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9月22日（金）

仙台サンプラザ ホール

15：30〜16：30
●専門医教育講座（医学系研究に関する倫理セミナー）
「倫理指針と倫理審査申請方法の改定について」
座　長：馬場　俊輔（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：小山　重人（東北大学病院歯科インプラントセンター）

16：30〜18：00
●専門医教育講座
「インプラント治療におけるデジタルソリューションの検証」
座　長：三上　　格（北海道形成歯科研究会）
講　師：末瀬　一彦（大阪歯科大学 近畿・北陸支部）

セッションプログラム
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9月23日（土）

第1会場（仙台国際センター会議棟2階 大ホール）

9：00〜10：30
●シンポジウム1
「20年前のエビデンスは今？ －過去，エビデンスと言われた治療は現在，どのように考えられているか－」
座　長：梅原　一浩（青森インプラント研究会）
　　　　日比　英晴（名古屋大学頭頸部感覚器外科学講座）
講　師：春日井昇平（東京医科歯科大学 インプラント・口腔再生医学分野 歯学部附属病院インプラント外来）
　　　　田中　秀樹（九州インプラント研究会）
　　　　武田　孝之（東京歯科大学口腔インプラント学講座）

10：40〜12：10
●シンポジウム3〔共催：日本老年歯科医学会〕
「高齢者に対するインプラント治療：その長期メインテナンス」
座　長：櫻井　　薫（東京歯科大学老年歯科補綴学講座）
　　　　阿部　伸一（東京歯科大学解剖学講座）
講　師：阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）
　　　　柏井　伸子（関東・甲信越支部）
　　　　佐藤　裕二（昭和大学歯科病院）

13：50〜14：50
●特別講演
「スマート・エイジングー認知症ゼロ社会を目指してー」
座　長：西郷　慶悦（嵌植義歯研究所）
講　師：川島　隆太（東北大学加齢医学研究所）

15：00〜16：30
●シンポジウム6〔共催：日本歯科保存学会，日本歯周病学会，日本歯内療法学会〕
「インプラント治療における抜歯基準の再考」
座　長：原　　宜興（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯周病学分野）
　　　　阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：水上　哲也（九州支部）
　　　　林　美加子（大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座（歯科保存学教室））
　　　　福西　一浩（ジャシド）

第2会場（仙台国際センター会議棟2階 桜）

9：00〜10：30
●シンポジウム2
「インプラント周辺機器を使いこなそう」
座　長：立川　敬子（東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来）
　　　　林　　美穂（北日本口腔インプラント研究会）
講　師：中田光太郎（岡山大学 近畿・北陸支部）
　　　　十河　基文（近畿・北陸支部）
　　　　白鳥　清人（中部支部）

セッションプログラム
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10：40〜12：10
●シンポジウム4
「エビデンスに基づいた審美インプラント治療」
座　長：水上　哲也（九州支部）
　　　　萩原　芳幸（日本大学歯学部附属歯科病院歯科インプラント科）
講　師：築山　鉄平（九州支部）
　　　　脇　　智典（関東・甲信越支部）
　　　　中野　　環（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座）

13：50〜15：20
●シンポジウム5〔共催：日本デジタル歯科学会，日本歯科理工学会〕
「最先端インプラント治療 : 新しいデジタルワークフロー」
座　長：馬場　一美（昭和大学 歯科補綴学講座）
　　　　井汲　憲治（一般社団法人日本インプラント臨床研究会）
講　師：清水　誠治（京都インプラント研究所）
　　　　近藤　尚知（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）
　　　　松浦　賢治（関東・甲信越支部）

15：30〜17：00
●シンポジウム7〔共催：日本補綴歯科学会〕
「可撤性補綴装置の設計指針」
座　長：大久保力廣（鶴見大学歯学部インプラントセンター）
　　　　田中　譲治（一般社団法人日本インプラント臨床研究会）
講　師：永田　省藏（九州支部）
　　　　小林　琢也（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）
　　　　奥野　幾久（近畿・北陸支部）

第3会場（仙台国際センター会議棟2階 橘）

17：10〜18：00
●イブニングセミナー1
「口腔内スキャナーを使用した臨床および技工の現在と今後の展望  
　　　　〜歯科医師と技工士それぞれの見解と結びつきについて〜」
座　長：田中　譲治（一般社団法人 日本インプラント臨床研究会）
講　師：若井　広明（一般社団法人 日本インプラント臨床研究会）
　　　　木村　健二（一般社団法人 日本インプラント臨床研究会）

第4会場（仙台国際センター会議棟2階 萩）

17：10〜18：00
●イブニングセミナー2
「セメント固定，スクリュー固定に頼らない患者可撤式電鋳上部構造の意義と臨床 実演供覧」
座　長：鈴木　正史（一般社団法人東京形成歯科研究会）
　　　　相澤　八大（一般社団法人東京形成歯科研究会）
講　師：林　　昌二（神奈川歯科大学）
　　　　奥寺　　元（一般社団法人東京形成歯科研究会）

セッションプログラム
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第5会場（仙台国際センター会議棟3階 白橿）

17：10〜18：00
●イブニングセミナー3
「Peri-implantitis episode Ⅲ（完結編）Peri-implantitis ≠ Periodontitis 似て非なるもの！」
座　長：中島　　康（大阪インプラント研究会）
講　師：宗像　源博（神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター）
　　　　大月　基弘（大阪大学歯学部顎口腔機能再建学講座・高齢者歯科学分野）

第6会場（仙台国際センター展示棟 会議室1）

17：10〜18：00
●イブニングセミナー4
「口腔インプラント医が知っておくべき骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の知識」
座　長：十河　基文（近畿・北陸支部）
講　師：岸本　裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）
　　　　髙岡　一樹（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

第7会場（仙台国際センター展示棟 会議室2）

17：10〜18：00
●国際誌委員会セミナー
「国際誌（IJID）の発行からの経緯と優秀論文賞」
座　長：村上　　弘（愛知学院大学歯学部高齢者学歯科学講座口腔インプラント科）
講　師：岡田　常司（東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来）

セッションプログラム
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9月24日（日）

第1会場（仙台国際センター会議棟2階 大ホール）

9：30〜10：45
●海外招待講演Ⅰ
「Peri-implant soft tissues management」
座　長：山内　健介（東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野）
講　師：Dr. Mario Beretta（University of Milan）

10：45〜12：00
●海外招待講演Ⅱ
「Peri-implantitis: hype, myth & evidence」
座　長：髙橋　　哲（東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野）
講　師：Prof. Dr. Hugo De Bruyn（Ghent University Belgium）

13：50〜15：05
●海外招待講演Ⅲ
「Transitioning teeth to implants: Biologic, surgical and prosthetic determinants of success」
座　長：小川　　徹（東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野）
講　師：Prof. Dr. Homa H. Zadeh（University of Southern California）

15：05〜15：50
●国際セッション（国際渉外委員会セミナー）
「タイインプラント学会との交流を始めるに際して：タイでのインプラント治療の現状」
座　長：前田　芳信（大阪大学大学院歯学研究科）
　　　　松浦　正朗（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：Dr. Somchai Sethasirisombat（President of Thai Association of Dental Implantology）
　　　　Ass. Prof. Dr. Atiphan Pimkhaokham（Chulalongkorn University）

第2会場（仙台国際センター会議棟2階 桜）

9：00〜10：20
●専門歯科衛生士・専門歯科技工士委員会合同セミナー
「チーム医療としてのインプラントを考える」
座　長：佐藤　博信（福岡歯科大学口腔医療センター）
　　　　山田　貴子（新大阪歯科衛生士専門学校歯科衛生士学科）
講　師：佐藤　博信（福岡歯科大学口腔医療センター）
　　　　山口　芳正（関東・甲信越支部）
　　　　小林　明子（関東・甲信越支部）

10：30〜12：00
●専門歯科衛生士教育講座
「インプラント治療に関わる歯科衛生士が知っておくべき基礎と臨床〜インプラント治療指針2016年から〜」
座　長：柏井　伸子（関東・甲信越支部）
講　師：阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会 専門歯科衛生士委員会）

セッションプログラム
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13：50〜15：50
●シンポジウム9〔共催：日本歯周病学会，日本臨床歯周病学会〕
「歯周病患者におけるインプラント治療の問題点とその解決」
座　長：佐藤　　聡（日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯周病学講座）
　　　　小田　　茂（東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部）
講　師：谷口　宏太（九州インプラント研究会）
　　　　林　丈一朗（明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病学分野）
　　　　長谷川嘉昭（関東・甲信越支部）

第3会場（仙台国際センター会議棟2階 橘）

8：00〜8：50
●モーニングセミナー1
「高齢者の多くが服用する漢方薬について」
座　長：椋梨　兼彰（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：久保　茂正（大阪口腔インプラント研究会）

9：00〜12：00
● BACK�TO�THE�BASICS

座　長：春日井昇平（東京医科歯科大学 インプラント・口腔再生医学分野 歯学部附属病院インプラント外来）
　　　　江原　雄二（京都インプラント研究所）
　「基礎病態学からみたインプラントの功罪」
　　　井上　　孝（東京歯科大学臨床検査病理学講座）
　「口腔インプラント治療の光と影－最近の偶発症，特に下歯槽神経損傷の実態－」
　　　柴原　孝彦（東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座）
　「GBR を成功させるための基礎と術式のポイント」
　　　堀内　克啓（ジャシド）
　「臼歯部上部構造の材料選択」
　　　宮﨑　　隆（昭和大学歯学部歯科理工学分野）
　「歯周治療の原理原則に基づく，インプラント周囲炎の治療」
　　　吉野　敏明（関東・甲信越支部）

13：50〜15：50
●大会企画シンポジウム
「我が国発―骨再生のフロンティア」
座　長：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）
講　師：長谷川　博（福島県立医科大学附属病院歯科口腔外科）
　　　　川井　　忠（東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野）
　　　　宮本　洋二（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔科学部門 臨床歯学系 口腔外科学分野）
　　　　村上　伸也（大阪大学大学院歯学研究科口腔治療学教室）

セッションプログラム
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第4会場（仙台国際センター会議棟2階 萩）

8：00〜8：50
●モーニングセミナー2
「抜歯基準とインプラントの適応」
座　長：和田　義行（北海道形成歯科研究会）
講　師：吉谷　正純（北海道形成歯科研究会）

14：00〜15：30
●市民公開講座
「インプラントから健康長寿」
座　長：小山　重人（東北大学病院歯科インプラントセンター）
講　師：西郷　慶悦（嵌植義歯研究所）
　　　　笹野　高嗣（東北大学大学院歯学研究科口腔診断学分野）

第5会場（仙台国際センター会議棟3階 白橿）

8：00〜8：50
●モーニングセミナー3
「合併症を防ぐ咬合の与え方」
座　長：澤瀬　　隆（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座口腔インプラント学分野）
講　師：飯島　俊一（九州インプラント研究会）

9：00〜10：20
●シンポジウム8
「インプラント補綴症例への睡眠時無呼吸症の OA（Oral Appliance）治療の現状と展望」
座　長：古畑　　升（日本歯科大学附属病院内科いびき・睡眠時無呼吸診療センター）
　　　　秀島　雅之（東京医科歯科大学歯学部附属病院快眠歯科（いびき・無呼吸）外来）
講　師：鱒見　進一（九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野）
　　　　松尾　　朗（東京医科大学茨城医療センタ－，歯科口腔外科 東京医科大学医学部口腔外科学分野）
　　　　中村　周平（東京医科歯科大学歯学部附属病院快眠歯科（いびき・無呼吸）外来）

10：30〜12：00
●専門歯科技工士教育講座
「歯科インプラント補綴技工40年の変遷と未来物語」
座　長：舞田　健夫（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系高度先進補綴学分野）
講　師：坂本　　裕（東北・北海道支部）

14：00〜15：30
●認定・試験・編集委員会セミナー
「専修医・専門医・指導医資格取得のためのガイダンス」
座　長：堀田　康記（愛知インプラントセンター）
講　師：藤井　俊治（新潟再生歯学研究会）
　　　　永原　國央（朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント科）
　　　　小倉　隆一（日本口腔インプラント学会編集委員会　日本インプラント臨床研究会）

セッションプログラム
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第6会場（仙台国際センター展示棟 会議室1）

8：00〜8：50
●モーニングセミナー4
「インプラント周囲炎に対する予防と治療」
座　長：渡沼　敏夫（埼玉インプラント研究会）
講　師：入江　修充（埼玉インプラント研究会）
　　　　入江　悦子（埼玉インプラント研究会）

第7会場（仙台国際センター展示棟 会議室2）

8：00〜8：50
●モーニングセミナー5
「チタンに代わる次世代インプラント材料の現状と将来展望」
座　長：渡邉　　恵（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔顎顔面補綴学分野）
講　師：石田　雄一（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔顎顔面補綴学分野）
　　　　内藤　禎人（徳島大学病院 口腔インプラントセンター）

セッションプログラム


