Time
Table
タイム
テーブル
７月１７日（日） ホテルグランヴィア京都3階 源氏の間
ドクターセッション （9：00～18：10） 司会：金成 雅彦
（午前の部）
9：00～ 9：10

開会のご挨拶

会長 瀧野 裕行

9：10～10：30

会員発表Ⅰ （座長：新藤 有道、 藤波 淳）

（ 9：10～ 9：30）

岡

（ 9：30～ 9：50）

奥村 昌泰 「咬合の生理的ステージを考慮したインプラント治療」

（9：50～10：10）

筒井 純也 「A strategy in the treatment of implant esthetic complication」

（10：10～10：30）

芳 賀

10：30～10：45

休

10：45～11：45

会員発表Ⅱ （座長：岩田 光弘、 中川 雅裕）

（10：45～11：05）

大川 敏生 「骨格と顎間関係に配慮したインプラントによる咬合再構成
～長期的な安定を得るための天然歯およびインプラントの環境整備～」

（11：05～11：25）

奥田 浩規 「連続欠損症例における結合組織移植を併用した抜歯後即時インプラント埋入」

（11：25～11：45）

菊地 康司 「下顎臼歯部におけるGBRを成功させるためのFlap advancement（歯肉弁の伸展）
について、文献を紐解きながら再考する」

11：45～12：00

休

12：00～13：00

会員発表Ⅲ （座長：白土 徹、 木村 洋子）

（12：00～12：20）

月星 太介 「外傷歯の治療 ～Implant Specialist のあなたならどうする？～」

（12：20～12：40）

寺 尾 豊 「インプラントと天然歯の共存・安定を目指して ～インプラント補綴の効果を高めるために～」

（12：40～13：00）

溝上 宗久 「広汎型重度慢性歯周炎患者に対しインプラントを用い包括的治療を行った1症例
（Stage Ⅲ Grade C）」

13：00～14：20

昼

正 信 「Full mouth reconstruction case with the determination of the complex jaw position.」

剛 「Reconstructive Dentistry」

憩

憩

食

（午後の部）
14：20～15：05

基調講演 （座長：山下 恒彦）
Kent T. Ochiai 「オッセオインテグレーション・スタディークラブ・オブ・サザンカリフォルニア（OSCSC）とオッ
セオインテグレーション・スタディークラブ・オブ・ジャパン（OJ）の歴史」

15：05～15：20

休

憩

15：20～18：10

初期会長講演 （座長：瀧野 裕行）

（15：20～16：00）

岡田 隆夫 『インプラント治療「自身41年の臨床変遷」 －全顎症例を中心にして－』

（16：00～16：10）

休

（16：10～16：50）

宮本 泰和 「歯周病患者における天然歯とインプラントの長期的な共存」

（16：50～17：00）

休

（17：00～17：40）

木原 敏裕 「OJ 20th Anniversary 伝統がもたらす革新 ～我々は何を学び何をすべきか～」

（17：40～18：10）

総合ディスカッション

18：10～

懇親会

憩

憩

Time
Table
タイム
テーブル
７月１８日（祝） ホテルグランヴィア京都3階 源氏の間
ドクターセッション （9：00～16：50） 司会：新藤 有道
（午前の部）
9：00～10：50

正会員コンテスト （座長：日高 豊彦、 筒井 祐介）

（ 9：00～ 9：25）

相宮 秀俊 「インプラント治療における次世代デジタルデンティストリーの向かうべき方向性
－ライフステージを考慮した咬合再構成の到達点とその展望－」

（ 9：25～ 9：50）

猪子 光晴 「Top to Down Treatment の概念からインプラントの長期予後を考える」

（ 9：50～10：00）

休

（10：00～10：25）

増田 英人 「審美領域への抜歯後即時埋入の可能性 ～VISTA × IDR × PPS～」

（10：25～10：50）

宮﨑 恵子 「A New Digital Concept in the Subgingival Area」

10：50～11：00

休

11：00～11：40

ファウンダー講演

憩

憩

山﨑 長郎 「Interdisciplinary management of Complex Implant Treatment」
11：40～12：40

昼

食

（午後の部）
12：40～13：50

シンポジウムⅠ 「ライフステージを考慮したインプラント治療」 （座長：松島 正和）

（12：40～13：10）

林

（13：10～13：40）

牧草 一人 「患者のライフサイクルに配慮したインプラント治療 ～歯周病専門医が考える患者の人生主
導型インプラント治療とは？～」

（13：40～13：50）

全体ディスカッション

13：50～14：00

休

14：00～15：10

シンポジウムⅡ 「ボーンアンカードフルブリッジ Vs I.O.D.の長期予後」 （座長：金成 雅彦）

（14：00～14：30）

白鳥 清人 「無歯顎患者のインプラント治療を長期経過から考える」

（14：30～15：00）

倉嶋 敏明 「欠損補綴・天然歯保護が長期予後を得るためのIOD（IARPD）の応用」

（15：00～15：10）

全体ディスカッション

美 穂 「患者の人生に寄り添ったインプラント治療 ～我々が今考えるべき課題～」

憩

15：10～15：20

休

憩

15：20～16：30

シンポジウムⅢ 「審美領域におけるインプラント治療の長期予後」 （座長：中田光太郎）

（15：20～15：50）

佐々木 猛 「長期的観点から審美インプラント治療を再考する」

（15：50～16：20）

土屋 賢司 「インプラント補綴における軟組織レベル決定のための臨床的要素」

（16：20～16：30）

全体ディスカッション

16：30～16：50

表彰式ならびに正会員証授与式

16：50～

閉会のご挨拶

副会長 松島 正和

Time
Table
タイム
テーブル
７月１７日（日） ホテルグランヴィア京都3階 源氏の間（西）
歯科技工士セッション Part１ （9:00～12:45）
（司会・座長：村川 達也、鈴木 健造、南 昌宏、一栁 通宣）
9：00～ 9：10

開会のご挨拶

大会長 中田光太郎

9：10～ 9：45

南

昌 宏 「Digital-analogue dentistry」

9：45～10：00

休

憩

10：00～11：00

片岡 繁夫 「審美補綴に必要な天然歯形態と基本三形態の類似性」

11：00～11：15

休

11：15～12：15

都築 優治、芳 本

12：15～12：45

全体ディスカッション

憩
岳 「Focus of dentist and dental technician to achieve implant aesthetics」

歯科衛生士セッション Part１ （14:00～17:40）
（司会・座長：村川 達也、鈴木 健造、丸橋 理沙、田内 友貴）
14：00～14：10

開会のご挨拶

会長 瀧野 裕行

14：10～14：40

佐藤 朱美 「インプラント治療を見据えた接遇マナー ～おもてなしを通して患者さんから選ばれる
医院・スタッフを目指して～」

14：40～14：45

休

14：45～15：15

鈴木 誓子 『これからのインプラント治療に求められるTCの役割 ～「伝える」から「伝わる」
医療面接の在り方～』

15：15～15：30

休

15：30～16：30

特別講演Ⅰ

憩

憩

大月 基弘 「インプラントの周りが腫れてきた、さてアナタはどうする？」
16：30～16：40

休

憩

16：40～17：20

丸橋 理沙 「歯科衛生士キャリアから考察した歯科治療」

17：20～17：40

全体ディスカッション

７月１８日（祝） ホテルグランヴィア京都3階 源氏の間（西）
歯科衛生士セッション Part２ （8:00～12:05）
（司会・座長：村川 達也、鈴木 健造、丸橋 理沙、田内 友貴）
8：00～ 8：10

開会のご挨拶

会長 瀧野 裕行

8：10～ 8：40

村井 結衣 「即時荷重インプラント治療における歯科衛生士の関わり方」

8：40～ 8：45

休

8：45～ 9：15

木村 明子 「インプラント外科アシストに際して心がけていること」

9：15～ 9：30

休

憩

憩

Time
Table
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9：30～10：30

特別講演Ⅱ
小池 軍平、吉久保典子 「IOSを使った歯科衛生士のための新しいチェアーサイドコミュニケーション
”Digital OHI / Digital Counseling”」

10：30～10：40

休

10：40～11：10

沢口由美子 「一目置かれる歯科衛生士になるために ～インプラントメンテナンスプロケア～
セルフケア～」

11：10～11：15

休

11：15～11：55

田内 友貴 「長期的に維持する為のインプラントメンテナンスの在り方 ～歯科医師と歯科衛生士の連携
～」

11：55～12：05

憩

憩

全体ディスカッション

歯科技工士セッション Part2 （12:15～16:00）
（司会・座長：村川 達也、鈴木 健造、南 昌宏、一栁 通宣）
12：15～12：20

開会のご挨拶

会長 瀧野 裕行

12：20～13：20

湯浅 直人、大谷 一紀 「昨今のジルコニアセラミックスのポテンシャルを探る ｰ確度の高い色調和を図
るための材料選択と製作の実際」

13：20～13：30

休

13：30～14：30

小林 恭之、二宮 佑介 「良好な治療結果を得るための情報と伝達」

14：30～14：40

休

14：40～15：40

一柳 通宣、米澤 大地 「Longevity ー最良のインプラント上部構造デザインを考える」

15：40～16：00

全体ディスカッション

16：00～

閉会のご挨拶

憩

憩

副会長 松島 正和

参加者の方々へのご注意
●会場内での携帯電話のご使用、録音、録画、撮影などはご遠慮ください。
●昼食はご用意してございません。

