Time Table
ﾀｲﾑ

ﾃｰﾌﾞﾙ
ドクターセッション ７月３０日（土）

（地下１階 HALL A）

司会 工藤 淳一

9：30～9：40

開会のご挨拶

9：40～10：25

会員発表（座長：中川 雅裕、 小川 洋一）

（9：40～9：55）

木津 康博 「PRF（Platelet Rich Fibrin）を用いた組織再生術の臨床応用」

（9：55～10：10）

鳥潟 隆睦 「Save Implants！-Water Micro Explosion Method のインプラント周囲組織再生への応用-」

（10：10～10：25）

山口 文誉 「臼歯部咬合崩壊を伴う広汎型慢性歯周炎患者に対するインプラント治療を用いた咬合再構成の一症例」

10：25～10：40 休

会長 水上 哲也

憩

10：40～11：25 会員発表（座長：木村 洋子、 岩田 光弘）
（10：40～10：55）

下 田

（10：55～11：10）

月岡 庸之 「X線画像を用いたインプラント荷重時期の推測」

（11：10～11：25）

木村 智憲 「人工歯肉付きインプラント上部構造における発音障害について」

11：25～11：40 休

徹 「Morphology and material selection in full bone anchored bridge cases」

憩

11：40～12：40 教育講演1 （座長：木原 敏裕）
信藤 孝博 「微小循環のモルフォロジー －軟組織移植の生着過程を探る－」

12：40～13：40 昼

食

13：40～16：00 正会員コンテスト （座長：北 島 一、 高井 康博）
（13：40～14：10）

三木 通英 「3次元的な骨造成におけるGBR法の実際」

（14：10～14：40）

藍

14：40～15：00 休

浩 之 「骨造成の必要性について」
憩

15：00～16：00 正会員コンテスト （座長：船登 彰芳、 金成 雅彦）
（15：00～15：30）

大 谷

（15：30～16：00）

猪子 光晴 「GBRを成功に導く画期的な減張切開法の新提案 -The Upward Motion Scissors Technique-」

16：00～16：10 休

昌 「顎顔面領域へのチームアプローチ ～デジタル診断から顎位の安定、顔貌の改善へ～」

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３１日（日） 午前の部
（地下１階 HALL A）

司会 矢野 尚一

9：00～11：20

シンポジウム1 「インプラント埋入部の軟組織マネージメント」 （座長：奥田 裕司、 林 美 穂）

（9：00～9：25）

岡田素平太 「インプラント埋入前の軟組織の増生 －抜歯後のインプラント治療－」

（9：25～9：50）

大河原純也 「結合組織移植による歯間乳頭再建の限界と可能性」

9：50～10：00

休

（10：00～10：25）

松川 敏久 「審美領域でのインプラント修復」

（10：25～11：00）

石川 知弘、中山かおり 「インプラント周囲軟組織増生手術におけるDr＆DHの目からウロコのコンビネーション」

（11：00～11：20）

全体ディスカッション

11：20～11：40 休

憩

憩

11：30～12：30 教育講演2 （座長：夏堀 礼二）
鈴木 真名 「Reconstruction for Peri-Implant Soft Tissue」

12：30～13：30 昼

食

Time Table
ﾀｲﾑ

ﾃｰﾌﾞﾙ

ドクターセッション ７月３１日（日） 午後の部
（地下１階 HALL A）

司会 矢野 尚一

13：30～16：10 シンポジウム2 「上部構造との調和のための軟組織マネージメント」 （座長：申 基 喆、 中田光太郎）
（13：30～13：55）

木林 博之 「補綴装置の歯肉縁下カントゥア ～その臨床的配慮について～」

（13：55～14：20）

南

14：20～14：35 休

昌 宏 「自然感を創出させるためのインプラント修復の考察」
憩

（14：35～15：10）

瀧野 裕行、都築 優治 「The Pink Esthetics ～天然歯との調和を目指して～」

（15：10～15：45）

日高 豊彦、高 橋

（15：45～16：10）

全体ディスカッション

健 「Prosthetic management for optimal esthetics」

16：10～16：20 表彰式ならびに正会員証授与式
16：20～

閉会のご挨拶

副会長 三好 敬三

技工士セッション ７月３１日（日）
（地下１階 HALL B）

司会 戸田 勝則

10：00～10：05 開会のご挨拶

会長 水上 哲也

（座長：山下 恒彦、 寺本 昌司）
（10：05～10：35）

関 錦二郎 「Gingival Characterize ～Anatomical Gingival shedding Technique～」

（10：35～11：05）

志田 和浩 「歯科技工士が考えるインプラント治療の手順と結果」

10：05～11：15 休

憩

（11：15～11：45）

一柳 通宣 「Longevity —インプラント上部構造を成功へ導くためのkey－」

（11：45～12：15）

滝 澤

（12：15～12：30）

全体ディスカッション

12：30～

閉会のご挨拶

崇 「インプラント上部構造に必要と思われる色調と形態」

副会長 瀧野 裕行

衛生士セッション ７月３１日（日）
（地下１階 HALL B）

司会 白 土 徹

13：30～13：35 開会のご挨拶

会長 水上 哲也

（座長：貴島佐和子、 田内 友貴）
（13：35～14：05）

山口千緒里 「軟組織マネージメントおよびインプラント埋入手術における感染管理 -歯科衛生士の立場から-」

（14：05～14：35）

下田 裕子 「歯科衛生士が行う術前、術後の管理」

14：35～14：45 休

憩

（14：45～15：15）

佐藤久美子 「歯科衛生士が知っておきたいソフトティッシュマネージメントのコンセンサス」

（15：15～15：45）

丸橋 理沙 「歯科衛生士から考察するティッシュマネージメント」

（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 石川 知弘

