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セッションプログラム

9月14日（金）

第1会場（5階 大ホール）

15:30～16:00

理事長講演
「会員サービスと学会のプレゼンス向上を目指して」
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：宮﨑　　隆（昭和大学歯学部歯科理工学部門）

16:00～16:30
●医学系研究に関する倫理セミナー
「歯科における再生医療，再生医療等安全性確保法，届け出の実際」
座　長：戸田　伊紀（大阪歯科大学解剖学講座）
講　師：飛田　護邦（順天堂大学革新的医療技術開発研究センター）

16:30～18:00
●専門医教育講座
「インプラント治療の長期経過とリカバリー」
座　長：阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：城戸　寛史（福岡歯科大学 合修復学講座口腔インプラント学分野）
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9月15日（土）

第1会場（5階 大ホール）

9:00～10:30
●シンポジウム1
「インプラント治療時の患者年齢と補綴方法を考察する」
座　長： 武田　孝之（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
 関根　秀志（奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント学）
講　師：椎貝　達夫（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
 黒嶋伸一郎（長崎大学生命医科学域口腔インプラント学分野）
 菊谷　　武（日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック）

10:40～12:10
●企画講演1（共催：日本老年歯科医学会）
「超高齢社会への責任，患者に寄り添う歯科治療を目指して」
座　長：古谷野　潔（ 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）
 奥田　謙一（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：阿部　伸一（東京歯科大学解剖学講座）
 糸田　昌隆（大阪歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科）
 池邉　一典（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）

14:10～15:40
●シンポジウム2（共催：日本歯周病学会，日本臨床歯周病学会）
「インプラントと天然歯の調和・長期保存を目指して」
座　長：井汲　憲治（日本インプラント臨床研究会）
 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：飯島　俊一（東京歯科大学口腔インプラント科）
 二階堂雅彦（東京都開業，東京医科歯科大学歯周病学分野）
 松井　徳雄（関東・甲信越支部）

15:50～17:20
●シンポジウム3
「審美領域のインプラント治療の長期予後」
座　長：夏堀　礼二（青森インプラント研究会）
 加藤　仁夫（日本大学松戸歯学部インプラント学講座）
講　師：日高　豊彦（関東・甲信越支部）
 石川　知弘（中部支部）
 千葉　豊和（岩手医科大学補綴・インプラント学講座）

第2会場（5階 小ホール）

14:10～15:40
●シンポジウム4（共催：日本口腔外科学会）
「安心・安全に行うサイナスリフト」
座　長：永原　國央（朝日大学医科歯科医療センター口腔インプラント科）
 森永　　太（九州インプラント研究会，九州支部）
講　師：菅井　敏郎（東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来）
 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）
 坂本　菊男（坂本クリニック耳鼻咽喉科）
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セッションプログラム
15:50～17:20
●シンポジウム5（共催：日本歯科放射線学会）
「インプラント治療におけるＣＴ活用の効果と今後の展望を多角的に考える」
座　長：金田　　隆（日本大学松戸歯学部放射線学講座）
 阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：新井　嘉則（日本大学歯学部歯科放射線学講座）
 森本　泰宏（九州歯科大学歯科放射線学分野）
 木村　　正（大阪大学大学院歯学研究科口腔解剖学第二教室）

17:30～18:20
●イブニングセミナー1（九州インプラント研究会）
「審美部位におけるインプラント治療を再考する」
座　長：西村　正宏（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴分野）
講　師：田中　秀樹（九州インプラント研究会）

第3会場（10階 会議室1003）

9:00～12:00
●BACK TO THE BASICS
座　長：伊東　隆利（九州インプラント研究会）
 越智　守生（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野）
「口腔インプラントの画像診断」
講　師： 金田　　隆（日本大学松戸歯学部放射線学講座）
「高齢者の内服薬から知るインプラント治療の注意点」
講　師： 柿木　保明（九州歯科大学老年障害者歯科学分野）
「初めての結合組織移植」
講　師： 木村　英隆（九州支部）
「インプラントオーバーデンチャー設計の考え方と注意点」
講　師： 田中　譲治（日本インプラント臨床研究会）
「インプラント知っておきたい顎骨の基礎知識」
講　師： 井出　吉信（東京歯科大学解剖学教室）

17:30～18:20
●イブニングセミナー2（昭和大学歯科病院）
「ナビゲーションを活用した安全確実で低侵襲なインプラント手術について」
座　長：宮﨑　　隆（昭和大学歯学部歯科保存学歯科理工学部門）
講　師：尾関　雅彦（昭和大学歯学部インプラント歯科学講座）
 山口　葉子（昭和大学歯学部インプラント歯科学講座）

第4会場（10階 会議室1001-2）

17:30～18:20
●イブニングセミナー3（大阪口腔インプラント研究会）
「上顎洞底挙上術の合併症」
座　長：小室　　暁（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：小林　文夫（大阪口腔インプラント研究会）
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セッションプログラム
第5会場（10階 会議室1004-7）

17:30～18:20
●イブニングセミナー4（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）
「垂直的な歯肉増大を目的としたインプラント体埋入同時CTGに関する短期臨床評価」
座　長：荒川　　光（岡山大学病院）
講　師：小田　師巳（岡山大学病院）
 園山　　亘（岡山大学病院）
 三野　卓哉（岡山大学病院）

第6会場（10階 会議室1008）

17:30～18:20
●イブニングセミナー5（新潟再生歯学研究会）
「術者が歯科麻酔医との良好な連携を築く上で知っておくべきこと」
座　長：片海　裕明（新潟再生歯学研究会）
講　師：夫馬　吉啓（新潟再生歯学研究会）

第7会場（10階 会議室1009）

14:10～15:10
●教育・研修委員会セミナー
「専門医育成教育のカリキュラムプランニング－学会のGIO，SBOsに対する各研修施設のLS，EV－」
座　長：矢島　安朝（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：俣木　志朗（東京歯科大学歯科医学教育開発センター）
 廣安　一彦（日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科）
 伊藤　太一（東京歯科大学口腔インプラント学講座）

15:20～16:10
●倫理審査委員会セミナー
「研究倫理の申請方法」
講　師：戸田　伊紀（大阪歯科大学解剖学講座）

16:20～17:20
●医薬品医療機器総合機構セミナー
「歯科医療機器の開発サイクルに求められるもの」
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：谷城　博幸（独立行政法人医薬品医療機器総合機構医療機器審査第二部）

17:30～18:20
●イブニングセミナー6（北海道形成歯科研究会）
「インプラント治療による外傷性神経損傷」
座　長：上林　　毅（北海道形成歯科研究会）
講　師：板橋　基雅（北海道形成歯科研究会）
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第8会場（11階 会議室1101-2）

17:30～18:20
●国際誌委員会・国際渉外委員会セミナー
「国際誌（International Journal of Implant Dentistry:IJID）のこれまでとこれから」
座　長：大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座口腔顎顔面インプラントセンター）
講　師：前田　芳信（大阪大学大学院歯学研究科）
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9月16日（日）

第1会場（5階 大ホール）

9:00～10:30
●シンポジウム6
「無歯顎に対するインプラント治療を整理する」
座　長：春日井昇平（東京医科歯科大学インプラント外来）
 西郷　慶悦（嵌植義歯研究所）
講　師：下尾　嘉昭（ユニバーサルインプラント研究所）
 堀内　克啓（ジャシド／長崎大学大学院顎口腔再生外科／岩手医科大学歯学部補綴インプラント科）
 細川　隆司（ 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野／九州歯科大学附属病院口腔インプラント科）

10:40～12:10
●シンポジウム7（共催：日本デジタル歯科学会，日本補綴歯科学会）
「口腔内スキャナーによる光学印象法のインプラント治療への臨床応用」
座　長： 近藤　尚知（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）
 馬場　一美（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）
講　師：上村　江美（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）
 植松　厚夫（総合インプラント研究センター）
 北原　信也（関東・甲信越支部）
 深澤　翔太（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

14:00～16:30
●特別講演
「オッセオインテグレーションとインプラント周囲炎」
座　長：馬場　俊輔（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
 阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：Daniele Botticelli（ARDEC Academy, Italy）
 Tomas Albrektsson（University of Gothenburg, Sweden）

第2会場（5階 小ホール）

9:00～10:30
●国際渉外委員会セミナー（国際関連セッション）
「Computer guided surgery ならびに関連するDigital Technology の利用」
座　長：前田　芳信（大阪大学大学院歯学研究科）
 池邉　一典（ 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）
講　師：Karl-Ludwig Ackermann（Dentist and Oral Surgeon, Filderstadt, Germany）
 Peerapat Kaweewongprasert（Indiana University School of Dentistry, USA）
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10:40～12:10
●研究推進委員会セミナー
「学会ポジションペーパー“訪問診療におけるトラブル対応”を語る」
座　長：井汲　憲治（日本インプラント臨床研究会）
講　師：大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座口腔顎顔面インプラントセンター）
 佐藤　裕二（昭和大学歯学部高齢者歯科学講座）
 梅原　一浩（青森インプラント研究会）
 柴垣　博一（日本歯科先端技術研究所）

14:00～15:00
●市民公開講座
「幸せさがして」
座　長：山田　陽一（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：浜村　　淳（パーソナリティ，司会，映画評論家）

第3会場（10階 会議室1003）

8:00～8:50
●歯科衛生士のための倫理審査入門セミナー
「日本口腔インプラント学会における倫理審査委員会への申請方法について」
座　長：柏井　伸子（関東・甲信越支部）
講　師：馬場　俊輔（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）

9:00～10:30
●専門歯科衛生士委員会セミナー（共催：日本歯周病学会，日本臨床歯周病学会）
「歯周病の基礎と診断」
座　長：和田　義行（北海道形成歯科研究会）
講　師：阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）

10:40～12:10
●専門歯科衛生士教育講座
「インプラント専門歯科衛生士教育におけるキーポイント，患者に寄り添うインプラント治療のために」
座　長：阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：山田　貴子（新大阪歯科衛生士専門学校）

14:00～15:30
●シンポジウム9（共催：日本顎顔面インプラント学会）
「インプラント治療　高齢患者に対する外科的対応基準」
座　長：矢島　安朝（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
 小倉　　晋（日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科）
講　師：木津　康博（関東・甲信越支部）
 宮本　郁也（岩手医科大学口腔外科学分野）
 岸本　裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）
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第5会場（10階 会議室1004-7）

8:00～8:50
●モーニングセミナー1（日本インプラント臨床研究会）
「臨床家の誰もが知りたい臨床疑問－論文と専門医100名のアンケートから答えを導く－」
座　長：田中　譲治（日本インプラント臨床研究会）
講　師：岩野　義弘（日本インプラント臨床研究会）
 芦澤　　仁（日本インプラント臨床研究会）

9:00～10:30
●シンポジウム8
「ソフトティッシュインテグレーション～軟組織付着に関する臨床と研究の現状と将来～」
座　長： 小笠原一行（中国・四国支部）
 澤瀬　　隆（長崎大学生命医科学域口腔インプラント学分野）
講　師：船登　彰芳（近畿・北陸支部）
 鮎川　保則（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）
 山田　将博（東北大学大学院歯学研究科分子・再生歯科補綴学分野）

10:40～12:10
●企画講演2
「次世代のインプラント・歯科治療に繋がる医工学技術」
座　長：宮﨑　　隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）
 今井　弘一（大阪歯科大学歯科理工学講座）
講　師：松浦　祐司（東北大学大学院医工学研究科）
 本田　義知（大阪歯科大学中央歯学研究所）
 馬原　　淳（国立循環器病研究センター研究所生体医工学部）

14:00～16:20
●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，適時調査結果報告」
座　長：簗瀬　武史（日本歯科先端技術研究所）
講　師：認定委員会　高森　　等（日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科）
 編集委員会　大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座口腔顎顔面インプラントセンター）
 試験委員会　細川　隆司（ 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野／九州歯科大学附属病院 

口腔インプラント科）
 認定委員会　三上　　格（北海道形成歯科研究会）
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第6会場（10階 会議室1008）

8:00～8:50
●モーニングセミナー2（東京形成歯科研究会/東北口腔インプラント研究会）
「インプラント治療におけるサプリメントの応用～その効果と実際～」
座　長：八上　公利（松本歯科大学病院特別専門口腔診療部門）
 杉山　和孝（中部支部）
講　師：奥寺　　元（東京形成歯科研究会）
 古澤　利武（東北口腔インプラント研究会）

14:00～15:30
●シンポジウム10
「海外の基礎研究はインプラント治療をどう変えたか？‒From Bench to Clinic‒」
座　長：尾澤　昌悟（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）
 江草　　宏（東北大学大学院歯学研究科分子・再生歯科補綴学分野）
講　師：加来　　賢（新潟大学大学院医歯学総合研究科生体歯科補綴学分野）
 神野　洋平（マルメ大学歯学部顎顔面口腔外科学分野）
 鬼原　英道（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

第7会場（10階 会議室1009）

8:00～8:50
●モーニングセミナー3（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）
「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：岸本　裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）
講　師：髙岡　一樹（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）
 玉岡　丈二（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

13:30～15:00
●専門歯科技工士委員会セミナー（共催：日本デジタル歯科学会，日本歯科技工学会）
「デジタル技工の周知，専門歯科技工士の増強「デジタルと歩むインプラント技工」」
座　長：佐藤　博信（福岡歯科大学口腔医療センター，専門歯科技工士委員会委員長）
講　師：十河　厚志（近畿・北陸支部）

15:00～16:30
●専門歯科技工士教育講座
「歯科用CBCTの基礎と臨床」
座　長：末瀬　一彦（大阪歯科大学）
講　師：清水谷公成（大阪歯科大学歯科放射線学講座）
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