美	 関東・甲信越支部

歯科衛生士セッション　第3会場（会議棟2階 橘） 発表7分一質疑応答3分
 2017年9月23日（土）13：50～16：50
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O-1-3-21	 インプラント治療前の術前処置におけるホワイトニングの役割
政岡　　彩	 北海道形成歯科研究会

O-1-3-22	 インプラント治療における長期維持を考慮した歯科衛生士の役割
橿林亜希子	 近畿・北陸支部

●16：20～17：00　●偶発症，臨床統計，疫学，社会歯科
 座長　関根　智之
 加藤　大輔

O-1-3-23	 インプラント除去を主訴とした患者にメディカル・ダイアローグとTCHの是正指導
で改善がみられた症例の報告

中村　恵理	 関東・甲信越支部

O-1-3-24	 インプラントの選択基準についてのアンケート調査
佐藤　元美	 東北・北海道支部

O-1-3-25	 インプラント周囲炎時の歯周組織の微小循環変化について
山本　麗子	 神奈川歯科大学口腔科学講座・歯科形態学分野／神奈川歯科大学附属病院歯科衛生士科
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●13：50～14：40　●再建外科，顎補綴
 座長　濱田　　傑

O-1-4-11	 区域切除後に再建された下顎骨に対し仮骨延長術により垂直的骨造成を行った4症例
荒井　良明	 新潟大学医歯学総合病院インプラント治療部／新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部

O-1-4-12	 外傷による上下顎前歯部および歯槽骨欠損に対して可撤性インプラント義歯により咀
嚼機能を回復した1例

小川　尊明	 香川大学医学部付属病院　歯・顎・口腔外科

O-1-4-13	 上顎切除後の血管柄付き腓骨皮弁に骨移植を追加してインプラント治療を行った1例
下尾　嘉昭	 ユニバーサルインプラント研究所

O-1-4-14	 再建用チタンプレートとオーダーメイドチタントレーを併用した下顎骨再建術後に
行った歯科インプラント治療に関する臨床的検討

中田　　憲	 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

O-1-4-15	 当科における広範囲顎骨支持型装置の臨床的検討
山崎　雅人	 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

●15：00～15：50　●骨誘導，骨増生，GBR1
 座長　栗田　　浩

O-1-4-16	 当院におけるチタンメッシュによる骨造成に関する臨床的検討
小澤　洋輔	 日本大学歯学部口腔外科学講座

O-1-4-17	 有機形状モデリングCADシステムを応用したサージカルガイドの臨床応用
大多和昌人	 福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野

O-1-4-18	 インプラント埋入時初期固定不足の対処法の提案 - 小出力パルス超音波の応用 -
梶本　忠保	 中部インプラントアカデミー

O-1-4-19	 骨再生の Scaffold として採取骨・歯の新各種粉砕器の比較検討
奥寺　　元	 一般社団法人東京形成歯科研究会

O-1-4-20	 実験的骨粗鬆症モデルラットにおけるエストロゲン /カルシウム投与による骨代謝へ
の影響

日高　敏郎	 総合インプラント研究センター

一般口演　第4会場（会議棟2階 萩） 発表7分一質疑応答3分
 2017年9月23日（土）13：50～16：50
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●16：00～16：50　●骨誘導，骨増生，GBR2
 座長　日比　英晴

O-1-4-21	 ブロック骨移植と移植材なしの上顎洞底挙上術を併用し全顎のインプラント治療を行
なった1症例

中村　悟士	 埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科

O-1-4-22	 右上臼歯部にわたる根尖病変に歯根端切除後　骨補填材なしにチタンメッシュを用い
GBR法を行った1症例

岡　昌由記	 日本インプラント臨床研究会

O-1-4-23	 インプラント周囲炎および軽度上顎洞炎併発症例に対しインプラントリカバリーを
行った一例

太田　広宣	 日本インプラント臨床研究会

O-1-4-24	 外圧遮断と GBR法を併用し上顎前歯部にインプラントを行った1症例
藤田　陽一	 日本インプラント臨床研究会

O-1-4-25	 ベニアグラフト後に著しい骨吸収を認めた1症例
渡辺　禎久	 京都インプラント研究所
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●9：00～10：00　●軟組織，インプラント周囲組織，先進的再生医療
 座長　黒田　真司

O-1-5-1	 オゾンナノバブル水の骨芽細胞増殖・骨誘導能に関する検討
杉澤　　満	 関東・甲信越支部

O-1-5-2	 Advanced-platelet-rich	fibrin と Concentrated	growth	factor の	
機械的強度，分解性，微細構造の比較研究

礒邉　和重	 一般社団法人東京形成歯科研究会

O-1-5-3	 上顎前歯部インプラント治療における結合組織移植術の	
周囲組織形態への影響のCBCTによる定量評価

小林　友幸	 大阪大学大学院歯学研究科

 座長　笹谷　和伸

O-1-5-4	 上皮下結合組織移植術の経過不良例に関する臨床的・組織学的考察	
－結合組織層への上皮迷入により生じた白色クリーム状排出物－

小田　師巳	 岡山大学病院／近畿・北陸支部

O-1-5-5	 抜歯即時埋入法に伴うインプラント体周囲における垂直的軟組織造成術の臨床的検討
渡辺　多恵	 ユニバーサルインプラント研究所

O-1-5-6	 3年経過症例におけるアバットメント材料の違いが	
インプラント周囲組織へ与える影響

上田　一彦	 日歯大新潟補綴2

●10：10～11：00　●検査，術式，外科処置1
 座長　別所　和久

O-1-5-7	 上顎前歯1歯欠損に対する骨錐を用いた狭窄歯槽堤の拡幅法－臨床的工夫－
茂木　知宏	 昭和大学インプラント歯科学講座

O-1-5-8	 インプラント径・長さの差異によるアンダープレパレーション・テクニックの初期安
定性に及ぼす影響

中村　　慧	 神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座

O-1-5-9	 非接触型静脈可視化装置を使用した安心・安全な採血方法の提案
三嶋　直之	 北日本口腔インプラント研究会

O-1-5-10	 無歯顎における暫間インプラント支台の即時補綴から第2回暫間補綴への移行	
－習慣性咬合位を維持するための臨床的工夫－

尾関　雅彦	 昭和大学歯学部インプラント歯科学講座

一般口演　第5会場（会議棟3階 白橿） 発表7分一質疑応答3分
 2017年9月23日（土）9：00～16：50
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O-1-5-11	 インプラント・補綴治療による唾液への影響	－	唾液性状への補綴治療による影響の
基礎研究	－

川西　範繁	 神奈川歯科大学大学院歯学研究科補綴・インプラント学

●11：10～12：00　●検査，術式，外科処置2
 座長　恒松　晃司

O-1-5-12	 デジタルソリューションの中に臨床的工夫を用いて前歯部修復を行った1例
中山　雪詩	 医療法人社団敬愛会佐賀記念病院

O-1-5-13	 手術ナビゲーションシステムを用いて下顎臼歯部にインプラント治療を行った1例
浅井　啓太	 京都大学大学院医学研究科口腔外科学分野

O-1-5-14	 再植歯抜去後インプラント治療を行った1例
緒方　理人	 町田市民病院口腔外科／関東・甲信越支部

O-1-5-15	 第二大臼歯のインプラントについて再考する
功刀　大地	 北海道形成歯科研究会

O-1-5-16	 禁煙コンプライアンスの低い患者に施術した左上中切歯欠損症例
吉川　修平	 北海道形成歯科研究会

●13：50～14：50　●臨床統計・疫学・社会歯学1
 座長　山口　葉子

O-1-5-17	 上顎の補綴様式が下顎皮質骨厚さに及ぼす影響について
神田　省吾	 京都インプラント研究所

O-1-5-18	 十分な初期治療と長期定期メインテナンスがインプラントの長期安定性を導いた症例
分析について

江崎　友大	 東京形成歯科研究会

O-1-5-19	 研修施設（臨床系）における口腔インプラント講習会に対するアンケート調査
加藤　道夫	 横浜口腔インプラント研究会

 座長　梨本　正憲

O-1-5-20	 当院において埋入後25年以上経過した骨結合型インプラントの検討 - インプラント治
療の原則を考える -

古原　優樹	 京都インプラント研究所

O-1-5-21	 All-on-4	Concept の治癒期間中に即時補綴装置が破損した症例の臨床的検討
蛭田　　賢	 ユニバーサルインプラント研究所
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O-1-5-22	 All-on-4	Concept を用いた上顎インプラント治療の3年以上経過後の臨床的検討
上杉　崇史	 ユニバーサルインプラント研究所

●15：00～15：50　●臨床統計・疫学・社会歯学2
 座長　下尾　嘉昭

O-1-5-23	 九州の過疎高齢化進行地域の歯科診療所におけるインプラント補綴装置の現状
神村　正人	 福岡口腔インプラント研究会

O-1-5-24	 九州の過疎高齢化進行地域の歯科診療所において歯科インプラント治療を受けた患者
のメインテナンスへの通院状況

川前　通朗	 福岡口腔インプラント研究会

O-1-5-25	 当科におけるインプラント症例の臨床統計		
– 使用したインプラント体毎の比較検討－

下平　大治	 佐賀大学医学部歯科口腔外科

O-1-5-26	 インプラント長期症例における残存天然歯の生存に関連するリスクファクターの検討
田辺　功貴	 東京医科歯科大学大学院　インプラント

O-1-5-27	 インプラント外来への新来患者における過去20年間の臨床統計的調査
田子内道徹	 東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来

●16：00～16：50　●メインテナンス，STP，高齢者，有病者，特異疾患
 座長　加来　敏男

O-1-5-28	 高齢者に対するインプラント撤去を含めた予後管理と，治療計画に関する提案
近藤美弥子	 北大歯学研究院高齢者歯科学教室

O-1-5-29	 インプラント治療患者の高齢化への対応
吉村麻里奈	 北海道形成歯科研究会

O-1-5-30	 脈動水流を利用したインプラントのセルフケア2
庄内　晃二	 東北・北海道支部／北日本口腔インプラント研究会

O-1-5-31	 行動変容理論に基づく患者心理がインプラントメインテナンスに及ぼす影響
山田　晃久	 北日本口腔インプラント研究会／東北・北海道支部

O-1-5-32	 インプラントに隣接する天然歯が挺出した3症例
森下　　長	 北海道形成歯科研究会
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●9：00～10：00　●審美
 座長　北條　正秋

O-1-6-1	 抜歯即時埋入法に伴うインプラント周囲垂直的軟組織造成術のための Provisional	
Restoration 形態について

今村みちる	 関東・甲信越支部

O-1-6-2	 単独歯インプラント周囲粘膜の観察　－10年経過症例の報告－
池田　敏和	 奥羽大学歯学部歯科補綴学講座

O-1-6-3	 審美領域に水平的歯牙移動を用いてインプラントサイトの開発を行った1症例
和田　義行	 北海道形成歯科研究会

 座長　草野　　薫

O-1-6-4	 前歯部複数歯欠損における審美インプラント修復の1症例
安斉　昌照	 神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座

O-1-6-5	 上顎前歯欠損部にインプラントを応用し主訴改善を図った1症例
小野　喜徳	 日本インプラント臨床研究会

O-1-6-6	 審美領域においてインプラント治療を行った一症例
半澤　昌也	 日本インプラント臨床研究会

●10：10～11：00　●診査・診断
 座長　深田　健冶

O-1-6-7	 抜歯即時インプラント埋入を想定したCTによる上顎前歯部歯槽形態の検討
津野　宏彰	 富山大学大学院医学薬学研究部　歯科口腔外科学講座

O-1-6-8	 インプラント治療を併用して咬合再構成を行った歯周病患者の1症例
水上　　克	 新潟再生歯学研究会

O-1-6-9	 X 線回折法を用いた結晶性分析による骨質評価の試み
小川　秀仁	 日本大学松戸歯学部放射線学講座

O-1-6-10	 CT 分類における上顎前歯部口腔インプラント治療の難症例の検討
岡田素平太	 日本大学松戸歯学部放射線学講座／みなとみらい（Ｍ	M）インプラントアカデミー

O-1-6-11	 皮質骨結晶構造分析とインプラント初期固定性との関連性評価
月岡　庸之	 日本大学松戸歯学部放射線学講座

一般口演　第6会場（展示棟 会議室1） 発表7分一質疑応答3分
 2017年9月23日（土）9：00～16：50
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●11：10～12：00　●歯の移植・再植，矯正
 座長　小林　　恒

O-1-6-12	 インプラント治療と矯正治療を併用し包括的歯科治療を行った1例
石橋知代子	 北海道形成歯科研究会

O-1-6-13	 垂直的骨量の不足した上顎骨に矯正治療を用いてインプラント体埋入を行った2症例
大森　裕斗	 NPO	法人埼玉インプラント研究会

O-1-6-14	 インプラント治療と歯の移植の併用にて咬合支持を獲得した1症例
島田　惇平	 関東・甲信越支部／日本大学松戸歯学部付属病院口腔インプラント科

O-1-6-15	 歯牙移植にコンピュターガイデットサージャリーを工夫応用した症例
谷口　昭博	 北日本口腔インプラント研究会

O-1-6-16	 インプラントと歯の移植により咬合再構成を行った1症例
猪狩　寛晶	 嵌植義歯研究所

●13：50～14：50　●インプラント材料・バイオマテリアル1
 座長　黒嶋伸一郎

O-1-6-17	 インプラント体とスクリューの材質の違いがスクリューの緩みに及ぼす影響
篠原　隆介	 日本歯科大学新潟生命歯学研究科機能性咬合治療学

O-1-6-18	 高強度ジルコニアの低温劣化特性
古屋　克典	 東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座

O-1-6-19	 カーボンナノホーン修飾陽極酸化チタン上の骨形成
髙田　紗理	 北海道大学大学院歯学研究院口腔機能補綴学教室

 座長　山田　将博

O-1-6-20	 タンパク質をコーティングしたナノ構造析出純チタン金属の生体適合性について
楠本　哲次	 大阪歯科大学　医療保健学部　口腔工学科

O-1-6-21	 歯根膜細胞がタンパク質をコーティングしたナノ構造析出純チタン金属のインプラン
ト材料へ与える影響について

小正　　聡	 大阪歯科大学

O-1-6-22	 アルカリ処理によりナノ構造制御された純チタン金属表面へのUV処理が細菌の接
着および硬組織分化誘導に与える影響について

張　泓ホウ	 大阪歯科大学
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●15：00～15：50　●インプラント材料・バイオマテリアル2
 座長　鮎川　保則

O-1-6-23	 コラーゲン由来トリペプチドの徐放による骨形成の促進
小田部岳雄	 東北口腔インプラント研究会

O-1-6-24	 骨形成に対する紙状水酸アパタイトシートの影響
湊谷　　勤	 東北口腔インプラント研究会

O-1-6-25	 低結晶性炭酸アパタイト顆粒の骨再建への応用　－ウサギ大腿骨内における組織学的
検討－

藤澤　健司	 徳島大学大学院医歯薬学研究部　口腔外科学分野

O-1-6-26	 各種補填材を用いた抜歯後の治癒過程と骨再生に関する基礎実験 - イヌ頬側裂開型骨
欠損・骨膜除去モデル -

北條彩和子	 神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座

O-1-6-27	 歯牙各種粉砕器使用における粒度分布測定分析
豊田　寿久	 一般社団法人東京形成歯科研究会

●16：00～16：50　●咬合，咀嚼，インプラント術前の歯科治療
 座長　山本　英一

O-1-6-28	 装着直後から3カ月後の下顎第一大臼歯部インプラント補綴装置隣在歯の咬合状態の
変化

寺澤真祐美	 昭和大学　高齢者歯科学講座

O-1-6-29	 臼歯部欠損歯数の違いによる咀嚼効率変化
西方　　淳	 新潟再生歯学研究会

O-1-6-30	 左・右上顎同名歯欠損部において異なるインプラント前処置をおこなった1例
柳田　泰志	 関東・甲信越支部

O-1-6-31	 インプラント補綴治療後隣在歯を喪失した際，インプラント以外の方法で治療した2
症例－可撤性義歯，延長ブリッジ－

猪又　俊之	 関東・甲信越支部

O-1-6-32	 インプラントを介在した咬合再構成の長期安定性
甲斐　智之	 近畿・北陸支部／日本インプラント臨床研究会
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●9：00～10：00　●インプラント周囲炎，臨床統計，疫学，社会歯科
 座長　廣安　一彦

O-2-6-1	 インプラント上部構造固定様式の違いがインプラント周囲組織の健康状態に及ぼす影
響の多変量解析

井上　将樹	 大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野

O-2-6-2	 インプラント周囲炎モデルに対する光線力学療法の有効性
勝田　康弘	 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第2講座

O-2-6-3	 16S メタゲノム解析を基盤とするインプラント周囲炎や歯周病の予防，診断，治療に
有効な検査法の開発

伊藤　秀寿	 東北大・歯・口腔病理

 座長　正木　千尋

O-2-6-4	 歯科インプラント治療に携わっている歯科医師および歯科衛生士の歯と歯周の状態
岡田芙実子	 福岡口腔インプラント研究会

O-2-6-5	 抜歯後即時埋入後の歯肉退縮に対してリカバリー治療を行った1症例
井原雄一郎	 青森インプラント研究会

O-2-6-6	 汚染インプラント表面に対する各種除染方法の有効性の検討－除染処理時間と効果に
ついて－

安松香奈江	 	福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野／福岡歯科大学機能生物化学講座感染生物
学分野

●10：10～11：00　●サイナスリフト，ソケットリフト
 座長　嶋田　　淳

O-2-6-7	 顎骨を再現した3Dモデルを用いたサイナスリフト手術の1症例
中川　孝男	 ユニバーサルインプラント研究所

O-2-6-8	 クレスタルアプローチによるサイナスリフトにおけるシュナイダー膜のパーフォレー
ションへの術中での対応について

水口　稔之	 日本インプラント臨床研究会

O-2-6-9	 垂直的骨量不足をソケットリフトとHAインプラントで対応した15症例
小林　　諒	 関東・甲信越支部／日本大学松戸歯学部口腔インプラント学講座

O-2-6-10	 水圧を利用したソケットリフト法により上顎臼歯部にインプラント治療を行った1症例
宇田川宏孝	 日本インプラント臨床研究会

O-2-6-11	 骨補填材を使わない1回法上顎洞底拳上術の臨床的検討
渡辺　孝夫	 神奈川歯科大学大学院口腔科学講座／関東・甲信越支部／日本歯科先端技術研究所

一般口演　第6会場（展示棟 会議室1） 発表7分一質疑応答3分
 2017年9月24日（日）9：00～14：50
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●11：10～12：00　●シミュレーション・ガイデッドサージェリー
 座長　宗像　源博

O-2-6-12	 口腔内スキャナーから作製したサージカルガイドプレートの埋入精度
高梨　琢也	 東京歯科大学口腔インプラント学講座

O-2-6-13	 メタルアーチファクトが多い症例に対するCAD/CAMサージカルガイドを用いたイ
ンプラント体埋入手術の臨床的工夫

清水　浩明	 岡山大学病院

O-2-6-14	 ガイディドサージェリーにおけるアナログデータとデジタルデータの精度に関する考
察

新村　昌弘	 みなとみらいインプラントアカデミー

O-2-6-15	 ガイデッドサージェリーにおける支持様式の精度への影響
川瀬　　敬	 北海道形成歯科研究会

O-2-6-16	 コンピューターガイド手術を併用し上顎洞を避けてインプラント体を埋入し治療を
行った1症例

小林　祐之	 京都インプラント研究所

●13：50～14：50　●オーバーデンチャー，アタッチメント
 座長　中本　哲自

O-2-6-17	 インプラント支持オーバーデンチャーについての多施設共同研究
矢野　尚一	 福岡口腔インプラント研究会

O-2-6-18	 電鋳インプラントドッペルクローネ外冠の被覆電着について
林　　昌二	 神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座横浜クリニック

O-2-6-19	 下顎両側遊離端欠損症例に対しインプラントオーバーデンチャー（IOD）を用い良好
な結果を得た1症例

新名主耕平	 関東・甲信越支部

 座長　関根　秀志

O-2-6-20	 インプラントの種類の同定が困難であった1症例－リカバリー時の工夫－
君　　賢司	 東北・北海道支部／奥羽大学歯学部補綴学講座口腔インプラント学

O-2-6-21	 下顎無歯顎患者における即時荷重インプラントオーバーデンチャーの成功への基準
川島　大輝	 関東・甲信越支部

O-2-6-22	 下顎インプラントオーバーデンチャーの義歯床形態の検討
佐藤　宏明	 岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座
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●9：00～10：00　●術式，外科処置，生体力学
 座長　山本　勝己

O-2-7-1	 異なるドリルプロトコールによる埋入トルクとインプラント安定度指数について
津川　順一	 日本インプラント臨床研究会

O-2-7-2	 ドリリングプロトコルの差異が埋入トルクならびにインプラント安定指数に及ぼす影
響　- 密度の異なる海綿骨セル型ブロックにおける比較 -

河合　邦彰	 神奈川歯科大学大学院歯学研究科高度先進口腔医学講座

O-2-7-3	 インプラント初期固定における骨切削法と骨緻密化法の比較
山口　葉子	 昭和大学インプラント歯科学講座

 座長　友竹　偉則

O-2-7-4	 インプラント体の骨内安定性の臨床評価
三田　拓也	 関東・甲信越支部

O-2-7-5	 インプラント治療における各種器具のトルク値再現精度
石井　通勇	 日歯大病院・口腔インプラント診療科

O-2-7-6	 インプラント上部構造固定用スクリューのリバーストルクに関する実験的研究
関根　秀志	 奥羽大学歯学部附属病院口腔インプラント科

●10：10～11：00　●生体力学
 座長　和田　誠大

O-2-7-7	 インプラント体の長さ別の初期固定状態の定量評価
中廣　剛士	 特定非営利活動法人臨床器材研究所

O-2-7-8	 異なる骨質に対する埋入トルクとインプラント安定度指数について
北山　　徹	 日本インプラント臨床研究会

O-2-7-9	 インプラント周囲骨吸収と応力域値の検討
加藤　英治	 口腔インプラント生涯研修センター

O-2-7-10	 3本インプラントの連結はリスクか？
佐々木匡理	 九州中央病院　歯科口腔外科・インプラントセンター

O-2-7-11	 非平行埋入の内部連結型インプラント症例において印象レベルが上部構造の浮き上が
りに及ぼす影響

松下　恭之	 九州大学歯学研究院口腔機能修復学講座

一般口演　第7会場（展示棟 会議室2） 発表7分一質疑応答3分
 2017年9月24日（日）9：00～14：50
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●11：10～12：00　●上部構造の設計，製作，技工
 座長　宮前　　真

O-2-7-12	 口腔内スキャナーを用いた直接法および技工用卓上スキャナーを用いた間接法にて製
作したブリッジの精度比較

福満　　龍	 関東・甲信越支部

O-2-7-13	 口腔内2か所の欠損部に対し，コーヌステレスコープを異なる方式で上部構造に応用
した1症例

早川　邦雄	 北海道形成歯科研究会

O-2-7-14	 インプラント治療におけるエマージェンスプロファイル調整の臨床的工夫
北村　英二	 日本インプラント臨床研究会

O-2-7-15	 重度の嘔吐反射を有する患者にトレーレス機能的咬合印象法を用いた1症例
鈴木　銀河	 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座／鶴見大学歯学部インプラントセンター

O-2-7-16	 異なるフィクスチャーとアバットメントを用いて咬合再構成した1症例
宮井　崇宏	 日本歯科先端技術研究所

●13：50～14：50　●偶発症
 座長　福田　雅幸

O-2-7-17	 外傷性潰瘍のためにインプラント除去を行った認知症患者の1症例
大石　建三	 大阪市立総合医療センター口腔外科

O-2-7-18	 インプラント治療による下歯槽神経損傷の1例ならびに文献的考察
板橋　基雅	 北海道形成歯科研究会

O-2-7-19	 口腔インプラント治療中に金属アレルギーによる皮膚炎を発症した1症例
近藤　雄三	 朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント科

 座長　奥森　直人

O-2-7-20	 インプラント補綴のトラブル症例の考察
永山　哲史	 口腔インプラント生涯研修センター

O-2-7-21	 インプラント治療後に生じた副鼻腔炎に対し内視鏡下副鼻腔手術を施行し消炎を図っ
た2例

羽鳥　友子	 一般社団法人横浜インプラント研究会

O-2-7-22	 インプラント精密印象後に突如発症した顔面神経麻痺の一症例
村山　大悟	 埼玉インプラント研究会
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●13：20～13：50　●ポスター発表1　●診査・診断
 座長　小野　真司

P-1-8-1	 金属アーチファクト低減に関する研究
竹崎　直弥	 伊東歯科口腔病院

P-1-8-2★	 レーザー変位計を応用した非接触型電磁式加振装置による	
新たなインプラント骨植状態の評価

小林　　寛	 日本大学歯学部歯科保存学第 II	講座

P-1-8-3★	 ユガーレを指標とした自然孔の歯科用コーンビームCT撮影
船川　竜生	 奥羽大学歯学部／歯科補綴学講座口腔インプラント学

P-1-8-4★	 エックス線水平照射のCBCTにおける被写体インプラントの寸法収縮について
岸本　博人	 大阪口腔インプラント研究会

P-1-8-5★	 歯科用コーンビームCTによる Canalis	Sinuosus の三次元的観察
酒井　悠輔	 奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント学

●13：20～13：50　●ポスター発表2　●術式，外科処置
 座長　高藤　恭子

P-1-8-6★	 傾斜埋入および荷重方向が即時荷重インプラントの微小動揺に及ぼす影響
杉浦　　勉	 奈良県立医科大学口腔外科学講座

P-1-8-7★	 上顎無歯顎に対する即時荷重インプラント治療の多施設10年間後ろ向き臨床研究
近藤　祐介	 九州歯科大学附属病院口腔インプラント科

P-1-8-8★	 自家腸骨海綿骨細片移植による下顎骨区域欠損再建後にCTデータにより作製した
サージカルテンプレートにてインプラント埋入した1例

宮本　郁也	 岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座

P-1-8-9★	 サージカルガイドを用いて低侵襲で行なった前歯部インプラント治療の1症例
田中　　翔	 日本インプラント臨床研究会

P-1-8-10	 下顎右側小臼歯部中間欠損にインプラント治療を行った1症例
藤岡　裕美	 京都インプラント研究所

ポスター発表　第8会場（展示棟 会議室3） 発表4分一質疑応答2分
 2017年9月23日（土）13：20～13：50
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●13：20～13：50　●ポスター発表3　●骨誘導，骨造成，GBR1
 座長　磯邉　和重

P-1-8-11	 重度歯周病患者にインプラントを用いて全顎治療を行った1症例
長富浩一郎	 九州インプラント研究会

P-1-8-12★	 上顎臼歯部欠損にフランジ形状キャップを用いてインプラント体早期埋入を行った4
年経過症例

熱田　　亙	 日本インプラント臨床研究会

P-1-8-13★	 吸収性乳酸 /グリコール酸共重合体（PLGA）膜と非吸収性高密度4フッ化エチレン
樹脂（d-PTFE）膜を用いたGBRの比較検討

末廣　史雄	 鹿児島大学病院口腔インプラント専門外来

P-1-8-14★	 上顎前歯部欠損症例に対する骨造成術併用インプラント治療の検討
西原　一秀	 琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座

P-1-8-15	 インプラント治療に連通多孔体ハイドロキシアパタイトを用いた骨造成法についての
臨床的検討

佐々木和起	 広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯学講座口腔外科学

●13：20～13：50　●ポスター発表4　●骨誘導，骨造成，GBR3
 座長　髙岡　一樹

P-1-8-16	 1回法上顎洞底挙上術における洞壁既存骨部分と残留新生骨部分のオッセオインテグ
レーションの比較	－イヌ前頭洞を使った長期動物実験－

清水　治彦	 関東・甲信越支部

P-1-8-17	 脱灰自家抜去歯顆粒を用いた歯槽骨造成療法後の歯周組織変化について
小笠原敬太	 神奈川歯科大学口腔科学講座・歯科形態学分野

P-1-8-18★	 前臨床試験応用に向けたイヌソケットプリザベーションモデルの構築ならびに大腸菌
由来BMP2/ β TCP複合体の有効性の検討

納所　秋二	 岡山大学大学院インプラント再生補綴学分野

P-1-8-19★	 低周波パルス磁場が骨芽細胞分化に与える影響
渡邉　　恵	 徳島大学病院歯科第1	補綴科

P-1-8-20★	 オッセオインテグレーションを誘導する細胞制御システムの開発
河井まりこ	 大阪歯科大学　歯学部　薬理学講座
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●13：20～13：50　●ポスター発表5　●臨床統計，疫学，社会歯学1
 座長　江原　雄二

P-1-8-21★	 コニカルコネクションとプラットフォームシフティングがインプラント周囲骨に及ぼ
す影響

荻野洋一郎	 九州大学大学院歯学研究院インプラント義歯補綴学分野

P-1-8-22★	 上顎洞底拳上術後の経過に関する臨床統計
折祖　研太	 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P-1-8-23	 ブラストエッチングイオン処理インプラントの臨床評価
吉村　伸彦	 信州大学医学部歯科口腔外科

P-1-8-24	 当科におけるインプラント患者の臨床的検討
園川　拓哉	 明海大学歯学部病態診断治療講座口腔顎顔面外科学分野

P-1-8-25	 外傷歯の予後に関する臨床的検討
赤城　裕一	 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座
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●13：20～13：50　●ポスター発表6　●インプラント材料，バイオマテリアル1
 座長　鈴木　恭典

P-1-9-1★	 各種プライマー処理がジルコニアと歯肉色コンポジットレジンとの接着強さに及ぼす
影響

窪地　　慶	 日本大学歯学部歯科補綴学第 III	講座

P-1-9-2★	 表面改質がチタン薄膜の構造学的変化に及ぼす影響
小畠　玲子	 広島大学大学院先端歯科補綴学研究室

P-1-9-3★	 純チタン金属表面へのアルカリ処理がラット歯根膜細胞に与える影響について
原　弓加里	 大阪歯科大学

P-1-9-4	 炭酸カルシウムを利用したチタンインプラント体表面の改質
山田　尚子	 朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント科

P-1-9-5	 光機能化処理によって増強された骨－インプラント結合強度は長期間安定している
煙山　修平	 北海道医療大学歯学部高齢者・有病者歯科学分野／北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野

●13：20～13：50　●ポスター発表7　●インプラント材料・バイオマテリアル3
 座長　三宅　　実

P-1-9-6	 チタン合金インプラント組成金属イオンの in	vitro 発生毒性について
今井　弘一	 大阪歯科大学歯科理工学講座

P-1-9-7★	 ミノサイクリンを担持したカーボンナノホーンの開発
前田由佳利	 北海道大学歯学研究院口腔機能補綴学教室

P-1-9-8	 ラットの頭部骨膜欠損モデルに対しフィブリン糊およびポリグリコール酸シートとゼ
ラチンスポンジにより被覆した創部治癒効果の比較

越沼　伸也	 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座

P-1-9-9★	 アメロジェニンコーティングナノ構造析出純チタン金属板が骨髄細胞および歯根膜細
胞の初期接着に与える影響について

寺田　知里	 大阪歯科大学

P-1-9-10★	 ラクトフェリンのナノ構造析出純チタン金属表面へのコーティングがラット歯根膜細
胞に与える影響について

陳　ルゲン	 大阪歯科大学

ポスター発表　第9会場（展示棟 会議室3） 発表4分一質疑応答2分
 2017年9月23日（土）13：20～13：50
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●13：20～13：50　●ポスター発表8　●デジタル歯科
 座長　添田　義博

P-1-9-11★	 デジタル技術を応用した抜歯後の骨吸収の三次元測定
小山田勇太郎	 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P-1-9-12★	 CAD/CAMサージカルテンプレートを用いた即時荷重2インプラントオーバーデン
チャー:5年経過報告

佐藤　大輔	 昭和大学インプラント歯科学講座／東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野

P-1-9-13★	 クリアランス不足により印象採得が困難な臼歯部インプラント症例に対する臨床的工
夫として光学印象採得を応用した一例

石浦　雄一	 昭和大学歯学部インプラント歯科学講座

P-1-9-14★	 光学印象を用いた無歯顎顎堤のサージカルガイド作製に関する基礎研究
米澤　　悠	 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P-1-9-15★	 口腔内スキャナーの複数歯における位置再現精度に関する研究
深澤　翔太	 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

●13：20～13：50　●ポスター発表9　●上部構造の設計，製作，技工
 座長　新井　是宣

P-1-9-16★	 アバットメントの緩みとインプラント体のひずみの関係
今村　直樹	 総合インプラント研究センター

P-1-9-17	 CAD/CAMアバットメントシステムによる各種インプラント補綴治療の簡便化につ
いて

関谷　弥千	 昭和大学

P-1-9-18★	 コーヌスクローネを応用したインプラント上部構造
金子　泰英	 日本インプラント臨床研究会

P-1-9-19★	 三次元下顎運動データに基づいたバーチャルワックスアップによる機能運動時の咬合
接触の観察

塚谷　顕介	 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P-1-9-20★	 マネジメントされたインプラント周囲粘膜のトランスファー～アバットメントのパッ
シブフィットを目指して～

前田　　貢	 ユニバーサルインプラント研究所／関東・甲信越支部
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●13：20～13：50　●ポスター発表10　●メインテナンス，SPT，インプラント周囲炎1
 座長　加藤　英治

P-1-9-21	 インプラント周囲炎に対するレドックスインジェクタブルゲルの骨芽様細胞における
抗酸化作用

小澤僚太郎	 神奈川歯科大学口腔統合医療学講座

P-1-9-22★	 歯科衛生士の臨床経験年数がインプラント周囲の歯肉縁下における各種口腔清掃具プ
ラーク除去率に及ぼす影響－ in	vitro	試験－

徳岡　亜季	 近畿・北陸支部

P-1-9-23★	 歯科衛生士によるインプラント周囲の歯肉縁下におけるデンタルフロスの清掃効果－
in	vitro	試験－

舩戸麻里子	 近畿・北陸支部

P-1-9-24★	 維持方法を変更しプラークコントロールを改善した上顎無歯顎に対する一症例 .
品川　浩介	 北海道形成歯科研究会

P-1-9-25★	 歯磨剤に配合された顆粒成分のインプラント周囲溝への侵入性の調査
友竹　偉則	 徳島大学病院口腔インプラントセンター
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●13：20～13：50　●ポスター発表11　●軟組織，インプラント周囲組織
 座長　懸田　明弘

P-2-8-1★	 インプラント埋入後のBP関連顎骨壊死の早期類似症例
名取　健寿	 総合インプラント研究センター

P-2-8-2★	 抜歯部軟組織の血管新生抑制は薬剤関連顎骨壊死の主原因ではない
黒嶋伸一郎	 長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンター／長崎大学大学院口腔インプラント学分野

P-2-8-3★	 プラットフォームスイッチング型インプラント周囲組織に関する研究	
－光学顕微鏡と共焦点定量イメージサイトメーターによる観察－

戸田　伊紀	 大阪歯科大学　解剖学講座

P-2-8-4★	 ビスフォスフォネート製剤とステロイド製剤の併用療法はインプラント周囲に顎骨壊
死を惹起する

松本　知生	 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔インプラント学

P-2-8-5★	 舌神経の解剖学的および組織学的研究とその臨床的意義
山本　将仁	 東京歯科大学

●13：20～13：50　●ポスター発表12　●先進的再生医療
 座長　越沼　伸也

P-2-8-6★	 イヌ歯根膜細胞シート付着型インプラントを用いた歯周組織再生誘導
鷲尾　　薫	 東京女子医科大学先端生命医科学研究所

P-2-8-7★	 エピガロカテキンガレート結合ゼラチンの生体内分解機序に関する検討
黄　　安祺	 大阪歯科大学口腔インプラント学講座

P-2-8-8★	 創傷治癒過程における宿主骨髄由来間葉系幹細胞と炎症性サイトカイン
古味　佳子	 岡山大学大学院インプラント再生補綴学分野

P-2-8-9★	 多血小板フィブリン適応後における骨欠損再生過程の形態学的研究
奥寺　俊允	 神奈川歯科大学口腔科学講座・歯科形態学分野

P-2-8-10	 再生医療新法施行後の骨再生療法の実施現況と包括的施用基準確立の取り組み
魚島　勝美	 新潟大学インプラント治療部／新潟大学大学院医歯学総合研究科生体補綴学分野

ポスター発表　第8会場（展示棟 会議室3） 発表4分一質疑応答2分
 2017年9月24日（日）13：20～13：50
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●13：20～13：50　●ポスター発表13　●骨誘導，骨造成，GBR2
 座長　津野　宏彰

P-2-8-11	 胎盤性剤（プラセンタ）の骨芽培養細胞に対する骨再生能の基礎医学的解明
福井　達也	 大阪歯科大学細菌学講座

P-2-8-12★	 炎症性刺激に影響されない複数の成長因子による骨芽細胞分化効果
横田　　潤	 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P-2-8-13★	 骨補填材料が骨細胞分化に与える影響
蔡　　優広	 東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野

P-2-8-14★	 顎骨の頬側皮質骨界面移動に伴う骨リモデリングの経時的変化
Martinez	de	la	Cruz	Gerardo	 東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野

P-2-8-15★	 ラット口蓋粘膜のmicro-graft	suspension を利用した骨増生の有効性の検討
中村慎太郎	 東京医科歯科大学　インプラント・口腔再生医学分野

●13：20～13：50　●ポスター発表14　●診査・診断，解剖，チーム医療
 座長　松尾　　朗

P-2-8-16	 アバットメント装着時のエックス線画像で歯肉部にメタルタゥーによる不透過像を認
めた症例

磯部　明夫	 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

P-2-8-17	 咬合習癖を有する患者へのインプラント補綴に対する考察：症例報告
林　　幹太	 インプラント再建歯学研究会

P-2-8-18★	 家族のためのインプラント手帳の作成とその概要
奥田　謙一	 大阪口腔インプラント研究会

P-2-8-19	 安全な歯科インプラント治療のためのクリニカルパスの活用
山本　博充	 近畿・北陸支部

P-2-8-20★	 本大学病院における口腔インプラント外科手術のための臨床応用解剖実習の取り組み
丸濵功太郎	 岡山大学大学院　口腔機能解剖学分野
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●13：20～13：50　●ポスター発表15　●臨床統計，疫学，社会歯学2
 座長　関　　啓介

P-2-8-21★	 本大学口腔インプラント科における患者の動向
野本　冬歌	 東京歯科大学口腔インプラント学講座

P-2-8-22★	 ロケーターアタッチメントを用いたインプラントオーバーデンチャー症例の患者満足
度調査

川村　　典	 東北・北海道支部

P-2-8-23★	 歯学生のインプラント治療に対する意識の変化についての調査報告
伊藤　　悠	 奥羽大学歯学部歯科補綴学講座

P-2-8-24★	 インプラント補綴による咬合支持が地域高齢者の健康増進に与える影響
木村　基士	 大阪医科大学　感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室

P-2-8-25★	 インプラント上部構造の違いによる患者満足度の評価について
佐藤　裕太	 東北・北海道支部
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●13：20～13：50　●ポスター発表16　●インプラント材料，バイオマテリアル2
 座長　田邊俊一郎

P-2-9-1	 新規骨再建材料としての炭酸アパタイト・コラーゲン複合体の開発
秋田　和也	 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野

P-2-9-2	 新規炭酸アパタイト製人工骨の開発　～in	vivo 及び in	vitro における吸収特性の評
価～

重光　勇介	 関東・甲信越支部

P-2-9-3★	 カルシウム - アミノ酸錯体由来HAからなるペーストの骨形成について
脇　　拓也	 鶴見大学有床義歯補綴学講座

P-2-9-4★	 ソケットプリザベーションに対する多孔質ハイドロキシアパタイト /コラーゲン複合
体の臨床応用について

林　　泰生	 神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター

P-2-9-5★	 配合比を変えたリン酸カルシウムセメントとβ-TCP 混和骨補填材料の物性評価と生
体内評価

田中　宏和	 信州大学医学部歯科口腔外科学教室／慈泉会相澤病院口腔病センター歯科口腔外科

●13：20～13：50　●ポスター発表17　●バイオマテリアル，有病者，診査・診断，メインテナンス
 座長　馬場　正英

P-2-9-6★	 尾部懸垂による負荷減少がマウス大腿骨の生体アパタイト（BAp）結晶配向性に与
える影響

中島　孝輔	 東京歯科大学・口腔インプラント学講座

P-2-9-7★	 アルカリ処理したナノジルコニアの生体活性
西崎真理子	 大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座

P-2-9-8★	 口腔インプラント患者におけるオーラルアプライアンス浄化のための亜塩素酸ナトリ
ウムジェルの抗菌効果

木本　一成	 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座

P-2-9-9	 経口 Bisphosphonate 系製剤投与患者にインプラント治療を行った1症例
阿久津正輝	 インプラント再建歯学研究会

P-2-9-10	 唾液エクソソーム精製過程におけるα- アミラーゼの解析
山本　恵史	 東京歯科大学・口腔インプラント／東京歯科大学・口科研・インプラント研究部門

ポスター発表　第9会場（展示棟 会議室3） 発表4分一質疑応答2分
 2017年9月24日（日）13：20～13：50
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●13：20～13：50　●ポスター発表18　●高齢者，有病者，特異疾患，偶発症
 座長　片海　裕明

P-2-9-11	 脳血管障害患者に対し可撤式電鋳インプラント上部構造により機能回復を行った1症
例

山田　千恵	 神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座横浜クリニック

P-2-9-12★	 高齢化によりメンテナンスが困難になったために術者可撤性のBone	Anchored	
Implant	Bridge から患者可撤性補綴装置へ変更した症例についての検討

吉武　博美	 伊東歯科口腔病院／九州インプラント研究会

P-2-9-13★	 当科における合併症に関する調査
田中　　全	 日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科

P-2-9-14	 当科におけるインプラントのアバットメント破折4症例の検討
今　　敬生	 弘前大学大学院医学研究科医科学専攻歯科口腔外科学講座

P-2-9-15★	 インプラント補綴治療患者の予後に関する研究－上部構造装着後13年以上経過症例の
残存歯喪失について－

手代木悠太	 日本大学松戸歯学部口腔インプラント学講座

●13：20～13：50　●ポスター発表19　●オーバーデンチャー，アタッチメント
 座長　齋藤　善広

P-2-9-16	 デンタルシミュレーターにおけるインプラントオーバーデンチャーの維持力
山根　　進	 日本歯科先端技術研究所

P-2-9-17★	 軟質裏装材を応用した暫間的インプラントオーバーデンチャーアタッチメントシステ
ムの維持力と角度許容性の検討

久保慶太郎	 東京歯科大学老年歯科補綴学講座

P-2-9-18★	 インプラントオーバーデンチャーによる治療への機能評価の応用
野村　太郎	 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P-2-9-19★	 CAD/CAMにより製作したインプラントオーバーデンチャーの2症例
鈴木　恭典	 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座／鶴見大学歯学部インプラントセンター

P-2-9-20★	 有限要素解析を用いたインプラント機能時の動的力学挙動に関する研究
佐藤愛美加	 東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野
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●13：20～13：50　●ポスター発表20　●メインテナンス，SPT，インプラント周囲炎2
 座長　森　　康志

P-2-9-21★	 インプラント周囲炎の治療法に関するディシジョンツリー
宮原　宇将	 	東京医科歯科大学インプラント口腔再生医学分野／東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラン

ト外来

P-2-9-22★	 インプラント周囲炎治療を行った2症例の長期的予後について
伊藤　太一	 東京歯科大学口腔インプラント学講座

P-2-9-23	 インプラント周囲炎に対するプロバイオティクスの効果の検討
多田　博昭	 九州歯科大学附属病院口腔インプラント科

P-2-9-24★	 インプラント周囲炎に骨移植と細菌検査による評価を行った3症例
中田　秀美	 東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野

P-2-9-25★	 インプラト周囲炎およびインプラント周囲粘膜炎の発症率についての調査研究
阪本　貴司	 大阪口腔インプラント研究会


