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9月21日（月・祝）

「医療倫理と医療安全」
座　長：後藤　昌昭（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）
講　師：伊東　隆利（九州支部）

●倫理委員会セミナー

16：30～17：00　第1会場（岡山シンフォニーホール　4階　大ホール）

「超高齢社会における口腔インプラント学会専門医の責務とは ―最後まで患者に寄り添った治療を行うために―」
座　長：岸　　民祐（中国・四国支部）
講　師：窪木　拓男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野）

●専門医教育講座

17：00～18：30　第1会場（岡山シンフォニーホール　4階　大ホール）

セッションプログラム



26

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P26>　

「顎顔面欠損患者の社会復帰に対するインプラント治療の役割（10～33年の長期経過症例から）」
座　長：新井　　高（鶴見大学歯周病学講座名誉教授／横浜口腔インプラント研究会）
講　師：野村　隆祥（鶴見大学歯学部インプラント科／横浜口腔インプラント研究会）

●イブニングセミナー1：横浜口腔インプラント研究会

17：30～18：20　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

「なぜ多いインプラント周囲炎？　－予防と対策を考える－」
座　長：木本　克彦（神奈川歯科大学大学院歯学研究科咀嚼機能制御補綴学講座）
講　師：児玉　利朗（神奈川歯科大学歯学研究科高度先進口腔医学講座インプラント・歯周病学分野）
　　　　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）

●イブニングセミナー2：神奈川歯科大学

17：30～18：20　第4会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）

「超高齢社会に対応したインプラントの上部構造」
座　長：石見　隆夫（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）

●イブニングセミナー3：大阪口腔インプラント研究会

17：30～18：20　第6会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）

「審美領域における軟組織のリスクマネジメント」
座　長：倉嶋　敏明（新潟再生歯学研究会）
講　師：野澤　　健（新潟再生歯学研究会）

●イブニングセミナー4：新潟再生歯学研究会

17：30～18：20　第7会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）

「インプラント審美補綴の最前線　天然歯との長期的調和・共存のために」
座　長：城戸　寛史（福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野）
講　師：小濱　忠一（小濱歯科医院）
　　　　田中　秀樹（九州インプラント研究会）

●シンポジウム1

9月22日（火・祝）

9：00～10：30　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「歯の保存かインプラントか」
座　長：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）
　　　　簗瀬　武史（公益社団法人日本歯科先端技術研究所）
講　師：下地　　勲（東北大学／火曜会／日本自家歯牙移植・外傷歯学研究会）
　　　　萩原　芳幸（日本大学歯学部付属歯科病院歯科インプラント科）
　　　　福西　一浩（近畿・北陸支部）

●シンポジウム4

10：40～12：10　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「硬組織，軟組織造成法と長期予後に関するコンセンサス」
座　長：中村　社綱（九州支部）
講　師：石川　知弘（岡山大学病院）
　　　　中田光太郎（岡山大学病院）

●シンポジウム6

14：30～16：00　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「ビスフォスフォネート関連骨壊死（BRONJ）の発症と治療法を見直す」
座　長：佐々木　朗（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野）
　　　　高畑　雅彦（北海道大学大学院医学研究科整形外科）
講　師：高畑　雅彦（北海道大学大学院医学研究科整形外科）
　　　　山下　潤朗（Division of Prosthodonics, Biologic and Materials Sciences, University of Michigan School of Dentistry, USA）
　　　　岸本　裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

●シンポジウム2

9：00～10：30　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「包括的な審美歯科医療と口腔インプラント」
座　長：窪木　拓男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野）
　　　　佐藤　琢也（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：Keng Mun Wong（T32 Dental Centre Pte Ltd, Singapore）

●海外特別講演1

10：40～12：10　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「骨バンクを利用した同種他家骨移植とインプラント治療」
座　長：春日井昇平（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）
　　　　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）
講　師：Grzegorz Zietek（Impla Dental Clinic, Poland）

●海外特別講演2

14：30～16：00　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「口腔インプラント治療や歯科治療は，生物学の進歩によってどう変わるか」
座　長：魚島　勝美（新潟大学大学院医歯学総合研究科生体歯科補綴学分野）
　　　　長塚　　仁（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）
講　師：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）
　　　　岩本　容泰（Division of Orthopedic Surgery, The Children’s Hospital of Philadelphia, 
                            Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, USA）

●シンポジウム7

16：10～17：40　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

セッションプログラムセッションプログラム
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「顎顔面欠損患者の社会復帰に対するインプラント治療の役割（10～33年の長期経過症例から）」
座　長：新井　　高（鶴見大学歯周病学講座名誉教授／横浜口腔インプラント研究会）
講　師：野村　隆祥（鶴見大学歯学部インプラント科／横浜口腔インプラント研究会）

●イブニングセミナー1：横浜口腔インプラント研究会

17：30～18：20　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

「なぜ多いインプラント周囲炎？　－予防と対策を考える－」
座　長：木本　克彦（神奈川歯科大学大学院歯学研究科咀嚼機能制御補綴学講座）
講　師：児玉　利朗（神奈川歯科大学歯学研究科高度先進口腔医学講座インプラント・歯周病学分野）
　　　　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）

●イブニングセミナー2：神奈川歯科大学

17：30～18：20　第4会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）

「超高齢社会に対応したインプラントの上部構造」
座　長：石見　隆夫（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）

●イブニングセミナー3：大阪口腔インプラント研究会

17：30～18：20　第6会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）

「審美領域における軟組織のリスクマネジメント」
座　長：倉嶋　敏明（新潟再生歯学研究会）
講　師：野澤　　健（新潟再生歯学研究会）

●イブニングセミナー4：新潟再生歯学研究会

17：30～18：20　第7会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）

「インプラント審美補綴の最前線　天然歯との長期的調和・共存のために」
座　長：城戸　寛史（福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野）
講　師：小濱　忠一（小濱歯科医院）
　　　　田中　秀樹（九州インプラント研究会）

●シンポジウム1

9月22日（火・祝）

9：00～10：30　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「歯の保存かインプラントか」
座　長：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）
　　　　簗瀬　武史（公益社団法人日本歯科先端技術研究所）
講　師：下地　　勲（東北大学／火曜会／日本自家歯牙移植・外傷歯学研究会）
　　　　萩原　芳幸（日本大学歯学部付属歯科病院歯科インプラント科）
　　　　福西　一浩（近畿・北陸支部）

●シンポジウム4

10：40～12：10　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「硬組織，軟組織造成法と長期予後に関するコンセンサス」
座　長：中村　社綱（九州支部）
講　師：石川　知弘（岡山大学病院）
　　　　中田光太郎（岡山大学病院）

●シンポジウム6

14：30～16：00　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「ビスフォスフォネート関連骨壊死（BRONJ）の発症と治療法を見直す」
座　長：佐々木　朗（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野）
　　　　高畑　雅彦（北海道大学大学院医学研究科整形外科）
講　師：高畑　雅彦（北海道大学大学院医学研究科整形外科）
　　　　山下　潤朗（Division of Prosthodonics, Biologic and Materials Sciences, University of Michigan School of Dentistry, USA）
　　　　岸本　裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

●シンポジウム2

9：00～10：30　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「包括的な審美歯科医療と口腔インプラント」
座　長：窪木　拓男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野）
　　　　佐藤　琢也（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：Keng Mun Wong（T32 Dental Centre Pte Ltd, Singapore）

●海外特別講演1

10：40～12：10　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「骨バンクを利用した同種他家骨移植とインプラント治療」
座　長：春日井昇平（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）
　　　　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）
講　師：Grzegorz Zietek（Impla Dental Clinic, Poland）

●海外特別講演2

14：30～16：00　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「口腔インプラント治療や歯科治療は，生物学の進歩によってどう変わるか」
座　長：魚島　勝美（新潟大学大学院医歯学総合研究科生体歯科補綴学分野）
　　　　長塚　　仁（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野）
講　師：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）
　　　　岩本　容泰（Division of Orthopedic Surgery, The Children’s Hospital of Philadelphia, 
                            Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, USA）

●シンポジウム7

16：10～17：40　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

セッションプログラムセッションプログラム
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「BMS分類による新しい症例分類について　～昭和大学歯科病院インプラントセンター　研修活動報告～」
座　長：尾関　雅彦（昭和大学歯学部インプラント歯科学講座）
講　師：横山紗和子（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）

●イブニングセミナー5：昭和大学歯科病院

17：30～18：20　第8会場（岡山コンベンションセンター　3階　301会議室）

「成長因子濃縮フィブリンの臨床的検討　Clinical evaluation used of Growth factor Rich Fibrin」
座　長：上原　　亮（特定非営利活動法人臨床器材研究所）
講　師：林　　正人（特定非営利活動法人臨床器材研究所）

●イブニングセミナー6：特定非営利活動法人臨床器材研究所

17：30～18：20　第9会場（岡山コンベンションセンター　3階　302会議室）

「国際誌に掲載される論文とするには　その注意点」
座　長：村上　　弘（愛知学院大学歯学部附属病院口腔インプラント科）
講　師：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）

●国際誌委員会セミナー

16：30～17：20　第8会場（岡山コンベンションセンター　3階　301会議室）

「インプラント治療の到達目標を考える－歯科衛生士とも共有すべき口腔機能の改善に関する知識－」
座　長：鈴木　仙一（日本大学松戸歯学部口腔インプラント科）
　　　　阿部　伸一（東京歯科大学解剖学講座）
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）
　　　　五十嵐　一（一般社団法人日本インプラント臨床研修会）
　　　　阿部　伸一（東京歯科大学解剖学講座）

●シンポジウム3

9：00～10：30　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

「インプラント外科における超音波切削器具の応用」
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）
　　　　矢島　安朝（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：香月　　武（佐賀医科大学名誉教授／九州歯科大学客員教授）
　　　　白鳥　清人（中部支部）
　　　　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）
　　　　古谷　義隆（東京歯科大学口腔インプラント学講座）

●シンポジウム5：日本顎顔面インプラント学会共催

10：40～12：10　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

「Long term prognosis of implant treatment and influencing factors」
座　長：金田　　恒（新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野）
　　　　松浦　正朗（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：Karl-Ludwig Ackermann（Praxis Dr. Axel Kirsch & Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Germany）
　　　　Pakawat Chatriyanuyoke（Pakawat Chatriyanuyoke Private Practice limited to Implant Dentistry and 
　　　　　　　　　　　　　　　　 Prosthodontics, Bangkok, Thailand）
　　　　Tsung-Lung Hsieh　　　（Taiwan Academy of Implant Dentistry, Taiwan）
　　　　Jong Jin Kwon　　　　  （Korea University, Seoul, Korea）

●International Session1

14：30～16：00　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

「Implant placement and bone and soft tissue reactions」
座　長：横山　敦郎（北海道大学大学院歯学研究科口腔機能補綴学教室）
　　　　萩原　芳幸（日本大学歯学部付属歯科病院歯科インプラント科）
講　師：Frank Schwarz （Oral Medicine and Peri-implant Infections, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany）
　　　　Seong-Joo Heo  （Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Seoul National University, Korea）
　　　　Gerhard Iglhaut（German Association of Oral Implantology, Germany）

●International Session2

16：00～17：30　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

セッションプログラムセッションプログラム
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「BMS分類による新しい症例分類について　～昭和大学歯科病院インプラントセンター　研修活動報告～」
座　長：尾関　雅彦（昭和大学歯学部インプラント歯科学講座）
講　師：横山紗和子（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）

●イブニングセミナー5：昭和大学歯科病院

17：30～18：20　第8会場（岡山コンベンションセンター　3階　301会議室）

「成長因子濃縮フィブリンの臨床的検討　Clinical evaluation used of Growth factor Rich Fibrin」
座　長：上原　　亮（特定非営利活動法人臨床器材研究所）
講　師：林　　正人（特定非営利活動法人臨床器材研究所）

●イブニングセミナー6：特定非営利活動法人臨床器材研究所

17：30～18：20　第9会場（岡山コンベンションセンター　3階　302会議室）

「国際誌に掲載される論文とするには　その注意点」
座　長：村上　　弘（愛知学院大学歯学部附属病院口腔インプラント科）
講　師：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）

●国際誌委員会セミナー

16：30～17：20　第8会場（岡山コンベンションセンター　3階　301会議室）

「インプラント治療の到達目標を考える－歯科衛生士とも共有すべき口腔機能の改善に関する知識－」
座　長：鈴木　仙一（日本大学松戸歯学部口腔インプラント科）
　　　　阿部　伸一（東京歯科大学解剖学講座）
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）
　　　　五十嵐　一（一般社団法人日本インプラント臨床研修会）
　　　　阿部　伸一（東京歯科大学解剖学講座）

●シンポジウム3

9：00～10：30　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

「インプラント外科における超音波切削器具の応用」
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）
　　　　矢島　安朝（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：香月　　武（佐賀医科大学名誉教授／九州歯科大学客員教授）
　　　　白鳥　清人（中部支部）
　　　　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）
　　　　古谷　義隆（東京歯科大学口腔インプラント学講座）

●シンポジウム5：日本顎顔面インプラント学会共催

10：40～12：10　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

「Long term prognosis of implant treatment and influencing factors」
座　長：金田　　恒（新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野）
　　　　松浦　正朗（東京歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：Karl-Ludwig Ackermann（Praxis Dr. Axel Kirsch & Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Germany）
　　　　Pakawat Chatriyanuyoke（Pakawat Chatriyanuyoke Private Practice limited to Implant Dentistry and 
　　　　　　　　　　　　　　　　 Prosthodontics, Bangkok, Thailand）
　　　　Tsung-Lung Hsieh　　　（Taiwan Academy of Implant Dentistry, Taiwan）
　　　　Jong Jin Kwon　　　　  （Korea University, Seoul, Korea）

●International Session1

14：30～16：00　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

「Implant placement and bone and soft tissue reactions」
座　長：横山　敦郎（北海道大学大学院歯学研究科口腔機能補綴学教室）
　　　　萩原　芳幸（日本大学歯学部付属歯科病院歯科インプラント科）
講　師：Frank Schwarz （Oral Medicine and Peri-implant Infections, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany）
　　　　Seong-Joo Heo  （Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Seoul National University, Korea）
　　　　Gerhard Iglhaut（German Association of Oral Implantology, Germany）

●International Session2

16：00～17：30　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）
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9月23日（水・祝）

「軽度認知障害をインプラント治療に関わるリスクファクターと考える」
座　長：江黒　　徹（公益社団法人日本歯科先端技術研究所）
講　師：簗瀬　武史（公益社団法人日本歯科先端技術研究所）
　　　　奥森　直人（公益社団法人日本歯科先端技術研究所）

●モーニングセミナー1：公益社団法人日本歯科先端技術研究所

8：00～8：50　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「朝日大学歯学部での口腔インプラント学教育」
座　長：永原　國央（朝日大学歯学部口腔インプラント科）
講　師：田辺俊一郎（朝日大学歯学部口腔インプラント科）

●モーニングセミナー2：朝日大学歯学部口腔インプラント科

8：00～8：50　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

「臨床の疑問に答える」
座　長：木原　優文（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）
　　　　田中　秀樹（九州インプラント研究会）
講　師：吉成　正雄（東京歯科大学口腔科学研究センター）
　　　　鮎川　保則（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）
　　　　馬場　正英（一般社団法人福岡口腔インプラント研究会）
　　　　権田　知也（大阪大学大学院歯学研究科有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野）
　　　　水木さとみ（医療法人社団 信和会ミズキデンタルオフィス）
　　　　十河　厚志（近畿・北陸支部）

●教育講演

9：00～12：00　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

座　長：鮎川　保則（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）
　　　　川原　　大（特定非営利活動法人臨床器材研究所）
講　師：新名主耕平（九州歯科大学口腔インプラント科）
　　　　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）
　　　　熱田　　生（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）
　　　　兒玉　直紀（岡山大学病院咬合・義歯補綴科）
　　　　寺本　祐二（信州大学医学部附属病院特殊歯科・口腔外科）
　　　　豊嶋　健史（九州支部）

●若手インプラントロジストセッション

13：30～15：30　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「インプラントの咬合付与について」
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　俊輔（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：尾澤　昌悟（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）
　　　　松下　恭之（九州大学大学院歯学研究院口腔生体機能工学研究分野）
　　　　馬場　一美（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）
　　　　田邉　憲昌（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

●シンポジウム8：日本補綴歯科学会共催

9：00～10：30　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

「欠損形態から考えるインプラント治療の効果と適応症　－インプラント治療で改善できること，できないこと－」
座　長：梅原　一浩（青森インプラント研究会）
　　　　澤瀬　　隆（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分野）
講　師：宮地　建夫（歯科診療室　新宿NS　東京都（鉄鋼ビル歯科））
　　　　鷹岡　竜一（鷹岡歯科医院）
　　　　武田　孝之（東京歯科大学口腔インプラント学講座）

●シンポジウム10

10：40～12：10　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

「インプラント治療におけるデジタル・デンティストリーの応用」
座　長：古谷野　潔（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）
　　　　吉村　治範（北海道形成歯科研究会）
講　師：寺本　昌司（近畿・北陸支部）
　　　　加来　敏男（九州インプラント研究会）
　　　　梅原　一浩（青森インプラント研究会）
　　　　宮﨑　　隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）

●シンポジウム12：日本歯科放射線学会，日本デジタル歯科学会共催

13：30～15：30　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

座　長：桑鶴　利香（九州大学病院再生歯科・インプラントセンター）
　　　　藤野　　茂（インプラント再建歯学研究会）
講　師：新井　是宣（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
　　　　佐々木一喜（近畿・北陸支部）

●モーニングセミナー3

8：00～8：50　第4会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）

「エビデンスに基づいてインプラント周囲炎を考える～イエテボリにおけるメインテナンスの実際～」
座　長：笹谷　和伸（一般社団法人日本インプラント臨床研究会）
講　師：中原　達郎（一般社団法人日本インプラント臨床研究会）
　　　　鈴木佐栄子（一般社団法人日本インプラント臨床研究会）

●モーニングセミナー4：一般社団法人日本インプラント臨床研究会

8：00～8：50　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「在宅におけるインプラントのメインテナンスについて考える」
座　長：松井　孝道（九州支部）
講　師：山口千緒里（関東・甲信越支部）
　　　　藤野智佳子（東北・北海道支部）

●専門歯科衛生士セミナー

9：00～10：30　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

セッションプログラムセッションプログラム
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9月23日（水・祝）

「軽度認知障害をインプラント治療に関わるリスクファクターと考える」
座　長：江黒　　徹（公益社団法人日本歯科先端技術研究所）
講　師：簗瀬　武史（公益社団法人日本歯科先端技術研究所）
　　　　奥森　直人（公益社団法人日本歯科先端技術研究所）

●モーニングセミナー1：公益社団法人日本歯科先端技術研究所

8：00～8：50　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「朝日大学歯学部での口腔インプラント学教育」
座　長：永原　國央（朝日大学歯学部口腔インプラント科）
講　師：田辺俊一郎（朝日大学歯学部口腔インプラント科）

●モーニングセミナー2：朝日大学歯学部口腔インプラント科

8：00～8：50　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

「臨床の疑問に答える」
座　長：木原　優文（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）
　　　　田中　秀樹（九州インプラント研究会）
講　師：吉成　正雄（東京歯科大学口腔科学研究センター）
　　　　鮎川　保則（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）
　　　　馬場　正英（一般社団法人福岡口腔インプラント研究会）
　　　　権田　知也（大阪大学大学院歯学研究科有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野）
　　　　水木さとみ（医療法人社団 信和会ミズキデンタルオフィス）
　　　　十河　厚志（近畿・北陸支部）

●教育講演

9：00～12：00　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

座　長：鮎川　保則（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）
　　　　川原　　大（特定非営利活動法人臨床器材研究所）
講　師：新名主耕平（九州歯科大学口腔インプラント科）
　　　　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）
　　　　熱田　　生（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）
　　　　兒玉　直紀（岡山大学病院咬合・義歯補綴科）
　　　　寺本　祐二（信州大学医学部附属病院特殊歯科・口腔外科）
　　　　豊嶋　健史（九州支部）

●若手インプラントロジストセッション

13：30～15：30　第2会場（ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス）

「インプラントの咬合付与について」
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　俊輔（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
講　師：尾澤　昌悟（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）
　　　　松下　恭之（九州大学大学院歯学研究院口腔生体機能工学研究分野）
　　　　馬場　一美（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）
　　　　田邉　憲昌（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

●シンポジウム8：日本補綴歯科学会共催

9：00～10：30　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

「欠損形態から考えるインプラント治療の効果と適応症　－インプラント治療で改善できること，できないこと－」
座　長：梅原　一浩（青森インプラント研究会）
　　　　澤瀬　　隆（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分野）
講　師：宮地　建夫（歯科診療室　新宿NS　東京都（鉄鋼ビル歯科））
　　　　鷹岡　竜一（鷹岡歯科医院）
　　　　武田　孝之（東京歯科大学口腔インプラント学講座）

●シンポジウム10

10：40～12：10　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

「インプラント治療におけるデジタル・デンティストリーの応用」
座　長：古谷野　潔（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）
　　　　吉村　治範（北海道形成歯科研究会）
講　師：寺本　昌司（近畿・北陸支部）
　　　　加来　敏男（九州インプラント研究会）
　　　　梅原　一浩（青森インプラント研究会）
　　　　宮﨑　　隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）

●シンポジウム12：日本歯科放射線学会，日本デジタル歯科学会共催

13：30～15：30　第3会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　クリスタル）

座　長：桑鶴　利香（九州大学病院再生歯科・インプラントセンター）
　　　　藤野　　茂（インプラント再建歯学研究会）
講　師：新井　是宣（大阪歯科大学口腔インプラント学講座）
　　　　佐々木一喜（近畿・北陸支部）

●モーニングセミナー3

8：00～8：50　第4会場（ホテルグランヴィア岡山　3階　パール）

「エビデンスに基づいてインプラント周囲炎を考える～イエテボリにおけるメインテナンスの実際～」
座　長：笹谷　和伸（一般社団法人日本インプラント臨床研究会）
講　師：中原　達郎（一般社団法人日本インプラント臨床研究会）
　　　　鈴木佐栄子（一般社団法人日本インプラント臨床研究会）

●モーニングセミナー4：一般社団法人日本インプラント臨床研究会

8：00～8：50　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「在宅におけるインプラントのメインテナンスについて考える」
座　長：松井　孝道（九州支部）
講　師：山口千緒里（関東・甲信越支部）
　　　　藤野智佳子（東北・北海道支部）

●専門歯科衛生士セミナー

9：00～10：30　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）
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「初診時からインプラント埋入手術に至るまでの歯科衛生士の役割について」
座　長：阪本　貴司（大阪口腔インプラント研究会）
講　師：篠原こずえ（愛媛大学医学部附属病院診療支援部歯科口腔外科）

●専門歯科衛生士教育講座

10：40～12：10　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「超高齢社会においてインプラントは是か非か？」
座　長：市川　哲雄（徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野）
　　　　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：田中　譲治（一般社団法人日本インプラント臨床研究会）
　　　　林　　揚春（関東・甲信越支部／日本大学客員教授／日本大学松戸歯学部口腔インプラント科）
　　　　大野　　彩（岡山大学病院新医療研究開発センター／
　　　　　　　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野）
　　　　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）

●シンポジウム13

13：30～15：30　第5会場（岡山コンベンションセンター　3階　コンベンションホール）

「「再生医療　血液臨床応用」セミナー
　“再生新法施行　自己血由来の成長因子を用いた再生療法 ～その理論と実際～」
座　長：増木　英郎（一般社団法人東京形成歯科研究会）
講　師：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）
　　　　奥寺　俊充（一般社団法人東京形成歯科研究会）

●モーニングセミナー5：一般社団法人東京形成歯科研究会

8：00～8：50　第6会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）

「歯科技工士が知らなければいけないインプラント周囲炎」
座　長：末瀬　一彦（大阪歯科大学歯科審美学室）
講　師：佐藤　琢也（大阪口腔インプラント研究会）
　　　　柏井　伸子（関東・甲信越支部）

●専門歯科技工士セミナー

9：00～10：30　第6会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）

「インプラント治療におけるデジタル歯科技工の現状と展望」
座　長：佐藤　博信（福岡歯科大学冠橋義歯学分野）
講　師：樋口　鎮央（和田精密歯研株式会社）

●専門歯科技工士教育講座

10：40～12：10　第6会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）

「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（日本口腔インプラント学会認定委員会）
講　師：永原　國央（日本口腔インプラント学会試験委員会）
　　　　又賀　　泉（日本口腔インプラント学会編集委員会）
　　　　藤井　俊治（日本口腔インプラント学会認定委員会）

●認定・試験・編集委員会セミナー

13：30～15：00　第6会場（岡山コンベンションセンター　2階　レセプションホール）

座　長：林　　尚史（愛知インプラントセンター）
　　　　勝沼　孝臣（NPO法人 埼玉インプラント研究会）
講　師：前田　　貢（ユニバーサルインプラント研究所）
　　　　平山　富興（近畿・北陸支部）

●モーニングセミナー6

8：00～8：50　第7会場（岡山コンベンションセンター　2階　展示ホール）

座　長：山野総一郎（大阪口腔インプラント研究会）
　　　　西村　正宏（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科）　
講　師：佐藤　隆太（九州インプラント研究会）
　　　　淵上　　慧（神奈川歯科大学付属病院口腔インプラントセンター）

●モーニングセミナー7

8：00～8：50　第8会場（岡山コンベンションセンター　2階　301会議室）

座　長：小倉　　晋（日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科）
　　　　宮前　　真（愛知学院大学歯学部附属病院）
講　師：夫馬　吉啓（新潟再生歯学研究会）
　　　　綿本　隆生（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分野）

●モーニングセミナー8

8：00～8：50　第9会場（岡山コンベンションセンター　3階　302会議室）

「インプラント周囲炎を再考する　－予防から治療まで－」
座　長：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）
　　　　堀田　康記（愛知インプラントセンター）
講　師：堀内　克啓（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント科／ジャシド（JACID））
　　　　竹内　康雄（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野）
　　　　石本　光則（関東・甲信越支部）

●シンポジウム9

9：00～10：30　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

「インプラントとペリオの軟組織マネージメント：Plastic surgery」
座　長：小方　頼昌（日本大学松戸歯学部歯周治療学講座）
　　　　西郷　慶悦（嵌植義歯研究所）
講　師：西田　哲也（日本大学歯学部歯科保存学第Ⅲ講座／日本大学歯学部付属歯科病院歯科インプラント科）
　　　　松井　徳雄（貴和会銀座歯科診療所）
　　　　北島　　一（中部支部）

●シンポジウム11

10：40～12：10　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）

セッションプログラムセッションプログラム

「インプラントのメリットとそのメインテナンスを再考する」
座　長：窪木　拓男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野）
講　師：荒川　　光（岡山大学病院）
　　　　鈴木　秀典（岡山大学病院）

●市民フォーラム

13：30～15：00　第10会場（岡山シティミュージアム　5階　常設展示室）
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