
● 9:00 ～ 10:00　●優秀研究発表（臨床 1）

座長　白井　敏彦（大阪口腔インプラント研究会）

O-1-2-1 抜歯窩の治癒に影響を及ぼす因子についての多変量解析を用いた検討
 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／神奈川歯科大学大学院顎顔面病態診断治療

学講座

O-1-2-2  超高齢社会における無歯顎患者に対するインプラント補綴の新たな提案 
-HIGHBRIDGE コンセプト

 高橋　恭久 日本歯科先端技術研究所

O-1-2-3  上顎洞底挙上術におけるhydroxyapatite/collagen composite material の有用性の検討
 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-1-2-4  前歯部インプラント治療に伴う結合組織移植術がインプラント周囲組織の形態に及ぼ
す影響

 小林　友幸 大阪大学歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野

● 10:05 ～ 10:50　●優秀研究発表（臨床 2）

座長　豊嶋　健史（中国・四国支部）

O-1-2-5  フルアーチテレスコープ固定式およびスクリュー固定式インプラント上部構造におけ
るインプラント周囲骨吸収量の比較検討：機能年数 7-13 年

 小田　由香里 東京歯科大学口腔インプラント学講座

O-1-2-6 上顎洞底挙上後の上顎洞粘膜の変化に関わるリスク因子の検討
 矢島　奈央子 神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター

O-1-2-7 歯科用 CBCTの金属アーチファクト低減方法とその臨床的意義
 竹林　晃 関東・甲信越支部

● 10:55 ～ 11:40　●優秀研究発表（臨床 3）

座長　吉村　治範（北海道形成歯科研究会）

O-1-2-8  歯科インプラントによる咀嚼機能回復と保健指導の組合せは体組成と代謝マーカーに
影響する

 武内　博朗 関東・甲信越支部／鶴見大学歯学部

O-1-2-9 骨増生法施術後のインプラント体周囲頬側骨厚径に関する多施設観察研究
 小田　師巳 近畿・北陸支部

O-1-2-10 インプラント周囲骨吸収の原因に関する臨床学的検討
 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

優秀研究発表　第 2会場（5階 小ホール） 発表 10 分一質疑応答 5分
2018 年 9 月 15 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　横山　敦郎（北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野口腔機能補綴学教室）

O-1-7-1  偏心荷重下での繰り返し負荷がインプラントコンポーネントに及ぼす影響 
―ジルコニア製アバットメントとチタン製アバットメントの比較―

 中野　遼太郎 東京歯科大学口腔インプラント学講座／東京歯科大学口腔科学研究センター

O-1-7-2  アタッチメントの特性を反映した新規手法によるインプラント・オーバーデンチャー
の粘膜部応力の計測

 都留　朋子 九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座

O-1-7-3 透光性ジルコニアに対する審美歯科材料の摩耗特性
 林　祥太 東京歯科大学口腔インプラント学講座／東京歯科大学口腔科学研究センター

O-1-7-4  インプラント体の粗面構造に誘発されるNeuronal PAS domain 2(NPAS2) 時計遺伝
子はオッセオインテグレーションを促進する

 森永　健三 福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野／UCLA School of Dentistry

● 10:05 ～ 10:50　●優秀研究発表（基礎 2）

座長　立川　敬子（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科インプラント・口腔再生医学分野）

O-1-7-5 CBCT及びイントラオーラルスキャナにおける被写体間距離の寸法安定性について
 小室　暁 大阪口腔インプラント研究会

O-1-7-6 インプラント周囲結合組織に特異的に発現する遺伝子 Lbp と Sod3 の検討
 小林　孝誌 東京歯科大学口腔インプラント学講座／東京歯科大学口腔科学研究センター

O-1-7-7  真空熱処理エピガロカテキンガレート結合ゼラチン上における多能性前駆細胞の細胞
接着と骨形成能の評価

 笹山　智史 大阪歯科大学口腔インプラント学講座

● 10:55 ～ 11:40　●優秀研究発表（基礎 3）

座長　山田　陽一（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）

O-1-7-8  下顎インプラントオーバーデンチャー装着による 合力の増加が顎堤粘膜に及ぼす影響
 佐藤　宏明 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

O-1-7-9  ビスフォスフォネート製剤とデノスマブ誘発性顎骨壊死の病因・病態は脈管形成依存
性に異なる

 早野　博紀 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-1-7-10 マイクロファイバーを用いた多孔質炭酸アパタイト顆粒の開発と骨再建への応用
 秋田　和也 徳島大学大学院医歯薬研究部口腔外科学分野

優秀研究発表　第 7会場（10 階 会議室 1009） 発表 10 分一質疑応答 5分
2018 年 9 月 15 日（土）9:00 ～ 11:40
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● 14:10 ～ 15:00　●臨床研究（１），臨床的基礎研究

座長　正木　千尋（九州歯科大学口腔インプラント科）

O-1-3-1 プローブ挿入圧の学習効果について
 柏井　伸子 関東・甲信越支部

O-1-3-2 超音波スケーラーチップがチタンおよびジルコニア表面へ及ぼす影響
 岩崎　美和 関東・甲信越支部

O-1-3-3 PMTCが歯冠修復物の表面性状およびバイオフィルムの形成に及ぼす影響
 関　真理子 福岡歯科大学医科歯科総合病院歯科衛生士部

O-1-3-4 当院におけるインプラントメインテナンス患者 121 例についての考察
 菅　麻美 関東・甲信越支部／九州歯科大学附属病院口腔インプラント科

O-1-3-5  大学附属病院口腔インプラント科における手指消毒剤の使用頻度改善に対する介入方
法の検討

 板並　悠香 大阪歯科大学附属病院歯科衛生部

● 15:00 ～ 15:50　●症例報告（メインテナンス，SPT）

座長　村井　健二（ジャシド）

O-1-3-6 形状の異なるインプラントのメインテナンス時の各種検査の注意点について
 阪本　勇紀 近畿・北陸支部

O-1-3-7  若年患者の上顎右側中切歯欠損にインプラント治療を行った１症例 
～４年間のメインテナンスの経過～

 栗城　いづみ 東北・北海道支部

O-1-3-8 メンテナンス時にインプラント体の頬側にフィステルがあった症例
 芳岡　いずみ 関東・甲信越支部

O-1-3-9 インプラント 25 年経過良好症例に対して歯科衛生過程を用いて振り返った一症例
 松田　みなみ 九州インプラント研究会

O-1-3-10  口腔機能向上訓練と口腔ケアを行い全身状態の改善を経験したインプラント補綴と 
義歯補綴の 2症例

 藤野　智佳子 北海道形成歯科研究会

歯科衛生士セッション　第 3会場（10 階 会議室 1003） 発表 7分一質疑応答 3分
2018 年 9 月 15 日（土）14:10 ～ 17:10

45



● 15:50 ～ 16:30　●臨床研究（２）

座長　加藤　大輔（愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座）

O-1-3-11 メンテナンス無断キャンセル率改善を目的とした当該患者データの追跡
 長藤　愛美 関東・甲信越支部／インプラント再建歯学研究会

O-1-3-12 洗口液のメインテナンス中の口腔細菌数に及ぼす影響
 横澤　祐奈 岩手医科大学附属病院歯科医療センター歯科衛生部

O-1-3-13  PMTCの現状と課題についての検討 
－歯科衛生士を対象とした PMTCの実施状況に関するアンケート調査から－

 平岡　麻衣 福岡歯科大学医科歯科総合病院歯科衛生士部

O-1-3-14 歯科インプラント治療患者の既往歴を考慮した周術期管理について
 永田　恵 JCHO大阪病院歯科口腔外科

● 16:30 ～ 17:10　●臨床での提案・工夫，症例報告（高齢者，有病者，チーム医療）

座長　和田　義行（北海道形成歯科研究会）

O-1-3-15 静脈内鎮静法併用インプラント埋入手術時の歯科衛生士の役割
 阿部田　暁子 関東・甲信越支部

O-1-3-16 多数歯欠損に対してインプラントオーバーデンチャーによる治療を行った１症例
 佐藤　元美 東北・北海道支部

O-1-3-17 要介護高齢者における撤退戦略後のインプラント口腔ケアの経験
 田中　由美 汐田総合病院

O-1-3-18 容易にプラークコントロールが可能な全顎的補綴装置の基底面形態を作るための工夫
 岡本　陽子 関東・甲信越支部
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● 9:00 ～ 9:50　●診査・診断

座長　廣安　一彦（日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科）

O-1-4-1 歯科用コーンビームCTにおける歯科インプラント界面の実験的研究
 内藤　宗孝 愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座

O-1-4-2 上顎前歯部口腔インプラント治療難症例のCT分類による検討
 岡田　素平太 日本大学松戸歯学部放射線学講座

O-1-4-3 インプラント埋入部位の下顎下縁形態分類と骨梁解析パラメータの関連評価
 月岡　庸之 日本大学松戸歯学部放射線学講座

O-1-4-4  CT を用いた下顎第二大臼歯部における下顎管の位置と大きさおよび皮質骨の厚さの
検討

 小川　秀仁 関東・甲信越支部／日本大学松戸歯学部放射線学講座

O-1-4-5 インプラント治療と矯正治療を併用し 合支持を獲得した１症例
 尾崎　槙一 北海道形成歯科研究会

● 10:00 ～ 10:50　● 診査・診断，偶発症

座長　林　正人（臨床器材研究所）

O-1-4-6  前歯部フレアーアウト症例に対してオーストリア 合学を用いて包括的審美歯科治療
を行った一症例

 笹尾　道昭 インプラント再建歯学研究会／関東・甲信越支部

O-1-4-7  繰り返しねじり試験によるチタン - ジルコニウム合金製インプラントのアバットメン
トスクリューの緩み

 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-1-4-8 当科での上顎洞迷入インプラント患者への対応
 上田　美帆 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

O-1-4-9 アタッチメントロスによる 合支持能力指数とインプラント治療
 齋藤　善広 嵌植義歯研究所

O-1-4-10 訴訟となった３例のインプラント治療
 渡沼　敏夫 埼玉インプラント研究会

一般口演　第 4会場（10 階 会議室 1001-2） 発表 7分一質疑応答 3分
2018 年 9 月 15 日（土）9:00 ～ 17:00
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● 11:00 ～ 11:50　●偶発症，矯正

座長　岸本　裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

O-1-4-11 下顎小臼歯欠損部へ矯正治療後にインプラント埋入を行った１症例
 高良　巖 日本インプラント臨床研究会

O-1-4-12 口腔インプラント埋入後の全身症状の発現によりインプラント体撤去に至った 1症例
 木林　博之 岡山大学病院／近畿・北陸支部

O-1-4-13 歯科インプラントによる全顎的治療において側方セファロ分析を応用した 1例
 岩元　健剛 関東・甲信越支部

O-1-4-14 熱火傷が原因でインプラント早期脱落を起こした１症例
 菅田　真吾 北海道形成歯科研究会

O-1-4-15 上顎洞に迷入したインプラント体を撤去した 2例
 片岡　英里 日本歯科先端技術研究所

● 14:10 ～ 14:50　●デジタル歯科，チーム医療，インターディシプリナリー治療

座長　鈴木　恭典（鶴見大学インプラントセンター）

O-1-4-16 3D コンピューターシミュレーションによるインプラント手術の精度の向上
 高田　尚美 埼玉インプラント研究会

O-1-4-17  欠損環境改善の為に歯科矯正治療後 , 上顎洞底挙上術を併用し智歯移植を行った上顎
第一大臼歯欠損の１症例

 林　幹智 関東・甲信越支部

O-1-4-18 デジタル印象を使用したインプラント上部構造製作
 草野　洋平 九州支部

O-1-4-19  フルアーチインプラントケースにおける口腔内スキャナーを用いた光学印象法の 3次
元的精度の検討

 村上　高宏 日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学・インプラント学
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● 15:10 ～ 15:50　●デジタル歯科，シミュレーション，ガイデッド サージェリー

座長　佐藤　大輔（昭和大学歯学部インプラント歯科学）

O-1-4-20 無歯顎のインプラント治療における口腔内スキャナーの有用性について
 白鳥　香理 東北・北海道支部／北海道形成歯科研究会

O-1-4-21  内部注水機構を付与したサージカルガイドプレートによるドリルの温度上昇抑制に関
する実験的研究

 井上　裕久 近畿・北陸支部

O-1-4-22 光学印象を用いたインプラント上部構造製作の工夫
 渡辺　理平 青森インプラント研究会

O-1-4-23 インプラント治療におけるVRの活用
 丸尾　勝一郎 神奈川歯科大学口腔統合医療学講座

● 16:10 ～ 17:00　●シミュレーション，ガイデッド サージェリー

座長　野本　秀材（日本歯科先端技術研究所）

O-1-4-24  インプラント難症例に対するナビゲーション手術による安全性向上―臨床的提案―
 尾関　雅彦 昭和大学歯学部インプラント歯科学講座

O-1-4-25 アンカースクリューを用いたカスタムサージカルステントの作製法
 髙橋　孝文 関東・甲信越支部

O-1-4-26  ダイナミックナビゲーションを使用したインプラント埋入手術の有用性と術中トラブル
 山口　葉子 昭和大学インプラント歯科学講座

O-1-4-27  インプラントガイデッドサージェリーにおいてインプラント埋入位置の誤差を生じる
因子の検討

 松村　淳史 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-1-4-28 ガイデッドサージェリーにおける骨のヒートネクローシス回避の工夫
 荒井　昌海 京都インプラント研究所
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● 9:00 ～ 9:50　●軟組織，インプラント周囲組織，歯の移植・再植

座長　福田　雅幸（秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科）

O-1-5-1 下顎第二小臼歯先天性欠損に上顎第三大臼歯を用いた歯の移植の 1例
 下山　智子 関東・甲信越支部

O-1-5-2 歯科インプラント治療が適応不可であった若年患者に対して行った歯の移植の 3例
 新名主　耕平 関東甲信越支部

O-1-5-3 サブマージドインプラントの免荷期間に生じる頬側骨吸収についての一考察
 吉川　修平 北海道形成歯科研究会

O-1-5-4 インプラント治療を希望した患者さんに再植と歯牙移植で対応し 3年経過した症例
 加藤　道夫 横浜口腔インプラント研究会

O-1-5-5 ブタコラーゲンマトリックス移植による周囲軟組織の増生量及び組織学的観察
 笹川　敦大 日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科機能性咬合治療

● 10:00 ～ 10:40　●解剖，オッセオインテグレーション

座長　日比　英晴（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）

O-1-5-6 異種多孔性骨移植材を用いた歯槽骨造成療法後の歯周組織変化
 小笠原　敬太 神奈川歯科大学大学院口腔科学講座

O-1-5-7 多血小板フィブリン適応後における歯槽骨再生と微小循環
 奥寺　俊允 神奈川歯科大学大学院口腔科学講座

O-1-5-8 埋入後インプラント体周囲に新生されたオステオン様構造の動向
 是澤　和人 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

O-1-5-9 ヒト無歯下顎骨前歯部皮質骨における生体アパタイト結晶配向性
 古川　丈博 東京歯科大学口腔インプラント学講座／東京歯科大学口腔科学研究センター

一般口演　第 5会場（10 階 会議室 1004-7） 発表 7分一質疑応答 3分
2018 年 9 月 15 日（土）9:00 ～ 17:00
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● 11:00 ～ 11:40　●インプラント材料，バイオマテリアル，歯科技工

座長　荻野　洋一郎（九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座クラウンブリッジ補綴学分野）

O-1-5-10  インプラント体を固定源とした矯正治療におけるデジタルセットアップの有用性につ
いての考察

 吉川　一希 関東・甲信越支部

O-1-5-11 硬組織および軟組織の同時再生を目指す新規インプラント材料の創製
 小正　聡 大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座

O-1-5-12  牛骨由来移植材料を含有させた真空熱処理エピガロカテキンガレート結合ゼラチンの
骨形成能評価

 李　佩祺 大阪歯科大学口腔インプラント学講座

O-1-5-13  歯科インプラントによる全顎的補綴装置製作におけるチェアサイドでの歯科技工士の
役割

 畑山　賢伸 関東・甲信越支部

● 14:10 ～ 15:00　●上部構造の設計，製作，技工

座長　村上　洋（日本大学松戸歯学部付属病院口腔インプラント科）

O-1-5-14 製造中止となったインプラントのリカバリー症例
 伊熊　直記 京都インプラント研究所

O-1-5-15  作業用模型におけるインプラントアナログの変位 
－印象用コーピングの違いによる影響－

 佐藤　光一 奥羽大学歯学部歯科補綴学講座

O-1-5-16  チタンベースのデザインの違いがジルコニアアバットメントの強度に及ぼす力学的影響
 渡邊　翔太 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-1-5-17  クリアランスが不足している症例に対して口腔内スキャナーを使用して上部構造を製
作する際の注意点

 小山田　勇太郎　 岩手医科大学

O-1-5-18  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値の変化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
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● 15:10 ～ 16:00　●インプラント周囲炎

座長　笹谷　和伸（日本インプラント臨床研究会）

O-1-5-19 降圧剤服用患者のインプラント周囲組織に関する臨床的評価
 関　啓介 日本大学歯学部付属歯科病院・歯科インプラント科／日本大学歯学部総合歯科学分野

O-1-5-20 生存時間分析を用いたインプラント周囲炎のリスク因子についての縦断研究
 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-1-5-21  アバットメント結合様式が連結部のマイクロギャップおよび微小漏洩の発生に与える
影響

 鶴田　勝大 九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座インプラント・義歯補綴学分野

O-1-5-22 インプラント骨髄炎の検討
 高橋　雅幸 防衛医科大学校歯科口腔外科

O-1-5-23 口腔細菌付着におけるチタン表面形態の影響
 加藤　英治 口腔インプラント生涯研修センター

● 16:10 ～ 17:00　●再建外科，術式，外科処置

座長　栗田　浩（信州大学医学部歯科口腔外科）

O-1-5-24 下顎臼歯部にショートインプラントを埋入した長期経過症例
 森下　長 北海道形成歯科研究会

O-1-5-25 下顎エナメル上皮腫切除後にインプラントを用いて 合再建した 1例
 西原　正樹 埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科

O-1-5-26  上顎無歯顎インプラントオーバーデンチャーの経過不良症例に対して骨造成と固定性
補綴装置の適用が有効であった 1例

 上松　晃也 新潟大学医歯学総合病院インプラント治療部

O-1-5-27  上顎洞を避け既存骨に埋入したインプラントによる 合回復を行い9年経過した1症例
 金塚　文子 関東・甲信越支部

O-1-5-28 口唇口蓋裂患者の顎裂部にインプラント治療を行った１例
 神農　悦輝  南部徳洲会病院／福岡口腔インプラント研究会／琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建

学講座
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● 9:00 ～ 9:50　●臨床統計，疫学，社会歯科 1

座長　石﨑　勤（日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科）

O-1-6-1  インプラント埋入位置の違いを含めたインプラント周囲組織の健康状態に及ぼす因子
の一般化方程式を用いた検討

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-1-6-2 インプラント治療に対する患者満足度調査
重原　暉 関東・甲信越支部／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科

O-1-6-3 直径の違いによるインプラント体埋入後の動揺度変化
藤井　俊治 新潟再生歯学研究会

O-1-6-4 インプラントの経年的負荷が下顎骨下縁の皮質骨の厚さにおよぼす影響について
神田　省吾 京都インプラント研究所

● 10:00 ～ 10:50　●臨床統計，疫学，社会歯科 2

座長　荒川　光（岡山大学病院クラウンブリッジ補綴科）

O-1-6-6  歯科インプラント治療に携わる歯科医師および歯科衛生士の歯と歯周の状態に関する
研究－齲蝕歯，欠損歯およびその補綴の状況について－

岡田　芙実子 福岡口腔インプラント研究会

O-1-6-7 当科におけるインプラント治療症例についての臨床統計学的検討
浅田　泰幸 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座

O-1-6-8 コンピュータを用いた骨粗鬆症のスクリーニングについて
大西　吉之 京都インプラント研究所

O-1-6-9 歯科インプラント破折についての多施設共同研究
馬場　正英 福岡口腔インプラント研究会

O-1-6-10 長期症例におけるインプラントの対合歯喪失の因子の検討
高橋　明寛 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科インプラント口腔再生医学分野

一般口演　第 6会場（10 階 会議室 1008） 発表 7分一質疑応答 3分
2018 年 9 月 15 日（土）9:00 ～ 16:00
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● 11:00 ～ 11:50　●臨床統計，疫学，社会歯科，生体力学

座長　永山　正人（北日本口腔インプラント研究会）

O-1-6-11 インプラント体の長さ別および太さ別の初期固定状態の定量評価
 足立　安弘 臨床器材研究所

O-1-6-12  ISO9001 に “ リスク分析とその取組み ”が新たに包括された 
―品質の国際規格 ISO9001:2015 版が制定―

 金田　叔朗 近畿・北陸支部

O-1-6-13  3 本インプラントの連結はリスクか？　 
－不適合の位置の影響－

 松下　恭之 九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座

O-1-6-14 連結したインプラント周囲の骨におけるストレス・シールディング（応力遮蔽）
 堀　聖尚 北海道大学大学院歯学研究科口腔機能補綴学教室

O-1-6-15 異なる表面性状と接合様式をもつインプラント体の臨床的検討
 山田　麻衣子 日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科

● 14:10 ～ 15:00　●高齢者，有病者，特異疾患， 合・咀嚼

座長　片岡　利之（東京女子医科大学歯科口腔外科学講座）

O-1-6-16 インプラント治療と自家歯牙移植を併用して 合再構成を行った一症例
 水上　克 新潟再生歯学研究会

O-1-6-17 訪問歯科診療で対応したインプラント患者の２症例
 荻原　宏志 北海道形成歯科研究会

O-1-6-18  義歯を安定させるための工夫として下顎無歯顎に対しインプラントオーバーデン
チャーを適用したオーラルジスキネジアの 1症例

 君　賢司 東北・北海道支部／奥羽大学歯学部附属病院口腔インプラント科

O-1-6-19 下顎片側最後方大臼歯欠損のインプラント治療が 合力分布へ及ぼす影響
 山崎　裕太 新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部

O-1-6-20 歯科インプラント治療が血糖コントロールの動機付けの一助となった 1例
 井上　亮 京都大学大学院医学研究科口腔外科学分野

54



● 15:10 ～ 16:00　● 合，咀嚼，インプラント周囲炎

座長　懸田　明弘（嵌植義歯研究所）

O-1-6-21 インプラント周囲炎に対する外科的治療のストラテジー
 上杉　崇史 ユニバーサルインプラント研究所

O-1-6-22 インプラント周囲溝細菌叢のDNA解析
 長谷川　ユカ 朝日大学医科歯科医療センター口腔インプラント科

O-1-6-23 インプラント補綴時に検証すべき , ブラキシズムが顎顔面頭頸部に与える影響
 土肥　健二 関東・甲信越支部

O-1-6-24 重度インプラント周囲炎に対し外科的デブライトメントと自家骨移植を併用した症例
 菅原　志帆 岩手医科大学医療工学講座／岩手医科大学補綴・インプラント学講座

O-1-6-25 ブラキサーに対するインプラント治療の１症例
 福島　稔晃 近畿・北陸支部
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● 9:00 ～ 9:50　●骨誘導，骨造成，GBR 1

座長　松尾　朗（東京医科大学口腔外科学講座）

O-2-6-1  下顎前歯部唇側歯槽骨保持のために抜歯即時埋入インプラント治療においてインプラ
ント体埋入窩内面からＧＢＲを行った症例

 安達　忠司 近畿・北陸支部

O-2-6-2 リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体を用いた上顎洞底挙上術の一例
 高野　裕史 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

O-2-6-3  インプラント治療における非吸収性の骨補填材を使用した骨造成後 3年 10 ヶ月の骨
量変化についての報告

 水口　稔之 日本インプラント臨床研究会

O-2-6-4 鼻腔底に達する嚢胞を摘出してインプラント治療を行った 1症例
 志村　雄太 関東・甲信越支部

O-2-6-5 難治性を示す硬化性骨炎部に脛骨移植を行った一例
 渡辺　多恵 ユニバーサルインプラント研究所

● 10:00 ～ 10:50　●骨誘導，骨造成，GBR 2

座長　田邊　俊一郎（朝日大学歯学部口腔インプラント科）

O-2-6-6  実験的骨粗鬆症ラットにおける骨補填材填塞後の骨代謝動態についての免疫組織化学
的検討

 植松　厚夫 総合インプラント研究センター

O-2-6-7 1 週間保存血液から調製した PRFは再生治療に有用な品質を維持している
 川端　秀男 東京形成歯科研究会

O-2-6-8  骨粗鬆症モデルラットにおける骨代謝動態は上顎骨基質形成面の立体超微構造を変化
させる

 村上　智 総合インプラント研究センター

O-2-6-9 歯周組織へのBMP-2/7 遺伝子導入後の骨形態計測による歯槽骨再生評価について
 河井　まりこ 大阪歯科大学薬理学講座

O-2-6-10 マグネシウム添加型ハイドロキシアパタイトファイバーが骨再生に与える影響
 上妻　渉 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科インプラント・口腔再生医学分野

一般口演　第 6会場（10 階 会議室 1008） 発表 7分一質疑応答 3分
2018 年 9 月 16 日（日）9:00 ～ 11:50
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● 11:00 ～ 11:50　●骨誘導，骨造成，GBR，術式，外科処置

座長　川鍋　仁（奥羽大学成長発育歯学講座歯科矯正学分野矯正歯科）

O-2-6-11 Theil 固定されたご遺体でのインプラント手術手技研修について
 松岡　幸生 臨床器材研究所

O-2-6-12  上顎前歯部におけるインプラント即時埋入術に対するオステオトームテクニックの応
用

 池田　憲吾 日本インプラント臨床研究会／関東・甲信越支部

O-2-6-13 当科における骨造成術を併用した歯科インプラント治療成績の検討
 山口　昭彦 京都大学大学院医学研究科口腔外科学分野

O-2-6-14 ウサギ頭蓋骨を用いたブロック骨移植モデルにおけるMg-Zn ネイルの生態分解挙動
 柳沢　佑太  東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野／東北大学大学院歯学研究科口腔病理学分野

O-2-6-15 GBR 法と結合組織移植術を併用し上顎前歯部にインプラント治療を行なった１症例
 大谷　令 岡山大学病院／近畿・北陸支部
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● 9:00 ～ 9:50　●即時埋入，即時荷重，早期荷重，審美

座長　早川　安光（愛知インプラントセンター）

O-2-7-1 段階的なインプラント埋入により固定性インプラント補綴へ移行した 1症例
 土屋　浩昭 中国・四国支部

O-2-7-2  上下無歯顎症例に対しチタンプレートで補強した暫間補綴物を用いて即時負荷を行っ
た 1症例

 井上　秀人 九州支部

O-2-7-3  抜歯即時埋入におけるプラットホームシフティングタイプインプラントの埋入深度が
周囲骨に及ぼす影響

 坂根　清文 日本インプラント臨床研究会／近畿・北陸支部

O-2-7-4  当科におけるAll-on-4 Concept を用いてインプラント治療を行った 3年以上経過症例
の臨床的検討

 金　柔炅 東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来

O-2-7-5 上顎前歯部を矯正治療とインプラント治療で審美回復した一症例
 中川　孝男 ユニバーサルインプラント研究所

● 10:00 ～ 10:50　●サイナスリフト，ソケットリフト

座長　柳本　惣市（長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンター）

O-2-7-6 上顎右側臼歯部にインプラント治療を行い 7年経過した 1症例
 金子　昌豊 NPO法人埼玉インプラント研究会

O-2-7-7  上顎左側臼歯部において口蓋粘膜と上顎洞粘膜の癒着が認められた症例に上顎洞底挙
上術を応用しインプラント治療を行った１症例

 近藤　雄三 朝日大学医科歯科医療センター口腔インプラント科

O-2-7-8 マイクロスコープを使用し，サイナスリフト手術とインプラント治療を行った 1症例
 寺嶋　宏曜 大阪口腔インプラント研究会

O-2-7-9 新しい概念に基づく１回法上顎洞底拳上術
 渡辺　孝夫 神奈川歯科大学大学院口腔科学講座／日本歯科先端技術研究所

O-2-7-10  複雑な形態を有する上顎洞へのサイナスリフト施術にあたり 3D生体モデル診断によ
るクリニカルプロトコル策定の有用性に関する臨床的考察

 河村　達也 近畿・北陸支部

一般口演　第 7会場（10 階 会議室 1009） 発表 7分一質疑応答 3分
2018 年 9 月 16 日（日）9:00 ～ 11:50
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● 11:00 ～ 11:50　●オーバーデンチャー，アタッチメント

座長　友竹　偉則（徳島大学病院口腔インプラントセンター）

O-2-7-11  無歯顎インプラントオーバーデンチャーの異なるアタッチメントシステムによる周囲
粘膜安定性と満足度の比較：研究報告

 八木原　淳史 一般社団法人インプラント再建歯学研究会

O-2-7-12  インプラントと天然歯がサポートした上顎無口蓋オーバーデンチャーのインプラント
喪失に対しリカバリーした 1症例

 松橋　智史 北海道形成歯科研究会

O-2-7-13 少数本埋入による上顎インプラントオーバーデンチャーに関する臨床的考察
 今井　守夫 関東・甲信越支部

O-2-7-14 電鋳ドッペルクローネ上部構造体の長期予後について
 林　昌二 神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座

O-2-7-15 下顎癌切除再建後の 合回復に既存のインプラント支持義歯が役立った１症例
 別部　絵利子 横浜口腔インプラント研究会
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● 13:30 ～ 14:00　●ポスター発表 1　●術式，外科処置

座長　三宅　実（香川大学医学部歯科口腔外科学）

P-1-1 ★ インプラント治癒期間中に暫間義歯を装着した症例の臨床的検討
 藤井　政樹 昭和大学歯学部インプラント歯科学／東京医科歯科大学インプラント口腔再生医学

P-1-2 ★  極度に萎縮した上顎臼歯部に対して autogenous bone ring transplantation on the 
maxillary sinus floor とインプラント埋入を同時に行う one stage operation 
technique の術後経過の評価

 吉武　義泰 九州支部

P-1-3 ★ 上顎前歯部及び小臼歯部単独欠損に対しインプラント補綴治療を行った症例
 波多野　友博 鶴見大学インプラント科／関東・甲信越支部

P-1-4 ★  重度歯周炎に罹患した患者に対して , ザイゴマインプラントを用いたAll on 4 術式を
行った一症例

 木村　隆寛 関東・甲信越支部

● 13:30 ～ 14:00　●ポスター発表 2　●デジタル歯科

座長　遠藤　学（インプラント再建歯学研究会）

P-1-5  口腔内スキャナーとデジタル印象用ヒーリングアバットメントを用いてインプラント
上部構造印象採得を行った 1症例

 畠山　航 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P-1-6 ★  現有義歯を参考としたインプラントオーバーデンチャー作製法の工夫 
－デジタル設計を応用した 2症例－

 土橋　佑基 福岡歯科大学口腔医療センター

P-1-7 ★  若年者上顎前歯部に埋入したインプラントの 20 年経過症例  
－インプラント体と歯列の関係－

 四ッ谷　護 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座

P-1-8 口腔インプラント学卒前教育の現状
 本間　慎也 東京歯科大学口腔インプラント学講座

P-1-9 ★ 切削加工および積層造形を適用したCAD/CAMインプラントデンチャーの２症例
 鈴木　恭典 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座／鶴見大学歯学部附属病院インプラントセンター

ポスター発表　ポスター会場（12 階　特別会議場） 発表 4分一質疑応答 2分
2018 年 9 月 15 日（土）13:30 ～ 14:00
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● 13:30 ～ 14:00　●ポスター発表 3　●骨誘導，骨造成，GBR

座長　小林　恒（弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座）

P-1-10 ★ デジタル技術によるソケットプリザベーションの効果の定量的評価
 髙藤　恭子 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P-1-11 ★  CAD/CAM技術によるサンゴ外骨格由来カスタムメイド試作骨補填材のヒト正常皮
膚線維芽細胞の細胞増殖への影響

 岡村　友玄 大阪歯科大学歯学部口腔病理学講座

P-1-12  多孔質ハイドロキシアパタイトコラーゲン複合体によるGBR法によりインプラント
を埋入した 1例

 杉山　貴敏 西美濃厚生病院歯科口腔外科

P-1-13 ★  CAD/CAM技術によるサンゴ外骨格由来試作カスタムメイド骨補填材のイヌ顎骨へ
の移植

 松田　哲史 大阪歯科大学口腔解剖学講座

P-1-14 ★ 皮質骨移動による骨再生誘導療法の実験的研究
 山内　健介 東北大学歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

● 13:30 ～ 14:00　●ポスター発表 4　●骨誘導，骨造成，GBR，ソケットリフト，再建外科

座長　辻野　哲弘（東京形成歯科研究会）

P-1-15 スリット状クレスタルアプローチ上顎洞挙上術を併用したインプラント治療の１症例
 北村　英二 日本インプラント臨床研究会

P-1-16 ★ 顎顔面再建手術後の歯科インプラント埋入を想定した日本人腓骨の解剖学的研究
 小川　雄大 東京歯科大学解剖学講座

P-1-17 飛び降り自殺による顎顔面骨折に対してインプラント治療を行った 2例
 横山　翔 広島大学大学院口腔外科学

P-1-18 ★ bFGFと炭酸含有アパタイト多孔体複合体のインプラント周囲骨欠損への応用
 渋谷　俊昭 朝日大学歯学部歯周病学
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● 13:30 ～ 14:00　●ポスター発表 5　●解剖，オッセオインテグレーション

座長　嶋田　淳（明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野１）

P-1-19 ★ 上顎洞底の解剖学的研究 - CBCT画像を用いた計量的形態計測 -
 今井　昭彦 関東・甲信越支部

P-1-20 ★ 歯科インプラント周囲に新生された顎骨のミクロ /ナノ構造特性
 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

P-1-21 ★ 無歯顎における下顎前歯部の骨形態計測
 船川　竜生 奥羽大学歯科補綴学講座口腔インプラント学

P-1-22 ★  Synthetic bone mineral および光機能化を用いたインプラント周囲の骨形成促作用の
相乗効果

 渡辺　丈紘 日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学

P-1-23 ★  ラット脛骨インプラントモデルにおける低強度高周波振動刺激と低出力超音波パルス
のインプラント周囲骨形成促進効果に関する検討

 庄原　健太 東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野

● 13:30 ～ 14:00　●ポスター発表 6　●解剖，オッセオインテグレーション，生体力学

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）

P-1-24 ★ インプラント周囲骨吸収がインプラント体部に生じる応力に与える影響
 依田　信裕 東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野

P-1-25 ★  繰返し疲労試験と 3次元有限要素法による即時荷重インプラント暫間補綴装置の応力
解析

 山口　菊江 昭和大学歯学部インプラント歯科学講座

P-1-26 ★ 下顎無歯顎者の顎堤弓の半径と高さおよびA-P Spread に関する検討
 濱田　匠 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座

P-1-27 光学印象・３Dモデルを応用しインプラント支持補綴装置を作製した症例
 武田　和久 大阪歯科大学口腔インプラント学講座

62



● 13:30 ～ 14:00　●ポスター発表 7　●上部構造の設計，製作，技工

座長　中本　哲自（松本歯科大学歯科補綴学講座）

P-1-28 ★  オペーク陶材を焼成したジルコニアと歯肉色間接修復用コンポジットレジンとの接着
強さ

 窪地　慶 日本大学歯学部歯科補綴学第 III 講座

P-1-29 ★ 審美領域のインプラント治療へのガム補綴の応用
 佐藤　洋平 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座／鶴見大学歯学部附属病院インプラントセンター

P-1-30 ★  歯肉退縮による審美障害からの回復に対する臨床的工夫として上部構造の再製作を選
択した一例

 石浦　雄一 昭和大学歯学部インプラント歯科学講座

P-1-31 ★ CTデータに基づいたインプラント支持型部分床義歯の有限要素モデル
 村島　直道 北海道大学大学院歯学研究院口腔機能補綴学教室

● 13:30 ～ 14:00　●ポスター発表 8　●臨床での提案・工夫，症例報告

座長　北條　正秋（みなとみらいインプラントアカデミー）

P-1-32 ★ 顎間固定用インプラントと結紮用ワイヤー，レジンを利用した牽引装置の工夫
 小川　尊明 香川大学医学部附属病院歯・顎・口腔外科

P-1-33 インプラントを固定源に矯正治療を行い， 合再構成を行った１症例
 葭矢　啓介 ジャシド

P-1-34 ★ メインテナンス中に歯根破折を経験し患者対応に努めた 1症例
 熱田　有加 関東・甲信越支部

P-1-35 呼吸数を基準とした静脈麻酔における麻酔深度コントロール法の提案
 佐々木　一喜 近畿・北陸支部／九州歯科大学附属病院口腔インプラント科

P-1-36 左下大臼歯にガイドを使ってインプラントを埋入した症例
 松浦　宏彰 日本インプラント臨床研究会
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● 13:20 ～ 13:50　●ポスター発表 9　●高齢者，有病者，特異疾患，チーム医療

座長　梨本　正憲（総合インプラント研究センター）

P-2-1 歯科訪問診療におけるインプラントの実態調査のための予備調査
 大澤　淡紅子 昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

P-2-2 ★  総合病院における要介護高齢者のインプラントの実態に関する看護師へのアンケート
調査

 角田　宗弘 日高病院歯科口腔外科／日本インプラント臨床研究会

P-2-3 インプラント周囲炎から発症したと考えられた骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の１例
 鈴木　大介 信州大学医学部歯科口腔外科学教室

P-2-4 ★ 重度歯周炎患者に対するインプラントチーム医療における歯科衛生士の役割
 嶌本　美賛 近畿・北陸支部

P-2-5 ★ インプラント治療後にビスフォスフォネート製剤を服用し 15 年間経過良好な１症例
 古舘　健 弘前大学医学部附属病院歯科口腔外科

● 13:20 ～ 13:50　●ポスター発表 10　●先進的再生医療

座長　西村　正宏（鹿児島大学口腔顎顔面補綴学分野）

P-2-6 採取する部位の違いによる骨膜由来細胞の比較
 秋山　真理 大阪歯科大学歯科理工学講座

P-2-7 ★  ビーグル犬を用いた間葉系幹細胞シート移植によるビスフォスフォネート関連顎骨壊
死の予防効果の検討

 貝淵　信之 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座／東京女子医科大学先端生命医科学研究所

P-2-8 ★  真空熱処理エピガロカテキンガレート結合ゼラチンの生体内分解挙動解明に向けたマ
トリックスメタロプロテアーゼ発現の解析

 黄　安祺 大阪歯科大学口腔インプラント学講座

P-2-9 骨再生を目的とした骨形成性エクソソームの抽出とその応用
 杉原　考輝 長崎大学大学院生命医科学域顎口腔再生外科学分野／硬組織疾患基盤研究センター

P-2-10 ★ 脱分化脂肪細胞 (DFAT) スフェロイドを用いた骨再生法の有用性
 柳　束 福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野

ポスター発表　ポスター会場（12 階　特別会議場） 発表 4分一質疑応答 2分
2018 年 9 月 16 日（日）13:20 ～ 13:50
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● 13:20 ～ 13:50　●ポスター発表 11　●インプラント材料，バイオマテリアル 1

座長　小野　真司（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野）

P-2-11 チタン表面のフッ化水素酸処理における発生毒性への影響
 今井　弘一 大阪歯科大学歯科理工学講座

P-2-12 ★  アナターゼ型TiO2 焼結体上でのマウス骨芽様細胞のアルカリフォスファターゼ活性
 横井　由紀子 松本歯科大学歯学部小児歯科学講座

P-2-13 ★ 骨髄細胞は骨髄環境下においてBMP-2 誘導性骨形成を抑制する
 Nguyen　Ha 岡山大学大学院インプラント再生補綴学分野／岡山大学大学院分子医化学分野

P-2-14 ★ ラット骨欠損の治癒過程におけるウロココラーゲンの効果
 中西　功 大阪歯科大学解剖学講座

P-2-15 ★ 異なる血小板濃縮物からの成長因子放出の比較に関する研究
 小林　英三郎 日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座／ベルン大学頭蓋顎顔面外科学講座

● 13:20 ～ 13:50　●ポスター発表 12　●インプラント材料，バイオマテリアル 2

座長　河津　千尋（新潟再生歯学研究会）

P-2-16 ★ 上部構造の高径とインプラントカラー部のひずみとの関係
 名取　健寿 総合インプラント研究センター

P-2-17 ★ 高感度QCMセンサを利用したタンパク質の吸着挙動の解析
 田代　悠一郎 大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座

P-2-18 ★ 中空型ジルコニアインプラントの力学的特性
 飯島　典子 東京歯科大学口腔インプラント学講座／東京歯科大学口腔科学研究センター

P-2-19 ★ アルカリ処理したナノジルコニアがインプラント埋入周囲組織に与える影響について
 西崎　真理子 大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座

P-2-20 ★ ナノスケールフッ素化HA膜被覆インプラントの in vivo による生体適合性の評価
 本津　茂樹 近畿大学生物理工学部
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● 13:20 ～ 13:50　●ポスター発表 13　●インプラント材料，バイオマテリアル，診査，診断

座長　近藤　祐介（九州歯科大学口腔インプラント科）

P-2-21 ★ CBCTの画像処理によって生じるインプラント体間距離の収縮要因について
 木村　正 大阪口腔インプラント研究会

P-2-22 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 - 処理条件の影響
 山田　尚子 朝日大学医科歯科医療センター口腔インプラント科

P-2-23 表面ヘパリン修飾法を用いたα -TCP の骨形成能増強
 武田　吉裕 大阪歯科大学口腔インプラント学講座

P-2-24 ★ 新規生体活性チタンメンブレンの材料特性および生体活性の検討
 土井　一矢 広島大学大学院先端歯科補綴学研究室

P-2-25 ★ 歯科用コーンビームCTによる Canalis Sinuosus と分枝の三次元的観察
 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 14　●インプラント周囲炎

座長　藤井　秀朋（中部インプラントアカデミー）

P-2-26 ★ 機能水によりインプラント周囲炎の進展を制御された口腔インプラント症例について
 井上　一彦 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科インプラント・口腔再生医学／鶴見大学歯学部 

  探索歯学講座

P-2-27 ★ ストレプトゾシン誘発糖尿病がインプラント周囲炎に及ぼす影響の検討
 山崎　誠也 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

P-2-28 上顎洞底挙上術後に上顎洞炎を惹起した 2症例
 二宮　嘉昭 広島大学大学院口腔外科学研究室

P-2-29 ★  チタンインプラントのEr:YAGレーザーによるデブライドメントとハイドロキシアパ
タイト被覆膜形成

 中澤　正博 九州インプラント研究会

P-2-30 ★  インプラント周囲炎に対しβ―TCP粉末でのエア・アブレージョンによるインプラ
ント体の清掃及びブロック骨移植にてリカバリーした 1例

 村中　哲也 ジャシド
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● 13:20 ～ 13:50　●ポスター発表 15　●即時埋入，即時荷重，早期荷重

座長　土屋　直行（九州インプラント研究会）

P-2-31 ★ 口腔内スキャナーを用いたジルコニア製上部構造と対合歯の 耗に関する客観的評価
 福徳　暁宏 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P-2-32 ★ インプラント形状が初期固定性に及ぼす影響
 杉浦　勉 奈良県立医科大学口腔外科学教室

P-2-33 ★  チタンプレート補強による暫間補綴物を使用して抜歯即時埋入・即時負荷を行なった
１症例

 坂本　義浩 九州支部

P-2-34 下顎左側第一大臼歯にインプラント治療を行った１症例
 北條　泰 鶴見大学歯学部附属病院インプラントセンター

P-2-35 ★  上顎側切歯先天性欠如に対して即時修復インプラント治療を行った１例 
：術後 10 年間の経過観察

 佐藤　大輔 昭和大学インプラント歯科学講座

● 13:20 ～ 13:50　●ポスター発表 16　●臨床統計，疫学，社会歯科

座長　長島　義之（福岡口腔インプラント研究会）

P-2-36 ★  患者との意思疎通が困難になった際に有効な家族のためのインプラント情報媒体 
( インプラント手帳 )

 上杉　聡史 大阪口腔インプラント研究会

P-2-37 ★ インプラント上部構造の固定様式の違いが無歯顎患者の口腔関連QOLに与える影響
 楠本　友里子 昭和大学歯学部歯科補綴学講座

P-2-38 ★ 当科におけるインプラント体およびアバットメント破損症例の臨床的検討
 須長　敬 日本大学松戸歯学部付属病院口腔インプラント科

P-2-39 ★  大学病院歯科インプラントセンターの患者調査　 
－初診患者動向ならびにメインテナンス率－

 倉内　美智子 東北大学病院咬合修復科／東北大学病院歯科インプラントセンター

P-2-40 ★ インプラント治療の合併症を主訴として当科に来院した患者の臨床統計
 安岡　はるか 東京歯科大学口腔インプラント学講座
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