Time Table
ﾀｲﾑ

ﾃｰﾌﾞﾙ
ドクターセッション ７月２９日（土）

（地下１階 HALL A）

司会 金成 雅彦

9：30～9：40

開会のご挨拶

9：40～10：20

会員発表（座長 岩田 光弘、 山羽 徹）

（9：40～9：55）

山田 陽子 「上顎前歯部欠損症例 -鼻腔底下ブロック骨移植を併用したＧＢＲ法-」

（9：55～10：10）

八木原淳史 「Implant Loading; What we know, what we think we know, and what we don't know」

（10：10～10：25）

丹野

10：25～10：35 休

会長 三好 敬三

努 「Orthodontic implant site development using labial root torque -矯正的組織造成法の考察-」
憩

10：35～11：20 会員発表（座長 白 土 徹、 佐藤 孝弘）
（10：35～10：50）

上野 博司 「What does "good health" mean in terms of implantology?」

（10：50～11：05）

佐藤 憲治 「歯が残る時代の安全・確実なインプラント治療をめざして －抜歯後2カ月埋入の提案－」

（11：05～11：20）

小田 師巳 「上皮下結合組織を用いたインプラント周囲歯肉増生術 —歯肉の厚みを獲得する必要性とその効果—」

11：20～11：40 休

憩

11：40～12：40 教育講演1 （座長：夏堀 礼二）
野阪 泰弘 「トラブル症例から学ぶ、安全なサイナスフロアエレベーション」

12：40～13：40 昼

食

13：40～16：00 正会員コンテスト （座長：松井 徳雄、 中川 雅裕）
（13：40～14：10）

甘利 佳之 「矯正治療を伴ったインプラント補綴の治療戦略」

（14：10～14：40）

岡田 豊一 「矯正-歯周-インプラント-補綴治療の有機的連携を考察する」

14：40～15：00 休

憩

15：00～16：00 正会員コンテスト （座長：工藤 淳一、 小川 洋一）
（15：00～15：30）

新村 昌弘 「垂直的骨増生における文献的考察と臨床応用」

（15：30～16：00）

村川 達也 「Peri-implantitis発症予防に配慮したインプラント周囲粘膜構築の一考察」

16：00～16：10 休

憩

16：10～16：40 総

会

17：00～19：00 懇親会 （地下1階 HALL B）

ドクターセッション ７月３０日（日） 午前の部
（地下１階 HALL A）

司会 金成 雅彦

9：00～11：20

シンポジウム1 「今選択すべき骨増生マテリアルは？」 （座長：牧草 一人、 白鳥清人）

（9：00～9：25）

宇 毛

（9：25～9：50）

木津 康博 「骨造成における骨補填剤としての自家骨vs 異種骨」

9：50～10：00

（10：35～11：00）

休 憩
小川 勝久、郡司 圭子 「自家骨移植を伴うインプラント治療でのアシスタントワー
ク」
成瀬 啓一 「垂直的骨造成の予知性を高めるために」

（11：00～11：20）

全体ディスカッション

（10：00～10：35）

11：20～11：30 休

玲 「GBRにおけるBio-ossの有用性について」

憩

11：30～12：30 教育講演2 （座長：水上 哲也）
矢島 安朝 「骨造成法の基本的なエビデンスとその将来」

12：30～13：30 昼

食
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ドクターセッション ７月３０日（日） 午後の部
（地下１階 HALL A）

司会 金成 雅彦

13：30～16：00 シンポジウム2 「安全・確実な骨増生のテクニックとトラブルシューティング」
（座長：奥田 裕司、 日高 豊彦）
（13：30～13：55）

高井 康博 「審美領域における抜歯即時インプラント埋入時の骨造成法とその長期的評価」

（13：55～14：20）

北 島

14：20～14：35 休

一 「骨欠損形態と部位に応じたGBR術式の選択」

憩

（14：35～15：00）

澤 裕一郎 「自家骨ブロック骨の特徴を生かした骨造成法」

（15：00～15：35）

寺本 昌司、一柳 通宣 「審美領域のインプラント治療における骨造成の注意点とリカバリー」

（15：35～16：00）

全体ディスカッション

16：00～16：10 表彰式ならびに正会員証授与式
16：10～

閉会のご挨拶

副会長 石川 知弘

技工士セッション ７月３０日（日）
（地下１階 HALL B）

司会 畑中 卓哉

10：00～10：05 開会のご挨拶

会長 三好 敬三

（座長：山下 恒彦、 新藤 有道）
（10：05～10：3０）

秋山 和則 「Zr Restorations concept for The total Esthetic」

（10：3０～10：55）

吉村 知久 「It is something that we should do to manufacture an aesthetic prostheses」

10：55～11：05 休

憩

（11：05～11：30）

田辺 久憲 「長期間の使用に耐えるインプラント上部構造の考え方」

（11：30～12：30）

桑田 正博 「修復治療の変遷、そしてこれからの歯科治療」

12：30～

閉会のご挨拶

副会長 瀧野 裕行

衛生士セッション ７月３０日（日）
（地下１階 HALL B） 司会 北原 文子
13：30～13：35 開会のご挨拶

会長 三好 敬三

（座長：松丸 友貴、山口千緒里 ）
（13：35～14：05）

濱崎 友紀 「One Size I.D.B」

（14：05～14：35）

丸橋 理沙 「インプラントの予後」

14：35～14：45 休

憩

（14：45～15：15）

本田 貴子 「インプラント手術周術期における患者対応」

（15：15～15：45）

塚田 智子 「インプラント周囲組織の外科処置におけるDHが持つべき知識」

（15：45～16：00）

全体ディスカッション

16：00～

閉会のご挨拶

副会長 松島 正和

ﾃｰﾌﾞﾙ

