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ご案内

◆各会場へのご入場について
　第 ８回日本国際歯科大会のご登録者は、その職種を問わ
ず、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士＆デジタルデンティ
ストリーシンポジウムおよびワールドデンタルショー201８
のすべての会場に入場いただけます。

◆ネームタグ着用のお願い
　会場内では、ネームタグを必ず着用願います。

◆同時通訳、レシーバー、逐次通訳について
　同時通訳が行われる講演ホールでは、通訳レシーバーを
各講演ホール入り口にてお渡しします。レシーバーのチャ
ンネルは、「 １」が日本語、「 ２」が英語です。レシーバーは
ご退出時に必ずご返却ください。逐次通訳が行われる講演
ホールは、同ホールの海外演者による英語講演が日本語に
翻訳され行われます。日本語による講演は英訳されません
のでご注意ください。

◆ウェルカム・レセプションについて
日時：201８年10月 5 日（金）　1８：00〜
会場：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
　　　 3階「ボールルーム」
参加費：20,000円（税込）
当日受付：会議センター 1 階歯科医師受付（15時より）、
「ボールルーム」入口（17時30分より）

◆質問用紙について
　本プログラムに同封されている質問用紙は、ディスカッ
ションやQ&A等の時間が設けられている講演ホールで使
用されます。質問用紙の回収等は、各講演ホールの進行状
況にあわせて行われます。講演時間の関係等で、すべての
質問にお答えできない可能性がありますこと、あらかじめ
ご了承ください。

◆写真、ビデオ、録音等について
　講演の写真、ビデオ撮影および録音は禁止となります。

◆携帯電話・スマートフォンについて
　講演に先立ち、携帯電話・スマートフォンの電源をお切
りいただくか、マナーモードに切り替えてください。

◆生涯研修について
　第 ８回日本国際歯科大会では、（公社）日本歯科医師会、
（公社）日本歯科衛生士会の各生涯研修の単位取得が以下の
とおり行えます。
①日本歯科医師会生涯研修受講単位： ８単位（10月 5 日）／
15単位（10月 6 日）／14単位（10月 7 日）〔合計37単位〕
②日本衛生士会生涯研修受講単位：特別研修 1単位
　①はカードリーダーを会議センター 1階書籍販売ブース
横に設置しています（各日ごとに要ご登録）。②は後日、本
会参加証とあわせて自己学習申請書による申請が必要とな
ります。

◆クローク・コインロッカーについて
　コインロッカーは会議センター 1階、 2階、アネックス
ホール 2階に、クロークは会議センター地下 1階、 1階、
2 階、およびアネックスホール 2 階にございます（次ペー
ジからの会場見取り図ご参照）。
　コインロッカーは、その数に限りがありますのでご注意
ください。

◆お食事について
　講演会場内でのお弁当の販売は行っておりません。会議
センター内 2 階「パシフィコティールーム」、 6 階「ベイブ
リッジカフェテリア」およびワールドデンタルショー展示
ホール内に 4つの飲食店ほか、隣接するインターコンチネ
ンタルホテル、横浜ベイホテル東急内の各レストラン、近
隣のクイーンズスクエアのレストラン街、ランドマークタ
ワー内レストラン等をご利用ください。なお、昼食時は、
1 階 Aホールを除いたすべての講演ホールで飲食が可能
ですが、講演中のお食事は禁止とさせていただきます。

◆ランチョンセミナーおよびランチセミナーについて
　企業主催のランチョンセミナーおよびランチセミナーが
下記のとおり行われます（詳細は、175〜177ページ参照）。
①�【“ デジタル ”ランチョンセミナー】　対象：歯科医師／
歯科技工士

　�１0月 6 日（土）１２：１5～１3：00　アネックスホール Aお
よびBホール

　�１0月 7 日（日）１２：１5～１3：00　アネックスホール Aお
よびBホール

②【“オシャレ ”なランチセミナー】　対象：歯科衛生士
　�１0月 6 日（土）１２：30～１6：30　アネックスホール ２ 階
ハーバーラウンジAおよびB

　�１0月 7 日（日）１２：30～１4：30　アネックスホール ２ 階
ハーバーラウンジAおよびB

　チケットの配付は、①はアネックスホール内クローク正
面にて、②は会議センター・歯科衛生士受付付近にて、と
もに 6 日は 8：１5より、 7 日は 8：30より行います。（先
着順）。

◆第 8回ワールドデンタルショー2018
　併催のワールドデンタルショーは入場無料です。会場へ
は、会議センター 2階からの通路をご利用ください。

◆宅配便のご利用について
　宅配便のご利用は、デンタルショー会場にてお手続きが
できます。
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講演会場見取り図（Hall Map）
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講演会場見取り図（Hall Map）
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講演会場見取り図（Hall Map）
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祝辞（Congratulations）

堀　憲郎 Kenro Hori

公益社団法人 日本歯科医師会
会長

President of 
Japan Dental Association

　クインテッセンス出版株式会社主催の 4 年に 1 度開催さ
れる日本国際歯科大会が今年で 8 回を迎え、盛大に開催さ
れますことを心よりお祝い申し上げます。日本国内ならび
に世界各国から歯科医療関係者が一堂に会し、時代のニー
ズに応えた最新の歯科医療に関する講演や意見交換が行わ
れるこの大会の意義はたいへん大きなものです。
　日本歯科医師会は、長寿社会では単に長く生きることだ
けを目指すのではなく、「食べる」「話す」「笑う」という日常
生活の基本的な機能を人生の最期まで全うすることを目標
にするべきとして、さらにそこに超高齢社会の歯科医療の
新しく大きな役割と責任があると訴えてきました。
　その結果、我が国では今、歯科医療と口腔健康管理の充
実が、全身の健康と密接にかかわることに理解が深まり、
歯科口腔保健の充実に関する各方面からの期待が高まって
います。
　このような時期に開催される本大会が、皆様の積極的な
ご参加で、新しい知見と情報の共有と発信の場として実り
ある大会となり、さらなる歯科界の発展につながることを
祈念して挨拶といたします。

I would like to offer my heartfelt congratulations on the 
occasion of the grand opening of the World Dental Meeting 
in Japan, held once every four years with the support of 
Quintessence Publishing Co., Ltd. and which this year is 
marking its 8th anniversary. As an event that brings together 
dental professionals from all over Japan and around the 
world to exchange opinions and attend lectures on the 
latest advances in dental medical care in response to the 
needs of the times, the significance of the Meeting is 
indeed immense.

With a goal of improving the longevity of society by 
not simply aiming for people to live longer lives, but also 
ensuring that people are fully able to enjoy the basic func-
tions of everyday life ‒ eating, talking, and laughing ‒ until 
the very end of their lives, the Japan Dental Association 
has laid claim to a new major role and responsibility for 
dentistry in a super-ageing society.

As a result, in Japan, the enhancement of oral health 
management and dental treatment is deepening our under-
standing of matters closely concerned with general health, 
and expectations are rising in various quarters relating to 
the improvement of dental and oral health.

I sincerely hope that with everyone’s active participation, 
this Meeting, held in an era such as this, will prove to be 
a fruitful event as a place for sharing and disseminating 
new knowledge and information, and lead to the further 
development of the world of dentistry.
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祝辞（Congratulations）

武井典子 Noriko Takei

公益社団法人 日本歯科衛生士会
会長

President of 
Japan Dental Hygienists Association

　この度、第 8 回を迎える日本国際歯科大会がクインテッ
センス出版株式会社主催のもと盛大に開催されますこと、
心よりお慶び申し上げます。
　さて、日本の歯科衛生士の就業者数は50年間で44倍
の123,831人（H28年）に急増し、 現在米国に次ぐ世界第
2 位の歯科衛生士大国となりました。その90.6％が歯科
診療所の勤務であり、地域包括ケアシステムの構築が
急がれる中、診療所の歯科衛生士にも変革が求められ
ています。診療所から地域に出て、多職種と連携する
中で、在宅療養者や要介護高齢者の口から食べる機能を
維持し、低栄養や誤嚥性肺炎を予防するなど、口腔衛
生・口腔機能管理に関わる専門性を発揮することが期待
されています。このような期待に応えるには、学校教育
からの継続した生涯研修が重要であり、歯科医療関係者
が一堂に会し、歯科医療に関する最前線の情報を総合的
に学習できます素晴らしい機会に深く感謝申し上げま
す。本大会の益々の発展を祈念申し上げ、祝辞といたし 
ます。

I wish to offer my sincere congratulations on this occa-
sion of the grand opening of the 8 th World Dental Meeting 
in Japan, with the support of Quintessence Publishing, Co., 
Ltd.

The number of dental hygienists employed in Japan 
has grown rapidly over the past fifty years, increasing by 
a factor of 44 to 123,831 people (as of 2016). As a result, 
Japan has the second largest number of dental hygienists 
in the world, after the USA. Among Japan’s dental hygien-
ists, 90.6% work in dental clinics, and amidst the rapid 
transformation entailed by the construction of integrated 
community care systems, clinic-based dental hygienists 
are also being subjected to calls for reform. In local 
communities, working in partnership with a variety of other 
disciplines, we are expected to help maintain the functional 
ability to consume nutrition orally among people receiving 
home-based care and elderly people in need of long-term 
care, as well as to demonstrate our expertise in the areas 
of oral hygiene and oral functional management to prevent 
malnutrition and aspiration pneumonia. An important part 
of meeting such expectations will be lifelong training that 
continues to build on school-based education, and I would 
like to express my deep appreciation for this wonderful 
opportunity for dental medical care specialists to be able 
to come together to learn so comprehensively about the 
newest information on the forefront of dental medical care. 
As well as my congratulations, I would like to offer my 
earnest wishes for the future development and success of 
this Meeting.
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祝辞（Congratulations）

杉岡範明 Noriaki Sugioka

公益社団法人 日本歯科技工士会 
会長

President of 
Japan Dental Technologists Association

　第 8 回日本国際歯科大会の開催にあたり、公益社団法人
日本歯科技工士会を代表しご挨拶申し上げます。
　 4 年に 1 度、それぞれの時期の世界最先端の歯科医療の
動向とその未来の姿を、私たち歯科医療人に示してきた本
大会は、日本国際歯科大会の名称が示すように、日本に居
ながらにして世界の歯科医療を身近なものとし把握し、彼
我を顧みることができます。
　また、今大会では時代のニーズを踏まえ、デジタルデン
ティストリーシンポジウムが設定されています。デジタル
デンティストリーの発展と深化は、歯科技工士のあり方に
さらに大きなインパクトを与えるものであり、本大会が示
すそのトータルな姿に興味が尽きることはないでしょう。
　また、国内最大級のデンタルショーといわれる「第 8 回
ワールドデンタルショー2018」の開催も、きわめて具体的
な製品・商品という形で、それぞれの開発者・設計者の思
い描く歯科の未来図を私たちに示すものであり、おおいに
期待しております。

On the occasion of the 8 th World Dental Meeting in 
Japan, I would like to offer my greetings on behalf of the 
Japan Dental Technologists Association.

Every four years, this Meeting has showcased, for den-
tal medical personnel such as ourselves, the world’s most 
advanced dental medical care trends at the time as well 
as a vision for the future. As its name suggests, the World 
Dental Meeting in Japan allows us to gain familiarity with 
dental medical care around the world without leaving Ja-
pan, and reminds us to pay attention to both ourselves and 
others.

For this Meeting, given the needs of our contemporary 
era, we have organized a Digital Dentistry Symposium. The 
development and enrichment of digital dentistry will con-
tinue to have an even greater impact on the professional 
lives of dental technicians, and the holistic view that will 
be shown at this Meeting is likely to be of inexhaustible 
interest.

Furthermore, expectations are high for the opening of 
the 8 th World Dental Show, one of the largest dental 
shows in Japan, which will showcase a vision of the future 
of dentistry in the form of extremely practical products and 
merchandise, as envisioned by their respective developers 
and designers.
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第８回日本国際歯科大会開催にあたって（Greetings）

北峯康充 Yasumichi Kitamine

クインテッセンス出版株式会社
代表取締役社長

President of 
Quintessence Publishing Co., Ltd

The 8th World Dental Meeting in Japan, 2018 is my sixth such meet-
ing, and the third that I have been involved with as an organizer. First of 
all, I would like to express my profound thanks to all the dentists, dental 
hygienists, dental technicians, and attendees from affiliated businesses 
here on stage or participating with us today, as well as everyone from the 
three public interest incorporated associations from whom we’ve received 
kind support, specifically the Japan Dental Association, the Japan Dental 
Technologists Association, and the Japan Dental Hygienists’ Association.

In a super-aging society with a declining birth rate, the environment 
around dentistry has undergone a major transformation. This is clear 
simply by looking at the revisions to dental medical fees that took place 
in April of this year. For example, the addition of pediatric oral functional 
management for children under 15 years old and the addition of oral 
functional management for adults aged 65 years and older both clearly 
demonstrate that maintaining the health of the oral cavity throughout 
one’s lifetime contributes to whole-body health, and by extension serves 
to reduce overall medical expenses. Moreover, the fact that the promotion 
of prevention measures against nosocomial infections is being strength-
ened year after year shows an obvious trend in dentistry to look beyond 
the oral cavity alone.

Now, I would like to take a moment to reflect on the role of the 
World Dental Meeting in Japan. This year as well, we have prepared a 
wide range of subjects, from the forefront of dental medical care tech-
nologies to digital dentistry and its evidential basis in narrative dentistry, 
preventive dentistry, and home-visit dental care. Though it might at first 
glance seem to be a motley and miscellaneous collection, from the desire 
on the part of the more than thirty editors at our firm who worked to 
make the program one that will surely satisfy all practitioners attending 
today, it represents a manifestation of the themes sensed in each of their 
daily interviews. Interests in dentistry are also likely to vary among prac-
titioners who have just graduated, those who are able to perform certain 
treatments, and those who are working towards mastering the next stage, 
primarily prevention-oriented practitioners, and veteran practitioners who 
have begun to see a rise in the number of patients who are no longer 
able to visit their clinics. I hope that everyone will be able to enjoy ses-
sions that fit each policy interest.

As a trial for this Meeting, in the Annex Hall we have organized a 
Digital Dentistry Session and Digital Luncheon Seminar targeting dentists 
and dental technicians, as well as a lunch seminar for dental hygienists. 
Although located a fair distance from the main conference building, we 
feel that having more practitioners moving in that direction will offer in-
creased access to the 8 th World Dental Show 2018.

The 8 th World Dental Show 2018 will be the largest such event in its 
history. As is appropriate for Japan’s largest dental show, the latest dental 
devices and materials have been brought together for exhibition, making 
this a unique opportunity to learn about contemporary dentistry. I would 
like to thank the three groups mentioned earlier for their support of the 
Dental Show, as well as the participating officials from the Japan Dental 
Trade Association.

Quintessence has worked together as a whole in our sincere desire to 
organize a Meeting that will satisfy all our participants. Please enjoy the 
three days as you encounter the latest devices and academic trends, as 
well as Yokohama’s cuisine and sightseeing opportunities.

　第 8 回日本国際歯科大会2018は、第 3 回大会から運営にか
かわっている私にとって 6 回目の大会となります。まずはご
登壇およびご参加いただく、歯科医師、歯科衛生士、歯科技
工士の先生方、企業の皆様方、そしてご後援をいただいた公
益社団法人の日本歯科医師会、日本歯科技工士会、日本歯科
衛生士会の方々に深く感謝を申し上げます。
　少子超高齢社会のなか、歯科を取り巻く環境も大きな変貌
を遂げています。それは本年 4 月の歯科診療報酬改定をみて
も明らかです。たとえば、15歳未満の小児口腔機能管理加算
や65歳以上の口腔機能管理加算などは、生涯を通じて口腔の
健康を維持することが、全身の健康、ひいては医療費全体の
抑制につながることをより明確に示しています。また、院内
感染防止対策促進も年々強化されてきているなど、歯科が口
腔だけにとどまらない流れは明白です。
　では、この日本国際歯科大会の役割について考えてみたい
と思います。今回も最前線の歯科医療技術からデジタルデ
ンティストリー、その礎となるエビデンス～Narrative Den-
tistry、予防歯科、歯科訪問診療まで幅広いテーマが用意され
ています。一見、多種雑多に見えるかもしれませんが、弊社
の30名超の編集者が参加するどの先生にも必ず満足していた
だけるプログラムをとの思いから、それぞれ日々の取材を通
して感じたテーマを具現化したものになっています。卒後間
もない先生、一通りの治療ができるようになり次の段階を目
指す先生、予防主体の先生、来院できなくなった患者が増え
始めたベテランの先生では、歯科に関する興味も異なるで
しょう。それぞれのポリシーにあったセッションをお楽しみ
いただければ幸いです。
　本大会では初の試みとして、アネックスホールに歯科医
師・歯科技工士向けのデジタルデンティストリーセッション
およびデジタルランチョンセミナーを、また、歯科衛生士
向けのランチセミナーを設定しました。メインの会議棟から
は少し遠くなりますが、こちらにも多くの先生方に足を運ん
でいただくことで、これまで以上に第 8 回ワールドデンタル
ショー2018へのアクセスも多くなると考えています。
　この第 8 回ワールドデンタルショー2018は過去最大規模で
開催されます。日本最大のデンタルショーにふさわしく、こ
ちらも歯科の最新機器・マテリアルが一堂に展示され、歯科
の今を知るにはまたとない機会となっています。本デンタル
ショーに後援をいただいている前述の三団体および一般社団
法人 日本歯科商工協会の関係者の方々に感謝申し上げます。
　クインテッセンス一丸となって、すべての参加者の方にご
満足いただけるよう、運営にあたる所存です。ぜひ学術にふ
れ、最新機器にふれ、横浜の観光とともに食にふれ、 3 日間
お楽しみください。
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18：00〜 ウェルカム・レセプション
横浜 グランド インターコンチネンタル
ホテル（ボールルーム）

歯科医師シンポジウム
A～Ｅホール（会議センター）

展示ホール 12：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 19：00

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00

日程表（Time Table）　10月５日（金）／Oct 5th（Fri）

対象：　  歯科医師　  歯科衛生士　  歯科技工士

午後／PM

セッション 1
モデレーター：髙橋　哲　MODERATOR：Tetsu Takahashi

ブ
レ
イ
ク

セッション 2
モデレーター：齋藤　淳　MODERATOR：Atsushi Saito

オ
ー
プ
ニ
ン
グ

Istvan Urban
13：35～14：05

P3８

中田光太郎
Kotaro Nakata
14：05～14：35

P3８

瀧野裕行
Hiroyuki Takino
14：35～15：05

P39

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

Ki-Tae Koo
15：45～16：15

P39

二階堂雅彦
Masahiko Nikaido
16：15～16：45

P39

Pascal Valentini
16：45～17：15

P39

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

コ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

Geistlich コーポレートフォーラム Geistlich Corporate Forum   P3８

座長：船越栄次　CHAIRMAN：Eiji Funakoshi

塩田　真 
Makoto Shiota
13：30～13：40
P41

Tiziano Testori
13：40～15：20

P41

寺本昌司 
Masashi Teramoto
15：20～15：50

P41

ブ
レ
イ
ク

鈴木仙一 
Senichi Suzuki
16：00～16：30

P42

脇田雅文 
Masafumi Wakita
16：30～16：50

P42

五十嵐　一 
Hajime Igarashi
16：50～17：20

P42

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

中川雅裕 
Masahiro Nakagawa
13：30～14：00

P40

鈴木健造 
Kenzo Suzuki
14：00～14：30

P40

Stefano Gracis
14：30～17：00

P40

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

５-D Japan コンセンサスと世界の潮流―Facts and Fashion of Prosthodontic Dentistry―   P40 
５-D Japan Consensus & International Trends in  

Prosthodontic Dentistry Presented by ５-D Japan
座長：南　昌宏／船登彰芳　CHAIRMAN：Masahiro Minami／Akiyoshi Funato

インプラント即時荷重の最新プロトコール   P41 
The Latest Protocol for Immediate Implant Loading 

座長：塩田　真　CHAIRMAN：Makoto Shiota

挨
拶

林　千絵
13：50～14：30

P43

福田幹久
14：30～15：10

P43

辻　翔太
15：10～15：50

P43

丸尾勝一郎
15：50～16：30

P43

閔　成弘
16：30～17：10

P43

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

ペリオドントロジーの世界トレンド（PHIJ セッション）   P43 
Global Trend of Periodontology

座長：築山鉄平／宮本貴成

審美修復治療を極める：歯周形成外科の観点から（日本臨床歯科医学会〔SJCD〕セッション）   P36 
Mastery of Esthetic Restorative Treatment： From the Point of View of Periodontal 

Plastic Surgery Presented by SJCD（Society of Japan Clinical Dentistry）
座長：山﨑長郎　CHAIRMAN：Masao Yamazaki

大河原純也 
Junya Okawara
13：15～13：35

P36

松本邦夫 
Kunio Matsumoto
13：35～13：55

P36

Giovanni Zucchelli
13：55～15：55

P36

鈴木真名 
Masana Suzuki
15：55～16：15

P37

山﨑長郎／鈴木真名 
Masao Yamazaki／Masana Suzuki

16：15～17：15
P37

逐次通訳
（英→日）

同時通訳
（英↔日）

同時通訳
（英↔日）

11:00 12:009:00 10:00
“Geistlich”ハンズオン・ワークショップ（無料・事前登録制）

AHall
会議センター１階
メインホール

1F

BHall
会議センター５階

503

5F

CHall
会議センター５階

501

5F

DHall
会議センター５階

502

5F

EHall
会議センター５階
511・512

5F

ホール 2 Development of surgical techniques and biomaterials  
in periodontal regeneration　　演者：Dr. Giulio Rasperini

同時通訳
（英↔日）会議センター5階 514

ホール 1 Extraction socket management of infected sockets :  
Classification and treatment concepts　　演者：Prof. Ki-Tae Koo

同時通訳
（英↔日）会議センター5階 513

同時通訳
（英↔日）

P013-029_WDMJ_TimeTable.indd   13 2018/09/08   8:41



欠損を先に進ませない！　接着＆修復の技術を極める！   P５８ 
Mastery of Adhesion Skills in Restorative Dentistry

座長：宮崎真至　CHAIRMAN：Masashi Miyazaki

宮崎真至 
Masashi Miyazaki

9：00～9：30
P５８

天川由美子 
Yumiko Amakawa

9：30～10：00
P５８

Ronaldo Hirata
10：00～11：30

P５８

青島徹児 
Tetsuji Aoshima

11：30～12：00
P５9

まだまだ多い多数歯欠損！　総義歯、RPD、IOD：可撤性義歯の治療技術を極める！   P60

座長：前田芳信

前田芳信
13：00～13：20

P60

永田省藏
13：20～13：50

P60

松丸悠一
13：50～14：20

P60

松本勝利
14：20～14：50

P60

ブ
レ
イ
ク

奥野幾久
15：00～15：30

P60

鈴木哲也
15：30～16：00

P61

寺西邦彦
16：00～16：30

P61

田中譲治
16：30～17：00

P61

阿部二郎
17：00～17：30

P61

14

日程表（Time Table）　10月６日（土）／Oct 6th（Sat）

展示ホール
10：00

 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 
19：00

9：00 10：00 11：00 12：00
午前／AM

歯科医師シンポジウム
A～Ｅホール（会議センター）

Vital Pulp Therapy：その歯髄、残せませんか？   P５0 
Vital Pulp Therapy： How to Preserve a Dental Pulp

座長：月星光博　CHAIRMAN：Mitsuhiro Tsukiboshi

症例に応じて外科／非外科を見きわめる！　歯周治療のベストアプローチ   P５4 
Best Surgical / Nonsurgical Periodontal Therapy Approach

座長：浦野　智　CHAIRMAN：Satoru Urano

超少子高齢社会の小児歯科：Early Treatment を考える   P62 
Pediatric Dentistry with Fewer Children and an Aging Society ： 

 What’s the Role of Early Treatment?
座長：石谷徳人　CHAIRMAN：Norihito Ishitani

Domenico Ricucci
9：00～10：10

P５0

泉　英之 
Hideyuki Izumi

10：10～10：40
P５0

岡口守雄 
Morio Okaguchi

10：40～11：10
P５0

月星光博 
Mitsuhiro Tsukiboshi

11：10～12：00
P５1

松井徳雄 
Tokuo Matsui

9：00～9：30
P５4

安東俊夫 
Toshio Ando

9：30～10：00
P５4

Marisa Roncati
10：00～11：30

P５4

千葉英史 
Hidefumi Chiba

11：30～12：00
P５５

石谷徳人 
Norihito Ishitani
9：00～9：15

P62

嶋　浩人 
Hiroto Shima

9：15～9：40
P62

Aliakbar Bahreman
9：40～11：00

P62

関崎和夫 
Kazuo Sekizaki

11：00～11：30
P63

柿崎陽介 
Yosuke Kakizaki

11：30～12：00
P63

古谷野　潔 
Kiyoshi Koyano
9：00～9：15

P46

Jörg R. Strub
9：15～10：00

P46

筒井照子 
Teruko Tsutsui

10：00～10：30
P46

今井俊広 
Toshihiro Imai

10：30～11：00
P47

中村健太郎 
Kentaroh Nakamura

11：00～11：30
P47

本多正明 
Masaaki Honda

11：30～12：00
P47

その本質に迫る！　咬合の State of the Art   P46 
Discovering the State of the Art in Occlusion

座長：古谷野　潔　CHAIRMAN：Kiyoshi Koyano

世界のフロントランナーが語る！　骨造成・軟組織増生の Science & Art   P4８ 
Frontrunners：The Science & Art of Bone and Soft Tissue Augmentations

座長：和泉雄一　CHAIRMAN：Yuichi Izumi

和泉雄一 
Yuichi Izumi
13：00～13：10
P4８

牧草一人 
Kazuto Makigusa
13：10～13：40

P4８

Giorgio Tabanella
13：40～14：40

P4８

船登彰芳 
Akiyoshi Funato
14：40～15：10

P49

石川知弘 
Tomohiro Ishikawa
15：10～15：40

P49

堀内克啓 
Katsuhiro Horiuchi
15：40～16：10

P49

Istvan Urban
16：10～17：20

P49

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

どうやって歯を残す？　今、取り入れたい歯周治療のバラエティ   P５2 
How to Keep Teeth Healthier Longer?　Different Approaches to Periondontal Therapy

座長：船越栄次　CHAIRMAN：Eiji Funakoshi

船越栄次 
Eiji Funakoshi
13：00～13：20

P５2

閔　成弘 
Min Seiko

13：20～13：50
P５2

築山鉄平 
Teppei Tsukiyama
13：50～14：20

P５2

Jim Janakievski
14：20～15：20

P５3

ブ
レ
イ
ク

北島　一 
Hajime Kitajima
15：30～16：00

P５3

浦野　智 
Satoru Urano
16：00～16：30

P５3

David Minjoon Kim
16：30～17：30

P５3

多歯残存の時代到来⁉　トップダウンから考える治療計画   P５6 
Maintaining Multiple Teeth：Top Down Treatment Planning

座長：榊　恭範　CHAIRMAN：Yasunori Sakaki

Shiro Kamachi／
Kumiko Kamachi

13：00～13：40
P５6

上田秀朗 
Hideaki Ueda
13：40～14：10

P５6

田中秀樹 
Hideki Tanaka
14：10～14：40

P５6

南　昌宏 
Masahiro Minami
14：40～15：10

P５7

佐々木　猛 
Takeshi Sasaki
15：10～15：40

P５7

Francesco Mintrone
15：40～17：00

P５7

後藤吉啓 
Yoshihiro Goto
17：00～17：30

P５7

インプラント治療における解剖学的・外科的考慮点と全身疾患   P64 
Anatomical / Surgical Considerations and Systemic Disease in Implant Treatment

座長：坪井陽一　CHAIRMAN：Yoichi Tsuboi

坪井陽一 
Yoichi Tsuboi
13：00～13：20

P64

Louie Al-Faraje
13：20～14：50

P64

嶋田　淳 
Jun Shimada
14：50～15：20

P64

松野智宣 
Tomonori Matsuno
15：20～15：50

P6５

高橋恭久 
Yukihisa Takahashi
15：50～16：20

P6５

中島　康 
Yasushi Nakajima
16：20～16：50

P6５

松田博文 
Hirofumi Matsuda
16：50～17：20

P6５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

同時通訳
（英↔日）

同時通訳
（英↔日）

逐次通訳
（英→日）

逐次通訳
（英→日）

逐次通訳
（英→日）

AHall
会議センター１階
メインホール

1F

BHall
会議センター５階

503

5F

CHall
会議センター５階

501

5F

DHall
会議センター５階

502

5F

EHall
会議センター５階
511・512

5F
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欠損を先に進ませない！　接着＆修復の技術を極める！   P５８ 
Mastery of Adhesion Skills in Restorative Dentistry

座長：宮崎真至　CHAIRMAN：Masashi Miyazaki

宮崎真至 
Masashi Miyazaki

9：00～9：30
P５８

天川由美子 
Yumiko Amakawa

9：30～10：00
P５８

Ronaldo Hirata
10：00～11：30

P５８

青島徹児 
Tetsuji Aoshima

11：30～12：00
P５9

まだまだ多い多数歯欠損！　総義歯、RPD、IOD：可撤性義歯の治療技術を極める！   P60

座長：前田芳信

前田芳信
13：00～13：20

P60

永田省藏
13：20～13：50

P60

松丸悠一
13：50～14：20

P60

松本勝利
14：20～14：50

P60

ブ
レ
イ
ク

奥野幾久
15：00～15：30

P60

鈴木哲也
15：30～16：00

P61

寺西邦彦
16：00～16：30

P61

田中譲治
16：30～17：00

P61

阿部二郎
17：00～17：30

P61

15

対象：　  歯科医師　  歯科衛生士　  歯科技工士

展示ホール
10：00

 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 
19：00

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00
午後／PM

Vital Pulp Therapy：その歯髄、残せませんか？   P５0 
Vital Pulp Therapy： How to Preserve a Dental Pulp

座長：月星光博　CHAIRMAN：Mitsuhiro Tsukiboshi

症例に応じて外科／非外科を見きわめる！　歯周治療のベストアプローチ   P５4 
Best Surgical / Nonsurgical Periodontal Therapy Approach

座長：浦野　智　CHAIRMAN：Satoru Urano

超少子高齢社会の小児歯科：Early Treatment を考える   P62 
Pediatric Dentistry with Fewer Children and an Aging Society ： 

 What’s the Role of Early Treatment?
座長：石谷徳人　CHAIRMAN：Norihito Ishitani

Domenico Ricucci
9：00～10：10

P５0

泉　英之 
Hideyuki Izumi

10：10～10：40
P５0

岡口守雄 
Morio Okaguchi

10：40～11：10
P５0

月星光博 
Mitsuhiro Tsukiboshi

11：10～12：00
P５1

松井徳雄 
Tokuo Matsui

9：00～9：30
P５4

安東俊夫 
Toshio Ando

9：30～10：00
P５4

Marisa Roncati
10：00～11：30

P５4

千葉英史 
Hidefumi Chiba

11：30～12：00
P５５

石谷徳人 
Norihito Ishitani
9：00～9：15

P62

嶋　浩人 
Hiroto Shima

9：15～9：40
P62

Aliakbar Bahreman
9：40～11：00

P62

関崎和夫 
Kazuo Sekizaki

11：00～11：30
P63

柿崎陽介 
Yosuke Kakizaki

11：30～12：00
P63

古谷野　潔 
Kiyoshi Koyano
9：00～9：15

P46

Jörg R. Strub
9：15～10：00

P46

筒井照子 
Teruko Tsutsui

10：00～10：30
P46

今井俊広 
Toshihiro Imai

10：30～11：00
P47

中村健太郎 
Kentaroh Nakamura

11：00～11：30
P47

本多正明 
Masaaki Honda

11：30～12：00
P47

その本質に迫る！　咬合の State of the Art   P46 
Discovering the State of the Art in Occlusion

座長：古谷野　潔　CHAIRMAN：Kiyoshi Koyano

世界のフロントランナーが語る！　骨造成・軟組織増生の Science & Art   P4８ 
Frontrunners：The Science & Art of Bone and Soft Tissue Augmentations

座長：和泉雄一　CHAIRMAN：Yuichi Izumi

和泉雄一 
Yuichi Izumi
13：00～13：10
P4８

牧草一人 
Kazuto Makigusa
13：10～13：40

P4８

Giorgio Tabanella
13：40～14：40

P4８

船登彰芳 
Akiyoshi Funato
14：40～15：10

P49

石川知弘 
Tomohiro Ishikawa
15：10～15：40

P49

堀内克啓 
Katsuhiro Horiuchi
15：40～16：10

P49

Istvan Urban
16：10～17：20

P49

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

どうやって歯を残す？　今、取り入れたい歯周治療のバラエティ   P５2 
How to Keep Teeth Healthier Longer?　Different Approaches to Periondontal Therapy

座長：船越栄次　CHAIRMAN：Eiji Funakoshi

船越栄次 
Eiji Funakoshi
13：00～13：20

P５2

閔　成弘 
Min Seiko

13：20～13：50
P５2

築山鉄平 
Teppei Tsukiyama
13：50～14：20

P５2

Jim Janakievski
14：20～15：20

P５3

ブ
レ
イ
ク

北島　一 
Hajime Kitajima
15：30～16：00

P５3

浦野　智 
Satoru Urano
16：00～16：30

P５3

David Minjoon Kim
16：30～17：30

P５3

多歯残存の時代到来⁉　トップダウンから考える治療計画   P５6 
Maintaining Multiple Teeth：Top Down Treatment Planning

座長：榊　恭範　CHAIRMAN：Yasunori Sakaki

Shiro Kamachi／
Kumiko Kamachi

13：00～13：40
P５6

上田秀朗 
Hideaki Ueda
13：40～14：10

P５6

田中秀樹 
Hideki Tanaka
14：10～14：40

P５6

南　昌宏 
Masahiro Minami
14：40～15：10

P５7

佐々木　猛 
Takeshi Sasaki
15：10～15：40

P５7

Francesco Mintrone
15：40～17：00

P５7

後藤吉啓 
Yoshihiro Goto
17：00～17：30

P５7

インプラント治療における解剖学的・外科的考慮点と全身疾患   P64 
Anatomical / Surgical Considerations and Systemic Disease in Implant Treatment

座長：坪井陽一　CHAIRMAN：Yoichi Tsuboi

坪井陽一 
Yoichi Tsuboi
13：00～13：20

P64

Louie Al-Faraje
13：20～14：50

P64

嶋田　淳 
Jun Shimada
14：50～15：20

P64

松野智宣 
Tomonori Matsuno
15：20～15：50

P6５

高橋恭久 
Yukihisa Takahashi
15：50～16：20

P6５

中島　康 
Yasushi Nakajima
16：20～16：50

P6５

松田博文 
Hirofumi Matsuda
16：50～17：20

P6５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

逐次通訳
（英→日）

同時通訳
（英↔日）

同時通訳
（英↔日）

逐次通訳
（英→日）
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日程表（Time Table）　10月６日（土）／Oct 6th（Sat）

高井周太郎
9：00～9：30 

P８1

新井秀明／渡邊正二／沼田華恵／ 
許斐　敦／木下富貴

9：30～10：30
P８1、８2

植松賢治郎／岡澤綾佳／ 
佐藤大典／土屋美佐子

10：30～11：30
P８2、８3

ブ
レ
イ
ク

木ノ内　聡／白井健太郎／宍戸孝太郎／ 
三上奈緒子／三條直哉

11：40～13：00
P８2、８3

9：00 10：00 11：00 12：00
午前／AM

歯科医師シンポジウム
F～K ホール（会議センター）

ここが最初の防波堤！　予防時代の患者マネージメント   P66

座長：林　美加子

長期経過症例が究極のエビデンス！　先駆者たちからの臨床アドバイス   P72

座長：糸瀬正通

日本審美歯科協会／WDC（Women Dentists Club）合同セッション（午前）   P7５

座長：吉松繁人／堤　春比古／Hung-Lin Cheng

成功の鍵はどこにある？　歯科臨床と医院経営の融合   P８５

座長：井上裕之

エンド新時代！　ワンテーマで学ぶ歯内療法：器材・診断・治療   P67

座長：北村和夫

明日の臨床に役立つ臨床 TIPS   P73

日本審美歯科協会／WDC（Women Dentists Club）合同セッション（午後）   P7８

座長：Hyun Oh／吉村理恵／小林　実／河原太郎

3M フォーラム　リアルな歯科臨床を本音で語る全員参加型セッション   P８6 
〜HOT！な 3 つのトピックを徹底討論〜

座長：大谷一紀／松永興昌／佐氏英介

展示ホール 10：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 19：00

林　美加子
9：00～9：15

P66

天野敦雄
9：15～9：45

P66

熊谷直大
9：45～10：15

P66

伊藤　中
10：15～10：45

P66

麻生幸男
10：45～11：15

P66

杉山精一
11：15～11：45

P67

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

インプラントの悩みに答える：周囲炎と審美をひも解く   P69

座長：渡邉文彦

神保　良
9：00～9：30

P69

中居伸行
9：30～10：00

P69

平山富興 
10：00～10：30

P69

飯田吉郎
10：30～11：00

P69

林　丈裕
11：00～11：30

P69

原田和彦
11：30～12：00

P70

河津　寛
9：00～9：30

P72

中村社綱
9：30～10：00

P72

岩田健男
10：00～10：30

P72

榎本紘昭
10：30～11：00

P72

阿部晴彦
11：00～11：30

P72

下川公一
11：30～12：00

P73

開
会
の
辞

久木田　大
9：05～9：20

P7５

溝上宗久
9：20～9：35

P7５

河島紘太郎
9：35～9：50

P7５

渡邉祐康
9：50～10：05

P7５

ブ
レ
イ
ク

円林秀治
10：15～10：30

P76

布巻純治
10：30～10：45

P76

松木良介
10：45～11：00

P76

ブ
レ
イ
ク

Cheng-Yu Chen
11：10～11：25

P76

Pen-Hsin Lin
11：25～11：40

P76

Sabrina Chiung 
Hua Huang

11：40～11：55
P77

澤泉仲美子
9：00～9：30

P８５

渡部譲治
9：30～10：00

P８５

梶原浩喜
10：00～10：30

P８５

ブ
レ
イ
ク

南　清和
10：40～11：10

P８５

井上裕之
11：10～11：40

P８５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

岡﨑英起
13：00～13：30

P73

樋口琢善
13：30～14：00

P73

水口稔之
14：00～14：30

P73

中村雅之
14：30～15：00

P73

木原敏裕
15：00～15：30

P74

夏堀礼二
15：30～16：00

P74

殿塚量平
16：00～16：30

P74

武田朋子
16：30～17：00

P74

園山　亘
17：00～17：30

P74

Jin Choe
13：10～13：25

P7８

Wan Ki Choi
13：25～13：40

P7８

Kwang Sub Lee
13：40～13：55

P79

ブ
レ
イ
ク

森山聖子
14：05～14：20

P79

高森志保
14：20～14：35

P79

山田明子
14：35～14：50

P79

中家麻里
14：50～15：05

P79

ブ
レ
イ
ク

宮田匡人
15：15～15：30

P８0

重岡修司
15：30～15：45

P８0

任　順隆
15：45～16：00

P８0

ブ
レ
イ
ク

平川俊洋
16：10～16：25

P８0

林　文昱
16：25～16：40

P８0

倉田　豊
16：40～16：55

P８0

閉
会
の
辞

大谷一紀／石部元朗／ 
須田剛義／高垣智博

13：00～14：00
P８6

松永興昌／安藤智也／ 
鬼原英道／藤田大樹

14：00～15：00
P８6

ブ
レ
イ
ク

保坂啓一／菅原佳広／ 
伊藤直人／泉　英之

15：30～16：30
P８6

第 3 回 SBC 総会   P８1 
THE 歯周形成外科〜 SBC10年の軌跡〜（午前）

座長：青井良太

北村和夫
13：00～13：10
P67

吉岡隆知
13：10～13：40

P67

井澤常泰
13：40～14：10

P67

須藤　享
14：10～14：40

P67

ブ
レ
イ
ク

神戸　良
14：50～15：20

P6８

林　洋介
15：20～15：50

P6８

渥美克幸
15：50～16：20

P6８

平井友成
16：20～16：50

P6８

吉田健二
16：50～17：20

P6８

渡辺隆史
13：00～13：30

P70

渋澤龍之
13：30～14：00

P70

綿引淳一
14：00～14：30

P70

中島稔博
14：30～15：00

P70

徳永哲彦
15：00～15：30

P71

上野博司
15：30～16：00

P71

松尾幸一
16：00～16：30

P71

岩田光弘
16：30～17：00

P71

石井彰夫
17：00～17：30

P71

局所から全顎まで！　日常臨床に生かす歯科矯正   P70

座長：加治初彦

FHall
会議センター３階

301

3F

GHall
会議センター４階
411・412

4F

HHall
会議センター４階

413

4F

IHall
会議センター４階
414・415

4F

JHall
会議センター４階
416・417

4F

KHall
会議センター４階

418

4F
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高井周太郎
9：00～9：30 

P８1

新井秀明／渡邊正二／沼田華恵／ 
許斐　敦／木下富貴

9：30～10：30
P８1、８2

植松賢治郎／岡澤綾佳／ 
佐藤大典／土屋美佐子

10：30～11：30
P８2、８3

ブ
レ
イ
ク

木ノ内　聡／白井健太郎／宍戸孝太郎／ 
三上奈緒子／三條直哉

11：40～13：00
P８2、８3

金澤尚義／宮地栄介／栗林拓也／塚田智子／ 
古宇田道生／土屋　厚

14：00～16：10
P８3、８4

ブ
レ
イ
ク

青井良太
16：20～17：00 

P８4

対象：　  歯科医師　  歯科衛生士　  歯科技工士

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00
午後／PM

ここが最初の防波堤！　予防時代の患者マネージメント   P66

座長：林　美加子

長期経過症例が究極のエビデンス！　先駆者たちからの臨床アドバイス   P72

座長：糸瀬正通

日本審美歯科協会／WDC（Women Dentists Club）合同セッション（午前）   P7５

座長：吉松繁人／堤　春比古／Hung-Lin Cheng

成功の鍵はどこにある？　歯科臨床と医院経営の融合   P８５

座長：井上裕之

エンド新時代！　ワンテーマで学ぶ歯内療法：器材・診断・治療   P67

座長：北村和夫

明日の臨床に役立つ臨床 TIPS   P73

日本審美歯科協会／WDC（Women Dentists Club）合同セッション（午後）   P7８

座長：Hyun Oh／吉村理恵／小林　実／河原太郎

3M フォーラム　リアルな歯科臨床を本音で語る全員参加型セッション   P８6 
〜HOT！な 3 つのトピックを徹底討論〜

座長：大谷一紀／松永興昌／佐氏英介

展示ホール 10：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 19：00

インプラントの悩みに答える：周囲炎と審美をひも解く   P69

座長：渡邉文彦

神保　良
9：00～9：30

P69

中居伸行
9：30～10：00

P69

平山富興 
10：00～10：30

P69

飯田吉郎
10：30～11：00

P69

林　丈裕
11：00～11：30

P69

原田和彦
11：30～12：00

P70

河津　寛
9：00～9：30

P72

中村社綱
9：30～10：00

P72

岩田健男
10：00～10：30

P72

榎本紘昭
10：30～11：00

P72

阿部晴彦
11：00～11：30

P72

下川公一
11：30～12：00

P73

開
会
の
辞

久木田　大
9：05～9：20

P7５

溝上宗久
9：20～9：35

P7５

河島紘太郎
9：35～9：50

P7５

渡邉祐康
9：50～10：05

P7５

ブ
レ
イ
ク

円林秀治
10：15～10：30

P76

布巻純治
10：30～10：45

P76

松木良介
10：45～11：00

P76

ブ
レ
イ
ク

Cheng-Yu Chen
11：10～11：25

P76

Pen-Hsin Lin
11：25～11：40

P76

Sabrina Chiung 
Hua Huang

11：40～11：55
P77

澤泉仲美子
9：00～9：30

P８５

渡部譲治
9：30～10：00

P８５

梶原浩喜
10：00～10：30

P８５

ブ
レ
イ
ク

南　清和
10：40～11：10

P８５

井上裕之
11：10～11：40

P８５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

岡﨑英起
13：00～13：30

P73

樋口琢善
13：30～14：00

P73

水口稔之
14：00～14：30

P73

中村雅之
14：30～15：00

P73

木原敏裕
15：00～15：30

P74

夏堀礼二
15：30～16：00

P74

殿塚量平
16：00～16：30

P74

武田朋子
16：30～17：00

P74

園山　亘
17：00～17：30

P74

Jin Choe
13：10～13：25

P7８

Wan Ki Choi
13：25～13：40

P7８

Kwang Sub Lee
13：40～13：55

P79

ブ
レ
イ
ク

森山聖子
14：05～14：20

P79

高森志保
14：20～14：35

P79

山田明子
14：35～14：50

P79

中家麻里
14：50～15：05

P79

ブ
レ
イ
ク

宮田匡人
15：15～15：30

P８0

重岡修司
15：30～15：45

P８0

任　順隆
15：45～16：00

P８0

ブ
レ
イ
ク

平川俊洋
16：10～16：25

P８0

林　文昱
16：25～16：40

P８0

倉田　豊
16：40～16：55

P８0

閉
会
の
辞

大谷一紀／石部元朗／ 
須田剛義／高垣智博

13：00～14：00
P８6

松永興昌／安藤智也／ 
鬼原英道／藤田大樹

14：00～15：00
P８6

ブ
レ
イ
ク

保坂啓一／菅原佳広／ 
伊藤直人／泉　英之

15：30～16：30
P８6

第 3 回 SBC 総会   P８1 
THE 歯周形成外科〜 SBC10年の軌跡〜（午前）

座長：青井良太

第 3 回 SBC 総会   P８3 
THE 歯周形成外科〜 SBC10年の軌跡〜（午後）

座長：青井良太

北村和夫
13：00～13：10
P67

吉岡隆知
13：10～13：40

P67

井澤常泰
13：40～14：10

P67

須藤　享
14：10～14：40

P67

ブ
レ
イ
ク

神戸　良
14：50～15：20

P6８

林　洋介
15：20～15：50

P6８

渥美克幸
15：50～16：20

P6８

平井友成
16：20～16：50

P6８

吉田健二
16：50～17：20

P6８

渡辺隆史
13：00～13：30

P70

渋澤龍之
13：30～14：00

P70

綿引淳一
14：00～14：30

P70

中島稔博
14：30～15：00

P70

徳永哲彦
15：00～15：30

P71

上野博司
15：30～16：00

P71

松尾幸一
16：00～16：30

P71

岩田光弘
16：30～17：00

P71

石井彰夫
17：00～17：30

P71

局所から全顎まで！　日常臨床に生かす歯科矯正   P70

座長：加治初彦
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9：00 10：00 11：00 12：00

ハーバーラウンジＡアネックスホール2階

ハーバーラウンジＢアネックスホール2階

午前／AM
歯科衛生士シンポジウム　第１～第６ホール（会議センター）

日程表（Time Table）　10月６日（土）／Oct 6th（Sat）

展示ホール 10：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 19：00

挨
拶

歯科の世界はこんなに面白い 
〜世界最強の歯科保健指導〜

岡崎好秀
9：05～10：05

P90

院内でとり組む 
歯科医療コミュニケーション

水木さとみ
10：10～11：10

P90

メインテナンスの基本プログラム 
GBT が臨床と患者さんを変える

竹内泰子
11：15～12：15

P90

特別講演〜あの先生のこの話が聴きたい !〜   P90

レベルアップ歯周治療   P91

1 トピックに強くなる！   P92

セルフケア指導   P93

医療コミュニケーション   P9５

実践チーム医療   P96

歯周治療・SPT に活かす！ 
歯牙解剖の基礎知識

山口幸子
9：00～10：00

P91

歯周治療における記録の活用
藤木省三

10：05～11：05
P91

働き盛りのメインテナンス 
〜この時期を乗り切るために〜

品田和美
11：10～12：10

P91

The 義歯洗浄剤 〜義歯装着者に指導したい 
セルフケアと知っておきたいプロケアのポイント〜

前畑　香
9：00～10：00

P92

担当患者の高齢化に対応する
村上惠子

10：05～11：05
P92

ドライマウスの正体と対応 
〜お口と生活の潤いを叶えよう〜

遠藤眞美
11：10～12：10

P92

“人生100年時代”のブラッシング戦略と 
「歯ブラシ処方箋」のススメ

金子　至
9：00～10：00

P93

歯磨剤の清掃力と 
成分を見極めたセルフケア処方

加藤正治
10：05～11：05

P93

インサイトテクニック、患者自らが変わる 
口腔清掃指導“磨けない”“磨かない”？

小牧令二
11：10～12：10

P94

臨床の悩みは大きな宝！ 
診療室を楽しくする情報選択と活用法

薄井由枝
9：00～10：00

P9５

Spark the interest！ 
人の心に響くプレゼン術

安藤彰啓
10：05～11：05

P9５

ガッテン流！　患者の 
モチベーションを上げる伝え方のコツ

北折　一
11：10～12：10

P9５

チェアサイド・介護で役立つ口腔粘膜疾患 
〜どこで見分けて、どう対応？〜

中川洋一
9：00～10：00

P96

歯周治療における臨床診断を考える 
〜しっかり病態を把握していますか？〜

長谷川嘉昭／川崎律子
10：05～11：05

P97

現場発！歯科医院経営と 
人材マネジメントのキホン

黒飛一志／濵田真理子
11：10～12：10

P97

レベルアップ歯周治療   P91

特別講演〜あの先生のこの話が聴きたい！〜   P90

1 トピックに強くなる！   P92

実践チーム医療   P96

小児歯科臨床   P96

ペリオする ?
山本浩正

13：30～14：30
P90

「防ぎ・守る」ための 
バイオロジー

天野敦雄
14：40～15：40

P90

医療面接が可能にする 
“前向きな”歯周病治療

西田　亙
15：50～16：50

P91

超音波デブライドメントを 
安全に行うための「技術と配慮」

田島菜穂子
13：30～14：30

P93

初級 SRP 
〜探るを識る、命を護る〜

田上めぐみ
14：40～15：40

P93

歯科衛生士として口から食べるために 
口腔機能の維持増進の支援をしよう

白田チヨ
15：50～16：50

P93

チームで備えよう！ 
歯科医院での緊急時の対応法

伊藤　寛
13：30～14：30

P97

歯科衛生士が活躍する 
医院づくり
関根　聡

14：40～15：40
P97

チームで行うインプラント治療 
〜術前から術後まで Dr ＆ DH がすべきこと〜

小川勝久
15：50～16：50

P97

永久歯の萌出期に起こりやすい 
異常を見逃さないで！

山﨑要一
13：30～14：30

P96

だから小児歯科っておもしろい　体・心・未来を育む 
〜ともに成長できる対応を目指して〜

井上治子
14：40～15：40

P96

乳幼児期から始める 
親子セットのう蝕予防

倉治ななえ
15：50～16：50

P96

感染のコントロールを考察する
13：30～14：30

石原美樹
P91

SRP のつまずき克服
田村　恵

14：40～15：40
P92

Advanced Instrumentation 
〜レベルアップのために必要なこと〜

貴島佐和子
15：50～16：50

P92

働き方改革へ
の取り組み
森　昭
13：30～13：40
P94

ブ
レ
イ
ク

患者自らがメインテナンスに訪れたく
なるような歯科衛生士業務を目指して

黒川　綾 
13：45～14：15

P94

ブ
レ
イ
ク

DH を思いっきり楽しむ！ 
可能性だらけの働き方
岡村乃里恵

14：20～14：50
P94

ブ
レ
イ
ク

輝く舞台は自分でつくる！ 
〜ママ DH の挑戦〜
西依亜矢

14：55～15：25
P94

ブ
レ
イ
ク

なりたい自分になる
ための覚悟と情熱

片山章子
15：30～16：00

P9５

ブ
レ
イ
ク

歯科衛生士を 
めいっぱい楽しむ方法

井上　和
16：05～16：35

P9５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

DH キャリアメイクセッション　座長：森　昭   P94

第1ホール
会議センター３階
303・304

3F

第2ホール
会議センター３階

302

3F

第3ホール
会議センター３階
311・312

3F

第4ホール
会議センター３階
313・314

3F

第5ホール
会議センター３階

315

3F

第6ホール
会議センター４階

419

4F

歯科衛生士のための
“オシャレ”な
ランチセミナー

Annex Hall 2F
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対象：　  歯科医師　  歯科衛生士　  歯科技工士

13：00

12：30

14：00

13：30

15：00

14：30

16：00

15：30

17：00

16：30

午後／PM

展示ホール 10：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 19：00

白水貿易株式会社   P176
演者：丸橋理沙

白水貿易株式会社   P176
演者：田島菜穂子提供：お弁当 提供：スイーツ

株式会社モリタ／ライオン歯科材株式会社   P176
演者：中澤正絵 提供：お弁当

挨
拶

歯科の世界はこんなに面白い 
〜世界最強の歯科保健指導〜

岡崎好秀
9：05～10：05

P90

院内でとり組む 
歯科医療コミュニケーション

水木さとみ
10：10～11：10

P90

メインテナンスの基本プログラム 
GBT が臨床と患者さんを変える

竹内泰子
11：15～12：15

P90

特別講演〜あの先生のこの話が聴きたい !〜   P90

レベルアップ歯周治療   P91

1 トピックに強くなる！   P92

セルフケア指導   P93

医療コミュニケーション   P9５

実践チーム医療   P96

歯周治療・SPT に活かす！ 
歯牙解剖の基礎知識

山口幸子
9：00～10：00

P91

歯周治療における記録の活用
藤木省三

10：05～11：05
P91

働き盛りのメインテナンス 
〜この時期を乗り切るために〜

品田和美
11：10～12：10

P91

The 義歯洗浄剤 〜義歯装着者に指導したい 
セルフケアと知っておきたいプロケアのポイント〜

前畑　香
9：00～10：00

P92

担当患者の高齢化に対応する
村上惠子

10：05～11：05
P92

ドライマウスの正体と対応 
〜お口と生活の潤いを叶えよう〜

遠藤眞美
11：10～12：10

P92

“人生100年時代”のブラッシング戦略と 
「歯ブラシ処方箋」のススメ

金子　至
9：00～10：00

P93

歯磨剤の清掃力と 
成分を見極めたセルフケア処方

加藤正治
10：05～11：05

P93

インサイトテクニック、患者自らが変わる 
口腔清掃指導“磨けない”“磨かない”？

小牧令二
11：10～12：10

P94

臨床の悩みは大きな宝！ 
診療室を楽しくする情報選択と活用法

薄井由枝
9：00～10：00

P9５

Spark the interest！ 
人の心に響くプレゼン術

安藤彰啓
10：05～11：05

P9５

ガッテン流！　患者の 
モチベーションを上げる伝え方のコツ

北折　一
11：10～12：10

P9５

チェアサイド・介護で役立つ口腔粘膜疾患 
〜どこで見分けて、どう対応？〜

中川洋一
9：00～10：00

P96

歯周治療における臨床診断を考える 
〜しっかり病態を把握していますか？〜

長谷川嘉昭／川崎律子
10：05～11：05

P97

現場発！歯科医院経営と 
人材マネジメントのキホン

黒飛一志／濵田真理子
11：10～12：10

P97

レベルアップ歯周治療   P91

特別講演〜あの先生のこの話が聴きたい！〜   P90

1 トピックに強くなる！   P92

実践チーム医療   P96

小児歯科臨床   P96

ペリオする ?
山本浩正

13：30～14：30
P90

「防ぎ・守る」ための 
バイオロジー

天野敦雄
14：40～15：40

P90

医療面接が可能にする 
“前向きな”歯周病治療

西田　亙
15：50～16：50

P91

超音波デブライドメントを 
安全に行うための「技術と配慮」

田島菜穂子
13：30～14：30

P93

初級 SRP 
〜探るを識る、命を護る〜

田上めぐみ
14：40～15：40

P93

歯科衛生士として口から食べるために 
口腔機能の維持増進の支援をしよう

白田チヨ
15：50～16：50

P93

チームで備えよう！ 
歯科医院での緊急時の対応法

伊藤　寛
13：30～14：30

P97

歯科衛生士が活躍する 
医院づくり
関根　聡

14：40～15：40
P97

チームで行うインプラント治療 
〜術前から術後まで Dr ＆ DH がすべきこと〜

小川勝久
15：50～16：50

P97

永久歯の萌出期に起こりやすい 
異常を見逃さないで！

山﨑要一
13：30～14：30

P96

だから小児歯科っておもしろい　体・心・未来を育む 
〜ともに成長できる対応を目指して〜

井上治子
14：40～15：40

P96

乳幼児期から始める 
親子セットのう蝕予防

倉治ななえ
15：50～16：50

P96

感染のコントロールを考察する
13：30～14：30

石原美樹
P91

SRP のつまずき克服
田村　恵

14：40～15：40
P92

Advanced Instrumentation 
〜レベルアップのために必要なこと〜

貴島佐和子
15：50～16：50

P92

働き方改革へ
の取り組み
森　昭
13：30～13：40
P94

ブ
レ
イ
ク

患者自らがメインテナンスに訪れたく
なるような歯科衛生士業務を目指して

黒川　綾 
13：45～14：15

P94

ブ
レ
イ
ク

DH を思いっきり楽しむ！ 
可能性だらけの働き方
岡村乃里恵

14：20～14：50
P94

ブ
レ
イ
ク

輝く舞台は自分でつくる！ 
〜ママ DH の挑戦〜
西依亜矢

14：55～15：25
P94

ブ
レ
イ
ク

なりたい自分になる
ための覚悟と情熱

片山章子
15：30～16：00

P9５

ブ
レ
イ
ク

歯科衛生士を 
めいっぱい楽しむ方法

井上　和
16：05～16：35

P9５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

DH キャリアメイクセッション　座長：森　昭   P94
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“デジタル” 
ランチョンセミナー 
インプラント治療
における“Digital 

Transformation”
デンツプライシロナ

株式会社
飯田吉郎

12：15～13：00   P177

“デジタル” 
ランチョンセミナー 
加速するデジタル 
エボリューション
ストローマン・ 

ジャパン株式会社
勝山英明

12：15～13：00   P177

20

日程表（Time Table）　10月６日（土）／Oct 6th（Sat）

9：00 10：00 11：00 12：00
午前／AM

歯科技工士・デジタルデンティストリーシンポジウム
A～E ホール（アネックスホール２階）

展示ホール 10：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 19：00

Approach to the  
peri-implant esthetics

都築優治
9：00～9：45

P103

創傷の治癒から考える 
インプラント審美補綴

上原芳樹
9：45～10：30

P103

Anatomical gingival 
shading technique

関　錦二郎
10：30～11：15

P103

Unknown bone anchored
志田和浩

11：15～12：00
P103

全光線透過率を 
考慮した 

明度コントロール
鬼頭寛之

9：00～9：30   P107

Light ＆ Shade 
〜Press systemの 

特性を活かした 
色調表現〜
鈴木　淳

9：30～10：00   P107

不正咬合の患者への 
補綴治療 

〜理想の治療ができな
いときの第 2 の選択〜

チェ・ムンシク
10：00～10：30   P107

色調表現の方法
薄井秀敏

10：30～11：00   
P107

知識で変わる歯のかたち 
〜知識を基にした効率的

な形態再現法〜
伊原啓祐

11：00～11：30   
P107

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

究極のインプラント技工   P103

座長：陸　誠

Next Generationー次代を担う新鋭たちー   P16５

座長：西村好美

挨
拶

デジタルとアナログ
の融合 

Combining digi-
tal and analogue
山﨑長郎　Masao Yamazaki

9：00～9：30   P100

デジタル・ワークフロー：困難なリハビリ
テーション症例に対する予知性の高い解決法 
Digital Workflows：Predictable so-
lutions for complex rehabilitations
Petra Gierthmüehlen

9：30～10：10   P100

Digital esthetic 
for implant  
restoration

山下恒彦 
Tsunehiko Yamashita
10：10～10：40   P100

モノリシック再建： 
CAD/CAM テクノロジー進歩のキーストーン 

Monolithic reconstructions - the keystone 
to advances in CAD/CAM technologies

Irena Sailer／Vincent Fehmer
10：40～11：50   P101

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

デジタルとアナログの融合（前半）   P100 
Combining Digital and Analogue Part 1

座長：山﨑長郎　CHAIRMAN：Masao Yamazaki

今の日本で実現できる
CAD/CAM の活用術 
Utilization possibility of CAD/
CAM in contemporary Japan
下田孝義　Takayoshi Shimoda
9：00～9：30   P10５

メタルフリーCAD/CAM 用グラスファイバー強化型レジンと
ショートインプラントへのテレスコープ義歯用ミリングコーピング 
Metal-free fiber-reinforced CAD/CAM material and milled 
copings for telescopic restorations with short implants

Vincent J. Morgan
9：30～10：30   P10５

オープンシステムによる CAD/CAM の将来展望 
Future view of an open dental 

CAD/CAM system
萩原芳幸／中島清史 

Yoshiyuki Hagiwara／Kiyoshi Nakajima

10：30～11：30   P10５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

デジタルインプラントソリューション   P10５ 
Digital Implant Solutions

座長：萩原芳幸　CHAIRMAN：Yoshiyuki Hagiwara

同時通訳
（英↔日）

逐次通訳
（英→日）

AHall
アネックスホール2階

F201・202

Annex Hall

2F

BHall
アネックスホール2階

F203・204

Annex Hall

2F

CHall
アネックスホール2階

F205

Annex Hall

2F

DHall
アネックスホール2階

F206

Annex Hall

2F

EHall
アネックスホール2階

F206

Annex Hall

2F
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“デジタル” 
ランチョンセミナー 
インプラント治療
における“Digital 

Transformation”
デンツプライシロナ

株式会社
飯田吉郎

12：15～13：00   P177

“デジタル” 
ランチョンセミナー 
加速するデジタル 
エボリューション
ストローマン・ 

ジャパン株式会社
勝山英明

12：15～13：00   P177

21

対象：　  歯科医師　  歯科衛生士　  歯科技工士

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00
午後／PM

展示ホール 10：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 19：00

Approach to the  
peri-implant esthetics

都築優治
9：00～9：45

P103

創傷の治癒から考える 
インプラント審美補綴

上原芳樹
9：45～10：30

P103

Anatomical gingival 
shading technique

関　錦二郎
10：30～11：15

P103

Unknown bone anchored
志田和浩

11：15～12：00
P103

究極のインプラント技工   P103

座長：陸　誠

Next Generationー次代を担う新鋭たちー   P16５

座長：西村好美

挨
拶

デジタルとアナログ
の融合 

Combining digi-
tal and analogue
山﨑長郎　Masao Yamazaki

9：00～9：30   P100

デジタル・ワークフロー：困難なリハビリ
テーション症例に対する予知性の高い解決法 
Digital Workflows：Predictable so-
lutions for complex rehabilitations
Petra Gierthmüehlen

9：30～10：10   P100

Digital esthetic 
for implant  
restoration

山下恒彦 
Tsunehiko Yamashita
10：10～10：40   P100

モノリシック再建： 
CAD/CAM テクノロジー進歩のキーストーン 

Monolithic reconstructions - the keystone 
to advances in CAD/CAM technologies

Irena Sailer／Vincent Fehmer
10：40～11：50   P101

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

デジタルとアナログの融合（前半）   P100 
Combining Digital and Analogue Part 1

座長：山﨑長郎　CHAIRMAN：Masao Yamazaki

今の日本で実現できる
CAD/CAM の活用術 
Utilization possibility of CAD/
CAM in contemporary Japan
下田孝義　Takayoshi Shimoda
9：00～9：30   P10５

メタルフリーCAD/CAM 用グラスファイバー強化型レジンと
ショートインプラントへのテレスコープ義歯用ミリングコーピング 
Metal-free fiber-reinforced CAD/CAM material and milled 
copings for telescopic restorations with short implants

Vincent J. Morgan
9：30～10：30   P10５

オープンシステムによる CAD/CAM の将来展望 
Future view of an open dental 

CAD/CAM system
萩原芳幸／中島清史 

Yoshiyuki Hagiwara／Kiyoshi Nakajima

10：30～11：30   P10５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

デジタルインプラントソリューション   P10５ 
Digital Implant Solutions

座長：萩原芳幸　CHAIRMAN：Yoshiyuki Hagiwara

Build-up means 
nothing without 

analysis
吉村知久

13：30～14：15
P10８

Harmony with 
the oral cavity

関　克哉
14：15～15：00

P10８

明度調整による 
歯冠色の製作法

橋中知之
15：00～15：45

P10８

ジルコニアディスクの 
違いによる色調再現の

キーポイント
加藤尚則

15：45～16：30
P10８

Challenge 
〜立体的な歯の 
表現への帰着〜

門馬勇樹
16：30～17：15

P10８

セラミックワーク最前線   P10８

明日からの臨床に役立つ !!   P109 
テクノロジストの部屋

みんなが歯科技工士を 
続けるために 

〜’1８ Yokohama 裏 Edition〜
藤井未来

13：30～14：30
P109

ブ
レ
イ
ク

辺縁歯肉形状と 
エマージェンスプロファイル

滝澤　崇
14：45～15：45

P109

機能するパーシャル
デンチャーに必要な
要素とその着目点

小山邦宏
13：30～14：15   P106

パーシャルデンチャー
による欠損修復のとら
え方 〜欠損拡大のリ

スクへの対応〜
谷田部　優

14：15～15：00   P106

インプラントオー
バーデンチャーの補
綴設計と製作手順

須藤哲也
15：00～15：45   P106

インプラントオー
バーデンチャーの適
応と勘所 〜診断から
得られる効果まで〜

和田誠大
15：45～16：30   P106

高品質義歯はプロビ
ジョナルデンチャー・ 

ツイン法から誕生
岩城謙二

16：30～17：15   P106

超高齢社会の義歯治療   P106

座長：佐藤裕二

セラミストが立ち会えない環境での
審美歯科補綴治療 

〜美しさの永続性も求めて〜
青島徹児／久保哲郎
13：30～14：50   P104

補綴装置と歯周組織の接点 
〜歯肉縁下カントゥアによる軟組織

マネージメント〜
木林博之／森田　誠
14：50～16：10   P104

長期経過から学ぶ 
修復治療成功のポイント

日髙豊彦／高橋　健
16：10～17：30   P104

審美修復のためのチームワーク（前半）   P104

座長：桑田正博

ザ・セラミックワーク　Part 1   P101 
The Ceramic Work Part 1

座長：青嶋　仁　CHAIRMAN：Hitoshi Aoshima
A history of 
internal live 

stain
青嶋　仁

Hitoshi Aoshima
13：30～14：10   P101

歯肉との調和について 
The harmony with the 

gum tissue
小田中康裕　Yasuhiro Odanaka

14：10～15：10   P101

オールセラミックス補綴の色調コントロー
ルを成功させるために知っておきたいこと 
Need to know facts to succeed in all 
ceramics restoration color control

Aki Yoshida
15：10～16：10   P102

演題未定
Willi Geller

16：10～17：30   P102

同時通訳
（英↔日）
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日程表（Time Table）　10月7日（日）／Oct 7th（Sun）

展示ホール
9：00

 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 
17：00

9：00 10：00 11：00 12：00
午前／AM

歯科医師シンポジウム
A～Ｅホール（会議センター）

低侵襲から広域外科手術まで！　インプラント外科の今日的治療指針   P122 
From Conservative to Invasive Surgery： 

The Latest Implant Treatments
座長：勝山英明　CHAIRMAN：Hideaki Katsuyama

成熟した治療オプションの今日的課題！   P123 
インプラントトラブルシューティング 

Implant Troubleshooting：The Problem of Mature Treatment Options
座長：伊藤雄策　CHAIRMAN：Yusaku Ito

歯の保存に徹底的にこだわる！　歯周組織再生療法を成功に導く治療戦略   P11５ 
Mastery of Tooth Preservation：A Therapeutic Strategy 

for Successful Periodontal Tissue Regeneration Treatment
座長：村上伸也　CHAIRMAN：Shinya Murakami

そのオプションをどう使う？　歯科矯正 up-to-date：   P119 
アライナーからアンカースクリューまで 

How Do You Use Those Options? Up-to-date Orthodontics：From Aligners to Anchoring Screws
座長：槇　宏太郎　CHAIRMAN：Koutaro Maki

社会問題化で対応が急務！　睡眠時無呼吸症候群患者への   P12５ 
歯科的アプローチ：その理論とスプリント製作 

Mandibular Advancement Splints：A Dental Approach for Sleep Apnea Patients
座長：窪木拓男　CHAIRMAN：Takuo Kuboki

村上伸也 
Shinya Murakami

9：00～9：30
P11５

水上哲也 
Tetsuya Mizukami

9：30～10：00
P116

Giulio Rasperini
10：00～11：00

P116

二階堂雅彦 
Masahiko Nikaido

11：00～11：30
P116

白石和仁 
Kazuhito Shiraishi

11：30～12：00
P116

槇　宏太郎 
Koutaro Maki

9：00～9：30
P119

Werner Schupp
9：30～10：30

P119

橋場千織 
Chiori Hashiba

10：30～11：00
P119

金成雅彦 
Masahiko Kanenari

11：00～11：30
P120

米澤大地 
Daichi Yonezawa

11：30～12：00
P120

窪木拓男 
Takuo Kuboki
9：00～9：10
P12５

James E. Metz
9：10～10：30

P126

馬場一美 
Kazuyoshi Baba

10：30～11：00
P126

山﨑長郎／土屋　覚 
Masao Yamazaki／Satoshi Tsuchiya

11：00～12：00
P126

歯内療法の Science & Art   P112 
The Science and Art of Endodontology

座長：興地隆史　CHAIRMAN：Takashi Okiji

歯周形成手術の State of the Art   P114 
The State of the Art in Periodontal Plastic Surgery

座長：申　基喆　CHAIRMAN：Kitetsu Shin

申　基喆 
Kitetsu Shin
13：00～13：20

P114

Homa H. Zadeh
13：20～14：20

P114

瀧野裕行 
Hiroyuki Takino

14：20～15：00
P114

Rino Burkhardt
15：00～16：00

P11５

中田光太郎 
Kotaro Nakata

16：00～16：40
P11５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

寺内吉継 
Yoshitsugu Terauchi

9：00～9：30
P112

George Bogen
9：30～10：30

P112

牛窪敏博 
Toshihiro Ushikubo

10：30～11：00
P112

澤田則宏 
Norihiro Sawada

11：00～11：30
P113

福西一浩 
Kazuhiro Fukunishi

11：30～12：00
P113

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

MI 化が進むなかでの補綴治療の現在：接着修復、クラウン・ブリッジ   P117 
Today's Prosthodontic Treatment in MI（Minimal Intervention）： 

Adhesive Restoration, Adhesion Bridge, and Crown Bridge
座長：北原信也　CHAIRMAN：Nobuya Kitahara

北原信也 
Nobuya Kitahara
13：00～13：30

P117

Matthias Kern
13：30～14：20

P117

大谷一紀 
Kazunori Otani
14：20～14：50

P117

Sillas Duarte
14：50～15：40

P11８

Federico Ferraris 
15：40～16：30

P11８

大河雅之 
Masayuki Okawa
16：30～17：00

P11８

軟組織と補綴装置のシームレスな移行を獲得する！　補綴治療の KEY POINT   P120 
Making Seamless Changes from Soft Tissue to Prosthesis： 

Key Points for Prosthodontic Treatment
座長：小峰　太　CHAIRMAN：Futoshi Komine

行田克則  
Yoshinori Nameta
13：00～13：30

P120

Fabio Scutellà
13：30～14：45

P121

大村祐進 
Yushin Omura
14：45～15：15

P121

Loris Prosper
15：15～16：30

P121

土屋賢司 
Kenji Tsuchiya
16：30～17：00

P121

グローバル化が加速！　アジアの歯科医療の実力   P127 
Accelerating to Globalization： 

The Capabilities of Dental Treatment in Asian Countries
座長：元　永三　CHAIRMAN：Eizo Gen

山道信之 
Nobuyuki Yamamichi
13：00～13：30

P127

Cheol-Ho Paik
13：30～14：20

P127

Jerry C. Lin
14：20～15：00

P127

ブ
レ
イ
ク

Feng-Chuan Ho
15：15～15：55

P12８

David K. C. Li
15：55～16：35

P12８

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

勝山英明 
Hideaki Katsuyama
9：00～9：20

P122

Devorah Schwartz-Arad
9：20～10：20

P122

林　美穂 
Miho Hayashi
10：20～10：50

P122

青井良太 
Ryota Aoi
10：50～11：20

P123

白鳥清人 
Kiyoto Shiratori

11：20～11：50
P123

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

伊藤雄策 
Yusaku Ito
13：00～13：15
P123

Mauro Labanca 
13：15～14：15

P124

河奈裕正 
Hiromasa Kawana
14：15～14：45

P124

山羽　徹 
Toru Yamaba
14：45～15：15

P124

ブ
レ
イ
ク

十河基文 
Motofumi Sogo
15：20～15：50

P124

野阪泰弘 
Yasuhiro Nosaka
15：50～16：20

P12５

皆川　仁 
Hitoshi Minagawa
16：20～16：50

P12５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

同時通訳
（英↔日）

同時通訳
（英↔日）

逐次通訳
（英→日）

逐次通訳
（英→日）

逐次通訳
（英→日）

AHall
会議センター１階
メインホール

1F

BHall
会議センター５階

503

5F

CHall
会議センター５階

501

5F

DHall
会議センター５階

502

5F

EHall
会議センター５階
511・512

5F
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対象：　  歯科医師　  歯科衛生士　  歯科技工士

展示ホール
9：00

 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 
17：00

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00
午後／PM

低侵襲から広域外科手術まで！　インプラント外科の今日的治療指針   P122 
From Conservative to Invasive Surgery： 

The Latest Implant Treatments
座長：勝山英明　CHAIRMAN：Hideaki Katsuyama

成熟した治療オプションの今日的課題！   P123 
インプラントトラブルシューティング 

Implant Troubleshooting：The Problem of Mature Treatment Options
座長：伊藤雄策　CHAIRMAN：Yusaku Ito

歯の保存に徹底的にこだわる！　歯周組織再生療法を成功に導く治療戦略   P11５ 
Mastery of Tooth Preservation：A Therapeutic Strategy 

for Successful Periodontal Tissue Regeneration Treatment
座長：村上伸也　CHAIRMAN：Shinya Murakami

そのオプションをどう使う？　歯科矯正 up-to-date：   P119 
アライナーからアンカースクリューまで 

How Do You Use Those Options? Up-to-date Orthodontics：From Aligners to Anchoring Screws
座長：槇　宏太郎　CHAIRMAN：Koutaro Maki

社会問題化で対応が急務！　睡眠時無呼吸症候群患者への   P12５ 
歯科的アプローチ：その理論とスプリント製作 

Mandibular Advancement Splints：A Dental Approach for Sleep Apnea Patients
座長：窪木拓男　CHAIRMAN：Takuo Kuboki

村上伸也 
Shinya Murakami

9：00～9：30
P11５

水上哲也 
Tetsuya Mizukami

9：30～10：00
P116

Giulio Rasperini
10：00～11：00

P116

二階堂雅彦 
Masahiko Nikaido

11：00～11：30
P116

白石和仁 
Kazuhito Shiraishi

11：30～12：00
P116

槇　宏太郎 
Koutaro Maki

9：00～9：30
P119

Werner Schupp
9：30～10：30

P119

橋場千織 
Chiori Hashiba

10：30～11：00
P119

金成雅彦 
Masahiko Kanenari

11：00～11：30
P120

米澤大地 
Daichi Yonezawa

11：30～12：00
P120

窪木拓男 
Takuo Kuboki
9：00～9：10
P12５

James E. Metz
9：10～10：30

P126

馬場一美 
Kazuyoshi Baba

10：30～11：00
P126

山﨑長郎／土屋　覚 
Masao Yamazaki／Satoshi Tsuchiya

11：00～12：00
P126

歯内療法の Science & Art   P112 
The Science and Art of Endodontology

座長：興地隆史　CHAIRMAN：Takashi Okiji

歯周形成手術の State of the Art   P114 
The State of the Art in Periodontal Plastic Surgery

座長：申　基喆　CHAIRMAN：Kitetsu Shin

申　基喆 
Kitetsu Shin
13：00～13：20

P114

Homa H. Zadeh
13：20～14：20

P114

瀧野裕行 
Hiroyuki Takino

14：20～15：00
P114

Rino Burkhardt
15：00～16：00

P11５

中田光太郎 
Kotaro Nakata

16：00～16：40
P11５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

寺内吉継 
Yoshitsugu Terauchi

9：00～9：30
P112

George Bogen
9：30～10：30

P112

牛窪敏博 
Toshihiro Ushikubo

10：30～11：00
P112

澤田則宏 
Norihiro Sawada

11：00～11：30
P113

福西一浩 
Kazuhiro Fukunishi

11：30～12：00
P113

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

MI 化が進むなかでの補綴治療の現在：接着修復、クラウン・ブリッジ   P117 
Today's Prosthodontic Treatment in MI（Minimal Intervention）： 

Adhesive Restoration, Adhesion Bridge, and Crown Bridge
座長：北原信也　CHAIRMAN：Nobuya Kitahara

北原信也 
Nobuya Kitahara
13：00～13：30

P117

Matthias Kern
13：30～14：20

P117

大谷一紀 
Kazunori Otani
14：20～14：50

P117

Sillas Duarte
14：50～15：40

P11８

Federico Ferraris 
15：40～16：30

P11８

大河雅之 
Masayuki Okawa
16：30～17：00

P11８

軟組織と補綴装置のシームレスな移行を獲得する！　補綴治療の KEY POINT   P120 
Making Seamless Changes from Soft Tissue to Prosthesis： 

Key Points for Prosthodontic Treatment
座長：小峰　太　CHAIRMAN：Futoshi Komine

行田克則  
Yoshinori Nameta
13：00～13：30

P120

Fabio Scutellà
13：30～14：45

P121

大村祐進 
Yushin Omura
14：45～15：15

P121

Loris Prosper
15：15～16：30

P121

土屋賢司 
Kenji Tsuchiya
16：30～17：00

P121

グローバル化が加速！　アジアの歯科医療の実力   P127 
Accelerating to Globalization： 

The Capabilities of Dental Treatment in Asian Countries
座長：元　永三　CHAIRMAN：Eizo Gen

山道信之 
Nobuyuki Yamamichi
13：00～13：30

P127

Cheol-Ho Paik
13：30～14：20

P127

Jerry C. Lin
14：20～15：00

P127

ブ
レ
イ
ク

Feng-Chuan Ho
15：15～15：55

P12８

David K. C. Li
15：55～16：35

P12８

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

勝山英明 
Hideaki Katsuyama
9：00～9：20

P122

Devorah Schwartz-Arad
9：20～10：20

P122

林　美穂 
Miho Hayashi
10：20～10：50

P122

青井良太 
Ryota Aoi
10：50～11：20

P123

白鳥清人 
Kiyoto Shiratori

11：20～11：50
P123

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

伊藤雄策 
Yusaku Ito
13：00～13：15
P123

Mauro Labanca 
13：15～14：15

P124

河奈裕正 
Hiromasa Kawana
14：15～14：45

P124

山羽　徹 
Toru Yamaba
14：45～15：15

P124

ブ
レ
イ
ク

十河基文 
Motofumi Sogo
15：20～15：50

P124

野阪泰弘 
Yasuhiro Nosaka
15：50～16：20

P12５

皆川　仁 
Hitoshi Minagawa
16：20～16：50

P12５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

同時通訳
（英↔日）

同時通訳
（英↔日）

逐次通訳
（英→日）

逐次通訳
（英→日）

逐次通訳
（英→日）
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9：00 10：00 11：00 12：00
午前／AM

歯科医師シンポジウム
F～K ホール（会議センター）

日程表（Time Table）　10月7日（日）／Oct 7th（Sun）

展示ホール 9：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 17：00

Dentistry is Occlusion！　ワンテーマで学ぶ咬合と補綴   P12８

座長：松島正和

さまざまな病変を読み解く！： 
歯内療法、歯周治療、補綴治療、それぞれの立場から   P131

座長：木村英隆

専門家が語る！　日常臨床に取り入れたいプロフェッショナルの知識と技   P134

スタディグループ筒井塾設立記念講演会   P13８ 
〜炎症と力のコントロールを追う〜（午前）

座長：三橋哲哉／坂田輝之

実践チーム医療   P144

多様化する患者の要望にどう応える？　語ろう！　治療計画 A・B・C：   P130 
Ideal or Compromise?　Minimum or Maximum?

座長：熊谷真一

新進気鋭 & the Debut 選抜セッション   P13５

座長：上田秀朗／船登彰芳／加治初彦

スタディグループ筒井塾設立記念講演会   P139 
〜炎症と力のコントロールを追う〜（午後）

座長：飯田光穂／藤田　亨

健康長寿大国ニッポンを支える歯科医療：私の流儀   P144

座長：河原英雄

松島正和
9：00～9：30

P12８

須田剛義
9：30～10：00

P12８

中村茂人
10：00～10：30

P129

高井基普
10：30～11：00

P129

大森有樹
11：00～11：30

P129

小林賢一
11：30～12：00

P129

木村英隆
9：00～9：30

P131

清水宏康
9：30～10：00

P131

石井　宏
10：00～10：30

P132

石川　亮
10：30～11：00

P132

岩野義弘
11：00～11：30

P132

上濱　正
11：30～12：00

P132

高橋慶壮
9：00～9：30

P134

堀之内康文 
9：30～10：00

P134

柴原孝彦
10：00～10：30

P134

髙橋　哲
10：30～11：00

P134

津田忠政
11：00～11：30

P13５

大塚　淳
11：30～12：00

P13５

筒井祐介
9：00～9：20

P13８

国賀就一郎 
9：20～9：50

P13８

亀山秀和
9：50～10：10

P13８

長田耕一郎
10：10～10：30

P13８

ブ
レ
イ
ク

樋口克彦 
10：40～11：00

P13８

樋口　惣
11：00～11：20

P139

藤原康則
11：20～11：40

P139

白土　徹
11：40～12：00

P139

辻本恭久
13：00～13：15
P132

髙田光彦
13：15～13：45

P133

三橋　純
13：45～14：15

P133

荒木秀文
14：15～14：45

P133

ブ
レ
イ
ク

佐藤琢也
15：00～15：30

P133

松本和久
15：30～16：00

P133

小田師巳
16：00～16：30

P133

窪田　努
16：30～17：00

P134

斎田寛之
13：00～13：20

P13５

成　仁鶴
13：20～13：40

P13５

西村和美 
13：40～14：00

P13５

山本真道
14：00～14：20

P136

保坂啓一
14：20～14：40

P136

吉木雄一朗
14：40～15：00

P136

丸尾勝一郎
15：00～15：20

P136

黒嶋伸一郎
15：20～15：40

P136

山下素史
15：40～16：00

P136

池上龍朗
16：00～16：20

P137

大川敏生
16：20～16：40

P137

田井規能
16：40～17：00

P137

How to Make スポーツマウスガード：東京オリンピックを見据えて   P141

座長：川良美佐雄
国際咬合医学研究会日本支部（ICOM-Japan）講演会   P142

座長：青木　聡／森本淳史

患者に選ばれる歯科医院になる！　マイクロスコープ活用術： 
修復・歯周・補綴・インプラント、それぞれの視点から   P132

座長：辻本恭久

熊谷真一
13：00～13：30

P130

筒井祐介
13：30～14：00

P130

山﨑　治
14：00～14：30

P130

鷹岡竜一
14：30～15：00

P130

西山英史
15：00～15：30

P130

松田光正
15：30～16：00

P131

佐藤洋司
16：00～16：30

P131

橋本　等
16：30～17：00

P131

川良美佐雄
9：00～10：00

P141

鈴木浩司
10：00～11：00

P141

プロアスリートを迎えた 
ディスカッション（予定）

11：00～12：00

筒井照子
13：00～13：50

P139

増田長次郎
13：50～14：10

P139

田中憲一
14：10～14：30

P140

ブ
レ
イ
ク

坂口雄一
14：40～15：00

P140

川端秀治
15：00～15：20

P140

大山繁幸
15：20～15：40

P140

倉田　豊
15：40～16：00

P140

閉
会
の
辞

河原英雄
13：00～13：30

P144

鈴木宏樹
13：30～14：00

P14５

太田博見
14：00～14：30

P14５

白石豊彦
14：30～15：00

P14５

ブ
レ
イ
ク

黒滝義之
15：10～15：40

P14５

須貝昭弘
15：40～16：10

P14５

米永一理
16：10～16：40

P14５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

歯周治療における臨床診断を考える 
〜しっかり病態を把握していますか ?〜

長谷川嘉昭／川崎律子
9：00～10：00

P144

チェアサイド・介護で役立つ口腔粘膜疾患 
〜どこで見分けて、どう対応 ?〜

中川洋一
10：05～11：05

P144

生活機能を育む柔らかな目と手と心 
〜あなたと築く子どもたちの素敵な未来〜

清水清恵
11：10～12：10

P144

FHall
会議センター３階

301

3F

GHall
会議センター４階
411・412

4F

HHall
会議センター４階

413

4F

IHall
会議センター４階
414・415

4F

JHall
会議センター４階
416・417

4F

KHall
会議センター４階

418

4F
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対象：　  歯科医師　  歯科衛生士　  歯科技工士

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00
午後／PM

展示ホール 9：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 17：00

佐藤貞雄
13：00～14：00

P142

ブ
レ
イ
ク

Markus Greven
14：05～15：00

P142

ブ
レ
イ
ク

青木　聡
15：05～15：40

P142

ブ
レ
イ
ク

森本淳史
15：45～16：20

P142

ブ
レ
イ
ク

中山尚仁
16：25～17：00

P143

Dentistry is Occlusion！　ワンテーマで学ぶ咬合と補綴   P12８

座長：松島正和

さまざまな病変を読み解く！： 
歯内療法、歯周治療、補綴治療、それぞれの立場から   P131

座長：木村英隆

専門家が語る！　日常臨床に取り入れたいプロフェッショナルの知識と技   P134

スタディグループ筒井塾設立記念講演会   P13８ 
〜炎症と力のコントロールを追う〜（午前）

座長：三橋哲哉／坂田輝之

実践チーム医療   P144

多様化する患者の要望にどう応える？　語ろう！　治療計画 A・B・C：   P130 
Ideal or Compromise?　Minimum or Maximum?

座長：熊谷真一

新進気鋭 & the Debut 選抜セッション   P13５

座長：上田秀朗／船登彰芳／加治初彦

スタディグループ筒井塾設立記念講演会   P139 
〜炎症と力のコントロールを追う〜（午後）

座長：飯田光穂／藤田　亨

健康長寿大国ニッポンを支える歯科医療：私の流儀   P144

座長：河原英雄

松島正和
9：00～9：30

P12８

須田剛義
9：30～10：00

P12８

中村茂人
10：00～10：30

P129

高井基普
10：30～11：00

P129

大森有樹
11：00～11：30

P129

小林賢一
11：30～12：00

P129

木村英隆
9：00～9：30

P131

清水宏康
9：30～10：00

P131

石井　宏
10：00～10：30

P132

石川　亮
10：30～11：00

P132

岩野義弘
11：00～11：30

P132

上濱　正
11：30～12：00

P132

高橋慶壮
9：00～9：30

P134

堀之内康文 
9：30～10：00

P134

柴原孝彦
10：00～10：30

P134

髙橋　哲
10：30～11：00

P134

津田忠政
11：00～11：30

P13５

大塚　淳
11：30～12：00

P13５

筒井祐介
9：00～9：20

P13８

国賀就一郎 
9：20～9：50

P13８

亀山秀和
9：50～10：10

P13８

長田耕一郎
10：10～10：30

P13８

ブ
レ
イ
ク

樋口克彦 
10：40～11：00

P13８

樋口　惣
11：00～11：20

P139

藤原康則
11：20～11：40

P139

白土　徹
11：40～12：00

P139

辻本恭久
13：00～13：15
P132

髙田光彦
13：15～13：45

P133

三橋　純
13：45～14：15

P133

荒木秀文
14：15～14：45

P133

ブ
レ
イ
ク

佐藤琢也
15：00～15：30

P133

松本和久
15：30～16：00

P133

小田師巳
16：00～16：30

P133

窪田　努
16：30～17：00

P134

斎田寛之
13：00～13：20

P13５

成　仁鶴
13：20～13：40

P13５

西村和美 
13：40～14：00

P13５

山本真道
14：00～14：20

P136

保坂啓一
14：20～14：40

P136

吉木雄一朗
14：40～15：00

P136

丸尾勝一郎
15：00～15：20

P136

黒嶋伸一郎
15：20～15：40

P136

山下素史
15：40～16：00

P136

池上龍朗
16：00～16：20

P137

大川敏生
16：20～16：40

P137

田井規能
16：40～17：00

P137

How to Make スポーツマウスガード：東京オリンピックを見据えて   P141

座長：川良美佐雄
国際咬合医学研究会日本支部（ICOM-Japan）講演会   P142

座長：青木　聡／森本淳史

患者に選ばれる歯科医院になる！　マイクロスコープ活用術： 
修復・歯周・補綴・インプラント、それぞれの視点から   P132

座長：辻本恭久

熊谷真一
13：00～13：30

P130

筒井祐介
13：30～14：00

P130

山﨑　治
14：00～14：30

P130

鷹岡竜一
14：30～15：00

P130

西山英史
15：00～15：30

P130

松田光正
15：30～16：00

P131

佐藤洋司
16：00～16：30

P131

橋本　等
16：30～17：00

P131

川良美佐雄
9：00～10：00

P141

鈴木浩司
10：00～11：00

P141

プロアスリートを迎えた 
ディスカッション（予定）

11：00～12：00

筒井照子
13：00～13：50

P139

増田長次郎
13：50～14：10

P139

田中憲一
14：10～14：30

P140

ブ
レ
イ
ク

坂口雄一
14：40～15：00

P140

川端秀治
15：00～15：20

P140

大山繁幸
15：20～15：40

P140

倉田　豊
15：40～16：00

P140

閉
会
の
辞

河原英雄
13：00～13：30

P144

鈴木宏樹
13：30～14：00

P14５

太田博見
14：00～14：30

P14５

白石豊彦
14：30～15：00

P14５

ブ
レ
イ
ク

黒滝義之
15：10～15：40

P14５

須貝昭弘
15：40～16：10

P14５

米永一理
16：10～16：40

P14５

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

歯周治療における臨床診断を考える 
〜しっかり病態を把握していますか ?〜

長谷川嘉昭／川崎律子
9：00～10：00

P144

チェアサイド・介護で役立つ口腔粘膜疾患 
〜どこで見分けて、どう対応 ?〜

中川洋一
10：05～11：05

P144

生活機能を育む柔らかな目と手と心 
〜あなたと築く子どもたちの素敵な未来〜

清水清恵
11：10～12：10

P144
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ハーバーラウンジＡアネックスホール2階

ハーバーラウンジＢアネックスホール2階

9：00 10：00 11：00 12：00
午前／AM

歯科衛生士シンポジウム　第１～第６ホール（会議センター）

日程表（Time Table）　10月7日（日）／Oct 7th（Sun）

展示ホール 9：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 17：00

“口腔の健康”は“機能の維持”から
阿部伸一

9：00～10：00
P14８

歯科衛生士のためのエビデンス活用法 
〜根拠を知らずして臨床を語るべからず〜

関野　愉
10：05～11：05

P14８

インプラント周囲病変のリスクマネージメント 
〜歯科医療の発展から生まれた病気との戦い〜

弘岡秀明
11：10～12：10

P14８

特別講演〜あの先生のこの話が聴きたい !〜   P14８

1 トピックに強くなる！   P1５3

かかりつけ歯科医院の歯科訪問診療   P1５4

患者教育   P1５５ アドバンスアシスタントワーク   P1５6

チームで学ぶ小児メインテナンス   P1５7

知る・診る・対応する　酸蝕症
北迫勇一

9：00～10：00
P1５3

補綴治療歯を長期安定させるために 
〜Drが求めるDHの役割〜

水野秀治
10：05～11：05

P1５3

口腔内規格撮影 
〜ミラー使いのコツ教えます！〜

須呂剛士
11：10～12：10

P1５3

切れ目のない、 
シームレス診療を目指して！

米山武義
9：00～10：00

P1５4

かかりつけ歯科医院の 
訪問診療の始め方〜初歩の初歩〜

清水信行
10：05～11：05

P1５4

知らなかったでは済まされない！ 
症例から考える有病高齢者のリスクマネジメント

大渡凡人
11：10～12：10

P1５4

患者さんに上手に伝えよう！ 
長持ちする義歯の使い方

佐藤裕二
9：00～10：00

P1５５

健康の大切さをわかってもらうための 
その一歩はどう伝えるか

若林健史
10：05～11：05

P1５５

インプラント治療における 
トータルマネージメント

丸橋理沙
11：10～12：10

P1５6

将来の難症例を予防する 
〜口腔習癖改善の取り組み〜

河井　聡
9：00～10：00

P1５7

子どもたちのう蝕と 
歯列不正の芽を見逃さない

須貝昭弘
10：05～11：05

P1５7

歯科衛生士と取り組む発達期における 
包括的口腔管理システム

石谷徳人
11：10～12：10

P1５7

特別講演〜あの先生のこの話が聴きたい !〜   P14８

1 トピックに強くなる！   P1５3

チームで学ぶインプラント   P1５８

アドバンスアシスタントワーク   P1５6 医院総合力アップ   P1５6

DH のための力の見どころ、読みどころ 
〜歯を守るためにできること、やるべきこと〜

小林明子
13：30～14：30

P14８

メインテナンス〜私の考え方〜
安生朝子

14：40～15：40
P14８

ハイジニストワーク・ 
パラダイムシフト

土屋和子
15：50～16：50

P149

咀嚼機能と健康との関係を 
患者さんに伝えよう

池邉一典
13：30～14：30

P1５3

患者さんに痛みを与えない 
超音波スケーラーの使い方

福田知恵子
14：40～15：40

P1５3

フッ化物の応用と根面う蝕
高柳篤史

15：50～16：50
P1５4

インプラント療法適用患者の 
QOLの長期維持のためにすべきこと

小宮山彌太郎／山口千緒里
13：30～15：00

P1５８

DHが守れる最後のチャンス！ 
チームで取り組むインプラント周囲粘膜炎

大月基弘／鈴木秀典
15：10～16：50

P1５８

オペを成功に導く 
アシスタントワーク

塚田智子
13：30～14：30

P1５6

クレームにならない話し方 
患者さんコミュニケーション術

吉野真由美
14：40～15：40

P1５6

身近に始める歯科医院の 
感染管理　まずは何から？

柏井伸子
15：50～16：50

P1５6

かかりつけ歯科医院の歯科訪問診療   P1５4

歯科訪問診療における歯科衛生士の 
口腔管理〜｢食べる｣を支えるために〜

有友たかね
13：30～14：30

P1５4

摂食嚥下のメカニズムを知ろう 
〜「歯しか診ない」から脱却！〜

佐々生康宏
14：40～15：40

P1５５

歯科訪問診療における口腔ケア 
〜おいしく､楽しく､口から食べるための支援〜

十時久子
15：50～16：50

P1５５

長寿社会における 
口腔保健と栄養 

Oral health and nutrition 
in the long life society

深井穫博 
Kakuhiro Fukai
9：00～9：10   P1５0

高齢者における栄養と口腔保健の関係性 
Interrelationship between nutrition and  

oral health in older people
Paula Moynihan
9：10～10：40   P1５0

WHO 砂糖ガイドラインの口腔保健への適応  
〜求められる保健指導とは〜 

Implication of WHO Guideline on 
Sugars for oral health professionals ─
What is the better health guidance? ─

小川祐司　Hiroshi Ogawa
10：40～11：10   P1５0

栄養をアウトカムにした歯科の取り組み  
〜歯科衛生士に期待するもの〜 

Trial in oral health to target nutri-
tion as outcome ─ Expectation of 

the role of dental hygienists ─

岩佐康行　Yasuyuki Iwasa
11：10～11：40   P1５1

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

歯科口腔保健と栄養　Oral Health and Nutrition   P1５0

座長：深井穫博　CHAIRMAN：Kakuhiro Fukai

なぜ医療面接が重要なのか 
Why is “Medical Interview”  

important?
宮下裕志 Hiroshi Miyashita

13：30～14：00   P1５2

質の高いケアや患者さん自身の自宅でのケアを 
受け入れてもらえるように動機付けしよう 

Motivate patients to accept quality care and 
care for themselves at home

Philip Weinstein
14：00～15：30   P1５2

歯科衛生士として患者と会うということ 
The encounter with the patient 

as a hygienist
宮下順子 Junco Miyashita

15：30～16：15   P1５2

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

医療面接　Medical Interview   P1５2

座長：宮下裕志　CHAIRMAN：Hiroshi Miyashita
逐次通訳

（英→日）

第1ホール
会議センター３階
303・304

3F

第2ホール
会議センター３階

302

3F

第3ホール
会議センター３階
311・312

3F

第4ホール
会議センター３階
313・314

3F

第5ホール
会議センター３階

315

3F

第6ホール
会議センター４階

419

4F

歯科衛生士のための
“オシャレ”な
ランチセミナー

Annex Hall 2F
“EMS Japan”ワークショップ（有料・事前登録制）

12:00 13:00 14:00 15:00 16:0010:00 17:0011:00

ホール 3
EMS Japan スイスデンタルアカデミー in 横浜 2018

SDA 責任者 Dr. Neha Dixit が語る最新の GBT プロトコルと 
次期新機種について　　演者：Dr. Neha Dixit　通訳：竹内泰子

逐次通訳
（英→日）会議

センター
3階
316
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27

対象：　  歯科医師　  歯科衛生士　  歯科技工士

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00
午後／PM

展示ホール 9：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 17：00

12：30 13：30 14：30 15：30 16：30

“口腔の健康”は“機能の維持”から
阿部伸一

9：00～10：00
P14８

歯科衛生士のためのエビデンス活用法 
〜根拠を知らずして臨床を語るべからず〜

関野　愉
10：05～11：05

P14８

インプラント周囲病変のリスクマネージメント 
〜歯科医療の発展から生まれた病気との戦い〜

弘岡秀明
11：10～12：10

P14８

特別講演〜あの先生のこの話が聴きたい !〜   P14８

1 トピックに強くなる！   P1５3

かかりつけ歯科医院の歯科訪問診療   P1５4

患者教育   P1５５ アドバンスアシスタントワーク   P1５6

チームで学ぶ小児メインテナンス   P1５7

知る・診る・対応する　酸蝕症
北迫勇一

9：00～10：00
P1５3

補綴治療歯を長期安定させるために 
〜Drが求めるDHの役割〜

水野秀治
10：05～11：05

P1５3

口腔内規格撮影 
〜ミラー使いのコツ教えます！〜

須呂剛士
11：10～12：10

P1５3

切れ目のない、 
シームレス診療を目指して！

米山武義
9：00～10：00

P1５4

かかりつけ歯科医院の 
訪問診療の始め方〜初歩の初歩〜

清水信行
10：05～11：05

P1５4

知らなかったでは済まされない！ 
症例から考える有病高齢者のリスクマネジメント

大渡凡人
11：10～12：10

P1５4

患者さんに上手に伝えよう！ 
長持ちする義歯の使い方

佐藤裕二
9：00～10：00

P1５５

健康の大切さをわかってもらうための 
その一歩はどう伝えるか

若林健史
10：05～11：05

P1５５

インプラント治療における 
トータルマネージメント

丸橋理沙
11：10～12：10

P1５6

将来の難症例を予防する 
〜口腔習癖改善の取り組み〜

河井　聡
9：00～10：00

P1５7

子どもたちのう蝕と 
歯列不正の芽を見逃さない

須貝昭弘
10：05～11：05

P1５7

歯科衛生士と取り組む発達期における 
包括的口腔管理システム

石谷徳人
11：10～12：10

P1５7

特別講演〜あの先生のこの話が聴きたい !〜   P14８

1 トピックに強くなる！   P1５3

チームで学ぶインプラント   P1５８

アドバンスアシスタントワーク   P1５6 医院総合力アップ   P1５6

DH のための力の見どころ、読みどころ 
〜歯を守るためにできること、やるべきこと〜

小林明子
13：30～14：30

P14８

メインテナンス〜私の考え方〜
安生朝子

14：40～15：40
P14８

ハイジニストワーク・ 
パラダイムシフト

土屋和子
15：50～16：50

P149

咀嚼機能と健康との関係を 
患者さんに伝えよう

池邉一典
13：30～14：30

P1５3

患者さんに痛みを与えない 
超音波スケーラーの使い方

福田知恵子
14：40～15：40

P1５3

フッ化物の応用と根面う蝕
高柳篤史

15：50～16：50
P1５4

インプラント療法適用患者の 
QOLの長期維持のためにすべきこと

小宮山彌太郎／山口千緒里
13：30～15：00

P1５８

DHが守れる最後のチャンス！ 
チームで取り組むインプラント周囲粘膜炎

大月基弘／鈴木秀典
15：10～16：50

P1５８

オペを成功に導く 
アシスタントワーク

塚田智子
13：30～14：30

P1５6

クレームにならない話し方 
患者さんコミュニケーション術

吉野真由美
14：40～15：40

P1５6

身近に始める歯科医院の 
感染管理　まずは何から？

柏井伸子
15：50～16：50

P1５6

かかりつけ歯科医院の歯科訪問診療   P1５4

歯科訪問診療における歯科衛生士の 
口腔管理〜｢食べる｣を支えるために〜

有友たかね
13：30～14：30

P1５4

摂食嚥下のメカニズムを知ろう 
〜「歯しか診ない」から脱却！〜

佐々生康宏
14：40～15：40

P1５５

歯科訪問診療における口腔ケア 
〜おいしく､楽しく､口から食べるための支援〜

十時久子
15：50～16：50

P1５５

長寿社会における 
口腔保健と栄養 

Oral health and nutrition 
in the long life society

深井穫博 
Kakuhiro Fukai
9：00～9：10   P1５0

高齢者における栄養と口腔保健の関係性 
Interrelationship between nutrition and  

oral health in older people
Paula Moynihan
9：10～10：40   P1５0

WHO 砂糖ガイドラインの口腔保健への適応  
〜求められる保健指導とは〜 

Implication of WHO Guideline on 
Sugars for oral health professionals ─
What is the better health guidance? ─

小川祐司　Hiroshi Ogawa
10：40～11：10   P1５0

栄養をアウトカムにした歯科の取り組み  
〜歯科衛生士に期待するもの〜 

Trial in oral health to target nutri-
tion as outcome ─ Expectation of 

the role of dental hygienists ─

岩佐康行　Yasuyuki Iwasa
11：10～11：40   P1５1

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

歯科口腔保健と栄養　Oral Health and Nutrition   P1５0

座長：深井穫博　CHAIRMAN：Kakuhiro Fukai

なぜ医療面接が重要なのか 
Why is “Medical Interview”  

important?
宮下裕志 Hiroshi Miyashita

13：30～14：00   P1５2

質の高いケアや患者さん自身の自宅でのケアを 
受け入れてもらえるように動機付けしよう 

Motivate patients to accept quality care and 
care for themselves at home

Philip Weinstein
14：00～15：30   P1５2

歯科衛生士として患者と会うということ 
The encounter with the patient 

as a hygienist
宮下順子 Junco Miyashita

15：30～16：15   P1５2

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

医療面接　Medical Interview   P1５2

座長：宮下裕志　CHAIRMAN：Hiroshi Miyashita
逐次通訳

（英→日）

ヒューフレディ・ジャパン合同会社   P176
演者：若林健史 提供：お弁当

株式会社モリムラ／株式会社デンタリード   P176
演者：丸橋理沙 提供：お弁当
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“デジタル” 
ランチョンセミナー 
インプラント治療に
おけるデジタルデン
ティストリーの現在、
そして未来への展望

株式会社モリタ
新村昌弘

12：15～13：00   P177

“デジタル” 
ランチョンセミナー 
Intra Oral Scanner 

を用いた、高透光性 
ジルコニア接着臨床
クラレノリタケ 

デンタル株式会社
中村昇司

12：15～13：00   P177

28

日程表（Time Table）　10月７日（日）／Oct 7th（Sun）

9：00 10：00 11：00 12：00
午前／AM

歯科技工士・デジタルデンティストリーシンポジウム
A～E ホール（アネックスホール２階）

展示ホール 10：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 19：00

私の考えるプレスセラミックス  
〜別冊 BASIC PRESS CERAMICS ＋〜

赤坂政彦
9：00～10：00

P164

My shooting style
瓜坂達也 

10：00～11：00
P164

Rivaling natural teeth esthetics 
using contemporary  
ceramics fine arts

Naoki Hayashi
11：00～12：00

P164

特別講演（前） ─トップランナーが語る現在の潮流─   P164

審美技工　世界の潮流   P166 
Trends in Esthetic Dental Technology
座長：山田和伸　CHAIRMAN：Kazunobu Yamada

Digital dentistry update
小濱忠一／十河厚志

Tadakazu Obama／Atsushi Sogo
9：00～10：20   P162

創造力： 
新旧テクノロジーのバランス 

Creativity：A balance between 
traditional and new technology

Douglas Terry
10：20～11：10   P162

アナログ的な考え方から 
デジタル世界への適応 

Adapting an analogue  
mindset to a digital world

Florin Cofar 
11：10～12：00   P162

デジタルとアナログの融合（後半）   P162 
Combining Digital and Analogue Part 2

座長：小濱忠一　CHAIRMAN：Tadakazu Obama

チェアサイド・ラボサイドで 
診る咬合、そこにある共通点と

相違点とは？
杉元敬弘

9：00～9：45   P16８

咬合面形態と 
下顎運動について

長谷川篤史
9：45～10：30   P16８

臨床に応用しうる 
咬合理論とは？

土屋嘉都彦 
10：30～11：15   P16８

歯科技工における 
咬合の重要性

藤尾　明 
11：15～12：00   P169

チェアサイド・ラボサイド 両者の立場で咬合を考える   P16８

座長：杉元敬弘

The possibility 
of full contour 

zirconia
山田和伸

Kazunobu Yamada
9：00～9：30   P166

前歯部歯冠修復における内部ステインの成功方法 
Succession of internal stain technic for 

matching anterior teeth
Alek Aronin

9：30～10：45   P166

最高仕様の審美修復とデジタルワークフロー 
〜希望的考えか新しいトレンドか〜 

High end aesthetics and digital workflow：
wishful thinking or a new trend?

Luc Rutten
10：45～12：00   P166

同時通訳
（英↔日）

逐次通訳
（英→日）

AHall
アネックスホール2階

F201・202

Annex Hall

2F

BHall
アネックスホール2階

F203・204

Annex Hall

2F

CHall
アネックスホール2階

F205

Annex Hall

2F

DHall
アネックスホール2階

F206

Annex Hall

2F

EHall
アネックスホール2階

F206

Annex Hall

2F
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“デジタル” 
ランチョンセミナー 
インプラント治療に
おけるデジタルデン
ティストリーの現在、
そして未来への展望

株式会社モリタ
新村昌弘

12：15～13：00   P177

“デジタル” 
ランチョンセミナー 
Intra Oral Scanner 

を用いた、高透光性 
ジルコニア接着臨床
クラレノリタケ 

デンタル株式会社
中村昇司

12：15～13：00   P177

29

対象：　  歯科医師　  歯科衛生士　  歯科技工士

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00
午後／PM

展示ホール 10：00 第 ８ 回ワールドデンタルショー 201８ 17：00

私の考えるプレスセラミックス  
〜別冊 BASIC PRESS CERAMICS ＋〜

赤坂政彦
9：00～10：00

P164

My shooting style
瓜坂達也 

10：00～11：00
P164

Rivaling natural teeth esthetics 
using contemporary  
ceramics fine arts

Naoki Hayashi
11：00～12：00

P164

特別講演（前） ─トップランナーが語る現在の潮流─   P164

明日からの臨床に役立つ !!   P170 
テクノロジストの部屋

一口腔単位での 
補綴設計を考える 

〜審美と機能を確立させる義
歯製作の 3 つのポイント〜

五十嵐　智
13：30～14：30   P170

ブ
レ
イ
ク

実践・生体に調和する 
補綴物軸面形態の捉え方 
〜天然歯解剖学形態と 
文献から考察する〜

藤本光治
14：45～15：45   P170

審美技工　世界の潮流   P166 
Trends in Esthetic Dental Technology
座長：山田和伸　CHAIRMAN：Kazunobu Yamada

Digital dentistry update
小濱忠一／十河厚志

Tadakazu Obama／Atsushi Sogo
9：00～10：20   P162

創造力： 
新旧テクノロジーのバランス 

Creativity：A balance between 
traditional and new technology

Douglas Terry
10：20～11：10   P162

アナログ的な考え方から 
デジタル世界への適応 

Adapting an analogue  
mindset to a digital world

Florin Cofar 
11：10～12：00   P162

デジタルとアナログの融合（後半）   P162 
Combining Digital and Analogue Part 2

座長：小濱忠一　CHAIRMAN：Tadakazu Obama

チェアサイド・ラボサイドで 
診る咬合、そこにある共通点と

相違点とは？
杉元敬弘

9：00～9：45   P16８

咬合面形態と 
下顎運動について

長谷川篤史
9：45～10：30   P16８

臨床に応用しうる 
咬合理論とは？

土屋嘉都彦 
10：30～11：15   P16８

歯科技工における 
咬合の重要性

藤尾　明 
11：15～12：00   P169

チェアサイド・ラボサイド 両者の立場で咬合を考える   P16８

座長：杉元敬弘

審美修復のためのチームワーク（後半）   P163 
Team Approach for Esthetic Restoration Part 2

座長：小田中康裕　CHAIRMAN：Yasuhiro Odanaka
少しでも友人の手助けになれば： 

患者を満足させるための臨床・技術手法 
With a little help of my friends clinical & 
technical way to patients satisfaction

Walter Gebhard／Giuseppe Allais
13：30～15：30   P163

総義歯世界の潮流   P163 
Trends for Full 

Dentures
世界に広がる下顎総義歯吸着テクニック 

Spread of mandibular suction effective  
denture technique to the world

阿部二郎／小久保京子 
Jiro Abe／Kyoko Kokubo

15：30～17：00   P163

特別講演（後） ─トップランナーが語る現在の潮流─   P167

ザ・セラミックワーク　Part 2   P16５

座長：山本　眞

前歯部セラミック修復に 
おける陶材築盛の理論と実践

湯浅直人
13：30～14：30

P16５

形態美・色調美・機能美 
の追求

西村好美
14：30～15：30

P16５

演題未定
山本　眞

15：30～16：30
P16５

The possibility 
of full contour 

zirconia
山田和伸

Kazunobu Yamada
9：00～9：30   P166

前歯部歯冠修復における内部ステインの成功方法 
Succession of internal stain technic for 

matching anterior teeth
Alek Aronin

9：30～10：45   P166

最高仕様の審美修復とデジタルワークフロー 
〜希望的考えか新しいトレンドか〜 

High end aesthetics and digital workflow：
wishful thinking or a new trend?

Luc Rutten
10：45～12：00   P166

デジタルコミニュケーション
と新しいマテリアルの活用法 
Digital communication and 
usage of the new material
枝川智之　Tomoyuki Edakawa

13：30～14：15   P167

Digilog 〜digital
とanalogの融合〜 
“Digilog”：The fusion of 
the digital and the analog
佐々木正二　Shoji Sasaki

14：15～15：00   P167

日本人の歯列と 
噛み合わせについて 
Japanese dentition  

and occlusion
内藤 孝雄　Takao Naito

15：00～15：45   P167

限界を超えて〜Chang のジルコニ
ア補綴カラーリングテクニック〜 

Beyond its limitation：
Chang's coloring technique 

for zirconia prosthetics
Chang Hwan Kim
15：45～17：00   P16８

最新 Digital   P169 
Dentistry 事情 

チームで取り組むデンチャーワーク   P169

座長：佐藤幸司

Digital dentistry 
の現在と未来予測
荒井昌海

13：30～14：00
P169

Application 
of digital 
dentistry
千葉豊和

14：00～14：30
P169

欠損補綴の目的から考える 
〜機能させるパーシャルデン

チャー・オーバーデンチャー〜
松川敏久／奥森健史

14：40～15：50
P169

チームで取り組む 
床義歯臨床

松本勝利／西岡健一
15：50～17：00

P170

同時通訳
（英↔日）

同時通訳
（英↔日）

逐次通訳
（英→日）
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パシフィコ横浜　展示ホール
入場無料

会場

会期 2018 年 10 月 5 日（金）～ 7日（日）
１日目 12：00～19：00／ 2 日目 10：00～19：00／ 3 日目 9：00～17：00

会場マップ

出展者名
あ行

アークレイ株式会社 A-18

株式会社アール・エー・キュー B-44

アイ・ティー・エス・エス株式会社 D-33

株式会社アイキャスト D-9

株式会社アイキャット C-10

相田化学工業株式会社 B-92

株式会社アイティアイ B-50

株式会社アイディエス C-76

株式会社IDM B-45

株式会社アイデンス C-9

有限会社アイデント化学工業 C-17

アイワ医科工業株式会社 C-70

アイワ広告株式会社 C-69

有限会社秋山歯科器具製作所 C-29

株式会社アキラックス D-28

アグサジャパン株式会社 B-74

AXION JAPAN D-34

アサヒプリテック株式会社 C-16

朝日レントゲン工業株式会社 D-32

アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社 B-20

アルゴフアイルジヤパン株式会社 C-94

株式会社アルタデント A-26

株式会社E・テック C-51

株式会社イエス ウィ キャン D-29

株式会社イシズカ C-30

石福金属興業株式会社 C-73

医歯薬出版株式会社 A-42

Ivoclar Vivadent株式会社 A-14

井元特殊冶金株式会社 B-51

株式会社岩瀬歯科商会 A-26

イワツキ株式会社 C-92

株式会社インサイト C-77

インテック B-36

株式会社インプラテックス C-97

株式会社ヴァンガードネットワークス B-65

株式会社ウィルアンドデンターフェイス C-42

有限会社ウィルデント C-38

ウエルテック株式会社 C-4

ULTRADENT JAPAN株式会社 B-16

エアロサービス株式会社 C-88

株式会社エイ・アイ・シー（ホワイトエッセンス）D-23

株式会社 ADI.G C-3

A.R.メディコム･インク･アジア･リミテッド B-46

株式会社エールジャパン B-84

exocad C-67

SDNIコスモ株式会社 B-56

Edenta AG D-15

株式会社NNG A-20

M&M imports A-37

株式会社エムエス D-42

有限会社エルバ B-27

欧和通商株式会社 C-19

大浦貴金属工業株式会社 C-41

オーディック株式会社 B-68

有限会社オーラルアカデミー B-81
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パシフィコ横浜　展示ホール
入場無料

会場

会期 2018 年 10 月 5 日（金）～ 7日（日）
１日目 12：00～19：00／ 2 日目 10：00～19：00／ 3 日目 9：00～17：00

株式会社オーラルケア B-5

株式会社岡部 C-65

株式会社岡山情報処理センター A-46

長田電機工業株式会社 D-36

オステルAB D-12

株式会社オプテック B-10

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 D-25

有限会社オルソネット C-96

か行
Geistlich Biomaterials A-12

株式会社カイマンデンタル B-75

科研製薬株式会社 C-89

神奈川県歯科用品商協同組合 A-40

カボデンタルシステムズジャパン株式会社 B-1

亀水化学工業株式会社 A-5

California Implant Institute B-79

株式会社キクタニ D-21

有限会社木村鉗子製作所 C-31

ギャリソン・デンタル・ソルーションズ D-18

京セラ株式会社 D-19

京都機械工具株式会社 B-83

共和医理科株式会社 C-60

株式会社桐山・エンタープライズ C-91

株式会社近畿レントゲン工業社 B-72

クインテッセンス出版株式会社 D-5

株式会社クエスト C-14

株式会社クオキャリア B-23

株式会社クラーク C-71

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 C-82

クラレノリタケデンタル株式会社 D-6

クルツァー ジャパン株式会社 C-12

株式会社グローバル・リンク・マネジメント B-42

クロスフィールド株式会社 A-3

株式会社京王デザイン B-21

ケーオーデンタル株式会社 B-3

ケン・デンタリックス株式会社 B-91

ケンテック株式会社 C-63

株式会社コアデンタルラボ横浜 B-59

コアフロント株式会社 A-16

Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG A-31

株式会社コサカ B-17

株式会社コスモサウンド B-95

株式会社コムネット B-60

さ行
Zirc D-17

有限会社齋藤デンタル工業 C-32

サカセ化学工業株式会社 B-31

さくら矯正ラボ株式会社 C-74

ササキ株式会社 A-7

佐藤歯材株式会社 B-12

サンエス石膏株式会社 A-38

サンスター株式会社 B-18

サンデンタル株式会社 C-78

有限会社サンフォート C-48
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株式会社日本歯科工業社 D-44

株式会社日本歯科商社 B-9

株式会社日本歯科新聞社 A-44

日本歯科薬品株式会社 B-11

日本歯研工業株式会社 B-66

日本ビスカ株式会社 B-34

有限会社ニューテック C-72

ネオ製薬工業株式会社 C-39

株式会社ノーザ B-2

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 A-25

は行
バイコンジャパン株式会社 C-80

株式会社バイテック・グローバル・ジャパン C-64

バウシュ咬合紙ジャパン株式会社 A-19

白水貿易株式会社 B-89

株式会社白鵬 C-5

株式会社阪神技術研究所 A-24

株式会社P＆A C-75

株式会社ビー エス エー サクライ B-41

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル B-48

ビエン・エア・アジア株式会社 B-70

ピクオス株式会社 C-20

株式会社VIPグローバル B-94
D-41

ピヤス株式会社 A-9

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 A-27

株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ A-45

株式会社フィリップス・ジャパン A-6

フェザー安全剃刀株式会社 D-26

株式会社フェニックスデント C-40

フォーク株式会社 B-76

フォレスタデント・ジャパン株式会社 C-61

株式会社フォレスト・ワン A-22

株式会社フォローミー・テクノロジージャパン C-50

不二光学機械株式会社 B-37

株式会社フラット B-73

株式会社プラネット B-87

プレミアムプラスジャパン株式会社 A-17

株式会社プローデント B-26

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 B-71

有限会社ベルデンタサプライ B-49

ペントロン ジャパン株式会社 B-57

ヘンリーシャインジャパン株式会社 A-36

株式会社堀内製作所 C-35

DIOデジタル株式会社 C-83

株式会社データ・デザイン B-55

デキシコウインジャパン株式会社 C-93

デジタルプロセス株式会社 A-10

デンケン・ハイデンタル株式会社 B-77

株式会社電算システム B-63

株式会社デンタリード B-82

株式会社デンタルアクト C-59

デンタルエイド株式会社 B-52

デンタルシステムズ株式会社 C-84

株式会社デンタルダイヤモンド社 A-41

有限会社デンタルテクニカ B-53

デンタルプロ株式会社 B-25

デンツプライシロナ株式会社 D-39

株式会社デンテック C-28

有限会社デントレード A-30

株式会社デントロニクス C-46

株式会社東京技研 C-6

東京歯科産業株式会社 C-8

株式会社東京歯材社 C-81

東京デンタルスクール C-47

東京ユニオンデンタル B-61

東伸洋行株式会社 C-27

東邦歯科産業株式会社 C-55

株式会社東洋化学研究所 B-47

東和ハイシステム株式会社 A-15

トーシンデンタル株式会社 B-15

株式会社トータルヘルスコンサルディング C-45

株式会社トープラ A-29

トーメンメディカル D-13

株式会社トクヤマデンタル B-86

な行
内外歯材株式会社 B-33

ナガイレーベン株式会社 B-30

株式会社永末書店 A-47

株式会社ナカニシ C-87

中村デンタル株式会社 C-54

株式会社ナルコーム A-4

株式会社西尾 A-28

株式会社ニチエイ D-27

株式会社ニッシン D-10

日新デンタル株式会社 B-24

日本ピストンリング株式会社 B-40

日本アイ・エス・ケイ株式会社 B-4

株式会社日本歯科金属 C-62

三宝製薬株式会社 B-22

サンメディカル株式会社 C-15

株式会社ジーシー B-6

株式会社C・C・A・A B-32

株式会社JBA A-21

株式会社ジェニシス B-43

株式会社GENORAY JAPAN C-18

株式会社シオダ C-57

株式会社ジオメディ B-8

株式会社シバタ B-78

下村石膏株式会社 C-90

株式会社ジャパンリッチフィールド C-44

株式会社松風 C-86

昭和薬品化工株式会社 B-7

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンシューマーカンパニー C-85

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社 C-23

有限会社菅原歯科精器工業 C-33

株式会社スギモト C-68

株式会社ストランザ D-22

ストローマン・ジャパン株式会社 B-88

株式会社スマートプラクティスジャパン A-39

株式会社須山歯研　歯材部デンコ C-53

3a D-43

スリーエムジャパン株式会社 B-19

株式会社セキムラ B-28

株式会社セルフメディカル B-29

セレック株式会社 B-54

株式会社センジョー C-36

セントリックス D-16

株式会社ソニックテクノ D-20

た行
大榮歯科産業株式会社 A-8

大信貿易株式会社 D-30

太平化学産業株式会社 C-37

タカラベルモント株式会社 D-31
D-35

株式会社竹虎 B-35

株式会社タスク C-58

橘医療器株式会社 B-62

株式会社田辺玩具製作所 B-67

合同会社WSPTジャパン A-32

株式会社中央技研 C-52

株式会社中央歯科補綴研究所 C-66
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◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。36

A
HALL

審美修復治療を極める：歯周形成外科の観点から
（日本臨床歯科医学会〔SJCD〕セッション）

Mastery of Esthetic Restorative Treatment: 
From the Point of View of Periodontal Plastic 
Surgery Presented by SJCD (Society of Japan 
Clinical Dentistry)

 10/5（FRI）　13：15 ～ 17：15
 同時通訳 simultaneous interpretation

座長　Chairman
山﨑長郎　Masao Yamazaki
東京都開業
Private Practice in Tokyo

会議センター１階
メインホール 対象：

座長関連本

成功に導く治療計画と臨床基準エステティック クラシフィ
ケーションズ―複雑な審美修復
治療のマネージメント―

演者関連本

the Quintessence
2018年 3 月号

QDI別冊
インプラントのた
めの軟組織マネジ
メ ン ト を 極 め る

（15thミーディン
グ抄録集）

13：15 ～ 13：35 

結合組織移植術における
ソフトティッシュモックアップの有用性
Availability of soft tissue mock-up in connective tissue graft 
procedure

大河原純也 Junya Okawara　茨城県開業 Private Practice in Ibaraki

　いわゆる『美』には多分に主観的要素が含まれるため、たとえ歯科医学的に
理想的な結果が得られたとしても患者の審美的要求を満たせるとは限らない。
そのため、後戻りのできない歯周形成外科を適応しようとする際には、あら
かじめ患者が理想とする軟組織形態を具現化することが必須と考えられる。
　本講演では、審美障害を主訴に来院した患者に対して、ソフトティッシュ
モックアップを使用した症例を供覧する。そして、結合組織移植術の診査・
診断・治療計画の立案におけるソフトティッシュモックアップの有用性に
ついて考えてみたい。補綴治療が必要であった患者の症例を、その診療
計画、治療順序、そしてその結果と予後について解説し、いかに各分野
との連携が審美修復治療を成功させるために重要か述べてみたい。

   An ideal therapeutic result does not necessarily satisfy patient’s aes-
thetic requirement, as esthetics includes many subjective elements. 
Pre-therapeutic realization of soft tissue shapes that satisfy patients 
is requisite in order to successfully perform periodontal plastic 
surgery. In this lecture, soft tissue mock-up in patient with aesthetic 
disturbance will be presented. Availability of soft tissue mock-up in 
examination, diagnosis and treatment planning when performing con-
nective tissue graft procedure will be discussed.

　歯周組織再生療法を成功に導くためには、術前における当該歯の歯周
組織検査値の他に、ポジションの評価が重要である。再生に不利なポジ
ションだと考えられる場合は矯正治療を併用し、適切な時期に外科的介
入をすることで、より良好な結果が期待できる。矯正治療を併用できな
い場合であっても、根面の形態修正などにより、可能な限り不利な条件
を少なくすることが求められる。
　歯のポジションをアレンジすることは、再生療法の限界を克服するだ
けでなく、その後に修復治療が計画されている場合はより審美的結果に
導きやすい。

   To successfully perform periodontal regenerative therapy, pre-operative 
evaluation of teeth position is important in addition to periodontal exami-
nation. Combination of preoperative orthodontic treatment and regenera-
tive surgery is required when teeth position is not suitable for periodontal 
regenerative therapy, which could induce more successful clinical 
outcome. Undesirable conditions should be decreased by root recontour-
ing when preoperative orthodontic treatment cannot be performed. 
Arrangement of teeth position may overcome limitations of regenerative 
therapy. Position arrangement also may induce more successful aesthetic 
outcome when operative treatment is planned after regenerative therapy.

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
臨床にあった歯科
用レーザー活用法
これからの臨床に
欠かせない最新 5
機種徹底ガイド

13：35 ～ 13：55 

歯周組織再生療法のためのTooth-Positionの
アレンジ
Arrangement of teeth position for periodontal regenerative 
therapy

松本邦夫 Kunio Matsumoto　東京都開業 Private Practice in Tokyo

QDT Art & Practice
別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デ
ン テ ィ ス ト リ ー 
2016／201₇

演者関連本

　唇側における軟組織辺縁部の退縮は、すでにインテグレーションしたインプラントでしば
しば認められる合併症である。金属構造物が露出して見えること、または菲薄な唇側軟組織
を通して透けて見えることが患者に共通した審美的合併症の理由である。さらにインプラン
トの不正な埋入位置により、インプラント支持型クラウンの唇側粘膜は過度に根尖側へと位
置異常を引き起こす。軟組織量を増大させ、インプラント周囲の唇側軟組織の裂開を治療し、
審美的な粘膜貫通部のエマージェンスプロファイルを有したインプラント支持型クラウンを
提供するために、術前と術後の補綴的アプローチの際に、軟組織の形成外科手術と2層テ
クニックを併用することができる。本講演では、インプラント埋入と同時の軟組織増生術式
について詳細に供覧する。フラップレステクニックに関して、審美領域で（あえて）頬側フラッ
プを挙上する利点を、遅延および即時インプラント埋入の症例を通して議論してみたい。

　The recession of the buccal soft tissue margin is a frequent complication of well integrated dental implants. 
The appearance of metallic structure or even their transparency through the thin buccal soft tissues are com-
mon reasons for patient aesthetic complains. Moreover, bad implant installation frequently results in excessive 
apical dislocation of the buccal soft tissue margin of the implant supported crown. Soft tissue plastic surgical 
procedures and bilaminar techniques in particular, can be successfully used in combination with a pre and 
postsurgical prostethic approaches to increase the volume of the interdental soft tissue, to treat buccal soft 
tissue dehiscence around dental implants and to provide the new implant supported crown with an esthetic 
transmucosal emergence profi le. The simultaneous implant installation and soft tissue augmentation surgical 
procedures will be shown in details. The advantages of opening the buccal fl ap in the esthetic zone with 
respect to fl apless technique, will be discussed in the case of delayed and immediate implant installation.

13：55 ～ 15：55 

インプラント周囲の軟組織マネージメント

Soft tissue management around implants

Giovanni Zucchelli　ボローニャ大学（イタリア） University of Bologna, Italy

イ ラ ス ト で 見 る 
天然歯のための審
美形成外科

the Quintessence
2018年10月号
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◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。 37

　結合組織移植を用いた軟組織再建の有効性は、天然歯やシングルイン
プラントに限らず、複数歯欠損症例においてもいかんなく発揮される。
演者は１0年以上前からこの手法を用いているが、その長期予後を観察し
てみると、類似した天然歯周囲に対する処置と比べ、インプラント周囲
では明らかに歯肉退縮が早いと感じられる。つまり、インプラント周囲
は天然歯周囲と比べて解剖学的に劣っているため、より解剖学的要件を
考慮して治療を行う必要があると考えられる。
　本講演では、より良い結果を得るための臨床的なポイントについて述
べてみたい。

   Availability of soft tissue reconstruction with connective tissue graft procedure 
has been recognized in natural teeth, single implant and partially edentulism. In 
my long-term clinical observation, mucosal recession treated with connective 
tissue graft around dental implants has been thought to be faster as compared 
with gingival recession treated with connective tissue graft around natural teeth, 
although soft tissue reconstruction has been performed since more than 10 years. 
Anatomical considerations of mucosal tissue around dental implants are required, as 
mucosal tissue around dental implants has anatomical disadvantages compared with 
gingival tissue around natural teeth. In this lecture, key points of connective tissue 
graft procedure to acquire more successful clinical outcome will be discussed.

演者関連本

QDI別冊
インプラントのた
めの軟組織マネジ
メ ン ト を 極 め る

（15thミーディン
グ抄録集）

イラストレイテッ
ド　ペリオドンタ
ル・マイクロサー
ジェリー　アドバ
ンステクニック―
審美性を獲得する
ソフトティッシュ
マネジメント―

15：55 ～ 16：15 

結合組織移植を用いたインプラント周囲軟組織の再建
～臨床的ポイントの考察～
Soft tissue reconstruction around dental implants: Key 
points of connective tissue graft procedure

鈴木真名 Masana Suzuki　東京都開業 Private Practice in Tokyo

16：15 ～ 17：15 

複雑な歯周・補綴患者へのマネージメント

Interdisciplinary management of patients with severe periodontal and prosthodontic problems

山﨑長郎 Masao Yamazaki　東京都開業 Private Practice in Tokyo
鈴木真名 Masana Suzuki　東京都開業 Private Practice in Tokyo

　補綴医にとって、審美治療を高いレベルで行うためのいくつかの条件
の中で、歯肉レベルの水平的対称性の保持と欠損部顎堤のボリューム維
持はペリオ専門医の協力が不可欠である。
　このセッションでは、過去から現在に至るさまざまな歯周治療・修復
治療およびインプラント治療・補綴治療が必要であった患者の症例を、
その診療計画、治療順序、そしてその結果と予後について解説し、各分
野との連携が審美修復治療を成功させるためにいかに重要か述べてみた
い。

   To perform advanced aesthetic treatment with the maintenance 
of residual ridge volume and horizontal symmetry of gingival level, 
cooperation between prosthodontists and periodontists is absolutely 
required. In this session, our presentation will focus on the importance 
of interdisciplinary collaboration to success aesthetic restorative 
therapy by accounting for treatment planning, therapeutic step, treat-
ment outcome and post-therapeutic prognosis in some patients with 
periodontal/restorative and implant/prosthodontic problems.
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◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。38

B
HALL

Geistlichコーポレートフォーラム：
骨再生における現状
Geistlich Biomaterials Corporate Forum：Status quo in bone 
regeneration

 10/5（FRI）　13：30 ～ 17：35
 同時通訳 simultaneous interpretation

会議センター
５階 503号室

座長
Chairman
船越栄次
Eiji Funakoshi
福岡県開業
Private Practice in Fukuoka

モデレーター（セッション1）
Moderator（Session1）
髙橋　哲
Tetsu Takahashi
東北大学
Tohoku University

モデレーター（セッション2）
Moderator（Session2）
齋藤　淳
Atsushi Saito
東京歯科大学
Tokyo Dental College

対象：

セッション１

　インプラント治療における審美性の追求は、多くのインプラントロジ
ストの心をとらえ離さない。なぜなら、その達成にはたくさんの要素が
絡み合い、その １ つでも欠ければ結果に甚大な影響を及ぼすからである。
理想的な治療結果に導くことは困難をともなう。とくに審美性において
重要な事項が、Zetu、Wangら（2005）の“Esthetic Triangle”の概念が示す
硬・軟組織の可及的な保存と必要部位への造成である。加えて、高度な
補綴技術を用いることで、インプラント治療における審美性は達成され
る。まさに軟組織を含めた機能・審美性の回復、獲得がより求められる
ようになってきている。本講演では、近年のトレンドからインプラント
の審美性回復のための軟組織形成に用いられる生体材料と新しい外科処
置を検証する。

　The pursuit of aesthetics in implant treatment catches the hearts of 
many implantologists and doesn’t hand away. The reason is that when 
many factors correlate with each other, even if one part of them is 
missing, the result is greatly affected. And there is a difficulty to reach 
the ideal goal. Particularly in aesthetically important parts, as shown 
by the concept of "Esthetic Triangle" by Zetu, Wang et al. (2005), 
we will preserve hard and soft tissues as much as possible and also 
develop hard tissues and soft tissues at necessary sites. In addition, 
by applying advanced prosthetic technology, the aesthetics in implant 
treatment are achieved for the first time. Exactly including functions 
of soft tissues recovery and acquisition of esthetics are becoming 
more required. In recent trends, we will examine biomaterials and new 
surgical procedures used for soft tissue formation for improving the 
aesthetics of implants.

　インプラント治療の骨増生において、垂直的および水平的骨増生は
もっとも難易度が高いものの １ つである。それは主に術式の困難さと合
併症の可能性が理由である。予知性を持って骨増生を成功させるには血
管新生、血餅の安定、スペースメインテナンスが必要である。閉創と移
植材の安定のために頬側粘膜は通常大きく減張するため、歯肉-歯槽粘
膜境が大きく歯槽頂側に移動し、口腔前庭と角化粘膜が失われる。本講
演では、口底部の詳細な解剖学的構造、改良型舌側フラップ、オトガイ
神経を保護する技法を詳説する。そしてソーセージテクニック近年の研
究や、低侵襲な軟組織再建についても解説する。これらの術式を利用す
ることで、自家骨採取の必要性が少なくなり、また総じて患者不快症状
が軽減されることで、再生治療における患者の快適性および満足感が高
まる可能性がある。

　 Vertical and horizontal augmentation presents one of the greatest 
challenges of bone regeneration in implant dentistry. This is primarily 
due to the difficulty of the surgical procedure and its potential com-
plications. Patient selection, patient preparation for surgery, precise 
surgical techniques and postoperative management are the key 
factors in reducing the rate of bone graft complications. To predictably 
achieve successful bone augmentation angiogenesis, clot stability and 
space maintenance should be employed. In an attempt to achieve 
wound closure and hence graft stability, the buccal mucosa are often 
broadly released, and this often results in a severe apical translocation 
of the mucogingival line, loss of vestibule and keratinized mucosa（KM）. 
The detailed surgical anatomy of the floor of the mouth, the Modified 
Lingual Flap as well as the technique for protecting the mental 
nerve will be presented in details. Recent research of the SAUSAGE 
TECHNIQUETM as well as minimally invasive soft tissue reconstruction 
will be presented. Utilizing these procedures may lessen the need 
of harvested autogenous bone and may generally lead to decreased 
morbidity and therefore increased patient comfort and satisfaction 
associated with these regenerative procedures.

V e r t i c a l  a n d 
Horizontal Ridge 
Augmentation（英
語版）

垂直的および水平
的歯槽堤増大術

演者関連本13：35 ～ 14：05

ソーセージテクニックTM

Sausage techniqueTM

Istvan Urban　ハンガリー開業 Private Practice in Hungary

14：05 ～ 14：35

インプラント周囲の硬・軟組織の審美的造成

Harmonious hard and soft tissue augmentation around 
implant

中田光太郎 Kotaro Nakata　京都府開業 Private Practice in Kyoto

演者関連本

3 Dイラストで見
るペリオドンタル
プ ラ ス テ ィ ッ ク
サージェリー─天
然歯編─エビデン
ス に 基 づ い た 切
開・剥離・縫合─

3 Dイラストで見る
ペリオドンタルプ
ラスティックサー
ジェリーインプラ
ント・ ポンティッ
ク編─エビデンス
に基づいた外科手
技・補綴処置─
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セッション2

　本講演は、歯槽堤保存術のコンセプトの紹介およびその現象の背景に
ある生物学を紹介し、ひいては患者と術者の双方に有用な生物学的ない
し臨床的な適応症あるいは治療術式の創出を目的としている。講演は、
①抜歯窩の生物学の現時点における理解のレビュー、②病的な抜歯窩
に対する理解の紹介、③「不安定な治癒と生物学的影響」の定義、④不
安定な治癒に対する分類体系の進展、⑤Open healing techniqueおよび
Hidden-X sutureを用いた歯槽堤保存術の治療法の提示、⑥長期経過の
供覧、の内容順で講演を進めていく。

　This lecture is aimed at introducing the concept of ridge preserva-
tion and trying to explain the biology behind the phenomenon and 
eventually creating an indication or treatment modality that is clinically 
and biologically profitable for both the patients and clinicians. The 
contents are as follows: 1）Review current understanding of extraction 
socket biology, 2）Introduce the concept of diseased extraction sock-
ets, 3）Define “erratic healing and biologic consequences”, 4）Develop 
a classification system to treat erratic healing, 5）Show how to perform 
ridge perseveration using open healing technique and Hidden-X 
suture, 6) Provide long-term data.

15：45 ～ 16：15

抜歯後の歯槽堤保存術
～なぜ、どのように行う？～
Ridge preservation after tooth extraction: Why and how?

Ki-Tae Koo　韓国開業 Private Practice in Korea

　日本での発売以来、骨無機質と吸収性コラーゲン膜を併用した治療法
は、歯科インプラントの骨再生および硬組織の管理の領域に多大なイン
パクトを与えた。それらの可能性を理解することで、これら材料の適切
な使用が成功の重要な要素であることがわかる。本講演では、骨無機質
および吸収性コラーゲン膜の適切な使用法について、臨床例を提示しな
がら解説してみたい。

　 Since their launch in Japan, combination therapy using bone 
mineral and resorbable collagen membrane has made a huge impact 
in the field of periodontal regeneration and hard tissue management 
for dental implants. By understanding their potential, the appropriate 
usage of these materials is a critical factor for success. In this presen-
tation, clinical cases will be presented and the appropriate usage bone 
mineral and a resorbable collagen membrane will be discussed.

　上顎洞の移植術後の合併症は、その状況を呈する素因を持つ患者に限
定されて発症していることが文献から明らかになっている。合併症の予
防と治療のためには、その解剖学的特殊性を特定すること、また上顎洞
の健康状態の診断が重要である。それらのパラメーターの正確な術前分
析が、症例選択において欠かせないものとなる。

　According to literature, it is well known that the occurrence of com-
plications appears to be limited to patients with a predisposition to 
this conditions. In order to prevent and manage these complications it 
is important to identify anatomical particularities and to diagnose the 
health status of the maxillary sinus. The right pre-operative analysis of 
those parameters is essential for the case selection.

16：45 ～ 17：15

上顎洞の移植
～術後の合併症をどうやって防ぐか？～
Maxillary sinus grafting: How to prevent post operative complications?

Pascal Valentini　フランス開業 Private Practice in France

　成長因子と組織再生誘導法（GTR）を含む骨移植材料の組み合わせに
よる骨欠損の治療は、歯周組織再生を促進することが示されている。特
定の臨床状況下では、骨欠損を有する歯は吸収した歯槽堤のすぐ近くに
位置する。その場合には、骨欠損および吸収した歯槽堤の双方を同時に
再建し、それにより骨内のインプラントの埋入を可能にすることが臨床
上の利点となる。

　Treatment of periodontal defects with a combination of bone graft 
materials including growth factors and guided tissue regeneration 
(GTR) has been shown to promote periodontal regeneration. In certain 
clinical situations, the teeth presenting periodontal defects are located 
at close vicinity of the resorbed alveolar ridge. In these particular 
cases, it is of clinical interest to simultaneously reconstruct both 
the periodontal defect and the resorbed alveolar ridge, thus allowing 
insertion of endosseous dental implants.

演者関連本14：35 ～ 15：05

審美領域における同時歯槽堤増大術をともなう 
歯周再建治療
Reconstructive periodontal therapy with simultaneous ridge 
augmentation in the esthetic zone

瀧野裕行 Hiroyuki Takino　京都府開業 Private Practice in Kyoto

イ ラ ス ト で 見 る 
天然歯のための審
美形成外科（翻訳）

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る─そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明─

歯周病患者におけ
るインプラント治
療のガイドライン

16：15 ～ 16：45

ウシ骨無機質および吸収性コラーゲン膜の
適切な使用法
Appropriate usage of bovine bone mineral and resorbable 
collagen membrane

二階堂雅彦 Masahiko Nikaido　東京都開業 Private Practice in Tokyo

驚くほど臨床が変
わる！こだわりペ
リオサブノート
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C
HALL

₅ -D Japanコンセンサスと世界の潮流
― Facts and Fashion of Prosthodontic Dentistry ―
5-D Japan Consensus & International Trends in Prosthodontic Dentistry 
Presented by 5-D Japan

 10/5（FRI）　13：30 ～ 17：30
 同時通訳 simultaneous interpretation

会議センター
５階 501号室 対象：

座長　Chairman
南  昌宏
Masahiro Minami
大阪府開業
Private Practice in Osaka

座長　Chairman
船登彰芳
Akiyoshi Funato
石川県開業
Private Practice in Ishikawa

　いわゆる包括診療においてはさまざまな治療戦略が考えられるが、患
者の希望や年齢などの要件により最適な治療計画は変わってくるであろ
う。またわれわれ歯科医師には常に歯の保存に努める責務があると考え
られるが、全体を俯瞰した場合、必ずしもその点だけにこだわらない永
続性を具備するバランスのとれた治療結果が求められる場合も少なくな
い。本講演では 5 -D Japan Consensusに則った、しかし異なる治療戦略
を実践した 2 症例を供覧し、私たちの目指すべき治療ゴールについて、
皆様とディスカッションできれば幸いである。

   Several treatment options are considered in comprehensive prac-
tice; however, appropriate treatment plan will be modifi ed according 
to some requirements such as patient’s preference and age. It is 
always our responsibility to preserve natural teeth. On the other hand, 
there are many cases where long term and well-balanced clinical 
performance, that is not necessarily limited to the preservation, are 
required. In this session, two cases will be presented which follows 
the 5-D Japan Consensus, but diff erent strategies are used in. I would 
like to discuss with the audience about our goal of treatment.

演者関連本

QDI 2018年No.1

QDI別冊　スペシャ
リストたちに学ぶイ
ンプラントのための
骨増生─オッセオイ
ンテグレイション・ス
タディクラブ・オブ・
ジ ャ パ ン 16thミ ー
ティング抄録集─

13：30 ～ 14：00

包括診療における
歯周・インプラント・補綴治療を再考する
Reconsidering periodontics, implant, prosthodontics 
treatment in comprehensive practice

中川雅裕 Masahiro Nakagawa　東京都開業 Private Practice in Tokyo

QDT Art & Practice
別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デ
ン テ ィ ス ト リ ー 
2016／201₇

　歯牙欠損や重度歯周疾患によって不正な歯牙の位置、顎位を伴った咬
合崩壊を呈する複雑症例に対しての治療選択肢として、矯正やペリオ、
補綴的観点からそれら専門性を持つ者によるチーム治療が良好な結果を
導くと考えている。
　今回は矯正医と技工士とともに取り組んでいる当院のInterdisciplinary 
Treatment Approachを、治療計画上非常に苦慮し全顎治療をした難症例
を通して供覧したい。

   Team approach from orthodontic, periodontic and prosthodontic 
prospective, as a treatment option for complex cases with malposition 
of teeth and slide of jaw position which occur due to loss of tooth and 
severe periodontal disease, leads to a good result.
   This time, I would like to lecture interdisciplinary approach in my 
practice, working with orthodontists and dental technicians, through 
my complex full mouse reconstruction cases.

演者関連本

QDI 2015年No.5

14：00 ～ 14：30

複雑な症例に対する審美咬合再構成を
成功に導くためのチーム治療
Team approach: leading to the success of esthetic full 
mouth reconstruction

鈴木健造 Kenzo Suzuki　東京都開業 Private Practice in Tokyo

　咬合再構成治療を行う場合、適切なアンテリアガイダンスを与えるこ
とが治療を成功に導くひとつの重要な要素であるが、前歯の長さを変え
なければそれを達成できない場合もしばしばある。咬合再構成治療を行
ううえで、議論の対象となる項目として以下の事象が挙げられる：オー
バーバイト、オーバージェットを変更することにより、アンテリアガイ
ダンスの効果はどのような影響を受けるのか？　咬合高径は変えられる
か？　いつ最大咬頭嵌合位と中心位を記録すべきか？　模型は咬合器に
マウントするべきか？　本講演では、これらにフォーカスを当てながら、
インターディシプリナリーアプローチによる広汎な治療を行った症例を
通して、その思考プロセスについて解説する。

When performing an occlusal rehabilitation, the development of an 
eff ective anterior guidance is a key element in the functional success 
of the treatment, but often this implies a change in the length of the 
anterior teeth. The following are some of the topics to be discussed: 
how do changes in overbite and overjet infl uence the eff ectiveness 
of anterior guidance? Can the VDO be varied? When should MI be 
recorded and when CR? When should the models be mounted on an 
articulator? The illustration of several clinical cases with extensive 
rehabilitations and interdisciplinary treatments will highlight the 
thought processes applied.

演者関連本

Interdisciplinary 
Treatment Plan-
ning, Volume II：
Comprehensive 
Case Studies（英
語版）

咬合のサイエンス
とアート

14：30 ～ 17：00 

審美と機能～インターディシプリナリー治療による
咬合再構成を成功させるための方式～
Esthetics and Function: Formulas for a successful occlusal 
rehabilitation in interdisciplinary treatments

Stefano Gracis　イタリア開業 Private Practice in Italy
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インプラント即時荷重の最新プロトコール
The Latest Protocol for Immediate Implant Loading

 10/5（FRI）　13：30 ～ 17：30

座長　Chairman
塩田　真　Makoto Shiota
東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University

会議センター
５階 502号室 対象：

　荷重プロトコールは近代インプラントの中心に据えられた概念の一つ
である。その歴史は即時荷重から始まったが、オッセオインテグレーショ
ンの要件解明から、埋入直後の荷重はリスクファクターと認識され、十
分な治癒期間の設定がスタンダードとなった。その後、閾値以下の動揺
はオッセオインテグレーションを阻害しないことが理解され、現在では、
初期固定や顎骨のボリューム、患者の全身状態や社会心理的要因などを
考慮したうえでプロトコールを選択すべきとされている。ここでは、こ
れらプロトコールの変遷をたどってみたい。

　Loading protocol is one of the most important concepts in implant den-
tistry. Loading concept has shifted from immediate loading to conventional 
loading, since the application of mechanical load on dental implant just after 
placement was recognized as a risk factor of osseointegration. However, 
recently, it has been thought that loading protocol should be decided based 
on several factors such as primary stability of dental implant, volume of 
remaining alveolar bone, patient’s systemic conditions and psychosocial 
factors, since subthreshold micromovement has been demonstrated to have 
no negative eff ects on osseointegration of dental implants. In this lecture, 
the paradigm shift for loading protocol in implant dentistry will be presented.

演者関連本

イ ン プ ラ ン ト
フ ァ ー ス ト ス
テ ッ プ の た め の
Q&A135─インプ
ラント治療成功へ
のフォロー─

ザ・クリニカルク
エスチョン

13：30 ～ 13：40

インプラント荷重プロトコールの変遷

Paradigm shift for implant loading protocol

塩田  真 Makoto Shiota　東京医科歯科大学 Tokyo Medical and Dental University

　抜歯即時インプラントに対する即時修復は、もっとも高いレベルで臨
床的・審美的結果を維持しながら治療期間を短縮できる、現在の治療ト
レンドのひとつである。
　本講演では、審美領域において、抜歯即時インプラントに対する即時
修復が良好な結果となるための決定的要素を議論し、このようなアドバ
ンス治療にふさわしい患者候補を選択するための推奨事項を提示する。
また、非審美領域の単独歯欠損から多数歯欠損まで、部分歯牙欠損患者
における即時荷重と早期荷重に関する種々のトピックについても述べ
る。くわえて、早期荷重についても論じ、科学的根拠に基づいて即時荷
重と比較する。

Post-extraction implants immediately restored are one of current trends 
toward the decrease of the total treatment time while keeping clinical 
and aesthetic outcomes at the highest possible level. The critical factors 
to achieve a successful result with post-extraction implant immediately 
restored in the aesthetic zone will be discussed and clinical recommenda-
tions will be given in order to select the "right patient" candidate to this 
advanced treatment. The lecture will also address a variety of topics related 
to immediate and early loading in partially edentulous patients in the poste-
rior areas from single tooth to multiple units. Early loading will be addressed 
as well and compared to immediate loading in an evidence-based approach.

演者関連本

Immediate
Loading：
A New Era in Oral 
Implantology（英
語版）

3D Imaging
and Dentistry：
From Multiplanar 
Cephalometry to 
Guided Navigation 
in Implantology

（英語版）

13：40 ～ 15：20 逐次通訳 consecutive interpretation

審美・非審美領域における
抜歯即時インプラントに対する即時荷重
Immediate loading of post-extraction implants
in aesthetic and non-aesthetic areas

Tiziano Testori　イタリア開業  Private Practice in Italy

　演者はインプラントの即時荷重に関しては慎重派である。現在、即時
荷重はインプラント治療の有効な １オプションであり、条件が整えば、
患者に治療期間の短縮やQOLの向上などの恩恵をもたらす。しかしな
がら、埋入即時にオッセオインテグレーションが獲得できるわけではな
く、インプラント体の本数や配置、さらに患者固有の咬合様式やパラファ
ンクションの有無などに配慮しなければ、トラブルが生じることになる。
本講演では、即時荷重における様々なリスクファクターを考察してみた
い。

　 In my opinion, immediate loading is not strongly recommended. 
Currently, immediate loading, which provides patients decreased treat-
ment time and enhanced quality of life, is one of available treatment 
options when clinical situations permit. However, osseointegration 
is not achieved just after immediate implant placement. Moreover, 
several complications could occur when implant numbers, placement 
positions, and patient’s occlusion and parafunction are not considered. 
In this lecture, some risk factors regarding immediate loading will be 
discussed. 

演者関連本

QDI 2015年No.1

15：20 ～ 15：50 

即時荷重インプラント治療における
リスクファクターを考察する
Considerations for risk factors of immediate loading in 
implant treatment

寺本昌司 Masashi Teramoto　大阪府開業 Private Practice in Osaka

SAFE 
Troubleshooting 
Guide Volume 1  
機械・構造的合併
症編―他院からの
イ ン プ ラ ン ト ト
ラ ブ ル 患 者 レ ス
キュー―
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　現在、補綴の最終目的は体組成・代謝の改善である。柏スタディーに
より、人は奥歯が無くなるとどんどん体が弱り、虚弱になることが示唆
された。つまり、うどんやごはんなどの軟らかい糖質偏重食になってし
まうことで、たんぱく質が不足してアルブミン値が下がり筋肉量が低下、
サルコペニアになり、それが進んで足腰まで弱るとロコモティブシンド
ロームに陥り、要介護状態になることがわかってきたのである。
　本講演では、とくに超高齢社会において、インプラントにより健康寿
命を延伸し、QOLを改善できることをご紹介する。

　Final goal of prosthodontic treatment is to improve body composi-
tion and metabolism. The examination in Kashiwa-city suggested 
that missing posterior teeth result in frailty in older people. Increased 
intake of carbohydrate with decreased intake of protein due to the 
difficulty of mastication induces sarcopenia with decreased volume 
of body muscle, which results in locomotive syndrome. Finally, older 
people with locomotive syndrome need institutional long-term care. 
Here, in super-aging society Japan, the relationship between healthy 
life expectancy and implant treatment, and improvement of QOL in 
older patients by implant treatment will be introduced.

演者関連本

オーラル・インプ
ラント・リハビリ
テ ー シ ョ ン・ シ
リーズ Vol.2 術後
管理編─ファイナ
ルレストレーショ
ン装着後の口腔周
囲筋ケア─

オーラル・インプラン
ト・リハビリテーショ
ン・シリーズ Vol.3 口
腔機能回復編─オーラ
ル・フレイルおよびサ
ルコペニアを予防する
た め のMFTと イ ン プ
ラントの活用─

16：00 ～ 16：30 

インプラントで健康寿命を延伸しよう
～超高齢社会における歯科の役割～
Healthy life expectancy and implant treatment: 
Role as dentist in super-aging society Japan

鈴木仙一 Senichi Suzuki　東京都・神奈川県開業 Private Practice in Tokyo and Kanagawa

　超高齢社会を迎え、即時荷重治療は、早期に全身の健康状態を著しく
改善する素晴らしい治療手段であると私は日々感じている。それには、
プロビジョナルレストレーション装着時の早期段階で、咀嚼機能と口腔
周囲筋の回復を行う必要がある。プロビジョナルレストレーション装着
中に口腔周囲筋のトレーニングを行うことにより、表情筋が改善される
ばかりでなく、舌骨が挙上され、首筋の喉仏が上位へ変化していく。さ
らに「噛む」「砕く」「飲み込む」の機能が円滑になることで、全身的状態が
改善される。 
　本講演では、術後の経過観察を中心に、即時荷重治療がとくに高齢者
において全身的機能を回復できる現状を発表したいと思う。

　 In my opinion, implant treatment using immediate loading is 
an amazing therapeutic method in super-aging society Japan. To 
promptly improve systemic health after implant treatment, functional 
rehabilitation of mastication and perioral muscles are required at early 
stage post-provisional restoration. Functional rehabilitation of perioral 
muscles aff ects mimetic muscles, which returns hyoid bone to original 
position. Recovery of “masticatory function” and “swallowing func-
tion” may improve systemic conditions. In this lecture, the recovery of 
systemic function induced by immediate loading in implant treatment 
retrospectively will be presented in my clinical cases.

演者関連本16：30 ～ 16：50 

即時荷重インプラント治療のプロビジョナルレスト
レーションにおける嚥下の変化
Alteration of swallowing position by immediate-loaded 
provisional restorations

脇田雅文 Masafumi Wakita　神奈川県開業 Private Practice in Kanagawa

オーラル・インプ
ラント・リハビリ
テ ー シ ョ ン・ シ
リーズ Vol.2 術後
管理編─ファイナ
ルレストレーショ
ン装着後の口腔周
囲筋ケア─

オーラル・インプラン
ト・リハビリテーショ
ン・シリーズ Vol.3 口
腔機能回復編─オーラ
ル・フレイルおよびサ
ルコペニアを予防する
た め のMFTと イ ン プ
ラントの活用─

　無歯顎、有歯顎であっても、咬合の定まらない患者には即時荷重イン
プラントを行って、2₄～₄₈時間以内にプロビジョナルレストレーション
を装着する必要がある。手術前に仮義歯を製作し、これを使用し手術直
後に咬合を口腔内で印記し、プロビジョナルレストレーションの完成に
つなげる。プロビジョナルレストレーションを装着することで、垂直顎
間距離を確保し、舌が動作する空間をつくり、咬筋、側頭筋、頬筋の筋
力を発揮させる。咀嚼筋は他の筋肉と違い、歯を停止線として、収縮に
より力を発揮できる。本講演では、All on ₄ など多数歯欠損の即時荷重
インプラント症例を₈50例以上行ってきた経験を踏まえ、このメカニズ
ムを症例をとおして説明する。

　Immediate placed implant-supported provisional restoration is required to 
provide within 24 to 48 hours after immediate implant placement in patients 
with unstable occlusion, regardless of types of missing teeth. Immediate 
placed implant-supported provisional restoration will be completed by 
recording interocclusal relationship using temporary denture fabricated 
before implant surgery. The provisional restoration provides appropriate 
vertical dimension and swallowing space, and may contribute to the activity 
of masseter, temporal and buccinator muscles. In this lecture, making 
process of provisional restoration will be presented based on my own 
clinical experience more than 850 cases including All-on-4® system.

演者関連本

オーラル・インプラン
ト・リハビリテーショ
ン・シリーズ Vol.1 側貌
分析・分類およびトレー
ニング編─プロビジョ
ナルレストレーション
装着期間中の口腔周囲
筋トレーニング─

オーラル・インプ
ラント・リハビリ
テ ー シ ョ ン・ シ
リーズ Vol.2 術後
管理編─ファイナ
ルレストレーショ
ン装着後の口腔周
囲筋ケア─

16：50 ～ 17：20

即時荷重インプラントにおける
プロビジョナルレストレーションの製作過程
Making process of immediate placed implant-supported 
provisional restoration

五十嵐  一 Hajime Igarashi　京都府開業 Private Practice in Kyoto
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◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。 43

 10/5（FRI）　13：30 ～ 17：30対象：

ペリオドントロジーの世界トレンド
（PHIJ セッション）E

HALL

会議センター
５階 511・512号室

座長
築山鉄平
福岡県開業

座長
宮本貴成
クレイトン大学（米国）

座長関連本

GPとDHのためのペリオ
ドントロジー

13：50 ～ 14：30 

歯周病のエティオロジー

林  千絵　東京都勤務

　エティオロジーは病の原因である。原因、すなわち歯
周病の病因を取り除くことこそが真の予防、治療そのも
の。真実に向き合う医療従事者であることは当たり前の
ことでもあり、時にチャレンジングなことでもある。今

一度、歴史的に解明されている歯周病の病因論から新し
い知見までを総ざらいして、深みのある真の歯周病予防、
治療を実現していきたい。

14：30 ～ 15：10 

歯周治療が可能にするこれからの歯科医療の可能性
～ペリオドントロジーと健康創造～
福田幹久　北海道勤務

　昨今の歯周インプラント治療の技術革新やインター
ディシプリナリーアプローチにより、重症の患者には卓
越した患者利益を提供できるようになった。一方で人類
の平均寿命が延び、疾病構造が変化する中、炎症性疾患
が注目され、健康の獲得には慢性炎症のコントロールが

大きな鍵となっている。歯周炎は広く蔓延し比較的若
い世代から患者が抱える慢性の炎症性疾患であることか
ら、歯周治療が今後歯科領域のみならず多くの人の全身
の健康に寄与しうる可能性を考えたい。

15：10 ～ 15：50 

歯周病の新分類(₂₀₁₈)からみる最新歯周治療のroad mapとその実際

辻  翔太　フリーランス歯周病専門医、大阪大学

　20１₈年 ₆ 月、米国歯周病学会と欧州歯周病学会によっ
て１₉年ぶりに歯周病の分類が変更された。主な変更点は
『歯周炎の定義の大改訂』と『インプラント周囲疾患の追
加』である。新基準と１₉₉₉年の旧基準との違いを考察す
ることで、現在の歯周治療のワールドスタンダードがど

のようなものであるか、そして歯周治療に対する現在
知っておくべきことが見えてくる。
　本講演では歯周病専門医から見た歯周炎の新分類と実
際の治療について、私見を踏まえてご紹介したい。

演者関連本

the Quintessence
2018年 ₉ 月号

補綴・デジタルデ
ンティストリーの
ための重要10キー
ワード ベスト200論
文—世界のインパ
クトファクターを
決めるトムソン・ロ
イター社が選出—

the Quintessence
201₇年12号

演者関連本15：50 ～ 16：30 

歯周病患者へのインプラント治療戦略

丸尾勝一郎　東京都開業

　インプラント治療が欠損補綴治療の選択肢の一つとし
て確立し、適応が拡大していく一方で、インプラント周
囲炎など合併症も増加している。特に歯周病患者へのイ
ンプラント治療では、インプラント周囲炎や辺縁骨の吸
収、インプラントの喪失のリスクが高いことが知られて
いる。したがって、術前の歯周病の管理はもちろん、抜

歯の基準や一口腔内単位での治療計画を慎重に検討する
必要がある。
　本講演では、歯周病患者のインプラント治療において、
術前処置ならびにインプラント埋入および補綴計画につ
いての治療戦略を解説する。

演者関連本

the Quintessence
2018年 2 、3 月号

the Quintessence
2015年12月号

16：30 ～ 17：10 

歯肉退縮治療で失敗しない診断力と治療選択

閔  成弘　テキサス大学（米国）

　歯肉退縮は₃0～₉0歳人口の5₈%に認められる。歯肉退
縮に対してもっとも予知性ある代表的処置は遊離歯肉移
植術、結合組織移植術、歯肉歯冠側移動術などの根面被
覆術であり、１00%根面被覆達成率は１0～₉0%と報告さ
れ、主に術式選択が根面被覆の臨床結果を左右すると議
論されてきた。しかし、術式以外に解剖学的局所的因子

が根面被覆予後を大きく左右する因子として近年報告さ
れている。
　今回はもっとも新しいエビデンスを紹介すると同時
に、歯肉退縮治療に対する意思決定をわかりやすく説明
する。

Ａ
HALL

Ｂ
HALL

Ｃ
HALL

Ｄ
HALL

Ｅ
HALL

Ｆ
HALL

Ｇ
HALL

Ｈ
HALL

Ｉ
HALL

Ｊ
HALL

Ｋ
HALL

5th 

FRI     

Ｅ
HALL

PM

P036-043_WDMJ_kouen1.indd   43 2018/09/03   13:55



p044_WDMJ.indd   44 2018/07/30   8:57



4545

10月６日（土）／ Oct 6th（Sat）

歯科医師シンポジウム

抄録 Abstract

PXXX_WDMJ_tobira.indd   45 2018/06/26   14:41



46 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

A
HALL

その本質に迫る！　咬合のState of the Art
Discovering the State of the Art in Occlusion

座長　Chairman
古谷野  潔　Kiyoshi Koyano
九州大学
Kyushu University

会議センター１階
メインホール 対象：

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00
 同時通訳 simultaneous interpretation

　本セッションは「その本質に迫る！　咬合のState of the Art」と題し、
海外からは、補綴学分野で高名なDr. Strub、国内からは咬合の臨床の
第一線で活躍する 4 名の先生を招き、咬合の臨床について議論する。

「中心位」は、咬合を語るうえで避けて通ることができないトピックであ
る。昨年、アメリカ歯科補綴学用語集が14年ぶりに改訂され、第 9 版

（GPT- 9 ）として発表された。その中で、中心位の定義が実に23年ぶり
に変更された。
　本講演では、この中心位の定義の変更の内容とその背景を解説し、座
長としての任を果たして、その本質に迫りたい。

  This session is entitled “Discovering the state of the art of occlusion”. 
In this session, occlusion in practice will be discussed with Prof. Strub 
from overseas who is famous in prosthodontics and 4 domestic doc-
tors who are the forefront of clinical occlusion. Centric relation is an 
inevitable topic when occlusion is discussed. Last year, the glossary of 
prosthodontics terms was revised in 14 years and published as the 9th 
edition (GPT-9). In the glossary of prosthodontics terms, defi nition of 
“centric relation” has indeed been changed for the fi rst time in 23 years. 
  In this session, I would like to explain details of altered defi nition and 
its background to fulfi ll my role as a chairman.

演者関連本

咬合のサイエンス
とアート（翻訳）

9：00 ～ 9：15 

中心位の定義を考える

The new defi nition of CENTRIC RELATION

古谷野  潔 Kiyoshi Koyano　九州大学 Kyushu University

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
咬 合 YEARBOOK 
2018/2019 ― 咬 合
と矯正歯科治療―

　インプラント支台の単冠およびブリッジは一歯または多数歯欠損修復
の治療手段として広く認められ、天然歯支台の補綴装置に匹敵する高い
生存率を示す。インプラント支台の補綴装置の臨床的成功は、生存率だ
けではなく生物学的および技術的な合併症の発生頻度にも依存する。臨
床的成功を改善するために、理想的な咬合の概念、最良の材料、製作技
術、インプラントと補綴装置の適切な連結に関する論議がつねに巻き起
こる。本講演では、上記の要素に関する現在の知識について論じたい。

Implant supported crowns and bridges are well accepted as treatment 
options for the replacement of single or multiple missing teeth. They 
exhibit high survival rates resembling the ones of tooth- borne restora-
tions. The clinical success of implant supported restorations depends 
not only on the survival rates but also on the extent of biological and 
technical complications. To improve the clinical success, debates about 
the ideal occlusal concept, the best materials,- fabrication techniques 
and the appropriate connection between implants and restorations are 
constantly raised. The purpose of this presentation is to address the 
current knowledge regarding the above mentioned parameters.

9：15 ～ 10：00 

固定性インプラント補綴において咬合は重要か？

Plays occlusion a role in fi xed implant prosthodontics?

Jörg R. Strub　アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク（ドイツ） University of Freiburg, Germany

　「炎症の基本治療」は周知されている。では「咬合の基本治療は？」、答
はほぼ同じだろうか？　炎症にしても力にしても臨床の一番重要な部分
で、このベースがなければそこにいくら高度な治療を重ねても永いメイ
ンテナンスは維持できない。「咬合の基本治療」は下顎位、咬合面形態を
整えるところから入るが、大事なのは中下顔面の歪みや下顎の偏位、歯
列の変形、歯の傾斜などを起こしている良くない生活習慣（態癖）の改善
である。
　炎症において「プラークを取る」のと同じように、「咬合基本治療」が定
着して欲しいと願っている。

   Basic treatment for infl ammation is already well known. Then, how about basic 
treatment for occlusion? Is it the same as basic treatment for infl ammation? The 
most important part in clinical practice is to control occlusion force and infl am-
mation. Even if the patient received advanced treatment, we cannot maintain 
the situation without these controls. “Basic treatment for occlusion” starts from 
setting mandibular position and occlusal morphology, however, key is to improve 
bad habits which lead to distortion of the middle and lower third of the face, 
mandibular disposition, misalignment of the teeth and axiversion of the tooth.
   I hope this basic treatment for occlusion would become common treatment 
as same as removing plaque for treatment of infl ammation.

演者関連本

包括歯科臨床Ⅱ─
顎口腔機能の診断
と回復─

筒 井 式 フ ロ ー
チャートで症例の
難易度がわかる　
スプリントに強く
なろう！

10：00 ～ 10：30 

「咬合、基本治療」
～力の診断とそのコントロールの実際～
Occlusion, basic treatment：The facts of occlusal diagnosis 
and its control

筒井照子 Teruko Tsutsui　福岡県開業 Private Practice in Fukuoka
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47◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　咽頭腔は鼻、口、喉頭部で形成され、これらが上気道に関与し睡眠時
閉鎖性無呼吸を起こす。この可能性に咽頭腔の構成の一部である口腔領
域が無関係であるはずはない。私自身、そこに咬合が関与する可能性を
考慮するようになったのは近年である。隣接医学の分野でも生理的な顎
口腔系のあり方を再認識することができた。また、米国の中心位の定義
が23年ぶり（顆頭の位置は前上方）に戻った。解剖学的にも適切な変更で
あり、メカニカルな考え方から生理的顎口腔系を考慮した咬合に戻って
きたように思う。
　本講演では、上記のトピックスについて話してみたい。

  Pharyngeal cavity is formed by the nose, mouth, and larynx, and these are involved in 
the upper respiratory tract, causing occlusive sleep apnea. To this possibility, the oral 
cavity that composes a part of the pharyngeal cavity cannot be irrelevant. I personally 
have recently come to consider the possibility of occlusion being involved. In the 
adjacent medicine fi eld, the physiological state of the stomatognathic system has been 
re-acknowledged as well. Also, the defi nition of centric relation in the U.S. reverted 
for the fi rst time in 23 years (the condylar position is in anterior-superior). This is an 
anatomically appropriate alteration and it seems to have returned from a mechanical 
approach to an occlusion considering the physiological stomatognathic system.
  In this lecture, the topics above will be discussed.

演者関連本

さわる咬合，さわ
らない咬合

10：30 ～ 11：00 

生理的な咬合と隣接医学のかかわり
～咬合が上気道にアプローチできること～
Relationship between physiological occlusion and adjacent 
medicine：How can occlusion approach the upper respiratory tract

今井俊広 Toshihiro Imai　鳥取県開業 Private Practice in Tottori
新版 臨床咬合補
綴治療

　前々回の大会では「Evidence-based medicineによる咬合治療を求めて」
と題し、咬合治療の問題点を浮き彫りにした。前回では「科学的根拠に
基づいた革新的な咬合の診断Occlusal Innovation」と題し、咀嚼からみ
た咬合診断に焦点を当てた。また、拙著『咬合の謎を解く！』では、咬合
は形態では語れないことを論証し、咬合検査や咀嚼機能検査の妥当性を
説いた。
　本講演では、咬合や咀嚼機能を可視化できる検査こそが「咬合のState 
of the Art」であるとして、その本質に迫る。

  In the second to last conference, entitled “Seeking occlusal treatment by 
Evidence-based medicine” highlighted the problems of occlusion therapy. In 
the last conference, “Innovative diagnosis of occlusion based on scientifi c evi-
dence: Occlusion Innovation” was focused on diagnosis of occlusion as seen 
from mastication. Additionally, in my book “Solving the mystery of occlusion! ”, 
I demonstrated that occlusion cannot be morphologically described and the 
validity of occlusal examination and masticatory function examination.
  In this lecture, assuming examination which enables to visualize occlusion 
and masticatory function is indeed the “state-of-art of occlusion”, its essence 
is approached.

演者関連本

咬合の謎を解く！
なぜ、咬合は見た
目で診断できない
のか？

11：00 ～ 11：30 

咬合治療に最先端医療技術や理論を追い求める必要は
ない！
Pursuing state-of-art medical technology or theory for 
occlusion therapy is unnecessary!

中村健太郎 Kentaroh Nakamura　愛知県開業 Private Practice in Aichi

決定版 歯科医院
の た め の 感 染 対
策─ヨーロッパ基
準 の イ ン フ ェ ク
ションコントロー
ル─

　近年、歯科臨床においてDigital Dentistryを中心にフォーカスが当て
られており、また審美歯科では新しい材料が脚光を浴びている。そして
臨床現場では、インプラント治療をはじめ、再生療法やエンドの部分で
も著しい進歩を遂げている。歯科医療の主たる目的は、生理的機能の回
復を図り、患者のQOLの向上に貢献することである。昨今、高齢者た
ちの咀嚼・嚥下運動は、歯の喪失による咬合支持の減少・喪失からの影
響を受けている。
　本講演では、咬合支持に左右される咬頭嵌合位の安定を生理的機能の
回復と関連づけて考察する。

  Recently, clinical dentistry mainly focuses on digital dentistry and new 
materials are also in the limelight in aesthetic dentistry. In clinical settings, 
remarkable growth has been achieved not only in implant treatment but also in 
regenerative therapy and endodontics. The primary purpose of dental care is 
to restore physiological function and to contribute to improvement of patient’
s QOL (Quality of Life). In recent years, mastication and deglutition movement 
of elderly is infl uenced by the decrease and loss of occlusal support due to 
loss of teeth.
  In this lecture, stability of maximum intercuspal position infl uenced by occlu-
sion support is considered in relation with restoration of physiological function.

演者関連本

見る目が変わる！
「欠損歯列」の読み
方，「欠損補綴」の
設計

生体にやさしい戦
略的矯正歯科治療
と歯科矯正用アン
カースクリューの
応用

11：30 ～ 12：00 

咬合支持の減少・喪失から顎口腔機能を考察する
～咬頭嵌合位の重要性～
Consideration of stomatognathic function from reduction and loss 
of occlusal support：Importance of maximum intercuspal position

本多正明 Masaaki Honda　大阪府開業 Private Practice in Osaka
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48 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

A
HALL

世界のフロントランナーが語る！　
骨造成・軟組織増生のScience & Art
Frontrunners：The Science & Art of Bone and Soft Tissue Augmentations

 10/6（SAT）　13：00 ～ 17：30
 同時通訳 simultaneous interpretation

座長　Chairman
和泉雄一　Yuichi Izumi
東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University

会議センター
１階 メインホール 対象：

　インプラント治療では、良好な機能、審美をともなう結果を得るため
に不足した硬・軟組織の増生・形成が重要となる。骨造成には種々の骨
移植術やGBR法が行われている。軟組織増生のためには、歯周治療に
おいて1970～80年代に発表されたロールテクニック、1980年代に発表さ
れたランガー法や改変ランガー法をはじめとしたいくつかの方法がイン
プラント治療にも応用されている。
　本セッションでは、インプラント治療の最前線を走る国内外の 6名の
先生方に、骨造成、軟組織増生の最先端テクニックおよびエビデンスに
ついてご講演いただく。

  It is significant to augment diminished hard and soft tissue to 
achieve optimal functional and aesthetic results in implant treatment. 
As for bone augmentation, several kinds of bone grafting and GBR 
are practiced. When it comes to the soft tissue augmentation, roll 
technique that was published for periodontal therapy in 1970s-1980s, 
Langer technique published in 1980s, modifi ed Langer technique and 
other techniques have been applied to the implant treatment. In this 
session, 6 national and international speakers, who are the front-
runner in implant dentistry, will present up-to-date technique and 
evidences of bone and soft tissue augmentations.

演者関連本

歯科衛生士の力で
ここまでできる
非外科的歯周治療

（翻訳）

13：00 ～ 13：10

骨造成・軟組織増生のScience ＆ Art

The science and art of bone and soft tissue augmentations

和泉雄一 Yuichi Izumi　東京医科歯科大学 Tokyo Medical and Dental University

歯周外科のハプニ
ング&リカバリー

　インプラント治療が歯科治療の一分野として日常臨床に普及した現在
において、しかしなお、天然歯保存の重要性を考えるのは大切なことで
ある。また、ひとたびインプラント治療を選択したとしても、多くの症
例において何らかの骨や粘膜への対応が必要となり、ここでは「長期予
後」や「低侵襲性」などが最近のトピックスとなっている。
　そこで本講演では、歯周組織およびインプラント周囲組織の長期的な
安定を求めて、基礎医学的考察のみならず、最新のデジタルソリューショ
ンをも提示しながら議論を展開してみたい。

  Still it’s crucial to make every eff ort to save the natural teeth even 
in this moment that the implant dentistry infiltrates into our daily 
practice. After the implant treatment has selected, we need to deal 
with some issues regarding bone and mucosa in many cases. “Long-
term stability” and “minimal intervention” are the hot topics regarding 
these issues.
  In this presentation, seeking long-term stability of periodontal and 
peri-implant tissues, will discuss basic biological consideration and 
latest digital technology.

演者関連本

the Quintessence
2016年12月号 QDI 2018年No. 4

13：10 ～ 13：40 

インプラント周囲組織の長期安定を考える
～組織学的考察からデジタルソリューションまで～
Consideration for long-term stability of peri-implant tissue：
From histological consideration to digital solution

牧草一人 Kazuto Makigusa　京都府開業 Private Practice in Kyoto

　失敗したインプラントの再治療には、高い期待をもちつつもナーバス
になっている患者を助けるために、熱意と倫理観と意志の力を必要とす
る。生体を模倣した最適な治療結果を達成するための臨床的意思決定に
は、歯周組織のバイオタイプ、組織再生の潜在的可能性、状態の良くな
い残存歯やインプラント周囲の骨の解剖学的形態などのさまざまな要素
が影響する。
　本講演では、失敗症例の再治療のリスク評価や歯周外科、軟組織増生、
インプラント外科、以前の失敗した治療により生物学的制限のある領域
の発展的な組織再生のデジタルプランニングに焦点を当てる。

The retreatment of failures in dental medicine requires passion, ethics, 
and the willpower of helping people who presents with very high expecta-
tions and exacting psychological aspects. Variables such as periodontal 
biotype, biological potential for tissue regeneration and the nature of the 
underlying osseous architecture surrounding the ailing teeth and implants 
will infl uence the clinical decision-making to achieve optimal “biomimetic” 
results. The lecture will emphasize digital planning to assess the risk 
of retreating failures, periodontal surgery, soft tissue boosting, implant 
surgery as well as advanced tissue reconstruction in areas where there 
are biological limitations due to the previous failed treatment.

13：40 ～ 14：40 

失敗症例の再治療におけるインプラント周囲組織増生

Peri-implant tissue boosting in the retreatment of failures

Giorgio Tabanella　イタリア開業 Private Practice in Italy
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49◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　審美インプラント治療を成功裡に導くためには、インプラント周囲に
必要十分な組織の増大・温存が求められる。すなわち、すでに欠損を認
める症例では、さまざまなマテリアルを使用して目標となる審美的フ
レームワークの構築のため、水平・垂直的GBRが必要となり、またホー
プレスな歯であって歯が残存している場合は、その歯をいつ、どのよう
に抜歯するかを考慮する必要がある。本講演では、GBRからPET（Partial 
Extraction Therapy）まで、その最新のテクニックを紹介する予定である。

  Augmentation and preservation of peri-implant tissue volume is 
necessary for successful esthetic implant treatment．If the teeth has 
already extracted，horizontal and vertical GBR is required for optimal 
reconstruction of esthetic architecture by using several materials．
If the teeth remain，the clinician need to consider when and how to 
extract．This presentation will show latest techniques of GBR and 
partial extraction therapy（PET）．

演者関連本

新装改訂版　4-D
コンセプトインプ
ラ ン ト セ ラ ピ ー  
─審美性と機能性
獲得に必要な組織
保存と再建のテク
ニックとそのタイ
ミング─

14：40 ～ 15：10

Pioneering of a new tissue augmentation 
and preservation technique

船登彰芳 Akiyoshi Funato　石川県開業 Private Practice in Ishikawa

QDI別冊
インプラントのた
めの軟組織マネジ
メ ン ト を 極 め る

（15thミーディン
グ抄録集）

Now
Printing

　前歯インプラントに審美性を獲得するためには、インプラントを骨内
に埋入するだけではなく、軟組織を目標となる歯冠形態に合わせてサ
ポートできるように、歯列弓に沿って三次元的に骨増生を行う必要があ
る。また顎堤の吸収は骨組織だけではなく、軟組織も喪失していること
が多く、その場合、軟組織増生が不可欠となる。良質な結合組織を移植
し、上部構造で調整することが求められる。本講演では自然で、審美的
なインプラント治療を行うための硬・軟組織マネジメントのテクニック
について、症例をとおして解説したい。

　In order to achieve aesthetic in anterior implant，it is necessary not 
only to place the implant inside the bone but also to augment bone 
three dimensionally along with the dental arch to support the super-
jacent soft tissue harmonised with objective crown form．In many 
situations, both hard and soft tissues are diminished so the soft tissue 
augmentation is mandatory．Grafting of superb connective tissue 
and adjustments by superstructure are necessary．This presentation 
will show techniques for hard and soft tissue management to achieve 
natural and aesthetic implant treatment through several cases．

演者関連本

これでバッチリ！
インプラント治療
の ア シ ス タ ン ト
ワーク

15：10 ～ 15：40

審美エリアにおける三次元的な硬・軟組織増生の役割

Role of three dimensional hard and soft tissue augmentations 
in the aesthetic area

石川知弘 Tomohiro Ishikawa　静岡県開業 Private Practice in Shizuoka

新装改訂版　4-D
コンセプトインプ
ラ ン ト セ ラ ピ ー  
─審美性と機能性
獲得に必要な組織
保存と再建のテク
ニックとそのタイ
ミング─

Now
Printing

　インプラント外科における垂直的歯槽堤造成は、欠損歯数、垂直的
骨欠損量、水平的骨欠損量、隣接歯のアタッチメントロス、瘢痕等の
因子により難易度は異なり、自家骨onlay graft、各種の垂直的GBR、
interpositional osteotomy、歯槽骨延長術が単独あるいは併用されている。
また、骨造成だけではなく、軟組織マネージメントもその成功を左右す
る。本講演では、難易度を左右する因子および欠損部位別を考慮した垂
直的歯槽堤造成のガイドラインについて、症例を供覧しながら解説した
い。

　The diffi  culty of vertical bone augmentation depends on number of 
missing teeth，amount of horizontal and vertical bone loss，amount 
of attachment loss of adjacent teeth and scar tissue．Autogenous 
onlay graft，a variety of vertical GBRs，interpositional osteotomy and 
vertical alveolar distraction osteogenesis are applied alone or com-
bined．Not only the bone augmentation but soft tissue management 
influences the success of treatment．This presentation will explain 
the guidelines for vertical bone augmentation according to defect 
regions，considering factors influencing the difficulty and showing 
representative cases．

演者関連本

インプラント外科 
基本手技と自家骨
移植のポイント

15：40 ～ 16：10

垂直的歯槽堤造成の部位別ガイドライン

Guidelines for vertical alveolar ridge augmentation for each 
part

堀内克啓 Katsuhiro Horiuchi　奈良県開業 Private Practice in Nara

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 3
外 科 的 合 併 症 編
─CTで検証する
インプラント手術
のトラブル─

　インプラント治療の骨増生において、垂直的および水平的骨造成は
もっとも難易度が高いものの 1 つである。それは主に術式の困難さと合
併症の可能性が理由である。骨増生を予知性を持って成功させるには血
管新生、血餅の安定、スペースメインテナンスが必要である。閉創と移
植材の安定のために頬側粘膜は通常大きく減張するため、歯肉-歯槽粘
膜境が大きく歯槽頂側に移動し、口腔前庭と角化粘膜が失われる。外科
解剖の最近の研究と、改変舌側フラップ（modifi ed lingual fl ap）と低侵襲
の軟組織再生を本講演で示す。

Vertical and horizontal augmentation presents one of the greatest 
challenges of bone regeneration in implant dentistry. This is primarily due 
to the diffi  culty of the surgical procedure and its potential complications. 
To predictably achieve successful bone augmentation angiogenesis, clot 
stability and space maintenance should be employed. In an attempt to 
achieve wound closure and hence graft stability, the buccal mucosa are 
often broadly released, and this often results in a severe apical transloca-
tion of the mucogingival line, loss of vestibule and keratinized mucosa  
(KM). Recent research on the surgical anatomy, the Modifi ed Lingual Flap 
as well as minimally invasive soft tissue reconstruction will be presented.

演者関連本

V e r t i c a l  a n d 
Horizontal Ridge 
Augmentation（英
語版）

垂直的および水平
的歯槽堤増大術

16：10 ～ 17：20

垂直的および水平的歯槽堤造成術の展望

Perspectives on vertical and horizontal ridge augmentation

Istvan Urban　ハンガリー開業 Private Practice in Hungary
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50 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

B
HALL

Vital Pulp Therapy：その歯髄、残せませんか？
Vital Pulp Therapy: How to Preserve a Dental Pulp

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00
 同時通訳 simultaneous interpretation

座長　Chairman
月星光博　Mitsuhiro Tsukiboshi
愛知県開業
Private Practice in Aichi

会議センター
５階 503号室 対象：

　深在性う蝕除去中に露髄が起こった場合、覆髄や断髄といった歯髄保
存療法を試みることができる。生体活性材料を用いた歯髄保存療法が成
功した場合、露髄した箇所に硬組織が形成される。一般的にデンティン
ブリッジと呼称されるこの硬組織は、歯髄幹細胞から分化した象牙芽細
胞様細胞の新生によるものとされる。
　本講演においては、臨床例と組織像をとおして、歯髄保存療法におけ
る“事実と迷信”を皆様と共有したい。日々の診療における診断と意思決
定における一助となれば幸いである。

　 When a pulp exposure occurs during excavation of deep caries, 
clinicians may attempt to save pulp vitality through pulp capping or 
pulpotomy procedures. Following successful pulp capping with bioac-
tive materials a barrier of mineralized tissue repairing the exposure is 
formed. This is often referred to as “dentin bridge” and is believed to 
have formed by a new generation of “odontoblast like” cells diff erenti-
ated from pulp stem cells. Through analysis of clinical cases and 
histologic data, this presentation aims at distinguishing between facts 
and beliefs and to provide useful information concerning diagnosis 
and decision making in the every-day practice.

演者関連本9：00 ～ 10：10 

歯髄保存療法と象牙質─歯髄複合体再生の可能性

Preventive endodontics and the possibility to regenerate 
the dentin-pulp complex

Domenico Ricucci　イタリア開業 Private Practice in Italy

リクッチのエンド
ドントロジー

the Quintessence 
2017年 5 月

　露髄した歯髄の保存基準はコンセンサスが得られていないようであ
る。出血の有無や程度、時間など、さまざまな意見があるが、エビデン
スレベルの高い根拠ではない。筆者の臨床でこれらの基準を用いた場
合の成功率は90％以上であったが、歯髄壊死をゼロにすることはできな
かった。しかし、数年前にマイクロスコープで歯髄を視診することによ
り、診断の精度を上げられることに気づいた。これも筆者の臨床経験に
すぎないが、筆者がマイクロスコープを用いた強拡大視野下で、露髄し
た歯髄の何を見てどう判断しているかを紹介したい。

  There is no definite consensus to determine to perform either 
pulpectomy or vital pulp therapy for teeth with the pulpal exposure. 
Although some criteria regarding to bleeding (time, and severity) are 
often discussed, no high level of evidence has supported. In conjunc-
tion with these criteria, I reached very high success rate personally, 
still I couldn’t achieve 100% success. However, I have acknowledged 
that microscopic observation of the pulp advances diagnostic accu-
racy. I would like to share my diagnostic technique with high power 
magnifi cation under the microscope.

演者関連本10：10 ～ 10：40

歯髄保存の診断基準
～露髄した歯髄の何を診るのか？～
Diagnostic criteria to preserve pulp：
What should you observe in the pulpal exposure ? 

泉  英之 Hideyuki Izumi　滋賀県開業 Private Practice in Shiga

コンポジットレジン
と審美修復

治る歯髄，治らな
い歯髄─歯髄保存
の科学と臨床

　日常臨床でしばしば遭遇する歯髄に近接する深いう蝕は、従来打診痛
や自発痛などの症状がある場合は抜髄が選択されてきた。しかしマイク
ロスコープやMTAの登場によりその基準が変わってきた。歯髄を保存
することは歯を長期的に保存する大切な第一歩である。今回、通常の基
準では歯髄保存が難しいと思われるような症例に対し、どのように感染
源を除去し、どのようにMTAを用いて歯髄保存を行っているのか、そ
の動画も交えて紹介させていただく。従来の抜髄の基準が大きく変わる、
歯髄保存の最前線のキーポイントをお話しさせていただきたい。

  The teeth with deep caries, tenderness to percussion and/ or sponta-
neous pain often let you perform pulpectomy. However, the advent of 
microscope and MTA have changed the diagnostic criteria. In order to 
ensure the longevity of the tooth, preservation of the pulp is essential. 
In this lecture, I would like to present some cases which seem to be 
difficult to perform vital pulp therapy, how I removed infection and 
preserved the pulp with MTA. I would like to discuss the key to suc-
cess which can make change the diagnostic criteria drastically.

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
マイクロデンティ
ストリー
YEARBOOK 2018

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2014
今だからこそ押さ
えておきたい！
世界の歯内療法の
潮流

10：40 ～ 11：10

歯髄保存の限界に挑む

Push the envelope of pulp preservation

岡口守雄 Morio Okaguchi　東京都開業 Private Practice in Tokyo
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51◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　「理想的な根管充填材は歯髄である」とはよく聞く言葉である。いい
かえればエンドのゴールは歯髄を守ること、根管治療をしないことであ
る。加齢的なエンドの大きな問題に無髄歯の歯根破折があげられるが、
この重要性を物語っている。本来生体は、想像以上の感染防御力(免疫
力)と失われた組織の再生力を有している。そこで、われわれ歯科医師
が目指さなければならないことは、生体(免疫と再生)への手助けである。
講演では、外傷歯を取り上げ、感染がない場合の歯髄の自然治癒能力に
ついて考察を行いたいと思う。

  It’s often said that “The Ideal root fi lling material is the pulp”. In other 
words, the best endodontic treatment is no root canal treatment. 
The worst scenario of aged endodontic treated teeth is vertical root 
fracture, indicating that preservation of the pulp is the key. Inherently, 
body has amazing immune system, as well as the ability of the tissue 
regeneration. Therefore, what dentists need to aim is just to help 
inherent potential of body. In this lecture, based on the experience of 
trauma cases, I would like to discuss the regeneration ability of the 
pulp.

演者関連本11：10～12：00

外傷歯から学ぶ歯髄の治癒力

The regeneration ability of the pulp：From trauma cases

月星光博 Mitsuhiro Tsukiboshi　愛知県開業 Private Practice in Aichi

ペ リ オ ド ン ト ロ
ジー＆ペリオドン
ティクス

外傷歯の診断と治療
増補新版

Memo
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52 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　13：00 ～ 17：30
 同時通訳 simultaneous interpretation

B
HALL

どうやって歯を残す？
今、取り入れたい歯周治療のバラエティ
How to Keep Teeth Healthier Longer? 
Diff erent Approaches to Periondontal Therapy

座長　Chairman
船越栄次　Eiji Funakoshi
福岡県開業
Private Practice in Fukuoka

会議センター
５階 503号室 対象：

　スケーリング・ルートプレーニング、キュレッタージや自家骨移植術
が歯周組織再生を起こすと考えられていたが、1970年代に入ると、これ
らの術式は新付着を起こさないと証明された。しかし、80年代に入ると、
エビデンスに基づいたGTR法が真の再生療法として認知を受けるよう
になった。90年代になると、生物学的再生療法としてEMD法が盛んに
行われるようになった。このEMD法は今日でも再生療法のゴールドス
タンダードとなっている。そこで今回、歯周組織再生療法の変遷を臨床
を通して考察してみたい。

　Scaling and root planing, curettage, and autogenous bone graft sur-
gery were thought to induce periodontal tissue regeneration. However, 
in the 1970’s, it was found that these procedures did not cause new 
attachment.  In the 1980’s, the concept of guided tissue regeneration 
came to be recognized as true regenerative therapy.  Treatment 
modalities further evolved and by the 1990s, the EMD method became 
popular in biological regenerative therapy.  This EMD method is still 
considered the gold standard for regenerative therapy today.  This 
presentation will discuss the transition of periodontal regenerative 
therapy through the clinical cases.

演者関連本

エムドゲイン療法
のクリニカル テ
クニック for ビギ
ナーズ

13：00 ～ 13：20 

歯周組織再生療法の変遷

Transition of regenerative periodontal therapy

船越栄次 Eiji Funakoshi　福岡県開業 Private Practice in Fukuoka

I T I  T rea tmen t 
Guide Volume 10 
審美領域における
イ ン プ ラ ン ト 治
療：単独歯欠損修
復に関する最新の
治療法と材料

演者関連本

the Quintessence 
2018年 3 月号

the Quintessence 
2018年 2 月号

13：20 ～ 13：50 

Evidence-Based Decision Making

閔  成弘 Seiko Min　University of Texas Health Science Center at Houston, USA

　歯周治療の目的は、深い歯周ポケットを減少させ、口腔内清掃を容易
にすることである。非外科的歯周治療後に残存した骨欠損は、歯周炎の
再発を引き起こすため、歯周組織再生療法や骨切除療法を選択し、対処
してきた。近年、様々な成長因子が研究、開発されて歯周炎に対する歯
周組織再生療法の予知性が高くなったが、再生療法の可能性と限界を理
解しなくてはならない。歯周炎に罹患した天然歯に対して、抜歯vs非
抜歯、再生療法vs切除療法の意思決定を多角的な観点から評価し、エ
ビデンスに基づいた Decision Tree を紹介する。

　 In the last years, eff orts have been made to predictably stimulate 
bone regeneration for bone defect around tooth by various regenera-
tive medicine using a series of biomaterial and growth factor. The 
introduction of new biological concepts makes possible to change 
the prognosis of compromised teeth. However, the host response to 
aetiologic agents and routine periodontal treatment outcomes vary 
amongst periodontitis patients. Therefore, it is important to assess the 
predictability of Periodontal therapy considering the systemic and local 
compromising factors. A decision making of diff erent clinical situation, 
based on the evidence will be analyzed during the presentation.

　「歯は尊いもの」という価値観は当然のものであるが，その時点時点で
の歯の保存の可否は多くの要因に左右される．歯がなくなるということ
は人間が何らかの判断を下すときである．その決断のタイミングを示唆
する論文は多く存在するが，絶対的な解を与えてくれる論文は 1 つもな
い．したがって，私たちはその知識を総合的に判断して，賢く，そして
患者さんに温かく寄り添いながら，時間軸のなかで判断していくことが
好ましい．「患者の口腔生涯健康を守り抜く」という視点から歯の保存の
可否に関して議論できれば幸いである。

　 There are various clinical factors infl uencing the decision-making 
process whether tooth should be extracted or not. Although there are 
many scientifi c papers indicating the timing of tooth extraction, there 
is no defi nitive answer. Therefore, all available subjective and objec-
tive information for the patient, has to be taken into the consideration 
in order to make benefi cial judge with patient along time axis. In this 
lecture, decision-making process of tooth extraction will be discussed 
from the standpoint of “maintenance of the patients’ life-long oral 
health” with several clinical cases.

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る─そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明─

GPとDHのための
ペ リ オ ド ン ト ロ
ジー

13：50 ～ 14：20 

治療計画のサイエンスとアート

Science and art of treatment planning

築山鉄平 Teppei Tsukiyama　福岡県開業 Private Practice in Fukuoka
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53◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　歯周治療が包括的歯科診療に用いられた場合、インプラント治療単独
アプローチと比較して、よりよい審美的結果をもたらすことが多い。本
講演では、支持骨と歯肉組織を維持するための天然歯の価値が歯科的外
傷との関連で吟味される。成人の患者、成長過程の患者の双方で、歯科
的外傷は歯の喪失、歯周組織の状態の悪化、歯槽骨の萎縮を引き起こし
うる。本講演ではまた、自然で機能的な歯、インプラント埋入時期遅延
を目的とした歯の再植術、歯槽堤の維持、骨造成術と歯の移植術を組み
合わせたプロトコルが議論される。

　It is recognized that periodontal therapy when applied in an interdis-
ciplinary approach, can often result in better aesthetic outcomes when 
compared to dental implant strategies alone.  From this perspective, 
the value of a tooth to maintain the supporting bone and gingival 
tissues will be examined in the context of dental trauma.  In both our 
adult and growing patients, dental trauma can result in tooth loss, 
a compromised periodontium and bone atrophy.  The presentation 
will discuss protocols for tooth replantation, ridge maintenance, and 
combined bone augmentation with tooth transplantation aimed at pro-
viding natural functional teeth and delaying dental implant placement.

Interdisciplinary 
Treatment Plan-
ning, Volume II：
Comprehensive 
Case Studies（英
語版）

演者関連本14：20 ～ 15：20 

歯槽堤のマネジメントにおける歯の有用性

The value of a tooth for alveolar ridge management

Jim Janakievski　米国開業 Private Practice in USA

　歯周病による歯周組織の破壊が根尖近くまで高度に進行すると、骨縁
下欠損、裂開状骨欠損、骨縁上欠損、根分岐部病変などのうち、複数が
混在した複雑な欠損形態を呈するようになり、そのような骨欠損は再生
療法の適応症からは外れてしまうものも少なくない。しかし、患者のコ
ンプライアンスが良好であることなどをはじめ、いくつかの条件が整え
ば、保存不可能と思われた歯であっても長期的に安定し、保存可能となっ
たケースを多く経験している。そこで、いくつかのパターンを呈示し、
歯周組織再生療法による歯の保存の可能性について考察したい。

　 Periodontal disease leads to the destruction of supporting 
periodontal tissue. The resulting destruction is often times complex 
in shape and form.  These defects are commonly seen in the form of 
infrabony defect,  dehiscence, furcation involvement, and supra bony 
defect.  Such bony defects are in many instances beyond the scope of 
regenerative therapy.  However, there are many cases in which teeth 
that are initially diagnosed as hopeless were able to be stabilized and 
maintained for a long period of time. This presentation will show some 
of these instances and consider the possibility of preservation of teeth 
by periodontal regenerative therapy.

演者関連本

the Quintessence 
2018年10月

15：30 ～ 16：00 

歯周組織再生による天然歯保存の追求

Pursuit of preservation of natural teeth by periodontal 
regeneration

北島  一 Hajime Kitajima　静岡県開業 Private Practice in Sizuoka

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2016
長期経過症例から
学ぶ“炎症と力のコ
ントロール”─その
リスクを減らす治
療法と患者説明─

Now
Printing

　近年の再生療法の進歩には目を見張るものがある。術式の改良や、あ
らたな材料の開発などにより、治療の予知性は高められ、また審美的に
もすぐれた結果を得ることができるようになってきた。その反面、今もっ
て改善が難しいと思われる症例にも遭遇する。その 1つとして裂開状の
骨欠損が挙げられる。これには叢生に代表される歯と歯槽骨の位置関係
も影響しているものと考えられ、この問題を解決するうえで、矯正治療
は必須となる。
　今回、歯周治療と矯正治療を併用した症例を提示し、その適応につい
て考察したいと思う。

　 Recent advances in regenerative therapy are remarkable. 
Improvements in the technique along with the development of new 
materials has led to more predictable treatment outcomes.  However, 
there are still some circumstances that are diffi  cult to treat success-
fully.  Cases that involve a dehiscence are one such example of a dif-
fi cult case. This defect is characterized by the malposition of a tooth 
in relation to alveolar bone and is represented clinically by crowding.  
To resolve this problem, orthodontic treatment must be considered.  
This presentation will show ortho-perio combined cases discussing its 
application.

演者関連本16：00 ～ 16：30 

「予防的再生治療」という考え方

The concept of “preventive regenerative therapy”

浦野  智 Satoru Urano　大阪府開業 Private Practice in Osaka

歯科衛生士の力で
ここまでできる
非外科的歯周治療

（翻訳）

ザ・クリニカルデ
ンティストリー─
成功に導くための
エッセンス─

　炎症性歯周病による歯周組織の喪失は、一般に、骨縁下および分岐部
欠損の形で示される。このような欠損に対する最適な治療は、予知性が
あって浅い欠損に適用されるような切除療法ではなく、失われた構造を
最大限に再生することである。しかし、真の歯周組織再生は複雑なプロ
セスであり、機能的に配列された新しい歯槽骨、セメント質および歯根
膜の形成に帰結する種々のイベントのカスケードを必要とする。
　本講演では、利用可能な最新の技術的進歩を利用することによって、
臨床家が患者に提供できるものが何かが指し示されるだろう。

　 The loss of periodontium to inflammatory periodontal disease is 
commonly noted in the form of infrabony and furcation defects.  The 
optimal treatment for such defects is to regenerate the lost structures 
to the maximum degree rather than the resective treatment that is pre-
dictable and applicable for shallow defects.  However, true periodontal 
regeneration is a complex process requiring a cascade of events result-
ing in the formation of new alveolar bone, cementum and periodontal 
ligament (PDL) inserted in a functional arrangement. This presentation 
will allow clinicians to see what we can off er to patients when we utilize 
the latest technological advances that are available to clinicians.

16：30 ～ 17：30 

予知性を持った歯周組織再生の達成

Achieving predictable periodontal regeneration

David Minjoon Kim　Harvard School of Dental Medicine, USA
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54 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

C
HALL

症例に応じて外科／非外科を見きわめる！
歯周治療のベストアプローチ
Best Surgical / 
Nonsurgical Periodontal Therapy Approach

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00

座長　Chairman
浦野  智　Satoru Urano
大阪府開業
Private Practice in Osaka

会議センター
５階 501号室 対象：

座長関連本

ザ・ クリニカルデンティスト
リー─成功に導くためのエッセ
ンス─

歯科衛生士の力でここまでできる
非外科的歯周治療（翻訳）

　歯科治療の目標は、できる限り多くの歯牙を長期的に維持し、機能さ
せることと言える。しかし来院される患者は歯周疾患に罹患している場
合が多く、その対応に苦慮することも少なくない。このような現状で口
腔の健康を長期安定させるためには清掃性、機能性、審美性の獲得は大
切である。特に歯周病患者に対しては、清掃性の獲得はとりわけ重要で、
そのためには歯周囲に適切な硬組織、軟組織が必要となる。
　今回は歯周疾患歯の硬組織、軟組織のマネージメントについて症例を
まじえて考察させていただく。

   The goal of dental treatment is to keep as many teeth as possible 
while maintaining their function. However, patients who present to 
the dental offi  ce with periodontal disease can often times pose a chal-
lenge for the treating dentist.  Cleansability, functionality, and esthetics 
are all essential in maintaining long term clinical health.  For those 
people affl  icted with periodontal disease, establishing cleansability is 
important and requires appropriate hard and soft tissue architecture.
   This presentation will discuss the management of hard and soft 
tissue through the review of clinical cases.

演者関連本

コンセプトをもっ
た予知性の高い歯
周外科処置　改訂
第 2 版

9：00 ～ 9：30

歯周疾患歯に対する硬組織、軟組織のマネージメント

Hard and soft tissue management for periodontally involved 
teeth

松井徳雄 Tokuo Matsui　東京都開業 Private Practice in Tokyo

QDI別冊　スペシャ
リストたちに学ぶイ
ンプラントのための
骨増生─オッセオイ
ンテグレイション・ス
タディクラブ・オブ・
ジ ャ パ ン 16thミ ー
ティング抄録集─

　歯周治療には実にさまざまな歯周外科処置がある。しかし、メインテ
ナンスが伴わない場合、外科処置、非外科処置どちらを選択しても歯周
病は再発し進行するのは承知のことであろう。ゆえに、その歯周治療が
ベストアプローチであったか否かは経過の中で判明することだと私は考
えている。今回、外科、非外科の診断も含めて私の行った歯周治療症例
を呈示する。経過の中で、その歯周治療が果たしてベストアプローチだっ
たのか検証してみる。講演が先生方の歯周外科、非外科の見極めのヒン
トになれれば幸いである。

   There are a variety of surgical procedures for periodontal therapy. 
However, in the absence of maintenance, periodontal disease will 
progress regardless of whether surgical treatment or non-surgical 
treatment is performed.  Whether or not the treatment was the best 
approach can often be determined retrospectively on follow up. This 
presentation will showcase some instances in which both surgical 
and non-surgical approaches to periodontal therapy were utilized and 
discuss treatment rational. The overall goal of this presentation is to 
help dentists determine the best treatment approach (surgical vs non-
surgical treatment) for a variety of situations.

演者関連本

ATLASで学ぶ 歯
科用コーンビーム
CT診断のポイン
ト64

the Quintessence
2016年 4 月号

9：30 ～ 10：00

経過の中で当時の外科、非外科の診断を評価する

Retrospective verifi cation of the diagnosis related to the surgical 
or non-surgical treatment approach in the past cases

安東俊夫 Toshio Ando　福岡県開業 Private Practice in Fukuoka

　本講演は、初診時 6 mm以上の歯周ポケットに注目し、かつ単根歯ま
たは複根歯におけるPDとCALを区別した10年に及ぶフォローアップの
中で、非外科的歯周治療の限界と成果を評価するものである。改良され
た歯肉縁下デブライドメントテクニック、最先端の技術、 レーザーを利
用した歯周・インプラント周囲病変に対する原因除去的非外科アプロー
チおよび新規材料の使用は、非常に満足のいく臨床結果につながりうる。 
検査・診断は常に重要である。歯周病患者の管理とそれに関連する臨床
手技は本講演において十分に説明されるだろう。継続的な患者の再動機
付け、効果的な病因除去療法は歯周治療の成功のために未だ重要であり、
必要不可欠である。

The nonsurgical periodontal therapy limits and achievements will be 
evaluated, especially in ≥ 6 mm initial probing depth, distinguishing PD and 
CAL outcomes in single- or multi-rooted teeth,  with 10 year follow-up. 
The use of modifi ed subgingival debridement techniques, state-of-the-art 
technologies, cause-related Laser-assisted Periodontal and Peri-implant 
Non-Surgical Approach and novel materials can lead to highly satisfac-
tory clinical results. The diagnostic phase is always crucial. Periodontal 
patient management and clinical Modus Operandi, will be fully described. 
Continuous Patient Remotivation and Eff ective Etiological Therapy remain 
essential, necessary and irreplaceable for successful periodontal therapy.

演者関連本

PRD 2015年No.6

歯科衛生士の力で
ここまでできる
非外科的歯周治療

10：00 ～ 11：30 逐次通訳 consecutive interpretation

６mm以上の歯周ポケットの観察をもとにした歯周・
インプラント周囲病変に対する原因除去的非外科アプローチ
Cause-related periodontal and peri-implant non-surgical 
approach, monitoring clinical outcomes in ≥ 6 mm pockets

Marisa Roncati　イタリア開業 Private Practice in Italy

Ａ
HALL

Ｂ
HALL

Ｃ
HALL

Ｄ
HALL

Ｅ
HALL

Ｆ
HALL

Ｇ
HALL

Ｈ
HALL

Ｉ
HALL

Ｊ
HALL

Ｋ
HALL

6th 

SAT     

Ｃ
HALL

AM

P046-061_WDMJ_kouen2.indd   54 2018/09/03   16:49



55◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　歯周外科を好きな歯科医師はいても、それを好む患者はいない。重症
の患者ほど治療を通じて“健康は自分で守る”ことを学んでほしい。そう
した思いから、外科的治療を必要最小限にする歯周基本治療のありかた
を考えてきた。プラークコントロールの確立と歯石等起炎物質の可及的
な除去は当然のこととして、歯周組織、とりわけ歯根膜の状態をよく観
察して対応することが大切である。それが歯周病の進行を抑え、歯周組
織の改善を促して歯周外科の適応を減らすとともに、やむを得ず歯周外
科を行う場合でもその予後を良好にすると考えている。

   Although there are some dentists who enjoy periodontal surgery, there 
is no patient who prefers it.  Patients with severe periodontitis should 
learn how to maintain their periodontal health through proper treatment. 
The presenter has been thinking about the initial periodontal therapy 
that minimizes the need for surgical intervention.  Obviously, establish-
ing plaque control and removing calculus is important.  It is also crucial 
to manage each case based on the observation of periodontal ligament.  
These measures prevent the progression of periodontal disease, improve 
the periodontal tissue, reduce the need for surgical intervention, and 
enhance the prognosis even if periodontal surgery is inevitable.

演者関連本

the Quintessence
2016年 5 月号

the Quintessence
2016年 4 月号

11：30～12：00

まずは歯根膜を意識した歯周基本治療

Initial periodontal therapy considering periodontal ligament

千葉英史 Hidefumi Chiba　千葉県開業 Private Practice in Chiba

Memo
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56 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

C
HALL

多歯残存の時代到来！？　
トップダウンから考える治療計画
Maintaining Multiple Teeth：Top Down 
Treatment Planning

 10/6（SAT）　13：00 ～ 17：30

座長　Chairman
榊　恭範　Yasunori Sakaki
福岡県開業
Private Practice in Fukuoka

会議センター
５階 501号室 対象：

座長関連本

別冊ザ・クインテッセンス
YEARBOOK 2016 長期経過症例から学
ぶ“炎症と力のコントロール”─そのリ
スクを減らす治療法と患者説明─

日本審美歯科協会30年の歩み─
あくなき挑戦─

　歯科治療において、予後が良く、予知性の高い治療結果を得るために
は、明確な治療目的、治療計画を立て、治療に携るメンバーすべてがそ
れを共有することが重要である。一般的に、問題が起きた場合のリカ
バリーが難しい歯科インプラント治療においてはその重要性はさらに増
す。治療計画の立案において、補綴医、外科医、そして歯科技工士間でしっ
かりとコミュニケーションを取ることで、完成度の高い臨床結果を得る
ことが可能となり、同時に問題の起きる確率を最小限に抑えることがで
きる。インプラント治療における、システマティックな治療目的、治療
計画の立案過程を確認し、その実際の応用を臨床例を通して紹介する。

This presentation is intended for all dental team members, who 
are involved in implant dentistry. The objective of this lecture is for 
the attendees to understand the value of proper treatment planning 
and communication among the team members prior to implant 
placement in order to achieve the best possible results. Maintaining an 
interdisciplinary approach can reduce possible future obstacles. A com-
prehensive view from the restorative, surgical and the laboratory aspect 
will allow for implant placement with the best esthetic results in mind. 
A systematic treatment planning process is reviewed and discussed.

演者関連本13：00 ～ 13：40 

5C Concept～予知性の高い包括的インプラ
ント治療のためのトリートメントコンセプト～
5C concept：Interdisciplinary approach for current 
implant treatment
Shiro Kamachi　米国開業 Private Practice in USA
Kumiko Kamachi　米国開業 Private Practice in USA

the Quintessence
2016年 4 月号

the Quintessence
2018年 9 月号

　現在は口腔衛生指導が定着してきているものの、歯列不正は根強く残
ると考える。一見問題がなさそうに見えても、精査してみると、咬合の
観点からも環境を整備しておく必要のある症例は少なくない。
　咬合の安定におけるもっとも重要な要素は、まず適正な下顎位の下で
咬合平面を是正し、左右シンメトリックな歯列を構築することにあり、
そうすることでLongevityといわれる、長期に安定した咬合関係を維持
できると考える。さらにパラファンクションなどの顎口腔系に加わる非
機能的な力を可能なかぎり取り除くことも必要となる。
　今回は咬合の安定という大きなLongevityの幹をいかに太くしっかり
としたものにするか、その留意点について説明していきたい。

　Although oral hygiene instruction has become established nowadays, malalignment remains 
deeply rooted. Even if there apparently seems to be no problem, when examined carefully, 
there are not few cases that require environment maintenance from an occlusal aspect. 
The most important factor in occlusal stabilization is to first correct the occlusal plane 
under proper mandibular position and construct a bilaterally symmetric dentition. By doing 
so, a long-term stable occlusion relationship called longevity is believed to be maintained. 
Moreover, it is necessary to remove non-functional force exerted to the stomatognathic 
system such as parafunction as much as possible.
　In this lecture, the focal points on how occlusal stabilization, a large keystone of longevity, 
can be made fi rm and solid will be explained.

演者関連本13：40 ～ 14：10 

歯列不正症例の咬合再構成の留意点
～Longevityを実現するために！～
Focal points on occlusal reconstruction of malalignment：
Achieving longevity!

上田秀朗 Hideaki Ueda　福岡県開業 Private Practice in Fukuoka

続・ 1 時間で読め
て30年使える　歯
科臨床の 7 つのツ
ボ+100選

実践 咬合再構成
を極める─歯列不
正、歯周疾患、多
数歯欠損を読み解
く─

　人生100年時代が提唱されるなか、歯周補綴治療においても、十年単
位の長期的な成功が求められてきている。そのためには局所的な診断と
口腔内だけを診た時間軸を考えない歯周・補綴治療を行うのではなく、
長期的にみた歯周治療と補綴治療の調和を念頭に置いた補綴設計を立案
していく必要がある。
　そこで、 1 ．Tooth performanceと補綴治療戦略、 2 ．歯周治療を成
功させるために必要な咬合力のコントロール、 3 ．歯周病患者における
咬合治療、矯正治療の治療戦略などをキーワードに述べてみたい。

　With the 100-year-life being advocated, long-term success in ten-year 
units is also required for periodontal prosthetic treatment. In order to do 
so, instead of carrying out local diagnosis or periodontal and prosthetic 
treatment which dismissed the time axis by examining only the oral 
cavity, it is necessary to create a prosthetic design that takes long-term 
harmonization of periodontal and prosthetic treatment into consideration.
　 Therefore, the keywords; 1.Tooth performance and prosthetic treat-
ment strategy, 2.The control of occlusion force necessary for a successful 
periodontal treatment, 3.The treatment strategies on occlusal treatment 
and orthodontic treatment in patients with periodontitis will be described. 

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2016
長期経過症例から
学ぶ“炎症と力のコ
ントロール”─その
リスクを減らす治
療法と患者説明─ QDI 2017年No.5

14：10 ～ 14：40

Tooth performanceから考える
歯周インプラント補綴
Periodontal implant prosthesis considered from tooth 
performance

田中秀樹 Hideki Tanaka　福岡県開業 Private Practice in Fukuoka

Ａ
HALL

Ｂ
HALL

Ｃ
HALL

Ｄ
HALL

Ｅ
HALL

Ｆ
HALL

Ｇ
HALL

Ｈ
HALL

Ｉ
HALL

Ｊ
HALL

Ｋ
HALL

6th 

SAT     

Ｃ
HALL

PM

P046-061_WDMJ_kouen2.indd   56 2018/09/03   16:49



57◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　複雑な歯科疾患の治療にあたり、動的治療で補綴が必要なことが多い
ため、まずどういった補綴計画が立てられるかいう点から逆算してエン
ド、ペリオなどの治療を組み立てるようなトップダウン治療計画の重要
性がいわれて久しい。ただ、その後のメインテナンス時に患者の身体的
変化や補綴物の耐久性などにより再介入を必要とすることもよくあり、
治療計画立案にはメインテナンスで起こるトラブルに、シンプルに対処
できるかという要素が十分考慮されるべきである。
　この観点から、補綴治療計画でどのようなことがキーとなるかについ
て考えてみたい。

　 Since prosthodontics are often required for dynamic treatment in the treat-
ment of complicated dental diseases, the importance of a top-down treatment 
plan that assembles endodontic and periodontal treatment by back-tracking from 
the viewpoint of what kind of prosthetic treatment plan can be made, has been 
long said. However, at a subsequent maintenance, re-intervention is often neces-
sary due to physical changes of the patient or the durability of the prosthesis, 
and the factor of whether it is possible to simply deal with troubles occurring in 
maintenance should be taken into full consideration in treatment planning.
　From this point of view, what the key is in prosthetic treatment planning will 
be discussed.

演者関連本14：40 ～ 15：10 

補綴治療計画におけるキーポイント

Key points in prosthetic treatment planning

南  昌宏 Masahiro Minami　大阪府開業 Private Practice in Osaka

QDI別冊
インプラントのた
めの軟組織マネジ
メ ン ト を 極 め る

（15thミーディン
グ抄録集）

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
マイクロデンティ
ストリー
YEARBOOK 2018

　平成28年度歯科疾患実態調査によると、8020達成者は51.2％と大きく
改善したが、その反面、歯周病罹患歯や補綴装置装着率も増加し、患者
の口腔内環境は複雑化している。そのような患者において、良好な長期
予後を得るためには、病態を大局的に捉え、治療の完成型を描くことに
より導き出せるトップダウンからの治療設計と、個々の歯や歯周組織の
状態を綿密に評価して得られるボトムアップからの治療計画を高い次元
で融合させることが必要となる。
　今回は、重度歯周病患者に対し、病態に応じた治療戦略と戦術につい
て考察する。

　 According to survey of dental disease in 2008, patients who achieved 
8020 movement are greatly improved to 51.2%, on the other hand, the rate 
of periodontal teeth and restored teeth has also increased and the intraoral 
conditions are complicated. In order to obtain a good long-term prognosis in 
such patients, the state of disease should be captured on a broader basis and 
it is necessary to fuse the two prospectives at a high level; top-down treat-
ment design which plans by imaging the goal of treatment and bottom-up 
treatment design which plans by assessment of each teeth and periodontal 
tissue in detail. 
　In this session, strategy and tactics for each disease state will be discussed.

15：10 ～ 15：40 

重度歯周病患者に対する治療戦略と戦術

Strategy and tactics for severe periodontal disease

佐々木  猛 Takeshi Sasaki　大阪府開業 Private Practice in Osaka

演者関連本

ザ・クリニカルデ
ンティストリー─
成功に導くための
エッセンス─

図解！ 遅延型吸
収性膜を用いた安
全安心GBR

Now
Printing

　本講演では、現在使用可能な最先端のデジタルテクノロジーと従来の
手法を比較し、デジタルの利点・欠点を挙げながら審美歯科における新
しいパラダイムに焦点を当てる。さらに、審美的、かつ、機能的な治
療をデジタル印象からデジタルにおける包括的な難症例の治療計画の手
順、フルデジタルの患者まで供覧したい。革新的なアプローチに並び、
新しいマテリアルの使用は本講演にて紹介する最新の審美機能的な治療
コンセプトにおいて重要である。

　The lecture will focus on the new paradigms in esthetic dentistry com-
paring the cutting edge digital technology that are available on the market 
to the traditional way to rehabilitate the mouth of the patient, showing 
advantages and disadvantages of the digital world. Attention will be given 
to the complete sequence of the esthetic and functional treatment: from 
the digital impression, going through the step-by-step of digital treatment 
planning of the complex multidisciplinary cases, up to the full digitaliza-
tion of the patient. The use of new materials, as well as the application 
of innovative approaches, will be the key to a modern concept of the 
esthetic and functional rehabilitation presented in this lecture.

15：40 ～ 17：00 

デジタル時代におけるフルマウスリハビリテーション

Full mouth rehabilitation in the digital era

Francesco Mintrone　イタリア開業 Private Practice in Italy

　現在の歯科医療は以前と比べはるかに進歩し、また患者の要求度にお
いても大きな変化が見られ、それに対応する医療が求められてきている
が、本来の歯科医療の目的は今も昔も変わることはない。
　その中でも失った歯を美しく修復するかということ以上に自然の歯を
どれだけ守るかということであると考える。今回の講演のポイントは、
最新の材料、技術を基に近年の治療計画の変化、コンセプトを述べ、ま
た複雑なケースにおいてもインプラントを対応させ、歯質への負担を抑
えるための治療計画などを紹介する。

  The purpose of dental treatment should be maintain oral health condition and a 
quality of life. In order to achieve this ultimate goal, we have tried to understand the 
problem and condition for long time. So many dental materials and techniques have 
been developed and improved in the past including implant, surgical, Orthodontic 
and restorative dentistry. Current dentistry is so much diff erent from conventional 
dental treatment but the purpose of our job should be same or similar. 
  One of most important concept of treatment planning should be perpetual 
preservation of what remains rather than meticulous restoration of what is missing. 
the point of this presentation is introducing current treatment plans for complicated 
defect situations with most current technique and materials in 2018

17：00 ～ 17：30 

New minimally invasive treatment planning 
in 2018

後藤吉啓 Yoshihiro Goto　米国開業 Private Practice in USA

演者関連本

the Quintessence 
2017年 6 月号 QDI 2018年No.2
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58 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

D
HALL

欠損を先に進ませない！　接着＆修復の技術を極める！
Mastery of Adhesion Skills in Restorative Dentistry

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00

座長　Chairman
宮崎真至　Masashi Miyazaki
日本大学
Nihon University

会議センター
５階 502号室 対象：

　近年、歯冠修復処置は大きなパラダイムシフトを経るとともに、修復
システムの開発が進むことによって、より侵襲が少ない処置を可能とし
ている。今日では、高い性能を有した接着システムとともに、極めて審
美性に優れたコンポジットレジンが、審美性とともに機能性を兼ね備え
た歯冠修復処置を可能としている。しかし、接着技術の進歩がなされて
きた一方で、接着耐久性については不明な点が多いのが現状である。
　本講演では、臨床的に耐久性のある接着界面を形成する手法と、臨床
的に審美修復処置を行うポイントを解説する。

　In recent years, restorative dentistry has undergone a paradigm shift 
and become less invasive due to rapid developments in restorative 
materials. Thanks to the high quality of today's adhesives as well as 
the outstanding esthetic potential of resin composite systems, den-
tists have been handed tools for directly creating restorations that are 
comparable in many respects with the aesthetic and functional prop-
erties of indirectly fabricated restorations. Despite these advances, the 
durability of bonded restorations remains uncertain. This presentation 
will review diff erent structures of the bonding interfaces and relate to 
clinical long-term successful outcomes of adhesive restorations.

演者関連本

改訂版コンポジッ
トレジン修復のサ
イ エ ン ス ＆ テ ク
ニック QDT 2016年 8 月号

9：00 ～ 9：30

歯質接着耐久性の獲得と
コンポジットレジン修復の実際
Bonding durability and clinical performance of composite 
restorations

宮崎真至 Masashi Miyazaki　日本大学 Nihon University

　接着歯学の発展と新しい修復材料の登場によって、近年の審美修復
治療はよりMI（ミニマルインターベンション）で審美性に優れたものと
なった。一方で、あまりにも多くの修復材料や接着材料があるために、
修復方法や材料の選択が複雑化しているのが現状である。直接法である
ダイレクトボンディングの適応症は拡大し、間接法では修復材料によっ
て形成も変わる。予知性の高い審美修復治療を行うためには、的確な修
復法の選択と精密なステップが必要になる。
　今回、修復方法の選択と接着歯学を最大限に活かすためのコツについ
て、症例を提示しながら解説したいと思う。

  The recent advancement in adhesive dentistry concept and materials have 
made esthetic dental rehabilitation more esthetic and minimally invasive 
(MI). Along with those advancements, the right selection of the materials 
and methods have become more challenging. For instance, indications for 
direct bonding have been expanded and the tooth preparation protocol for 
indirect bonding has been modifi ed; therefore, it is essential for clinicians to 
understand correct treatment concept and appropriate treatment selection 
to achieve highly anticipated esthetic treatment outcome.
  In this lecture, the presenter will present the tips how to maximize the 
clinical knowledge of adhesive dentistry by showing the actual clinical cases.

9：30 ～ 10：00

精密な審美修復治療
～Direct or Indirect?～
Precision in esthetic rehabilitation 
～Direct or indirect?～

天川由美子 Yumiko Amakawa　東京都開業 Private Practice in Tokyo

演者関連本

the Quintessence 
2015年12月号

動画で学ぶ臨床テク
ニック

　重合収縮ストレスに関する問題点の解決と、コンポジットレイヤリン
グテクニックの促進のため、化学重合体（ポリマー）技術の進歩と新たな
レイヤリングテクニックが推奨されてきた。重合収縮の少ないコンポ
ジットレジンが容積の大きな窩洞用に開発され、従来の積層レイヤリン
グの必要性がなくなった結果、コンポジットレジン修復の手技は簡潔化
された。
　本講演では、現代のコンポジットレジンの適応症、実際のコンポジッ
トレイヤリングテクニック（象牙質、有彩色・無彩色エナメル質）、少な
いレイヤリングでの方法、そして重合収縮の少ないコンポジットレジン
について、NYUでの研究結果を交えて発表する。

　In order to overcome problems related to shrinkage stress, as well to facili-
tate composite layering techinques, advances in polymer chemistry engineer-
ing along with new layering techniques have been proposed. Low shrinkage 
composites have been developed for bulk filling of cavities, eliminating the 
steps required in traditional layering techniques, which substantially simplifi es 
composite resin restoration procedures. 
　This lecture will discuss indications of composites nowadays, including actual 
techniques for composite layerings(dentin/chromatic/achromatic enamel); the 
modifi ed technique using less layers; as well as the low shrinkage composites. 
Results obtained by research done in NYU will also be presented.

演者関連本

Shortcuts
in Esthetic
Dentistry（英語版）

10：00 ～ 11：30 逐次通訳 consecutive interpretation

セラミック時代におけるコンポジットレジンの役割：
コンセプトとテクニック
Role of composites in a "Ceramics Era": 
Concepts and technique

Ronaldo Hirata　ブラジル開業 Private Practice in Brazil
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59◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　Direct Restorationは世界中で行われている修復治療の一手法である。
近年ではより審美的かつ自然な仕上がりを目指し、Composite Resin（以
下CR）の色調や光透過性、光の屈折率、蛍光性などが天然歯に近似する
よう開発が進んでいる。象牙質やエナメル質の色調特性に合ったCRを
Layeringすることで天然歯に近似した結果になるはずだが、各部位の形態
や厚みのバランス、何層に分けるべきなのかの基準が曖昧であり、また
多種多様なLayering Techniqueが各誌面で紹介されているため混乱を招い
ているのが実際である。そこで今回は、歯牙がAgingによってどのように
変化し、どのような特徴があるのかを考察し、各Aging Stageに合わせた
Layeringをするために何を指標にするべきかをケースを交えて解説したい。

  The direct composite restoration is one of the most popular restor-
ative methods. Composite resin has been evolved to achieve more 
natural esthetic restorative outcome in regards to color, translucency, 
refl ectance and fl uorescent. Natural tooth shade should be achieved 
by layering appropriate enamel and dentin shade composite resin 
materials. However, it is quite confusing for the clinician to fi gure out 
the right technique since there are a lot of diff erent layering technique 
available. The lecture focuses on the characteristic of shade transfor-
mation with age and the guidelines of a successful layering technique.

演者関連本

QDT別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デン
ティストリー 2018

11：30 ～ 12：00 

Aging stageに合わせたdirect restorationに
おけるlayering technique
Direct restoration layering technique based on the patient’s 
age

青島徹児 Tetsuji Aoshima　埼玉県開業 Private Practice in Saitama

動画で学ぶ臨床テク
ニック

Memo
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60 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　13：00 ～ 17：30対象：

まだまだ多い多数歯欠損！　
総義歯、RPD、IOD：可撤性義歯の治療技術を極める！D

HALL

会議センター
５階 502号室

座長
前田芳信
大阪大学

演者関連本

インプラントオー
バーデンチャーの
臨床とエビデンス
Ｑ＆Ａ─インプラ
ントをしていてよ
かったと思っても
らうために─

その 補 綴 に 根 拠
は あ る か ─ 冠・
ブリッジ・義歯・
インプラントに対
応─

13：00 ～ 13：20

まだまだ減らない多数歯欠損
～ライフステージと多数歯欠損の選択肢～
前田芳信　大阪大学

　多数歯欠損に対する治療には多様な選択肢が存在し、
その選択は個々の症例のライフステージや生活環境に応
じて達成目標を設定したうえで行う必要がある。また、
長期経過も考慮し、全身の健康状態や口腔内の変化に柔
軟に対応できるようにする必要もある。

　本セッションにおいては可撤性補綴に焦点をあてて、
総義歯、RPD、IODで対応する際のポイントや陥りやす
い問題点への対応などについて、各分野のエキスパート
からお話しいただけるものと期待している。

13：20 ～ 13：50

欠損歯列の流れを考慮したインプラントの適用を考える

永田省藏　熊本県開業

　咬合崩壊の終末にさしかかり、残存歯の条件や対向関
係が悪化した歯列に対し、可撤性補綴の目標として、ど
のようなアプローチが有効であろうか？ 機能回復とと
もに清掃性や審美性などを考慮しつつ、新たな支持の確
保や加圧因子の削減などの方策によって、力学的に不良

な歯列を、安定した歯列に改変する必要性が認められる。
インプラントの適用においても、残存歯に代わって義歯
を支えるだけではなく、より安定した欠損歯列の流れに
導くことが鍵になると考える。

演者関連本

見る目が変わる！
「欠損歯列」の読み
方，「欠損補綴」の
設計

演者関連本

the Quintessence 
2017年 5 月号

QDT別冊
阿部二郎と 5 人の
スーパー歯科技工
士が同一難症例で
示す─ひとつでは
ない、噛める総義
歯の姿─

13：50 ～ 14：20

総義歯治療のマネジメント
～Dynamic Impressionを活かす～
松丸悠一　北海道勤務

　演者は総義歯治療に特化して臨床を行っており、高い
機能回復と、それ以上に「どのようなアプローチが患者
に受け入れられるか」について日々思索している。その
なかで、「維持力があり、痛みや違和感が少ないといっ
た事実」と「時間軸を利用した顎位の確認」「術者・患者間

の適切なコミュニケーション」が重要だと考えている。
　これらを確実なものにするために、演者の臨床には
Dynamic Impression Techniqueが欠かせない。本発表で
は、アプローチの実際、そして難症例のマネジメントに
ついてお話しさせていただく。

14：20 ～ 14：50

歯列欠損の大きさによる各ライフステージの
義歯治療時における注意点とコツ！
松本勝利　福島県開業

演者関連本

QDT 2017年10月号GDS総義歯の真髄
　超高齢社会が加速度的に進行していく最近の動向のな
かで、今後ニーズが高まる歯科治療は、部分欠損に対す
る補綴治療であると判断できる。そして、歯列欠損は床
義歯が口腔内に装着されるとさらに拡大してしまう傾向
にある。

　これを防止するために、部分床義歯の設計はどうす
れば良いか、床義歯にインプラントを併用する際の注
意点、全部床義歯治療時の注意点、そして最後に“Aging 
Implant”にはどのように対応していけば良いかなどを、
会場の皆さんとともに考えていきたい。

演者関連本

エビデンスに基づ
いたペリオドンタ
ルプラスティック
サージェリー―イ
ラストで見る拡大
視野での臨床テク
ニック―

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 1
機械・構造的合併
症編─他院からの
イ ン プ ラ ン ト ト
ラ ブ ル 患 者 レ ス
キュー─

15：00 ～ 15：30

Treatment planning for lifelong implant

奥野幾久　大阪府開業

　高齢患者の増加により、インプラントの治療分野はこ
れまで論じられてきた安全・確実な治療術式の確立にく
わえ、将来を見据えた上部構造の設計・改変やメインテ
ナンスプログラムの構築へと、新たな局面を迎えている。
このような背景から、インプラントオーバーデンチャー

（IOD）に注目が集まっているが、安易な適用はかえって

日常臨床におけるトラブルを招く原因となり、とくに上
部構造設計やインプラント埋入位置に関しては、固定性
装置と同様に慎重な判断が必要となる。
　本講演では、長期安定を考慮したIOD設計のポイント
を、臨床的考察を加えながら述べてみたい。
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61◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

よい義歯　だめな
義歯─鈴木哲也の
コンプリートデン
チ ャ ー17の ル ー
ル─

15：30～16：00

コンプリートデンチャーの難症例を解く

鈴木哲也　東京医科歯科大学

　顎堤吸収が著しい難症例が増えたことから、特殊な印
象法への過度な期待と誤解も散見します。しかし、コン
プリートデンチャーの成否を握る鍵は、咬合です。
　じつは印象面から得られる力（維持力）は、噛むたびに
義歯を押さえる力（咬合力）に比べれば、わずかなもので
す。ほどほどの印象でも適切な咬合が付与されれば、義

歯は予想以上に安定し、よく噛めるものです。難症例ほ
ど、この咬合力を適切にコントロールできるかが重要で
す。
　そこで、フラビーガム難症例などをもとに、咬合から
診た｢よい義歯とだめな義歯｣の分岐点を解説します。

演者関連本

QDI 2017年No.4QDI 2017年No.3

16：00～16：30

総義歯補綴臨床を基礎とする多数歯欠損インプラント補綴

寺西邦彦　東京都開業

　オッセオインテグレイテッド・インプラントが紹介さ
れ臨床応用されるまでは、無歯顎症例における補綴オプ
ションは唯一、総義歯補綴のみであった。しかしながら、
無歯顎患者のQOLの向上を考慮した場合、インプラン
ト補綴は現在、多数歯欠損症例における補綴オプション
の第一選択になったと言っても過言ではないだろう。

　総義歯補綴臨床と無歯顎インプラント補綴臨床は一
見、大きく異なった臨床と思えるかもしれないが、対象
が無歯顎患者といった点では同様である。
　本講演では、無歯顎補綴臨床の目的の正しい理解を達
成するための、総義歯補綴臨床を基礎とする多数歯欠損
インプラント補綴の重要性を取り上げてみたい。

演者関連本

ザ・クリニカルク
エスチョン─臨床
家が知りたい「あ
の」インプラント
の疑問に論文と経
験で答える─

インパクトの高い
インプラント100
論文＆80症例

16：30～17：00

要介護を見据えたIODの有用性
～IOS、 ₃ Dプリンター、マグネットの利用～
田中譲治　千葉県開業

　インプラントは優れた治療であるが、要介護を見据え
た場合には多くの課題が残されている。このようななか、
取扱いしやすいIODが注目されている。IODは口腔周囲
筋の運動制御が低下した場合でも義歯を維持、安定させ
られるなど、要介護状態でもインプラントが優れた効果
を発揮する。

　そこで、IODの有用性と、IOD設計変更必要度レベル
評価（NSO評価）を提示するとともに、要介護状態に適
したマグネットIOD症例をとおして、IOS（口腔内スキャ
ナー）や 3 Dプリンターの要介護を見据えた利用法と可
能性についても述べてみたい。

演者関連本

下 顎 総 義 歯 吸 着
テクニック ザ・
プ ロ フ ェ ッ シ ョ
ナル― ClassⅠ／
Ⅱ／Ⅲの臨床と技
工、そしてエステ
ティック―

4 -STEPで完成　
下 顎 吸 着 義 歯 と
BPSパーフェクト
マニュアル─全無
歯顎症例に対応─

17：00～17：30

シングルデンチャーを克服する

阿部二郎　東京都開業

　上下顎のどちらかに残存歯のあるシングルデンチャー
は、上下総義歯よりも対応が難しい場合がある。天然歯
で噛みたいという無意識の生体反応が、義歯の咬合のバ
ランスを崩すからである。特に厄介なのは、下顎前歯だ
けが残って挺出しているケースである。ケリーのコンビ

ネーション・シンドロームに代表されるように、前歯部
に炎症性のフラビーガムをつくったり、義歯の落下を誘
発させる。
　そこで今回は、上顎や下顎のシングルデンチャーを安
定させる解決策を提示し、皆様のお役に立ちたいと思う。
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62 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

E
HALL

超少子高齢社会の小児歯科：
Early Treatmentを考える
Pediatric Dentistry with Fewer Children and an Aging Society : 
What’s the Role of Early Treatment?

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00

座長　Chairman
石谷徳人　Norihito Ishitani
鹿児島県開業
Private Practice in Kagoshima

会議センター
５階 511・512号室 対象：

早期治療─成長発
育のエビデンスと
治療戦略─（翻訳）

the Quintessence
2017年12月号

　近年、海外の学術論文や国内の学術団体の中で上顎前突の早期治療に
おける否定的見解が示され、かかりつけ歯科医による早期治療のトラブ
ル事例がマスコミ等でも取り上げられるようになった。これらの見解や
事例があらゆる早期治療にまで否定的な印象を与えているのは大変残念
である。早期治療によって顎顔面の成長発育を正しく誘導し、機能的か
つ審美的で安定した永久歯列咬合に導くことは、小児歯科医療の向上に
とって必要不可欠である。
　本講演では、責任ある早期治療を行うための基本的な視点と注意点に
ついて一緒に考えてみたいと思う。

  In recent years, a negative opinion towards early treatment for maxil-
lary protrusion has been raised by an international research paper and 
a domestic orthodontic society. Newspapers and TV shows picked up 
problematic cases resulting from early treatment after the opinion was 
released to the public. It is a pity that the opinion has cast a negative 
light on every early treatment. Early orthodontic treatment has a 
potential to lead a child to an optimal pathway of growth and develop-
ment including dentition. It is an essential part of pediatric dentistry.
  In this session, fundamentals when practicing early treatment are 
discussed.

演者関連本9：00 ～ 9：15

早期治療の是非論と正しく向き合うために
～われわれは何を学び実践すべきか?～
Early treatment : Necessary or not ? How to deal with the 
issue and what do we have to study and practice?

石谷徳人 Norihito Ishitani　鹿児島県開業 Private Practice in Kagoshima

　わずかな歯列不正であっても、「いつごろから子どもの矯正治療を始
めたらいいのか？」という不安をもって来院する保護者は多いと考えら
れる。保護者の中にも矯正歯科治療経験者がいるなど、近年早期治療へ
の注目が高まってきている。早期治療を行うためには、一般開業医、小
児歯科医、矯正歯科医が成長発育期の子どものために不正な咬合発育を
モニタリングし、早期発見することが必要である。また専門的な診査や
診断、それに基づいた適用可能な早期の治療戦略や治療法（マネジメン
ト）を備えておく必要がある。

  Parents often visit dental clinics with anxiety about their children, 
asking “When should my child start orthodontic treatment?” even 
though the child has minor malocclusion. These days, people are 
paying more attention to early treatment because orthodontic treat-
ment has become well known and talked about topic. For proper early 
intervention, it is essential to check children regularly and to find 
an inception of malocclusion. These checks may be carried out by 
general dentists, pedodontists, and orthodontists. It is mandatory for 
the dentists to possess enough knowledge to practice early treatment.

演者関連本9：15 ～ 9：40 

矯正歯科治療における早期介入

Early intervention in orthodontic treatment

嶋  浩人 Hiroto Shima　石川県開業 Private Practice in Ishikawa

早期治療─成長発
育のエビデンスと
治療戦略─（翻訳）

　初期不正咬合は、歯列や上下顎関係を変化させうる異常のサインである。異
常の原因と形態形成を理解することにより、生じつつある不正咬合を早期に発
見し、介入することができる。小児歯科医と一般歯科医は、生じつつある不正
を早期に発見し、介入するカギとなる存在である。本講演の目的は次の 3 点で
ある。
1 ． どのようにして、またいつ病的な因子が正常咬合に影響するのかを検証す

ること
2 ． 初期不正咬合早期発見のために重要な臨床上、またはX線上のサインを紹

介すること
3 ． 異常に対して、もっとも効果的な早期介入の方法とタイミングを示すこと

Incipient malocclusions are sign of developing abnormalities which can 
deviate into dental or dento-skeletal malrelationship. Understanding the 
etiology and morphogenesis of abnormality can guide us in early detection 
and intervention of developing malocclusion. Pediatric dentists and gen-
eral practitioners are in a key position in early detection and intervention 
of developing irregularities. The purpose of this presentation is three folds:  
1. To verify how and when etiologic factors can aff ect normal occlusion. 
2. To introduce important clinical and X-ray signs, for early detection of 
incipient malocclusions. 3. To show how and when early intervention can 
be most eff ective in developmental abnormalities.

演者関連本

E a r l y - A g e 
O r t h o d o n t i c 
T rea tment（英語
版）

9：40 ～ 11：00 逐次通訳 consecutive interpretation

初期不正咬合の早期発見と介入

Early detection and intervention of incipient malocclusions

Aliakbar Bahreman　ロチェスター大学（米国） University of Rochester, USA
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63◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

ＧＰ・小児・矯正
が共に考える 実
践 早期治療─子
ど も の 育 ち を サ
ポ ー ト す る た め
に─

　歯列不正の多くは切歯交換期に前歯部の叢生や少数歯の反対咬合など
に始まり、患者家族や歯科医師がその不正に気づくことが多い。切歯交
換期より咬合誘導（早期矯正治療）を開始し、主訴を改善できても、側方
歯群交換期に前歯部叢生の再発や上下顎が予期せぬ成長発育をして対処
できないなど、さまざまなトラブルを生じることは多い。咬合誘導は切
歯交換期の治療より、永久歯列完成までの側方歯群交換期の対処が一番
難しい。今回は切歯交換期からの咬合誘導の利点と欠点、および側方歯
群交換期におけるその対処法について述べてみたいと思う。

　Many malocclusions may start with incisor crowding and crossbite 
in Hellman dental ageⅢA ( the transitional stage of incisors), often 
noticed by a patient’s family and a dentist. Though the initial problem is 
solved by early orthodontic treatment started from Hellman dental age
ⅢA, a relapse of incisor crowding and unexpected jaw growth often 
happens. It is more diffi  cult managing from Hellman dental ageⅢB (the 
transitional stage of lateral segment teeth) to ⅣA（permanent denti-
tion）than managing from ⅢA to ⅢB in early orthodontic treatment. 
Therefore in this session, the advantages and disadvantages of early 
orthodontic treatment and the countermeasures will be discussed.

演者関連本11：00 ～ 11：30 

咬合誘導～側方歯群交換期のトラブルとその対策～

Early orthodontic treatment ： Problems and countermeasures in Hellman 
dental ageⅢB (the transitional stage of lateral segment teeth) 

関崎和夫 Kazuo Sekizaki　新潟県開業 Private Practice in Niigata

GPのための咬合
誘導─効果的な歯
列拡大と床矯正の
限界─

　発達期の不正咬合を永久歯列完成まで放置しておくことは、噛みとる
ことを含めた咀嚼機能を獲得するのか、置き去りにするのかという点で
子どもの「食」行動を変化させ、味覚形成や嗜好にまで影響を与える可能
性がある。咀嚼機能も舌の機能も呼吸様式も、発達段階で獲得していく
ものである。当院では、発達期の治療が子どもの健康に直接寄与できる
ものと考え、管理栄養士もスタッフに迎えてバランスのとれた栄養摂取
を目指した介入を行っている。
　今回は、「食」を軸にした当院のシステムについてご紹介しご意見を賜
りたい。

  If a malocclusion in development stage is untreated before accom-
plishment of permanent dentition, it may have a critical influence 
on eating behavior and sense of taste. Masticatory functions and 
respiratory patterns are acquired in this critical period. In our clinic, a 
managerial dietician helps children to eat a balanced diet.
In this session, a concept of our clinic relating to diet is presented.

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
小 児 歯 科・ デ
ン タ ル ホ ー ム 
YEARBOOK 2016 
─今，あるべき小
児 歯 科 臨 床 を 探
る─

11：30 ～ 12：00

「食」を軸にした発達期のEarly treatment

Early treatment focused on diet

柿崎陽介 Yosuke Kakizaki　宮崎県開業 Private Practice in Miyazaki
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64 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　13：00 ～ 17：30

E
HALL

インプラント治療における解剖学的・外科的考慮点と
全身疾患
Anatomical/Surgical Considerations and 
Systemic Disease in Implant Treatment

座長　Chairman
坪井陽一　Yoichi Tsuboi
フリーランス口腔外科医
Freelance Oral Surgeon

会議センター５階
511・512号室 対象：

アナトミー―イン
プラントのための
外科術式と画像診
断―（翻訳）

　インプラント治療と関連する骨再生治療の成功には、全身状態、局所
状態、埋入部位と周囲臓器を含めた系統だった診査診断と術中解剖指標
の確認を必要とする。たとえば、洞底挙上術では鼻腔副鼻腔、下顎臼歯
部埋入では下顎管の術前画像診断が不可欠で、術中指標としてオトガイ
孔や梨状口などの明示が必要な場合もある。
　本セッションのイントロダクションとして、 1 ．インプラントを視野
に入れた診査診断の特徴、2 ．上顎洞底挙上術の適応症選択の基本、3.下
顎管診断の基本、この 3 項目を概説する。

　Confi rmation of intraoperative anatomical landmarks and diagnostic imaging with 
considering patient’s systemic and local conditions, implant placement sites, and 
surrounding organs, are required to success bone regenerative therapy in implant 
treatment. For instance, diagnostic imaging of paranasal sinus is requisite for maxil-
lary sinus fl oor elevation. Diagnostic imaging of mandibular canals before implant 
surgery is also required for implant placement in posterior regions. Identifi cation 
of mental foramen and/or anterior nasal aperture are important as intraoperative 
anatomical landmarks. The aims of this introduction lecture are to explain, 1) char-
acteristics of diagnostic imaging with considering implant therapy, 2) basic decision 
making when maxillary sinus fl oor elevation, and 3) diagnosis of mandibular canals.

演者関連本13：00 ～ 13：20 

インプラント治療における画像診断と解剖指標

Anatomical landmark and diagnostic imaging in implant 
treatment

坪井陽一  Yoichi Tsuboi　フリーランス口腔外科医  Freelance Oral Surgeon

アナトミーからの
インプラント外科
手順チェックリス
ト

アナトミー―イン
プラントのための
外科術式と画像診
断―

　生理的な加齢現象や歯牙喪失の結果として、上下顎には歯槽骨の萎縮
が起こる。上顎骨の吸収に起因して上顎洞と鼻腔底が挙上する。下顎で
は、顎下腺窩や予想外の下歯槽神経・動脈の広がりに起因して、インプ
ラント治療を行う患者の治療計画が複雑化する。下顎切歯管や舌側孔を
含む解剖学的構造体は、神経や動脈に対する詳細な解析の一部として診
査すべきである。本講演では、インプラント治療を行う患者に対する骨
喪失の解剖学的意義を述べようと思う。

　During the physiological ageing process and as a consequence to loss of 
teeth, atrophy of the alveolar bone takes place in both arches. In the maxilla, 
this bone resorption causes pushing the limits of the maxillary sinus and the 
nasal fl oor at the expense of a degraded bone. In the mandible, treatment 
planning for dental implant patients is often complicated by the subman-
dibular fossa and the unknown extent of the anterior loop of the inferior 
alveolar neurovascular bundle. Anatomical structures including mandibular 
incisive canal (MIC) and lingual foramen (LF) should also be examined as 
part of the detailed analysis for their neurovascular structures. This lecture 
will cover the anatomical implications of bone loss for the implant patient.

演者関連本13：20 ～ 14：50 逐次通訳 consecutive interpretation

デンタルインプラント埋入に関連した
上顎骨と下顎骨の解剖学的ランドマーク
Anatomical landmarks of the maxilla and the mandible 
related to dental implant placement

Louie Al-Faraje　米国開業  Private Practice in USA

アナトミーからの
インプラント外科
手順チェックリス
ト

インプラント デ
ンティストリー　
エ ン サ イ ク ロ ペ
ディア

　ショートインプラントや表面性状の改質をもってしても、インプラン
トの長期機能のためには上顎洞底挙上術を避けて通れない症例は多い。
上顎洞底挙上術の術中には血管損傷による出血の可能性があり、これを
避けるために脈管解剖の熟知と術前診断が求められる。術中に上顎洞粘
膜を断裂させて移植材料を固有上顎洞内へ溢出させることにより感染が
惹起されると、自然孔とOstiomeatal complexの閉鎖から慢性副鼻腔炎
へ移行すると困難な問題となる。術後上顎洞炎になりやすい症例と、な
りにくい症例は、術前の画像診断で峻別する。

　In many clinical cases, maxillary sinus fl oor elevation is required for 
long-term clinical outcome in implant treatment, even though short 
implants and implants with improved surface have been developed. 
Full knowledge and preoperative diagnosis of maxillary vascularity are 
requisite for avoiding unconsidered bleeding during maxillary sinus 
fl oor elevation. Chronic sinusitis induced by closure of natural orifi ce 
and ostiomeatal complex due to graft material invasions into maxillary 
sinus through teared membrane, is severe complication in sinus fl oor 
elevation. Post-operative maxillary sinusitis may be predicted by pre-
operative diagnostic imaging.

演者関連本14：50 ～ 15：20 

上顎洞底挙上術の継発症を回避するための
解剖学的考察
Anatomical considerations to avoid complications following 
maxillary sinus fl oor elevation

嶋田  淳 Jun Shimada　明海大学 Meikai University

インプラントのた
めの骨採取・骨移
植・ 骨 造 成 テ ク
ニック─ワンラン
クアップに役立つ 
基本からアドバン
スまで─
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65◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

QDI 2017年No.6QDI 2015年No.4

　超高齢社会のわが国では、インプラント治療を求める患者の高齢化も
かなり進み、さらにその多くは何らかの全身疾患を有している。このよ
うな方々に安心安全なインプラント治療を提供していくためには、基本
的な医学的知識に基づいた医療面接(問診）を行って全身状態を把握し、
必要に応じて主治医へ病態や歯科治療での注意事項なども照会しておか
なくてはならない。その上で、できるだけ低侵襲な手術手技のもと、確
実なインプラント治療を提供しなくてはならない。
　本講演では、このような高齢者へのインプラント治療におけるポイン
トをわかりやすくお伝えする。

　The number of older people who wish implant treatment has been 
increased in super aging society Japan. Many of them have some 
systemic diseases aff ecting implant treatment. To provide safe implant 
treatment to these older patients, understanding patient’s systemic 
conditions and corporation with medical doctors in regard to patient’s 
systemic diseases and dental treatment including implant therapy are 
absolutely required. Safe implant treatment should be provided based 
on minimal invasive surgical procedures. Here, implant treatment in 
older patients with systemic diseases will be presented.

演者関連本15：20 ～ 15：50 

高齢者へのインプラント治療
～全身疾患への対応と低侵襲な手技～
Implant treatment in older patients：Consideration for 
systemic diseases and minimal invasive surgical procedures

松野智宣 Tomonori Matsuno　日本歯科大学 The Nippon Dental University

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 2  
患者由来性合併症
編 全身疾患・ 薬
剤投与に起因する
インプラントトラ
ブルのリカバリー

　上顎洞は個人差、左右差に加え、経時的変化や患者の全身状態によっ
ても大きく影響される箇所である。私たちが上顎臼歯部領域にインプラ
ントを埋入する際には、合併症となり得る洞底粘膜、隔壁、自然孔、外
側骨血管吻合など留意すべき上顎洞の解剖について深く知っておく必要
がある。
　今回、サイナスアプローチを確実に成功させるための外科手技の考慮
点とトラブルに対する対処法も紹介し、また、近年広く知られるように
なった、低侵襲に行えるサイナスアプローチのための外科手術器材の可
能性と限界について、私が手がけた数々の症例を通じて報告したい。

　Maxillary sinus is aff ected by individual variation, bilateral diff erence, 
time-dependent changes, and systemic conditions. Anatomical char-
acteristics such as sinus fl oor membrane, septum, natural orifi ce and 
vascular anastomosis should be recognized when implant placement is 
performed in maxillary posterior regions. In this lecture, considerations 
of surgical approach to success maxillary sinus floor elevation will 
be introduced. Moreover, treatment strategies of several complica-
tions after sinus floor elevation will be introduced. Possibilities and 
limitations of surgical instruments to perform minimal invasive sinus 
approach will be presented in my own some clinical cases.

演者関連本15：50 ～ 16：20 

上顎洞挙上術における解剖学的・外科的考慮点と
低侵襲なサイナスアプローチ
Anatomical and surgical considerations, and minimal invasive 
approach of maxillary sinus fl oor elevation

高橋恭久 Yukihisa Takahashi　東京都開業 Private Practice in Tokyo

インプラント武者
修行ー海外留学・
製 品 開 発 へ の 挑
戦！ー

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 2  
患者由来性合併症
編 全身疾患・ 薬
剤投与に起因する
インプラントトラ
ブルのリカバリー

　インプラントのトラブルの一因として、患者由来のものが考えられる。
患者特有の全身疾患や習癖、局所的な要因により、さまざまなインプラ
ントトラブルが生じている可能性がある。特に喫煙による感染、BP剤
投与による腐骨形成、ブラキシズムによるインプラントの破損等を経験
することがある。
　今回、臨床的な観点から、さまざまなインプラントに生じたトラブル
を提示し、その対応についても言及したいと思う。

   In implant dentistry, patient-based complications could occur due 
to patient’s systemic diseases, habits and local factors. In this lecture, 
patient-derived complications and treatment strategies of these 
complications will be presented from a clinical viewpoint.

演者関連本16：20 ～ 16：50 

患者由来によるインプラントトラブル

Patient-derived complications in implant dentistry

中島  康 Yasushi Nakajima　大阪府開業 Private Practice in Osaka

インプラント術中
ア シ ス ト　 ベ ー
シ ッ ク テ ク ニ ッ
ク─こんな歯科衛
生 士 が ほ し か っ
た！─

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 2  
患者由来性合併症
編 全身疾患・ 薬
剤投与に起因する
インプラントトラ
ブルのリカバリー

垂直的および水平
的歯槽堤増大術─
ソ ー セ ー ジ テ ク
ニックと新たなコ
ンビネーショング
ラフト（翻訳）

　糖尿病患者は年々増加傾向にあり、インプラント治療を希望する患者
も増加してきている。糖尿病の創傷治癒不全や易感染性はインプラント
治療に悪影響をもたらし、手術とオッセオインテグレーションの獲得と
維持に対してのリスクファクターの一つになっている。そのため術前術
後に糖尿病をコントロールするとともに、メンテナンスケアを徹底する
ことがインプラント治療成功のために重要となる。
　今回は、糖尿病患者にインプラント治療を行う場合の注意点について
お伝えする。

   The number of diabetic patients has been increased every year, 
which aff ects implant therapy. Impaired wound healing and compro-
mised immune responses due to diabetes negatively affect implant 
treatment outcomes. Diabetes is a risk factor of oral surgeries, and the 
establishment and maintenance of osseointegration. Management of 
diabetes before and after oral surgery, and maintenance care of dental 
implant in diabetic patients are important factors in the success of 
implant treatment. In this lecture, consideration for implant therapy in 
diabetic patients will be presented.

演者関連本16：50 ～ 17：20 

糖尿病患者へのインプラント治療
～術前、術後、経過観察時における注意点～
Implant treatment in diabetic patients：Consideration for implant therapy 
in diabetic patients before and after surgery, and during follow-up

松田博文 Hirofumi Matsuda　奈良県開業 Private Practice in Nara
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66 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00対象：

ここが最初の防波堤！　予防時代の患者マネージメント

F
HALL

会議センター
３階 301号室

座長
林  美加子
大阪大学

演者関連本

the Quintessence
2018年 3 月号

削るう蝕 削らな
いう蝕

9：00 ～ 9：15

う蝕撲滅のための国際非営利組織ACFFへの日本支部としての参画

林  美加子　大阪大学

　WHOによると、世界人口の35%に相当する約24億の
ひとびとが永久歯のう蝕に罹患しており、依然として罹
患率が高い疾病であり続けている。この現状を解決する
ために、2010年に国際非営利組織Alliance for a Cavity 
Free Future (ACFF) が発足した。
　ACFFは「2026年以降に誕生する子供たちは生涯をと

おしてう窩を作らない」を地球規模でのゴールに設定し、
その活動は世界に広がっている。
　本講演では、ACFF Globalの背景・沿革と2018年 2 月
に発足したACFF日本支部の活動を紹介し、わが国のう
蝕マネージメントの方向性を考えてみたい。

歯科衛生士のため
の21世紀のペリオ
ドントロジー ダ
イジェスト―あな
たの知識は最新で
すか？―

別冊ザ・クインテッセ
ンス　外来・ 訪問診
療のためのデンタル・
メディカルの接点―
見逃さないオーラル
フレイル 明日から役
立つ口腔ケア デンタ
ルがメディカルにも
たらすメリット―

演者関連本9：15 ～ 9：45

自分自身の歯周病発症リスクを知る患者こそ最高の主治医

天野敦雄　大阪大学大学院

　バイオフィルムの病原性は時間とともに高まる。天秤
状態にあった「バイオフィルムの病原性」と「歯周組織の
抵抗力」の均衡が崩壊したとき、歯周病が発症する。個
人バイオフィルムの歯周病原性は十人十色。その病原性
を個々の患者に伝えることができれば、歯周治療は変わ
る。もしそれができるならば、歯周病発症リスクを知る

患者自身が最高の主治医となる。
　本講演では、最新の歯周感染論に加え、望ましい細菌
検査法、歯周状態から推し量るバイオフィルムの病原性
評価、生活習慣・全身疾患からのリスク評価について解
説したい。

演者関連本

the Quintessence
2016年 9 月号

the Quintessence
2015年 7 月号

9：45 ～ 10：15

メインテナンスを主体とする歯科医療の酒田から東京都心への輸出

熊谷直大　東京都開業

　日吉歯科診療所では38年にわたるメインテナンスを主
体とする歯科医療により、 5 歳以前から来院する患者の
80％以上が20歳までカリエスフリー、20年間継続して定
期的に来院する患者の平均喪失歯数は、0.9本となった。
　現在、山形県酒田市の人口の 1 割にあたる約 1 万人が、

う蝕と歯周病の疾患リスクに応じた予防プログラムに基
づき日吉歯科診療所で定期メインテナンスを受けてい
る。また、2016年 3 月には東京都に新診療所を開設した。
　本講演では日吉歯科診療所の現在の取り組みと今後の
課題についてお伝えしたい。

演者関連本

the Quintessence
2017年 5 月号

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
小 児 歯 科・ デ
ン タ ル ホ ー ム 
YEARBOOK 2016
─今，あるべき小
児 歯 科 臨 床 を 探
る─

10：15 ～ 10：45

小児・若年者の口腔の健康を守り育てていくために

伊藤 中　大阪府開業

　生涯にわたり歯科疾患で悩まされることなく、日常生
活を楽しむためには、まず20歳を健康な口腔内で迎える
ことが非常に重要である。小児・若年者の場合、う蝕予
防に焦点が当てられるが、たとえ12歳をカリエスフリー
で迎えることができたとしても、たんなる通過点に過ぎ
ない。メインテナンスを通じて、う蝕、歯周病を抑制し

ていくことが必須であり，患者に咀嚼・嚥下などの機能
を正しく身につけさせることも、歯科の重要な役割だと
考えている。
　本講演では臨床疫学データと症例を通じ、かかりつけ
歯科医院で何をなすべきかを考察する。

the Quintessence
2017年 2 月号

the Quintessence
2016年 5 月号

演者関連本10：45 ～ 11：15

CAMBRA “The standard of dental care”

麻生幸男　静岡県開業

　う蝕に対する昨今のアプローチは、口腔衛生の関連要
因の改善に焦点を当てている。CAMBRA（リスク評価に
基づくう蝕管理）は、う蝕を早期に予防、または治療す
るためのエビデンスに基づいたアプローチの 1 つであ
る。リスク因子と防御因子のバランスにより、患者のう
蝕リスク（ロー、ミドル、ハイ、エクストリーム）を特定

し、患者 1 人 1 人に最適化した治療・予防計画を立案す
るが、フッ化物製品などの使用を単に推奨しても根本的
な改善は望めない。
　本講演では、患者への動機づけと適切なう蝕管理のた
めの方法論について説明する。
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67◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

the Quintessence
2018年 8 月号

リスクが読める！ 
患者さんが動く！　
3 年目からの歯科
衛生士臨床

演者関連本11：15 ～ 11：45

ヘルスケア歯科診療とその成果

杉山精一　千葉県開業

　日本ヘルスケア歯科学会は1998年に研究会として発足
し、今年で20年となる。設立趣旨実現のためには「病因
論に基づいた治療と定期的健康管理を実践し、その結果
を常に検証し改善し続ける歯科診療システム」が必要で
あると考え、これを「ヘルスケア歯科診療」として普及に

努めてきた。日々の臨床はデータベースに蓄積され「ヘ
ルスケア歯科診療」の評価を行っている。
　本講演にて「ヘルスケア歯科診療」の概略を紹介し、小
児・若年者によるう蝕のマネジメントの成果と成人・高
齢者におけるメインテナンスの成果について報告する。

 10/6（SAT）　13：00 ～ 17：20対象：

エンド新時代！　ワンテーマで学ぶ歯内療法：器材・診断・治療

F
HALL

会議センター
３階 301号室

座長
北村和夫
日本歯科大学

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2017
最 新 エ ン ド の グ
ロ ー バ ル ス タ ン
ダード―基礎・解
剖から外科的歯内
療法まで―

演者関連本13：00 ～ 13：10

歯内療法のレボリューション
～歯・歯髄の保存への挑戦～
北村和夫　日本歯科大学

　近年、高度な医療技術を応用した新しい診査・診断・
治療法として、歯科用コーンビームCTと顕微鏡の併用
が注目されている。また、MTAの導入により歯・歯髄
の保存の可能性が広がっている。完成された学問と考え
られていた歯内療法は20年前と比べて大きく変化し、歯
内療法のレボリューションともいうべき進歩を遂げ、今

まさにエンド新時代を迎えている。
　本セッションでは、歯内療法のスペシャリストをお迎
えし、それぞれ得意とする分野にテーマを絞り、その極
意を皆さんにお伝えする。本セッションを先生がたの明
日からの臨床の参考にしていただき、歯内療法の成功率
アップにつなげていただければ幸いである。

the Quintessence
2018年 1 月号

演者関連本

the Quintessence
2018年 1 月 号 ～

（連載）

治 療 のStep-by-
Stepで理解する！
臨床で困らない歯
内療法の基礎

13：10 ～ 13：40

歯内療法における鑑別診断

吉岡隆知　東京都開業

　CBCTとマイクロスコープが利用されるようになり、
歯内療法の診断と治療は激変した。痛みの原因としての
根尖突出や歯根破折、症状のない歯根吸収、セメントー
マなどの根尖病変類似疾患など、さまざまな疾患の存在
がCBCTにより明らかになっている。マイクロスコープ

は特定した病変の治療を実現するための強力なツールで
ある。単に根管を見つける、ということに留まらない。
それでも 2歯根尖含有病変では、CBCTでも原因歯の特
定が困難な場合がある。それを解決するために歯内療法
の基本に忠実な診断力が求められる。

逆根管治療の真髄
Endodontic 
Breakthrough

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2017
最 新 エ ン ド の グ
ロ ー バ ル ス タ ン
ダード―基礎・解
剖から外科的歯内
療法まで―

演者関連本13：40 ～ 14：10

“Endodontic Microsurgery”
さらに侵襲の少ない外科処置を目指して
井澤常泰　東京都開業

　逆根管治療にマイクロスコープが導入され四半世紀が
過ぎようとしている。つい最近、CBCTによる診断が可
能となったことと相まって、根尖を正確に外科処置でき
るだけではなく、より骨削除量の少ない低侵襲な手術が
実践されるようになってきている。本講演はポジショニ

ング、倍率の選択、アシスタントワークがこの手術を円
滑に進めるうえでいかに重要であるかを解説する。また、
失敗症例からはその原因と再手術により歯を保存できる
可能性について、お話させていただく。

演者関連本

the Quintessence
2017年11月号

14：10 ～ 14：40

材料工学から考えるMTA

須藤 享　宮城県開業

　ProRoot®MTA発売から約20年、今やMTAは歯髄保存・
歯内療法において日常的に使用されるに至っている。す
でに手慣れた材料と思っているかもしれないが、本当に
MTAの特性を理解できているだろうか？
　MTAと同様、リン酸Caを主成分とするポルトランド

セメントの材料工学的特性を参考に、MTAの正しい取
り扱い方を再考してみたい。また、各MTAによって配
合される成分や割合は異なり、その特性も異なる。国内
で販売されている粉液タイプのMTAについて説明し、
症例に応じたMTA選択のための情報を提供したい。

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る―そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明―
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68 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

歯内療法の迷信と
真実―論文から学
ぶ成功へのヒント
―

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2017
最 新 エ ン ド の グ
ロ ー バ ル ス タ ン
ダード―基礎・解
剖から外科的歯内
療法まで―

演者関連本14：50～15：20

Vital pulp therapy
～歯髄保存療法の臨床的考察～
神戸 良　京都府開業

　歯内療法の目的は根尖性歯周炎の予防と治療である。
歯髄を保存することができれば根尖性歯周炎の予防につ
ながり、その臨床的意義は大きいものであると考えられ
る。近年、MTAに代表されるバイオセラミック系マテ
リアルが開発されたことにより、歯髄の保存は以前にも

増して注目を集めている。しかし、それらを使用するこ
とでVPT（Vital Pulp Therapy：歯髄保存療法）の基本的
なコンセプトは変わったのであろうか？
　本講演では、より予知性の高いVPTを行うために臨床
的考察を行ってみたい。

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2017
最 新 エ ン ド の グ
ロ ー バ ル ス タ ン
ダード―基礎・解
剖から外科的歯内
療法まで―

15：20～15：50

歯内療法領域におけるバイオセラミック材料の臨床応用

林 洋介　東京都開業

　Mineral Trioxide Aggregate（MTA）に代表されるバイ
オセラミック材料が歯内療法の領域において開発臨床応
用され、早20年以上経過している。我が国の保険制度で
はその適用範囲は歯髄覆罩のみに限定されているが、本
来これらの材料は逆根管充填材として、またパーフォ

レーションリペアの材料としてなど、その応用範囲は広
い。近年、MTAのジェネリックともいえる材料が欧米
では多く開発され、論文も多く発表されてきている。
　短い時間ではあるが、本講演では、これらの材料の特
性などを紹介したい。

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る―そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明―

the Quintessence
2016年 8 月号

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2017
最 新 エ ン ド の グ
ロ ー バ ル ス タ ン
ダード―基礎・解
剖から外科的歯内
療法まで―

演者関連本15：50～16：20

接着支台築造の勘所

渥美克幸　埼玉県開業

　歯内療法で達成すべきは「根管内から起炎物質を除去
すること」および「感染経路を遮断すること」の 2 点であ
る。また、根管充填後に行う支台築造は、一連の処置と
捉えるべきであり、その役割として後者（＝コロナルリー
ケージの防止）が求められる。これは、支台築造や補綴
の質が歯内療法の予後に影響するという報告からも裏付

けられる。
　本講演では、予知性の高い接着支台築造を行うために
演者自身が最重要と考えている“歯肉縁上歯質の獲得”、
“ファイバーアレンジメント”、“根管象牙質の接着”に関
し、臨床例も交えながら考察したい。

演者関連本

the Quintessence
2015年10月号

16：20～16：50

根尖病変と歯根破折の鑑別およびその対応

平井友成　福岡県開業

　デンタルエックス線上で透過像が見られ、感染根管治
療や歯周治療を行ってみたものの、改善が見られない
ケースに遭遇することがある。これは難治性のエンドも
しくはペリオ病変、またはセメント質剥離やパーフォ
レーションといったことが原因ということもあるが、と
くに歯根破折を起こしていることにより、治癒に至らな

いことを考慮しておく必要がある。
　本講演では、根尖病変と歯根破折の鑑別のポイント、
そして歯根破折を起こしている場合、歯を可能な限り保
存するための対応について、臨床例をとおして述べてみ
たい。

歯科衛生士2018年
6 月号「その病変

（ポケット）はペリ
オ？　歯科衛生士
が知っておきたい
エンド・ペリオ病
変」

the Quintessence
2017年 4 月号

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る―そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明―

演者関連本16：50～17：20

外科的歯内療法の新提案

吉田健二　大阪府勤務

　根管内を可能なかぎり清掃したにもかかわらず、根管
内の乾燥状態が獲得できない場合や瘻孔が消えない場合
には、感染が残存しており、そのまま根管充填しても治
癒しない可能性が高い。
　本講演では、そういった症例に対処するための外科術
式について、ディシジョンツリーを用いて解説し、既根

管充填歯に対する歯根端切除術と比較した利点などを示
したい。これらの術式は、高い成功率が報告されている

「エンドドンティックマイクロサージェリー」のエッセン
スを含みながらも難易度は比較的低いため、臨床に取り
入れやすいと考えている。
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69◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00対象：

インプラントの悩みに答える：
周囲炎と審美をひも解くG

HALL

会議センター４階
411・412号室

座長
渡邉文彦
日本歯科大学新潟生命歯学部

座長関連本

全身疾患別にわかる！歯
科インプラント治療のリス
ク度チェックとその対応

別冊 ザ・クインテッセンス
一般臨床家、口腔外科医のため
の口腔外科ハンドマニュアル’17

QDI 2018年No.2QDI 2016年No.4

演者関連本9：00～9：30

インプラント周囲骨吸収のファクターとそれらの対処法について考える

神保  良　愛知県開業

　インプラント治療の成功率は95％であることはもはや
エビデンスとして一般的に受け入れられているものの、
企業側から発表されているこのような数値と現実との
ギャップに疑問や不安を感じる歯科医師も多いと聞く。
インプラント治療最大の敵はインプラント周囲骨吸収で

あり、それらの原因と診断、そして対処法を把握するこ
とはインプラント治療の信頼性を回復する上で必須であ
ると言える。いわゆるインプラント周囲炎とはどのよう
なものなのかを理解することでインプラント治療の予知
性を向上させることができると考える。

演者関連本9：30～10：00

インプラント周囲炎：誰でもわかる！できる！　
科学的根拠による完全対応法
中居伸行　京都府開業

　インプラント治療は信頼性の高い治療方法として広く
普及しているが、インプラント周囲炎の罹患率は(いま
だ議論の余地はあるものの)、患者ベースで20％程度と
も言われている。したがって、今後われわれは充分なイ
ンテグレーションが得られたインプラントがその後にイ

ンプラント周囲炎に罹患したというケースに多く遭遇す
ることになると思われる。本講演ではインプラント治療
を行う誰もが知っておくべき基礎的事項を整理し、日常
臨床でその診断と科学的根拠に基づいたシンプルな処置
法を最新知見とともに供覧したい。

アナトミーからの
インプラント外科
手順チェックリス
ト

アナトミー─イン
プラントのための
外科術式と画像診
断─

演者関連本

驚くほど臨床が変
わる！こだわりペ
リオサブノート

10：00～10：30

インプラント周囲炎で骨抜きにならないために

平山富興　大阪府開業

　近年インプラント治療は、欠損補綴修復における選択
肢の一つとして、確固たる地位を築いたといっても過言
ではない。しかし、インプラント治療の普及にともない、
臨床におけるインプラント関連のトラブルに遭遇する頻
度も確実に増加している。特にインプラント周囲炎は、

その原因と対処法がいまだ議論されており、世界的にも
明確なコンセンサスは得られていないのが現状である。
そこで、本講演では現段階におけるインプラント周囲炎
の診断と対処法を整理するとともに、インプラント周囲
炎を起こさない治療について考察していきたい。

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 1
機械・構造的合併
症編─他院からの
イ ン プ ラ ン ト ト
ラ ブ ル 患 者 レ ス
キュー─

演者関連本

QDT別冊
Digital Dentistry 
YEARBOOK 2018

QDI 2016年No.6

10：30～11：00

インプラント審美を紐解くキーワード、
それは「Maintain Anatomy！」
飯田吉郎　愛知県開業

　前歯部のインプラント治療において審美的に良好な結
果を得るためには、抜歯によって失われた硬・軟組織を
抜歯前の状態に回復させ、それを永く維持する事が求め
られ、それには高度な外科手術が複数回必要となる場合
もある。しかし、発想を転換し、抜歯前の解剖学的形態

を維持する方法を用いる事ができれば、それを再建する
よりも術式は容易となり、予後の確実性も増す。今回は、
Partial Extraction Therapyやデジタル技術を応用して、
術前の解剖学的形態を維持し、審美的に良好な結果を獲
得する方法を提案する。

演者関連本11：00～11：30

時間軸から考える審美領域におけるインプラント治療戦略

林  丈裕　東京都開業

　インプラント修復治療において、治療期間は患者の社
会的生活背景を考慮する上で欠かせない重要な要素であ
り、時代の要求は、低侵襲治療 へと移り変わっている。
抜歯のタイミング(Immediate, Early, Delayed)、インプ

ラント埋入手技（ 2 回法、 1 回法、即時プロビジョナリ
ゼーション）によってもさまざまな治療期間を呈する。
今回、治療期間を含めた補綴的最終ゴールを見すえた戦
略的アプローチについて症例を供覧し考察していきたい。

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
イ ン プ ラ ン ト 
YEARBOOK 2017
インプラント治療
の10年後を予測す
る―メーカーの視
点から見た現状と
未来像―

QDI 2015年No.1
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70 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本

絵で見る！ 患者
さんのための一生
使える インプラ
ントガイドブック

垂直的および水平
的歯槽堤増大術─
ソ ー セ ー ジ テ ク
ニックと新たなコ
ンビネーショング
ラフト（翻訳）

11：30～12：00

国際的にみたインプラント周囲炎治療の基本と臨床

原田和彦　東京都開業

　インプラント治療は確実な治療法として認識され現在
一般的な治療法となってきた。一方で、インプラント周
囲炎は埋入後の合併症として比較的高い罹患率を示すに
もかかわらず、初期病変に自覚症状が少ないため放置さ
れ重症化してしまうことが多い。

　しかし、その治療法はいまだに確立されておらず確固
たるデータに欠けているのが現状であるが、国際的にみ
ると一つの方向性がみえてきている。そこでインプラン
ト周囲炎の基本的事項および治療症例についてその病態
把握を含めて報告したい。

 10/6（SAT）　13：00 ～ 17：30対象：

局所から全顎まで！
日常臨床に生かす歯科矯正G

HALL

会議センター４階
411・412号室

座長
加治初彦
東京都開業

座長関連本

インプラント治療の根拠とそ
の実践─スペシャリストが考
える optimal treatment─

演者関連本

the Quintessence
2013年11月号

13：00～13：30

矯正治療を臨床応用したフルマウスリコンストラクションにおける
低浸襲なアプローチ
渡辺隆史　福島県開業

　フルマウスリコンストラクションにおいては、歯内療
法からインプラントまで、あらゆる臨床分野を総動員し
て質の高い治療を行うことが求められる。その中でも補
綴治療は、そのほとんどが不可逆的な治療なため、長期
的な予後を考えると、その介入範囲を可能な限り少なく

することが望ましい。
　今回、最大の患者利益を生むための低侵襲なアプロー
チとして、補綴的な介入範囲を最小限にするために矯正
治療をどのように臨床応用したらよいか、その要点を報
告する。

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
咬 合 YEARBOOK 
2016 ― 咬 合 は 変
わったか―

演者関連本

the Quintessence
2017年11，12月号

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
咬 合 YEARBOOK 
2018/2019─ 咬 合
と矯正歯科治療─

13：30～14：00

矯正歯科治療における天然歯の有効活用

渋澤龍之　東京都開業

　矯正歯科治療は歯の移動を用いて、歯の位置異常によ
る不正咬合の機能的かつ審美的な改善を行う。近年では
欠損補綴を行う上においても、前処置としての矯正歯科
治療の必要性が高まっている。一方で、歯を移動できる
ということは、欠損部位や予後不良歯の抜歯空隙などを

天然歯で補うことも場合によっては可能であり、欠損部
のインプラント治療と比較して、歯根膜を介した咬合を
獲得出来る利点がある。今回は天然歯を有効活用するこ
とで非補綴的に咬合再構成を行った症例を供覧し、日常
臨床における矯正歯科治療の有用性を検討したい。

演者関連本

the Quintessence
2017年 6 月号

14：00～14：30

成人矯正と歯周再生・増生療法の戦略的融合は
互いの可能性を大きく広げる
綿引淳一　東京都開業

　歯周組織再生療法は近年ますますその有効性が注目さ
れている。しかしながら、成人矯正を前提とした歯周組
織再生療法に関しては世界的にもいまだ報告が少なく不
明な点が多い。また、矯正学はマルチファクトリアルな
分野であるために、矯正移動が歯周組織にもたらす影響

に関しても迷信と真実が混在していると感じる事も少な
くない。そこで、本講演では、矯正治療を前提とした歯
周再生・増生法に関して従来法の問題点と演者独自のコ
ンセプトに基づく新たな術式の紹介と本分野の今後の可
能性に関して講演したい。

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
咬 合 YEARBOOK 
2018/2019─ 咬 合
と矯正歯科治療─

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る―そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明―

14：30～15：00

一般歯科医も矯正治療を活用しよう！
～日常臨床に応用できる矯正治療～
中島稔博　福岡県開業

　我々の日々の臨床において、歯列不正や病的歯牙移動
（PTM）などが存在するような症例に遭遇することは少
なくない。また、それらが咬合性外傷や、清掃性の不良
を招来し、さまざまな病態の原因となることもある。そ
のような症例に矯正治療を活用することで、それらの改

善が期待できる可能性がある。つまり、矯正治療をその
治療オプションの一つとして持ち合わせることで、日常
臨床において有利な点が多いと考えている。そこで今回
は日常臨床で矯正治療を活用するための方法や注意点な
どについて私見を述べてみたい。

the Quintessence 
2015年 3 月号
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71◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

the Quintessence
2016年 2 月号

歯医者さんを知ろ
う!!─歯医者さん
と患者さんとのコ
ミュニケーション
ツール─

15：00～15：30

明日から使える！『GPのための矯正治療』

徳永哲彦　福岡県開業

　「歯の挺出だけはやるがそれ以外の矯正はできないし
分からない」といった、矯正治療に苦手意識を持ってい
る一般開業医は非常に多い。しかしながら、矯正専門医
に丸投げというのでは患者も専門医も困るのではないだ
ろうか。ほんの少し歯を動かすことができれば、患者は

遠くの専門医まで行かずにすむし、より機能的で審美的
な治療結果をもたらすこともできる。
　今回は明日から使える簡単な小矯正を中心に全顎治療
まで、その結果を供覧しながら一般開業医の行うべき矯
正治療について考えてみたい。

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る―そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明―

15：30～16：00

“修復治療の質を上げる”一般臨床家としての矯正治療

上野博司　東京都開業

　一手段として矯正治療を臨床に取り入れることによ
り、本来難易度が高いと思われる、さまざまな問題を抱
えた歯や欠損へのアプローチを単純化することができる
と感じている。このことは大きな修復治療が必要な場合

においては、補綴設計自体をシンプルなものとし、より
良好な臨床的結果を得ることになると考える。
　今回こういった手法を取り入れたケースをご提示し、
矯正治療と修復治療がもたらす臨床的価値を確認したい。

the Quintessence
2016年 5 月号

演者関連本

the Quintessence
2015年 5 月号

the Quintessence
2015年 4 月号

16：00～16：30

矯正治療が先か、インプラント埋入が先か。

松尾幸一　東京都開業

　歯冠修復歯を減らすために、残存歯を保存するために、
あるいは安定した咬頭嵌合位を獲得するために矯正治療
を行うわけであるが、中には欠損歯数が 1歯、少数歯、
多数歯となる場合もあり治療の順序を間違えれば治療計
画は複雑なものになってしまうばかりか、適切なゴール

を獲得することができなくなる。固定源としてインプラ
ントを用いるか欠損補綴として用いるかでインプラント
の埋入時期は異なるので、欠損のクラス別にインプラン
ト埋入のタイミングと埋入位置を考えていきたい。

演者関連本16：30～17：00

不正咬合を有する歯周病患者への対応　
～歯周組織再生療法と矯正治療の連携について～
岩田光弘　岡山県開業

　歯周病患者における不正咬合は、歯周炎を増悪させる
リスクファクターの一つと考えられ、その対応は 1歯単
位の咬合調整から全顎矯正まで幅広く、治療法を決定す
る上で的確な診断、治療計画が重要となる。日常では、
咬合性外傷によって歯周炎が進行し、小範囲の咬合調整

や暫間固定では対応が困難な症例にも遭遇し、安定した
咬合関係を得るためには矯正治療の必要性を感じること
も多い。今回、不正咬合を有する歯周病患者に対して、
歯周治療、とくに歯周組織再生療法と矯正治療を行う上
での対応方法について臨床例を提示し、解説したい。

ザ・クリニカルデ
ンティストリー─
成功に導くための
エッセンス─

驚くほど臨床が変
わる！こだわりペ
リオサブノート

演者関連本

the Quintessence
2016年 2 月号

the Quintessence
2016年11月号

17：00～17：30

咬合治療の一環としての矯正の活用法  
～医療としての矯正治療を再考する～
石井彰夫　岡山県開業

　包括治療を行う上で、歯の位置の是正を行う矯正治療
は、根管治療や歯周治療と並んでイニシャルプレパレー
ションと考えるべきである。そして、局所・全顎にかか
わらず、咬合再構成を行う際、矯正治療と補綴治療をい
かにコンビネーションして行うか日常臨床で悩むことが

多い。今回、機能回復に主眼を置いた矯正治療の有効な
活用法について、生体のメカニズムや解剖学、生理学的
観点に着目しつつ臨床例を供覧する。また、形態評価と
機能評価を別々に可視化することによる医療としての患
者本位の矯正治療のありかたについても考察してみたい。
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72 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

対象：

長期経過症例が究極のエビデンス！　
先駆者たちからの臨床アドバイスH

HALL
座長
糸瀬正通
福岡県開業

座長関連本

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00会議センター
４階 413号室

ピエゾのススメ─毎日の
臨床を 1 ランクUPする
ために─

サイナスフロアエレベー
ション─形態からみる難
易度別アプローチ─

新装版　補綴に強
くなる本（上・ 下
巻）

演者関連本

咬合再構成 その
理論と臨床─咬合
と全身との調和─

9：00 ～ 9：30

インプラント補綴の長期予後

河津  寛　東京都開業

　当院でインプラント補綴を臨床応用して30年が経過し
た。1987年～1999年はブロネマルクスタンダードシステ
ム（機械加工）を使用し、2000年～2015年はブロネマルク
システムTiUnite（陽極酸化）を使用した。
　それぞれのシステムの10年間生存率の統計学的に分析
した結果、ほぼ同等の結果を得ることができた。また、

インプラント補綴が施術された顎骨は安定状態に達する
までの数年間リモデリングするといわれており、このリ
モデリングを定量的に計測した。
　本講演では、以上の 2 点に関して長期予後症例をまじ
えて報告したい。

演者関連本

NobelGuideTM コ
ンセプトによる無
歯顎症例への即時
荷重の実際

QDI 2014年No.4

9：30 ～ 10：00

Guided surgeryを臨床に導入して

中村社綱　熊本県開業

　今回、第 8 回日本国際歯科大会を迎えるわけだが、私
は第 2 回から連続 7 回登壇させていただくことになっ
た。長いこと第一線で臨床を継続でき、トピックを提示
できてきたことに喜びを感じる。その臨床の中でもと
くに感慨深いのがインプラント治療におけるデジタル
ソリューションで、自身が力を入れてきた項目の 1 つ

がGuided surgeryである。本術式をスタートして（2003
年～）すでに15年が経過した。当初から低侵襲で安心・
安全の治療法を目指してきたわけであるが、果たして、
1 ）予知性、 2 ）機能性、 3 ）審美性、 4 ）患者満足度、は
どの程度であるのかを評価したい。

演者関連本

必ず上達　支台歯
形成─イラストで
見るビギナーのた
め の バ ー 操 作 ス
テップバイステッ
プ─

増補改訂版　日常
臨床のためのオク
ルージョン

10：00 ～ 10：30

歯科医師ほど良い職業はない
～歯科医院成功のための ₃ 大秘訣～
岩田健男　東京都開業

　どんなに新しい良い治療法であっても、患者が歯科医
師を信頼してくれない限り、受け入れられることはない。
信用が一番大切。開業医がどうすれば患者の信頼を得る
ことができるのか、演者が信じる 3 大秘訣を提言する。
1 ）リコール・システムの確立：治療に責任をもつこと

2 ） 歯科治療は小外科の連続。技術は磨かないと駄目：
卒後研修と設備への投資の差が医院と治療内容の実
力の差として現れる

3 ） 初診、診査、治療計画の段階の大切さ：目から鱗の
診断力を身につける

演者関連本

長期安定インプラ
ント治療─組織学
的に配慮されたコ
ンポーネントを活
用して─

究極のインプラン
ト審美─長期症例
から学ぶ臨床テク
ニック─

10：30 ～ 11：00

Peri-implant biotypeとlong-term success

榎本紘昭　新潟県開業

　インプラントは軟組織に設定した貫通部を介して口腔
と交通している。開放創に類似するこの部位は外界と直
接界面を構成する最前線的組織でもあり、床の場ではそ
の環境下でBiofi lmや隣在歯を含む口腔からの感染の影
響を日常的に受け続けて、同時に歯列内での歯肉形態の

調和、維持、安定も求められている。したがって、角化
の傾向や厚さなど軟組織の性状の差異が結果を左右する
ことは十分に考えられる。
　本講演では、 経過例の提示により軟組織の性状と
Longevityのかかわりについて知見を述べる。

11：00 ～ 11：30

有床補綴の印象採得について

阿部晴彦　宮城県開業

演者関連本

SHILLA SYSTEM
の概念とその臨床
活用

診査・診断に基づ
く総義歯の臨床

　有床補綴における従来の床縁・床内面の印象技法は、
各個トレーを用いて咀嚼、嚥下などの機能運動をあくま
でも想定したものであり、印象材として硬化時間が 5 分
間ぐらいといったフロー時間が短く長時間可塑性を示す
ものではなかった。その結果、装着後、床辺縁・床内面
の調整頻度が多く、とくにIODなどでは、支台部からの

破折に遭遇することも多い。この要因は、補綴物が同等
沈下していないためである。支持性、維持・安定性、把
持性に優れた有床義歯を目指すためには、人工歯が排列
されたワックス・デンチャー、あるいは治療用義歯をト
レーとすることが重要であり、印象材として長時間可塑
性を示すものを活用し同等沈下を目指すことである。
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73◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

the Quintessence 
2015年 7 月号

日本審美歯科協会
30年の歩み─あく
なき挑戦─

11：30 ～ 12：00

歯科臨床医としての₅₀年その変遷

下川公一　福岡県開業

　1968年に大学を卒業し、開業医である父のもとで 4 年
間勤務して28歳で現在地に開業してから、45年が過ぎよ
うとしている。
　歯科治療の特徴としては、自分自身の臨床経験の中か
ら学んでいく必要があり、そのためには、自分が行った
治療の経過観察を続けながら日々の臨床を積み重ね、た

ゆまぬ研鑽とその反省が必要である。
　インプラント治療の発展は、天然歯とインプラントが
混在する中での新たな咬合理論が求められているが、私
の50年の臨床記録を紐解き、今後の歯科治療における臨
床の問題点を整理して、解説してみたい。

H
HALL

 10/6（SAT）　13：00 ～ 17：30対象：

明日の臨床に役立つ臨床 TIPS

会議センター
４階 413号室

演者関連本13：00 ～ 13：30

診断のKeypoint “何をどのように診るのか？”

岡﨑英起　大阪府開業

　多くの患者が痛みや咀嚼障害、審美障害などさまざま
な症状を訴えて来院される。症状が非常にシンプルで治
療も、それほど難しくないものから、症状を改善するた
めにはたいへん複雑で高度な治療技術を要するものまで
多種多様である。しかし、どのようなケースでも、まず
私たちは治療を始める前には必ず診査診断を行い、ゴー

ルを設定し治療を開始しなければならない。
　今回、私が治療を行ううえでもっとも重要だと感じて
いる初診時の診断において、まず何を、どのように順序
だてて診ていけば、複雑な治療を成功に導くことができ
るのか解説してみたい。

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 1
機械・構造的合併
症編─他院からの
イ ン プ ラ ン ト ト
ラ ブ ル 患 者 レ ス
キュー─

歯内・歯周・補綴
治療の臨床判断─

「こんなときどう
する？」を解決す
るヒント26─

演者関連本

イラストレイテッ
ド 歯 周 外 科 ベ ー
シックテクニック
がもっと上達した
い人のためのポイ
ント解説

the Quintessence 
2018年 1 月号

13：30 ～ 14：00

重度歯周疾患に対する包括的対応
～歯の保存にこだわった全顎的な処置～
樋口琢善　福岡県開業

　歯周病の病因は細菌感染と宿主の抵抗性によるところ
が多く、病態は多岐にわたるため、ケースに応じてさま
ざまな対応が必要となる。
　炎症と力のコントロールはもちろんのこと、骨欠損形
態を考慮に入れた歯周外科処置、欠損補綴へのアプロー
チ、審美性を回復するためのソフトティッシュマネージ

メントなど多くのオプションをもって治療に臨まなくて
はいけない。
　今回は重度歯周疾患に対しての治療戦略、長期予後や
リカバリーを提示し、歯周外科の有用性やマテリアルの
変化など、私見を交えて述べさせていただく。

Now
Printing

演者関連本

インプラントのた
め の 重 要12キ ー
ワ ー ド・ ベ ス ト
240論文─世界の
インパクトファク
ターを決めるトム
ソン・ロイター社
が選出─

14：00 ～ 14：30

新しいコンセプトによる低侵襲の組織造成をともなうインプラント治療

水口稔之　東京都開業

　現在インプラント治療において、組織造成は多くの
ケースで必要となっており、本講演では、臨床的に工夫
された低侵襲な組織造成をともなうインプラント手術を
行った手法をいくつか紹介する。
　 1 つは通常、上顎前歯部において頬側骨が大きく欠損
した症例で、抜歯即時フラップレス埋入が困難であるが、

臨床的に工夫し、それを可能にした手法。もう 1 つは既
存骨が少ない場合、クレスタルアプローチでのサイナス
リフトは困難であるが、それを可能にした新しい手法。
　さらに、マイクロムーブメントを抑えた新しいコンセ
プトの骨造成もあわせて報告する。

ザ・クリニカルク
エスチョン─臨床
家が知りたい「あ
の」インプラント
の疑問に論文と経
験で答える─

14：30 ～ 15：00

インプラント治療における一歩先のスタンダード
～ ₄ S（Short・Simple・Small・Safe）Concept～
中村雅之　東京都開業

演者関連本

QDI 2016年No.5
　Brånemark教授がOsseointegrationを発見し、 インプ
ラント治療という素晴らしい欠損補綴法が新たに登場し
たことで、従来の欠損補綴法では満足を得られなかった
患者や術者の期待に十分に応えてきた。
　しかし、今日、日本は超高齢社会を迎えた状況の中で、
インプラント治療は術者の選り好みで治療方法・治療方

針を決定するのではなく、限りなく低侵襲で、治療期間
の短縮を図り、機能的でかつ美しく予知性の高い補綴物
を装着することがより重要となってくる。インプラント
治療のあり方・考え方を、今一度考察する時期にきてい
るようにも感じている。本講演では、4S Conceptに基
づいたインプラント治療について解説したい。
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74 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本

プ ロ フ ェ ッ シ ョ
ナ ル デ ン テ ィ ス
ト リ ー STEP 5
O p t i m a l 
T rea tment  fo r 
Patients─歯科医
療が目指すべきこ
れからの方向性─

プ ロ フ ェ ッ シ ョ
ナ ル デ ン テ ィ ス
ト リ ー STEP 4
F u l l  M o u t h 
Reconstruction─
審美と機能を両立
さ せ た 全 顎 的 治
療─

15：00～15：30

歯科治療を成功させるために必要なこと

木原敏裕　奈良県開業

　歯科治療を成功させるためには単に戦術的なテクニッ
クだけでなく、その技術を使うための戦略が必要となる。
とくに日本の歯科医師の場合、大学教育や卒後教育の中
で診断ということについてトレーニングを受ける環境が
ほとんどなく、技術的にできるようになれば、自分は成
長したと感じることが多い。しかし、実際にはその技術

をどのように使っていくかということのほうが大切であ
る。
　今回は患者さんのケースを通じて戦略としての診断を
どのように考え、また戦術としての技術をどのように
使っていくのかについて話してみたい。

演者関連本

the Quintessence 
2016年 2 月号

QDI 2014年No.5

15：30～16：00

口腔内スキャナーを用いた
デジタルインプラントデンティストリーの現状と未来
夏堀礼二　青森県開業

　インプラント治療は、デジタル技術の応用により診断
から埋入手術支援により安全な手術が行われるように
なってきた。また今日ではCAD/CAMの普及により、精
度の高いインプラント上部構造が製作できるようになっ
た。このように、ガイド埋入手術とCAD/CAM技工に
おいてはデジタル化が確立されたが、上部構造の印象採

得においては未だに従来法に依存している。その中で最
近になりようやく精度の高い口腔内スキャナーが登場し
た。
　今回は光学印象を用いたインプラント上部構造のデジ
タルワークフローを示し、技術的限界と問題点を考察し
たい。

演者関連本

the Quintessence
2017年10月号

the Quintessence
2014年 6 月号

16：00～16：30

自家歯牙移植成功の鍵

殿塚量平　東京都開業

　欠損補綴の一手法として、私は自家歯牙移植を多く
行ってきた。その中で、術式を成功させるための方策に
ついてもたくさん考察してきた。また、成人の矯正治療
においても便宜抜歯を行う症例においては、その抜去歯

をドナーとして積極的に術式を選択する場合もあり、そ
の可能性には大きな魅力を感じている。
　本講演では、時間の限り、本術式成功のための考え方、
実際の術式などをお話ししたいと考えている。

演者関連本16：30～17：00

歯周組織再生療法をどう活かすか

武田朋子　東京都開業

　歯周病で失った組織を再生し、歯牙の保存を目指すた
めに1970 年代から骨移植法、GTR 法、EMD、そして昨
年からは国内初の歯周組織再生剤リグロスなどの新しい
材料が導入されるに至っている。こうした歯周組織再生
療法の進展とともに臨床の現場では、患者への侵襲が少
なく、確実に歯周組織を再生させることを目的とし、テ

クニックを選択、そして学んでいくことが必要となる。
　実際には患者個々、さらに骨欠損状態や動揺度など患
歯個々の要件に応じて治療し、長期に保存できるよう、
メインテナンスを進めて行くことが重要と考える。
　今回はその選択基準などについて症例を通して紹介し
たい。

歯科衛生士のため
のペリオ・ インプ
ラント重要12キー
ワード ベスト240論
文―世界のインパ
クトファクターを
決めるトムソン・ロ
イター社が選出―

ザ・クリニカルク
エスチョン─臨床
家が知りたい「あ
の」インプラント
の疑問に論文と経
験で答える─

演者関連本

3 Dイラストで見る
ペリオドンタルプ
ラスティックサー
ジェリーインプラ
ント・ ポンティッ
ク編―エビデンス
に基づいた外科手
技・補綴処置─

17：00～17：30

エビデンスをつくる
～硬組織・軟組織増生の臨床評価～
園山  亘　滋賀県開業

　臨床判断におけるエビデンスの重要性が認識されて久
しいが、現在入手可能なエビデンスの多くは海外発のも
のである。臨床で多用される硬組織・軟組織増生を例に
とっても、欧米人とアジア人の特性は明らかに異なり、
日本発の臨床エビデンスをつくる必要があると考える。

　本講演では、われわれが行っている組織増生における
CTGやGBRの有効性を検証する臨床研究の結果を解説
する。また、臨床研究のハードルを下げ、多くの臨床研
究が行われる一助となるように、研究デザインや倫理的
な配慮といった点から、そのステップを紹介したい。

3 Dイラストで見
るペリオドンタル
プ ラ ス テ ィ ッ ク
サージェリー天然
歯編―エビデンス
に基づいた切開・
剥離・縫合―
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75◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/6（SAT）　9：00 ～ 11：55対象：

日本審美歯科協会・WDC
（Women Dentists Club）合同セッションI

HALL

会議センター
４階 414・415号室

座長関連本

the Quintessence 
2013年11月号（吉松）

座長
吉松繁人
福岡県開業

座長
Hung-Lin Cheng
Private Practice in Taiwan

座長
堤　春比古
福岡県開業

日本審美歯科協会30年の
歩み―あくなき挑戦―

（吉松）

歯医者さんを知ろう!!─
歯医者さんと患者さんと
のコミュニケーション
ツール─（堤）

9：05 ～ 9：20

歯冠修復における補綴前処置を考える

久木田  大　熊本県開業

　 1 本の歯の歯冠修復にはさまざまな治療過程がある
が、歯周環境や補綴学的要件、患者からの審美的な要求
など、歯を取り巻く多くの問題が存在する。そのなかで
歯列不正も改善すべき課題であり、治療後の予後を考え

るうえで矯正治療は必要条件ともいえるであろう。
　本講演では、LOT(限局矯正)、歯周外科などの補綴前
処置を行い、歯周環境を改善することにより、良好な歯
冠修復の結果を得るための取り組みについて考えたい。

演者関連本

the Quintessence
2018年 8 月号

the Quintessence
2018年 3 月号

9：20 ～ 9：35

審美領域における歯周再建形成外科手術

溝上宗久　福岡県開業

　上顎前歯の受動的萌出不全による審美障害が主訴の
37歳女性に対し、CBCT診査後、受動的萌出不全の分
類を行い、G. Zucchelliの歯周形成外科手術を応用す
ることとした。歯間乳頭部の部分層弁と全層弁により
エンベロップフラップを形成し、骨切除・骨整形後、
De-epithelializationと縫合を行った。術後ブラックトラ

イアングルなどの審美障害はなく、また術直後から歯肉
ラインはほぼ変化せず、整合性が得られた。約 4 か月の
経過観察後、歯根間距離とコンタクトポイントの診査か
ら修復処置を行った。術後 2 年以上経ったが歯肉ライン
の後戻りは認めず、経過は良好である。今後も経過観察
していきたい。

9：35 ～ 9：50

根管治療のストラテジー

河島紘太郎　広島県開業

　根管治療を行うにあたっては、病態の綿密な診査をも
とに、各根管の治療戦略を練り、実行に移していかなけ
ればならない。デンタルエックス線写真は、多くの有力
な情報を与えてくれる診査ツールであるが、それに加え、
CBCTや歯科用手術用顕微鏡を用いることで、さらに精
微な診査を行うことが可能となっている。また、MTA

系セメントの使用によって、穿孔を比較的容易に封鎖す
ることもでき、より多くの歯を残し、機能させる可能性
を高めている。
　本講演では、症例を通じて、根管治療に対する診査・
診断から治療戦略、方法、経過を提示し、考察してみたい。

9：50 ～ 10：05

天然歯とインプラントに二次固定を行った一症例

渡邉祐康　熊本県開業

　欠損の進行が進むにつれ、 1 ユニットのブリッジが他
部位のユニットと連結せざるを得ない状態に陥り、キー
ティースの喪失から一次固定の破綻、可徹性義歯へと移
行していく。個々の患者にとっての大掛かりな治療介入
の時期や手法はさまざまであるが、われわれ歯科医師は、
残存歯も守りたいし、インプラント本数もできる限り少

なくしたい。
　今回は残存歯とインプラントを共存させるための手法
として、上顎両犬歯を喪失した中間欠損部にインプラン
トを埋入し、AGCとCADレーザーシンタリングにて二
次固定にて対応した症例を提示する。

演者関連本

QDT 2017年 4 月号the Quintessence
2015年 6 月号
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76 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本10：15 ～ 10：30

単色充填による正中離開ダイレクトボンディング

円林秀治　福岡県開業

the Quintessence
2017年 6 月号

　審美的なダイレクトボンディングを行う際、積層充填
を用いることは必須ともいえるが、約 1～ 2 mmの狭い
中での勝負となる正中離開のダイレクトボンディングに
おいては、自然な歯牙形態の再現を優先することにより、

死腔の生じにくい、単色充填でも十分審美的に満足する
仕上がりを達成することが可能と考える。
　本講演では、その手技を紹介したい。

10：30 ～ 10：45

顎位の決定に苦慮した一症例
～咬合再構築に取り組んで～
布巻純治　山口県開業

　日々の臨床において、審美性・発音・咀嚼機能などに
問題があり、それを主訴に来院される患者は少なくない。
その際、主訴を解決するために咬合治療が必要となり、
場合によっては「下顎位の再構成」も視野に入れなければ
ならないこともある。その治療方法はさまざまであり、
複雑な場合が多い。

　そこで本講演では、上下臼歯部を喪失したにもかかわ
らず、長期間放置したことにより咀嚼機能障害が悪化し
た患者に対し、プロビジョナルレストレーション、スプ
リントを幾度となく調整し、動画などを用いて慎重に経
過を観察しながら、咬合治療を行った症例を提示したい。

10：45 ～ 11：00

補綴前処置としての歯内療法への取り組み

松木良介　福岡県開業

　補綴処置を成功へ導くためには、歯内療法や歯周治療
などの補綴前処置により、歯および歯周組織をできるだ
け良好な状態にした後に支台歯形成や印象採得を行って
いくことが重要である。補綴前処置のなかでも歯内療法
はもっとも基本的な処置の一つであるが、最近ではマイ

クロスコープの普及により、従来では困難と思われるよ
うな処置に対しても積極的に取り組めるようになり、よ
り歯内療法の確実性が増したと感じられることも多い。
　そこで本講演では、補綴前処置のなかでも、とくに歯
内療法について当院での取り組みを提示したい。

　無歯顎に対するインプラント支持の補綴物は、60年にわたり使用され
てきた。固定性と可撤性の補綴物固定法があり、どちらにも利点と欠点
がある。本講演では、コンピュータにより作製したサージカルガイドや
バーアタッチメントを使用した可撤性補綴物といった、CAD/CAMを活
用した予知性があり満足のいく治療結果を得るための革新的デジタルア
プローチを共有する。

　In full edentulous arch, implant retained prosthesis has been applied 
in dentistry for almost 6 decades. Fixed or removable solutions has its 
advantages and drawbacks. In my presentation, I would like to share 
a novel digital approach to achieve predicable and satisfactory clinical 
outcomes by utilizing CAD/CAM technique, such as computer gener-
ated surgical guide and bar-attached removable prosthesis.

11：10 ～ 11：25 

ガイド使用のインプラント歯科：可撤性という解決法

Guided Implantology_Removable Solutions

Cheng-Yu Chen　Private Practice in Taiwan

　咬合崩壊と二態咬合は、いまだに困難な病態である。最初の重要なス
テップは歯周病的、審美的、機械的問題と顎機能の問題を含む全体像の
青写真を描くことである。インターディシプリナリー治療により二態咬
合を修正することで、患者に長期安定と良質な生活を獲得させることに
挑戦した症例を供覧したい。

　 Bite collapse and dual-bite problems is still a challenging topics. 
The fi rst important step is to have blue prints of the whole problems 
including periodontal problems, esthetic problems, mechanical 
problems and jaw functions. We try to use interdisplinary techniques 
to correct the dual-bites and fi nally let the patient get the long term 
stability and good life quality.

11：25 ～ 11：40 

包括的アプローチを用いた二態咬合の修正

Using comprehensive approaches to correct dual-bite problems

Pen-Hsin Lin　Private Practice in Taiwan
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77◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　インターディシプリナリー治療において、とくに叢生があるにもかか
わらず、前歯部にベニアやクラウンを必要とする患者では、矯正治療を
行わない限り最終的な治療結果は妥協的なものになる。成人患者は一般
的に社会的な問題や不便さ、長期の治療になることから、従来の装置を
使用した矯正治療を避ける傾向にある。デジタル治療計画とアライナー
を用いた矯正治療は有効性が高く、審美性にすぐれた代替法になる可能
性がある。われわれの医院における二症例を供覧する。

　 In interdisciplinary treatment, particularly for patients who need 
veneers or crowns in anterior region but with crowding presented, fi nal 
esthetic result will be compromised if orthodontics is not involved. 
Adult patients usually want to avoid orthodontics with traditional 
fi xed appliances because of social problem, inconvenience and long 
treatment duration. Digital planning and orthodontic treatment with 
aligners would be a more eff ective and esthetic alternative. 2 cases 
will be presented to show the treatment fl ow of our clinic.

11：40 ～ 11：55 

デジタル治療計画を用いた修復前処置とアライナー矯正

Pre-restorative preparation with digital treatment planning and aligner orthodontics

Sabrina Chiung Hua Huang　Private Practice in Taiwan
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78 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　13：10 ～ 17：00対象：

日本審美歯科協会・WDC
（Women Dentists Club）合同セッションI

HALL

会議センター
４階 414・415号室

座長関連本

座長
Hyun Oh
Private Practice in Korea

座長
小林　実
大阪府開業

座長
吉村理恵
福岡県開業

座長
河原太郎
福岡県開業

the Quintessence 
2018年 1 月号（吉村）

日本審美歯科協会30年の
歩み―あくなき挑戦―

（河原）

the Quintessence 
2016年 6 月号（吉村）

　歯科の診断と治療計画作成におけるデジタル機器の使用は一般化して
きている。修復歯科にCAD/CAMシステムが導入され、治療方法と材料
が大きく変化した。患者の口腔内情報をインポーズする方法は多種存
在し、歯科医院における口腔内スキャナーの使用も増加している。近年
開発された口腔内スキャナーは臨床的に信頼に足るレベルに到達してい
る。しかしながら、術者の取り扱い技能によりしばしばエラーが起こる。
　本講演では、確実な治療結果を得るための口腔内スキャナーの使用法
について考察する。

　The use of digital equipment in the fi eld of dental diagnosis and treatment 
is becoming the general trend. As the CAD / CAM system is introduced in the 
restorative treatment, the treatment methods and materials are also changing 
drastically. There are many ways to digitally impose a patient's oral informa-
tion, and the use of intra-oral scanners is increasing in the dental clinic.
　Recently developed intra-oral scanners seem to be reaching a clinically reli-
able level. However, errors often occur depending on the skill of the operator 
who uses the equipment. Through this presentation, I would like to talk about 
some considerations about the use of oral scanner for less error and more 
precise treatment result.

13：10 ～ 13：25 

正確性を向上させるための口腔内スキャナー使用法の考察

Considerations for more accurate use of the intra-oral scanner

Jin Choe　Private Practice in Korea

　多様な原因で引き起こされる歯列不正により、う蝕と歯周病に罹患し
やすくなり、結果として咀嚼と審美的な問題を引き起こすことがある。
重篤な症例においては、頭蓋顔面と上顎歯列間に三次元的な歪みを生じ、
下顎位の異常につながる。これらの問題を解決するため、水平方向のアー
チの対称性を獲得することが必要である。加えて、上顎後方歯部の咬合
高径を減ずることなく咬合平面を改善し、少なくとも維持することが必
要とされる。
　本講演では、矯正治療中に咬合平面の傾斜を予防しつつ、左右の咬合
平面の違いを解決して機能と審美を改善した症例を報告する。

　 Dentition irregularities due to various causes can easily lead to dental caries and 
periodontal diseases, causing diffi  culty in chewing and aesthetic problems. In severe cases, 
a 3 dimensional distortion occurs between the craniofacial and the maxillary alveolar arch, 
resulting in an abnormality of the mandibular position.
　As a way to solve these problems, it is often necessary to secure the symmetry of the 
arch in horizontal direction. In addition, it is necessary to try to improve or at least maintain 
the occlusal plane by reducing the diff erence of the maxillary posterior vertical dimension.
　In this presentation, I want to report the improvement of function and aesthetics by the 
eff orts to prevent the canting of the occlusal plane during orthodontic treatment and to 
resolve the diff erence between right and left sides of the occlusal plane.

13：25 ～ 13：40 

矯正治療における咬合平面の修正

Correction of the occlusal plane in orthodontic treatment

Wan Ki Choi　Private Practice in Korea
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79◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　総義歯の基本概念は、可撤性補綴物という制限の中で、機能的・審美
的に満足のいく咀嚼機構を構築することである。それには、患者に応じ
た正確な診断と製作手順、つまり軟組織の準備に始まり、水平的・垂直
的上下顎間関係の設定、そして適正な咬合の付与が必要である。今日は、
著しい顎堤吸収のある患者に対してティッシュコンディショナーを使用
し、総義歯を製作した難症例について検討する。成果を得るためには、
患者との友好な関係は重要である。

　The basic concept of complete denture treatment is to create functionally and esthet-
ically favorable masticatory system, within its limitation of removable prosthodontics.
　 It needs accurate diagnosis and making process, which varies depending on each 
patient's situation.
　Starting from preparation of soft tissue, setting vertical and horizontal intermaxillary 
relation, and applying appropriate occlusion.
　 Today, we are going to look into diffi  cult cases of severely ridge resorbed patients 
with diagnosis through using tissue conditioner and making process.
　 In order to obtain successful results, maintain positive relationship with patients is 
very important.

13：40 ～ 13：55 

著しい顎堤吸収症例に対する総義歯治療

Complete denture treatment in severely ridge resorbed patient

Kwang Sub Lee　Private Practice in Korea

14：05 ～ 14：20

自家歯牙移植とインプラント治療の比較

森山聖子　埼玉県開業

　抜歯後の咬合回復の治療法選択には、未来に予測され
る患者個々のリスクを考慮する必要がある。そして術者
にはそれらリスクを回避する診断力と技術の獲得が求め
られる。今回、同一口腔内の下顎右側第二大臼歯に自家

歯牙移植、下顎左側第二大臼歯にインプラント治療を
行ったケースを報告する。術後 5年以上の経過を比較し、
歯根膜活用の意義と治療予後に大きく影響する術者の診
断力と治療技術の巧拙について考察したい。

14：20 ～ 14：35

矯正と歯周外科を併用し、機能的、審美的回復を目指した症例

高森志保　佐賀県開業

　歯科治療の目的は機能的な咬合を考慮し、機能性と審
美性の回復を行い、患者のQOLの向上を図ることにあ
ると考えている。これまで咬合を再構築した際、機能的、
審美的回復をしたと判断をするも、術者の感覚的なもの
が多く、不安を抱くこともあった。現在は生理的な機能

咬合を考慮した概念に基づき、できる限り遵守しながら
臨床を行うように心がけている。
　本講演では、経験は浅いながらも（とくに矯正治療）、
生理的な機能咬合を考慮し、矯正治療と歯周外科を併用
して審美修復を行った一症例を提示する。

演者関連本

the Quintessence 
2017年10月号

14：35 ～ 14：50

多数歯エナメル質形成不全・下顎臼歯部欠損をともなう
開咬の咬合回復を行った症例
山田明子　長崎県勤務

　日常臨床において、患者の主訴を改善し長期安定性を
獲得するには、主訴部位の治療のみならず、口腔内全体
の改善により咬合回復を行う必要のある症例に遭遇す
る。その際、最終的な咬合や補綴設計、患者の経済的・
時間的要素を十分に考慮し治療計画を立案しなければな
らない。

　今回、下顎臼歯欠損を主訴で来院したが、エナメル質
形成不全、開咬、上下顎歯列幅径の不調和を認め、イン
プラント・矯正・審美補綴による咬合回復が必要となり、
治療期間は長期にわたったが機能的・審美的に患者の満
足を得ることができた症例を発表させていただく。

演者関連本14：50 ～ 15：05

インプラント周囲組織の長期的安定をめざして
～硬・軟組織の再建を考慮して～
中家麻里　大阪府開業

　歯周病患者にインプラント治療を行う場合、天然歯に
対する歯周治療を徹底するとともに、インプラントにお
いても同様に周囲環境を整え、患者自身で清掃しやすい
状態にすることが重要である。しかし、多くの症例で重
度の骨吸収や角化歯肉の不足などの問題が存在するため
に、機能性、審美性、清掃性を満足する治療結果を獲得

し、それらを長期的に安定させるためには、硬軟組織の
再建が不可欠となる。
　本講演では、とくに上顎前歯部の欠損修復に焦点を当
て、症例を提示しながら、硬軟組織再建に求められる諸
要件について考察したい。

QDI別冊
インプラントの長
期予後確立に向け
た治療戦略（14th
ミーティング抄録
集）

ザ・クリニカルデ
ンティストリー─
成功に導くための
エッセンス─
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80 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

15：15～15：30

オベイトポンティックを用いて審美と機能の両立を図った
咬合再構成症例
宮田匡人　京都府開業

　前歯部審美修復においても全体の調和がとれた治療咬
合を付与することが重要である。そのためには総合的に
口腔内を診断して個々のリスクを把握し、限界運動や機
能運動を回復する必要がある。
　症例は下顎前歯叢生が軽度にあったが、患者の年齢を
考慮しMTMを行わなかった。下顎前歯叢生のリスクは金

属床の工夫により改善できると考え、上顎オベイトポン
ティック修復を行った。なぜ下顎前歯叢生を残すと上顎
前歯に悪いのか、なぜこの口腔状態に陥ったかの原因を
紐解き治療を進めていった。限界運動と機能運動を重視
し咬合再構成を行った症例を報告する。

15：30～15：45

全顎的治療における審美・機能美の獲得を目指して

重岡修司　京都府開業

　たび重なる不適切な歯科治療や欠損放置などの複合的
な問題が重なり、咬合平面の乱れや適切なガイダンスが
失われているケースを日常的に数多く目にする。適切な
アンテリア・カップリングが欠如している歯列では、偏
心運動時の臼歯離開が不可能になり、臼歯の補綴処置の
長期的安定を脅かすリスクとなりかねない。

　本発表では、患者に許容される条件のなかで、歯周外科・
小矯正・補綴処置を併用し、現状の前歯のカップリング
や臼歯のディスクルージョンの欠陥を補うような咬合的配
慮を行った全顎的治療例を供覧し、皆様のご意見を賜り
たい。

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス　
マイクロデンティ
ストリー
YEARBOOK 2018

15：45～16：00

歯周組織に調和した補綴治療を求めて

任  順隆　兵庫県開業

　歯科治療において患者の要求は多種多様である。補綴
治療では、機能性、審美性を兼ねそなえ、そして長期安
定性が求められる。また、さまざまな治療（矯正、歯周
処置、補綴処置など）によって、時間の経過による解剖
学的形態の変化を考慮した対応をする必要がある。さら
に審美領域における治療のゴールとして、顔貌、スマイ

ルラインの調和、左右対称性と平行性、歯および歯肉の
形態を追求する。これらによって、食べられる喜びや口
元を隠さずに笑えるといった患者のQOLの向上につな
がる。
　本講演では、歯周組織に調和した補綴治療とはどのよ
うなものか考えたいと思う。

16：10～16：25

当医院における歯内療法への取り組み
～Ni-Tiファイルおよびマイクロスコープの活用～
平川俊洋　鹿児島県開業

　近年、「インプラントを入れたい」と言わずに「自分の
歯を何とか抜かずに残せないか」と相談する患者が増え
てきているように思う。なかなか導入に踏み切れなかっ
たNi-Tiファイルの導入に始まり、 4 年前には当医院で
もマイクロスコープを導入した。それにより今まで見え

なかったものが見えるようになり、根管治療に対する考
え方が大きく変わった。
　患者の「自分の歯を残したい」という気持ちに応えたい
と取り組んでいる当医院の歯内療法について、症例を交
えながら発表する。

16：25～16：40

有歯顎と無歯顎の治療について

林  文昱　東京都開業

　一般的な咬合回復の治療方法として、有歯顎では補綴
修復や矯正治療、無歯顎ではインプラントや総義歯など
がある。有歯顎でも無歯顎でも、術前の診査診断のもと、
筋肉や顎関節の動きを観察し、適した歯列や顎位を模索
構築していくことになる。

　本講演では、有歯顎ではPAOO(periodontally acceler-
ated osteogenic orthodontics)を併用した矯正治療、無歯
顎では総義歯治療の症例を報告し、比較考察したいと思
う。

16：40～16：55

欠損による咬合支持低下とそれにともなう咬合崩壊に対し
包括的に対応した一症例
倉田  豊　埼玉県開業

　患者は78歳、女性。主訴は7部腫脹および咬合痛であっ
た。Eichinerの分類はB 2 であるが、咬合支持数は 5 で
あり、宮地の咬合三角では第 2 エリアから第 3 エリアの
境界線であり、欠損の進行と相まって歯の病的移動、歯
列弓の変形が認められた。咬合の安定のため、付着の喪
失への対応および咬合平面、歯列弓形態の回復を図るこ

とが重要であると考え、歯牙移動および歯冠修復装置に
より残存歯へ対応した。欠損補綴は年齢等を考慮し可撤
式局部床義歯を選択したが、受圧要素を勘案し、4部に
ロケーターを応用したインプラントオーバーデンチャー
とした。

Ａ
HALL

Ｂ
HALL

Ｃ
HALL

Ｄ
HALL

Ｅ
HALL

Ｆ
HALL

Ｇ
HALL

Ｈ
HALL

Ｉ
HALL

Ｊ
HALL

Ｋ
HALL

6th 

SAT     

Ｉ
HALL

PM

P075-086_WDMJ_kouen4.indd   80 2018/08/24   14:44



81◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/6（SAT）　９：00 ～ 13：00対象：

第３回SBC総会　THE歯周形成外科～SBC10年の軌跡～（午前）

J
HALL

会議センター４階
416・417号室

座長
青井良太
東京都開業

9：00～9：30

SBCコンセプトと₁₀年の軌跡

高井周太郎　東京都開業

　近年歯科医療は目覚ましい進歩を遂げており、これま
では機能回復が不可能であった治療も可能になり、いわ
ゆる“チャンピオン症例”を目にすることも少なくない。
しかし、臨床の現場は壇上のプレゼンとは異なり、すべ
ての処置が理想的な結果を得ることはない。われわれは
華麗に美しく人目を引く症例ではなく、失敗症例も隠す

ことなく開示し“臨床の現実”と真摯に向き合い、歩を
進めてきた。
　そこで今回は、本会の軌跡とそのコンセプトについて
お話しし、真の歯科医療とは何かを皆様とともに考えた
い。

9：30～9：40

歯肉退縮に対する結合組織を用いたティッシュマネジメント症例

新井秀明　東京都開業

　歯科治療の進歩とともに、より多様化していく治療オ
プションがある。今回は、天然歯およびインプラント周
囲組織の環境改善や、審美性の回復に不可欠なソフト

ティッシュマネジメントに注目したい。そのなかでも、
上顎前歯部歯肉退縮に対し、結合組織移植術にて対応し
た症例を提示する。

9：40～9：50

矯正治療後の歯肉退縮に対する歯周形成外科の応用

渡邊正二　東京都開業

　矯正治療中や治療後に起こる歯肉退縮は、頻度の高い
偶発症の 1つである。歯肉退縮は、審美障害や知覚過敏、
根面う蝕などのさまざまな問題を惹起するものであり、
その対処法の 1つに根面被覆がある。
　今回は、矯正治療後に生じた歯肉退縮に対してCTG

を用いて根面被覆を行った一例を、その診査、診断を通
じて、さまざまな術式の中から適応症を吟味し、歯肉退
縮部位に応じた適切な術式の選択、そして施術に至るま
でを供覧いただきたい。

9：50～10：00

歯科衛生士がかかわる治療計画の立案

沼田華恵　東京都　

　日々の臨床において歯科衛生士の業務は多岐にわた
る。一般的に歯科衛生士業務として主流となるのが、歯
周基本治療や診療補助などの実質的に手を動かすことや
指示を受けての業務である。しかし、今回の講演では、
歯科医師が考える診査・診断、治療計画の立案に対して、

患者と話す機会が多い歯科衛生士の立場から、当医院で
実際行っている初診時から治療計画の立案までどのよう
に歯科衛生士がかかわっているかを、実際の症例も含め
お伝えしたい。

10：00～10：10

SBC受講で学んだ基本の大切さ
～前歯部インプラント処置の受講前後での比較～
許斐  敦　埼玉県開業

　われわれのような一般開業医のクリニックにも数々の
問題や主訴を抱えた患者が日々来院される。機能面のみ
ではなく、審美的にも満足のいく治療を希望される患者
も増えてきている。天然歯、インプラント処置、ともに
歯周基本治療はもっとも重要であるが、機能的で審美的

な結果を得るためには、外科処置のオプションを身に着
けておくことが求められる。
　今回、SBC受講前と受講後の外科処置の基礎知識や、
基本手技の変化を、症例を提示し、改善した点をお話し
したい。

Ａ
HALL

Ｂ
HALL

Ｃ
HALL

Ｄ
HALL

Ｅ
HALL

Ｆ
HALL

Ｇ
HALL

Ｈ
HALL

Ｉ
HALL

Ｊ
HALL

Ｋ
HALL

6th 

SAT     

Ｊ
HALL

AM

P075-086_WDMJ_kouen4.indd   81 2018/08/24   14:45



82 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

10：10～10：20

保存に努めた歯内歯周病変

木下富貴　埼玉県開業

　昨今、インプラント周囲炎・歯周炎について論議され、
いまだ確実な治療法は見つかっていない。こうした中で、
天然歯保存の重要性が再認識されている。そのためには、
診査・診断を通じた基礎ができてこそ、色々な応用が可

能になると感じている。
　今回は歯周基本治療を確実に行い、臼歯部における歯
内歯周病変の保存に努めた症例を提示したい。

10：30～10：40

私の考える「患者の思い」を尊重する歯科医療

植松賢治郎　静岡県開業

　昨今、話題となっている人工知能や機械工学の分野は
めざましい発展を遂げている。医療の分野においてもそ
れは例外ではなく、通信技術やロボットを使った遠隔診
療なる分野も、そう遠くない未来に私達の日常となるの
かもしれない。

　しかし、その技術を使うのはやはり人間である。本講
演では、そんな急速に変化する現代だからこそ医療の原
点であり、永遠のテーマともいえる医師・患者間のコ
ミュニケーションについて症例を提示し、私自身の反省
点も含め「患者の思い」に焦点を当て、解説したい。

10：40～10：50

歯周基本治療を通して得られる患者のモチベーションの獲得と維持

岡澤綾佳　東京都

　歯科衛生士になり今まで多くの患者とかかわってきた
が、歯科を受診する患者の多くは何らかの問題を抱えて
来院する場合が多く、問題の改善はもちろん重要だが、
なぜそのような状態になってしまったのかを知ってもら
うことが重要と考える。歯科治療は歯周基本治療からメ

インテナンスまで長期にわたるため患者のモチベーショ
ンの獲得と維持が不可欠である。そこで私が日頃患者と
向き合う際に心掛けていることをお話しさせていただ
き、ご意見を賜りたい。

10：50～11：00

歯周基本治療の役割を考える

佐藤大典　東京都開業

　近年、歯周外科・インプラント治療などの外科処置に
対するトピックが多く取り上げられ、エビデンスに基づ
いた歯周治療が確立してきている。これらの動的治療の
予後を左右する重要な役割を担っているのが歯周基本治
療である。
　口腔内の炎症、外傷の原因を取り除き、感染源の少な

い口腔内環境を確立することで動的治療が良い結果とな
り、この過程なしでの成功はあり得ないといっても過言
ではない。
　本講演では、動的治療の成功を導くために歯周基本治
療を見直し、症例を供覧することで、その重要性を再確
認したい。

11：00～11：10

チームで取り組むモチベーションの維持

土屋美佐子　栄光歯科医院・歯科衛生士

　歯科衛生士になり20年、現在は患者の歯周基本治療や
メインテナンスが主な仕事である。また、担当患者の治
療の立案も歯科医師と相談しながら行っている。歯周治
療は長期に及ぶため、歯周基本治療から動的治療終了ま
で年単位でかかることも少なくない。また、治療終了後

の良好な状態を保つため、継続的なメインテナンスは必
要不可欠である。長期にわたり患者のモチベーションを
維持し高めることも歯科衛生士の重要な役割の 1つであ
ると考え、歯周外科を含めた歯周治療を希望される患者
を例に歯科衛生士の役割について話したい。

11：40～11：55

根分岐部病変への対応

木ノ内  聡　静岡県開業

　歯周疾患において、根分岐部病変はその歯の予後を左
右する非常に重篤な病態である。日常臨床において根分
岐部病変に遭遇する機会は頻繁にあるが、その病態は多
様であり、診査、診断、治療法はいまだ発展途上と言える。

　今回は可能な限り歯を保存するということを主眼に置
き、軽度から重度の根分岐部病変に治療を行った症例に
対し、それぞれのエビデンスとともに考察する。
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83◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

11：55～12：10

Soft Tissue Managementの利点
～多数歯の根面被覆術～
白井健太郎　神奈川県開業

　日々の臨床の中で歯肉退縮は頻繁に遭遇する。
　露出根面や知覚過敏への対応としてコンポジットレジ
ンなどの充填処置が一般に多く使われるが、経年的にみ
ると、さらなる歯肉退縮の進行や根面う蝕の原因となっ
ていることも少なくはない。審美領域における結合組織
を併用した根面被覆術は、天然歯および補綴歯周囲歯肉

の環境を改善し、清掃性を向上させ、メインテナンスを
しやすくする。また、知覚過敏の改善や象牙細管からの
感染予防などの目的もある。
　今回は多数歯の根面被覆術における歯周軟組織のマネ
ジメントの利点について考察したい。

12：10～12：25

前歯部に対してCTGを行った ₁ 例

宍戸孝太郎　神奈川県開業

　日常臨床において歯肉退縮に遭遇する機会は非常に多
い。その歯肉退縮に対し結合組織移植による根面被覆術
を行うことは、従来の充填処置と比較して、術後の安定
性が良好であり、高い審美性の獲得が可能となる。とく
に審美的要求が強い患者では、その希望に合わせた治療

オプションの 1 つとして有効であると考える。
　本講演では、上顎前歯部の歯肉退縮に対して結合組織
移植による根面被覆を行い、審美性を回復した症例につ
いて一考し供覧したい。

12：25～12：40

術中写真撮影の重要性

三上奈緒子　東京都

　術中の口腔内写真とは、大切な記録であり、振り返り
の資料である。しかし、外科のアシスタント業務では第
一アシスタントに注目がいくことが多く、術者に求めら
れる術中写真とはどのようなものなのかを学ぶ機会は少
ない。術中写真撮影も第一アシスタントや第二アシスタ

ントと同じく、外科処置の知識をもち、要点を理解して
いなければ行うことができない重要なものであると考
え、私たちスタッフが術中写真を撮る際のポイントや得
られるメリットなども含めて発表させていただく。

12：40～12：55

根面被覆術における真の難易度

三條直哉　東京都開業

　歯肉退縮への対応として結合組織移植を併用した根面
被覆術は非常に有効な手段であると考える。その難易度
や適応症は1985年に報告されたMillerの分類によって診
断されることが多いのではないだろうか。しかし、被覆
率が高いとされるMiller classⅠあるいはclassⅡであっ

ても100％の根面被覆を達成できない場合もある。これ
は頬側骨の裂開や開窓、すなわち骨の裏打ちのない根面
が影響しているのではないのかと考える。今回、根面被
覆術の難易度について頬側骨の有無も考慮して考察した
い。

 10/6（SAT）　14：00 ～ 17：00対象：

第３回 SBC 総会　THE 歯周形成外科～ SBC10 年の軌跡～（午後）

J
HALL

会議センター４階
416・417号室

座長
青井良太
東京都開業

14：00～14：20

高齢者へのインプラント治療とこれからの課題

金澤尚義　茨城県開業

　現在、日本は「 4 人に 1 人が高齢者」であり、2035年に
は総人口の占める高齢者の割合（65歳以上）が33.4%とな
り、「 3 人に 1 人が高齢者」になるといわれている。とく
に日本は世界でも類をみない速さで高齢化が進行してい

る。こうした高齢者へのインプラント治療において、少
しでも早く治療を終えてしっかりと食べられる生活にシ
フトしてもらうために、即時荷重や早期荷重を行った症
例について、これからの課題も含めてお話ししたい。

演者関連本

the Quintessence 
2014年 8 月号
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84 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

14：20～14：40

再生療法を行うにあたり考慮すべきポイント

宮地栄介　大阪府開業

演者関連本

theQuintessence
2015年 9 月号

　歯周炎の発症によりポケットが生じた部位に対して、
さまざまな非外科的もしくは外科的な治療方法が考えら
れる。再生療法を選択し成功へ導くためには、歯周基本
治療をはじめ留意すべき点が多くある。
　今回のケースは、73歳の慢性歯周炎患者に対して

FDBAとエムドゲイン®を用いて、左側上下臼歯部およ
び右側下顎臼歯部に再生療法を行っている。歯周病が進
行した原因にアプローチし、切開線などに配慮し再生療
法を行うことでポケットの改善が認められた症例を通じ
て、考察していきたい。

14：40～15：00

SBCで学んだことを実践した全顎治療の一症例

栗林拓也　東京都開業

　日々診療を行ううえで指針となるものを、自分はSBC
で学ぶことができた。精密な診査を行い診断を下し、そ
れを踏まえた治療計画を立てる。徹底した初期治療を行
い、歯周外科などの環境整備を進め、予知性のある治療
を患者に提供し、長きにわたり安定した状態を保ってい

く。基本となる考えであるが、SBCで学ぶことにより、
それを続ける大事さを日々身をもって感じている。
　今回、SBCで学んだことを実践し、良好な結果を得ら
れている一症例を供覧していただき、ご指導を賜りたい
と考えている。

15：00～15：20

口腔内の永続性を高めるメインテナンス

塚田智子　東京都　

　治療終了後の口腔内の永続性を高めるメインテナンス
には何が必要なのだろうか。項目は多岐にわたるが、
行った治療の内容、生活習慣、口腔内の状態など、患者
個人の情報を多くもっていることもメインテナンスを行
ううえで必要なことの 1つだと考えている。メインテナ

ンスは月に 1回や 2、 3か月に 1回など期間があいた状
態で行われる。その中でどこに着目してメインテナンス
を行っているのか。そうしたメインテナンスの実態を症
例を通して供覧いただければと思う。

15：20～15：40

長期的予後を目指した咬合再構成

古宇田道生　茨城県開業

　近年、インプラント治療の普及にしたがって、世界的
にインプラント周囲炎が問題になっている。そのため、
予防的な観点からの歯周形成外科処置が大変重要である
と考える。
　本講演で供覧する症例では、重度歯周炎に罹患した患

者と、不良補綴物などによる咬合崩壊にともなう咬合性
外傷により進行した骨欠損が認められた患者に対して、
両症例とも骨造成と同時にインプラント手術を行い、咬
合再構成し、清掃しやすい環境を目指した。皆様からご
意見をいただければと考える。

15：40～16：00

広汎型重度侵襲性歯周炎患者に再生療法を行った ₁症例

土屋  厚　静岡県開業

　重度の歯周炎に罹患した患者は、長期にわたる治療や
メインテナンスが必要となるため、患者のライフステー
ジに寄り添った段階的な治療計画の立案を心掛けている。
　今回患者は、二次う蝕、根尖病変、外傷などの疾患を
有し、それを改善させた後、永続的に炎症と力のコント

ロールをしやすい口腔内環境へと改善することが目標と
なった。確定的外科処置として全顎に対し再生療法を行
い、リエントリー時に骨外科処置と歯周形成外科を併用
して付着歯肉の獲得と、限局矯正、歯周補綴治療により
機能回復を図った症例の概要を報告する。

演者関連本

動画で学ぶ臨床テ
クニック

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2017
最 新 エ ン ド の グ
ロ ー バ ル ス タ ン
ダード―基礎・解
剖から外科的歯内
療法まで―

16：20～17：00

SBC今までの₁₀年とこれからの₁₀年

青井良太　東京都開業

　今から10年前の2008年にSBC初期メンバーが集まり、
知識と技術を身につけるには基礎が重要であるというこ
とと、歯科医師のみではなくコデンタルスタッフも同じ
教育を受けることで医院のレベルが上がると考え、全 3
回のコースを立ち上げた。

　講義では、解剖から失敗症例に対する考察とリカバ
リーなどを行っている。また、実習ではコデンタルス
タッフもメスを持ち、豚顎を使った歯周形成外科処置の
トレーニングを行っている。SBCの今までの10年とこれ
からの10年について、私的考えを交えてお話ししたい。
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85◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00対象：

成功の鍵はどこにある？　歯科臨床と医院経営の融合

K
HALL

会議センター
４階 418号室

座長
井上裕之
北海道開業

演者関連本

歯科医院経営実践
マニュアル vol.40
歯科助手を上手に
活用する法

歯科医院経営実践
マニュアル vol.22
患者さんに好かれ
るスタッフ習慣術
55

9：00 ～ 9：30

採用（やり方）よりも教育・定着（あり方）が歯科医院経営の成功の鍵

澤泉仲美子　オフィスウエーブ

　組織は人。採用が厳しいご時世だからこそ、いかに良
い人財を採用するかというやり方よりも、人財の育成・
定着のための土台づくり（あり方）が最重要課題になる。
私はこれまで特別な資格のない歯科助手を副院長が担え
る人財育成を行ってきた。資格がないからこそ、マネー

ジメントやマーケティングに特化した教育を行うこと
で、有資格者の専門性を上げる環境が整うのである。デ
ンタルスタッフの芽を伸ばし、つぼみを開花させる女子
マネジメントの極意と、その実態・成功事例をご紹介す
る。

9：30 ～ 10：00

歯科医院における本質機能とは

渡部譲治　神奈川県開業

　「企業は人なり」という使い古された言葉がある。歯科
の法人にとっても同じく「人」は重要な資産である。歯科
医師臨床研修を通して、 1年でどれだけ彼らに社会人と
しての心構えを教え、手技、診断をトレーニングしてい

くかはどの施設にとっても頭の痛い問題となっている。
今回、多くの研修医、既卒者を育て戦力としてきた指導
歯科医師として、経営者として、「歯科医療法人の本質
機能」についてお話ししたい。

10：00 ～ 10：30

規律の中の自由
～管理でなくコーチする～
梶原浩喜　福岡県開業

　「患者様、スタッフの皆、地域の皆さまと深く永くお
付き合いする」というミッションを掲げ、13年前に分院
展開を始めた。いま、私は歯科医師として、経営者とし
て、楽ではないが楽しい毎日を過ごしている。「規律の
中の自由」という考え方に出会ったからである。「規律の

中の自由」は、理念を十分に理解し、最小限の規律を守っ
ていただく。そして私は管理ではなくコーチする、とい
うものだ。本日は、我われの「規律の中の自由」という考
え方に基づいた運営方法についてご紹介する。

演者関連本

成功に導く治療計
画と臨床基準

10：40 ～ 11：10

₃₂年の臨床から歯科医師人生を成功させるには

南  清和　大阪府開業

　大学を卒業し、開業歯科医院に勤めて研鑽を積んだ後、
初代歯科医師として開業しました。開業時の目的は患者
さんを幸せにする歯科医療を実践することで、目標は日
本一の歯科医師になることでした。それは今も変わりま

せん。永遠に追い求めていきます。歯科医師として満足
できる人生はどのようにすれば実現するか？　これを皆
さんと考えていきたいと思います。

演者関連本

QDM（クイントデ
ンタルマネジメン
ト） Vol.01　 図 解 
ドラッカーに学ぶ
歯科医院経営50の
ヒント

歯科医院経営実践
マニュアル vol.34
患者様をファンに
する最強のコミュ
ニケーション

11：10 ～ 11：40

これからの₂₀年を勝ち続ける変化と取組み

井上裕之　北海道開業

　医療技術・材料・機器の進歩、医院数の増加、保険点数、
自由診療の多様化など歯科に関するもの、嗜好の多様化、
人口の減少、収入格差、インターネットの普及による情
報収集法や情報格差などの市場に関するものまで、歯科
医院を取巻く環境は20年で大きく変化し、旧来のスタイ

ルはどんどん通用しなくなっている。この20年は、歯科
医師として経営者として環境に対応する変化を迫られた
期間であると言ってもいいだろう。今後もこの変化を止
めることはできない。これからの20年を勝つために、歯
科経営者が行っていくべき変化と取組みとは。
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86 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　13：00 ～ 16：30対象：

3Mフォーラム　リアルな歯科臨床を本音で語る全員参加
型セッション～HOT！な3つのトピックを徹底討論～K

HALL

会議センター
４階 418号室

座長
大谷一紀
東京都開業

座長
松永興昌
福岡県開業

座長
佐氏英介
東京都開業

演者関連本

演者関連本

the Quintessence 
2016年 5 月号

the Quintessence 
2018年 1 月号

the Quintessence 
2015年 1 月号

演者関連本

インプラント治療
の根拠とその実践
─スペシャリスト
が 考 え るoptimal 
treatment─

the Quintessence 
2015年 8 月号

13：00 ～ 14：00

臨床を変えるジルコニア

大谷一紀　東京都開業

15：30 ～ 16：30

MID（Minimal Intervention Dentistry）がもたらす歯科医、患者、
医院の喜び！
保坂啓一　東京医科歯科大学

14：00 ～ 15：00

口腔内スキャナーを用いた歯科臨床の広がり

松永興昌　福岡県開業

　2000年初頭より日本での臨床応用が始まったジルコニ
アセラミックスは、オールセラミック材料で高い機械的
強度があるが、不透明で単一な色調であるため主に臼歯
部のクラウンに応用されてきた。しかし、近年では透明
度が高くグラデーションが付与されたジルコニアが上市

され、臼歯部だけでなく前歯部の審美的要求の高い症例
への応用も可能になってきた。本講演ではジルコニアを
応用した症例を供覧しながら、コメンテーターの先生が
たとジルコニアセラミックスの可能性について考察した
い。

　接着修復材料のもつポテンシャルを最大限に引き出す
ことによって、近年、ダイレクトボンディングはさまざ
まな症例に適応されている。MIDの代名詞とも言えるダ
イレクトボンディングの威力について整理するとともに、
MIDに纏わる 3つのテーマ、①う蝕治療における＜削

る／削らない＞の境界線、②拡大視野によってわかる修
復治療成功のための適切なマテリアルセレクションとテ
クニック、③歯髄温存療法における重要ポイントに触れ
ながら、コメンテーターの先生方とう蝕予防から歯髄保
存まで、新しい時代を切り拓くMIDの方向性を考える。

　デジタルデンティストリーという言葉が一般的となっ
てきている現在、口腔内スキャナーを用いた臨床が広が
りを見せている。口腔内スキャナーを用いた印象・咬合
採得が修復治療において、従来法の印象・咬合採得に比
べさまざまな点で優位性が示されたからだと考えられ

る。しかしながら、インプラント治療の診査・診断や矯
正治療などに広がりを見せる反面、デジタル治療の煩雑
さや問題点も明らかになってきた。今回、口腔内スキャ
ナーを用いたさまざまな臨床の広がりを解説し、今後の
発展と問題点について考察したい。

［座長］

松永興昌 佐氏英介

佐氏英介

［コメンテーター］

石部元朗　
山梨県開業

須田剛義　
大阪府勤務

高垣智博
東京医科歯科大学

［座長］ ［コメンテーター］

菅原佳広　
日本歯科大学
新潟病院

伊藤直人　
神奈川県開業

泉　英之　
滋賀県開業

［座長］

大谷一紀

［コメンテーター］

安藤智也　
茨城県開業

鬼原英道　
岩手医科大学

藤田大樹　
東京都開業

大谷一紀 松永興昌
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臨床ケース
エビデンスをもとに
多くのイラストを用いて
「咬合と咀嚼の謎解き」に
挑戦した新しい書。
著・中村健太郎

咬合学、咀嚼学を探求しながら、
多くの開業歯科医に講義を行う著
者がたどりついた答えは、「目には
見えない、そして難解な咬合こそ、
検査と診断をしなければならない」
であった。
咬合に検査と診断が必要な理由と
実践方法について、臨床ケース、
エビデンスをもとに、多くのイラ
ストを用いて解説。「咬合と咀嚼の
謎解き」が今、明らかに！

CONTENTS

●サイズ：A4判　●216ページ　●定価　本体14,000円（税別）
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　日本の小児う蝕は激減し，健全な永久歯列の
完成を目指す早期治療が注目をあびている．
2018 年診療報酬改定において，小児の「口腔機
能発達不全症」という新病名と診療報酬点数が
新設された．これらの治療のためには 0 歳からそ
して全身から考える早期治療が不可欠である．本
書はGP，小児，矯正のスペシャリストが，子どもの
健康な育ちをサポートする早期治療のあるべき
姿と進むべき道を示した実践書であり，全歯科
医師必読といえる。

2018 年診療報酬改定で新設された
小児の「口腔機能発達不全症」に対し，
明日から実践できるヒントが満載．

第1章
早期治療とは？
第2章
全身から考える早期治療の最前線
第3章
０歳から考える小児矯正早期治療の最前線
第4章
早期治療をその長期経過症例から考える
第5章
早期治療のトラブルとその対処について

contents

●サイズ：A4判　●256ページ　●定価　本体15,000円（税別）
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10月６日（土）／ Oct 6th（Sat）

歯科衛生士シンポジウム
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90 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　9：05 ～ 16：50対象：

特別講演
～あの先生のこの話が聴きたい！～

会議センター
３階 303・304号室

歯科衛生士

HALL 歯科医療者なら一度は聴いておきたいテーマが一堂に。
歯科保健指導から医療面接そしてペリオの最新事情までを大ホールで。

1第

世界最強の歯科保
健指導 上巻

小児歯科診療最前
線！ 子どもを泣
かせない17の裏ワ
ザ

演者関連本9：05 ～ 10：05

歯科の世界はこんなに面白い
～世界最強の歯科保健指導～
岡崎好秀　国立モンゴル医学科学大学

　学生時代、優秀な同級生ほど患者さんへの話が下手で
ある。自分がわかるから、他人にもわかるだろう。そん
な所に落とし穴がありそうだ。一方、私は劣等生だった。
だからこそ話す立場になると考える。「どのように話せ
ば伝わるのか？」大人は、わからなくても顔には出さな

い。しかし子どもはすぐに態度に出る。振り返ると話の
上手な先生は、子どもでもわかる “具体的” で “おもし
ろい” だった。“子どもだから” ではなく “子どもだから
こそ” という発想が重要だ。本日は子どもの心にもどっ
たつもりで明日からの臨床に役立つ話をしたい。

演者関連本

歯科医療コミュニ
ケーション　理論
と実践で学ぶ 臨
床の“聴く 伝える 
解決する”

困 っ て い ま せ ん
か？こんな患者さ
んとのトラブル＆
ハプニング

10：10 ～ 11：10

院内でとり組む歯科医療コミュニケーション

水木さとみ　心理カウンセラー／歯科衛生士

　近年、患者さんのニーズが多様化する背景に、患者さ
んが真に求めているのは、歯科医療者との信頼関係から
生まれる絆ではないだろうか。問診票から深くコミュニ
ケーションを図り、患者さんを理解し、エンドゴールを
共有しながら歩むプロセス。そこには患者心理を理解す

るための適切なクリニカルインタビューと情報収集、さ
らに院内の連携を強化することが求められる。本講演で
は、患者さんが生涯にわたり安心して通院してもらえる
よう院内でとり組む歯科医療コミュニケーションと、患
者対応におけるリスクマネジメントについても紹介する。

歯科衛生士2015年
4 月号「その消毒・
滅菌法、あなたは
根 拠 が 言 え ま す
か？」

スカンジナビアン
アプローチ　クラ
ウンブリッジの臨
床

演者関連本11：15 ～ 12：15

メインテナンスの基本プログラムGBTが臨床と患者さんを変える

竹内泰子　東京都開業

　あいまいな経験則を頼りにするお作法としてのメイン
テナンスは長期的な予知性を有さないために、歯科衛生
士の日常臨床に対する自信につながらない。科学的根拠
から構成されたGuided Biofi lm Therapy (GBT)は、歯周
病予防とともに、う蝕予防効果も期待できる臨床を、シ

ンプルにできる画期的なプロトコール（臨床手順）であ
り、臨床の質の向上と時短化および経済的効果を期待で
きる。歯科衛生士の自信と患者の笑顔につながるGBT
が歯科臨床を大きく変えることを実感する機会となるこ
とを期待する。

演者関連本

Dr.Hiroの 実 践！
歯周治療─インス
ツルメンテーショ
ン マスターブッ
ク─

人はなぜ歯周病に
な っ て し ま う の
か?─環境遺伝学
からみた最新ペリ
オドントロジー─

13：30 ～ 14：30

ペリオする?

山本浩正　大阪府開業

　歯周病で不自由を強いられている患者さんに失礼なの
だが……、ぺリオは面白い！
　学問として未熟なところがいい。完成されたものほど
退屈なものはないから。また、未熟なりに“わかってい
ること”をしっかり積み上げていくと、患者さんには“改

善”というご褒美を提供できるところも魅力的である。
　今回の講演では、全国から集まった“ぺリオラバー”と
一緒に深くぺリオを掘り下げてみたいと思う。できるか
な～？

演者関連本

ビジュアル 歯周
病を科学する

14：40 ～ 15：40

「防ぎ・守る」ためのバイオロジー

天野敦雄　大阪大学大学院

　近未来の歯科医療には、「防ぎ・守る」歯科衛生士が不
可欠である。健口を守る歯科衛生士になるためには、歯
周病のバイオロジーを知る必要がある。
　歯周病の原因は、病原性が高まったバイオフィルムで
ある。バイオフィルムの病原性は患者さんごとに異なる。
さらに、同じ人でもバイオフィルムの病原性は一定では

なく、時間と共に変わっていく。
　そのメカニズムを知り、バイオフィルムの病原性をコ
ントロールできれば、「防ぎ・守る」ペリオコントロール
が可能になる。どの患者さんにも同じブラッシング指導
をしている歯科衛生士さんは必聴である。

歯科衛生士のため
の21世紀のペリオ
ドントロジー ダ
イジェスト―あな
たの知識は最新で
すか？―
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91◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

歯科衛生士2016年
12月号「社会まで
見通せば、共感が
生まれる。言葉が
けが変わる。」

別冊歯科衛生士
信頼がうまれる患
者対応の技術─歯
科医院のための医
療面接スタートガ
イド─

15：50 ～ 16：50

医療面接が可能にする“前向きな”歯周病治療

西田 亙　にしだわたる糖尿病内科・医師

　糖尿病外来では「血糖値が高いままだと、そのうち目
が見えなくなって、人工透析になりますよ！」という脅
し文句がよく聞かれる。演者はこれを“後ろ向きの診療”
と名付けているが、自身の失敗を通して、否定からは何
も生まれないことを学んだ。
　医療従事者が陥りがちな否定を肯定に変え、前向きの

診療を可能にするものが、「医療面接」という学問である。
医療面接を学べば、歯科外来は様変わりし、患者には笑
顔と信頼が生まれ、歯科衛生士自身にも笑顔と敬意が芽
生える。本講演では、歯周病治療における医療面接の活
用法について紹介する。

会議センター
３階 302号室

歯科衛生士

HALL

 10/6（SAT）　9：00 ～ 16：50対象：

レベルアップ歯周治療

歯科衛生士には質の高い歯周治療を提供することが求められる。
本会場では、そのレベルアップに役立つ知識・ノウハウを徹底して学ぶ。

2第

日常臨床＆チーム
医 療 に 活 か せ る 
歯 科 衛 生 士 臨 床
ビジュアルハンド
ブック

演者関連本

歯科衛生士2018年
4 月号「歯周治療
とSPTのための歯
根形態の要点＆活
用ポイント［保存
版］」

9：00 ～ 10：00

歯周治療・SPTに活かす！　歯牙解剖の基礎知識

山口幸子　尾崎デンタルクリニック・歯科衛生士

　日常臨床において行われている歯周治療において、私
たち歯科衛生士に求められるものは何か？　歯科医師、
患者、コ・デンタルスタッフ間のコミュニケーション能
力は当然のことながら、歯科衛生士が携わる業務の本質
を考えると、高いインスツルメンテーション能力が必須
であることは言うまでもない。では、患者に苦痛の少な

い、より確実なインスツルメンテーションを行うために
は何が必要なのか？
　本講演では、その実現のために必要な歯の解剖の基礎
知識をはじめとし、実践的な臨床応用なども併せて提示
する。

演者関連本

the Quintessence 
2018年 4 月号

歯科衛生士2017年
1 月号「年代別リ
スクでつかめる　
エックス線写真は
ここを診る！」

10：05 ～ 11：05

歯周治療における記録の活用

藤木省三　兵庫県開業

　歯周治療を適切に行うためには、ヘルスケア歯科診療
では規格性のある記録が不可欠であると考えている。そ
の目的は、 1）患者の信頼を得るための記録、 2）歯周治
療の準備のための記録、 3）歯周治療を振り返るための

記録、の 3つに分けることができる。
　本講演では、この 3つの項目について、実際の症例を
交えて、わかりやすく解説していく予定である。

演者関連本

歯科衛生士2018年
8 月号「患者さん
の“忙しさ”に寄り
添う　長期症例で
みる観察と対応の
ヒント」

歯科衛生士2014年
8 月号「毎回の問
診でキャッチしよ
う！　患者さんご
とに異なるターニ
ングポイント」

11：10 ～ 12：10

働き盛りのメインテナンス
～この時期を乗り切るために～
品田和美　黒田歯科医院・歯科衛生士

　治療後のセルフケアとメインテナンスを継続できるこ
とが、安定した口腔内の維持につながる。今回は、「通
院継続」をキーワードとして、ライフステージにおける「働
き盛り」の時期をどのようにすれば乗り切れるのか考える。
　これまでは「働き盛り」というと、仕事や子育てが忙し
い20～50代をイメージすることが多かった。しかし、超

高齢社会をむかえ、親の介護などが必要となる50～60代
が「働き盛り第 2弾」となるケースが増えている。時間の
面でも気持ちの面でも“忙しい”状況の患者に対して、
歯科衛生士として工夫と配慮が必要となる。
　本講演では、これまで患者から学んだことからそのヒ
ントをご提案したい。

演者関連本

新版　Q&Aで悩み
解消！　図解 SRP
テクニック

しっかり測定でき
る！　歯周組織検
査 パ ー フ ェ ク ト
ブック

13：30 ～ 14：30

感染のコントロールを考察する

石原美樹　株式会社COCO DentMedical・歯科衛生士

　歯周治療においてもっとも重要なのは感染のコント
ロールである。口腔内は細菌との共存部位であり、どの
ようにそのバランスを整えていくかを、歯科衛生士とし
て患者の口腔内の状態・全身の状態・生活背景・社会的
背景など多方面からの情報を加味して考えていかなけれ
ばならない。

　縁上のコントロールについては患者が主体であり、歯
科衛生士として何をサポートしていけばいいのかを考え
る必要がある。一方、縁下のコントロールは歯科医師・
歯科衛生士が主体であるため、どのようなことを意識し
て治療を行っていけば良いのかを考慮すべきである。本
講演では、この両方について考察していきたいと思う。
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92 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本

歯科衛生士2018年
7 月号「DH 誌上
Case Presentation
長期症例Special」

14：40 ～ 15：40

SRPのつまずき克服

田村  恵　河野歯科医院・歯科衛生士

リスクが読める！ 
患者さんが動く！
3 年目からの歯科
衛生士臨床

　歯科衛生士を長年やっていてもSRPは難しいものであ
る。 5ミリ以上のポケットでは歯石の取り残しが必ず出
るというエビデンスがあることから、いかに取り残しを
少なくしポケット内のプラーク量を生体の許容範囲内に
できるかが目標になる。デンタルエックス線写真と歯周

組織検査データ、根面の探知により歯槽骨がどのように
吸収しているのか、どんな歯石がどんな範囲で沈着して
いるのかを想像することが大事になる。そのうえで、ど
うキュレットを操作したら辺縁歯肉を傷つけず歯石が取
れるのか、本講演で考えていきたい。

演者関連本

歯科衛生士2017年
7 月号「弱点克服！  
イ ン ス ツ ル メ ン
テーション上達の
コツ＋指導のヒン
ト［SRP編］」

歯科衛生士2017年
5 月号「弱点克服！  
イ ン ス ツ ル メ ン
テーション上達の
コツ＋指導のヒン
ト［プロービング
編］」

15：50 ～ 16：50

Advanced Instrumentation
～レベルアップのために必要なこと～
貴島佐和子　南歯科医院・歯科衛生士

　歯科衛生士の行う基本治療によって、保存不可能だと
思われた歯が保存可能になることがある。また、複雑な
外科処置が必要になる場合、その準備としてどれだけ炎
症を抑えておくかが治療結果を左右すると言われるほ
ど、歯科衛生士は重要な役割を担っている。その役割を
果たすためには、精度の高いインスツルメンテーション

で確実に炎症を取り除く一方、周囲の健全な歯周組織を
保存しなければならない。
　本講演では、歯科医師や患者からの信頼を得るために、
精度の高いSRPを実践できる歯科衛生士として必要な知
識や技術について整理したいと思う。

歯科衛生士

HALL
3第

 10/6（SAT）　9：00 ～ 16：50対象：

1 トピックに強くなる !

歯科衛生士とひと口に言っても、臨床経験や勤務先の診療内容によって必要な知識もスキル
も人それぞれ。
本ホールでは、いまDHが“強くなりたい”テーマばかりを集め、１トピック60分で徹底解説！

会議センター
３階 311・312号室

演者関連本

歯科衛生士2017年
8 月号「今さら聞
けないこともぜん
ぶ答えます！義歯
の取り扱い○×ク
イズ」

歯科衛生士2016年
9 月号「セルフケ
アでもプロケアで
もできてますか？
義歯洗浄剤の使い
分け」

9：00 ～ 10：00

The 義歯洗浄剤
～義歯装着者に指導したいセルフケアと知っておきたいプロケアのポイント～
前畑  香　神奈川県開業

　誤った解釈で義歯ケアが行われると、義歯に堆積した
デンチャープラークや歯石様沈着物は、ブラシによる機
械的清掃はおろか、セルフケア用義歯洗浄剤の効力の範
疇を超え、プロケア用義歯洗浄剤による化学的清掃を
もってしても除去が困難になる。結果として義歯は、微
生物の温床と化すだけではなく、義歯材料の劣化も招く。

　本講演では、義歯ケアは義歯洗浄剤を用いればよいの
ではなく、適切な機械的清掃と義歯の清掃状態に合わせ
た義歯洗浄剤の使い分けが望まれることを示し、明日の
診療から参考にできる義歯のセルフケアとプロケアを紹
介したい。

演者関連本

別冊歯科衛生士
ワ ン ラ ン ク ア ッ
プ・PMTC

10：05 ～ 11：05

担当患者の高齢化に対応する

村上惠子　村上歯科医院・歯科衛生士

　郊外の住宅街で開業して、さまざまな年齢の患者を担
当し、予防と歯周治療の一環であるメインテナンスを実
践して28年が経とうしている。
　その間、担当した患者の個々の問題に直面し、対応に
悩み、迷ってきた。しかしその都度、患者から問題解決
の糸口を、あるいは問題部位の歯周組織の反応から「答

え」を与えられたと考えている。
　本講演のテーマである「患者の高齢問題」も、生涯メイ
ンテナンスを目標に歩んできた歯科衛生士として、どの
ようにコミュニケーションを取り、対応し実践してきた
かを、会場の皆さんと考えたい。

歯科衛生士のため
のペリオ・ インプ
ラント重要12キー
ワード ベスト240論
文―世界のインパ
クトファクターを
決めるトムソン・ロ
イター社が選出―

the Quintessence
2017年10月号

演者関連本11：10 ～ 12：10

ドライマウスの正体と対応
～お口と生活の潤いを叶えよう～
遠藤眞美　日本大学松戸歯学部

　ドライマウスとは、口が乾いた感じや乾燥した状態で
あり、唾液分泌の異常がない場合も多く、患者さんは「な
ぜ乾くのか」「治療後に口が痛む」「詰めた歯の形が気にな
る」などと悩んでいることが少なくない。加齢や薬剤性
以外にも原因はさまざまで、生活習慣の場合もある。
　歯科医療者は、患者さんの生活に真摯に向き合いなが

ら原因を追究し、寄り添うことで、潤った口腔環境へと
導き、患者さんの笑顔で楽しい会話や美味しい食事と
いった生活の潤いを叶えられる医療職である。そこで本
講演では、ドライマウスの原因や症状、対応法などにつ
いてお話させていただきたい。

根面う蝕の臨床戦
略─「サイエンス」
×「超高齢社会」で
紐解く─
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93◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

新人歯科衛生士の
ためのペリオドン
タルインスツルメ
ンテーション

別冊歯科衛生士
はじめてチェアサ
イドに立つときに
役だつ 歯周治療
独習ノート─患者
さ ん の 前 で 戸 惑
わないための14ス
テップ─

13：30～14：30

超音波デブライドメントを安全に行うための「技術と配慮」

田島菜穂子　ナグモ歯科赤坂クリニック・歯科衛生士

　超音波スケーラーは、治療から長期メインテナンスへ
と、歯科衛生士が使用する医療機器としてなくてはなら
ないものとなった。最大のポイントは、超音波が発信す
る 1 秒間に30,000回のエネルギー振動をどのように使い
こなすかということである。さらに臨床においては、技

術の習得と同時に、安全性や人（患者、施術者）に対する
配慮ができているかが重要である。
　そこで本講演では、超音波デブライドメントを行うに
あたり、安全で快適な施術を行うためのポイントをお話
しする。明日からの臨床のお役に立てば幸いである。

演者関連本

歯科医院経営実践
マニュアル vol.32
歯科医院の整理・
整頓・清掃マニュ
アル

歯科医院経営実践
マニュアル vol.17
これで万全！歯科
医院の受付・事務
マニュアル

14：40～15：40

初級SRP
～探るを識る、命を護る～
田上めぐみ　株式会社Himmel・歯科衛生士

　近年、歯科医療には生活習慣の改善教育や攻撃因子の
完全排除があたりまえに求められるようになっている。
それは、キャリアの浅い歯科衛生士も同じである。しか
し、知識や技術不足から治癒へ向かわず、結果的に歯科
医療への信頼を損ねてしまっている現実も少なくない。

　私は、［原因を排除］する技術の前に、［原因をどのよ
うに探るのか］を学ぶことからていねいに指導を行って
いる。本講演では、キャリアの浅い歯科衛生士の 1 症例
をとおして、原因の探り方を識るための手技や、後輩指
導の方法を紹介する。

演者関連本

歯 科 衛 生 士2015
年 5 月号「『健康な
お口』は、『口の機
能』を育てることか
ら始まる─歯科衛
生士のための 0 ～
3 歳 児 発 達 ガ イ

ド─」

実践訪問口腔ケア
（上、下巻）

15：50～16：50

歯科衛生士として口から食べるために口腔機能の維持増進の支援をしよう

白田チヨ　東京医科歯科大学大学院

　金子芳洋先生が口腔機能（摂食咀嚼嚥下）の問題を学術
的に提起し、誰もが意識し始めてから35年になる。小児
のリハビリテーションから始まった口腔機能の問題は、
現在では障がい者や高齢者のリハビリテーションへと定
着している。歯科から医科、福祉へと広がり、現在では
歯科の専門家より医科や福祉の専門家の方達に、重要視

され関心を持たれている。
　本講演では、口腔の専門家である私たちは、日常の仕
事の中で、予防・治療・福祉の分野で「健康な口腔機能
＝口から食べる」ことを意識し、知識や技術を提供する
ことが急務であることを再確認したいと思う。

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：10対象：

セルフケア指導

会議センター３階
313・314号室

歯科衛生士

HALL
4第 セルフケア指導における悩みはつきない。一人ひとり異なる患者さんに、どう指導すれば質

の高いプラークコントロールが可能となるのか。
本セッションでは、「歯ブラシ」「歯磨剤」「コミュニケーション」の 3 テーマから学ぶ。

演者関連本

歯科衛生士2017年
8 月号「“とりあえず”
“なんとなく”じゃ
進まない。臨床の
見直し、できます
か？」

歯科衛生士2013年
8 月 号「ス タッフ
全員でとりくむ患
者さん の 健 康 サ
ポート─順調にい
かない患者さんこ
そ、医院力が決め
手─」

9：00～10：00

“人生₁₀₀年時代”のブラッシング戦略と「歯ブラシ処方箋」のススメ

金子  至　長野県開業

　口腔の健康は全身の健康を左右し、質の高いプラーク
コントロールは健康な口腔環境を長期間維持するために
欠かせない。ブラッシング習慣の定着と超高齢化にとも
ない、唇頬側辺縁歯肉の退縮による“セメント質う蝕”が
新たな難題となってきた。適切な口腔衛生用品の選択と
使用は、歯科治療を効果的に進め、予防していく中心的

役割を担う。
　そこで本講演では、歯科医師と歯科衛生士が専門的知
識を基に口腔衛生用品を処方する、薬剤処方箋と同様の

「歯ブラシ処方箋」の必要性をお伝えし、超高齢化を踏ま
えた新たなブラッシング方法(Right Angle法)について
も動画を用いて具体的に解説したい。

演者関連本

歯科衛生士2017年
12月号「歯磨剤を
目的に合わせて選
ぶ。患者さん頼み
のセルフケアで、
その有効成分を味
方につける」

エナメル質・象牙
質・補綴物のプロ
フェッショナルケ
ア─歯面研磨から
歯面修復へのパラ
ダイムシフト─

10：05～11：05

歯磨剤の清掃力と成分を見極めたセルフケア処方

加藤正治　東京都開業

　「セルフケア処方」は、セルフケア製剤の成分や清掃器
具を適切に選択して用法とともに処方するケア型診療の
キーコンセプトである。しかし、服薬だけの処方と違い、
似たような症例に同じ処方をしても同じ成果が得られる
とは限らない。とくに歯磨剤は、まず清掃力をコントロー

ルすることが重要なポイントと考える。さらに、有効成
分をターゲットに応じて選び出す「成分処方」によってそ
の効果は最大になることだろう。
　本講演では、セルフケア処方の主軸となる歯磨剤選び
にフォーカスする。
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94 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本11：10～12：10

インサイトテクニック、患者自らが変わる口腔清掃指導　
“磨けない”“磨かない”？
小牧令二　岐阜県開業

　口腔清掃指導の重要性は、誰もが認識しているところ
である。しかし、社会経験の乏しい若手歯科衛生士には、
患者の意識を変えることが難しいと感じることがある。
　インサイトテクニックでは、診査診断の定式化と、心
理学的手法を用いることで、患者自身の自己変革を引き

出す。検査結果を客観的に示し、現状を理解させ、それ
に対する対策を患者自身に考えさせることで、自らの行
動を決めさせるのだ。「言われて実行する」のではなく「自
ら気づき実行する」ことで、長期にわたり患者が自分自
身をコントロールする力を身につけられるだろう。

こ の ま ま 使 え る 
Dr.もDHも! 歯科
医院で患者さんに
しっかり説明でき
る本─患者教育に
重 要 な ト ピ ッ ク
14─

歯周病学の迷信と
真 実 ─ そ の 論 文
の 解 釈 は 正 し い
か？─

 10/6（SAT）　13：30 ～ 17：00対象：

DHキャリアメイクセッション

座長
森  昭
京都府開業

会議センター３階
313・314号室

歯科衛生士

HALL
4第

演者関連本

歯科衛生士2017年
8 月号「歯科診療
所だって、働き方
改革!!［育児版］～
子育てをプラスに
つなげた 2 医院の
取り組み～」

歯科衛生士2018年
3 月号「患者さん
に合う歯ブラシの
選び方」

13：30～13：40

働き方改革への取り組み

森  昭　京都府開業

　育児や出産を機に退職してしまう歯科衛生士が多いと
される昨今、竹屋町森歯科クリニックでは平成18年より
女性スタッフの働き方改革を実施している。
　具体的には、子どもと一緒に出勤する「カンガルー出
勤制度」、子どもを預かってくれるスタッフの親に支給
する「おばあちゃん手当」、「子供病児保育料の医院負担」

など独自の制度を設けている。その結果、出産後復職率
90％以上を実現できており、出産や育児をしながら働く
ことが当たり前の職場となっている。
　講演では、当院での実際の取り組みを紹介させていた
だく。

演者関連本

歯科衛生士2017年
9 月号「臨床が変わ
るBiologic Width
(生 物 学 的 幅 径)
講座─その数値よ
り重要なこと─」

13：45～14：15

患者自らがメインテナンスに訪れたくなるような
歯科衛生士業務を目指して
黒川  綾　フリーランス・歯科衛生士

　超高齢社会を迎えたわが国では、栄養源の経口摂取期
間の延長は全身の健康に寄与することから、残存歯数に
影響する定期的な歯科受診は重要である。しかし、平成
28年の歯科医療に対する一般生活者の意識調査の結果を
見ても、定期来院率は約36％と、高いとは言い難い。一
方で、私自身の臨床では多くの患者が自ら定期的に来院

を継続している。
　そこで本講演では、私自身の臨床を基に患者の行動変
容をともなった意識改革を起こさせる具体的な取り組み
を紹介しつつ、その経営的影響、衛生士のワークライフ
バランスへの効果を共有できたら幸いである。

14：20～14：50

DHを思いっきり楽しむ！　可能性だらけの働き方

岡村乃里恵　フリーランス・歯科衛生士

　「DHを思いっきり楽しんでます!」今の私は大きな声で
言える。出産後にパート復職からのスタート。その医院
で「患者さんにもっと歯科医院を好きになってほしい」と
感じはじめた頃から、仕事観が変わり始めた。
　10年前に独立し、現在はDH向けの研修、勉強会、患
者さんへの説明ツールなどの販促物の企画・デザイン、

歯科衛生士向け動画学習サービスの運営など、仲間と一
緒にさまざまな活動をしている。まだまだやりたいこと
が多く、DHの働き方は可能性だらけだと感じる。私の
仕事スタイルが皆様の働き方のヒントになれば幸いであ
る。

演者関連本

歯科衛生士2018年
2 月号「今日もGo! 
Go! DH日記～臨
床にプラス編」

14：55～15：25

輝く舞台は自分でつくる！
～ママDHの挑戦～
西依亜矢　フリーランス・歯科衛生士

　平成27年の歯科衛生士勤務実態調査によれば、25～34
歳の未就業者のおよそ80％が再就職を希望しているが、
その内訳は「すぐにでも再就職したい」が 8％、「条件が
揃えば再就職したい」が72％となっている。有資格者約
25万人に対し、就業歯科衛生士数は約11万 2 千人。慢性

的な歯科衛生士不足のなか、誰がママ世代DHの働ける
“条件を揃える”のだろうか？
　今回は、歯科衛生士自身が働き方を柔軟に工夫しなが
ら、来院者や医院に貢献しやりがいを感じるための、笑
顔を生み出す発想力についてお話したいと思う。
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95◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

歯科衛生士2017年
12月号

15：30 ～ 16：00

なりたい自分になるための覚悟と情熱

片山章子　フリーランス・歯科衛生士

　「なりたい歯科衛生士」「こうありたい歯科医院」の理想
はあるものの、現実はうまくいかないことが多いだろう。
現状を打開したいと本気で思うなら、“覚悟”と“情熱”
が必要である。そしてそれは、のちに何度も迷いくじけ

そうになった時に踏ん張り、前へ進むための原動力とな
る。
　本講演では、現場での経験や実践と学び得たものを皆
様にお伝えしたいと思う。

16：05 ～ 16：35

歯科衛生士をめいっぱい楽しむ方法

井上  和　フリーランス・歯科衛生士

　 私 の 名 刺 の 裏 に は 自 己 紹 介 と し て「HOBBIES」
「WORK」とあり、「HOBBIES」、つまり趣味の最後に「仕
事」と書いてある。歯科衛生士という仕事は大好きな趣
味のトップ、やりたいことなのだ。起きている時間の大
半は、この「仕事」に費やされる。それなら趣味を楽しむ
ように仕事ができたらいい。仕事が趣味ならば、たとえ

ばテニスを楽しむように、道具を買い揃える、練習をす
る、本を読む、ネットで調べる、プレーヤーの講演を聞
きに行く、休みの日に仲間と集まって 1 日中その話をす
るのは楽しみでしかないだろう。
　本講演では、どうすればこの「歯科衛生士」という仕事
をめいっぱい楽しむことができるのかお話ししたいと思う。

演者関連本

歯科衛生士2018年
6 月号「気をつけ
たい咬合のサイン 
臨 床 で 目 に す る

『グレーゾーンの
咬合』このままで
いい？」

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：10対象：

医療コミュニケーション

会議センター
３階 315号室

歯科衛生士には、患者さんへの情報提供がますます求められるようになってきた。
氾濫する情報から信頼すべきものをどう見極め、どう伝えるのか。
発信力に磨きをかける ₃ 講演 ! 

歯科衛生士

HALL
5第

演者関連本

歯科衛生士2017年
7 月号「ちょっと
の 意 識 で 大 き く
変わる!　高齢患
者さんの心をつか
むトークテクニッ
ク」

歯科衛生士2018年
9 月号「その根拠
は、なんだろう？ 

“伝える人”のため
の情報見極め術」

9：00 ～ 10：00

臨床の悩みは大きな宝！　診療室を楽しくする情報選択と活用法

薄井由枝　東京医科歯科大学大学院・歯科衛生士

　患者さんを担当した際、口腔内が期待したほど改善し
なかったり、歯肉を腫らせて来院されたりなどの予期せ
ぬ事態に悩んだことはないだろうか。そのような課題こ
そ、自分をさらなるエキスパートとして成長させる大き
な宝となる。臨床を裏づけるエビデンスとなる知識を求
め、選択し、活用していけば、確実にスキルアップにつ

ながる。
　さらに患者さんの知りたい情報を発信し、効果的で前
向きなコミュニケーションを構築しよう。情報が洪水の
ように押し寄せる時代、歯科衛生士には適切な情報を選
択し、臨床で活かしていく能力が求められている。

演者関連本

the Quintessence
2018年 1 月号～

（連載）

抜歯・小手術・顎
関節症・粘膜疾患
の迷信と真実

10：05 ～ 11：05

Spark the interest！　人の心に響くプレゼン術

安藤彰啓　東京都開業

　話がまとまらない……。話がうまく伝わらない……。
そう感じたことはないでしょうか？　本講演では、そ
んな悩みを解決するためのワンポイントレッスンと、
ちょっとしたワークショップを行います。

　プレゼンは知識ではなく、スキルです。学ぶことでは
なく、練習することで輝くようになります。臨床だけで
なく、日常生活のさまざまな場面で生きるスキルを一緒
に磨きましょう！

演者関連本

歯科衛生士2018年
5 月号「歯科講話
残念番付 演出の
プロが教える“今
すぐやめたい”プ
レゼン術」

歯科衛生士ブック
レットVol. 1 　説
明のプロに聞く！ 
メインテナンスの
重要性をわかって
もらうには⁉

11：10 ～ 12：10

ガッテン流！　患者のモチベーションを上げる伝え方のコツ

北折  一　元NHK科学・環境番組部専任ディレクター

　世はまさに「プレゼンの時代」。ぼくの実感では、医科
よりも歯科のかたがたのほうが早くからそれに気づき、
人々を救うためのスキルアップにいそしむ人も圧倒的に
多いですね。なのに、いまだに「スキル不足」に悩む人が
多いのが現実。なぜでしょう？ それは、プレゼンを「ス
キル」だと思っているからかもしれません。

　相手がついつい受け入れたくなるプレゼンとは何なの
か？　長年、NHKで高視聴率番組を作り続けてきたか
らこそ到達した、その極意をお伝えします。キーワード
は、「平仮名 4 文字がふたつ」です。さてさて、何でしょ
うか！？！？
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96 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　13：30 ～ 16：50対象：

小児歯科臨床

会議センター
３階 315号室

生涯を通して歯と口腔、ひいては全身の健康保持・増進に寄与する小児期の歯科医療・保健。
未来ある子どもたちの歯と口腔を守り育む、小児歯科臨床の重要ポイントを知ろう！

歯科衛生士

HALL
5第

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
小 児 歯 科・ デ
ン タ ル ホ ー ム 
YEARBOOK 2016
─今，あるべき小
児 歯 科 臨 床 を 探
る─

nico 2017年 8 月号
「子 ど も の 過 剰
歯・欠如歯 etc.を
チェック！　パノ
ラ マ レ ン ト ゲ ン 
一 度 撮 り ま し ょ
う。」

演者関連本13：30 ～ 14：30

永久歯の萌出期に起こりやすい異常を見逃さないで！

山﨑要一　鹿児島大学大学院

　永久歯の萌出期には、さまざまな異常が見られること
がある。たとえば、永久歯胚の傾斜や位置異常による萌
出の障害、癒合歯や巨大歯、異常結節などの形態異常、
あるいは過剰歯や先天性欠如歯などの歯数異常による歯
列咬合への影響などだが、その徴候は、乳歯列期でも事

前に察知できる場合がある。
　今回の講演では、小児の口腔を継続して管理するうえ
で、これから起こりそうな異常の気配を見逃さないため
には、どのようなことに注意すれば良いかについて解説
する。

演者関連本

歯科衛生士2013年
10月号「お母さん
に伝えたい！ 子ど
もにあわせた 市
販歯ブラシ＆歯磨
剤選び方ガイド」

歯科衛生士2014年
7 月号「どの医院
も苦労していませ
んか？　思春期の
メインテナンス中
断［後編］」

14：40 ～ 15：40

だから小児歯科っておもしろい　体・心・未来を育む
～ともに成長できる対応を目指して～
井上治子　兵庫県・歯科衛生士

　ふと気がつけば、小児歯科診療所で歯科衛生士として
過ごして長い時が流れていた。子どもたちとともに泣き、
笑い、喜びあい、ときにはケンカもしながらここまでやっ
てきた。そんな小児歯科の日々は、ずっとずっと「おも
しろい！」だった。いったい何がそんなにおもしろかっ
たのだろう？　それは子どもたちの小さな口を通して、

彼らの体・心・未来を育めてきたからだと思う。
　子どもたちとのかかわりをを通して、どのような「体・
心・未来」が育めたのか、そしてこれからどのようなこ
とを育んでいけるのか。そんな小児歯科の「おもしろ
い！」についてお話しする。

演者関連本

歯科衛生士2018年
1 月号「まるわかり 
高濃度フッ化物配合
歯磨剤 1,500ppmF
時代の活用法とその
効果」

15：50 ～ 16：50

乳幼児期から始める親子セットのう蝕予防

倉治ななえ　東京都開業

　2017年 3 月、1,500ppmを上限とする高濃度フッ化物
配合歯磨剤が厚生労働省より承認され、1,450ppm等の
高濃度フッ化物配合歯磨剤が日本国内で購入できるよう
になった。
　一方当院では、1997年より「親子セットのう蝕予防」を
提唱し、親が適切なう蝕予防を行うことで、子どものう

蝕も予防できることを示してきた。
　本講演では、筆者が20年来取り組んできた、あらゆる
年齢に即した「親子セットのう蝕予防」臨床について、高
濃度フッ化物配合歯磨剤を取り入れた最新のう蝕予防プ
ログラムを通して具体的にご紹介する。

こ の ま ま 使 え る 
Dr.もDHも! 歯科
医院で患者さんに
しっかり説明でき
る本─患者教育に
重 要 な ト ピ ッ ク
14─

 10/6（SAT）　9：00 ～ 16：50対象：

実践チーム医療

会議センター
４階 419号室

疾病の予防・治療・管理、安全で快適な診療室作り、人材育成に「チーム医療」は不可欠。6
講演をとおして、今求められる多職種間の共通認識、チーム力をより高めるノウハウを学ぶ。

歯科衛生士

HALL
6第

演者関連本

the Quintessence
2018年 5 月号

9：00 ～ 10：00

チェアサイド・介護で役立つ口腔粘膜疾患
～どこで見分けて、どう対応?～
中川洋一　鶴見大学

　健康意識の高まりとともに口腔への関心も強くなり、
う蝕と歯周病以外の問題を抱えて歯科を受診する患者さ
んが増えている。口にも癌ができるという情報はかなり
広がり、口腔癌を心配して来院することも少なくない。
一方、在宅や施設での介護が増え、必要性が叫ばれてい

た口腔ケアは行き届いてきたが、口腔乾燥にともなう口
腔カンジダ症など、以前とは異なる問題も出てきている。
口腔粘膜病変を診断するために必要なことは、正常と異
常を区別する目である。知っておきたい正常解剖と代表
的な疾患の病態写真を示す。

新版　チェアサイ
ド・介護で役立つ 
口腔粘膜疾患アト
ラ ス ─ ど こ で 見
わ け て、 ど う 対
応？─
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97◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

10：05 ～ 11：05 

歯周治療における臨床診断を考える
～しっかり病態を把握していますか?～
長谷川嘉昭　東京都開業 ／ 川崎律子　長谷川歯科医院・歯科衛生士

演者関連本

別冊歯科衛生士　
モチベーションを
上げる15のアドバ
イス―なんで磨い
てくれないの？―

QDI 2014年 No.4
　歯周病に罹患した患者への診査は、デンタルエックス
線とプロービング値だけに頼る旧態依然の方法が決して
劣るわけではないが、卒業した30年前と比べると格段に
進歩してきている。特に画像検査はCBCT画像診断が主
流となり、歯周病原細菌検査や高感度CRP等の臨床検

査も簡単に導入できるようになった。歯周基本治療の大
切さは今も色褪せることはないが、病態を正しく把握し
ないと不必要な医療介入もあるかもしれない。そこで本
講演では、自院における検査診断システムと、それにと
もなうチーム医療について症例を通じて紹介する。

11：10 ～ 12：10 

現場発！　歯科医院経営と人材マネジメントのキホン

黒飛一志　大阪府開業、株式会社デントランス ／濵田真理子　有限会社エイチ・エムズコレクション

演者関連本

　高いレベルの医療を提供する歯科医師や歯科衛生士が
いる医院でも、経営やチーム医療の視点では、たとえば
人間関係のトラブルでの離職、向上心のないスタッフに
よるミスの連続、仲間を尊重できないチーフなど、さま
ざまな課題や悩みがある。歯科医院の問題は、仕組みや

組織力で解消しやすいのが特徴。全国各地の歯科医院の
現場に直接訪問して経営と人材の安定した医療機関に導
く歯科医師コンサルタト・黒飛一志と、歯科衛生士コン
サルタト・濵田真理子が、双方の視点を盛り込んだ経営
および人材マネジメントの 7つのキホンを紹介する。

結果が出る！歯科
衛生士を院内で教
育する仕組みづく
り

歯科医院経営を安
定させたい院長へ
77のアドバイス

演者関連本

歯科衛生士2017年
1 月号「覚えてお
くべきを覚える！
有病者の歯科リス
クは、この質問で
チェック」

13：30 ～ 14：30

チームで備えよう！　歯科医院での緊急時の対応法

伊藤  寛　福島県勤務

　現在、日本の高齢化率は世界でもっとも高く推移して
いる。その中で日々、歯科治療に携わらなければならず、
必然的に高齢者や有病者の緊急時対応の機会も増加する
と考えられる。緊急事態はいつ院内で発生するかはわか
らないため、緊急時対応は歯科医師、歯科衛生士のみな

らず歯科助手、受付、そして他のスタッフも最低限の知
識が必要になると考える。少ない時間ではあるが全身疾
患、心肺蘇生法など難しく考えず、楽しく理解してもら
えたら幸いである。

14：40 ～ 15：40

歯科衛生士が活躍する医院づくり

関根  聡　埼玉県開業

　近年、歯科医療における歯科衛生士の役割は多岐にわ
たり、その重要度も増してきている。一方で、歯科衛生
士の就業率が 4割程度であることからもわかるとおり、
欧米と比較するとまだ一生涯の仕事としての認識や職場
環境の整備が十分ではないという側面もある。そのよう

な中でも歯科衛生士としての仕事に確固たるポリシーと
やりがいをもち、まさにライフワークとして従事してい
る方をたくさん見てきた。今回は当院での取り組みを紹
介し、歯科衛生士が活躍する環境をつくるために、医院
でどのようなことができるかについて考えてみたい。

1 か ら は じ め る
イ ン プ ラ ン ト 治
療─患者説明／画
像 診 断 ／ 器 具 準
備／外科処置／埋
入 術 式 ／ 補 綴 処
置／手紙作成 完
全マニュアル─

別冊歯科衛生士
新版　みるみる理
解できる　図解　
スタッフ向けイン
プラント入門

演者関連本15：50 ～ 16：50

チームで行うインプラント治療
～術前から術後までDr＆DHがすべきこと～
小川勝久　東京都開業

　インプラント治療は、高度な外科処置をともなうこと
から、一般的な歯科治療以上に、治療を担当する歯科医
師や麻酔医だけでなく、歯科衛生士、歯科技工士、歯科
助手を含めた医院・チームとしての対応や準備・心構え
が大切となる。その中で歯科衛生士は、歯科医師と患者

の間に立ち、手術内容や術式も含め理解し共有すること
でインプラント治療を支えていくことにもなる。そこで
今回、インプラント治療の一連の過程の中で、歯科医師
と歯科衛生士が、術前から術後までのすべき事柄につい
て、オペ動画も含め解説する。
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100 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

デジタルとアナログの融合（前半）
Combining Digital and Analogue Part 1

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00
 同時通訳 simultaneous interpretation

座長　Chairman
山﨑長郎　Masao Yamazaki
東京都開業
Private Practice in Tokyo

対象：

A
HALL

アネックスホール
F201・F202号室

デジタルセッション

　本大会でもっとも注目していただきたいのは、このセッションである。
なぜならば、補綴・インプラント治療においてデジタル化は凄まじい勢
いで進歩しているからである。この講演では、現時点での私のデジタル
とアナログの融合について、臨床的見地からそのステップをいかに活用
し、その精度をアナログに近づけていくか、いくつかの症例を通じて解
説すると同時に、マテリアルセレクションについても説明していきたい。

　The most noteworthy session in the meeting is this because digitali-
zation in prosthodontics and implant treatment shows extremely rapid 
progress. In this lecture, about the fusion of analogue and digital I 
would like to explain how to use the steps from the clinical standpoint 
and to make them more accurate to the analogue through some clini-
cal cases and at the same time about the material selection.

演者関連本9：00 ～ 9：30 

デジタルとアナログの融合

Combining digital and analogue

山﨑長郎 Masao Yamazaki　東京都開業 Private Practice in Tokyo

QDT別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デン
ティストリー 2018

エ ス テ テ ィ ッ ク 
ク ラ シ フ ィ ケ ー
ションズ―複雑な
審美修復治療のマ
ネージメント―

　高度に崩壊した歯列を審美的にフルマウスリハビリテーションすること
は、歯科医師と歯科技工士双方にとって大きなチャレンジを意味する。それ
ゆえ、このような困難なケースを最終的に成功へ導くための予知性を改善す
るワークフローが必要である。CAD/CAMの材料とシステムにおける進歩、
デジタルによる修復物の計画と製作は高度に崩壊した歯列に対する革新的な
治療概念を進歩させることができる。デジタルフェイススキャンと新しい種
類のCAD/CAMシステムは標準化された製作過程を提供し、その結果困難な
リハビリテーション症例に対して、信頼性が高く予知性がありかつ経済的な
ワークフローが可能となる。本講演では、一連の症例およびCAD/CAM材料
とデジタル修復技術の臨床的な成功に関連する科学的エビデンスを提示する。

　 Esthetic full-mouth rehabilitation of severely compromised dentition 
represents a great challenge for clinicians and dental technicians. Workflows 
that improve the predictability of the fi nal treatment outcome of these complex 
cases are therefore needed. Advancements in CAD/CAM material systems, 
digital restoration planning and fabrication enable the development of innovative 
treatment concepts for the severely compromised dentition. Digital face scans 
and novel CAD/CAM applications off er a standardized manufacturing process, 
resulting in a reliable, predictable and economic workfl ow for complex rehabilita-
tion. The lecture will present case series and the scientifi c evidence pertaining to 
the clinical success of CAD/CAM materials and digital restorative technologies.

9：30 ～ 10：10 

デジタル・ワークフロー
～困難なリハビリテーション症例に対する予知性の高い解決法～
Digital workfl ows：Predictable solutions for complex rehabilitations

Petra Gierthmüehlen　ハインリッヒ・ハイネ大学（ドイツ） Heinrich-Heine University（Germany）

　歯科界の各分野ではデジタル化のビッグバンが起こっており、今日で
はそれらをいち早く導入してきたimplant dentistryの分野でとくに画期
的な発展を遂げている。審美領域のインプラント補綴においても、soft 
tissue discolorationなどといった審美障害に対し、新たな材料や補綴デ
ザインの開発により解決が図られるようになってきた。本講演では、
CAD/CAMテクノロジーを用いた最新のインプラント補綴コンセプトに
ついて、その種類、デザイン、そしてインプラント補綴専用に開発され
た新しい材料を交え解説を行っていきたい。

　 The Big Bang digitalization is happening in many dental fields, 
especially in implant dentistry, which innovated it instantaneously 
and has made epoch-making development. Implant prosthesis of the 
esthetic area has started to solve the esthetic problems such as soft 
tissue discoloration using new materials and prosthetic design. This 
presentation will explain the latest concept of CAD/CAM technology 
for implant prosthesis about the variety, design and new materials 
developed only for implant.

演者関連本

QDT 2017年 1 月号

10：10 ～ 10：40

Digital esthetic for implant restoration

山下恒彦 Tsunehiko Yamashita　デンテックインターナショナル・歯科
技工士 Dentech International, RDT

QDT Art & Practice
別冊
Digital Dentistry 
YEAR BOOK 2016
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101◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　最近のデジタルテクノロジーは、修復学に対して数多くの新しい効果的な治療法のオプションを提供している。デジタ
ル歯科学においては光学印象が患者の口腔状況デジタル化の第一歩である。この結果として得られるデジタルファイルは、
バーチャル治療計画、バーチャル修復物設計に使用され、後にCAD/CAMの力を借りて種々の材料ブロックから削り出さ
れる。今日利用可能なデジタルシステムは、たとえば再現性が高精度であるといったような数多くの利点を有している。
多くの研究が、コンピュータ支援の削り出しやインゴット切削のようなサブトラクティブマニュファクチャリングは、良好
な精度であることを明らかにしている。ごく最近では、アディティブマニュファクチャリングも紹介されている。ステレオ
リソグラフィー（光造影法）、レーザーシンタリングもしくはプリンティングは、ワックス、レジン、金属などの素材を利用
するものでサブトラクティブマニュファクチャリングよりもさらに高精度であることが示されている。最後に、“デジタル
ワークフロー”は歯科修復物の製作のために興味深いのみならず、患者と歯科医師のコミュニケーションをより良好にする。

　The recent digital technology off ers numerous new and effi  cient options for restorative dentistry. Within digital dentistry 
the optical impressionning is the fi rst step towards a digitalization of the patient’s intraoral situation. The resulting digital 
fi le is then used for the virtual plannifi cation and the virtual design of reconstructions, which thereafter can be milled 
out of prefabricated blanks of diff erent materials with aid of CAD/CAM systems. The digital systems available today 
off er numerous advantages, like e.g. the precision of the reconstructions. A high number of studies has demonstrated 
good accuracy of the current subtractive manufacturing, i.e. the computer-aided milling or the grinding of ingots. More 
recently, additive procedures have been introduced. Stereolithography, laser sintering or printing of materials like wax, 
resins or metals has shown to be even more precise than the subtractive manufacturing.Finally, the “digital workfl ow”, is 
not only interesting for the fabrication of dental reconstructions but also for a better patient/dentist communication.

演者関連本

Color in Dentistry
（英語版）

10：40 ～ 11：50 

モノリシック再建～CAD/CAMテクノロジー
進歩のキーストーン～
Monolithic reconstructions：the keystone to 
advances in CAD/CAM technologies
Irena Sailer　ジュネーヴ大学（スイス） University of Geneva（Switzerland）
Vincent Fehmer　ジュネーヴ大学（スイス）・歯科技工士 University of 
Geneva（Switzerland）, MDT

 10/6（SAT）　13：30 ～ 17：30
 同時通訳 simultaneous interpretation

A
HALL

ザ・セラミックワーク Part ₁
The Ceramic Work Part 1

座長　Chairman
青嶋　仁　Hitoshi Aoshima
ペルーラAOSHIMA・歯科技工士
Perla Aoshima, RDT

アネックスホール
F201・F202号室 対象：

　今回は私が内部ステインテクニックの開発に至った経緯を改めて総集
編としてここに集めてみたい。
（ 1）オペークへのステインが始まりであった
（ 2）3層築盛の開発
（ 3）内部ステイン材の選択
（ 4）マージンポーセレンとした経緯
（ 5）ノリタケスーパーポーセレンAAAとの出会い
（ 6）内部ステイン材の開発
（ 7）ラスターポーセレンの開発

　In this presentation I would like to share the history of highlights of 
creating the Internal Live Stain technique.

（ 1 ）Staining on the opaque was the beginning
（ 2 ）Creating the three layer technique
（ 3 ）Selection of the internal stain
（ 4 ）Reason of porcelain marigin
（ 5 ）Encounter with Noritke super porcelain AAA
（ 6 ）Creating the internal stain material
（ 7 ）Creating the Luster Porcelain

演者関連本

QDT 2017年 8 月号

13：30 ～ 14：10 

A history of internal live stain

青嶋　仁 Hitoshi Aoshima　ペルーラAOSHIMA・歯科技工士 Perla AOSHIMA, RDT

青嶋 仁 歯科技工臨床写真集
ザ・セラミックワークス

　これまで20年ほどエマージェンスプロファイルに取り組み、行田克則
氏提唱の「Sシェイププロファイル」を実践してきたが、それは歯科医師
側の歯肉との調和であり、歯科技工士側からは色調も重要視される。歯
肉と接する歯頚部の色調が、歯肉や隣在歯にも調和しなければ自然感は
生まれない。そこには、適度な透明感と彩度、蛍光性が必要である。蛍
光性といえば歯冠部に注目が集まるが、最重要なのは蛍光性による歯肉
への光の伝達である。また、最近では低彩度・高明度の補綴物が求めら
れる傾向にあり、歯頚部の色調の調和が取りにくいことも多い。そこで
今回は、歯肉に対し形態が与える調和と、色調が与える調和をいかに考
え、製作するか述べたい。

　Past 20 years I have performed “S-shape profi le” which was pointed out by Dr Yoshinori 
Nameta who proposed emergence profi le, and this will provide tissue harmony for the 
dentist and also it will give color performance for the dental technician. It is necessary to 
match the color of the cervical areas to the gum and the adjacent tooth, or the natural 
looking cannot be made. In addition, the right amount of translucency and Chroma and 
the fl uorescent is necessary. Fluorescent is often discussed in the crown area but the 
light transmission towards the gum tissue is mostly important. Also, recently there is a 
trend of asking for the low Chroma high Value restoration and it become more diffi  cult to 
match the cervical color to the gum tissue. Today I would like to discuss how to create 
the restoration with the anatomy and the color that will harmonize the gum tissue.

演者関連本

QDT 2017年 1 月号

14：10 ～ 15：10 

歯肉との調和について

The harmony with the gum tissue

小田中康裕 Yasuhiro Odanaka　oral design彩雲・歯科技工士 oral design saiun, RDT

QDT別冊
デジタル対応で学
ぶ！ 歯 科 医 師・
歯 科 技 工 士 必 携 
シェードテイキン
グ超入門
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102 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

　CAD/CAMそして材料の進化は前歯部審美補綴のマテリアル選択に大
きな転換をもたらしてきた。しかし色調表現を成功させるためには、そ
れぞれ異なるマテリアルの特徴を理解することも必要であろう。また透
過性のあるオールセラミックス補綴では支台歯の色調も考慮しなければ
ならない。このレクチャーではオールセラミックスの色調コントロール
を明度、彩度、透明性などの観点から説明し、失敗を最小限にするため
のシステマティックなアプローチを解説する。

　 The evolution of CAD/CAM and the dental material has given us 
many choices in anterial restorative materials and become the transi-
tion point in material selection. However, in order to control the color 
tone is necessary to understand the characteristics of the materials. 
Also, translucent restorative material is necessary to consider the 
die color. In this lecture, the color control of the all ceramics will be 
explained from Value, Chroma, Translucency and systematic approach 
will be explained to minimize the restorative failure.

演者関連本

210
×
280

QDT 2017年 8 月号

15：10 ～ 16：10 

オールセラミックス補綴の色調コントロールを
成功させるために知っておきたいこと
Need to know facts to succeed in all ceramics restoration 
color control

Aki Yoshida　Gnathos Dental Studio・歯科技工士 Gnathos Dental Studio, RDT

QDT 2018年 5 、 6
月号

演題未定。 　

16：10 ～ 17：30 

演題未定

　

Willi Geller　スイス開業・歯科技工士 Private Practice in Switzerland, RDT
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103◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00対象：

究極のインプラント技工

B
HALL

アネックスホール
F203・F204号室

座長
陸　誠
コアデンタルラボ横浜・歯科技工士

座長関連本

新装版　初心者のための臨床的ク
ラウンの製作法―歯科技工士・歯科
技工所のレベルアップのために―

ポケット版　歯科技工士
のための総義歯製作テク
ニック

演者関連本

QDT 2018年 4 ～
6 、 9 ～10月号

9：00～9：45

Approach to the peri-implant esthetics

都築優治　Ray Dental Labor・歯科技工士

　インプラント修復治療における審美性の獲得。それは、
歯冠審美の再現のみならず歯肉審美への配慮が絶対的な
要件となる。特に、インプラント周囲軟組織のマネジメ
ントは外科的な対応によるウェイトが大きいが、より緻
密な審美設計を実現するためには、術中・術後において

補綴装置が担う役割は非常に大きい。今回、インプラン
ト周囲組織の維持・安定を前提に、外科後の軟組織の成
熟を目指した補綴マネジメントの実際と、審美再現に欠
かせない評価基準についてまとめながら、自身の臨床コ
ンセプトを紹介したい。

エビデンスに基づ
いたペリオドンタ
ルプラスティック
サージェリー―イ
ラストで見る拡大
視野での臨床テク
ニック―

演者関連本9：45～10：30

創傷の治癒から考えるインプラント審美補綴

上原芳樹　ファイン・歯科技工士

　インプラントの埋入ポジションと補綴形態には重要な
関係性がある。その関係性が上手く成り立ったときは、
シンプルに短期間でインプラント治療が終了し、審美的
な結果を得ることができる。それは長期的にみても安定
した結果をもたらし、最終的には患者の幸せへと繋がる。
ただこれらを達成するためには、歯肉の治癒過程をしっ

かりと理解した上で補綴物を製作する必要がある。今回
の発表ではそれらのことを踏まえ、インプラント埋入か
ら補綴物セットまでの間に補綴形態によってどのように
軟組織をコントロールしているのかを中心に詳しく解説
したい。

QDT別冊
Digital Dentistry 
YEARBOOK 2018

QDT Art & Practice
2013年 9 ～10月号

演者関連本10：30～11：15

Anatomical gingival shading technique

関　錦二郎　関錦二郎商店・歯科技工士

　近年、CAD/CAMの普及によりインプラントにおける
大規模補綴(ボーンアンカードブリッジ)等が増加傾向に
あり、適合や機能のみならず、審美の要求も高まってい
る。その修復部位は歯冠部から歯肉部まで含まれるもの
も多く、とりわけ術者には歯肉に関する審美的な見識や

技術も必要となってきた。本講演では、自身が歯肉をよ
り審美的に製作できるよう日常臨床で研鑽し歯肉の理解
を深める中で考案した、だれでも簡単に歯肉が製作でき
る「アナトミカル・ジンジバル・シェーディングテクニッ
ク」を紹介したい。

QDT 2018年10月号QDT Art & Practice
2015年12月号～
2016年 2 月号

Now
Printing

11：15～12：00

Unknown bone anchored

志田和浩　PREF・歯科技工士

演者関連本

　水平的・垂直的に吸収した症例に人工的な歯肉（ピン
クマテリアル）で対応するAll-on-4に代表されるような
ボーンアンカードブリッジは、国内外の学会・専門誌な
どでも多数紹介されており、その予知性の高さから多用
されていると推察される。しかし、製作自体は比較的容
易であるが、力学的なフォーム、清掃性、長期安定性

等、クリアしなければならない問題点も多数ある。今回
はボーンアンカードブリッジの理想的なフォームを作る
上で重要な、診査診断、 3 Dプランニング、インプラン
トポジションなどにフォーカスし、ボーンアンカードブ
リッジにおけるデジタルデンティストリーとトップダウ
ントリートメント術式を歯科技工士の目線で考察したい。

QDT Art & Practice
2015年 7 月号

QDT Art & Practice
2016年 9 月号
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104 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　13：30 ～ 17：30対象：

審美修復のためのチームワーク（前半）

B
HALL

アネックスホール
F203・F204号室

座長
桑田正博
クワタカレッジ／愛歯技工専門学校・歯科技工士

座長関連本

セラモメタル―そのデザ
インと構造―

ザ ベーシック プレーンズ フォ
ア トゥース プレパレーション
―支台歯形成の面基準―

13：30 ～ 14：50

セラミストが立ち会えない環境での審美歯科補綴治療
～美しさの永続性も求めて～
青島徹児　埼玉県開業 ／ 久保哲郎　oral design OSAKA・歯科技工士

演者関連本

QDT 2017 年 1 ～
2 月号

　青島デンタルオフィスとoral design OSAKAは、約13
年間セラミストが一度も患者に立ち会うことなく、主に
審美歯科補綴治療を行ってきた。当然ながら立ち会うこ
とのメリットは認めつつも、物理的にそれがかなわない
状況の中で、お互いがどのようなことを要求し、それを

叶えるためにどのような工夫をしてきたかを振り返る
と、審美歯科補綴治療のコミュニケーションにおいては、
実は言葉を交わすこと以上に大切なものがあるというこ
ともわかってきた。本講演ではそれをチェアサイドとラ
ボサイド両方の立場からお話しできればと思っている。

QDT別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デン
ティストリー 2018

14：50 ～ 16：10

補綴装置と歯周組織の接点
～歯肉縁下カントゥアによる軟組織マネージメント～
木林博之　京都府開業 ／ 森田　誠　oral design KYOTO・歯科技工士

木林博之

森田　誠

演者関連本

　クラウンカントゥアについては、これまでさまざまな
考えが提唱されてきたが、いまだ明確な結論が出ていな
いのが現状である。歯周組織は補綴装置の歯肉縁下カン
トゥアに対し、ある程度の許容範囲をもつ。しかし、こ
の形態が歯周組織に与える影響は非常に大きく、ときに

は辺縁歯肉の炎症や形態不良などを引き起こすこともあ
り、それが審美歯科治療の結果を大きく左右する。本講
演では、歯肉縁下カントゥアによる辺縁歯肉のマネージ
メントと歯周組織に調和した補綴装置を製作するにあた
り、歯科医師と歯科技工士が留意すべき点について考える。

　歯肉縁下カントゥアの形態を製作する際は、歯科技工
士が歯肉圧排された状態の模型上で、自身の経験と知識
を基に製作することが一般的である。しかし、歯科医師
がプロビジョナルレストレーションの歯肉縁下カントゥ
アの形態を調整し、調整された歯肉縁下カントゥアに裏

打ちされた遊離歯肉の形態を作業用模型上に再現できれ
ば、歯科技工士はその遊離歯肉に対応した歯肉縁下カン
トゥアを、“勘”や想像に頼らずセラミックスで再現す
ることが可能となる。本講演では“勘”に頼らない再現
性の高い補綴装置の製作方法について考える。

QDT Art & Practice 
別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デ
ン テ ィ ス ト リ ー 
2015／2016

3 Dイラストで見る
ペリオドンタルプ
ラスティックサー
ジェリーインプラ
ント・ ポンティッ
ク編―エビデンス
に基づいた外科手
技・補綴処置─

QDT 2018年10月号

Now
Printing

QDT Art & Practice
2015年12月号

16：10 ～ 17：30 

長期経過から学ぶ修復治療成功のポイント
日髙豊彦　神奈川県開業 ／ 高橋　健　Dental Laboratory Smile Exchange・歯科技工士

演者関連本

QDT別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デン
ティストリー 2018

　日本では1990年代後半より修復治療の結果に審美性が
重要な要素として注視されるようになり、新たな概念が
提唱されるようになった。マージンの設定位置、修復物
の豊隆、ハーフ・ポンティック、オーベート・ポンティッ
ク、ボンデッド・ポーセレン・レストレーション等が代

表的なものである。これらの考えからなされた修復治療
の経過はいかなるものであったのか。今回は10～20年経
過の症例を中心に供覧し、参加される方々と検証してみ
たいと考えている。

Solutions for Dental 
Esthetic

Memo
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105◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

C
HALL デジタルインプラントソリューション

Digital Implant Solutions

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00
 逐次通訳 consecutive interpretation

座長　Chairman
萩原芳幸　Yoshiyuki Hagiwara
日本大学
Nihon University

アネックスホール
F205号室 対象：

デジタルセッション

　現在、各社IOS、 3 Dプリンター、ラボ用スキャナー、ディスク用ミ
リングマシン、補綴用の各種ソフトウェアを症例によって使い分けてい
る。歯冠修復のみならず、インプラントシミュレーションから補綴まで、
さらには、小児矯正、インビザライン矯正、義歯までもがCAD/CAMを
活用可能となってきた。適合が良くない、値段が高いなどの意見も耳に
するが、この10年あまりで、digital dentistryは皆様の誤解を払拭する進
化を遂げている。
　多くのオールセラミック症例を手がける中、CAD/CAM歴 9 年目を迎
えた筆者が、『今の日本で実現できるCAD/CAMの活用術』について考察
する。

　 Currently I creatively use different IOS, 3D printer, laboratory 
scanner, milling machine for disk and prosthetic software based on 
the case. CAD/CAM is available not only for crown restorations but 
also for implant simulation to prosthetics, and moreover pediatric 
orthodontics, invisalign and dentures. In these ten years, digital 
dentistry has developed dispelling the misconception like ill-fi tting or 
too expensive.
　With the 9-year experience of CAD/CAM using for many all ceramic 
restorations, I will consider about “the eff ective and practical use of 
CAD/CAM in Japan”.

演者関連本

QDT Art & Practice
別冊
Digital Dentistry 
YEAR BOOK 2017

QDT Art & Practice
別冊
Digital Dentistry 
YEAR BOOK 2016

9：00 ～ 9：30 

今の日本で実現できるCAD/CAMの活用術

Utilization possibility of CAD/CAM in contemporary Japan

下田孝義 Takayoshi Shimoda　東京都開業 Private Practice in Tokyo

　インプラントが修復物の咬合力を生体適合的に周囲骨へ伝達すること
ができるのは、長年かけて有効性が実証されている歯根形態のプラトー
デザインが生体工学的課題を克服したからである。その成功は幾何学的
特徴のみならず、審美的、セメントレス、かつスクリューレスな修復物
にも起因するが、そのような修復物のひとつとしてトリニアテレスコー
プ義歯が挙げられる。トリニア（メタルフリーCAD/CAM用グラスファ
イバー強化型レジン）は、ミリングによるリテンションコーピングとと
もに用いられ、強度に優れる反面、軽量で象牙質と類似の曲げ弾性率を
有する補綴物を提供し、口腔内で容易に調整可能であり、どのようなイ
ンプラントシステムにも使用できる。

　 The effi  cacy of an implant to biocompatibly transfer the occlusal 
forces of its restoration to surrounding bone is an engineering chal-
lenge that the time-proven plateau root form design has overcome. Its 
success stems from its geometric features, but also from its aesthetic, 
cementless and screwless restorations, one such restoration being the 
telescopic TRINIATM prosthesis. TRINIATM (a metal-free CAD/CAM, 
fi ber-reinforced resin material), used in conjunction with milled reten-
tive copings, off ers a strong yet lightweight prosthesis with a fl exural 
modulus similar to dentin, which can be easily modified intra-orally 
and used with any implant system.

演者関連本

T h e  B i c o n 
Sho r t  Imp l an t 
: A Thirty-Year 
Perspective

（英語版）

9：30 ～ 10：30 

メタルフリーCAD/CAM用グラスファイバー強化型レジンと
ショートインプラントへのテレスコープ義歯用ミリングコーピング
Metal-free fi ber-reinforced CAD/CAM material and milled 
copings for telescopic restorations with short implants

Vincent J. Morgan　米国開業 Private Practice in USA

　現在、日本で購入可能なCAD/CAMシステムはメーカーのセット販売
が多く、これらを用いた技工環境は主にクローズであり、症例や補綴装
置に合わせて自由に組み合わせることが困難である。
　歯科技工士の立場からすると、多様化するインプラントシステムや複
雑な補綴装置に対応するためには、STLデーターを自由にCAD/CAMや
3 Dプリンターに送ることが望ましい。
　今回、デジタル技工における一連の関連機器をオープン化することで、
インプラント関連技工（診断から最終補綴装置まで）を包括的に行う可能
性について解説したい。

　 Now the buyable CAD/CAM systems in Japan are mainly sold with combined 
sale and most of the laboratory systems are closed, therefore, to fi t them together 
freely according to cases or restorations is diffi  cult. 
　 From the standpoint of laboratory technician, STL data is desirable to be sent 
freely to CAD/CAM or 3D printer to accept the multiple implant system and 
complex restorations.
　This presentation will explain the possibility of undertaking all process for digital 
implant laboratory procedures, from the diagnosis to fi nal restorations, in a compre-
hensive manner by making the digital laboratory equipments freely available (open).

演者関連本

誰もが遭遇するイ
ンプラント補綴の
合併症─原因・対
処法・予防策─

Q D T  A r t  & 
Practice 2016 年
9 月号

10：30 ～ 11：30 

オープンシステムによるCAD/CAMの将来展
望
Future view of an open dental CAD/CAM system

萩原芳幸 Yoshiyuki Hagiwara　日本大学 Nihon University
中島清史 Kiyoshi Nakajima　KNデンタルラボラトリー・歯科
技工士 KN Dental Laboratory, RDT
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106 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（SAT）　13：30 ～ 17：15対象：

超高齢社会の義歯治療

C
HALL

アネックスホール
F205号室

座長
佐藤裕二
昭和大学

演者関連本13：30～14：15

機能するパーシャルデンチャーに必要な要素とその着目点

小山邦宏　デンタラディア・歯科技工士

　欠損補綴への対応にはさまざまな方法があるが、ブ
リッジ非適応の症例、またインプラント“No”の患者で
はおのずとパーシャルデンチャーでの対応となる。パー
シャルデンチャーを長期に維持安定させる、すなわち
パーシャルデンチャーの目的（欠損補綴）を達成するため

には欠損部位の把握と上下歯列の咬合支持の状態、また
鉤歯となる歯の個歯単位の評価も含め、それらを加味し
た全体像でのイメージとそれらをトップダウンで最終補
綴物に落とし込んでいく必要がある。そのために必要な
要素とその着目点を日々の臨床例を通し述べてみたい。

QDT 2017年 5 月号 QDT 2017年 6 月号

演者関連本

パ ー シ ャ ル デ ン
チャー治療 失敗
回避のためのポイ
ント47―診断・前
処 置・ 印 象・ 設
計・応急修理と術
後管理の問題解決
法―

ノンメタルクラス
プデンチャー―長
く使える設計の原
則からメインテナ
ンスまで―

14：15～15：00

パーシャルデンチャーによる欠損修復のとらえ方
～欠損拡大のリスクへの対応～
谷田部  優　東京都開業

　健康寿命が男女とも70歳を超えて、高齢者の社会活動
も活発になるなかで、会話をしながら食事をする楽しみ
は生きがいにもなっている。2016年の歯科疾患実態調査
によると70歳以上のほぼ 4割はパーシャルデンチャー装
着者であるが、それぞれの満足度には違いがある。特に

すれ違い咬合などの咬合崩壊症例になると、義歯を装着
したものの経過が芳しくなく、患者・歯科医師の双方で
悩む場合も少なくない。本講演では、咬合崩壊一歩手前
の症例を通して、欠損が拡大していくリスクを読んで、
どのように対応したらよいかを考えてみたい。

演者関連本

QDT 2018年 2 月号下 顎 総 義 歯 吸 着
テクニック ザ・
プ ロ フ ェ ッ シ ョ
ナル― ClassⅠ／
Ⅱ／Ⅲの臨床と技
工、そしてエステ
ティック―

15：00～15：45

インプラントオーバーデンチャーの補綴設計と製作手順

須藤哲也　Defy・歯科技工士

　インプラントオーバーデンチャーは総義歯補綴におい
て特に下顎の高度顎堤吸収症例の維持安定を簡便に求め
ることができ、義歯床によって失われた顎堤組織の回復
と外して清掃ができるすぐれた補綴装置である。また、

上顎を無口蓋とする場合にも有効である。今回は吸着を
利用した下顎 2本の症例、上顎 4本の無口蓋症例、下顎
6本のリジッドなインプラントオーバーデンチャー症例
にて補綴設計と製作手順を解説する。

演者関連本

SAFE 
Troubleshooting 
Guide Volume 2
患者由来性合併症
編―全身疾患・ 薬
剤投与に起因する
インプラントトラブ
ルのリカバリー―

インプラントオー
バーデンチャーの
臨床とエビデンス
Q&A ―インプラ
ントをしていてよ
かったと思っても
らうために―

15：45～16：30

インプラントオーバーデンチャーの適応と勘所
～診断から得られる効果まで～
和田誠大　大阪大学

　インプラントオーバーデンチャー（以下IOD）は、すで
に有用な治療の選択肢として認識され、加えて患者の高
齢化にともない、固定性上部構造を改変する際にも有効
な方法となりうる。IODは維持力の向上のみならず、支
持や把持、咀嚼能力の回復などさまざまな利点を有し、
そのためには診断に始まり、インプラントの本数や配

置、アタッチメントの選択や義歯設計、メインテナンス
に至るまで、細やかな配慮が必須である。これらさまざ
まなステップにおける押さえるべき勘所を解説するとと
もに、実際に得られる主観的・客観的な効果についても
紹介したい。

演者関連本

QDT 2018年 2 月号下 顎 総 義 歯 吸 着
テクニック ザ・
プ ロ フ ェ ッ シ ョ
ナル― ClassⅠ／
Ⅱ／Ⅲの臨床と技
工、そしてエステ
ティック―

16：30～17：15

高品質義歯はプロビジョナルデンチャー・ツイン法から誕生

岩城謙二　IDT・歯科技工士

　プロビジョナルデンチャーは顎位の補正や粘膜、辺縁
などの生理的維持・安定を形成して、ファイナルデン
チャーに移行していく術式である。
　今回紹介するプロビジョナルデンチャー・ツイン法
は、それぞれの目的を一つずつ解決する方法である。
ファーストデンチャーは顎位の補正を行い、臼歯部フ

ラットテーブルで中心位咬合を調整し、上下顎前歯は咬
合接触させないで咬合高径、垂直被蓋、水平被蓋からア
ンテリア・カップリングを決める。セカンドデンチャー
は、リンガライズドの咬合様式を用いて粘膜を調整する
ことで義歯の維持・安定を図る。
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107◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/6（SAT）　9：00 ～ 12：00対象：

Next Generation—次代を担う新鋭たち—

D
HALL

アネックスホール
F206号室

座長
西村好美
デンタルクリエーションアート・歯科技工士

座長関連本

QDT Art  & Pract ice 
2015年12月号～2016年 2
月号

ネイチャーズ・モルフォ
ロジー─天然歯牙に学ぶ
形態学─

演者関連本

QDT Art & Practice
2016年10月号

QDT 2017年12月号

9：00～9：30

全光線透過率を考慮した明度コントロール

鬼頭寛之　CURA ESTHETIC DENTAL CENTER・歯科技工士

　クラウン・ブリッジ製作で高い審美性を有するマテリ
アルはポーセレン前装クラウンが多くの面で最良であ
る。しかし、審美性向上のためポーセレンを築盛したが、
目標シェードより大きく色調（明度）を外してしまった経
験はセラミストならあるであろう。

　このたび、その原因を考察するため、筆者が日常臨床
にて使用しているInitial Zr-FSのポーセレンタブを製作
し、総計1,185のデータを計測した。そのなかから明度
低下の要因を引き起こすであろう全光線透過率に着目し
て、筆者なりの明度コントロール法を報告する。

演者関連本

QDT 2017年 9 月号

9：30～10：00

Light＆shade
～Press systemの特性を活かした色調表現～
鈴木  淳　Iris Dental Laboratorio・歯科技工士

　現在、press systemについては、多数の文献が掲載さ
れており、インゴットの選択基準が構築されつつある。
　プレスセラミックの最大の利点としては天然歯に近似
した光透過性を与えられることが挙げられるが、一方、
口腔内環境の影響を受けやすいため、 適切なopacity 

controlを与える必要がある。
　そこで本講演では、press systemを使用したcaseをも
とに各インゴットの特性とopacity controlの重要性につ
いて述べてみたい。

演者関連本

QDT 2017年 9 月号

10：00～10：30

不正咬合の患者への補綴治療
～理想の治療ができないときの第 ₂ の選択～
チェ・ムンシク　WITH DENTAL CLINIC・歯科技工士

　歯科技工士として仕事を始めてから現在にいたるま
で、筆者が一番悩まされていることは、補綴治療のため
に来院する多くの患者に不正咬合が認められることであ
る。不正咬合は審美的な問題のみならず、顎関節や歯周
などへの問題も起こりやすいため歯科医師は患者に矯正

治療後の補綴治療を勧めるが、患者側のさまざな事情か
ら拒否されることが多い。
　本講演では上記のような場合に限られた上下顎関係や
対合歯関係について考え、審美的かつ機能的な補綴物の
製作について述べてみたい。

演者関連本

QDT Art & Practice
2015年 6 月号

QDT 2017年12月号

10：30～11：00

色調表現の方法

薄井秀敏　U-STYLEうすいキカク・歯科技工士

　色調表現のために日々行っていること、過去に行って
きたことを考えると、歯科技工士だけでは色調表現の成
功にはたどり着けない。
　チームとしてのパートナーである歯科医師とお互いに

理解を深めなければ成功は望めない。
　そこで、本講演においては、筆者が色調表現成功のた
めに行っているノウハウを紹介したい。

演者関連本

QDT 2017年 7 月号QDT Art & Practice
2016年 1 月号

11：00～11：30

知識で変わる歯のかたち
～知識を基にした効率的な形態再現法～
伊原啓祐　鶴見大学歯学部歯科技工研修科・歯科技工士

　われわれ歯科技工士は、それぞれの歯の特徴を教科書
から学んだ。教科書は先人の研究者が数万本もの歯を分
析してまとめたものであり、天然歯の特徴が細部まで書
かれている。しかし、教科書は歯の特徴を明示するもの
の、再現のためのポイントまでは示されていない。

　本講演では、歯科技工士の視点から天然歯を観察し、
天然歯形態を再現するための規則性を解説する。この規
則性を理解することで、感覚的な作業を改め、知識を基
にした効率の良い技術向上を目指すことができる。明日
からの臨床に役立てていただければ幸いである。
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108 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

対象：  10/6（SAT）　13：30 ～ 17：15

D
HALL

アネックスホール
F206号室

セラミックワーク最前線

13：30～14：15

Build-up means nothing without analysis

吉村知久　gratDEX・歯科技工士

　近年、透過性を有するジルコニアとプレスセラミック
スのフルクラウンの普及により、ある程度の審美性を
もったオールセラミッククラウンの製作が容易になって
きている。
　しかし、それらだけでは複雑な色をもつ天然歯の再現
には不十分である。複雑な色を再現するためには陶材築

盛が必須なのが現状であり、技術の習得と経験を積むこ
とが大切である。また同時に「色を分析し、正確に捉える」
ということが必要である。
　そこで、本講演では色の再現に焦点を当て、明度、彩
度、不透明度をデジタル分析する方法とその活用法につ
いて臨床例を用いて供覧したい。

演者関連本

QDT 2018年 9 月号

演者関連本

QDT Art & Practice
2016年 1 月号

QDT Art & Practice
2016年 2 月号

14：15～15：00

Harmony with the oral cavity

関  克哉　Beaux Arts Dental Lab・歯科技工士

　審美修復補綴において、患者の満足度向上のためには
機能はもちろんのこと、自然な色調、形態の調和（歯周
組織・周囲歯列・口唇）、清掃性の考慮などクリアしな
ければならない要件は多岐にわたる。これらをクリアす
るためには術者間のコミュニケーションと綿密なステー

ジドアプローチが重要となる。
　本講演では筆者が日常臨床で行っているアナログとデ
ジタルを併用したシミュレーションに基づくコミュニ
ケーション法に加え、多様なマテリアルに合わせた技工
ステップなどを供覧し、また共に考えていきたい。

演者関連本

QDT 2017年10月号 QDT 2017年11月号

15：00～15：45

明度調整による歯冠色の製作法

橋中知之　Tottori Dental Technology・歯科技工士

　歯科技工所を開設して10年、さまざまな失敗を経験し
てきたなかで前歯部の色調的な問題は多く、いまだに苦
労をしている。
　色調再現に必要な材料・機器は日々進化を遂げている
が、その進化と比例して口腔内に調和する色調の補綴物
が製作できるようになったとは言い難いのが現状ではな

いだろうか。
　そこで本講演では、過去の臨床経験から色調再現を困
難とする原因を 3項目に分け、その解説を踏まえて各種
マテリアルでの明度調整による歯冠色製作のポイントを
紹介したい。

演者関連本

QDT 2017年10月号 QDT 2017年11月号

15：45～16：30

ジルコニアディスクの違いによる色調再現のキーポイント

加藤尚則　カスプデンタルサプライ／カナレテクニカルセンター・歯科技工士

　ジルコニアを使用した修復物はPFZとFZCに大別され
るが、近年飛躍的にFZCの需要が高まってきている。一
方、PFZにおいても高透過率のジルコニアの発売により
マイクロレイヤリングで製作する場合が増加してきてい
る。
　形成量によって色調が決まってしまうFZCは、ディス

ク選択とステインの工夫によって色調再現を簡潔化でき
る。またPFZマイクロレイヤリングにおいても材料特性
を認識することでより少ない築盛量でも通常の築盛量と
同等の色調再現が可能となる。
　本講演ではPFZとFZCを用いたより確実性の高い色調
再現法を解説したい。

演者関連本

QDT Art & Practice
2015年 3 月号

QDT 2017年 6 月号

16：30～17：15

Challenge
～立体的な歯の表現への帰着～
門馬勇樹　Ceramic Artisan・歯科技工士

　本講演の目的は、渡米して本格的に陶材を扱い10年に
わたる陶材の最適な使い方を求めた挑戦の過程で感じた
限界を背景とし、現在取り組む立体的表現の手法の共有
である。
　筆者がこれまでに挑戦してきた手法としては、1.多色

築盛法、2.ペイント法、3.多色築盛法とペイント法の複
合、4.多色多層築盛法がある。
　講演では、過去に手がけた多色多層築盛法の臨床例を
参照しつつ、そこへ到達した経緯や技術を解説したい。
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109◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/6（SAT）　13：30 ～ 15：45対象：

明日からの臨床に役立つ！！　テクノロジストの部屋E
HALL

アネックスホール
E206号室

演者関連本

QDT 2018年 4 月号QDT Art & Practice
2015年 8 月号

13：30～14：30

みんなが歯科技工士を続けるために
～’₁₈ Yokohama 裏 edition～
藤井未来　タマ・デンタルサービス・歯科技工士

　歯科技工士不足が叫ばれて久しい近年の歯科技工業界
において、技術面では世界トップクラスの日本であるが、
労働環境は手つかずの畑同然と言わざるを得ない。しか
し視点を変えれば、「改良の余地がある」とも言える。本
講演では、男女問わず選ばれる職種、続けられる職種に

してゆくために、私が思う今業界に必要なことや、業界
としての価値を高めるために個々でできること、経営
者・勤務者がそれぞれに意識していかなければならない
ことなどを提案したい。若い技工士の方や経営者の方な
ど、それぞれの立場の方のヒントとなれば幸いである。

14：45～15：45

辺縁歯肉形状とエマージェンスプロファイル

滝澤  崇　oral design彩雲・歯科技工士

　理想とする歯冠形態とマージン位置の整合性が取れ
ず、およそ天然歯とかけ離れた形態のクラウンを製作せ
ざるを得なかった経験はだれしもがあるはずである。
しかしながら歯肉縁下にマージンを設定した場合、
subgingival contour をクラウンで設定することが可能に

なり、初めて歯科技工士にエマージェンスプロファイル
という概念が生まれてくるのである。そこでエマージェ
ンスプロファイルの形状と辺縁歯肉の関係を自身の臨床
例に基づいてお話ししたい。
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イラストで見る

天然歯のための
審美形成外科
Mucogingival Esthetic Surgery

著　：Giovanni Zucchelli
監訳：沼部幸博
訳　：鈴木真名／瀧野裕行／中田光太郎

イラスト：Guido Gori

　本書は歯肉歯槽粘膜手術を探求し続けてきたイタリアの
Giovanni Zucchelli氏によって執筆された、おもに天然歯に関
する審美形成外科専門書の翻訳本である。特に歯肉退縮の
根面被覆については他に類をみないほど微に入り細を穿って
描写され、あらゆる歯肉退縮パターンに対する外科治療が、これ
でもかというほど詳細に説明されている。
　さらに、歯科医師でもあるGuido Gori氏の個性的なイラスト
と臨床写真を併用することで、異なる視点から各治療のステップ
を縦覧できるように配慮されている。天然歯の歯周形成外科を
極めるには、まず避けては通れない決定版である。
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112 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

A
HALL

歯内療法のScience＆Art
The Science and Art of Endodontology

座長　Chairman
興地隆史　Takashi Okiji
東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University

対象：
会議センター

１階 メインホール
 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：10
 同時通訳 simultaneous interpretation

座長関連本

別冊ザ・クインテッセンス
YEARBOOK 2017　最新エンドの
グローバルスタンダード―基礎・
解剖から外科的歯内療法まで―

別冊ザ・クインテッセンス
YEARBOOK 2013 日常臨床で
必ず使える！　歯内療法克服の
一手

　MTAは1993年にMahmoud Torabinejad教授により開発された。これ
以降、歯内療法でさまざまな用途に使用され、治療の成功に大きく貢献
してきている。開発から25年経過した現在では多数のMTA類似品が発
売され、MTA関連の研究や書籍も1,000を有意に超えていることからも、
歯内療法の成功には必須な材料であることが推測できる。歯内療法で重
要なMTAの特性には象牙質接着性、封鎖性、生体親和性、生理活性が
高いことが挙げられる。すなわち、根管充填材として用いられると有益
性が高くなることがわかる。
　そこで本講演では、MTAの根管充填における特性に焦点を絞り臨床
例を交えて解説したい。

　MTA was developed by Prof. Mahmoud Torabinejad in 1993. After that 
MTA has been used for the variety of use for endodontic treatment and 
contributed to the success of it. Twenty five years have passed since 
the development, a lot of replicas are sold on the market and over 1,000 
articles and books have published, it seems that the MTA is necessary for 
the success of endodontic treatment. The important characteristics of 
MTA for the endodontic treatments are adherence to the dentin, sealing 
ability, biocompatibility and high physiologic activity. Therefore it is highly 
eff ective as a root obturation material. This presentation will show MTA’s 
property as a root obturation material through presenting some cases.

演者関連本9：00 ～ 9：30 

MTAの根管充填材としての特性

MTA’s characteristics as a root canal obturation material

寺内吉継 Yoshitsugu Terauchi　神奈川県開業 Private Practice in Kanagawa
MTA全書（翻訳）

ビ ジ ュ ア ラ イ ズ
ド イラストレー
シ ョ ン ズ　 How 
to Endodontics

演者関連本

MTA全書（日本語版）

　臨床的に対応が難しい状態の歯を保存するため、MTAを皮切りにさ
まざまな生体活性材料が歯内療法分野に導入されてきた。使いどころを
間違えなければ、生体活性材料はパーフォレーションリペア、外科的歯
内療法、再治療、歯根吸収、解剖学的異常への対応と歯髄保存療法にお
いて、予知性が高く、歯根膜、歯槽骨および硬組織の生物学的再生を生
み出す。
　本講演においては、エビデンスに基づいて、生体活性材料の実際の使
用法を解説する。臨床例をとおして、歯髄保存療法と臨床的に困難なケー
スにおける、生体活性材料の有用性を共有させていただく。

After the introduction of Mineral Trioxide Aggregate （MTA）, many new bio-
active endodontic cements （BECs） have been developed that can save teeth 
compromised by various pathological conditions. With proper case selection, 
BECs will predictably generate biological repair of the periodontium and stimu-
late bone remineralization when used for perforation repair, surgery, endodontic 
retreatment, resorptive defects, anatomical anomalies, apexogenesis and all 
facets of vital pulp therapy. The presentation will examine the literature sup-
porting BEC usage, suggest methods for its delivery and placement, and pres-
ent clinical cases that demonstrate its eff ectiveness in maintaining pulp vitality 
and resolving apical periodontitis under variety of challenging circumstances.

9：30 ～ 10：30

生体活性材料を用いた保存的治療

Saving teeth using bioactive endodontic cements

George Bogen　米国開業 Private Practice in USA

　上顎大臼歯近心頬側第 2 根管は臨床上の診断と治療を行ううえで、し
ばしば大変なことがある。“近心頬側第 2 根管はないのか？　もしくは
みつけられなかったのか？ ”、または“MB 1 とMB 2 の両方を治療した
にもかかわらず根尖病変が治らないのはどうしてだろう？ ”と自問自答
することがある。このようなことから、今回の講演ではさまざまな文献
と臨床例を交えながら、近心頬側根の解剖学的複雑性をより一層理解し、
その巧みな神秘性を明らかにし、どのようにしてうまくマネジメントす
るのかを解説させていただく。

　 The second mesiobuccal canal of the maxillary molar is often a 
diagnostic and therapeutic challenge. “Was there no MB2 or did I just 
not find it?”, or “Now that I instrumented both MB1 and MB2, why 
didn’t that lesion heal?”, is what we sometimes ask ourselves. This 
presentation, using both literature and clinical cases, aim to provide a 
deeper understanding of the complex mesiobuccal anatomy, to reveal 
its tricky secrets and thereby successfully manage it. 

10：30 ～ 11：00 

上顎大臼歯近心頬側第２根管
～その失望から魅力まで～
The second mesiobuccal canal of the maxillary molar
：From Frustration to Fascination

牛窪敏博 Toshihiro Ushikubo　大阪府開業 Private Practice in Osaka

演者関連本

再根管治療を極め
る─根管治療の精
度を向上させる専
門医からのアドバ
イス─

歯内療法の迷信と
真実―論文から学
ぶ成功へのヒント
―
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113◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　空前の歯内療法ブームといわれ、ちまたには歯内療法に関する講演会
や書籍があふれている。16年前、大学を退職して歯内療法専門医として
開院したときには、「補綴をやらないでどうする」と周囲の先生から心配
された。今は歯内療法専門医もどんどん増えてきており、歯内療法専門
医をめざす若い先生たちからの質問も後を絶たない。
　本講演では、ここ数年で進化した歯内療法について最新の情報を集め
てお話したいと考えている。そして、歯内療法がどのようになっていく
のか、未来形についても考えてみたい。

　It is said that Endodontics gain remarkable popularity these days．
You can encounter a lot of lectures and text books about endodontics 
everywhere．16 years ago，when I quit my position in the university 
and started to practice clinic limited to endodontics，nobody 
expected such a success．Nowadays，the number of“Endodontist”
is signifi cantly increasing．Being endodontist became popular in the 
young generation．In this lecture，I would like to mention latest 
endodontics which have changed in this a few years．Then，I will also 
discuss the future of endodontics．

演者関連本11：00 ～ 11：30 

最新の歯内療法と未来形

Modern endodontics and future

澤田則宏 Norihiro Sawada　東京都開業 Private Practice in Tokyo

誰でも治せる歯内
療法

マイクロスコープ
による歯内療法

　わが国の市場にMineral Trioxide Aggregate（MTA）が登場したのは、
2007年 4 月のことで、もう10年以上も前になる。現時点では、わが国に
おけるMTAの適応は直接覆髄のみとなっているが、実際には、断髄を
はじめ、根管充填（根尖部破壊など）、アペクソジェネシスとアペキシフィ
ケーション、穿孔部の封鎖、逆根管充填、内部・外部吸収への応用、歯
根破折への対応など、多岐にわたる。そのため、従来では抜歯と診断さ
れた歯も少なからず保存が期待できる治療マテリアルとして臨床応用さ
れ、良好な結果が報告されている。
　本講演では、いくつかの症例を通じてMTAの可能性について検討し
たい。

　 The advent of Mineral Trioxide Aggregate（MTA）in Japan was in 
April 2007，which was more than 10 years ago．Today in Japan，
although it’s officially accepted to make use of MTA only for the 
direct pulp capping，actually it’s utilized for various purposes such as 
root fi lling（apical barrier），apexogenesis，apexifi cation，perforation 
repair，retrofi ll，treatment of internal and external resorption，as well 
as root fracture repair．Therefore，it’s used clinically for the teeth 
which were diagnosed poor or hopeless prognosis，and surprising 
outcomes have reported. In this lecture，I would like to discuss the 
possibility of MTA with some clinical cases．

演者関連本

検証MTA

11：30 ～ 12：00 

MTAのScience & Art
～MTAは夢の材料か？～
MTA Science & Art：Is MTA magic bullet?

福西一浩 Kazuhiro Fukunishi　大阪府開業 Private Practice in Osaka

治癒の歯内療法　
新版
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114 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

A
HALL

歯周形成手術のState of the Art
The State of the Art in Periodontal Plastic Surgery

座長　Chairman
申　基喆　Kitetsu Shin
明海大学
Meikai University

対象：
会議センター

１階 メインホール
 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00
 同時通訳 simultaneous interpretation

　歯周形成手術（PPS）は、1993年にMillerによって歯肉-歯槽粘膜形成術
（MGS）に、歯槽堤増大や審美改善などの新たな適応を加えた外科術式
として提案された。したがってその適応も広く、歯肉増大、小帯の付着
異常の修正、歯周-補綴処置、外科的審美改善、矯正前の外科的歯冠露
出など、多岐にわたっており、施術部位も天然歯周囲のみならず、歯の
欠損部やインプラント周囲などに及んでいる。ここではPPSに関する基
調講演として、MGSからPPSへの変遷、ならびに現在行われているPPS
の概要などについて解説したい。

　 Periodontal plastic surgery（PPS） was introduced by Dr. Miller in 
1993．Miller described new indications such as ridge augmentation 
and esthetic improvements to mucogingival surgery（MGS）．The 
topic of PPS has broad applications including gingival augmentation，
correction of the frenum attachment，periodontal prosthetic proce-
dures，surgical esthetic improvement，and crown lengthening surgery 
prior to orthodontic treatment．The surgical site can include not only 
around teeth，but also edentulous ridge or around implants．This 
keynote speech will review the transition from the MGS to the PPS 
and summarize the current PPS．

演者関連本

拡大写真で見るペ
リオとインプラン
トのための審美形
成外科（翻訳）

CARRANZA’S ク
リニカル ペリオ
ドントロジー（翻
訳）

13：00 ～ 13：20 

歯周形成手術の変遷

Transitions of periodontal plastic surgery（PPS）

申  基喆 Kitetsu Shin　明海大学 Meikai University

　歯肉退縮やインプラント周囲粘膜の不足に対する治療として、さまざ
まな軟組織移植術が用いられてきた。本講演では歯・インプラント周囲
に対する軟組織移植術のプロトコールとして「前庭切開骨膜下トンネル
アクセス法（VISTA）」について述べる。VISTAは、単一あるいは複数の
歯肉退縮に対して用いることができる。また、長期臨床症例を通じて、
VISTA適用の背景にある理論的根拠と科学的エビデンスについて解説す
る。

　 A variety of soft tissue augmentation procedures have been 
employed for treatment of gingival recession defects，as well as for 
augmentation of mucosal defi ciencies around implants．This presen-
tation will describe“vestibular incision subperiosteal tunnel access”

（VISTA），as a protocol for soft tissue augmentation around teeth and 
implants．VISTA is suitable for single，as well as multiple recession 
defects．The rationale and scientifi c evidence for the application of 
VISTA will be presented and illustrated with long-term outcome of 
clinical cases．

13：20 ～ 14：20

VISTAを用いた歯・インプラント周囲に対する軟組織
移植術への挑戦
VISTA for challenging soft tissue augmentation around teeth 
and implants

Homa H. Zadeh　南カリフォルニア大学（米国） University of Southern California, USA

演者関連本

別冊PRD
PRD YEAR BOOK 
2016  

　近年の歯周治療やインプラント治療は、失われた審美と機能を回復し、
治療結果の永続性を達成することが可能となり、そのためには歯周形成
手術が必要不可欠なものとなった。しかしそれらは、術者の意に反して
予測どおりの治療結果とならないこともある。そこで、歯周組織再生の
ための 3要素のひとつであるEMD、FGF─ 2 などの成長因子が注目を集
めている。これらは歯周形成手術に応用することで大きなアドバンテー
ジが得られる。今回、EMD、FGF─ 2 の有効性について考察するが、成
功症例だけでなく過去のトラブル症例も提示し、その原因とリカバリー
についても検証する。

　The goal of periodontal and implant therapy is to restore esthetics 
and function with reliable outcomes．For these therapies，PPS is 
essential．However，results are sometimes unpredictable and not 
consistently successful．Growth factors such as EMD and FGF-2 have 
attracted recent attention．They make up one of the three elements 
for regeneration of periodontal tissue and can be utilized in PPS to 
help provide dependable outcomes．This presentation will substanti-
ate the effectiveness of EMD and FGF-2 by reviewing cases that 
demonstrate incidences of success and failure．The etiology of failure 
and how to recover from failure will be also discussed．

演者関連本14：20 ～ 15：00

歯周形成手術における成長因子の有効性を検証する
～過去のトラブル症例をふまえて～
Verifi cation of the eff ectiveness of growth factors in periodontal 
plastic surgery（PPS）based on the past failure cases 

瀧野裕行 Hiroyuki Takino　京都府開業 Private Practice in Kyoto

イ ラ ス ト で 見 る 
天然歯のための審
美形成外科（翻訳）

驚くほど臨床が変
わる！こだわりペ
リオサブノート
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115◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　歯肉退縮の被覆に対する結合組織移植術の有効性は文献上に十分記載
されている。しかしながら、その根底にある生物学的メカニズムを明ら
かにし、結合組織移植術がなぜうまく機能するのかを説明した研究はわ
ずかしかない。
　本講演のゴールは、粘膜移植が歯周形成手術やインプラント周囲外科
手術と組み合わされた際の重要な影響因子を解明することである。また、
臨床症例に基づいて、歯肉の増大、Millerの分類Ⅳ級の歯肉退縮および
インプラント周囲の裂開被覆に関連した新しい適応症が提示されるだろ
う。手術手順の説明とデモンストレーションのほかに、術前および術中
における臨床的な意思決定についても解説する。

　The benefi cial eff ect of the use of connective tissue grafts is well documented in the 
literature with regard to the coverage of mucosal recessions．There are just few studies 
shedding light on the underlying biological mechanism and explaining why connective 
tissue grafts work so well in the mentioned indications．
　It is the goal of the present lecture to elucidate the critical infl uencing factors when 
mucosal grafts should be combined with plastic periodontal and periimplant surgeries．
Based on clinical cases，new indications will be presented．These are related to volume 
augmentations，the coverage of Miller class-4 recessions and periimplant dehiscence 
coverages．Besides the description and demonstration of the surgical procedures，a 
few words will be said on clinical decision-making，before and during the interventions．

15：00 ～ 16：00

歯周およびインプラント周囲外科手術に関する最新の進歩

Latest advances in periodontal & periimplant surgery

Rino Burkhardt　スイス開業  Private Practice in Switzerland

　「笑顔の美しさ」への要求が近年非常に高まり、笑顔を構成する歯の重
要性が審美的にも認識されてきている。そのニーズにともない歯科臨床
においても審美的によりよい結果を得るためのさまざまな技術が生み出
されている。とくに修復治療においては周囲軟組織を含めた審美的結果
を求められるようになり、これが歯周形成手術を発展させる要因となり、
現在の歯科臨床のトピックスの 1つとして注目を浴びている。新しい補
綴主導型歯周形成手術ともいえる審美的補綴修復のための軟組織マネジ
メントについて考察する。

　As the demand for a“beautiful smile”has increased，the importance 
of teeth and their role in creating an esthetically pleasing smile came 
to be recognized．To satisfy this need，various techniques have been 
proposed to achieve esthetically better outcomes．In restorative 
dentistry，an esthetic outcome considers the surrounding soft 
tissue．This emphasis on soft tissue esthetics has led to the develop-
ment of PPS，a subject that is now recognized as a major topic in 
clinical dentistry．This presentation will discuss the novel concept of 
a prosthodontically driven PPS and its role in soft tissue management 
for esthetic prosthodontics treatment．

演者関連本

3 Dイラストで見る
ペリオドンタルプ
ラスティックサー
ジェリーインプラ
ント・ ポンティッ
ク編―エビデンス
に基づいた外科手
技・補綴処置─

16：00 ～ 16：40 

審美補綴治療のための新しい歯周形成手術

New periodontal plastic surgery for esthetic prosthodontic 
treatment

中田光太郎 Kotaro Nakata　京都府開業 Private Practice in Kyoto

3 Dイラストで見
るペリオドンタル
プ ラ ス テ ィ ッ ク
サージェリー─天
然歯編─エビデン
ス に 基 づ い た 切
開・剥離・縫合─

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00
 同時通訳 simultaneous interpretation

B
HALL

歯の保存に徹底的にこだわる！
歯周組織再生療法を成功に導く治療戦略
Mastery of Tooth Preservation: A Therapeutic Strategy for Successful 
Periodontal Tissue Regeneration Treatment

座長　Chairman
村上伸也　Shinya Murakami
大阪大学
Osaka University Graduate School of Dentistry

会議センター
５階 503号室 対象：

　予知性の高い次世代型歯周組織再生療法を確立するためには、幹細
胞・シグナル分子・足場材の 3要素を至適に融合させることがきわめて
重要である。本講演では、サイトカイン療法と幹細胞移植療法に焦点を
あて、2016年12月より販売が開始されたリグロス®（塩基性線維芽細胞
増殖因子を用いた歯周組織再生誘導薬）と、脂肪組織由来間葉系幹細胞
の自己移植による歯周組織再生誘導の薬理作用・有効性・安全性につい
てそれぞれ概説し、これら治療法、およびその改良型療法が切り拓く歯
周組織再生療法の近未来を俯瞰する。

To establish the predictable periodontal regenerative therapy, 
appropriate combination of stem cells, signaling molecules and 
scaff old are critically important. In this lecture, cytokine therapy and 
transplantation of stem cells will be focused. Effects, efficacies and 
safety of Regroth® mainly containing basic fibroblast growth factor 
and autologous transplantation of adipose-derived mesenchymal stem 
cells will be presented. Future vision for periodontal regenerative 
therapy via these therapies and modifi ed therapeutic strategies also 
will be provided. 

演者関連本

イラストで語る歯
科医学最前線

9：00 ～ 9：30 

歯周組織再生療法の近未来を俯瞰する

Future vision for periodontal regenerative therapy

村上伸也 Shinya Murakami　大阪大学 Osaka University Graduate School of Dentistry

ビジュアル　歯周
病を科学する
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116 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

　近年、歯周組織再生療法の成果はめざましい。この歯周組織再生療法
の予知性を高める要素の 1 つとしてフラップデザインが挙げられる。フ
ラップデザインはさまざまな切開線の組み合わせにより構成され、その
確実な形成が術後の成果を左右する。今回はこのフラップデザインを、
1 ．各コンポーネントの組み合わせの違い、2 ．コンセプトの違い、3 ．
解剖学的条件の違い、 4 ．使用材料の違い、の 4 つの「違い」に基づき検
討を行いたい。そしてこれらの「違い」を評価し、より適切なデザインを
選択する手法について考えてみたい。

Recently, clinical outcomes using periodontal regenerative therapy 
have been proceeded. Flap design has been thought as a factor raising 
predictability of periodontal regenerative therapy. Post-operative clini-
cal outcomes are infl uenced by reliable fl ap design that is composed 
of several incision lines. In this lecture, fl ap design will be assessed 
based on combination of incision lines, design concepts, anatomical 
conditions, and applied materials. Final aim of this lecture is to provide 
more appropriate fl ap design to acquire successful clinical outcomes 
in periodontal regenerative therapy. 

演者関連本

インプラント歯科
における骨再生誘
導法の20年　第 2
版

9：30 ～ 10：00 

歯周組織再生材料をより効果的に応用するための
フラップデザインの検討
Flap design for more eff ective application of periodontal 
regenerative materials

水上哲也 Tetsuya Mizukami　福岡県開業 Private Practice in Fukuoka

基礎から臨床がわ
か る 再 生 歯 科 ─
成 功 率 と 効 果 を
高めるためのテク
ニックとバイオロ
ジー─

この数年間で，患者からの審美的要求は，インプラント歯学と同様に
歯周病学でもきわめて難易度が高くなっている．加えて，機能的な結果
は，現在では審美的成功を獲得するため，とくに前歯部領域で重要であ
る．ここ数年における新規の生物学的概念と材料，そして新しい外科的
術式により，患者の要求に応えることが可能となり，重度の歯周疾患に
罹患した歯の予後を，予知性のある長期的結果をもたらすことが可能と
なった．本講演では，科学的根拠に基づいて，異なる臨床的状況におけ
るディシジョンメイキングを提示し，詳細に術式を述べようと思う．

In the last years the aesthetic demand from the patients has 
become the biggest challenge in Periodontology as well as in implant 
dentistry. Besides functional results is now important to achieve 
aesthetic success, particularly in the anterior areas. The introduction 
of new biological concepts, biomaterials and new surgical techniques 
during the last years, makes possible to answer to the patient’s 
demands and change the prognosis of compromised teeth with 
predictable long term results. A decision making of diff erent clinical 
situation, based on the evidence will be analyzed during the presenta-
tion and the procedures will be shown in details.

10：00 ～ 11：00 

重度の歯周疾患患者における歯周治療の可能性・限界
と治療結果
Possibilities, limits and sequences of the periodontal therapy in 
severely compromized patients

Giulio Rasperini　ミラノ大学（イタリア） University of Milan, Italy

演者関連本

the Quintessence
2018年 6 月号

　第 7 回日本国際歯科大会（2014年）で講演以来の歯周組織再生療法領域
の変化について述べていきたい。理事長を務めていた日本臨床歯周学会
からは治療のガイドラインとして、「歯周組織再生療法のコンセンサス」
を上梓した。また個人としては、米国歯周病学会（AAP）で、予後不良と
考えられる歯に対しての再生療法による改善をテーマに 2 年続けて講演
し、この分野に一区切りをつけた。さらに国内では長らく待たれていた
bFGF製剤（リグロス®）の発売が歯周病学界に大きなインパクトを与え
た。また、より「低侵襲」な手術も時代の要請だろう。この 4 年間の歯周
組織再生療法、また自身の変化をまとめていく。

In this lecture, progress of periodontal regenerative therapy will be 
presented since the 7th World Dental Meeting in Japan 2014. “Consensus of 
periodontal regenerative therapy” was published as clinical guidelines when 
I had been chairperson in the Japanese Academy of Clinical Periodontology. 
Moreover, two consecutive lectures regarding periodontal regenerative 
therapy for teeth with unfavorable prognosis were performed in the 
annual meeting of the American Academy of Periodontology. Approval of 
Regrowth®, which is mainly composed of basic fi broblast growth factor, mark-
edly impacted periodontal therapies. Transition of periodontal regenerative 
therapy and my own therapeutic methods will be summarized in this lecture.

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る─そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明─

歯周病患者におけ
るインプラント治
療のガイドライン

11：00 ～ 11：30

歯周組織再生療法の進化と深化

The evolution and expansion of periodontal regenerative 
therapy 

二階堂雅彦 Masahiko Nikaido　東京都開業 Private Practice in Tokyo

　テイッシュエンジニアリングの概念が導入されて以来、再生医療は急
速に進歩してきており、以前であれば抜歯されていた歯も保存できるよ
うになってきた。しかし、当然ながら難症例ほど抜歯となる確率は高
くなる。元来演者の臨床には抜歯基準などないに等しいうえ、欧米の
ごとくEvidenceを盾にインプラントに置き換える臨床など眼中になく、
ちょっとしたアプローチのやり方次第では救える歯もあることを数多く
経験してきた。今回はそのClinical Evidence Basedに則った手法を駆使
した難症例への対応を提示する。

Tissue engineering has rapidly promoted regenerative medicine, 
which results in preservation of hopeless teeth. However, the number 
of extracted teeth would be increased with complex clinical cases. 
As my own experience, several modified approaches have rescued 
many “hopeless” teeth based on “evidence” in Europe and the United 
States, although “evidence”-based guideline on the extraction of 
“hopeless” teeth has not been existed in my own treatment. In this 
lecture, clinical approaches for complex clinical cases using some 
procedures based on “clinical evidence” will be presented.

11：30 ～ 12：00 

Clinical Evidence Basedに則った難症例へのアプ
ローチ
Advanced implant therapy for complex clinical cases based 
on “clinical evidence”

白石和仁 Kazuhito Shiraishi　福岡県開業  Private Practice in Fukuoka

演者関連本

イラストレイテッ
ド　歯周外科　ア
ドバンステクニッ
ク

the Quintessence 
2015年11月号
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117◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

B
HALL

MI化が進むなかでの補綴治療の現在：
接着修復、クラウン・ブリッジ
Today's Prosthodontic Treatment in MI (Minimal Intervention): Adhesive 
Restoration, Adhesion Bridge, and Crown Bridge

 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00
 同時通訳 simultaneous interpretation

座長　Chairman
北原信也　Nobuya Kitahara
東京都開業
Private Practice in Tokyo

会議センター
５階 503号室 対象：

　かつては「すぐ取れてしまう」と言われたラミネートベニア治療は今世
紀の接着革命により、取れない、審美性の高い治療法として確立してい
る。しかし昨今、ガラス系セラミックスやジルコニアに代表される酸化
物系セラミックスが台頭し、目まぐるしく誕生するマテリアルに対して
接着材、接着システムも変わり混乱しているのではないだろうか。今回
は『接着』を整理することで、日常の臨床における補綴、修復治療の予知
性を高め、よりMIな治療へのアプローチについても考察していきたい
と思う。

　 Porcelain laminate veneer treatment has been evolved into the 
highly esthetic, stable and predictable treatment along with the 
highly developed recent dental adhesive technique. The recent rapid 
restorative material developments such as new glass ceramics or 
oxide-based ceramics may confuse the restorative dentists in terms of 
handling of the new and altered adhesive material and methods. In this 
lecture, the ideal and predictable clinical approach to the minimally 
invasive adhesive restorative treatment will be discussed by reviewing 
the dental adhesive concept.

演者関連本13：00 ～ 13：30

補綴・修復治療における接着歯学の潮流

Current concept of adhesive restorative dentistry

北原信也 Nobuya Kitahara　東京都開業 Private Practice in Tokyo

天 然 歯 審 美 修 復
のセオリー 図解
Q&A

the Quintessence 
2014年

（ 1 月号～ 6 月号）

　セラミックを使用した 1本のリテーナー支持によるレジン接着ブリッ
ジ（RBFDP）は、低侵襲な下顎前歯一歯欠損の補綴治療オプションとし
て20年前に導入された。この補綴方法は審美性に優れ、両隣在歯支持よ
りも侵襲が少なく、長期的安定結果も報告されている。そのため、現在
では臼歯欠損症例へも応用されており、中期的な成功結果をもたらすも
のと期待されている。
　本講演では、ジルコニアを材料とした 1歯支持のレジン接着ブリッジ
が、シングルインプラント治療において、コストを抑え、予知性の高い
治療オプションとなるケースを考察する。

Cantilevered resin-bonded bridges (=fixed dental prostheses, 
RBFDPs) with a single ceramic retainer wing were introduced 20 years 
ago for the minimal invasive replacement of missing anterior teeth. 
They provide better esthetics and are less invasive than two-retainer 
RBFDPs. In the meantime excellent long-term data of this minimal 
invasive treatment option are available. Similar concepts are now also 
implemented for the replacement of posterior teeth that show promis-
ing medium-term outcomes.

This lecture summarizes when single-retainer zirconia RBFDPs pres-
ent a favorable and less costly treatment alternative to single tooth 
implants. 

演者関連本

High-S t reng th 
Ceramics：
Inter disciplinary 
Perspectives

（英語版）

RBFDPs:Resin-
B ond e d  F i x e d 
Dental Prostheses

（英語版）

13：30 ～ 14：20 

ジルコニアによる接着性ブリッジ：シングルインプラ
ントの代替的治療オプション
Resin-bonded bridges made from zirconia ceramic - a true 
alternative to single tooth implants

Matthias Kern　クリスティアン・アルブレヒト大学キール（ドイツ） Christian-Albrechts University at Kiel, Germany

　現在、歯科では多くの分野で治療の低侵襲が叫ばれており、これは本
セッションのテーマのごとく補綴治療も例外ではない。そしてこれを可
能にしたのが近年の接着材料やオールセラミック歯冠修復材料の進化で
あり、これらはまた、以前であれば相反した審美性と侵襲性の両立をも
可能にした。
　本講演では、昨今話題のフルジルコニア材料を中心に、オールセラミッ
ク歯冠材料のポテンシャルを最大限まで引き出した治療オプションを紹
介し、その治療の実際を解説してみたい。

　 As shown in this section theme, minimally invasive treatment 
is becoming the key factor of all kind of dental fields as well as 
prosthodontic fi eld. Newest adhesive and all ceramic materials allow 
clinicians to provide both minimally invasive restorations and good 
esthetic outcomes, which are previously incompatible.
　 This lecture will address the treatment options and its techniques 
that maximize the potential of all ceramic materials.

演者関連本

the Quintessence
2016年 5 月号

14：20 ～ 14：50

昨今のオールセラミック材料のポテンシャルを探る

Seeking the potential of today’s all ceramic materials

大谷一紀 Kazunori Otani　東京都開業 Private Practice in Tokyo

Quintessence of 
Dental Technology 
2017（英語版）
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118 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

　本講演では、低侵襲（MI）を前提とした材料選択と補綴デザインに重
点を置いた独自の研究結果に基づき、接着技術とCAD/CAM材料を用い
た審美補綴の治療選択について、系統的かつ科学的な観点から述べる。
　本講演の目的は、次の項目について参加者の理解度を高めることにあ
る。
（ 1）安定した接着面獲得のための臨床的必要事項
（ 2）症例に応じた接着方法の選択
（ 3）臨床におけるCAD/CAM材料の利点と限界

　This presentation provides a systematic and scientifi c approach for 
selecting esthetic treatment modalities using adhesive techniques 
and CAD/CAM materials based on original research data with special 
emphasis on minimally-invasive adhesive techniques for materials 
design and selection. 
　At the end of the presentation attendees will be able to:
1) Understand challenges related establishing a stable adhesive interface 
2) Choose adhesive strategies for diff erent clinical situations
3) Understand the advantages and limitations of current in-office 
CAD/CAM materials

演者関連本

Quintessence of 
Dental Technology 
2017（英語版）

Quintessence of 
Dental Technology 
2018(英語版)

14：50 ～ 15：40 

複雑な審美接着補綴の臨床的解決法

Clinical solutions for complex esthetic adhesive 
rehabilitations

Sillas Duarte　南カリフォルニア大学（米国） University of Southern California，USA

　審美補綴において、コンポジットレジンとセラミックはどちらが優れ
ているのであろう？　用途の広さ、口腔内におけるマルチレイヤー可能
な性質、修理の利便性、良好な中・長期経過、摩擦耐性と表面安定性が
進歩した新材料の傾向により、コンポジットレジンは多くの症例でセラ
ミックに肩を並べる材料であると言える。一方セラミック材料は、その
色調や工学的・物理学特性から優位と考えられ、寸法安定性、予後、審
美性を最小の厚みで維持できる特性を持つ。これらの概念をふまえたう
えで、さまざまな観点から両材料について考察を行う。

Composite or ceramics are better in aesthetics? The versatility 
of the composite resin, its possibility of layering intraorally, ease of 
repair, fairly good prognosis in medium - long period, the tendency 
of new materials to improve the wear resistance and the stability of 
the surface candidates it in many cases as a worthy substitute of 
ceramic materials. By contrast, ceramic materials, often considered 
the gold standard for colour characteristics, mechanical and physical 
properties, see an increase in the ability to produce restorations with 
minimum thicknesses while maintaining dimensional stability, progno-
sis and aesthetics. Many aspects will be discussed during the lecture.

演者関連本

T h e  A r t  o f 
Detai l ing：The 
Philosophy behind 
Excellence

（英語版）

15：40 ～ 16：30 

コンポジットvsセラミック：接着審美のプロトコール

Composite vs Ceramic：Adhesthetics protocols

Federico Ferraris　イタリア開業 Private Practice in Italy

the Quintessence
2018年 7 月号

　修復治療においてはMIという原則の浸透が世界的に顕著である。そ
れは接着技術の進歩や歯のバイオメカニクスの解明によるということの
みならず、修復治療がめざすべきゴールは生体模倣にあるという治療プ
ロトコールのアップデートに他ならない。臼歯においてもMIに立脚し
た間接法の接着修復が研究され行われるに至った。その結果、現在多く
の低侵襲フルマウスリハビリテーションの症例報告がなされている。ま
たどのようにしてデジタルデンティストリーを有効的に融合させること
ができるかなど、今後の発展と到達点について解説したい。

   The minimally invasive treatment concept in the restorative dentistry 
has been widely accepted internationally. This development is based 
on the biomimetic rehabilitation concept supported by adhesive 
advancement and understanding of the natural teeth biomechanics. 
Evolving research of indirect minimally invasive treatment on posterior 
teeth have been published that many clinical full mouth MI rehabilita-
tion cases have been reported. In this presentation, the presenter will 
discuss the actual MI treatment with the digital dental technology, the 
future development and potential of those treatment.

演者関連本16：30 ～ 17：00

デジタルデンティストリーに適応した
低侵襲フルマウスリハビリテーション
Minimally invasive full mouth rehabilitation: The digital 
approach

大河雅之 Masayuki Okawa　東京都開業 Private Practice in Tokyo

Quintessence of 
Dental Technology 
2018（英語版）

QDT別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デン
ティストリー 2018
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119◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

C
HALL

そのオプションをどう使う？　矯正歯科up-to-date：
アライナーからアンカースクリューまで
How Do You Use Those Options? Up-to-date 
Orthodontics: From Aligners to Anchoring Screws

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00

座長　Chairman
槇　宏太郎　Koutaro Maki
昭和大学
Showa University

対象：
会議センター

5階 501号室

　矯正歯科臨床においても、CBCTによる三次元診断、移動シミュレー
ション、アライナー矯正、矯正用インプラント、光学印象、等々、さま
ざまな新しい技術が導入されつつある。
　座長講演では、これらの技術を応用する上で注意すべき事項として、
以下の各点を説明させていただく。 1）これらの新しい技術が生まれた
歴史的背景から未来を予測する観点を持つこと、 2）新しい技術の利点
ばかりではなく欠点をも正確に社会に示すこと、 3）より科学的なエビ
デンスを求めること、4）他分野からの新たな評価方法を導入すること。

　 A variety of new technologies have been introduced to clinical orthodontics such 
as 3D diagnosis by CBCT, computer-simulated tooth movement, aligner orthodontics, 
anchor screws, intraoral scanning and so on.
　 In this chairman lecture, the following points are explained as precautions when 
applying the new technologies mentioned above.
1) Understand the historical background of new technologies and predict future 
technology.
2) Shed light on drawbacks of new technologies.
3) Pursue superior scientifi c evidence.
4) Introduce new evaluation methods for new technologies from diff erent professionals.

演者関連本

知りたい・聞きた
い矯正歯科Q&A

新　矯正歯科治療
論─次世代を切り
拓くためのメソッ
ド─

9：00 ～ 9：30 

新しい技術の導入と留意すべき事項

Precautions when introducing new technologies

槇  宏太郎 Koutaro Maki　昭和大学 Showa University

　2000年来、われわれはデジタルの時代に生きている。時を同じくして、アライ
ナー矯正もポピュラーになってきた。ソフトウェアによって歯を複雑かつ正確に
動かすことができるようになってきた。論理的には当初、アライナー矯正にはエ
ビデンスがなかった。今日のデジタル化された作業環境のなかで、われわれは以
前と比べ多くの知見を得ている。アライナー矯正のさまざまなトピックに関して、
多くの科学的な言及がなされている。今日われわれはアライナーによって可能な
歯牙移動と不可能な歯牙移動についてよく知っている。いくつかの基本的なルー
ルは矯正医による治療計画によって遵守されなければならない。以上のことにつ
いては本講演中に明快な例を提示して説明する予定である。また本講演では、ア
ライナー矯正で今日可能となった複雑な症例や最新の研究も紹介する予定である。

Since 2000, we have lived in the digital age, just the time when Aligner 
Orthdontics became popular. It has become possible to move teeth complex and 
very accurately according to the software planning. Logically, there was no evi-
dence at the beginning. Today, we know better according to which guidelines we 
should be treating orthodontically in a digital workfl ow. Many scientifi c statements 
on various topics exist. We know today which tooth movements with aligners 
are possible and which not. Some basic rules must be followed in the treatment 
planning by the orthodontists. These will be illustrated clearly by showing diff erent 
examples. The lecture will present complex treatments that are possible nowadays 
using Aligner Orthodontics. The most recent studies will be demonstrated.

9：30 ～ 10：30 逐次通訳 consecutive interpretation

アライナー矯正のエビデンスと基本ルール

Evidence and basic rules in aligner orthodontics

Werner Schupp　ドイツ開業 Private Practice in Germany

　最新のデジタル技術を利用したカスタムメイド矯正装置を用いる機会
が増加している。この方法は、治療前にデジタルセットアップによる治
療結果が予測可能であり、患者個別ごとに作製されたカスタムメイドブ
ラケットやチューブとカスタムメイドワイヤーを使用することにより治
療予想に近似な治療効果が期待できる特徴がある。
　本講演では矯正装置が舌側に装着されていることで治療経過中の審美
性に優れたカスタムメイドリンガル矯正装置を用いた治療前後の比較結
果に加え、得られた顔貌変化についても報告したい。

　 Nowadays custom-made orthodontic appliances, set up by digital 
technologies, are becoming common. We can see virtual treatment 
results and can expect real treatment results similar to the virtual 
results by using custom-made brackets, tubes, and wires.
　In this session, the clinical evaluation of custom-made lingual appli-
ances, including profi le change through treatment, is presented.

10：30 ～ 11：00 

カスタムメイドリンガル矯正装置を用いた
矯正治療前後の顔貌を含めた検討
Clinical evaluation of custom-made lingual orthodontic 
appliances

橋場千織 Chiori Hashiba　東京都開業 Private Practice in Tokyo

演者関連本

nico2017年 4 月号

別冊 ザ・ クイン
テッセンス
臨 床 家 の た め の
矯 正 YEARBOOK 
2015
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120 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

　矯正治療の長い歴史の中でさまざまな治療方法が導入され、変革を遂
げてきた。近年、矯正治療のオプションとしてTADが導入され、矯正治
療の簡便化や治療期間の短縮に大きく寄与してきたと感じる。矯正治療
の概念に大きな変化はないが、治療方法が変化しその有用性が現在、認
知されている。
　今回、当院における治療例を提示させていただき、TADの意義や臨床
応用方法に関して論じてみたい。

　 In orthodontics, various kinds of treatment methods have been 
introduced and they have been modifi ed. A TAD has been introduced 
as a treatment modality in orthodontics. It has contributed to 
facilitating treatment procedures and reducing treatment times. The 
appearance of a TAD is not a paradigm shift in orthodontic treatment. 
However, a TAD has improved treatment methods and many clinicians 
have admitted its eff ectiveness.
　 In this session, some clinical cases and application methods of a 
TAD are presented.

11：00 ～ 11：30 

TADの臨床応用とその治療効果

Clinical application of TAD and its eff ect

金成雅彦 Masahiko Kanenari　山口県開業 Private Practice in Yamaguchi

演者関連本

QDT Art & Practice
別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デ
ン テ ィ ス ト リ ー 
2015／2016

the Quintessence 
2017年 8 月号

　歯科矯正用アンカースクリューの出現によって、矯正治療の診断は変
わった。圧下や牽引が自由になり、臼歯関係に縛られずに咬合平面を自
由にコントロールできるようになった。
　一方で、デンタルインプラントも有用である。欠損歯列や、歯周病で
病的歯牙移動（PTM）があるような咬合崩壊症例の再建には、先行埋入
が必要となる。矯正医と補綴設計を行う際に、『審美診断から欠損歯列
を咬合させる』新しい診断のポイントにも触れてみたいと思う。

　 Orthodontic anchor screws have innovated orthodontic diagnosis. 
They have facilitated intrusion and retraction, therefore, an occlusal 
plane is now easily controlled without restriction of molar relationship.
On the other hand, dental implants are also eff ective.
　 A dental implant is inserted prior to orthodontic treatment when 
reconstructing cases which have occlusal destruction due to the 
absence of a tooth and pathological tooth migration (PTM) caused 
by periodontics. In this session, a new diagnostic point for “occlusal 
reconstruction from esthetic evaluation”, when making prosthodontic 
treatment plans with orthodontists, is also discussed.

演者関連本

「圧下」のための歯
科矯正用アンカー
ス ク リ ュ ー テ ク
ニック─挺出歯と
咬合平面の自由自
在 な コ ン ト ロ ー
ル─

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 3
外 科 的 合 併 症 編
─CTで検証する
インプラント手術
のトラブル─

11：30 ～ 12：00 

歯科矯正用アンカースクリューや
デンタルインプラントがもたらす新しい診断基準
New diagnostic standard brought from orthodontic anchor 
screws and dental implants

米澤大地 Daichi Yonezawa　兵庫県開業 Private Practice in Hyogo

C
HALL

軟組織と補綴装置のシームレスな移行を獲得する！
補綴治療のKEY POINT
Making Seamless Changes from Soft Tissue to 
Prosthesis: Key Points for Prosthodontic Treatment

 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00

座長　Chairman
小峰　太　Futoshi Komine
日本大学
Nihon University

対象：
会議センター
５階 501号室

座長関連本

QDI 2018年No.2the Quintessence 2018年 2 月号
（翻訳）

　インプラント埋入を行うと角化上皮は再び接合上皮に変化することが
わかっている。インプラント上部構造のマージンは多くの場合、この接
合上皮部分に設定されることとなる。しかし、天然歯では接合上皮への
マージン設定については否定的な概念が多い。
　この矛盾に対し、臨床家はどのように対峙しているのだろう。演者は
好中球、娘細胞などの遊走が多く、自浄性の得られる接合上皮こそ天然
歯のマージン設定において有利と考え、長年マージン設定を行ってきた。
臨床における目視による歯肉溝と接合上皮の鑑別の重要性と、接合上皮
内マージンの臨床手技について報告したい。

   It has been reported that after the dental implant placement, the keratinized epi-
thelium becomes the junctional epithelium. The margin location of implant-supported 
prosthesis should be placed within the junctional epithelium whereas the margin loca-
tion of the natural tooth restoration within the junctional epithelium is controversial. 
   The presenter believes that locating the natural tooth crown margin within the 
junctional epithelium is advantageous since this area shows self-cleaning capacity 
with rich existence of neutrophils and eosinophil. The lecturer will present the impor-
tant method to identify periodontal sulcus and junctional epithelium with the visual 
confi rmation and clinical technique to create the crown margin within the junctional 
epithelium.

13：00 ～ 13：30 

長期審美を可能にする接合上皮内マージン

Preparation margin in junctional epithelium enables long 
term esthetic outcome

行田克則 Yoshinori Nameta　東京都開業 Private Practice in Tokyo

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
小 児 歯 科・ デ
ン タ ル ホ ー ム 
YEARBOOK 2016 
─今，あるべき小
児 歯 科 臨 床 を 探
る─ QDT 2017年 2 月号
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121◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　補綴物マージン周囲の審美・安定性の維持は重要で興味深い歯科臨床
課題である。本講演では、いわゆる「シンプルな補綴治療のプロトコー
ル（SPP：Simplifi ed Prosthetic Protocol）」という、健康な歯周組織を短
期のみならず長期に維持することに重点を置いたメソッドの基本的概念
を簡潔に紹介したい。SPPメソッドは次の 5 つの基本概念から構成され
る。（ 1 ）形成フィニッシュラインの垂直的位置の重要性、（ 2 ）論理的に
計算された形成時の歯肉掻爬・キュレット、（ 3 ）プロビジョナルレスト
レーションのリラインテクニック、（ 4 ）理想的なマージン歯肉形態形成
のための、特異的なクラウンカントゥアの付与、（ 5 ）最終補綴物製作に
おける独自の手法。

　 Soft tissue health and stability around crown margins have long 
been of interest and concern. In the following presentation the basic 
principles of the so-called “Simplified Prosthetic Protocol” (SPP), 
aimed at maintaining soft tissue stability around periodontally healthy 
teeth in the short and long term, will be briefly shown. The SPP 
consists of fi ve key-points: 1. Vertical preparation. 2. Controlled rotary 
curettage 3. A specific provisional relining technique. 4. A specific 
crown contour, shaped to guide tissue growth. 5. An original technical 
procedure for fabricating the fi nal restorations.

13：30 ～ 14：45 逐次通訳 consecutive interpretation

クラウンブリッジ補綴における形成デザインと歯肉・歯周組織のマネージメント：
パラダイムシフト～基本概念からの新しい展開～
Shifting the paradigm on preparation geometry and soft 
tissue management in fi xed prosthodontics

Fabio Scutellà　イタリア開業 Private Practice in Italy

演者関連本

the Quintessence
2018年 9 月号

　近年、審美補綴においては、補綴装置と歯肉が調和した治療が求めら
れるが、実際には治療直後や治療後比較的早期に歯肉退縮が生じ、マー
ジンが露出して歯肉と補綴装置との調和が失われ、審美性を損なう症例
も多い。歯肉は経年的に退縮するために、長期的にはマージンの露出は
避けられないにしても、治療直後や治療後数年では患者の満足は得られ
ないであろう。
　私の臨床においては、補綴治療後に長期的に歯肉退縮が認められない
症例がほとんどである。今回は、それらの症例を供覧し、どのような方
法で治療が行われているのかを説明したい。

　The harmony of the dental prosthesis and soft tissue is a signifi cant fac-
tor for a successful esthetic rehabilitation. In reality, there may be cases 
that show early gingival recession right after the case completion and 
the esthetic outcome is compromised due to visible prosthesis margins. 
Biologically gingival recession occurs over time; therefore, prosthesis mar-
ginal interface exposure may occur in the future. However, the prosthesis 
marginal interface exposure immediately after the treatment completion 
will lead to the patient’s dissatisfaction. 
　This presentation will illustrate how the author achieves long-term clini-
cal success of maintaining stable soft tissue surrounding the prosthesis.

14：45 ～ 15：15 

審美補綴における歯周組織のマネージメント

Periodontal management in esthetic rehabilitation

大村祐進 Yushin Omura　山口県開業 Private Practice in Yamaguchi

演者関連本

日本審美歯科協会
30年の歩み─あく
なき挑戦─

筒 井 昌 秀 臨 床
DVD 1 　 エ ス テ
ティックゾーンの
歯周形成外科と審
美補綴

　クラウンのエマージェンスプロファイルは、補綴物の審美性と歯周組
織の安定性に重要な要素である。その形態はプラークの蓄積を最小限に
抑え、健全な歯周組織を促進するものであるべきで、プロビジョナルク
ラウンはクラウン辺縁歯肉の再形成と機能的補綴治療を行ううえで重要
な役割を担う。Martignoniをはじめとする多くの臨床家がクラウンの平
坦な歯肉辺縁形態を推奨しているのに対し、Wagmanらは、辺縁歯肉の
退縮やプラークの停滞、炎症を引き起こす要因になると報告している。
演者が提唱したプロビジョナルクラウンの形態付与の手法では、解剖学
的に理想的な歯肉辺縁形態を形成するために、エマージェンスプロファ
イル部位に特異的な角度を与えることを提案している。

Emergence profi le of prosthetic crowns is crucial to achieve good 
esthetic results and periodontal health. It must minimize plaque 
accumulation and promote periodontal health. Gingiva must have time 
to adapt to it. Provisional restoration plays a major role as therapeutic 
device for soft tissues and occlusal rehabilitation. Many Authors as 
Martignoni promoted a flat emergence profile. Wagman otherwise 
claimed that this could lead support loss of marginal gingiva, plaque 
accumulation and infl ammation. Marginal recontouring of provisional 
restorations developed by Loris Prosper uses diff erent angle of emer-
gence in order to reproduce the natural shape of anatomical crown.

演者関連本

Bioaesthetics in 
Oral Rehabilitation: 
Science, Art, and 
Creativity（英語版）

15：15 ～ 16：30 逐次通訳 consecutive interpretation

エマージェンスプロファイルとプロビジョナルクラウン
～歯肉辺縁形態付与による審美的に自然な歯肉の構築～
Emergence profi le and provisional restoration: achieving 
pink esthetics with gingival recontouring technique

Loris Prosper　ビタサルート・サンラファエル大学（イタリア） Vita-Satute San Raff aele University,Italy

　審美補綴治療を手掛けるにあたり、接合部を縁下に設定しながらの歯
周組織との調和を臨床的に確実な手法で遂行することは意外に難しく、
バイオタイプによっては術後歯肉退縮を起こし、審美的に良好な状態を
維持できない場合もある。
　そのような予後に対し、審美的歯肉ラインの調和を確立すべく臨床的
に明確な解決策はいまだ十分ではないが、術前に歯肉のタイプや支台歯
の状態、審美性の要求度などによって、微妙にフィニッシュラインの位
置、歯肉縁下から立ち上がる補綴物の形態、支台歯形成量などを変えな
がら試行錯誤することが必要であろう。

  The achievement of ideal biological harmony between the esthetic pros-
thesis and surrounding soft tissue is challenging, since the prosthesis margin 
often requires to be placed sub-gingivally. Maintaining the long term esthetic 
outcome can be diffi  cult due to gingival recession from unideal tissue biotype. 
  There is no absolute technique to ensure the long term peri-prosthetic soft 
tissue esthetic outcome thus, the pre-treatment considerations such as iden-
tifying soft tissue biotype, evaluating condition of the abutment teeth, patient’
s esthetic demand, ideal location of fi nish line, emergence profi le of the fi nal 
prosthesis and amount of tooth reduction should be applied to achieve long-
term soft tissue and prosthesis esthetic harmony.

16：30 ～ 17：00 

審美補綴治療における歯周組織との調和を目指して

The concept of achieving harmonized profi le between 
esthetic restoration and surrounding soft tissue

土屋賢司 Kenji Tsuchiya　東京都開業 Private Practice in Tokyo

演者関連本

イラストレイテッ
ド　歯冠修復　ア
ドバンステクニッ
ク─ハンズオンで
学ぶ製作ステップ
の勘所：天然歯＆
インプラント─

QDT Art & Practice 
別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デ
ン テ ィ ス ト リ ー 
2015／2016
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122 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

D
HALL

低侵襲から広域外科手術まで！　
インプラント外科の今日的治療指針
From Conservative to Invasive Surgery: The Latest Implant Treatments

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00

座長　Chairman
勝山英明　Hideaki Katsuyama 
神奈川県開業
Private Practice in Kanagawa

会議センター
５階 502号室 対象：

　インプラント治療を取り巻く環境は大きく変化しつつある。それは、
患者層の急速な高齢化、治療に対する要求の高度化と複雑性、多岐にわ
たる治療オプション、デジタルテクノロジーの急速な発展などに代表さ
れる。
　そのためわれわれ治療する側も、対象となる患者個々に適応した治療
戦略を、科学的背景に基づき検討する必要がある。ハードウェアから治
療プロトコルに至るパラダイムの転換について言及する。

　 Treatment environment has been enormously changed in implant 
dentistry, due to the increase in aging population, higher requirements 
and complexity of implant therapy, many treatment options and 
rapid development of digital technology. Therefore, precision implant 
therapeutic strategies should be decided based on scientifi c evidence. 
In this lecture, the paradigm shift from hardware to treatment protocol 
will be presented.

9：00 ～ 9：20 

インプラント治療のパラダイムシフト

Paradigm shift for implant treatment

勝山英明 Hideaki Katsuyama　神奈川県開業 Private Practice in Kanagawa

演者関連本

ザ・サイナスオグメ
ンテーション

（ベーシック編）

単独歯インプラン
ト審美修復─治療
計画および外科的
側面─

　萎縮した上顎歯槽堤は、顔貌の審美性と機能に影響を与えるアングル
クラスIIIの不正咬合を後天的に生み出す。今回は、インプラントの長期
的生存に伴って骨移植材料の高い生存率を獲得できるような、信頼でき
かつ安全で非常に効果的と考えられる外科的テクニックとして、骨増生
術と成長因子、前駆細胞や幹細胞の併用療法を供覧する。
　さらに、自己由来の成長因子と幹細胞に骨伝導能を有する骨基質とし
てPRPとBMACを使用し、生物学的メンブレンとしてPPPでこれらを被
覆する方法を、より効果的な新規治療法としてご提案したいと考えてい
る。

　 Atrophic maxilla creates acquired Angle Class III malocclusion infl u-
encing facial esthetics and function. The combination of few augmenta-
tion and surgical procedures and the use of growth factors, progenitor 
and stem cells. We will present surgical techniques that are described 
should be considered reliable, safe, and very eff ective in obtaining high 
bone graft survival rate following high long-term implants’ survival rate. 
Moreover, we believe that PRP and BMAC as an autologous source 
of growth factors and stem cells, mixed with osteoconductive bone 
substitute and covered with PPP as a biological membrane, may off er a 
novel therapy with greater effi  cacy.

演者関連本

Esthetics in
Dentistry（英語版）

9：20 ～ 10：20 逐次通訳 consecutive interpretation

上顎とリップサポートの回復～併用療法の強みとは～

Recovering the maxilla & the lip support： 
Advantages of combined therapy

Devorah Schwartz-Arad　イスラエル開業 Private Practice in Israel

　インプラント治療が世界中で普及し、歯科医療の進歩に多大な影響を
及ぼしたことは周知の事実である。オッセオインテグレーション発見の
後、インプラント治療技術は進歩普及の一途を辿り、一般開業医でも
GBRやサイナスリフトなどの複雑な治療を行えるようになってきた。
　そのようななか、インプラントを行う患者層も幅広くなり、さまざま
なインプラント治療の欠点が見えてきたことも事実である。
　そこで今回は、インプラント治療を時間軸で捉え、経年的評価を行い
考察してみたい。

　It is widely accepted that implant therapy has signifi cantly aff ected 
advances in dentistry. Implant treatment has been provided worldwide 
after the discovery of osseointegration. Nowadays, private dentists 
can perform complex treatment using GBR technique or sinus fl oor 
elevation. On the other hand, several disadvantages of dental implant 
treatment have emerged, since many types of patients receive implant 
therapy. In this lecture, implant treatment will be discussed by evalua-
tion from a view point of time axis.

演者関連本

Esthetics in
Dentistry（英語版）

QDI別冊
インプラントのた
めの軟組織マネジ
メ ン ト を 極 め る

（15thミーディン
グ抄録集）

10：20 ～ 10：50 

時間軸でみるインプラント治療と経年的評価

Consideration for implant treatment by evaluation from a 
viewpoint of time axis

林  美穂 Miho Hayashi　福岡県開業 Private Practice in Fukuoka
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123◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　近年、デジタル化が進み、フラップレス埋入や抜歯即時埋入が注目を
集める。患者負担が少ないミニマムに徹した手術が望まれることはもち
ろん確かだが、これらの手術を成功させているのは、基本に忠実で解剖
を熟知し、何百回もこなしているからこそ可能な術式である。
　診査・診断が甘く、失敗に陥ることがしばしば見受けられる。そのよ
うな失敗を回避するため、また術中に手術計画を変更するときに必要な
知識・技術について、皆さんと一緒に考えたいと思う。

　Recently, fl apless implant surgery and immediate implant placement 
in fresh extraction sockets have been focused with the development 
of digital implant dentistry. However, understanding oral anatomy and 
the basic principle of surgical procedures, and abundant experience 
of oral surgeries are requisite for success of implant treatment. 
Sometimes, surgical failures are observed, due to inadequate exami-
nation and diagnosis. Consideration for the avoidance of surgical 
failures, and the knowledge and techniques when surgical procedures 
are changed during operation, will be discussed in this lecture.

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2017
最 新 エ ン ド の グ
ロ ー バ ル ス タ ン
ダード―基礎・解
剖から外科的歯内
療法まで―

the Quintessence 
2015年 7 月号

10：50 ～ 11：20 

Pitfall of minimum intervention

青井良太 Ryota Aoi　東京都開業 Private Practice in Tokyo

　今日、欠損歯列の治療においては、インプラント治療が第一選択にな
ることが多くなってきている。単純なケースでは、非常に低侵襲に短期
間で治療が完了するようになり、高い機能性と審美性、そして、長期の
予知性が得られるようになってきた。
　また、骨欠損が大きいなどの複雑なケースにおいても、さまざまな治
療法が確立され、良好な治療結果が得られている。本講演では、何例か
症例を提示し、私の考える「インプラント治療の今日的治療指針」につい
て話してみたい。

　It is accepted that implant treatment is the fi rst choice for replacing 
missing teeth. In simple cases, implant therapy is quickly completed 
with minimal invasion, which results in successful clinical outcomes 
regarding functions, esthetics and longevity. Moreover, in complex 
cases, successful treatment outcomes have been observed due to 
development of treatment methods. In this lecture, my own guidelines 
for implant treatment will be presented using some clinical cases.

演者関連本

QDI 2017年No.4 QDI 2018年No.1

11：20 ～ 11：50 

私の考えるインプラント治療の今日的治療指針

My own guidelines for implant treatment

白鳥清人 Kiyoto Shiratori　静岡県開業 Private Practice in Shizuoka

D
HALL

成熟した治療オプションの今日的課題！　
インプラントトラブルシューティング
Implant Troubleshooting：
The Problem of Mature Treatment Options

 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00

座長　Chairman
伊藤雄策　Yusaku Ito
大阪府開業
Private Practice in Osaka

会議センター
５階 502号室 対象：

　今日、GBRテクニックはその手技の成熟とさまざまなマテリアルの淘
汰により成功率の高いものとなってきている。従来、GBRに用いられ
る移植材は、主にレイモスやオトガイより自家骨をブロックで採取して
きたが、牛骨製剤が厚生労働省の認可を得てからは、患者に余分な外科
的侵襲を与えずに済むという恩恵を得られるようになった。自家骨を牛
骨製剤とミックスした場合と、ミックスせず牛骨製剤のみの場合の違い
について臨床的評価を得ることができたので、本講演ではこれを報告し
ディスカッションしたいと思う。

　Nowadays GBR procedure is becoming more predictable thanks to 
the development of techniques and biomaterials. Though autogenous 
bone harvested from ramus or chin had routinely been used for 
grafting in the past, after the approval of bovine bone material, we 
have been able to minimise surgical intervention to the patients. This 
presentation will discuss the clinical outcome with unmixed bovine 
bone compared to the mixture of autogenous bone and bovine bone.

演者関連本

ザ・プロビジョナ
ルレストレーショ
ンズ─補綴物の機
能・審美性を追求
して─

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 1
機械・構造的合併
症編─他院からの
イ ン プ ラ ン ト ト
ラ ブ ル 患 者 レ ス
キュー─

13：00 ～ 13：15 

What's diff erent？ GBRにおける
自家骨ミックス・移植材のみ、その造成骨の臨床評価
What’s diff erent? Evaluation of augmented bone with unmixed 
bovine bone or mixed one with autologous bone in GBR procedure

伊藤雄策 Yusaku Ito　大阪府開業 Private Practice in Osaka
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124 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

　骨再生誘導法（GBR）における最良の外科手技、生体材料、固定方法を
見つけるための議論は1989年から現在に至るまで行われている。非常な
進歩が得られた現在では、手技をよりシンプルに、かつ予知性を高める
ことが求められている。
　本講演ではGBRの生物学的意義と治療後に期待される結果を検討す
る。企業の提案ではなく科学的見地から、改善された生体材料の選択基
準を検討する。
　そして最後に、外科手技における生物学的ガイドラインを示し、いく
つかの提案をする。

　We have been talking about Guided Bone Regeneration (GBR) since 
1989: striving to find the best surgical techniques, filling materials 
and fi xation systems.  After having made great progress, we are now 
aiming at how to make the procedure more simple and predictable.
　 This presentation will analyze both the biological meaning of GBR 
and end-of-procedure expectations.  Guided more by science than 
by the suggestions of companies, we will also examine the criteria for 
improved biomaterial selection.  
　Finally, we will propose biological guidelines and off er some sugges-
tions for the right surgical protocol. 

13：15 ～ 14：15 逐次通訳 consecutive interpretation

良い生体材料の必要条件

GBR：Good biomaterial requirement

Mauro Labanca　イタリア開業 Private Practice in Italy

　インプラント手術におけるドリリングの失敗には、方向、垂直的・水
平的位置、直径、トルク、スピードなどの誤りがある。これらによって
神経損傷、骨外への穿孔、隣在歯根の損傷、インプラント体の露出、火
傷などが併発する。
　基本的には術前計画における予防的対応が肝要で、これには解剖学
的・病理学的状況の把握、機器の習熟、画像診断、模型分析、CAD/
CAMによるガイド作製などが寄与するが、以上をもってしても失敗は
起こりうる。術中・術後対応の実際のほか、将来的なロボット手術や損
傷神経再生の可能性についても述べていきたい。

　 In implant surgeries, mishandling of implant drill such as deviation of drilling 
direction, horizontal or vertical shifting, inappropriate diameter, torque and speed 
might occur. These end up with damaging to the nerve, bone or adjacent teeth, 
exposure of implant body and burning of alveolar bone. In order to prevent 
these complications, preoperative planning is critical including anatomical and 
pathological evaluation, understanding of equipment, diagnostic imaging, diag-
nostic cast evaluation and surgical guide fabricated by CAD/CAM technology. 
Nevertheless, clinician might fail to carry out the drilling procedure correctly.  This 
presentation will show how to cope with the failure during or after the surgery. 
Robotic surgery and regeneration of damaged nerve will also be discussed.

演者関連本

改訂新版インプラ
ント治療に役立つ
外科基本手技　切
開と縫合テクニッ
クのすべて

14：15 ～ 14：45 

インプラント手術における
ドリリングトラブルへの対応
Measures against mishandling of implant drill 
during implant surgery

河奈裕正 Hiromasa Kawana　神奈川歯科大学 Kanagawa Dental University

開業医のための口
腔外科重要12キー
ワードベスト240
論文─世界のイン
パクトファクター
を 決 め る ト ム ソ
ン・ロイター社が
選出─

　インプラント治療の普及とともに、他院で埋入されたインプラントの
メインテナンスを行うことは不可避となってきた。しかしそのなかには、
さまざまなトラブルを抱えているものも少なくなく、それらへの対応は
いろいろな意味で困難である。とくに、インプラント構造体に生じたト
ラブルに対応するためには、システムの判別やそれらの構造の理解とと
もに、専用のパーツが必要となる。
　そこで本講演では、さまよえる患者を可及的に自院でメインテナンス
するために、インプラントの機械構造的トラブルへの対処法について考
察したい。

  Along with the penetration of dental implant treatment, we 
sometimes need to treat the patients with implants placed in another 
clinic. Some of them have trouble and it’s diffi  cult to cope with them. 
Especially to tackle mechanical complication, the clinician need to 
identify and understand the structure of the implant the patient have, 
and require specifi c components. This presentation will discuss how 
to deal with mechanical complication of implant in order to take care 
of wandering patients in private clinics.

演者関連本

3 Dイラストで見る
ペリオドンタルプ
ラスティックサー
ジェリーインプラ
ント・ ポンティッ
ク編―エビデンス
に基づいた外科手
技・補綴処置─

14：45 ～ 15：15 

インプラントの機械構造的トラブルへの対応

Mechanical complications of dental implant

山羽  徹 Toru Yamaba　大阪府開業 Private Practice in Osaka

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 1
機械・構造的合併
症編─他院からの
イ ン プ ラ ン ト ト
ラ ブ ル 患 者 レ ス
キュー─

　インプラント治療は、唯一といっていいほど、「診断」から「最終補綴」
までをデジタルデータで一気通貫できる治療行為である。演者はかつて
大学在籍中、科学研究費で基礎研究を行い（2000，2001年）、その後製品
化のために大学発ベンチャーを起業し(2003年)、現在も継続的に研究開
発を行っている。そこで今回は臨床的な視点だけでなく研究開発者の視
点から、CT撮影とCT読影のポイント、シミュレーションの診断フロー、
ガイドサージェリーの落とし穴など、教科書的ではあるがインプラント
の外科処理までに必要な基本事項をお話ししたい。

　Among the dental practice, only the implant treatment can be digi-
talised throughout the whole procedure from the diagnosis to the fi nal 
restoration. The presenter conducted basic researches at university 
(2000, 2001) and launched a venture afterward (2003), continuing 
research and development. This presentation will show basic knowl-
edge, from developer’s point of view, about taking and interpreting CT 
images and avoiding pitfalls of the guided surgery.

演者関連本15：20 ～ 15：50 

教科書的ですみません！
インプラント診断～ガイドサージェリーの基本の「き」
Basic knowledge from diagnosis to the guided surgery

十河基文 Motofumi Sogo　大阪大学 Osaka University

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 3
外 科 的 合 併 症 編
─CTで検証する
インプラント手術
のトラブル─
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125◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　サイナスリフトで術後感染が起こった場合、上顎洞炎を惹起するため、
患者に大きな肉体的および精神的な苦痛が生じる。一方、サイナスリフ
トはインプラント治療のための骨造成術であるため、インプラント治療
が達成できなければ、患者とのトラブルに発展する可能性がある。した
がって、インプラント治療が達成できるリカバリー法を考慮すべきで、
単なる上顎洞炎の治療では不十分と考えられる。
　本講演では、当院におけるサイナスリフトの術後感染症例を紹介し、
適切なリカバリー法について考察してみたい。

　Postoperative infection associated with maxillary sinus augmentation 
procedure causes physiologic and psychologic pain in patients. 
Since patients require implant treatment subsequently to the sinus 
augmentation procedure, not only the elimination of infection but 
the recovery for successful treatment is essential. This presentation 
will show cases of postoperative maxillary sinus infection and discuss 
optimal recovery procedures.

15：50 ～ 16：20

サイナスリフトの術後感染を
いかにリカバリーするのか？
How to recover the postoperative infection associated with 
sinus augmentation?

野阪泰弘 Yasuhiro Nosaka　兵庫県開業 Private Practice in Hyogo

演者関連本

CTと動画が語る
サイナスフロアエ
レベーションの真
実─バイオロジー
と併発症対策のポ
イント─

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 3
外 科 的 合 併 症 編
─CTで検証する
インプラント手術
のトラブル─

　インプラント治療における 2大潮流は、CTとガイドである。二次元
から三次元へ、フリーハンドからガイドを使った埋入へと変わったこと
で、インプラントは初めて安全な治療法へと舵を切った。
　失敗しない埋入とは何か？　 1 mmの狂いもないピンポイント埋入は
本当に可能なのか？　もはや経験や感覚だけでは通用しない。治療の質
を問う時代に突入した今こそ、埋入術式を変えるべきである。
　今回は、上顎前歯部審美インプラントにフォーカスを当てた明暗ケー
スを比較し、その分かれ道と対策を示すことでトラブルシューティング
としたい。

  The two mainstreams in implant dentistry are CT and guided surgery. 
Alteration from 2D to 3D imaging, from freehand surgery to the guided 
surgery made implant treatment absolutely safer.
  What shall we do not to fail? Is it possible to place implant without 
any deviation? We should no longer rely on our experience or intu-
ition. Since the quality of treatment is highly demanded nowadays, we 
should change the implant placement procedures.
  This presentation will focus on aesthetic implant restoration, compare 
succeeded cases and failed cases, and discuss the troubleshooting.

演者関連本

成 功 の た め
のオクタゴン
ガイドライン
─ I m p l a n t 
Riskogram─

16：20 ～ 16：50 

審美インプラント～その成功の明暗とシナリオ～

Aesthetic implant：What makes it successful or losing?

皆川 仁 Hitoshi Minagawa　東京都開業 Private Practice in Tokyo

やさしいインプラ
ント治療
初めての 1 本埋入
をガイドします！

E
HALL

社会問題化で対応が急務！　睡眠時無呼吸症候群患者への
歯科的アプローチ：その理論とスプリント製作
Mandibular Advancement Splints：A Dental Approach for Sleep Apnea Patients

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00

座長　Chairman
窪木拓男　Takuo Kuboki
岡山大学
Okayama University

会議センター
５階 511・512号室 対象：

　睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、閉塞性、中枢性、また、混合性に分け
られている。とくに、閉塞性の要素が大きい場合には、昼間の眠気や集
中力低下などの社会的問題のみならず、肥満、上咽頭機能、下顎位、服
薬、睡眠障害に関連した運動疾患、血管内皮細胞機能不全に起因する循
環器疾患、精神心理学的問題など広範囲な学識が試される疾患である。
CPAP、歯科的な装具、また、下顎姿勢筋訓練などを複合して試す場合
が多いが、その効果に満足できない場合も多い。
　今回は、最新のSASの概念と治療を皆さんと改めて勉強させていただ
きたい。

　Sleep Apnea Syndrome is divided into obstructive, central, or mixed. 
This syndrome requires vast variety of knowledge when obstructive 
element is signifi cant, not only social issues such as daytime sleepi-
ness and lack of concentrations, but also obesity, nasopharyngeal 
function, mandibular position, medication, sleeping disorder associ-
ated with motor disorder, cardiovascular disease caused by vascular 
endothelial cell dysfunction, and psychiatric/psychological issues. 
CPAP, oral appliance, or mandibular postural muscle training are com-
monly combined for a trial, but the outcome is often unsatisfactory. I 
will revisit the latest concept and treatment of SAS.

9：00 ～ 9：10 

睡眠時無呼吸症候群における歯科的アプローチ

Sleep Apnea Syndrome in terms of dental approach

窪木拓男 Takuo Kuboki　岡山大学 Okayama University

演者関連本

QDI 2015年No.5 QDI 2018年No.5
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126 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

　睡眠時無呼吸症候群へは持続陽圧呼吸療法 (CPAP) が標準的治療法で
ある。下顎前方移動装置（MAD）はどのようにはたらくのか、そして標
準治療と同等であるのか。答えはイエスである！ 口腔装置の適切な製
作と顎位調整は、CPAPと同等もしくはより優れている。どうしてそれ
が可能なのかについて、公開データが裏付ける結論とともに本講演で学
ぼう！

　 Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) is the gold standard.  
How do Mandibular Advancement Devices (MADs) work and are 
they equivalent to the gold standard？  The answer is YES！  Proper 
fabrication and titration of an oral device is equivalent and possibly 
superior to CPAP.  Learn how this is possible！  Published data will 
validate this conclusion.

演者関連本

QDT2017年 2 月号

9：10 ～ 10：30 逐次通訳 consecutive interpretation

MAD vs. CPAP、現在の知見と
MADを成功させるためには
MAD vs. CPAP, what do we know and how to make the MAD 
successful？

James E. Metz　米国開業　Private Practice in USA

パ ー シ ャ ル デ ン
チャー治療 失敗
回避のためのポイ
ント47－診断・前
処 置・ 印 象・ 設
計・応急修理と術
後管理の問題解決
法－

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
外来・ 訪問診療の
ためのデンタル・メ
ディカルの接点―見
逃さないオーラルフ
レイル　明日から役
立つ口腔ケア　デン
タルがメディカルに
もたらすメリット―

　OSASは睡眠の質の低下、日中傾眠、作業効率の低下等の臨床症状
のみならず、高血圧、脳血管疾患、心筋梗塞等のリスク因子である。
OSASに対する標準的治療法は長らくCPAPであったが、多様な表現型
を呈するOSASに対して画一的治療を行っても合理的な治療効果は期待
できない。歯科的対応、生活習慣も含めて当該患者に最適な治療の選択

（個別化医療）が不可欠であることは言うまでもない。
　講演では歯科的背景も含めたOSASの多様性について解説し、口腔内
装置を中心とした歯科的アプローチの担う役割について考察する。

  OSAS is not only a cause of sleep quality deterioration, daytime 
sleepiness, and lowered work efficiency, but also a risk factor of 
hypertension, cerebrovascular disease, and myocardial infarction. 
Standard treatment of OSAS has been CPAP for a long time, but we 
cannot expect reasonable outcome with just a single treatment for a 
syndrome with diverse expression of symptoms. Obviously, selection 
of ideal treatment for each patient (personalized care) is necessary. 
This lecture covers the diversity of OSAS and discuss about the role 
of dental approach, mainly oral appliance.

10：30 ～ 11：00 

OSASの多様性と歯科医療の役割

Diversity of OSAS and the role of dentistry

馬場一美 Kazuyoshi Baba　昭和大学 Showa University

演者関連本

　歯科治療のなかでいまだ混沌として整然と解明されていない分野が、
睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndrome：SAS）である。筆者自身、
長年、補綴家としてさまざまな治療を行ってきたが、SASの患者に対し
て従来の知識、技術ではまったく太刀打ちできなかった。実際、他科（メ
ディカル）との連携、また歯科においても矯正、外科等との緊密な打ち
合わせが必要なため、非常に複雑な治療となる。
　今回は、この新しい治療分野に、筆者なりの症例分析と治療を解説し、
検討してみたい。

  Within dentistry, a field still confusing and not systematically 
understood is Sleep Apnea Syndrome (SAS). I have provided various 
treatments as a prosthodontist for many years, but with conventional 
knowledge and technique, I could not deal with SAS patients at all. In 
fact, the treatment is very complicated as it requires collaboration with 
other medical fi elds, and close discussion with orthodontist and oral 
surgeons is necessary. This time, I would like to explain and discuss 
my case analysis and treatment for this new fi eld.

演者関連本11：00 ～ 12：00

睡眠時無呼吸症候群への新たなる対応

New approach for sleep apnea syndrome

山﨑長郎 Masao Yamazaki　東京都開業 Private Practice in Tokyo
土屋  覚 Satoshi Tsuchiya　DENT CRAFT Studio・歯科技工士  
DENT CRAFT Studio, RDT

エ ス テ テ ィ ッ ク 
ク ラ シ フ ィ ケ ー
ションズ―複雑な
審美修復治療のマ
ネージメント― QDT2018年10月号

Now
Printing

Memo
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127◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

SHILLA SYSTEMの概念とその
臨床活用

POI®-EX SYSTEMの臨床

 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00

E
HALL

グローバル化が加速！　アジアの歯科医療の実力
Accelerating to Globalization: The Capabilities 
of Dental Treatment in Asian Countries

座長　Chairman
元  永三　Eizo Gen
福岡県開業
Private Practice in Fukuoka

会議センター５階
511・512号室 対象：

座長関連本

バーティカルボー
ン オ グ メ ン テ ー
ション―形態から
みる難易度別アプ
ローチ―

サイナスフロアエ
レベーション―形
態からみる難易度
別アプローチ―

　2012年ごろより文部科学省で始まった新学術領域＜プラズマ医療科学
の創生＞に代表されるように、医療界のプラズマ研究は発展してきた。
一方、歯科界では、生体適応材料の改質に期待が持てるインプラントに
ついて、吉成正雄、小宮山彌太郎両氏らがその有効性を報告してきた。
　今回、新たに開発した低温プラズマ機器＜Atomic Blaster V＞を用い
てインプラント表面を親水化することにより、D 4 ～D 5 の骨質におい
て初期固定不良なインプラントの骨結合が獲得できた症例について報告
する。

　 As represented in 2012 announcement from Ministry of education, 
culture, sports, science and technology, Japan, Plasma medicine 
has improved. On the otherhand, in Dentistry, Dr. Yoshinari and Dr. 
Komiyama have reported its possibility to apply on implant that has 
potential to improve biomaterial.  Newly developed low-temperature 
plasma device “Atomic Blaster V” was used to make implant surface 
hydrophilic.  The case will be reported that has succeeded in getting 
osseous-integration with the low quality bone classifi ed as D4 to D5 
by the plasma tapplication.

演者関連本13：00 ～ 13：30 

インプラント臨床に役立つプラズマ

Plasma medicine has effi  cacy in implantology

山道信之 Nobuyuki Yamamichi　福岡県開業 Private Practice in Fukuoka

　垂直性歯槽突起過形成は、前歯部開咬の有無により 2 つに分類される。
それは、前歯部開咬をともなう垂直性歯槽突起過形成と正常前歯部咬合
の垂直性歯槽突起過形成である。この二者に対する治療アプローチは異
なる。前者は、大臼歯の圧下でのみ治療可能である。後者の正常前歯部
咬合の垂直性歯槽突起過形成では、前歯と大臼歯の両方の圧下が必要で
ある。治療結果を向上させるための圧下量に応じて、咬合平面の平坦化
と急傾斜化が行われる。

　Vertical excess can be diff erentiated into two categories depending 
on the presence of anterior open bite. They are the vertical excess 
with anterior open bite and the vertical excess with anterior normal 
overbite. The two categories differ in the treatment approach. The 
former category can be treated with the molar intrusion only. For the 
vertical excess with normal anterior bite patients, the secondary cat-
egory, intrusions of both the molar and anterior teeth are necessary. 
Based on the amount of intrusion achieved, fl attening or steepening of 
the occlusal plane can be performed to enhance treatment outcome.

演者関連本13：30 ～ 14：20 逐次通訳 consecutive interpretation

ミニスクリューインプラントを使用した大臼歯の圧下：
垂直性歯槽突起過形成（長顔）修整の鍵
Molar intrusion using mini-screw implants：The key element 
in correcting vertical excess （long face）

Cheol-Ho Paik　韓国開業 Private Practice in Korea

生体にやさしい戦
略的矯正歯科治療
と歯科矯正用アン
カースクリューの
応用

　困難な状況の審美部位にインプラント審美を達成するのは難しい。本
講演ではインプラント審美のための生物学的考察と、意思決定について
述べる。インプラント審美の基本は、インプラント周囲軟組織の形状と
同様に、インプラント周囲骨構造に大いに依存する。硬・軟組織を最適
化する外科術式についても紹介する。良好な状態、また困難な状況の上
顎前歯部において最適な審美を獲得した症例の紹介も含む。この目的は、
臨床に応用し、解決策を提供するための生物学的な基本を伝えることで
ある。

　 It has been a challenge to achieve implant esthetics in the 
compromised esthetic zone. This presentation addresses the biology 
and decision-making for the implant esthetics. The foundation of the 
implant esthetics is strongly relied on the peri-implant bone architec-
ture as well as the peri-implant soft tissue profi le. Surgical techniques 
to optimize hard and soft tissue will be introduced. This lecture will 
include clinical cases in which esthetic results can be accomplished 
for both the ideal and compromised maxillary anterior dentition. The 
goal is to deliver a biologic basis in order to apply to clinical scenarios 
and provide clinical solutions.

14：20 ～ 15：00 逐次通訳 consecutive interpretation

困難な状況の上顎前歯部における最適なインプラント審美の獲得

Achieving optimal implant esthetics for the compromised maxillary anterior dentition

Jerry C. Lin　台北医科大学（台湾） Taipei Medical University, Taiwan
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128 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

　薄いバイオタイプの患者に審美的な根面被覆を計画する際には、多く
の要素を考慮する必要がある。第一は、瘢痕である。瘢痕を生じない手
術結果を得るためにmodifi ed tunnel techniqueを選択した。第二は、長
期の安定である。歯肉の厚みを増大しバイオタイプを変更するため、
軟組織移植を用いている。第三は、合併症である。小さなFGG（遊離歯
肉移植片）を採取し、注意深く上皮を除去し、その上皮を供給側に戻す
ようにしている。薄いバイオタイプの患者に根面被覆を実施する際、
modifi ed tunnel techniqueと適正な量の上皮を除去したFGGを選択枝の
一つに加えることを推奨したい。

 Many Factors should be considered when planning to achieve 
esthetic root coverage result in thin biotype patient. The fi rst is scar. 
I select modified tunnel technique to accomplish scarless surgical 
result. The second is long-term stability. I prefer combining soft 
tissue graft to increase gingival thickness and change gingival biotype. 
The third is morbidity. I will harvest narrow FGG then carefully de-
epithelialize it, and replace the epithelium back to donor site. I 
recommend using modifi ed tunnel technique combined adequate size 
of de-epithelialized FGG as one of your choices for root coverage in 
thin biotype patient.

15：15 ～ 15：55 

Modifi ed tunnel techniqueを用いた審美的かつ予知性のある根面被覆

Achieving aesthetic and predictable root coverage result with modifi ed tunnel technique

Feng-Chuan Ho　台湾勤務 Private Practice in Taiwan

　治療計画の作成から模型を使用しない補綴修復作業における選択色調
の情報の交換に至るまで、現代の歯科においてデジタルは広範囲で使用
されている。本講演では、審美修復における日常の実務的なデジタルワー
クフローを供覧する。

　Digital work in modern dentistry has been widely used in many ways. 
From the treatment plan procedures, color matching communication 
to the model-less  restorative prosthetic procedures. This speech 
is about sharing the practical daily workfl ow in aesthetic restorative 
dentistry.

15：55 ～ 16：35 

審美修復における日常のデジタルワークフロー

Daily digital workfl ow in aesthetic restorative dentistry

David K.C. Li　台湾開業 Private Practice in Taiwan

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00対象：

Dentistry is Occlusion ！　ワンテーマで学ぶ咬合と補綴

F
HALL

会議センター
３階 301号室

座長
松島正和
東京都開業

the Quintessence
2017年 9 月号

the Quintessence
2016年 2 月号

演者関連本9：00 ～ 9：30

論理で解く！　咬合と補綴
～「見えないもの」に気づく思考力～
松島正和　東京都開業

　われわれ歯科医師の専門領域は「顎口腔系」である。「顎
口腔系」を捉える作業の大きな特徴は「症例の条件を正確
に読み取る力」と「緻密な作業力」が問われる点である。
生体は実に精巧かつ合理的にできており、顎口腔系の「形
態」と「構造」と「機能」が理解できると臨床の幅は飛躍的

に広がる。
　今回、本セッションに一流の演者の先生がたが集まっ
た。明日からの研究や臨床の寂光となることと確信して
いる。

演者関連本

QDT 2017年 3 月号

9：30 ～ 10：00

複雑な症例に対する機能的視点からの設計と実践、咬合の役割

須田剛義　大阪府勤務

　補綴治療の役割は、喪失した歯質や欠損の回復による
咬合関係や審美性の回復ということにスポットが当てら
れることが多い。しかし、複雑な症例を治療するには、
それ以外に治療前に最終的なゴールを見通した治療計画
の立案と細かい治療手順や連携などを考慮した治療計画
の管理を行う役割がある。さらに、咬合再構築が必要な

全顎的な治療の場合には、アンテリアガイダンスやエン
ベロップファンクションなどを加味した機能的な設計を
行う必要がある。
　本講演では、機能回復を目指した症例を供覧していた
だき、歯科における咬合の役割を再考したい。

別冊ザ・ クイン
テッセンス
咬合 YEARBOOK 
2016―咬合は変
わったか―
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129◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

天然歯審美修復の
セオリー 図解Q&A

QDI 2018年No.2

10：00～10：30

EBMとNBMから考える三次元的下顎位

中村茂人　東京都開業

　機能の観点から着目した顎口腔系は、顎関節、骨格、
歯、咀嚼筋群やそれに付随する靭帯、そして軟組織から
構成され、感覚受容器からのプログラミングによって意
識下と無意識下で連動している。この繊細な感覚器の密
集した口腔機能において包括的な再建を行う際には、下

顎位や咬合という観点からも何が問題であったのかを見
つけ出す診断力が重要となる。
　本講演では「なぜその問題が生じたのか？」という病因
論に着目し、下顎位や歯の位置、咬合平面の重要性など
に焦点をあてて報告したい。

演者関連本

the Quintessence
2016年 6 月号

the Quintessence
2017年 2 月号

10：30～11：00

咬合の動的平衡

髙井基普　東京都開業

　歯、歯周組織、顎関節および筋・周囲組織は、日々
刻々と変化している。同時にそれらすべてが調和するこ
とで、咬合は生物学的に安定する傾向にある（咬合の動
的平衡）。一方、矯正やインプラントを併用した咬合再
構成症例において、予定調和から外れ著しく咬合が不安

定となる場合もある。そこで本講演では、矯正治療既往
のある患者に咬合再構成を行った症例において、術後の
咬頭嵌合位が不安定に推移している症例を提示し、視覚
的な解析、およびその対策について考察を加えたい。

演者関連本

the Quintessence
2018年 4 月号

the Quintessence
2015年12月号

11：00～11：30

力のリスク診断によって変わる治療計画
～力によって起こるトラブルと現象～
大森有樹　大阪府開業

　人間の口腔内に起こるトラブルの原因は意外とシンプ
ルで、う蝕、歯周病、力（咬合）、医原性の 4点ほどと考
える。う蝕・歯周病と違い、力（咬合）に関してはエビデ
ンスが少なく、術者の勘や経験に頼るところが多い。も
し、患者が力によって起こるトラブルに見舞われやすい
（力のリスクが高い）のであれば、力のコントロールが必

要となる。そしてその判別は、力のリスクを診断しなけ
ればならない。
　本講演では、根本的な原因解決を図るため、力によっ
て起こる現象とトラブルのチェックを含む力のリスク診
断について解説したい。

演者関連本

the Quintessence
2018年 1 月号

the Quintessence
2017年 1 月号

11：30～12：00

メインテナンスとしての咬合調整

小林賢一　東京医科歯科大学

　20世紀においては、補綴前処置としての咬合調整が行
われていた。しかし、不適切な咬合調整の為害性などに
より「歯を削る歯医者は、悪い歯医者」という風潮を生じ、
修復治療に際し、積極的に咬合調整を行える雰囲気では
なくなっている。しかし、顎の成長後に生じる経年的な

歯の近心移動により、歯列は短縮、縮小化する。これに
より、歯の叢生は増加、悪化していく。すなわち、歯は
生涯を通じて同じ場所に位置するわけではない。
　このことから、補綴修復物のロンジェビティを考えた
場合、咬合のメインテナンスは非常に重要となる。
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130 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00対象：

F
HALL

会議センター
３階 301号室

多様化する患者の要望にどう応える？　語ろう！　治療計画 A・B・
C：Ideal or Compromise? Minimum or Maximum?

座長
熊谷真一
静岡県開業

□□□□□□□□□■□
□□□□□□□□■□□
□□□□□□□■□33W

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2016
長期経過症例から
学ぶ“炎症と力のコ
ントロール”─その
リスクを減らす治
療法と患者説明─

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2015
治 療 計 画 プ ラ ン
“Ｂ”の歯科臨床─
そのリスクを減ら
す治療法と患者説
明─

13：00 ～ 13：30

患者と術者の接点
～個別性を治療計画にどう活かすか～
熊谷真一　静岡県開業

　近年の歯科臨床は、理論、技術とも目覚ましく進歩し
ている。それにともなって、患者のニーズも多様化・複
雑化してきた。その結果、疾病や障害の排除という医療
目標も絶対的な目標にはならない。ようするに、患者の
個別性や、患者-医者関係という条件によって歯科医療
の目標にばらつきが生じる。

　治療計画は、術者が病態をどう読むのか、患者の個別
性をどう理解するのか、その 2 点を結び付ける接点とし
て、患者-医者共通の目標を示すことであろう。臨床の
なかで、治療計画はどのように選択されるのか、症例を
交えながら考えてみたい。

演者関連本13：30 ～ 14：00

咬合再構成時の注意点
～顎関節・ガイド・咀嚼運動～
筒井祐介　福岡県開業

　咬合再構成を進めるうえで、機能運動を考慮しなけれ
ば長期的に安定した予後は望めない。今回、顎関節・ガ
イド・咀嚼運動の考察を中心に発表を行う。この 3 点は
それぞれ機能運動において重要な役割を果たしている。
たとえば、ディスクルージョンを得ることで臼歯の摩耗
や負担は軽減される。ただ、不必要に急なガイドを付与

すると、それは干渉となり咀嚼運動に悪影響を及ぼす。
また、顎関節の状態もガイドや咀嚼運動の機能に大きく
かかわりをもっている。
　本講演では、そのような機能運動の制御に必要なポイ
ントを押さえた治療計画を提示したいと考えている。

包括歯科臨床Ⅱ
─顎口腔機能の診
断と回復─

the Quintessence 
2018年 7 ～ 8 月号

14：00 ～ 14：30

本当の理想的な治療計画とは？

山㟢  治　東京都開業

　現在の歯科医療は、EBM（evidence-based-medicine；
科学的根拠）とNBM(narrative-based-medicine；患者個々
の物語)のバランスが重要であるが、現実はEBMとNBM
の両立が図られても、理想的な治療が技術的に難しいと
いう歯科医師の資源の問題に必ず直面し、「科学的根拠、

患者の価値観、医療資源」の 3 つのバランスを取ること
はなかなか困難と感じる。
　本講演では、日常臨床で遭遇するさまざまな症例に対
して、どこまでアプローチすべきか苦慮した症例を提示
して報告したいと思う。

演者関連本

the Quintessence 
2014年 4 月号

天然歯審美修復の
セオリー 図解Q&A

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2016
長期経過症例から
学ぶ“炎症と力のコ
ントロール”─その
リスクを減らす治
療法と患者説明─

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2015
治 療 計 画 プ ラ ン
“Ｂ”の歯科臨床─
そのリスクを減ら
す治療法と患者説
明─

14：30 ～ 15：00

欠損歯列の評価と欠損補綴の選択をめぐって

鷹岡竜一　東京都開業

　欠損歯列の評価は、患者側から見れば、術者間の評価
のバラツキは理解しにくい。しかし、術者側から見ると
欠損歯列の評価を処置方針の選択に結びつけようとした
途端に客観性を失い、多様化の暗闇に迷い込む。
　処置方針の選択では、多様な患者の要望や生活環境、
社会的背景も浮き彫りになってくるからである。 さら

にいえば、術者の多様性も無視できない。つまり、欠損
歯列の評価と異なり欠損補綴はバラツキから逃れられな
いのかもしれない。
　今回の発表では、欠損補綴の選択に悩む症例を取り上
げ、欠損歯列と欠損補綴を結びつける糸口を探ってみた
い。

演者関連本15：00 ～ 15：30

患者にとっての問題と、歯科医師の目にみえる問題

西山英史　東京都開業

　患者の多くは、自身の口腔内に何かしらの問題を感じ
たときに歯科医院を訪れる。しかし、その問題はあくま
で「患者にとっての問題」であり、必ずしも「歯科医師の
目にみえる問題」と一致するとは限らない。そういった
背景のなかでも、われわれ臨床家は患者にとって「適正」

な治療範囲を設定し、「最善」の治療結果に結び付けなけ
ればならない。
　本講演では、そのような臨床的ジレンマに焦点を当て、
症例の捉え方や治療計画の立案、そして治療の進め方に
ついて考察してみたい。

the Quintessence
2013年11月号

天然歯審美修復の
セオリー図解Q&A
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131◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2015
治 療 計 画 プ ラ ン
“Ｂ”の歯科臨床─
そのリスクを減ら
す治療法と患者説
明─

15：30～16：00

長期経過症例から考える治療計画

松田光正　熊本県開業

　治療計画の立案にあたっては「は、くち、ひと」の 3つ
の視点で考えることが提唱されている。「は」「くち」にお
いては科学性や種々のエビデンスに裏付けられるが、「ひ
と」を診て、それを治療計画に反映させることは難しい。
患者の年齢、性格、健康観、価値観や経済的条件など術

者側にイニシアチブがあるものが少ないからであろう。
一方で、経過を見ていくと、「ひと」によって治療結果が
左右される症例も少なからず経験する。
　今回は、長期経過症例を振り返りながら、治療計画の
あり方を再考してみたい。

　治療に際して、設計図ともいえる診査・診断・治療計
画の立案が必須事項であることは周知のことと思われ
る。しかし、歯科医師が最良と思って立案したプランが、
必ずしも患者に受け入れられるとは限らない。

　そこで本講演では、最良の治療法である「プランA」で
はなく、限られた条件のなかで最良の治療を模索しなけ
ればならない「プランB」で行った前歯部審美領域の治療
法について述べてみたい。

演者関連本

the Quintessence
2016年 9 月号

the Quintessence
2016年10月号

16：00～16：30

Plan B for Esthetic Zone

佐藤洋司　秋田県開業

演者関連本16：30～17：00

患者の状況に合わせた総合歯科診療

橋本  等　栃木県開業

　近年、歯科治療の進歩は目覚ましく、過去には望めも
しなかった治療結果も可能となった。しかしながら、36
年の臨床経験を経た現在、最新の治療法の選択が必ずし
も長期にわたり患者に有益な治療法ではないことも感じ
ている。
　一般臨床では、患者の口腔内の状況のみならず、年齢・

全身疾患・希望など、さまざまな因子が絡み合い、治療
の選択肢は多岐にわたり、それに対応するには総合的な
治療計画と技術が必要になると考えている。
　そこで本講演では、複雑な状況下で治療を行った症例
を提示し、考察を加えたい。

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2016
長期経過症例から
学ぶ“炎症と力のコ
ントロール”─その
リスクを減らす治
療法と患者説明─

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00対象：

さまざまな病変を読み解く！：
歯内療法、歯周治療、補綴治療、それぞれの立場からG

HALL

会議センター４階
411・412号室

座長
木村英隆
福岡県開業

演者関連本

歯周病患者におけ
るインプラント治
療のガイドライン

スーパーベーシッ
ク ペリオドント
ロジー―歯肉剥離
掻爬術と遊離歯肉
移植術までを完全
マスター―

9：00～9：30

重篤な骨内欠損に影響を及ぼす歯周-歯内病変の概念と治療法

木村英隆　福岡県開業

　炎症性歯周疾患と歯髄関連疾患は密接な関連がある。
解剖学的にも歯周組織と歯髄は根尖孔や根管側枝によっ
て繋がっているため、歯髄の状態と歯周組織が相互に影
響することもある。重篤な骨内欠損が存在する場合には、
診断および治療計画を複雑にするため、治療方法の選択

や術式に影響を及ぼす。とりわけ根尖に達する骨吸収を
有する重度歯周炎罹患歯では、歯の保存の可否が第一の
診断となる。歯内治療および歯周治療をどのように進め
ていくか、そして重篤な骨内欠損に対して歯周治療（再
生療法）は何を選択するべきかを検討したい。

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る―そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明―

9：30～10：00

難症例への歯周組織再生療法

清水宏康　東京都開業

　歯周組織再生療法は、歯周組織の部分的回復もしくは
完全再生を達成する可能性がある治療法であり、今後も
歯周治療の主流を担うものであることは明白である。し
かしながら、歯周組織再生療法の成否は、患者のふるま
い、病変の進行状況等によって強く影響を受ける。この
ような事実を鑑みて、歯周組織再生療法の治療結果に悪

影響を与える因子を持ついわゆる難症例への対応には、
関与するさまざまな因子を整理、理解する必要がある。
本プレゼンテーションでは、具体的に歯周組織再生に悪
影響を与える因子を挙げながらその対応について考察す
る。

歯周病患者におけ
るインプラント治
療のガイドライン
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132 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本

再根管治療を極め
る─根管治療の精
度を向上させる専
門医からのアドバ
イス─

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2017
最 新 エ ン ド の グ
ロ ー バ ル ス タ ン
ダード―基礎・解
剖から外科的歯内
療法まで―

10：00～10：30

エンド・ペリオ病変を持つ歯とエンドとペリオの病変を持つ歯

石井  宏　東京都開業

　根尖性歯周炎は根尖部に病変を作るだけではなく、歯
根根側や多根歯における分岐部の組織周辺も侵すことが
ある。そのような場合、最終的に根尖性歯周炎は歯肉溝
や病的ポケットと交通し、その状態をいわゆる「エンド・
ペリオ病変」と呼ぶ。そしてエンド病変とペリオ病変、

2つの別の病変を同時に発症した歯とは治療のアプロー
チが異なることが多く、その成り立ちや治療法を整理す
ることは臨床上きわめて重要であり、当該歯の運命を決
定づけることにもなりかねない。本講演ではそれらの事
項を整理する。

演者関連本

the Quintessence
2018年 5 月号

the Quintessence
2017年 6 月号

10：30～11：00

エンドペリオ病変への挑戦！
～GPの立場から～
石川  亮　兵庫県開業

　エンドペリオ病変は、われわれ臨床家にとって対応に
苦慮する問題の 1つである。その病因が何かを考えなけ
れば治癒に導くことが困難であるにもかかわらず、実際
には治療後の結果からのみ、病因が明らかになることが

多いためである。
　そこで本講演では、エンドペリオ病変に関する治療の
フローチャートを示すとともに、治療例をご覧いただき、
私見を述べさせていただきたいと思っている。

演者関連本

ザ・クリニカルク
エスチョン─臨床
家が知りたい「あ
の」インプラント
の疑問に論文と経
験で答える─

ペリオのための重
要16キ ー ワ ー ド 
ベスト320論文 臨
床編─世界のイン
パクトファクター
を 決 め る ト ム ソ
ン・ロイター社が
選出─

11：00～11：30

歯周病変を読み解き治療法を選択する
～最適な歯周組織再生へのアプローチ～
岩野義弘　東京都開業

　臨床においてもっとも接することが多いのは、やはり
歯周病原細菌性の歯肉病変と歯周炎であるが、他にも壊
死性歯周疾患、歯周組織膿瘍、歯周－歯内病変、歯肉退
縮、咬合性外傷といった多様な歯周病変に遭遇する。こ
れら病変は特徴的かつ類型的な病態や症状をともなうこ
とが多く、適正な検査に基づいた適確な診断と治療が求

められる。
　本講演では、いかにして多様な病変を読み解き、診断
し、最適なアプローチを選択するか、遭遇する機会の多
い歯周炎と歯肉退縮に対する歯周外科治療にフォーカス
し、症例の供覧と文献の披瀝を交えて考察する。

演者関連本

今後の難症例を解
決する総義歯補綴
臨 床 の ナ ビ ゲ ー
ション─ライフス
テージを考慮した
機能解剖と臨床症
例の考察─

11：30～12：00

高齢者に特有な病変を理解し口腔機能を再建する
～生涯の健康を支える総義歯補綴治療～
上濱  正　茨城県開業

　超高齢社会における無歯顎患者は、高度の顎堤吸収（歯
槽骨と顎骨）を認め、口腔粘膜も義歯の支持能力の高い
咀嚼粘膜が大幅に減少し、脆弱な被覆粘膜で覆われてい
る。また、口腔機能（咬合・咀嚼・嚥下・呼吸など）に関

連する口腔周囲筋と舌の付着位置や運動も不安定となり
障害はさらに進行していく。
　患者の希望する「生涯にわたり健康で生きる、生き抜
く総入れ歯」について補綴治療を多面的に考えてみたい。

 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00対象：

患者に選ばれる歯科医院になる！　マイクロスコープ活用術：
修復・歯周・補綴・インプラント、それぞれの視点からG

HALL

会議センター４階
411・412号室

座長
辻本恭久
日本大学松戸歯学部

演者関連本

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
マイクロデンティス
トリーYEARBOOK 
2018

明日から使える！
歯科衛生士のマイ
クロスコープ活用
法

13：00～13：15

患者に選ばれる歯科医院になる！
日本におけるマイクロスコープ歯科治療
辻本恭久　日本大学松戸歯学部

　日本においてマイクロスコープを使用した歯科治療が
始まったのは1990年代に入ってからである。2004年には
日本顕微鏡歯科学会が発足し、マイクロスコープを使用
している歯科医師が集まり研鑽するようになった（現在、
会員約1,400名）。2014年にマイクロスコープを使用して

根尖切除を行った場合に保険点数の加算が認められ、
2016年には 4根管や樋状根の根管治療においても加算が
認められた。マイクロスコープを使用する歯科医師が増
えてきたが、日本におけるマイクロスコープの教育状況、
使用現状について解説したい。
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133◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

the Quintessence 
2018年 2 月 号（ 4
月号・ 6 月号隔月
連載）

13：15～13：45

顕微鏡で変わる保存修復治療

髙田光彦　兵庫県開業

　顕微鏡を用いることでもっとも大きく変わったのは、
う蝕へのアプローチである。“軟化象牙質との向き合い
方”“歯髄との向き合い方”は、それまでとはまったく異
なるものとなった。う蝕検知液は顕微鏡普及以前の技術
であり、露髄時の対応に関しても現在ではMTAを用い

ることで、高確率で歯髄温存が可能になってきた。しか
し、顕微鏡治療時代に則したう蝕治療や歯髄温存治療の
メソッドはまだ確立されていない。今回、実験的に行っ
たケースの病理切片なども提示しながら、顕微鏡を用い
た保存修復治療のあり方を示したいと思う。

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る―そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明―

演者関連本

はじめての顕微鏡
─マイクロスコー
プが「見える」「使
える」ようになる
本─

明日から使える！
歯科衛生士のマイ
クロスコープ活用
法

13：45～14：15

マイクロスコープ下の精密コンポジットレジン修復

三橋  純　東京都開業

　マイクロスコープ下のコンポジットレジン修復ほど患
者に評価される処置は他にない。エナメル質表層から切
削するにつれて、軟らかくこげ茶に変色したう蝕が見え
てくるところや、修復後にあたかも元どおりになったよ
うに見える様子。コンポジットレジン修復はその治療過

程がドラマチックであり、この映像を患者に見せること
で大きな評価を得ることができる。本講演では、マイク
ロスコープ下で行うことで可能になった精密コンポジッ
トレジン修復の詳細を解説し、患者の評価を得るための
プレゼンテーションのポイントを示す。

演者関連本

ATLASで学ぶ 歯
科用コーンビーム
CT診断のポイン
ト64

14：15～14：45

外傷歯こそ！ MIでアプローチ

荒木秀文　福岡県開業

　外傷は、歯を脱臼・破折させるだけでなく、健康で
あった歯や歯周組織を一瞬にして破壊し、本人やその家
族に精神的なダメージを与える。慎重に対応し、その保
護者や家族に十分に説明し不安を取り除かなければなら
ない。しかし、突発的なことゆえ、万全の態勢で受け入

れることは困難である。治療法の選択を誤れば歯の寿命
やQOLに大きな影響を及ぼす。したがって、外傷歯の
治療は日頃からの準備に加え、MI的な対応力・思考力
等を鍛えておくことが重要である。今回、外傷歯に対す
るMI（的）アプローチについてお話させていただく。

歯医者さんを知ろ
う!!─歯医者さん
と患者さんとのコ
ミュニケーション
ツール─

演者関連本

QDI 2016年No.2 the Quintessence 
2016年12月号

15：00～15：30

Microsurgery for advanced implant cases

佐藤琢也　大阪府開業

　最小の外科的侵襲にて、 生物学的、 審美的にも満
足しうる治療結果を達成しようとするMIS（Minimally 
Invasive Surgery）のコンセプトが、インプラント治療に
おいても試されつつある。すなわち、マイクロスコープ
を用いた新しい手術術式により、患者の疼痛を軽減し、
従来法よりも瘢痕が少なく早期の創傷治癒を目指す手法

である。
　本講演では特に難症例とされる顎堤欠損症例にて、
MISの術式により高次元の治療結果が得られた症例を供
覧し、MISのもつ意義について会場の諸兄とともに議論
を深めたいと思う。

演者関連本

動画で学ぶ臨床テ
クニック

天然歯審美修復の
セオリー 図解Q&A

15：30～16：00

ペリオドンタルマイクロサージェリー

松本和久　北海道開業

　マイクロスコープは、1950～60年代に耳鼻咽喉科や眼
科などから応用が始められ、1990年前後より歯科治療に
も導入が図られた。最近では、マイクロスコープに関す
る記事を多く見るようになり、珍しい機器という認識は
なくなったように感じる。
　マイクロスコープは、歯内、歯周、修復、補綴治療は

もちろん、インプラント治療においても使用することが
可能であり、今回はインプラント周囲のティッシュマネ
ジメントを含む歯周外科領域でのマイクロスコープの有
用性について、実際の臨床例を提示しながら解説を加え
たい。

演者関連本

3 Dイラストで見
るペリオドンタル
プ ラ ス テ ィ ッ ク
サージェリー天然
歯編―エビデンス
に基づいた切開・
剥離・縫合―

16：00～16：30

自院臨床の強い武器となるマイクロプラスティックサージェリー

小田師巳　大阪府開業

　歯科医院過剰問題が叫ばれて久しい。そのような中、
当医院は高度な医療を提供できるようになることで他院
との差別化を図り、活路を見出そうとした。その一つが
マイクロプラスティックサージェリーの習得であり、現
在では根面被覆や審美補綴前処置としての歯槽堤増大術

など、高度な治療を受けたいと思っている患者に多く通
院していただけるようになってきた。
　本講演では肉眼で行うマクロプラスティックサージェ
リーに対するマイクロプラスティックサージェリーの科
学的優位性とそのカッティングエッジに迫りたいと思う。

3 Dイラストで見る
ペリオドンタルプ
ラスティックサー
ジェリーインプラ
ント・ ポンティッ
ク編―エビデンス
に基づいた外科手
技・補綴処置─
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134 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本

動画で学ぶ臨床テ
クニック

プ ロ フ ェ ッ シ ョ
ナ ル デ ン テ ィ ス
ト リ ー STEP 2
Basic Treatment
─患者から信頼さ
れ る 歯 科 医 療 と
は─

16：30 ～ 17：00

補綴の視点から
～マイクロスコープによる可視化の重要性～
窪田  努　京都府開業

　保険診療にCT、CAD/CAM冠が導入され、デジタル
を活用した治療が身近になった。そして、口腔内スキャ
ナーが導入されれば、歯冠修復治療のデジタル化はさら
に加速することになるであろう。
　口腔内スキャナーによる印象採得は、直接デジタル化
されるので、より正確で治療のスピードアップにつなが

る。しかし、印象が正確すぎて補綴物の適合を左右する
のは支台歯の良し悪しだけとなる。より良い適合を補綴
物に求めるならば、肉眼による感覚的な形成ではなく、
マイクロスコープによる拡大下での支台歯形成が必要と
なる。

H
HALL

会議センター
４階 413号室

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00対象：

専門家が語る！　日常臨床に取り入れたい
プロフェッショナルの知識と技

演者関連本

考えるペリオドン
ティクス―病因論
と臨床推論から導
かれる歯周治療―

考えるエンドドン
ティクス―根管形
成と根管充填の暗
黙知と形式知―

9：00 ～ 9：30

実践知から考える歯科臨床の熟達化

高橋慶壮　奥羽大学

　仕事の熟達化に関する「10年ルール」はよく知られてい
る。現在の歯学教育では、知識の伝授は良いのだが、治
療技術の伝授が問題。現行の制度下では歯科治療技術の
質の保証は困難であり、臨床を学ぶ初期段階で優れたメ
ンターの指導下でトレーニングを積むことが理想であ
る。演者が専門とする歯内療法、歯周治療および口腔イ

ンプラント治療技術はピークに達したと感じるが、これ
らの知識と技を習得するには 5年は必要で、熟達するに
は10年はかかると思う。
　今回、自身の臨床実践を省察し、歯科臨床の熟達化に
関して解説する。

演者関連本

必ず上達　抜歯手
技

抜歯テクニックコ
ンプリートガイド

9：30 ～ 10：00

下歯槽神経、舌神経の損傷を避けるための下顎埋伏智歯抜歯法

堀之内康文　九州中央病院

　下顎埋伏智歯抜歯時のトラブルに下歯槽神経、舌神経
の損傷がある。神経損傷は回復に時間を要し、完全に回
復しないこともある。このため患者のQOLの低下を招
き、医療訴訟に発展しやすい。このような観点から起こ
してはならない偶発症である。
　演者が考える神経損傷の回避法は、①CTによる歯根

と下顎管の位置関係、舌側皮質骨の状態の確認、②バー
の先端を直視した歯冠分割、③歯根を押し込まない歯根
脱臼（頬側グルーブ、背面グルーブを利用したヘーベル
操作）である。この抜歯法について詳細に述べ、その手
技をビデオで供覧する。

薬剤・ビスフォス
フォネート関連顎
骨壊死
MRONJ・BRONJ

口腔がん検診─ど
うするの、どう診
るの─

演者関連本10：00 ～ 10：30

見逃してはならない口腔粘膜疾患
～忍び寄るサイレントキラー　口腔がん～
柴原孝彦　東京歯科大学

　歯、歯周組織だけでなく口腔粘膜へも目を向けていた
だきたい。なかでも口腔がんを疑う目をもつことは重要
である。口腔がんの第一発見者が一般開業歯科医院であ
る事実をご認識いただき、ぜひ、口腔粘膜についても知
識と技術をもってほしい。サイレントキラーの口腔がん

は増え続けている。1980年時と比較すれば約 3倍以上の
罹患者数、そして女性、若年者、非喫煙・飲酒者にも発
症することが多くなった。口腔がんのほとんどは、悪性
でない口腔粘膜疾患を経て、長い年月をかけてがん化す
る。そのため先生方の診療室が第 1ゲートとなる。

基礎から臨床がわ
かる再生歯科―成
功率と効果を高め
るためのテクニッ
クとバイオロジー
―

QDI2017 年 No.1
（ 6 回連載）

演者関連本10：30 ～ 11：00

インプラント外科のリスクマネージメント

髙橋  哲　東北大学

　超高齢社会を迎えているわが国では、残存歯数の少な
い患者の割合は増加しており、これらの患者の健康を支
える医療としてのインプラント治療の社会的ニーズは増
加し、インプラント埋入、骨造成、インプラント除去な
どインプラントに関連する外科治療を行う機会もさらに
増加するものと思われる。一方でこれらの患者の年齢層

の増加とともに、種々の基礎疾患をもつ患者の割合も確
実に増加している。
　本講演では基礎疾患をもつ患者のインプラント外科治
療のリスクとそのマネージメントを概説し、安全・安心
のインプラント外科を考える。
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135◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

11：00 ～ 11：30

レーザー治療を中心として

津田忠政　東京都開業

　近年、歯科医療にレーザーが導入されたことによって、
多くの臨床家が興味をもって購入され、実際推計 5万台
以上といわれている。しかし、歯科用レーザーを使いこ
なしている臨床家は少なく、その多くはクリニックの片
隅で眠っているという話も聞く。このたびの診療報酬改
定によって使用頻度が少しは増すかもしれないが、応用

範囲の広いレーザーが歯科医院の中で導入されたにもか
かわらず、活用されずに消えていったりしている現状は
軽視できない。
　今回、レーザー応用の裏技について症例を供覧し、多
くの先生方に使用していただくきっかけになれば幸いで
ある。

演者関連本

Lasers in Dentistry
（翻訳）

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
臨床にあった歯科
用レーザー活用法
これからの臨床に
欠かせない最新 5
機種徹底ガイド

演者関連本11：30 ～ 12：00

睡眠時無呼吸症候群と小児の早期矯正治療の関係について

大塚  淳　岡山県開業

　睡眠時無呼吸症候群（以下SASと略す）は日本では、
2003年の山陽新幹線の事件によって一躍有名になった。
SASに詳しいスタンフォード大学や千葉大学の磯野史朗
先生の講演でのお言葉を引用すると、SASの予防的な根
本治療は、小児の早期矯正治療が非常に有効であると言

われている。これは、SASの多くは頭蓋骨の形態的な原
因に起因されていると考える。そのため、こどもの時期
に将来SASになる可能性が高いと思われる症例に対して
早期の矯正治療は有効であると推察される。

プレオルソで治す 歯
ならび＆口呼吸─子
ど も に や さ し い マ
ウスピース型矯正装
置─

 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00対象：

新進気鋭 ＆ the Debut 選抜セッション

H
HALL

会議センター
４階 413号室

座長
上田秀朗
福岡県開業

座長
船登彰芳
石川県開業

座長
加治初彦
東京都開業

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る―そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明―

the Quintessence
2015年11月号

演者関連本13：00 ～ 13：20

難治性エンドペリオ病変に対する意図的再植

斎田寛之　埼玉県勤務

　エンドペリオ病変の中でも、ペリオ由来のエンドペリ
オ病変や陳旧化したエンド由来のエンドペリオ病変で
は、付着の喪失は根尖を超えており、歯周外科での対応
も困難なことが多く、抜歯が選択されることが多い。し
かしエンドペリオ病変では、どこかに高位の付着の残存
が認められることも多く、骨欠損の大きさと比較しても

動揺が意外に少ないことが多い。このような歯の対応と
して、エムドゲインを用いた意図的再植は歯の保存のた
めの有効な一手となりうる。代表例に加えて、自院で行っ
た約30症例を振り返り、文献的考察も含めてその有効性
や適応症について説明したい。

the Quintessence
2016年11月号

the Quintessence
2013年 9 月号

演者関連本13：20 ～ 13：40

顎口腔系に機能障害を引き起こしているケースに咬合再構成をした症例

成  仁鶴　千葉県開業

　患者は66歳の女性であり、20代の時に上顎両側犬歯の
抜歯矯正を受けており、その後はいくつかの歯科医院に
て治療を受けてきた。 6年前に、審美歯科にて前歯の治
療を受けたら、噛み合わせが悪くなってきた感じがあり、
うまく噛めないとのことで来院した。
　今回は、限られた条件の中で、安定した咬合を得るた

めに顆頭安定位における適切な咬合高径を模索したの
ち、その位置での咬頭嵌合位の安定、咬合平面の滑らか
さ、上下U字型歯列弓（舌房の確保）、アンテリアガイダ
ンスとポステリアサポートを得られるように咬合再構成
した症例を発表する。

the Quintessence
2017年 5 月号

the Quintessence
2016年 1 月号

演者関連本13：40 ～ 14：00

顎機能と調和した咬合再構成を目指して

西村和美　山口県開業

　「医療の目的は人の健康維持であり、その中にあって
歯科医療の役割は顎口腔系の疾病予防、そして歯列をは
じめとする顎口腔系諸組織の再建と保全による機能維持
であり、これらは日々の生活の質を左右し、心身の健康
や人生の満足度にまで影響を及ぼす」とされている。

　今回、顎機能との調和、長期予後を目指して、病態、
発症メカニズム、エンドポイントの診断を行い、主訴の
部分のみでなく全顎的な治療が必要であると考え、咬合
再構成を行った症例を顎運動の動画を用いながら発表し
たいと思う。
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136 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本

the Quintessence
2017年 8 月号

14：00～14：20

補綴装置の精度を高めるための工夫

山本真道　福岡県開業

　補綴装置の精度を高めるためには、支台歯形成、歯肉
圧排、印象採得の 3 点が重要であると考えている。近
年、さまざまなマテリアルが登場し、治療後の長期的な
安定が期待できるようになってきたが、実際の臨床を振
り返ってみると、マージン部からの二次う蝕や、補綴装
置の脱離などを経験する。一時的に患者の審美的満足を

得られても、不適合が原因であれば長期的な安定は得ら
れない。
　そこで今回の発表では、補綴装置の精度を高めるにあ
たり、私が特に重要視している支台歯形成から印象採得
に至るまでの工夫を提示してみたい。

演者関連本14：20～14：40

ダイレクト修復がうまくなりたい

保坂啓一　東京医科歯科大学

　低侵襲でありながら審美性と機能性を回復できるダイ
レクト修復は、接着システムとコンポジットレジンの
もつポテンシャルを最大限に引き出すことによって、
Blackの窩洞のような小規模欠損への“充填”にとどまら
ず、広範囲／大規模な “修復”症例でも適応可能となる。

　今回は、15年間にわたって大学で接着研究と接着修復
治療に取り組んできた演者が日々考え取り組んでいる 3
つのテーマ、①どうしたらうまくできるのか、②どこま
でできるのか、③どれくらいもつのか――についてお話
ししたい。

the Quintessence
2015年 8 月号

the Quintessence
2018年 1 月号

演者関連本14：40～15：00

重度酸蝕症患者に対する病因とそれに基づく低侵襲な治療計画

吉木雄一朗　愛知県開業

　近年、酸蝕症（Erosion）に起因し口腔内にさまざまな
審美的、機能的問題を有する患者が増えているという
調査報告が多い。またそのような所見を有する患者の
病因・原因を確定することが、治療計画の立案をする
うえでとても重要になってくる。そして、このような

若年層の患者に対する治療において、低侵襲（Minimally 
invasive）で確実な接着修復はとても有効な手法である。
　今回、重度酸蝕症に対しConventionalな手法とDigital
を応用して咬合再構成を行った 2 ケースを提示させてい
ただく。

the Quintessence
2016年 2 月号

QDT 2017年 3 月号

the Quintessence
2017年 1 月 号（奇
数月隔月連載）

補綴・デジタルデ
ンティストリーの
ための重要10キー
ワード ベスト200論
文̶世界のインパ
クトファクターを
決めるトムソン・ロ
イター社が選出̶

演者関連本15：00～15：20

インプラント治療におけるデジタルの活用と限界

丸尾勝一郎　東京都開業

　口腔内スキャナーの導入によって、インプラント治療
におけるフルデジタル化は急速に発展しており、診査・
診断からガイデッドサージェリーに加え、補綴領域まで
幅広く恩恵を受ける。しかしながら、光学印象特有のデ
メリットや限界もある。また急速な進歩の陰で、スキャ
ナー・スキャンボディ・CADソフト・CAM機のデジタ

ルワークフローはより複雑化している。
　本講演では、デジタルを活用したインプラント症例を
供覧するとともに、デジタルの限界およびアナログとの
融合やデジタルワークフローについて、整理してわかり
やすく解説する。

演者関連本15：20～15：40

骨吸収抑制薬使用患者に対するインプラント治療の是非について

黒嶋伸一郎　長崎大学

　2003年に初めてビスフォスフォネート製剤使用患者に
よる顎骨壊死が報告された。近年では、同じ骨吸収抑制
薬に分類されるデノスマブ使用患者でも顎骨壊死が報告
され、臨床の現場には混乱が広がっている。超高齢社会
の到来により、現在のインプラント治療にはパラダイム
シフトが希求されており、骨吸収抑制薬使用患者に対す

るインプラント治療も例外ではない。
　本講演では、インプラント治療に起因した顎骨壊死症
例を供覧し、科学的根拠を基盤とした、現時点における
骨吸収抑制薬使用患者へのインプラント治療指針案を提
示したい。

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
PRD YEARBOOK 
2018 Zucchelli の
CTGウ ォ ー ル テ
クニックとUrban
の垂直的歯槽堤増
大術

QDI 2018年No.2

演者関連本15：40～16：00

EMDを用いた新たな再生療法

山下素史　福岡県開業

　EMD（Enamel Matrix Derivative）およびその主成分で
あるアメロジェニンや他のエナメルタンパクに関する細
胞への分化・増殖作用について、新たな分子生物学的な
知見が得られている。つまり、従来の発生学を模倣した
コンセプトからより詳細なメカニズムへの理解の転換を

図ることで、戦略的なTissue Engineeringへの道が開け
てくる。
　今回は症例を通じて、エムドゲインを用いた硬軟組織
に対する新たな再生治療について解説するとともにレー
ザーを併用した再生への試みについても言及したい。

the Quintessence
2017年 3 月号

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2018
気鋭歯科医師が歯
を残す・守る―そ
のエビデンスとテ
クニック，患者説
明―
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137◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

the Quintessence
2015年 6 月号

16：00～16：20

口腔機能の維持・安定のために
～総合診療の新たな可能性を探る～
池上龍朗　福岡県開業

　GPには総合診療医としての一面がある。歯科総合診
療を行うには幅広い治療分野の統合が必要であるが、そ
の治療の組み立ては複雑化し、われわれを迷わせること
が多いのも事実である。これを解決するには、顎関節を
主たる基準として、各分野の治療戦略を総合的に統括し、

口腔機能の維持・安定を図り、さらには全身の健康維持
へと繋げていくという治療のイメージが重要だと私は考
えている。
　今回は、当院で日々行っている歯科総合診療と、その
新たな可能性についてお伝えしたい。

演者関連本16：20～16：40

歯周治療における再生療法と切除療法の接点
～治療ゴールを最大限に高める治療の選択～
大川敏生　兵庫県開業

　歯周病患者の口腔内はさまざまな病態を呈し、その対
応は困難をきわめる。しかしながら、どのような病態で
あれ目指すべきゴールは同じであり、まずは天然歯保存
とその永続性にこだわる治療オプション選択が重要と考
える。再生療法と切除療法は相反する治療オプションで
あるが、その適応と効用を熟考し使用することで同等の

治療ゴールを勝ち得る。そのためには、治療コンセプト
を明確化するとともに、病態・病変の観察が重要である。
　そこで本講演では、同等の治療ゴールという接点から、
相反する治療オプションについて症例を通じて考察した
い。

the Quintessence
2016年 2 月 号（偶
数月 3 回連載）

驚くほど臨床が変
わる！こだわりペ
リオサブノート

演者関連本16：40～17：00

デジタル矯正歯科の展望
～マルチモダリティ画像の融合による矯正診断と治療への応用～
田井規能　岡山県開業

　歯科用CTの進歩、アライナー型矯正装置の普及など
で、近年矯正歯科を取り巻く環境は急激に変化してい
る。その背景には画像のデジタル化、三次元データ化が
複数のモダリティで可能となり、仮想患者の想定が容易
になったことが大きく寄与している。
　今回、マルチモダリティ画像の融合による矯正診断と

治療への応用について解説したい。またこのような革新
的な技術は臨床家を魅了するが、当院ではEBMの概念
を重視し、根拠を提示して社会的な要求に応える責務が
あると日々精進しており、その取り組みもあわせて紹介
したい。

別冊 ザ・ クイン
テッセンス
臨 床 家 の た め の
矯正YEAR BOOK 
2017

GP・ 小児・ 矯正
が共に考える 実践 
早期治療─子ども
の育ちをサポート
するために─
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138 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00対象：

スタディグループ筒井塾設立記念講演会
～炎症と力のコントロールを追う～I

HALL

会議センター
４階 414・415号室

座長関連本

the Quintessence
2015年10月号（坂田）

座長
三橋哲哉
福岡県開業

座長
坂田輝之
熊本県開業

演者関連本

包括歯科臨床Ⅱ
─顎口腔機能の診
断と回復─

9：00 ～ 9：20

筒井塾の軌跡を追う

筒井祐介　福岡県開業

　「スタディグループ筒井塾設立記念講演会」と題して、
講演会を行うこととなった。「スタディグループ筒井塾」
は、「JACD」と「咬合療法研究会」の 2 つのスタディグ
ループを横断的に勉強できることを目的に作られた組織
である。セミナーを中心とした筒井塾から発展した、炎

症のコントロールが得意なJACDと、力のコントロール
が得意な咬合療法研究会の長所が重なることによって、
よりレベルの高い「包括歯科臨床」が実践できると考えて
いる。今回、症例も交えながら筒井塾の軌跡も含めて、
包括歯科臨床のポイントを提示する。

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
YEARBOOK 2016
長期経過症例から
学ぶ“炎症と力のコ
ントロール”─その
リスクを減らす治
療法と患者説明─

演者関連本

the Quintessence 
2017年11月号

9：20 ～ 9：50

個体差治療の時代

国賀就一郎　兵庫県開業

　近年、医科領域においては、対象疾患に対してマニュ
アルどおりの治療を施すのではなく、病態や患者個体の
特性に応じた治療法を選択することにより、治療成績が
飛躍的に向上しているとの報告が散見される。このよう
な流れに対し、歯科領域ではまだ患者の個体差による病

態の成因や治療の方向性が明確でないように思われる。
　そこで本講演では、包括歯科臨床における長期経過症
例から得られた知見を整理し、いわゆる炎症と力のコン
トロールを図る際に要点となる個体差の識別や臨床上の
対応について、現在の取り組みを解説したい。

the Quintessence 
2015年 9 月号

9：50 ～ 10：10

骨格性反対咬合に対し非外科にて咬合再構成を行った一症例

亀山秀和　鹿児島県開業

　反対咬合に審美的なコンプレックスを抱いている患者
は少なくない。今回、機能の回復とあわせて審美的改善
を強く希望された患者に対し外科矯正も検討されたが、
患者が選択されなかったため、下顎の（後下方への）回転
効果を用い被蓋改善を試みた。
　個体差を踏まえた治療計画に基づき、上顎は磁性ア

タッチメントを使用した無口蓋義歯、下顎は両側遊離端
欠損部にインプラントを用いて咬合支持を確立した。そ
の際、機能的・審美的改善を図るうえで、義歯咬合平面
の設定ならびに人工歯排列について考慮した点を述べさ
せていただく。

10：10 ～ 10：30

義歯患者の咬合様式に術者主導型バランスドオクルージョンを
付与する目的とその意義
長田耕一郎　福岡県・金隈病院

　現在日本は超高齢社会であり、義歯を使用する高齢者
も多いが、不適切な咬合で義歯が十分機能せず、満足な
食事ができないことで栄養状態が低下した高齢者も存在
する。顎運動は歯牙誘導要素と顎関節誘導要素で成立す
るが、前者の影響を受けやすい。
　そこで、不適合義歯の調整法として、生体下顎頭可動

域内に顆路角を設定し、咬合器上で術者主導のバランス
ドオクルージョンを付与すると、義歯は安定するため咀
嚼可能な状態へと導きやすい。できる限り短期間の口腔
機能回復は栄養状態改善につながるため、超高齢社会に
おいて大変有意義な手法である。

10：40 ～ 11：00

歯冠形態を考慮したコンポジットレジン修復

樋口克彦　福岡県開業

演者関連本

the Quintessence 
2017年 4 月号

　コンポジットレジン修復は、炎症と力のコントロール
とは無関係のように思えるが、Repeat Restoration Cycle
を進めさせない修復と考えると、口腔内の状態を悪化さ
せづらく、本テーマのなかでは咬合崩壊をさせない予防
的な意味合いで有効であると考えている。

　しかしながら、コンポジットレジン修復はテクニック
センシティブであり、接着・色調・形態・研磨などを確
実に行わなければ、良好な結果は得られない。
　本講演では、その歯冠形態に焦点を当てた取り組みに
ついて、お話してみたい。
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139◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

11：00 ～ 11：20

GPができるマイクロデンティストリー
～修復治療を中心に～
樋口  惣　福岡県開業

　マイクロスコープを使用し、拡大明視下に処置を行う
ことで、日常で行っている 1つひとつの基本的な処置を
確実に正確に行うことができるようになる。補綴修復治
療においては、以前から言われている適切な支台歯形成
と印象採得をマイクロスコープ下で行うことで、補綴装
置の適合精度をさらに向上させることができ、マイクロ

スコープの使用は大変有効と考える。
　本講演では、補綴装置の精度向上のためにマイクロス
コープを用いて当院で取り組んできた支台歯形成と印象
採得における手技や工夫について、症例を通して発表さ
せていただく。

演者関連本

the Quintessence 
2017年 5 月号

演者関連本

the Quintessence 
2017年11月号

the Quintessence 
2015年10月号

11：20 ～ 11：40

補綴装置と歯周組織を調和させるためのエマージェンスプロファイル

藤原康則　京都府開業

　歯科治療において補綴装置による修復は避けて通れな
いものである。とくに上顎前歯部などの審美領域におい
て、歯科技工士がどれほどすばらしい補綴装置を製作し
てくれたとしても、それをとりまく歯周組織が健康な状
態でなければなんの意味ももたない。
　健康な歯肉を維持するうえで補綴装置による影響は大

きく、とくにマージン部の影響がもっとも大きいと考え
られる。すなわち、エマージェンスプロファイルの与え
方をきちんと理解し、歯科技工士・歯科衛生士と共有す
ることにより、審美・機能・清掃性に大きく貢献すると
考える。

演者関連本

the Quintessence 
2014年10月号

11：40 ～ 12：00

重度歯周炎の患者へ包括的なアプローチを行った一症例

白土  徹　福岡県開業

　歯牙の欠損が進み咬合崩壊が始まった口腔内には、歯
周炎による支持骨の減少や病的な歯牙移動をはじめとす
る、さまざまな問題を抱えていることが多い。
　またパラファンクションを有し、咬合力の強い患者の
場合、これらの問題は欠損の進行をさらに助長する要因
になることは言うまでもない。

　これらの患者さんの顎口腔機能を回復していくには、
炎症と力のコントロールをはじめとする包括的なアプ
ローチが必要である。
　本講演では、歯周治療、インプラント、限局矯正、有
床義歯による欠損補綴を行い、機能回復を図った一症例
を提示させていただく。

QDI別冊
インプラント周囲
炎 の 科 学 と 臨 床

（12thミーティン
グ抄録集）

 10/7（SUN）　13：00 ～ 16：15対象：

スタディグループ筒井塾設立記念講演会
～炎症と力のコントロールを追う～I

HALL

会議センター
４階 414・415号室

座長関連本

座長
飯田光穂
長野県開業

座長
藤田　亨
大阪府開業

the Quintessence 
2015年 9 月号（藤田）

演者関連本13：00 ～ 13：50

歯科臨床
～科学の中のArtでありたい～
筒井照子　福岡県開業

　臨床のレベルアップを考えると、「科学、知識、経験、
技術」の要因が挙がる。炎症、修復についての診査、診
断および治療体系は整理されているが、未整理なのは第
3の疾患と言われている「機能異常」だと考えている。「顎
が痛い」「噛めない」などの訴えは「腰が痛い」「歩けない」

などと同じである。医科であれば、患者の訴えが「体の
中のどこにどのような形態異常があるから、どう機能異
常を起こしているだろうか」を調べ、お互いに納得して
治療にかかる。歯科も同じような診療体系が定着してほ
しいと願っている。

筒 井 式 フ ロ ー
チャートで症例の
難易度がわかる
スプリントに強く
なろう！

包括歯科臨床Ⅱ
─顎口腔機能の診
断と回復─

演者関連本13：50 ～ 14：10

今日から実践
～包括的審美歯科技工～
増田長次郎　カロス・歯科技工士

　歯科医療における補綴の役割は、歯列の連続性を回復
し、顎口腔機能へアプローチしたうえで審美性を確立し
ていかなければならない。
　私たちが学んできた咬合論とは、限界運動を表現した
補綴学的な咬合論で、限界運動で咀嚼しているわけでは
ない。咬合の 3本柱として、下顎位・歯列・咬合面形態

が挙げられ、歯科技工士が担当する部門は歯列と咬合面
形態である。
　審美は機能のうえに成り立つものと考えている。審美
性と機能の回復、Longevity確立のために、基本・基礎
的な点に注目し、包括的な観点に立って症例をとおして
示したい。

the Quintessence 
2018年 7 、 8 月号

QDT 2015年11月号
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140 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本

別冊 ザ・ クイン
テッセンス
イ ン プ ラ ン ト
YEARBOOK 2016

14：10～14：30

ジルコニアを用いて補綴治療を行う際の留意点

田中憲一　福岡県開業

　修復治療のマテリアルを選択する際には、審美性や耐
久性、生体親和性、さらには技工操作などを考慮し、与
えられた条件の中で悩むことも少なくない。とくにセラ
ミックスを用いた場合、患者・術者両方にとって魅力的
な要素が多く含まれる反面、強度の点で特段の配慮が必
要となる。従来から使用されてきたPFMクラウンは長

い実績と安定感があるが、二ケイ酸リチウムや二酸化ジ
ルコニウムを用いた修復物が近年頭角をあらわしてきて
いる。
　本講演では、これらの基本的な特性を確認しながら、
症例を提示し考察を述べさせていただく。

14：40～15：00

「噛める」を再検証する
～咀嚼運動と咬合平面の関連性～
坂口雄一　兵庫県開業

　健康寿命を全うするために「噛める」ということが大き
な影響を及ぼすと謳われるようになって久しい。しかし
ながら、噛めているか否かを評価する手段は患者の主観
に頼っているのが実情かもしれない。ただ昨今、客観的
に機能運動路を評価できる、つまり「噛めている」ことを
評価できるME機器が手軽に入手できるようになり、主

観に頼らない評価が可能になってきていることも事実で
ある。
　本講演においては、過剰な咬合力が起因となり咬合崩
壊に至った症例をとおして、生体に調和した咀嚼運動と
歯列、咬合面形態、下顎位、咬合平面の関連性について
整理してみたいと思う。

15：00～15：20

最後にたどり着く場所、咬頭嵌合位

川端秀治　北海道開業

　顎関節症状を訴える患者に、咬合異常を認めることが
多い。本症例は咬合異常によってもたらされる下顎運動
障害から引き起こされた咀嚼障害を主訴に来院された患

者である。不良な補綴装置が口腔内に装着されていない
ため、矯正治療によって問題の解決を図った。この患者
の治療をとおして、咬頭嵌合位の重要性を再認識したい。

15：20～15：40

個体差を考慮した筒井臨床に学んで

大山繁幸　東京都開業

　筒井の説く咬合療法には、訴え（機能障害）をNarrative
（個々の物語）として捉え、それを医療面接やME機器
でEvidence（証拠サイン）に置き換え、実証し、病態に
陥った仮説を個体差のなかで臨床診断に導き、その後に
Dentistryとして立て直すことを要としている。なぜ壊れ

たのか、なぜ安定しないのか、個体差（SMC分類）をも
とに崩壊を紐解き、立て直すことがこれからの歯科には
必要であると感じている。
　本講演では、咬合療法の「個体差」をキーワードに、自
院の臨床例を提示し、お話しさせていただく。

演者関連本

the Quintessence 
2015年11月号

15：40～16：00

難聴・耳鳴りを主訴とした下顎偏位の一症例

倉田  豊　埼玉県開業

　患者は58歳、男性。主訴は左側耳鳴りと難聴であった。
当院に来院される数年前に咬合治療を目的とした歯冠修
復治療を施行されており、顔貌所見などから低位咬合所
見を呈していた。問診より幼少期から態癖の影響を受け、
数年前の咬合治療が引き金となり発症したものと推測さ

れた。スプリント療法、咬合挙上、歯牙移動、歯冠修復
をともなう咬合治療により主訴は解決された。その後、
定期的なメインテナンスにおいて、個体差および生活習
慣の影響により顎口腔系に起こる変化に対し、臨機応変
に対応しながら経過観察している。
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141◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00対象：

How to Make スポーツマウスガード：
東京オリンピックを見据えてJ

HALL

会議センター４階
416・417号室

座長
川良美佐雄
日本大学松戸歯学部

演者関連本

the Quintessence 
2017年 6 月号

the Quintessence 
2017年 4 月号

9：00～10：00

スポーツへ貢献する歯科臨床とは
～パフォーマンスファーストのために～
川良美佐雄　日本大学松戸歯学部

　2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え
て、歯科界への期待も高まっている。期待というのは、
ひとつは大会に向けての歯科治療のバックアップ態勢で
あり、もう一つは好成績を挙げることへの貢献というこ
とであろう。これに対して歯科界は、スポーツと顎口腔

機能との関連について的確な知識を持ってアスリートに
接することが重要であり、実際の治療においても反映さ
れなければならない。ここでは、スポーツにおける下顎
位やその動態から、パフォーマンスファーストとなる歯
科臨床について解説し、多領域からの検討を期待する。

10：00～11：00

スポーツマウスガードの効能と役割について

鈴木浩司　日本大学松戸歯学部

　カスタムメイドマウスガード（CMG）が口腔外傷予防
に有効なことは多数報告され、すでに有用性にすぐれて
いることが明らかとなっている。また、CMGは外力か
ら自身の歯や軟組織あるいは顎を守るだけでなく、歯に
よって相手を傷つけることを防ぐ役割もある。歯は時と
して凶器にもなりうるため、CMG装着により相手を傷

つけないよう配慮することは大切なことである。一方、
外傷予防効果以外のCMGの役割も多く模索され、一部
報告されている。そこで演者らの研究や選手への歯科的
サポート経験からCMGの効能と役割について報告した
い。そして、東京2020に向けて歯科に何ができるのか、
お話しさせていただく。
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142 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00対象：

国際咬合医学研究会日本支部（ICOM-Japan）講演会

J
HALL

会議センター４階
416・417号室

座長
青木　聡
東京都開業

座長
森本淳史
京都府開業

13：00 ～ 14：00

咬合医学的咬合学のすすめ

佐藤貞雄　神奈川歯科大学

　ホモサピエンスの咀嚼器官は特殊に進化したユニーク
な情動発現の器官である。睡眠ブラキシズムは情動発現
と密接な関係を示し、ストレス処理機能において重要な
生理的機能であることもわかってきた。とりわけ機能障
害をともなう不正咬合においてはこれらを認識し、また

それに対応した検査、診断、治療計画が不可欠となる。
咀嚼器官の機能的クオリティは咬合にあり、また咬合と
脳機能は密接な関係があることもわかってきた。これら
のことを考え合わせると、咬合治療における診断および
治療計画のあり方が見えてくる。

演者関連本

臨床家のための歯
科補綴学

ブラキシズムの臨
床

　下顎位のずれと多くの愁訴をともなう不正咬合の増
加が咬合治療の方向性を複雑にしている。実験的な下
顎位のずれとfMRIによる脳賦活の研究結果では、下顎
位のずれは大脳辺縁系の偏桃体を賦活し、これが多く
の身体症状発現と関連することが示唆されている。ま
た臨床的にも下顎位のずれをともなう症例では偏桃体
の賦活と多くの愁訴が認められ、さらに下顎位の修正
治療によってこれらの症状が改善されることがわかっ
た。このような事実は、咬合治療における下顎位診断
の重要性とその治療的意義を示すものである。

　 One of the increasing problems in dentistry is 
powerful parafunctional activity with mandibular dis-
placement, which causes many physical symptoms. 
The fMRI and clinical studies revealed that there was 
correlation between the severity of the displacement 
and amygdala activation. The repositioning therapy 
provided disappearing symptoms. These results indi-
cated the importance in not only occlusion treatment, 
but also in orthognathic correction of the mandible.

14：05 ～ 15：00 逐次通訳 consecutive interpretation

下顎位のずれとブラキシズムが引き起こす問題

Problems Underlying Mandibular Displacement and Bruxism

Markus Greven　ドイツ開業 Private Practice in Germany

演者関連本

QDT 2018年7月号臨床家のための歯
科補綴学

15：05 ～ 15：40

不正咬合とブラキシズム、自律神経の関係

青木  聡　東京都開業

　われわれは咬合診断の際にBruxCheckerを用いて、個
別の患者に対するブラキシズム（以下Bx）の診断をして
おり、おもに不正咬合患者におけるBx時の歯の接触状
況と咬合関係について検討してきた。そして毎日変動す
るBxの程度を連続的に観察することにより、ストレス

や薬剤、アルコールなどとの関連を観察してきた。また
睡眠時だけでなく日中のBxについても検討を加えてい
る。さらに最近は心拍や血圧などのデータから自律神経
活動と不正咬合やBxとの関係を調査している。今回は
これまでにわかってきたことを紹介する。

15：45 ～ 16：20

ぺリオケースに対する咬合医学的アプローチ

森本淳史　京都府開業

　歯周病は細菌と力が関与して歯槽骨破壊が進行する疾
患である。炎症を惹起し、骨破壊に関係する細菌の種類
やその代謝に関しては多くが解明されてきた。それに対
し、力に関する研究は十分進んでいないため、治療にお

いては細菌に対するアプローチが主流となり、力学的（咬
合学的）アプローチは不十分であると言わざるを得ない。
今後は力学的な問題点を解決するために、頭蓋下顎機能
を考慮した咬合医学的アプローチが必要になると考える。

Ａ
HALL

Ｂ
HALL

Ｃ
HALL

Ｄ
HALL

Ｅ
HALL

Ｆ
HALL

Ｇ
HALL

Ｈ
HALL

Ｉ
HALL

Ｊ
HALL

Ｋ
HALL

7th 

SUN     

Ｊ
HALL

PM

P138-145_WDMJ_kouen9.indd   142 2018/09/03   13:15



143◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

16：25～17：00

ブラキシズムに対応したこれからの咬合治療

中山尚仁　東京都開業

　咬合治療を行う場合、主目的は一般に咀嚼のためと認
識されている。しかし、情動ストレスの発散や多くの口
腔疾患と関連するブラキシズムは、咀嚼よりもはるかに
強力な閉口筋活動のグラインディングである。

　咀嚼のできる咬合治療は当然のことであるが、これか
らの咬合治療はブラキシズムを否定するのではなく、無
理のないスムーズな下顎のグラインディングをさせ、ブ
ラキシズムに対応することである。
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144 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

K
HALL

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：10対象：

実践チーム医療

会議センター
４階 418号室

疾病の予防・治療・管理、さらに健康増進に「チーム医療」は不可欠。今求められる多職種
間の共通認識、チーム力をより高めるノウハウを学ぶ。

9：00 ～ 10：00 

歯周治療における臨床診断を考える
～しっかり病態を把握していますか?～
長谷川嘉昭　東京都開業 ／ 川崎律子　長谷川歯科医院・歯科衛生士

演者関連本

　歯周病に罹患した患者への診査は、デンタルエックス
線とプロービング値だけに頼る旧態依然の方法が決して
劣るわけではないが、卒業した30年前と比べると格段に
進歩してきている。特に画像検査はCBCT画像診断が主
流となり、歯周病原細菌検査や高感度CRP等の臨床検

査も簡単に導入できるようになった。歯周基本治療の大
切さは今も色褪せることはないが、病態を正しく把握し
ないと不必要な医療介入もあるかもしれない。そこで本
講演では、自院における検査診断システムと、それにと
もなうチーム医療について症例を通じて紹介する。

別冊歯科衛生士　
モチベーションを
上げる15のアドバ
イス―なんで磨い
てくれないの？―

QDI 2014年No.4

演者関連本10：05 ～ 11：05

チェアサイド・介護で役立つ口腔粘膜疾患
～どこで見分けて、どう対応?～
中川洋一　鶴見大学

　健康意識の高まりとともに口腔への関心も強くなり、
う蝕と歯周病以外の問題を抱えて歯科を受診する患者さ
んが増えている。口にも癌ができるという情報はかなり
広がり、口腔癌を心配して来院することも少なくない。
一方、在宅や施設での介護が増え、必要性が叫ばれてい

た口腔ケアは行き届いてきたが、口腔乾燥にともなう口
腔カンジダ症など、以前とは異なる問題も出てきている。
口腔粘膜病変を診断するために必要なことは、正常と異
常を区別する目である。知っておきたい正常解剖と代表
的な疾患の病態写真を示す。

the Quintessence
2018年 5 月号

新版　チェアサイ
ド・介護で役立つ 
口腔粘膜疾患アト
ラス─どこで見わ
けて、どう対応？─

演者関連本

歯科衛生士2016年
8 月号

11：10 ～ 12：10

生活機能を育む柔らかな目と手と心
～あなたと築く子どもたちの素敵な未来～
清水清恵　東京都開業

　生涯、健康な口腔を維持するためには小児期からの歯
科疾患の予防だけでなく、口腔機能の育成や口腔筋機能
障害への取り組みの必要性が社会的にも周知されつつあ
るように思う。しかし、機能の問題は主訴にはなりにく
く、また発達には個人差があるため、成長発育や口腔生

理、解剖を十分に理解したうえで個々の生活背景を考慮
した細やかな指導が望まれる。本講演では生活の質にか
かわる口腔領域の生活機能の獲得、増進のために歯科医
師、歯科衛生士が担うべき役割やそれに必要な知識・技
術について、一緒に考えていきたい。

GP・ 小児・ 矯正
が共に考える 実践 
早期治療─子ども
の育ちをサポート
するために─

 10/7（SUN）　13：00 ～ 17：00対象：

健康長寿大国ニッポンを支える歯科医療：私の流儀

K
HALL

会議センター
４階 418号室

座長
河原英雄
大分県開業

演者関連本

別冊ザ・クインテッセ
ンス　外来・ 訪問診
療のためのデンタル・
メディカルの接点―
見逃さないオーラル
フレイル 明日から役
立つ口腔ケア デンタ
ルがメディカルにも
たらすメリット―

─箸の文化に適応
した、前歯で噛み
切れる─保険総義
歯のススメ

13：00 ～ 13：30

フードテストのススメ

河原英雄　大分県開業

　1972年にAG Lauritgen先生の総義歯リマウント咬合調
整の研修を受けて以来、徐々に複雑なテクニックを簡略
化して実施してきた。しかし、フードテストだけは略さ
ず大事にしてきた。フードテストは患者さんに実際に食
べ物を食べてもらい、治療結果をテストしてもらうもの

である。総義歯にはさまざまな理論やテクニックがある
が、その是非はフードテストをすれば明らかになる。高
齢者の医療は、患者さんの尊厳を維持し、患者さんの評
価を受け止め、その自立を支援するものであってほしい。
そのような観点で座長を務めさせていただく。
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145◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

別冊ザ・クインテッセ
ンス　外来・ 訪問診
療のためのデンタル・
メディカルの接点―
見逃さないオーラル
フレイル 明日から役
立つ口腔ケア デンタ
ルがメディカルにも
たらすメリット―

QDT 2017年 2 月号

13：30～14：00

『食べる』は高齢者を支える杖　
～有床義歯・私の流儀～
鈴木宏樹　福岡県・篠栗病院

　健康寿命に大きく影響する「フレイル」や「サルコペニ
ア」の予防・改善には、口腔機能を維持し、しっかりと
栄養を摂ることが大事だとわかってきた。そのため高齢
者の義歯は失われた「形態」を回復させることよりも、失
われた「機能」を回復させることに重きを置かなくてはな

らない。つまり、食べられる義歯を提供することが重要
となる。今回は、症例を提示しながら高齢者に食べられ
る義歯を提供することの目的・方法・意義とあわせて、
それが患者にどのような変化を起こしていくのかについ
ても述べたいと考えている。

演者関連本

the Quintessence 
2016年 3 月号

the Quintessence 
2016年 1 ～12月号

14：00～14：30

₂₀₂₅年問題をクリアするために
これからの日本の歯科に求められるもの
太田博見　鹿児島県開業

　団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けて、日本
の社会保障はその時期を乗り切るための対応を迫られて
いる。一方でう蝕の減少により、小規模歯科医院は歯科
医院経営が困難になる可能性が高まっている。このよう
な状況のなかで、歯科医院はどのような方向を目指せば

よいのであろうか。大きな方向としては、①地域包括ケ
アへの貢献、②ヘルスケアへの貢献、③「世界標準治療
の普及」と「世界標準治療を新たな先進治療として世界標
準価格で保険適応とすることを目指す」の 3つだと考え
る。

演者関連本

the Quintessence
2015年 6 月号

14：30～15：00

かかりつけ歯科医だからこそできる歯科医療

白石豊彦　鹿児島県開業

　患者が生涯自分の歯で過ごすことを目指し、かかりつ
け歯科医として取り組んできた。高齢者で多くの歯が
残っている方々の口腔内にはいくつかの共通点があり、
これらは臨床を行っていくうえで大きなヒントとなって
いる。またこれらの高齢者は健康で長生きであるという

実感をもっている。生涯を自分の歯で過ごすためには、
幼少期からそのことに努めなければなかなか達成するこ
とは難しい。それぞれの患者の人生の時間軸を通して、
長年かかりつけ歯科医として携わってきた取り組みにつ
いて紹介したい。

演者関連本

the Quintessence
2015年 3 月号

15：10～15：40

柏プロジェクトと柏歯科医師会の役割と課題

黒滝義之　千葉県開業

　柏プロジェクトの 1つである在宅医療推進事業のモデ
ル地区として行われた特区事業も 5年が経過した。当初
より抱えていた問題点があるものの、地域としての在宅
医療、医科歯科病診連携は浸透しつつある。多職種の繋

がりが構築されても、在宅医療現場での現実的な対応と
なると、迅速性、専門性に関して課題が多く残されてい
る。これまでの取り組みと今後の課題に関して述べたい。

演者関連本

別冊ザ・クインテッセ
ンス　外来・ 訪問診
療のためのデンタル・
メディカルの接点―
見逃さないオーラル
フレイル 明日から役
立つ口腔ケア デンタ
ルがメディカルにも
たらすメリット―

ホームドクターに
よる子どもたちを
健全歯列に導くた
めのコツ

15：40～16：10

超高齢社会がかかりつけ歯科医に求めること

須貝昭弘　神奈川県開業

　開業して30年が経過し、来院する患者さんの年齢も自
分の年齢とともに高齢化している。開業当時50歳代だっ
た患者さんも現在80歳代となっており、永いお付き合い
の患者さんからは「おかげさまで」と感謝されるが、いつ
の間にか通院が途絶えてしまうことも多く経験する。全
身の健康度や口腔内の状態は大きく変化し、通院できる

ことを前提に行っていた今までの治療から来院できなく
なったときのことを考えての治療も必要になってくる。
患者さんの最期までかかわれていないのが現状である
が、かかりつけ歯科医として何ができるのか現在の取り
組みと今後を考えてみたい。

演者関連本

歯科衛生士2018年
2 月号

the Quintessence
2016年11月号

16：10～16：40

多職種連携のスムーズなすすめ方
～多職種からも頼られる歯科医師になるために～
米永一理　東京都・JR東京総合病院

　現在の医学・歯学教育のコアカリキュラムでは、『多
様なニーズに対応できる医師・歯科医師の育成』が目標
に掲げられており、われわれもこれらを鑑みたうえで医
療連携体制の構築・提供を求められている。すでに歯科
医療者は、口腔ケアや口腔管理だけでなく、摂食嚥下機

能を含めて、『食べる』に関連した食形態および栄養に関
する評価やアドバイスができることも必要となってい
る。今回、高齢者医療や多職種連携の最近のトピックス
をあげ、明日から使える知識と期待されている歯科の役
割をまとめる。
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歯科衛生士の力でここまでできる

非外科的歯周治療
監訳 和泉雄一

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 教授
日本歯周病学会 前理事長

浦野　智
Japan Institute for Advanced Dental 
Studies（JIADS） 前理事長
日本臨床歯周病学会 理事長
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148 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/7（SUN）　9：00 ～ 16：50対象：

特別講演
～あの先生のこの話が聴きたい！～

歯科医療者なら一度は聴いておきたいテーマが一堂に。
「現代の DH の必携知識 & 究極の DH ワーク」を大ホールで。

会議センター
３階 303・304号室

歯科衛生士

HALL
1第

演者関連本9：00 ～ 10：00

“口腔の健康”は“機能の維持”から

阿部伸一　東京歯科大学

　若々しく、健康に、そして穏やかに年を重ねていく
“well aging”な考え方を身につけることはとても重要な
ことである。このためにストレスを除去していく、サプ
リメントの摂取など多くのことが考えられるが、実は普
段の食事の習慣、食べ方、飲み方、食べるもの、食べる

量を少し工夫すれば体は自然と“well aging”に向かう。
本講演では“成長期に身につけたい”また“歳をとっても
身につけていたい”「正しく噛む」メカニズム、そして口
腔の健康が全身の健康につながることを解説する。

歯のしくみ　口の
しくみ

口が元気なら、若
い！ぼけない！　
口腔からウェルエ
イジング

演者関連本10：05 ～ 11：05

歯科衛生士のためのエビデンス活用法
～根拠を知らずして臨床を語るべからず～
関野  愉　日本歯科大学生命歯学部

　1960年代以降、プラークコントロールを主体とした近
代的な歯周治療が確立され、多くの歯周病患者が救われ
てきた。この背景には、先駆者達による多くの研究と議
論の積み重ねがあり、歯周病学を科学といえる分野に押
し上げた。診査診断から始まり、非外科的治療から、歯

周外科、メインテナンスに至るまで、基本的な歯周治療
の流れに学術的な裏付けができ、最先端の治療も発展し
た。今回の講演では日常臨床において必要なエビデンス
とその重要性について、症例を交えてお話していきたい。

歯科衛生士のため
の臨床歯周病学の
エ ビ デ ン ス 活 用
BOOK

歯周病学の迷信と
真 実 ─ そ の 論 文
の 解 釈 は 正 し い
か？─

演者関連本

the Quintessence 
2014年 1 ～ 3 月号

11：10 ～ 12：10

インプラント周囲病変のリスクマネージメント
～歯科医療の発展から生まれた病気との戦い～
弘岡秀明　東京都開業

　インプラント先進国であるスウェーデンではインプラ
ントの約12％、患者の約28％がインプラント周囲炎に罹
患しているとの報告もあり社会問題になっている。ひと
たびインプラント周囲炎になると現在のところ確定的な
治療法が見つかっていない。一方インプラント周囲炎は

初期治療で健康が回復できると報告されている。今回、
とくにハイリスクな歯周病患者へインプラントを応用す
るにあたってインプラント周囲病変を引き起こさないた
めの術前術後のリスクマネージメントについて、症例を
提示すると同時に文献考察に加え私見を述べてみたい。

Peri-implantitis 
インプラント周囲
炎（翻訳）

演者関連本

別冊歯科衛生士
はじめてチェアサ
イドに立つときに
役だつ 歯周治療
独習ノート─患者
さ ん の 前 で 戸 惑
わないための14ス
テップ─

歯科衛生士2015年
1 月号「歯を残せ
る歯科医院を目指
すためにやるべき
こと」

13：30 ～ 14：30

DHのための力の見どころ、読みどころ
～歯を守るためにできること、やるべきこと～
小林明子　小林歯科医院・歯科衛生士

　歯科衛生士が第一にやるべきことは、患者さんを健康
に導くことであり、あらゆる観点で「歯を守る」ことです。
う蝕や歯周病の管理だけでは歯を維持することはできな
いと言って過言ではないでしょう。
　そのためには生涯にわたりダイナミックに変化を続け
る口腔の姿を理解しなければなりません。ここで歯に加

わるさまざまな力を読み解く目が必要になります。
　本講演では、口腔に現れる力の姿と歯科衛生士が知っ
ておきたい咬合の知識を、歯科衛生士の視点からまとめ
ていきます。明日から臨床に役立つヒントとなれば幸い
です。

演者関連本

会 え て よ か っ た
─私のこの人・こ
の時─

別冊歯科衛生士
チーム医療に活か
す　 見 る・ 読 む
エックス線写真

14：40 ～ 15：40

メインテナンス
～私の考え方～
安生朝子　藤橋歯科医院・歯科衛生士

　健康寿命の延伸に向けて、口腔内のメインテナンスの
重要性が話題となることが多い。患者自身の将来を考え
る会話が多くなり、食事のこと、通院時の運転のことな
ど多岐にわたる。時にその家族のこと、また地域での取
り組みまで問われることもある。演者は長年、医師、看
護師と連携を図り歯科治療を進めてきたが、超高齢社会

においてその機会はさらに多くなると思われる。
　歯科─医科─介護が連携し咀嚼と嚥下をサポートする
ためには、口腔内微生物、歯周病の病態、インプラント
の有無、義歯の装着感等について他職種へのわかりやす
い情報発信が不可欠だ。そのために意識、知識、学識あ
る歯科衛生士であり、患者さんと共に年を重ねていきたい。
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149◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

歯科衛生士2018年
10月号「ザ・クイン
テッセンス／QDT／
歯 科 衛 生 士 合 同
企画Theチーム医
療─ 3 職種で語る
14年経過症例─」

The 悩める歯科
衛生士─判断力・
診査編─
─私の悩みを聞い
てください！─

15：50～16：50

ハイジニストワーク・パラダイムシフト

土屋和子　フリーランス・歯科衛生士

　これからの歯科衛生士に求められる仕事が、どのよう
に変化していくかを41年の臨床経験をもとに予測する。
キーワードは「人生100年時代」「キラーストレス」「デジタ
ル化」「口腔疾患と全身疾患」である。
　超高齢社会、長寿国である日本では、寿命が100歳に
なると予想されており、健康寿命を延ばす対応を早期か

ら心がける必要がある。歯周病病因論の変化や、高性能
機器の使用、デジタル化により治療時間が短縮される今
後は、口腔と全身との関係性をふまえ、健康的な習慣の
情報提供やストレスの緩和対応ができる仕事へとシフト
すると考える。

Memo
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150 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

歯科口腔保健と栄養
Oral Health and Nutrition

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：10

座長　Chairman
深井穫博　Kakuhiro Fukai
埼玉県開業
Private Practice in Saitama

対象：
会議センター

３階 302号室

歯科衛生士

HALL
2第

　肥満と低栄養は、生活習慣病（NCDs）およびフレイルのリスク因子で
あり、長寿社会におけるグローバルな健康課題である。いずれも口腔保
健とのかかわりは深いが、口腔保健と栄養分野の連携はこれまでのとこ
ろ十分とはいえない。歯科医院において効果的な食生活指導・栄養指導
を図るには、医科医療従事者・栄養士等との連携を推進すると同時に、
歯科医療者自身のスキルアップが必要である。
　そこで本シンポジウムでは、歯科医院で栄養指導を行っていく場合に
必要な知識や指導技術および目標と計画について学び、実践の効果を上
げることを目指す。

Obesity and undernutrition are risk factors for NCDs and frailty that cause 
global health challenges. Though the integration between obesity, undernutri-
tion and oral health has reported based on scientific evidences, however, 
cooperation of those areas may not be well performed. In order to provide 
practical dietary and nutritional guidance in oral health settings, it is crucial to 
strengthen inter-professional scheme among medical and nutritional profes-
sions, and also to develop their technical knowledge and skill in those subjects. 

This symposium will focus on to learn necessary information and training 
skill with adequate target and planning that supports development of eff ective-
ness of the nutritional guidance in oral health settings.

演者関連本9：00 ～ 9：10 

長寿社会における口腔保健と栄養

Oral health and nutrition in the long life society

深井穫博 Kakuhiro Fukai　埼玉県開業 Private Practice in Saitama

困った患者さんに
どう活かす診療室
の 行 動 科 学 ─ 成
人へのアプローチ
編─

成人～高齢者向け
咀 嚼 機 能 ア ッ プ
BOOK─実践に活
かせる知識・アイ
デアがわかる本─

　研究データから、歯の喪失は、健康的な食品、野菜や果実、繊維の摂
取が少ないこと、また飽和脂肪酸の摂取が多いことと関連が認められて
いるが、その因果関係については未だ不明である。適切な栄養指導を行
わないと仮に補綴的処置を施しても義歯装着者の栄養摂取は改善するこ
とはない。また、口腔衛生が不良な高齢者は、低栄養状態に陥る危険性
が高いことは世界共通の認識である。歯の喪失は食物の選択肢に影響し、
食べる意欲や社会性を左右することから、食事指導を行ううえでは特に
考慮をする必要がある。

　Despite data to show an association between loss of teeth and the 
consumption of a less healthy diet, lower in fruits & vegetables and 
fi bre and higher in saturated fats,  it is unclear if this relationship is 
causal. Prosthetic rehabilitation fails to improve dietary intake of the 
edentulous in the absence of dietary advice.  Compromised oral health 
in later life may, however, be a risk factor for undernutrition which is 
common in older people worldwide.  Edentulism impacts on choice of 
foods and most markedly on the social and emotional issues around 
eating and therefore taking account of these factors when providing 
eating advice is important.

9：10 ～ 10：40 逐次通訳 consecutive interpretation

高齢者における栄養と口腔保健の関係性

Interrelationship between nutrition and oral health in older people

Paula Moynihan　ニューカッスル大学（イギリス） Newcastle University, England

　口腔保健教育の一環で、う蝕などを予防するためにフリーシュガーの
摂取を抑制することは周知だが、その延長線上にNCDsの予防を包含し
ている指導はまだ一般的とは言い難い。口腔と全身は密接な関係がある
なかで、双方に健康の恩恵をもたらすためには、歯科の立場でコモンリ
スクファクターを患者や個人に認識させ、的確なコントロールを行うこ
とが不可欠である。
　本プレゼンテーションでは、最近改訂されたWHO砂糖摂取ガイドラ
インをふまえて、歯科保健医療従事者が提供すべき保健指導のあり方に
ついて考察する。

It is well known that controlling intake of free sugars would be essential for 
preventing dental caries as part of oral health education, but its focus could not 
be well considered for the purpose of prevention of NCDs in oral health settings. 
Because of integration between oral and general health, oral health professions would 
be important players not only to provide information of common risk factors but also 
to guide controlling those factors that can support comprehensive health programme.

In this presentation, based on the WHO Guideline on Sugars intake for adults and 
children, appropriate health guidance performed by oral health professions will be 
discussed.

演者関連本

the Quintessence 
2015年 8 月号

the Quintessence 
2016年 1 月号

10：40 ～ 11：10 

WHO砂糖ガイドラインの口腔保健への適応
～求められる保健指導とは～
Implication of WHO Guideline on Sugars for oral health professionals
─What is the better health guidance?─

小川祐司 Hiroshi Ogawa　新潟大学 Niigata University
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151◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

　超高齢社会を迎えて、医療に健康長寿や生活の質向上が期待されるよ
うになった。歯科治療は、これまでの欠損補綴や歯の保存を重視するも
のから、食べる・話すといった機能を重視するものに変わりつつある。
そのアウトカムの 1つとして栄養状態の維持・改善が期待されている
が、実際にどのように取り組めばよいのか、確立されたものがない。
　そこで今回は、現時点における当院での取り組みを紹介する。これか
ら構築される地域包括ケアシステムにおいて、歯科がどのようにかか
わっていくのかを考えた場合に、歯科衛生士に期待されるものは大きい
ことを共有したい。

Because of experienced of super aged society, long life and better quality 
of life are important elements in medical fi eld. Trend of dental treatment 
has also shifted from prosthetic or operative oriented to functional oriented 
such as eating and speaking. In this context, nutritional status or condition 
should be considered as one of the outcomes of health, however, there are 
no well-established guidelines available to indicate appropriate approaches.

In this presentation, current trial in our hospital will be introduced to 
fulfi ll with the challenges. Moreover, expected role of dental hygienists as 
part of oral health intervenes would be discussed under the new system of 
integrated community health in Japan.

演者関連本

歯科衛生士2018年
8 月号「義歯使用
のモチベーション
アップに！　デー
タで伝える咀嚼と
要介護の関係」

the Quintessence 
2018年 1 月号

11：10～11：40

栄養をアウトカムにした歯科の取り組み
～歯科衛生士に期待するもの～
Trial in oral health to target nutrition as outcome
─Expectation of the role of dental hygienists─

岩佐康行 Yasuyuki Iwasa　原土井病院 Haradoi Hospital

Memo
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152 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

医療面接
Medical Interview

 10/7（SUN）　13：30 ～ 16：50

座長　Chairman
宮下裕志　Hiroshi Miyashita
東京都開業
Private Practice in Tokyo

対象：
会議センター

３階 302号室

歯科衛生士

HALL

第 2

　診査・診断・臨床判断・治療テクニックなど、医療にはいくつかの重
要なステップがある。だが、これらは医療面接があって生きてくる。こ
れがないと「痛み」の診断は不可能だし、歯周病の治療やう蝕の予防を含
む健康管理を進めることが難しい。われわれが歯科医となった頃にはな
かった医療面接という分野が、今では非常に重要だ。
　また、歯科疾患は生活習慣病と言われることも多く、患者の日々の生
活の中で生み出されている慢性的な疾患である。したがって、その原因
除去においては患者と共にその悪い習慣を良い習慣に変えていく過程で
医療面接が必要とされる。

　There are important steps in medicine; examination, diagnosis, decision making, 
treatment techniques, etc. However, they don’t make any sense if we don’t practice 
medical interview (MI). If we don’t use MI in the clinical situation, it is impossible to 
make the diagnosis for pain, it will be very diffi  cult to establish patients’ self-care 
for the periodontal treatment and caries prevention, etc. Dr. Miyashita didn’t learn 
anything about MI when he graduated dental school, but MI turned to be a key role 
in the dental practice for him now. Dental diseases are called as the lifestyle-related 
disease, they are chronic diseases and will be generated in the patients’ everyday 
lives. Therefore, during the cause-related therapy, “Motivational Interviewing” by the 
operator has a great role to change the bad habit to the good one for the patients.

演者関連本13：30 ～ 14：00

なぜ医療面接が重要なのか

Why is “Medical Interview” important?

宮下裕志 Hiroshi Miyashita　東京都開業 Private Practice in Tokyo

痛みの特徴から主
訴を解決するやさ
しい診査・診断学

世界で最も成功率
が高いスカンジナ
ビアエンド

　ごく最近になって、動機付けアプローチが歯科医療においても効果的
であるということを心理学者がはじめて開発し試験された。ワインシュ
タイン氏はNIHの臨床研究で収集されたデータにより、それが健康教育
よりも優れていることを示した。
　本講演では、この有用なアプローチを紹介すると共に、成人や子ども
を対象に業務を行う歯科医師や歯科衛生士にとって、よくみられるさま
ざまな歯科的な問題を、その方法を用いてどうすれば効果的に管理して
いけば良いのかという戦略を示す。変化の段階や動機付けのスキルの要
素、抵抗する患者をどのように感じとり対応していくかを学べると共に、
動機付けの技術を実践できるようになるだろう。

  It is only recently that psychologists have developed and tested 
motivational approaches that are eff ective in dentistry. Dr. Weinstein 
has collected data in his NIH clinical trial that indicates superiority over 
health education.  He will introduce you to this helpful approach and 
will present strategies for using it eff ectively to manage a variety of 
common dental problems for the dentist and hygienist in working with 
both adults and children. You will learn about the stages of change 
and the component motivational skills, how to identify and approach 
resistant patients, and will begin to practice motivational techniques.

14：00 ～ 15：30 逐次通訳 consecutive interpretation

質の高いケアや患者さん自身の自宅でのケアを受け入れてもらえるように動機付けしよう

Motivate patients to accept quality care and care for themselves at home

Philip Weinstein　ワシントン大学（米国） University of Washington, USA

　歯周治療や歯科疾患を予防するうえで、スケーリングやPMTCなどの
テクニックだけではなく、心理学を応用したカウンセリングや患者関係
を学ぶ人が増えてきた。演者自身も心理学、精神分析という学問に魅せ
られて、かれこれこの10年「人のこころ」を理解しようと悪戦苦闘してい
る。しかし難しい。だからこそ、専門家はさまざまな理論や技法を用い
て「人のこころ」をわかろうとするのだと思う。
　今回は、歯科衛生士として臨床で患者と会い、患者を理解することに
ついて私流面接のあり方をお話ししたいと思う。

  In order for the successful treatment of periodontal disease and 
preventive dentistry, operators tend to learn counseling or/and inter-
relationships between operators and patients more and more nowadays 
than techniques of scaling and PMTC. DH Miyashita has been attracted by 
psychology and psychoanalysis for 10 years and has been struggled with 
understanding “patients”. She feels it is still diffi  cult to practice. Therefore, 
she thinks that different specialists has been trying to use different 
theories and techniques to understand “patients” better. This lecture 
introduces you her way of interviewing patients in order to understand 
them to whom she encounters with as a hygienist in her clinical work.

15：30 ～ 16：15

歯科衛生士として患者と会うということ

The encounter with the patient as a hygienist

宮下順子 Junco Miyashita　東京都勤務 Private Practice in Tokyo

演者関連本

歯科衛生士2014年
6 月号「セルフケ
アの意欲を高める
―ブラッシング指
導のはじめどきを
見極めよう！」
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153◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/7（SUN）　9：00 ～ 16：50対象：

1トピックに強くなる !

歯科衛生士とひと口に言っても、臨床経験や勤務先の診療内容によって必要な知識もスキル
も人それぞれ。
本ホールでは、いまDHが“強くなりたい”テーマばかりを集め、１トピック60分で徹底解説！

会議センター
３階 311・312号室

歯科衛生士

HALL
3第

演者関連本

こ の ま ま 使 え る 
Dr.もDHも! 歯科
医院で患者さんに
しっかり説明でき
る本─患者教育に
重 要 な ト ピ ッ ク
14─

知る・診る・対応
する　酸蝕症

9：00 ～ 10：00

知る・診る・対応する　酸蝕症

北迫勇一　外務省大臣官房歯科診療所／東京医科歯科大学大学院

　酸性飲食物や胃酸が原因で歯が溶けることがある。通
常、唾液が酸を洗い流し中和することで歯を守っている
が、酸に長時間または繰り返し触れていると、唾液の保
護作用が間に合わず歯が溶け出す。このような現象を「酸
蝕症（さんしょくしょう）」と呼び、近年の疫学調査では
約 4人に 1人認められた。

　酸蝕症は、今後増えることが予測され、知っている（知
る）のは勿論、その診断（診る）と対応力（対応する）が問
われている。本講演では、酸蝕症の基礎知識について整
理するとともに、明日から役立つ診断・対応について解
説する。

演者関連本

the Quintessence
2016年10月号

歯科衛生士2016年
9 月号「患者さん
を 不 安 に さ せ な
い─抜歯＆フラッ
プ 手 術 後 の 口 腔
内 と ハ ー ト の ケ
ア─」

10：05 ～ 11：05

補綴治療歯を長期安定させるために
～Drが求めるDHの役割～
水野秀治　大阪府勤務

　患者の歯や歯列を長期にわたり維持させるためには、
適切なメインテナンスを行うことが必要であり、歯科衛
生士の果たす役割は大きい。しかし、歯周疾患や歯肉縁
下う蝕などの問題をかかえた症例や、不良な補綴物が装
着された口腔内では、メインテナンスを行ったとしても
良好な結果を得ることは難しい。

　メインテナンスで良好な結果を得るためには、メイン
テナンスに移行する前に清掃しやすい口腔内環境を確立
しておくことが重要であり、そこでの歯科衛生士が担う
役割も大きい。本講演では、補綴治療歯の長期安定を目
指すために、Drが求めるDHの役割について述べてみた
い。

演者関連本

成功例・失敗例で
学ぶ─規格性のあ
る口腔内写真撮影
講座─

歯科衛生士2018年
2 月 号「ポ イント
は た っ た 2 つ だ
け ─ そ う だ っ た
の か！ミ ラ ー 撮
影─」

11：10 ～ 12：10

口腔内規格撮影
～ミラー使いのコツ教えます！～
須呂剛士　大分県開業

　口腔内写真における規格性とは、撮影倍率や構図、明
るさなどを標準化して、つねに同一条件で撮影すること
を意味する。口腔内という限られた空間では、ミラーを
使わなければ撮影できない部位があるが、ミラーを使っ
た規格撮影に苦手意識を持っておられる方も多い。しか

し、ミラー撮影の理論は決して複雑ではなく、どの撮影
部位にも共通した 2つのポイントを理解して習得すれ
ば、意外と簡単にきれいな規格写真が撮影できるように
なる。本講演では、口腔内規格撮影のうち、ミラーの使
い方に焦点を当てて解説したい。

●Web掲載用略歴
［ Profi le ］
1987年　大阪大学歯学部歯学科卒業
1991年　大阪大学大学院歯学研究科修了
1995年　大阪大学歯学部助手（歯学補綴学第二講座）
1998年　大阪大学歯学部附属病院講師(第二補綴科)
1999～2000年　文部省在外研究員としてUniversity of Iowa(米国)にて研究に従事
2015年  大阪大学大学院准教授（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）
　　　　IADR Distinguished Scientist Award for Geriatric Oral Research受賞
2018年　大阪大学大学院教授（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）

演者関連本13：30 ～ 14：30

咀嚼機能と健康との関係を患者さんに伝えよう

池邉一典　大阪大学大学院

　「よく噛める」の人の方が丈夫で長生きなのは、これま
での研究から間違いないようである。しかし、その理由
について自信を持って説明できる歯科衛生士は、どれく
らいいるだろうか？
　具体的なエビデンスをきちんと知りたい人、患者や他
の医療・介護職の仲間に論理的に伝えたい人はお集まり

あれ。本講演では、咀嚼機能と今話題のサルコペニアや
フレイル、そして要介護になる最大の原因である認知症
との関係を、最新の文献をもとにわかりやすく解説する。
皆さんのポケットに入る、患者のモチベーション向上・
維持のためのツールを増やしてもらいたい。

その 補 綴 に 根 拠
は あ る か ─ 冠・
ブリッジ・義歯・
インプラントに対
応─

成人～高齢者向け
咀 嚼 機 能 ア ッ プ
BOOK─実践に活
かせる知識・アイ
デアがわかる本─

演者関連本

歯科衛生士2017年
12月号 「超音波ス
ケーラーに自信が
つくチップの知識

［パワー選択編］」

別冊歯科衛生士
診査・スケーリン
グテクニック

14：40 ～ 15：40

患者さんに痛みを与えない超音波スケーラーの使い方

福田知恵子　有限会社エイチ・エムズコレクション・歯科衛生士

　歯周疾患管理における歯科衛生士の役割の中で、プ
ラークコントロール、スケーリングは大きなウエイトを
占めるが、患者さんに継続来院いただくためには、「痛
くない」「安心できる」「満足できる」ことは大切な要素で
ある。そう考えたときに、超音波スケーラーをうまく活
用することは、短い時間で痛くないスケーリングを行え、

患者さんの安心につながる。また、満足できる結果を得
ることで信頼につながる。
　本講演では、使用頻度の高い超音波スケーラーを題材
に、操作方法はもちろん、痛くない施術のポイントや操
作方法以外のくふう、短いアポイント時間の中で結果を
出すくふうについてお話しする。
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154 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

演者関連本

根面う蝕の臨床戦
略─「サイエンス」
×「超高齢社会」で
紐解く─

別冊歯科衛生士
モチベーションを
上げる15のアドバ
イス─なんで磨い
てくれないの？─

15：50～16：50

フッ化物の応用と根面う蝕

高柳篤史　埼玉県勤務

　小児のう蝕が減少している一方で、高齢者の根面う蝕
の予防は超高齢社会における口腔保健の最大の課題のひ
とつである。根面う蝕の予防にフッ化物の局所応用が有
効である報告が多く存在する一方で、唾液分泌低下にと
もない、多数の根面う蝕が発生するような口腔環境にお

いては、通常のフッ化物応用では予防効果が得にくい。
そこで本講演では、フッ化物の歯冠部および根面での
フッ化物の反応の違いを解説し、歯冠部および根面う蝕
に対するフッ化物の効果的な使い方について述べる予定
である。

 10/7（SUN）　9：00 ～ 16：50対象：

かかりつけ歯科医院の歯科訪問診療

会議センター３階
313・314号室

歯科衛生士

HALL
4第 歯科訪問診療の理解しておきたい本質から、実践的な対応までを完全網羅。

「初めの一歩が踏み出せない」「はじめたもののうまくいかない」という方の背中を押してく
れる６講演。

演者関連本

the Quintessence
2015年 1 月号

─診療室からシー
ムレスにかかわり
続ける─全国10医
院の歯科訪問診療

9：00～10：00

切れ目のない、シームレス診療を目指して!

米山武義　静岡県開業

　ICUに勤務する友人の歯科衛生士が「どうして緊急で
ICUに入院される方の口腔環境はこんなに劣悪なのか」
と嘆いていた。急性期の医療や介護が必要になってから
口腔のケアを受けるのではなく、定期的に歯科を受診し、
感染症予防を基本とした口腔衛生管理等を受ける。そし
て、もし通院できなくなっても、よく管理された環境下

で必要な治療やケアを受けることができる。そんな社会
を当たり前にしなければならない。シームレス診療を普
及するうえで、歯科衛生士の役割は非常に大きい。
　本講演ではシームレス診療の理念と実際の取り組み方
を考えてみたい。

演者関連本

歯科衛生士2016年
1 ～12月号「うちも
訪問はじめました！ 
～若手ドクターに
よる訪問診療奮闘
記～」

10：05～11：05

かかりつけ歯科医院の訪問診療の始め方
～初歩の初歩～
清水信行　静岡県開業

　私は歯科訪問診療を行うと同時に、浜松市歯科医師会
を通じて歯科訪問診療の普及や包括ケアシステムの構
築、多職種連携に携わってきました。
　今回は、その経験をもとに、何が歯科訪問診療を始め
る障害になっているかをはじめ、どのような失敗をして

きたか、スタッフの歯科衛生士がどう変わっていったか、
技術をどう高めていくかをお伝えします。また、歯科医
師や歯科衛生士が在宅介護の患者さんの訪問診療をする
ことで、かかりつけ医師の歯科を見る目はどう変わった
かなどについても、お話しできればと思います。

演者関連本

the Quintessence
2016年 9 月号

11：10～12：10

知らなかったでは済まされない！ 
症例から考える有病高齢者のリスクマネジメント
大渡凡人　九州歯科大学

　最近、よく耳にするのが「有病高齢者、増えたよね」と
いう言葉である。安全な医療の提供はわれわれにとって
欠かせないが、世界一の少子高齢化が進むわが国では有
病高齢者の増加により、その確保が徐々に難しくなって
いる。このため、「医学的エビデンスに基づくリスクマ
ネジメント」は必須といえる状況になっているのではな

いだろうか。
　講演では、有病高齢者の歯科医療で実際に起きた全身
的偶発症を提示し、どのようにすれば「リスクを下げる
ことができるのか」について、できるだけわかりやすく
解説させていただく。

演者関連本

歯科衛生士2018年
1 月号～「12ヵ月
で こ っ そ り 習 得 
集まれ！ 訪問ビ
ギナーズ」

13：30～14：30

歯科訪問診療における歯科衛生士の口腔管理
～「食べる」を支えるために～
有友たかね　日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック・歯科衛生士

　在宅医療推進のための施策が行われるなか、歯科が求
められることの多くは、「食べることへの支援 」となっ
てきている。それにともない、私たち歯科衛生士は、生
活機能を維持するために重要な口腔機能をリハビリテー
ションや口腔衛生管理を通じてサポートすることにな

る。これらは患者のQOLを維持することに重要である
と考える。
　本講演では、歯科訪問診療における歯科衛生士の役割
を実際の症例を交えて、お伝えできればと思う。
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155◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

歯科衛生士2016年
3 月号「─“ 何も
しない”から脱却
しよう!─歯科医
院で歯科衛生士が
できる「ムセ」への
対応」

歯科衛生士2017年
3 月号「─ココが
わからなきゃ始ま
らない!─摂食嚥
下のメカニズムが
みえる」

14：40 ～ 15：40

摂食嚥下のメカニズムを知ろう
～「歯しか診ない」から脱却！～
佐々生康宏　山口県開業

　介護の現場で「食べさせたいので義歯を作ってほしい」
という相談を受けることがあるだろう。果たしてよい義
歯を作りさえすれば食べられるようになるのだろうか？
　私たち歯科医療者はつい「歯はあるか、咬み合わせは
どうか」という視点から判断してしまいがちだが、「食べ
ること」すなわち「咀嚼して嚥下すること」は歯だけでは

なく、口唇、頬、舌、軟口蓋、顎、唾液などさまざまな
器官が関わっている。冒頭のような相談に答えるために
は、これらの器官の動きを含めた摂食嚥下のメカニズム
を知っておく必要がある。講演では、実例を示しながら
わかりやすく噛み砕いて解説する。

15：50 ～ 16：50

歯科訪問診療における口腔ケア
～おいしく、楽しく、口から食べるための支援～
十時久子　フリーランス・歯科衛生士

　摂食嚥下障害により、長期間経管栄養のみで栄養摂取
されている在宅患者さんは多くいる。しかし、歯科医師、
歯科衛生士が介入することで、改善がみられることも多
い。在宅患者さんとのかかわりには、ご家族と信頼関係
を築くことが重要であり、患者さんを取り巻く環境を把

握することも大切である。
　今回、在宅で口から食べるを支えるために、長期に渡
りかかわることで経口摂取が可能となった患者さんを紹
介する。「自分たちの声に気づいてください」発語が難し
い患者さんからのメッセージである。

歯科衛生士2018年
1 月号～「12ヵ月
で こ っ そ り 習 得 
集まれ！ 訪問ビ
ギナーズ」

演者関連本

歯科衛生士2017年
4 月～2018年 3 月
号「注目の訪問DH
による感動エッセ
イ 最高のひとく
ち」

 10/7（SUN）　9：00 ～ 11：05対象：

患者教育

天然歯、義歯にかかわらず、毎日食べる・話す・表情をつくるのに使う歯と口。
適切に末永く使ってもらうため、患者さんに必ず響く伝え方を伝授する。

会議センター
３階 315号室

歯科衛生士

HALL
5第

演者関連本9：00 ～ 10：00

患者さんに上手に伝えよう！　長持ちする義歯の使い方

佐藤裕二　昭和大学

おいしく楽しく食
べるための正しい
入れ歯の使い方

　義歯の患者さんは不安でいっぱいだ。「入れ歯の種類
は？」「入れないとどうなる？」「お手入れは？」「食事は大
丈夫？」「これからは？」……。
　これらの疑問にきちんと答えなくてはならないのが歯
科衛生士だが、時間には制限があり、また多くを説明し
ても患者さんは覚えきれない。そこで、簡潔明瞭に説明

する能力が必要となる。
　本講演では、義歯を正しく理解したうえで、患者さん
に納得してもらうコツをお話しする。患者さんに、長期
にわたりおいしく、楽しく、快適に食べることができ、
会話を楽しみ、美しい笑顔になっていただくために。

歯科衛生士2017年
11月号「材料が変
わると何が違う？ 
義歯材料選択アド
バイスのための指
南書」

演者関連本

the Quintessence
2013年12月号

10：05 ～ 11：05

健康の大切さをわかってもらうためのその一歩はどう伝えるか

若林健史　東京都開業

　歯周病の治療においてもっとも大切なことは、患者さ
ん自らが日々行う口腔衛生管理、つまりプラークコント
ロールである。プラークを的確に除去するためには、継
続したプラークコントロールの実践が重要であり、患者
さんが自ら率先して行おうという強い意志がなければ、
継続することは不可能である。そのためには、患者さん

の意識改革をわれわれ歯科医療従事者がサポートする必
要がある。
　今回は、お口の健康が全身の健康と密接な関係にある
ことを、どのように患者さんに伝えたらいいかお話しし
たい。

the Quintessence
2013年11月号
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156 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/7（SUN）　11：10 ～ 14：30対象：

アドバンスアシスタントワーク

歯周治療、インプラント治療には医院のチームプレーが欠かせない。
歯周外科治療、インプラント手術における歯科衛生士の役割と、現場で必要なスキルがわか
る２講演。

会議センター
３階 315号室

歯科衛生士

HALL
5第

演者関連本

歯科衛生士2018年
7 月号「術前・ 術
中・術後のココで
差がつく！ DHの
ためのインプラン
ト治療To Doリス
ト」

インプラント術中
ア シ ス ト　 ベ ー
シ ッ ク テ ク ニ ッ
ク─こんな歯科衛
生 士 が ほ し か っ
た！─

11：10 ～ 12：10

インプラント治療におけるトータルマネージメント

丸橋理沙　フリーランス・歯科衛生士

　インプラント治療における歯科衛生士の役割は、術前
の歯周基本治療から患者さんのサポート、インプラント
手術アシスト、術直後の管理、そしてメインテナンスと
幅が広く、担っていることも多い。
　歯科衛生士がインプラント治療に携わる際、メインテ

ナンスへ焦点が当てられることが多いが、本講演では、
インプラント手術治療におけるメインテナンスのポイン
ト、歯科衛生士がインプラント外科手術のアシストにつ
くことのメリットや、アシスタントスキルに焦点を絞っ
てお話しする。

13：30 ～ 14：30

オペを成功に導くアシスタントワーク

塚田智子　東京都・歯科衛生士

　インプラント治療や外科処置をともなった歯周治療が
身近になって久しい。口腔内環境の改善を目指すには、
外科的侵襲をともなう治療が必要不可欠な場合もある。
　そんな中、歯科衛生士としていかにこうしたオペに携

わり、成功に導く手助けができるだろうか。
　今回は、オペのアシスタントにとって必要なこと、環
境の違いに対してどう対応しているかなど、現場の実態
をスライドを通してお伝えできればと思う。

 10/7（SUN）　14：40 ～ 16：50対象：

医院総合力アップ

患者さんに信頼され、安心して通い続けてもらう「総合力の高い歯科医院」になるための、
歯科医院スタッフが身に着けるべきトピック

会議センター
３階 315号室

歯科衛生士

HALL
5第

演者関連本14：40 ～ 15：40

クレームにならない話し方 患者さんコミュニケーション術

吉野真由美　営業コンサルタント

　保険診療に加え、自費診療を患者さんに提案する歯科
医院が増えている。そこで十分な理解が得られない、も
しくは情報が曲解された場合、トラブルやクレームに発
展し、医院の経営や信用に傷をつけかねない。また、モ
ンスターペイシェントと呼ばれる患者さんが増えている
のも事実である。

　本講演では、医療専門の弁護士とも連携し、クレーム
やトラブルを未然に防ぐためにどのようなコミュニケー
ションができるのかをお話しする。急患で予約の患者さ
んに待ってもらう場合の対処法、クレームにならない自
費診療の提案話法なども伝える。

歯科医院経営実践
マニュアル vol.42
続・営業のプロが
教える自費率が 2
倍になるプレゼン
話法

歯科医院経営実践
マニュアル vol.35
受付の対応が変わ
れば自費率は倍増
する

演者関連本15：50 ～ 16：50

身近に始める歯科医院の感染管理　まずは何から？

柏井伸子　ハグクリエイション・歯科衛生士

　近年報道が取り上げるなどして、ハンドピース滅菌の
有無や医療施設における院内感染に、医療従事者以外か
らも関心が高まっている。病院では感染管理委員会が活
動計画立案・ラウンドでの監視・提案等の役割を担うが、
歯科医院では、院長はじめ全スタッフによる「問題点を
含む現状把握」や「改善方法の立案とその実践」という体

制の確立が必要となる。この感染管理の取り組みは、患
者やスタッフの安心安全を担保する一方で、医院経営に
も優位性を生み出す。
　本講演では優先順位を考慮し、身近なところからでき
る取り組みについて提案したい。

別冊歯科衛生士
新版　みるみる理
解できる　図解　
スタッフ向けイン
プラント入門

増補改訂版　歯科
医 院 の 感 染 管 理 
常識非常識─Q&A
で学ぶ勘所と実践
のヒント─
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157◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：10対象：

チームで学ぶ小児メインテナンス

小児う蝕が減った今、「う蝕の発症しない口腔の管理」「健全な口腔機能の育成」が求められる。
小児期からの継続的なメインテナンスを実践する注目の 3 名が、チームで学びたい知識とノ
ウハウをお届けする。

会議センター
４階 419号室

歯科衛生士

HALL
6第

演者関連本

the Quintessence
2018年 3 月号

9：00 ～ 10：00

将来の難症例を予防する
～口腔習癖改善の取り組み～
河井  聡　東京都開業

　補綴後の経過が予想よりも悪い欠損症例でその原因を
追究していくと、口腔習癖にいきつくことが多い。そこ
で将来難症例となる可能性がある不正咬合の中で、口腔
習癖のかかわりが強いと考えられる「開咬」「過蓋咬合」
「正中のズレ」の 3つに注目し、不正咬合を引き起こす口

腔習癖に対して小児の段階でさまざまな対応をするよう
にしている。今回は、それら不正咬合の原因と考えられ
る指しゃぶり、舌癖、口呼吸、クレンチング、咬唇癖、
偏咀嚼などの口腔習癖について、そのメカニズムを解説
し、当医院の改善のための取り組みを発表する。

演者関連本

子どもたちの歯と
歯列の成長を守る
メ イ ン テ ナ ン ス
術─ゆるやかな指
導で結果を出せる
精度の高いリスク
管理─

ホームドクターに
よる子どもたちを
健全歯列に導くた
めのコツ

10：05 ～ 11：05

子どもたちのう蝕と歯列不正の芽を見逃さない

須貝昭弘　神奈川県開業

　わが国の12歳児DMFTは減少傾向で推移しており、
来院する子どもたちの口腔内を診てもう蝕予防の目標は
ほぼ達成できていると思われる。今後は我々が、う窩を
形成しないう蝕を定期健診で見逃さないことが大切であ
る。また乳歯列から永久歯列になっていく子どもたちの

成長発育を観察していくと、自然に正常咬合を獲得して
いく子どもはきわめて少ない。多くの子どもたちが正常
な成長発育から外れて歯列不正になっていくが、早期に
その歯列不正の芽を見つけてあげることができば、きれ
いな永久歯列に導く可能性が高くなると考えている。

演者関連本

早期治療─成長発
育のエビデンスと
治療戦略─（翻訳）

別 冊 ザ・ ク イ ン
テッセンス
小 児 歯 科・ デ
ン タ ル ホ ー ム 
YEARBOOK 2016
─今，あるべき小
児 歯 科 臨 床 を 探
る─

11：10 ～ 12：10

歯科衛生士と取り組む発達期における包括的口腔管理システム

石谷徳人　鹿児島県開業

　現在私たちが直面している小児歯科的な問題の中心
は、すでにう蝕予防から口腔習癖や歯列・咬合を含めた
口腔機能や形態へとシフトしており、よりバランスのと
れた包括的な口腔管理が求められるようになった。その
ため、歯科医師と歯科衛生士は同じ目線に立って幅広い
専門知識と技術を身につけ、患児の問題点を共有しなが

ら、それぞれの職能を活かして早期に修正軌道に導くこ
とが重要である。本講演では、小児歯科専門医院で実践
している発達期の包括的口腔管理システムをはじめ、歯
科衛生士らスタッフのさまざまな取り組みについても紹
介したい。
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158 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/7（SUN）　13：30 ～ 16：50対象：

チームで学ぶインプラント

インプラント治療で重要なことは、術後の口腔が長く快適に機能すること。そのために歯科
医師・歯科衛生士はどの時点で何を診て、どう対応するのか。科学的根拠から学ぶインプラ
ント長期管理のための 2 セッション !

会議センター
４階 419号室

歯科衛生士

HALL
6第

13：30 ～ 15：00

インプラント療法適用患者の
QOLの長期維持のためにすべきこと
小宮山彌太郎　東京都開業 ／ 山口千緒里　ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター・歯科衛生士

演者関連本

増補改訂版　歯科
医 院 の 感 染 管 理 
常識非常識─Q&A
で学ぶ勘所と実践
のヒント─

別冊歯科衛生士
新版　みるみる理
解できる　図解　
スタッフ向けイン
プラント入門

　適切に応用されるならば、長期間にわたり患者の優れ
たQOLの維持に有効なことが知られているインプラン
ト療法は、修復の有力な一選択肢として周知されてきた。
車をはじめとする10年以下の短期間の耐久性を優先する
一般的な工業製品とは異なり、30年、40年あるいはそれ

以上にわたり感情を備えた生体を対象とする療法にあっ
ては、メインテナンスの重要性は言うまでもない。安定
した長期間の機能維持のためには、患者の加齢にともな
う諸条件の変化に歯科医療従事者がいつ、どのように介
入するべきかを考えてみたい。

15：10 ～ 16：50

DHが守れる最後のチャンス！
チームで取り組むインプラント周囲粘膜炎
大月基弘　大阪府開業 ／ 鈴木秀典　大阪府勤務

演者関連本

歯科衛生士2016年
7 ～ 8 月号「DHが
守れる最後のチャ
ンス　インプラン
ト周囲粘膜炎」

　インプラント周囲疾患は決して稀な疾患ではなく、か
なりの確率で発症すること、また、ひとたびインプラン
ト周囲炎にまで疾患が進行すると、治療はきわめて困難
であることがわかってきた。私たちはその前駆状態であ
る“インプラント周囲粘膜炎”にもっと着目するべきと考

える。インプラント周囲粘膜炎を見逃さず、インプラン
ト周囲炎からインプラントを守れるかどうかは、メイン
テナンスを担当する歯科衛生士の力量にかかっている。
本セッションでは、まだまだエビデンスの少ないインプ
ラント周囲粘膜炎にフォーカスする。

SAFE
Troubleshooting 
Guide Volume 1
機械・構造的合併
症編─他院からの
イ ン プ ラ ン ト ト
ラ ブ ル 患 者 レ ス
キュー─
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Dr. 上田秀朗が
全顎治療の重要ポイントを徹底解説！
臨床症状の有無にかかわらず、咬合に問題を抱える患者は多い。
筆者がそうした患者に治療介入を行う際には、良好な口腔内環
境を獲得し、永続させることを第一目標としている。そして、その
ために、的確な咬合再構成、顎口腔系の調和を図ることが必要不
可欠と考え、実践してきた。本書では、患者の病態を「不正歯列」
「歯周疾患」「多数歯欠損」に分類し、各病態の特徴と治療計画、
咬合再構成の要点、治療後の対応策をわかりやすく綴っている。

歯列不正、歯周疾患、多数歯欠損を読み解く

実践

contents
序 章 咬合再構成の意味とは

咬合再構成の本当の意味を知ろう
欠損歯列への対応を再整理しよう
Dr. 上田の歯科医師としての遍歴

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3

1 章 本当に多い歯列不正をどう治す？
はじめに：歯列不正症例における咬合再構成とは
理想とする咬合再構成をイメージしよう!
顎関節に加わる見えない力をいなす!
態癖と顎関節症
パラファンクション
弄舌癖と歯・歯列接触癖
補綴装置の最新マテリアルと製作法
過度な咬合力の影響
矯正とソフトティッシュマネジメントで
歯頸ラインの整合性を獲得

Chapter 1-1

Chapter 1-2

Chapter 1-3

Chapter 1-4

Chapter 1-5

Chapter 1-6

Chapter 1-7

Chapter 1-8

Chapter 1-9
3 章 多数歯欠損：

　 デンチャーかインプラントか、その勘所
はじめに：
多数歯欠損症例における咬合再構成とは
インプラント埋入を熱望
重度歯周病をともなう多数歯欠損
重度歯周病にともなう無歯顎
上顎補綴装置の再製作を希望

Chapter 3-1

Chapter 3-2

Chapter 3-3

Chapter 3-4

Chapter 3-5

2 章 いつの時代も難しい、歯周疾患と向き合う
はじめに：歯周疾患症例における咬合再構成とは
日常臨床で遭遇する歯周疾患の進行パターン
歯周疾患に罹患した患者の咬合における問題点
全顎的に中等度の歯周疾患
全顎的に中等度～重度の歯周疾患（部位特異的）
過蓋咬合
過蓋咬合、すれ違い咬合

Chapter 2-1

Chapter 2-2

Chapter 2-3

Chapter 2-4

Chapter 2-5

Chapter 2-6

Chapter 2-7

4 章 良好な長期予後を求めない患者はいない
Longevityを実現するための咬合再構成の
考え方

Chapter 4-1

咬合再構成を極める
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歯科技工士＆デジタルデンティストリー
シンポジウム
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162 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

A
HALL デジタルとアナログの融合（後半）

Combining Digital and Analogue Part 2

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00
 同時通訳 simultaneous interpretation

座長　Chairman
小濱忠一　Tadakazu Obama
福島県開業
Private Practice in Fukushima

アネックスホール
F201・F202号室 対象：

デジタルセッション

　歯科領域のデジタル化が進む現在、操作性や精度が向上した口腔内ス
キャナーの応用は、従来のチェアサイドでの常識を覆す手順をたどり、
その後のラボサイドでの技工手技にも先進的な影響を及ぼしている。そ
の結果、インプラント治療においても、診査・診断から上部構造製作ま
での一連の流れをデジタルで完結させることが可能となってきた。一方、
歯科医師、歯科技工士に求められるスキルは変わらず、アナログ要素の
知識と技術の応用は必須である。本講演では、口腔内スキャナーを臨床
応用する際の考慮事項と適応症を含めた臨床概要を解説する。

　With the promotion of dental digitalization, the application of intraoral scanner, 
whose operability and accuracy have been improved, is completely different 
from the traditional chair side way and have advanced infl uence on the following 
laboratory procedures. In the treatment of implant, sequential steps from exami-
nation and diagnosis to the fabrication of superstructure can be established 
digitally. On the other hand, the skill required for dentists and dental technicians 
is same and both the analogue knowledge and technical application are essential. 
This lecture will present necessary considerations and the brief overview includ-
ing the clinical indication when the intraoral scanner is used clinically.

演者関連本

QDI 2016年No.2

9：00 ～ 10：20

Digital dentistry update

小濱忠一 Tadakazu Obama　福島県開業 Private Practice 
in Fukushima
十河厚志 Atsushi Sogo　デンタル デジタル オペレーション・ 
歯科技工士 Dental Digital Operation, RDT

前歯部審美修復
インプラント編

　この50分間の講演では、ヒトの精神における創造的なプロセスに関す
る 3つの方法について説明する。さらに、新旧のテクノロジーを発展さ
せるために過去 1世紀にわたって用いられてきた方法についても説明す
る。従来法とデジタルの比較を異なる種々の材料とテクニックについて
行う。この進化の過程に関する議論、それが果たしてより良いことなの
か、それとも単に違うだけなのかという議論は旧と新の調和の可能性を
説明するかもしれない。この講演では、新しい方法を知り、質の高い結
果に磨きをかけるために、われわれはどこへ行くべきかという議論を展
開する。そして、その旅はすべての新しい技術分野においてみられるよ
うに、われわれにより多くの可能性を与え続けてくれる。

　This 50-minute presentation will describe the three methods for the 
creative process in the human mind. And describe the way it has been 
used over the past century to develop traditional and new technology. 
A comparison of the traditional to the digital will be illustrated in dif-
ferent materials and techniques. A discussion of this evolutionary pro-
cess and whether it is better or just diff erent may explain the potential 
for harmony between the old and the new. This presentation will open 
the discussion to embrace where we must go to know new ways and 
to continue honing for quality results while the journey continues to 
give us more possibilities as is seen in all new technological fi elds.

演者関連本

E s t h e t i c  a n d 
R e s t o r a t i v e 
D e n t i s t r y : 
M a t e r i a l 
Se l ec t i on  and 
Technique, Third 
Edition（英語版）

10：20 ～ 11：10 

創造力～新旧テクノロジーのバランス～

Creativity：A balance between traditional and new 
technology

Douglas Terry　米国開業 Private Practice in USA

Restor ing  with 
Flowables（英語版）

　本講演においては、従来のアナログ的概念とワークフローに今日応用
可能なデジタル・ツールキットを探求する。全顎リハビリテーションを
行う上で重要な 3つのコンセプトについてとくに言及する。天然歯の形
態を模倣し、それをモノリシックな修復物に移し替える。モノリシック
な修復物の色調を理解し、調整する。機能的限界を明確にし、機能的に
症例を修復するための精度とワークフローを明らかにする。

　Lecture will explore the digital toolkit available today for traditional 
analogue concepts and workflows. Specifically will relate to 3 
important aspects of a complete rehabilitation. Copying natural 
shapes and transferring natural morphology to monolithic restora-
tions. Understanding and managing color in monolithic restorations. 
Precision and workflow for defining the functional envelope, and 
restoring functional cases.

11：10 ～ 12：00 

アナログ的な考え方からデジタル世界への適応

Adapting an analogue mindset to a digital world

Florin Cofar　ルーマニア開業 Private Practice in Romania
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163◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

A
HALL

審美修復のためのチームワーク（後半）
Team Approach for Esthetic Restoration Part 2

座長　Chairman
小田中康裕　Yasuhiro Odanaka
oral design彩雲・歯科技工士
oral design saiun, RDT

アネックスホール
F201・F202号室 対象：

 10/7（SUN）　13：30 ～ 15：30
 同時通訳 simultaneous interpretation

　医学と歯学は重大な変化を遂げている。個々人の知識や臨床経験、それぞれの学派はこの新しい千年紀に科学的エビ
デンスによって置き換えられ、臨床的行動を導き、治療を標準化するためのプロトコールとガイドラインを作り出した。
科学的エビデンスは、歯学を知識・術式、そしてこれらに由来する特筆すべき結果の順序づけられたセットとして提示する。
　しかし、いつもそうであるわけではなく、疑問も増え続けている。歯学は不完全な科学で、絶えざる変化や、不確定
でしばしば矛盾する知識があることをその特徴とする。それらは間違いを犯す可能性のある個人によって作成されたも
の、またはつねに自分の利益の上にあるものである。この種の歯学はどんどん消費者主義に近づき、基本的な要素から
遠ざかり、ゴールや患者からも遠ざかる。この世に理想的な治療というものはないが、成功を評価するためのもっとも
重要な人物が患者であることを共有できるならば、それは効果的な治療のひとつであるといえる。まず、われわれは自
分たちを頼ってきた患者をよく知り、次に、彼らの問題に対する解決策をともに探すべきである。

　Individual knowledge, clinical experience, schools of thought have been replaced in this new millennium by the 
scientifi c evidence that has produced protocols and guidelines for leading clinical behaviour and standardizing 
therapy. Scientifi c evidence presents dentistry as an ordered set of knowledge, procedures and remacable results 
from these derived. It is not always like this, and is also increasingly being questioned. Dentistry is an imperfect sci-
ence characterized by constant changes, uncertain and sometimes contradictory knowledge, created by individuals 
who can make mistakes, or always above their own interests. This type of dentistry, more and more consumerist, 
moves away from the fundamental component, from the goal: from the Patient. There is no ideal therapy, there is 
an eff ective therapy if shared with  the Patient that remains the most important person to evaluate the success. At 
fi rst we should to know the Person who turns to us and secondly, together, look for a solution to his/her problems.

13：30 ～ 15：30 

少しでも友人の手助けになれば
～患者を満足させるための臨床・技術手法～
With a little help of my friends clinical & technical way to patients satisfaction

Walter Gebhard　スイス開業・歯科技工士 Private Practice in Switzerland, RDT
Giuseppe Allais　イタリア開業 Private Practice in Italy

A
HALL

アネックスホール
F201・F202号室 対象：

 10/7（SUN）　15：30 ～ 17：00
 同時通訳 simultaneous interpretation

総義歯世界の潮流
Trends for Full Dentures

　1999年、だれもが不可能と考えていた“下顎総義歯の吸着”について報
告した。そして現在では、約87％の成功率を保ち、多くの無歯顎治療に
貢献している。この技法は、日本のみならず、とくに海外のデンチュリ
ストたちにも好評で、オーストラリア、カナダ、英国、中国、台湾、そ
して、東南アジアやインドでも流行している。できればインプラント手
術を避け、体に優しい安価な治療を受けたいという患者の望みと合致し
た成果であろう。今回は、デジタル技術も含めた世界の吸着義歯の発展
について述べてみたい。

　In 1999 we reported the mechanism of “mandibular suction eff ective den-
ture”, which had been believed impossible. Now we keep the success rate of 
about 87% and contribute to the achievement of many edentulous treatments.
This procedure is highly regarded and popular not only in Japan but also for 
overseas dentists in Australia, Canada, England, China, Taiwan, south-eastern 
Asia and India. This result seems come from the patient's hope for the non-
invasive and cheap treatment other than implant. The presentation will show 
the world wide development of absorptive dentures including the digital 
technology.

15：30 ～ 17：00 

世界に広がる下顎総義歯吸着テクニック
Spread of mandibular suction eff ective denture 
technique to the world
阿部二郎 Jiro Abe　東京都開業　Private Practice in Tokyo
小久保京子 Kyoko Kokubo　エースデンタル・歯科技工士 
Ace Dental, RDT

演者関連本

4 -STEPで 完 成 
下 顎 吸 着 義 歯 と
BPSパーフェクト
マニュアル－全無
歯顎症例に対応－

下顎総義歯吸着テ
クニック ザ・プロ
フェッショナル－
ClassⅠ／Ⅱ／ Ⅲ
の臨床と技工、そ
してエステティッ
ク－
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164 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

対象：

特別講演（前）
─トップランナーが語る現在の潮流─

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00

B
HALL

アネックスホール
F203・F204号室

演者関連本

QDT 2018年 7 月号

9：00～10：00

私の考えるプレスセラミックス
～別冊 BASIC PRESS CERAMICS＋～
赤坂政彦　TECHNOART D.R.C.・歯科技工士

　プレスセラミックスの製作過程は、従来の技工操作と
類似している反面、異なる部分も多い。そして、その特
性を理解することでテクニカルなエラーの大半を防ぐこ
とができると考える。プレスセラミックスの基本概念に

加え、昨年 7 月に発売された『QDT別冊 BASIC PRESS 
CERAMICS』の内容に準じ、その特性と独自の解釈をあ
わせた形での発表をしたい。

QDT別冊
ベーシックプレス
セラミックス─失
敗しないためのプ
レスセラミックス
ガイド─

演者関連本

QDT 2017年10～
11月号

QDT別冊
デジタル対応で学
ぶ！ 歯 科 医 師・
歯 科 技 工 士 必 携 
シェードテイキン
グ超入門

10：00～11：00

My shooting style

瓜坂達也　Lucent Dental Laboratory・歯科技工士

　臨床技工において、すぐに結果のわかる色調の調和に
関しては筆者も含め、皆が頭を悩ますのではないかと思
う。口腔内に調和した補綴物を製作するためには、色調
の具体的な情報をいかに精度高く収集できるかが鍵とな
る。しかし、シェードテイキングのための口腔内撮影法
やカメラの予備知識の習得は難しいと認識される傾向が

あり、なんとなくカメラを扱っているという方も多いと
思う。なぜなら、われわれ歯科技工士は口腔内の撮影方
法を学校で教わっておらず、臨床の中で自ら習得しなけ
ればならないからである。今回はシェード撮影に特化し
たデジタルカメラの基礎知識や設定の仕方を、筆者なり
の解釈で紹介したい。

演者関連本

QDT 2018年 1 月号

11：00～12：00

Rivaling natural teeth esthetics using 
contemporary ceramics fi ne arts
Naoki Hayashi　米国開業・歯科技工士 Private Practice in USA, RDT

　補綴修復治療の結果が審美的要件を満たしていない場
合、患者に受け入れてもらうことは困難である。それは
硬組織である歯冠のみならず軟組織においても同様で、
健康的かつ自然で審美的な結果が必要とされる。これら
が昨今の審美歯科補綴修復治療の要件となっていること
は、世界的な歯科の風潮において疑う余地はない。その

ためには、多種多様な材料から選択し、チームで治療計
画を熟考する必要がある。本講演では、インプラント修
復やポンティックボトムデザインにおいて、美しく健康
的な軟組織を得るための考察を皆様と共有したく思う。
審美歯科補綴修復治療とは、軟組織との戦いであると
言っても過言ではないのではないだろうか。

A Diary
─ Through the 
Lens─
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165◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

 10/7（SUN）　13：30 ～ 16：30対象：

ザ・セラミックワーク Part 2

B
HALL

アネックスホール
F203・F204号室

座長
山本　眞
M.YAMAMOTO CERAMIST’S ・歯科技工士

座長関連本

QDT 2017年 5 月号 QDT 2017年 8 月号

演者関連本

QDT 2018年 1 ～
3 月号

QDT 2017年 1 月号

13：30～14：30

前歯部セラミック修復における陶材築盛の理論と実践

湯浅直人　大谷歯科クリニック・歯科技工士

　少数歯補綴における天然歯様の色再現に関しては、過
去からさまざまな材料や製作理論が考案・発表され、メ
タルセラミックス全盛の時代と比較すると、自然感のあ
る補綴装置は一般に普及してきている。しかし、解剖学
的な個体差の幅が大きい天然歯の個々に異なる特徴を細
部まで模倣し、さらに、生命感のある生き生きとした表

現を加えなければ本当の調和とはいえず、これは材料が
発展した現在でも難しいことである。
　本講演では、色の再現としてもっとも難度の高い反対
側同名歯や隣接歯との調和を目指した少数歯補綴症例を
中心に供覧し、補綴装置製作における要点を解説する。

演者関連本14：30～15：30

形態美・色調美・機能美の追求

西村好美　デンタルクリエーションアート・歯科技工士

　歯の形態や色調に興味をもち、臨床の現場でさまざま
な症例に向き合ってきた。約40年間、セラミックの分野
を中心に技工を行ってきたその中で、「補綴治療を成功
させるために必要なものとは何か」についても日々追求
し、筆者自身、それらの整理とまとめをする時期にきて

いる。今回の講演では、その中でも特にライフワークの
ひとつとして取り組んでいる天然歯の歯牙形態と色調の
かかわりについて「形態」「色調」「機能」をテーマとして、
総合的に解説したいと思う。

ザ・プロビジョナ
ルレストレーショ
ンズ─補綴物の機
能・審美性を追求
して─

ネイチャーズ・モ
ルフォロジー─天
然歯牙に学ぶ形態
学─

演者関連本

QDT 2017年 8 月号QDT 2017年 5 月号

15：30～16：30

演題未定

山本 眞　M.YAMAMOTO CERAMIST'S・歯科技工士

演題未定．□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■

□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
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166 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

C
HALL

審美技工 世界の潮流
Trends in Esthetic Dental Technology

座長　Chairman
山田和伸　Kazunobu Yamada
カスプデンタルサプライ／カナレテクニカルセンター・歯科技工士
Cusp Dental Supply / Kanare Technical Center, RDT

アネックスホール
F205号室 対象：

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00
 逐次通訳 consecutive interpretation

　いまや、審美材料では世界的なスタンダードとなったジルコニアは、
コーピングのみならずフルカントゥアタイプの修復物としても周知され
ている。材料自体の透光性が向上したことに加え、インターオーラルス
キャナーからCADデザインされる環境では単一素材からの製作が要件
となる。
　今回の座長講演では、現代のジルコニアとその可能性を示しながら臨
床への応用例について解説したい。

　Zirconia is now a worldwide standard esthetic material not just for a 
coping but also as a full counter type of prosthetic material. Increase 
of the translucent material and it’s capability, it is necessary to use 
the raw material to CAD and use the data from intra oral scanner. In 
today's chairman's presentation I would like to show the possibility of 
the zirconia and the example of the clinical use.

演者関連本9：00 ～ 9：30 

The possibility of full contour zirconia

山田和伸  Kazunobu Yamada　カスプデンタルサプライ／カナレテクニカルセンター・歯科技工士  Cusp Dental Supply / Kanare Technical Center, RDT

QDT Art & Practice
2016年 4 月号

・過去から現在への歯科技工士の道。
・日本の歯科技工士学校の継承。
・歯科技工士が仕事で成功するための簡単な 3つの要素。①形態学、②
歯科撮影、③レシピ。
・歯科撮影における簡単な決まりごと。
・美容歯科と審美歯科の違い。手作業対機械的歯科。
・前歯部症例における内部ステイン法の成功の秘訣。
・前歯部ラミネートベニアの合わせ方。

-The 道 of a dental technician from past to the future.
-The heritage of a dental school in Japan.
-3 simple things the dental technician should achieve for successful 
work: 1-Morphology, 2-Dental Photography, and 3-Recipes.
-Couple words about the simple protocol of dental photography.
-The diff erence between cosmetic and aesthetic dentistry. Handcrafted 
dental restoration versus machinery dentistry.
-The Succession of Internal Staining Method for anterior cases.
-The way of matching anterior veneers.

9：30 ～ 10：45 

前歯部歯冠修復における内部ステインの成功方法

Succession of internal stain technic for matching anterior teeth

Alek Aronin　カナダ開業・歯科技工士 Private Practice in Canada, RDT

　本講演では審美領域におけるインプラント補綴を、最適に長期的かつ
審美的に修復するコンセプトの概要を解説する。強調したい点は治療結
果に影響を及ぼす生物的要因と歯科技術を深く理解することである。
歯科医師も歯科技工士も自然な笑顔を作るための新しい技術やデジタル
ツール、材料にアクセスできる。インターディシプリナリーアプローチ
は最善のケースマネージメントにもっとも必要なことであり、これを単
独歯と多数歯のケースにてデモンストレーションしたいと思う。

　 This presentation will outline the prosthetic concepts in manage-
ment of implants in the aesthetic zone with a view to achieving 
optimum long term aesthetics and stability. The emphasis will be 
on an understanding and application of the biological factors and 
dental technology that infl uence our treatment outcomes. Clinicians 
and dental technicians have access to an astounding array of new 
technologies, digital tools and materials to design predictable beautiful 
smiles. An interdisciplinary approach is the key to optimal case man-
agement and this will be demonstrated by cases ranging single tooth 
to complex multiple tooth restoration.

演者関連本

T h e  A r t  o f 
D e t a i l i n g ：
P h i l o s o p h i c a l 
Foundation（英語
版）

10：45 ～ 12：00 

最高仕様の審美修復とデジタルワークフロー
～希望的考えか新しいトレンドか～
High end aesthetics and digital workfl ow：wishful thinking or 
a new trend?

Luc Rutten　ベルギー開業・歯科技工士 Private Practice in Belgium, RDT
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167◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

C
HALL

特別講演（後）
─トップランナーが語る現在の潮流─

アネックスホール
F205号室 対象：

 10/7（SUN）　13：30 ～ 17：00
 逐次通訳 consecutive interpretation

　患者の高い要望を的確に把握するためには、歯科医師とのコミュニ
ケーションが重要である。デジタル環境の進化にともないデジタルデー
タを用いることでアナログに比べ情報量も多くなり、シミュレーション
からCAD/CAMを活用することにより高品質の補綴が可能となった。ま
た審美領域の新たな材料が増え、とくに高透過性を有したジルコニアは
臨床で十分な透過性と強度を保持し、築盛量が少なくても十分な審美性
の表現が可能となった。
　今回はデジタルを活用した効率的なコミュニケーション方法や最新マ
テリアルを用いた審美症例を紹介する。

　 It is important for the dentist to have a good communication to 
understand patient’s high expectation correctly. The improvement of 
the digital surroundings gave us more information comparing to ana-
log, and by using the simulation with CAD/CAM also gave us higher 
results in creating the restoration. Gained choice of the material in the 
esthetical area, especially the high translucency zirconia will provide 
enough translucencies and the strength for the clinical case and able 
to create esthetically with less porcelain buildup. In this presentation 
I would like to share the effi  cient way of communication by using the 
digital and also esthetical clinical case by using the latest material.

演者関連本

QDT Art & Practice
2016年 1 月号

13：30 ～ 14：15 

デジタルコミニュケーションと
新しいマテリアルの活用法
Digital communication and usage of the new material

枝川智之 Tomoyuki Edakawa　パシャデンタルラボラトリー・歯科技工士 PASHA Dental Laboratory,RDT

QDT Art & Practice
2016年 2 月号

　近年の歯科業界の技術的革新は目を見張る勢いで進んでいる。長年に
わたり身につけた技術・知識をスーパーコンピューターという頭脳に蓄
積・整理させることで現状でもっとも良い条件に近いデータを導き出せ
る。さらには、これらのビッグデータからディープラーニングされる一
部の分野では、AIへと発展していく可能性も秘めているなかで、われわ
れはさらに人間がもつ日常の感覚や対応能力を磨き上げる必要性がある
と考えられる。
　そこで今回は、デジタル(CAD/CAM)を使うためのアナログの必要性
を説明する。

　Recently the technological innovation in the dental fi eld is progress-
ing dramatically. Storing and arranging the long don technique and 
knowledge in the super computer known such as “Brain” will punch 
out the most ideal data. Deeply learned big data may evolve to AI in 
the near future, so we need to refi ne more of our feelings and capabil-
ity as a human. Today, I would like to explain the importance of the 
Analog to use the Digital CAD/CAM.

演者関連本

QDT 2017年 2 月号

14：15 ～ 15：00 

Digilog
～digitalとanalogの融合～
Digilog：The fusion of the digital and the analog

佐々木正二 Shoji Sasaki　大阪セラミックトレーニングセンター宮崎校・歯科技工士 Osaka Ceramic Training Center MIYAZAKI Branch,RDT

QDT別冊
Digital Dentistry 
YEAR BOOK 2017

　筆者は臨床を行う際、指標とするものは理想的な歯列や咬合だと考え
ている。これは本来、天然歯列から学ばなければならないのであるが、
その世界的に認められた模型を筆者は知り得ない。代わりに先人により
理想とされたワックスアップ模型を参考にしてきた。
　しかし、それでも実際の臨床では噛み合わせにつじつまが合わないこ
とが多く困惑しているのが現状である。
　そこで、本講演では天然歯の歯列と噛み合わせの関係を再考し、自分
なりに到達した現時点での結論をもとに臨床での補綴を考えてみたい。

　 I believe ideal dentition and the occlusion should be the index for 
the clinical work. Primary, these should be studied by natural dentition 
but I have not seen such well-known worldwide model. In steed I have 
used the well maid waxed model from the pioneer as a reference for 
the ideal dentition today. Unfortunately, it is still not clear in natural 
dentition and confusing even today. In this presentation I would like to 
reconsider the relation of the dentition and occlusion that will lead to 
the resent conclusion with clinical restoration.

演者関連本

the Quintessence
2016年 4 月号

15：00 ～ 15：45 

日本人の歯列と噛み合わせについて

Japanese dentition and occlusion

内藤孝雄 Takao Naito　五十嵐歯科医院・歯科技工士 Igarashi Dental Offi  ce,RDT

QDT 2018年 6 月
号
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168 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

　デジタル歯科は急速に変化している。口腔内スキャナーの発達やさま
ざまな機械と材料の発達、そして数多くの機械や材料に対応したテク
ニックが作られていく。本講演では口腔内スキャンデータを使用した多
様な臨床例を紹介する。補綴物を製作するにあたり、ジルコニアはセラ
ミックスや金に代わるものとなる。ジルコニアのさまざまな着色テク
ニックも紹介したいと思う。

　Digital dentistry is changing rapidly. Along with the development of 
intra oral scans, various equipment and various materials are being 
developed.
　 Various techniques have been developed to deal with equipment 
and materials. We show you various clinical cases along with pros-
thetic procedure using intra oral scan data. Among the materials that 
make up the prosthesis, zirconia is a substitute for ceramics and gold.
　We introduce various techniques for zirconia coloring.

15：45 ～ 17：00 

限界を超えて
～Changのジルコニア補綴カラーリングテクニック～
Beyond its limitation：Chang's coloring technique for zirconia prosthetics

Chang Hwan Kim　韓国開業・歯科技工士 Private Practice in Korea, RDT

 10/7（SUN）　9：00 ～ 12：00対象：

チェアサイド・ラボサイド両者の立場で咬合を考える

D
HALL

アネックスホール
F206号室

座長
杉元敬弘
京都府開業

演者関連本

QDI 2017年No.1 QDI 2017年No.5

9：00 ～ 9：45

チェアサイド・ラボサイドで診る咬合、そこにある共通点と相違点とは？

杉元敬弘　京都府開業

　歯科医療のデジタル化によって大きな変化をみせる現
在でもチェアサイド・ラボサイドの情報の伝達手段とし
ての実体をともなった咬合器と石膏模型の必要性はいま
だ変わらない。
　しかし、咬合器に石膏模型を付着する際の水平的要素
である下顎位と垂直的要素である咬合高径の設定は術者

の技量に大きく依存し、さらには生体は咬合器では表現
できない運動を行うために補綴物が口腔内で機能できな
いことも多々経験する。
　そこで今回はチェアサイド・ラボサイドで診る咬合の
共通点と相違点、そこから生じる問題点とその対処法を
考察してみたい。

演者関連本

QDT Art & Practice
2016年11月号

QDT Art & Practice
2016年12月号

9：45 ～ 10：30

咬合面形態と下顎運動について

長谷川篤史　Organ Dental Labo・歯科技工士

　われわれ歯科技工士が製作する修復物の目的は、自然
（天然歯および下顎運動）に調和し、既存の機能を阻害す
ることなく生体に組み込まれ、咀嚼や発音などの機能を
満たすことにある。
　その目的を達成するためは、顎関節（下顎運動）および
骨格形態、そして各歯牙の解剖学形態を深く分析して理

解し、歯牙形態学あるいは顎機能学かのどちらかに偏る
のではなく、理想的には融合したものを目指さなければ
ならない。
　今回は、これらのことを理解してもらうことで日常臨
床での下顎運動に調和した修復物の製作への一歩に繋げ
ていただければ幸いである。

演者関連本

QDT 2017年 3 月号 the Quintessence
2018年 3 月号

10：30 ～ 11：15

臨床に応用しうる咬合理論とは？

土屋嘉都彦　大分県開業

　現在にいたるまでさまざまな咬合理論が発表されてき
たが、高いレベルの科学的根拠が示されている理論はい
まだ存在せず、咬合を理解することは一見難解に思える。
そのために実際の臨床では咬合理論が軽視されることも
少なくない。
　しかし、咬合理論を軽視しては、どのような補綴処置

であっても成功に導くことが難しいことも周知のとおり
である。咬合を理解するためには、咬合理論と臨床の実
状をすり合わせる必要がある。
 そこで、今回は、臨床に応用できる咬合理論とは何か
を考察したい。
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169◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

演者関連本

QDT Art & Practice
2016年 6 月号

11：15 ～ 12：00

歯科技工における咬合の重要性

藤尾  明　AXIA DENTAL TECHNOLOGY・歯科技工士

　近年、前歯部審美修復治療の手技・手法、理論の発展
は目覚ましく、とくに補綴物を使用した修復は多くの要
件やそれにともなう材料選択が整理され、達成されつつ
ある。一方、咬合治療、臼歯部修復治療に関しては要件
の整理はされつつあるものの、具体的かつ明瞭でない点

が多いように思われる。これは、咬合理論の習得が難解
な点と、前歯部と比較して患者の審美的要求度が低い部
位であることが原因と考えられる。
　そこで今回は「アンテリア・ガイダンス」と「バーティ
カル・ストップ」を考察したい。

対象：

最新 Digital Dentistry 事情

 10/7（SUN）　13：30 ～ 14：30

D
HALL

アネックスホール
F206号室

デジタルセッション

演者関連本

QDI2017年 4 号the Quintessence
2016年 3 月号

13：30 ～ 14：00

Digital dentistryの現在と未来予測

荒井昌海　東京都開業

　デジタル機器が歯科の臨床に応用されて10年以上が経
過した。現在の課題として、デジタルは使用して当然の
ものとして捉え、何を選択するか、これから何が伸びて

くるか、そして何がアナログとして残るかの見極めが重
要だと考える。今回はこの時点での最新のdigitalを紹介
しながら今後の展望を予測したい。

演者関連本

QDT 2017年 3 月号QDT Art & Practice 
別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デ
ン テ ィ ス ト リ ー 
2015／2016

14：00 ～ 14：30

Application of digital dentistry

千葉豊和　北海道開業

　口腔内スキャナーと 3 Dプリンターの登場によりデジ
タルデンティストリーという言葉が一気に注目されてき
ている。日進月歩で進化するデジタル技術は、今後さら
に進化し日常臨床に取り入れられていくのは必然である
が、現時点ではすべての症例を従来型の印象採得から口
腔内スキャナーに、石膏模型から 3 Dプリンターに移行

するというフルデジタル化にはまだ種々の問題があると
考えられる。
　今回は、筆者自身が現状のデジタルテクノロジーを臨
床上どこまで応用しているか、今後どのような可能性に
ついて期待しているかについて考察したいと思う。

 10/7（SUN）　14：40 ～ 17：00対象：

チームで取り組むデンチャーワーク

D
HALL

アネックスホール
F206号室

座長
佐藤幸司
佐藤補綴研究室・歯科技工士

座長関連本

QDT Art  & Pract ice 
2014年 2 月号

QDT Art  & Pract ice 
2015年 3 月号

14：40 ～ 15：50 

欠損補綴の目的から考える
～機能させるパーシャルデンチャー・オーバーデンチャー～
松川敏久　奈良県開業 ／ 奥森健史　デンタル・プログレッシブ・歯科技工士

演者関連本

QDT Art & Practice
別冊
ジャパニーズ エ
ステティック デ
ン テ ィ ス ト リ ー 
2016／2017

QDT 2017年 7 月号
　欠損補綴において、パーシャルデンチャーやオーバー
デンチャーも重要なオプションになる。欠損部位に咀嚼
ユニットをいかに適正なポジションに回復し、口腔内に
てどう維持・安定させるかがキーとなる。補綴後のリス
クも予測し、再介入時の“次の一手”を考えておくこと
も必要であろう。歯を復元させるプロセスでは、目に見

える“色・形態”と、それらが歯列として一体化しそこ
へ加わる機能的考察、すなわち目には見えない“力”の
コントロールを双方が意識することで、高い水準でチェ
アサイド・ラボサイドでのコラボレーションにつながる
と思う。
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170 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

15：50～17：00

チームで取り組む床義歯臨床
松本勝利　福島県開業 ／ 西岡健一　サンジョー・歯科技工士

快適に咀嚼でき、長期に安定する床義歯を製作するための６STEPと情報共有＆活用法　松本勝利

口腔内で長期に安定し快適に咀嚼できる床義歯製作の実際　西岡健一

演者関連本

GDS総義歯の真髄 QDT2017年10月号

　口腔内で快適に咀嚼でき、歯列欠損の拡大防止および
顎口腔機能を維持・改善できる床義歯を製作するために
はチェアサイドとラボサイドの連携が必須であることは
周知のとおりである。しかし、実際に患者さんに接して
治療を進行していくのは、特殊なラボ環境や治療環境で
ないかぎり多くの場合チェアサイドのみであり、歯科技

工士に治療の立会いを求めることが困難な場合もある。
　そこで今回は、床義歯(部分・全部床義歯)の製作ステッ
プを 6ステップに分割し、その目的を果たすために各ス
テップでチェアサイドとラボサイドが情報共有しなけれ
ばならない事項とその活用法について、会場の皆さんと
ともに考えていきたいと思う。

　理想的に顎口腔機能を改善させる義歯の製作にあたっ
ては、チェアサイドとラボサイドで情報を共有すること
で、総合的な治療計画の構築がチームとして行える。
　技工作業は模型分析から開始するが、詳細な口腔内情
報があればより効果的な設計・製作を行うことができ
る。歯科技工士は、資料を基に義歯の維持・支持・把持

の設計を行い、高い多様性をもつ床義歯を最小限の動揺
に抑える方法を技工物の設計の中で表現する。
　今回は、長期にわたり安定して咀嚼できる部分床義歯
を実現するための技工ステップについて、症例を通して
紹介させていただく。

対象：

明日からの臨床に役立つ！！　テクノロジストの部屋

 10/7（SUN）　13：30 ～ 15：45

E
HALL

アネックスホール
E206号室

演者関連本

QDT 2017年 5 月号QDT Art & Practice 
2016年 2 月号

13：30～14：30

一口腔単位での補綴設計を考える
～審美と機能を確立させる義歯製作の ₃つのポイント～
五十嵐  智　correct-design・歯科技工士

　総義歯製作にはさまざまな基準値や規格が用いられて
いる。しかしその基準値や規格は歯科医師ごとに千差万
別で、それらに対応するための知識と技術が求められて
いる。そのため、ラボサイドで押さえておきたい 3つの
ポイントは、「咬合器付着方法」「咬座印象」「リマウント」

である。この 3点を確実に行うことで品質のバラつきを
なくし、高いレベルで品質の均一化を図ることが可能と
なる。そこで本講演では、現在筆者が取り組んでいる機
能と審美を確立するための総義歯製作システムを、さま
ざまな症例を通してご紹介させていただく。

演者関連本

QDT Art & Practice
2014年 9 月号

QDT Art & Practice
2013年 8 月号

14：45～15：45

実践・生体に調和する補綴物軸面形態の捉え方
～天然歯解剖学形態と文献から考察する～
藤本光治　ミナミ歯科クリニック・歯科技工士

　歯科治療において重要な炎症と力のコントロールを達
成するうえで補綴物形態が大きく影響することは言うま
でもない。 1本のクラウンに着眼してみると、咬合の安
定・顎関節・付着器官などへの影響を及ぼす咬合面と、
清掃性・歯肉の健康に大きな影響を及ぼす軸面から成り

立っている。本講演では特に炎症のコントロールに重要
な補綴物軸面形態の捉え方について、生体に不調和にな
る原因を考え分析するところから補綴製作までを天然歯
解剖学的形態および文献から考察し、実践的知識・技術
を臨床に落とし込む過程をお話しさせていただきたい。
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国内演者
以下、五十音順。

あ
青井良太　84・123

青木　聡　142

青島徹児　59・104

青嶋　仁　101

赤坂政彦　164

麻生幸男　66

渥美克幸　68

阿部二郎　61・163

阿部伸一　148

阿部晴彦　72

天川由美子　58

天野敦雄　66・90

新井秀明　81

荒井昌海　169

荒木秀文　133

有友たかね　154

安生朝子　148

安藤彰啓　95

安東俊夫　54

安藤智也　86

い
飯田光穂　139

飯田吉郎　69・177

五十嵐　智　170

五十嵐　一　42

池上龍朗　137

池邉一典　153

井澤常泰　67

石井彰夫　71

石井　宏　132

石川知弘　49

石川　亮　132

石谷徳人　62・157

石原美樹　91

石部元朗　86

泉　英之　50・86

和泉雄一　48

伊藤　中　66

伊藤直人　86

伊藤　寛　97

伊藤雄策　123

糸瀬正通　72

井上　和　95

井上治子　96

井上裕之　85

伊原啓祐　107

今井俊広　47

岩城謙二　106

岩佐康行　151

岩田健男　72

岩田光弘　71

岩野義弘　132

う
上田秀朗　56・135

上野博司　71

上濱　正　132

上原芳樹　103

植松賢治郎　82

牛窪敏博　112

薄井秀敏　107

薄井由枝　95

浦野　智　53・54

瓜坂達也　164

え
枝川智之　167

榎本紘昭　72

遠藤眞美　92

円林秀治　76

お
大川敏生　137

大河雅之　118

大河原純也　36

大谷一紀　86・117

太田博見　145

大塚　淳　135

大月基弘　158

大村祐進　121

大森有樹　129

大山繁幸　140

大渡凡人　154

岡口守雄　50

岡﨑英起　73

岡崎好秀　90

岡澤綾佳　82

岡村乃里恵　94

小川勝久　97

小川祐司　150

興地隆史　112

奥野幾久　60

奥森健史　169

長田耕一郎　138

小田中康裕　101

小田師巳　133

小濱忠一　162

か
柿崎陽介　63

加治初彦　70・135

柏井伸子　156

梶原浩喜　85

片山章子　95

勝山英明　122・177

加藤尚則　108

加藤正治　93

金澤尚義　83

金子　至　93

金成雅彦　120

亀山秀和　138

河井　聡　157

川崎律子　97・144

河島紘太郎　75

河津　寛　72

河奈裕正　124

川端秀治　140

河原太郎　78

河原英雄　144

川良美佐雄　141

神戸　良　68

き
貴島佐和子　92

北折　一　95

北迫勇一　153

北島　一　53

北原信也　117

北村和夫　67

鬼頭寛之　107

木ノ内　聡　82

木下富貴　82

木林博之　104

木原敏裕　74

鬼原英道　86

木村英隆　131

く
陸　誠　103

久木田　大　75

窪木拓男　125

窪田　努　134

久保哲郎　104

熊谷真一　130

熊谷直大　66

倉治ななえ　96

倉田　豊　80・140

栗林拓也　84

黒川　綾　94

黒嶋伸一郎　136

黒滝義之　145

黒飛一志　97

桑田正博　104

け
元　永三　127

こ
古宇田道生　84

国賀就一郎　138

小久保京子　163

後藤吉啓　57

許斐　敦　81

小林明子　148

小林賢一　129

小林　実　78

小牧令二　94
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小峰　太　120

小宮山彌太郎　158

古谷野　潔　46

小山邦宏　106

さ
斎田寛之　135

齋藤　淳　38

佐氏英介　86

榊　恭範　56

坂口雄一　140

坂田輝之　138

佐々生康宏　155

佐々木正二　167

佐々木　猛　57

佐藤幸司　169

佐藤貞雄　142

佐藤大典　82

佐藤琢也　133

佐藤裕二　106・155

佐藤洋司　131

澤泉仲美子　85

澤田則宏　113

三條直哉　83

し
塩田　真　41

重岡修司　80

宍戸孝太郎　83

志田和浩　103

品田和美　91

柴原孝彦　134

渋澤龍之　70

嶋　浩人　62

嶋田　淳　64

清水清恵　144

清水信行　154

清水宏康　131

下川公一　73

下田孝義　105

白井健太郎　83

白石和仁　116

白石豊彦　145

白土　徹　139

白鳥清人　123

申　基喆　114

神保　良　69

す
須貝昭弘　145・157

菅原佳広　86

杉元敬弘　168

杉山精一　67

鈴木　淳　107

鈴木健造　40

鈴木仙一　42

鈴木哲也　61

鈴木秀典　158

鈴木宏樹　145

鈴木浩司　141

鈴木真名　37

須田剛義　86・128

須藤　享　67

須藤哲也　106

須呂剛士　153

せ
成　仁鶴　135

関　克哉　108

関　錦二郎　103

関崎和夫　63

関根　聡　97

関野　愉　148

そ
十河厚志　162

十河基文　124

園山　亘　74

た
田井規能　137

高井周太郎　81

高井基普　129

鷹岡竜一　130

高垣智博　86

髙田光彦　133

高橋慶壮　134

高橋　健　104

髙橋　哲　38・134

高橋恭久　65

田上めぐみ　93

高森志保　79

高柳篤史　154

滝澤　崇　109

瀧野裕行　39・114

竹内泰子　90

武田朋子　74

田島菜穂子　93・176

田中憲一　140

田中譲治　61

田中秀樹　56

田村　恵　92

ち
チェ・ムンシク　107

千葉豊和　169

千葉英史　55

つ
塚田智子　84・156

月星光博　51

築山鉄平　43・52

辻　翔太　43

辻本恭久　132

津田忠政　135

土屋　厚　84

土屋和子　149

土屋嘉都彦　168

土屋賢司　121

土屋　覚　126

土屋美佐子　82

筒井照子　46・139

筒井祐介　130・138

都築優治　103

堤　春比古　75

坪井陽一　64

て
寺内吉継　112

寺西邦彦　61

寺本昌司　41

と
徳永哲彦　71

十時久子　155

殿塚量平　74

な
内藤孝雄　167

中居伸行　69

中川雅裕　40

中川洋一　96・144

中澤正絵　176

中島清史　105

中島稔博　70

中島　康　65

中田光太郎　38・115

永田省藏　60

中村健太郎　47

中村茂人　129

中村社綱　72

中村昇司　177

中村雅之　73

中家麻里　79

中山尚仁　143

夏堀礼二　74

行田克則　120

に
新村昌弘　177

二階堂雅彦　39・116

西岡健一　170

西田　亙　91

西村和美　135

西村好美　165

西山英史　130

西依亜矢　94

任　順隆　80

ぬ
布巻純治　76

沼田華恵　81
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の
野阪泰弘　125

は
萩原芳幸　105

白田チヨ　93

橋中知之　108

橋場千織　119

橋本　等　131

長谷川篤史　168

長谷川嘉昭　97・144

馬場一美　126

濵田真理子　97

林　千絵　43

林　文昱　80

林　丈裕　69

林　美加子　66

林　美穂　122

林　洋介　68

原田和彦　70

ひ
樋口克彦　138

樋口　惣　139

樋口琢善　73

日髙豊彦　104

平井友成　68

平川俊洋　80

平山富興　69

弘岡秀明　148

ふ
深井穫博　150

福田知恵子　153

福田幹久　43

福西一浩　113	

藤井未来　109

藤尾　明　169

藤木省三　91

藤田大樹　86

藤田　亨　139

藤本光治　170

藤原康則　139

船越栄次　38・52

船登彰芳　40・49・135

ほ
保坂啓一　86・136

堀内克啓　49

堀之内康文　134

本多正明　47

ま
前田芳信　60

前畑　香　92

槇　宏太郎　119

牧草一人　48

増田長次郎　139

松井徳雄　54

松尾幸一　71

松川敏久　169

松木良介　76

松島正和　128

松田光正　131

松田博文　65

松永興昌　86

松野智宣　65

松丸悠一　60

松本和久　133

松本勝利　60・170

松本邦夫　36

丸尾勝一郎　43・136

丸橋理沙　156・176

み
三上奈緒子　83

水上哲也　116

水木さとみ　90

水口稔之　73

水野秀治　153

溝上宗久　75

三橋　純　133

三橋哲哉　138

皆川　仁　125

南　清和　85

南　昌宏　40・57

宮崎真至　58

宮地栄介　84

宮下順子　152

宮下裕志　152

宮田匡人　80

宮本貴成　43

閔　成弘　43・52

む
村上惠子　92

村上伸也　115

も
森　昭　94

森田　誠　104

森本淳史　142

森山聖子　79

門馬勇樹　108

や
谷田部　優　106

山口幸子　91

山口千緒里　158

山﨑　治　130

山﨑長郎　36・37・

100・126

山﨑要一　95

山下恒彦　100

山下素史　136

山田明子　79

山田和伸　166

山羽　徹　124

山道信之　127

山本浩正　90

山本　眞　165

山本真道　136

ゆ
湯浅直人　165

よ
吉岡隆知　67

吉木雄一朗　136

吉田健二　68

吉野真由美　156

吉松繁人　75

吉村知久　108

吉村理恵　78

米澤大地　120

米永一理　145

米山武義　154

わ
若林健史　155・176

脇田雅文　42

渡邊正二　81

渡部譲治　85

渡辺隆史　70

渡邉文彦　68

渡邉祐康　75

綿引淳一　70

和田誠大　106
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海外演者
以下、ラストネームのアルファベット順。

A
Louie Al-Faraje　64

Giuseppe Allais　163

Alek Aronin　166

B
Aliakbar Bahreman　62

George Bogen　112

Rino Burkhardt　115

C
Cheng-Yu Chen　76

Hung-Lin Cheng　75

Jin Choe　78

Wan Ki Choi　78

Florin Cofar　162

D
Sillas Duarte　118

F
Vincent Fehmer　101

Federico Ferraris　118

G
Walter Gebhard　163

Willi Geller　102

Petra Gierthmüehlen　100

Stefano Gracis　40

Markus Greven　142

H
Naoki Hayashi　164

Ronaldo Hirata　58

Feng Chuan Ho　128

Sabrina Chiung Hua Huang　

77

J
Jim Janakievski　53

K
Kumiko Kamachi　56

Shiro Kamachi　56

Matthias Kern　117

Chang Hwan Kim　168

David Minjoon Kim　53

Ki-Tae Koo　39

L
Mauro Labanca　124

Kwang Sub Lee　79

David K.C Li　128

Jerry C. Lin　127

Pen-Hsin Lin　76

M
James E. Metz　126

Francesco Mintrone　57

Vincent J．Morgan　105

Paula Moynihan　150

O
Hyun Oh　78

P
Cheol-Ho Paik　127

Loris Prosper　121

R
Giulio Rasperini　116

Domenico Ricucci　50

Marisa Roncati　54

Luc Rutten　166

S
Irena Sailer　101

Werner Schupp　119

Devorah Schwartz-Arad　

122

Fabio Scutellà　121

Jörg R. Strub　46

T
Giorgio Tabanella　48

Douglas Terry　162

Tiziano Testori　41

U
Istvan Urban　38・49

V
Pascal Valentini　39

W
Philip Weinstein　152

Y
Aki Yoshida　102

Z
Homa H. Zadeh　114

Giovanni Zucchelli　36
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	 10月６日（土）／	Oct	6th（Sat）
	 10月７日（日）／	Oct	7th（Sun）

ランチョンセミナー

抄録 Abstract

会議
センター

展示
ホール

アネックスホール

A/B

歯科衛生士のための
“オシャレ”なランチセミナー

ハーバーラウンジ

A/B

歯科技工士・デジタルデンティストリーシンポジウム

“ デジタル ”ランチョンセミナー
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176 ◎座長・演者の略歴や会場関連の情報がスマートフォン用アプリ「クイント歯科大会」でご覧いただけます。

 10/6（土）　12：30 ～ 14：30（ランチセット）／ 14：30 ～ 16：30（スイーツ）

A
60席限定
12:30 ～ 16:30

ハーバー
ラウンジ

1979年、アポロ歯科衛生士
専門学校卒業。現在、ナグ
モ歯科赤坂クリニック勤務。

 12：30 ～ 14：30

丸橋理沙　フリーランス・歯科衛生士

患者さんの理解を高め
るメインテナンスツー
ル

　メインテナンスを行う際に患者が求めることの
ひとつに、口腔内の説明がある。メインテナンス
の重要性の理解を得るためにも、鏡を使うだけ
でなく、口腔内を鮮明に記録し、説明することが
不可欠である。メインテナンスの手順を見直し、
より患者満足度を上げることも必要であろう。今
回ヴィジュアルアプローチを軸に、新たな口腔内
ツールや患者への説明についてお話しする。

 14：30 ～ 16：30

田島菜穂子　ナグモ歯科赤坂クリニック・
歯科衛生士

次世代の歯科衛生士
へ！　長く勤務するう
えでの器具へのこだわ
り

　歯科衛生士の仕事を少しでも長く、やりがいを感じながら続けてほしい。
一歯科医院で常勤務している私から次世代の歯科衛生士の皆様へのメッセー
ジである。長く勤務するうえで大切なことは、医院での自身のポジションを
認識し、コミュニケーションを図りながらストレスを溜めない・集中力を切
らさない・疲労を溜めないこと、そのためにもこだわりの器具が必要となる。
これが、私自身超音波スケーラーを歯肉縁下で使用するきっかけにもなった。
　患者の健康を守り、自身の健康も守る。そのためのこだわりは何か、継続

（職や患者の来院）の大切さについてディスカッションしたい。

歯科衛生士が取り組む
歯周病と全身管理～糖
尿病患者への対応～

中澤正絵　富谷中央病院・歯科衛生士

現在、医療法人盟陽会富谷中央病院勤務、
日本歯周病学会認定歯科衛生士、宮城県
糖尿病療養指導士。

　日本における糖尿病患者の割合は 4 人に １ 人となり、歯科
医院でも糖尿病を抱えた患者を診る機会が増えてきた。また
歯周病は糖尿病第 6 の合併症といわれており、現在も数々の
調査研究が行われている。そのような状況から、歯科におい
て歯周病治療を担当する歯科衛生士にとって、糖尿病を理解
することは重要であると考える。 
　今回は歯周病と糖尿病の関係についてわかりやすく解説す

るとともに、私の普段の臨床を紹介しながら歯周病治療のポ
イントについて講演をさせていただきたい。また、私が臨床
で行っている口腔衛生指導の実際を紹介し、参加者のみなさ
まにも実習という形でご体験いただこうと思う。歯科衛生士
という仕事を楽しく、やりがいを持って取り組んでいただく
ヒントになれば幸いである。

　歯科衛生士が歯周基本治療に従じる際の問題の １ つとし
て、歯肉縁下の炎症物質の取り残しが挙げられる。論文を見
ても、 ５ mm以上の深さの歯周ポケットの80％以上で縁下歯
石や病的セメント質の取り残しがあるといわれている。従来
では、いかにエキスパートになってSRPのトレーニングをし
たとしても、実際に歯肉縁下での取り残しを確認する方法は
外科的手法によりオープンフラップするしかなかった。

　しかし現在、歯肉縁下に使用する内視鏡が開発され、ファ
イバースコープを歯肉縁下へ挿入することで、モニターで歯
肉縁下や歯根の状態を確認しながら、取り残しのチェックや
SRPができるようになった。非可視化の状態での施術から可
視化の状態での施術が可能になり、より確実なSRPが可能に
なったのである。本講演では、内視鏡について詳しく解説を
していく。

　より良い歯周治療を進めるためには、患者との良好なコミュ
ニケーションや院内スタッフ間での円滑な情報の共有化が必
要不可欠である。歯科衛生士、歯科医師、院内スタッフにお
ける良好なコミュニケーションを図るためのポイントやツール
を交え、実際に活用している院内システムについてお話しする。
　歯科衛生士が行う歯周治療を中心とした診療システムをど
のように行っているのか？　歯科衛生士の行う非外科処置、

歯科医師によって行われる歯周外科処置の診断基準や治療後
のメインテナンスへ移行のタイミングなどについても述べて
いきたい。また実際に歯周外科処置時を行う際には、患者に
とってもスタッフにとっても、より安全で快適な診療を行う
ために必要な、事前のスタッフ間におけるカンファレンスや
器材の準備、洗浄滅菌などの器材再生処理についても説明し
ていく。

B
54席限定
12:30 ～ 14:30

ハーバー
ラウンジ

 10/ ７（日）　12：30 ～ 14：30（ランチセット）

可視化でより確実な歯
周基本治療へのアプ
ローチ

丸橋理沙　フリーランス・歯科衛生士

2006年、新大阪歯科衛生士専門学校卒業。
現在、フリーランスにて研修・講演活動
を行っている。A

60席限定

ハーバー
ラウンジ

円滑な歯周治療を行う
ためのコミニュケー
ションとツール

若林健史　東京都開業

1982年、日本大学松戸歯学部卒業。現在、
若林歯科医院院長、日本大学客員教授、
日本歯周病学会理事。B

54席限定

ハーバー
ラウンジ

☞本セミナーは、10月 6 日（土）、 7（日）の 2 日間、パシフィコ横浜ハーバーラウンジにて開催。日頃触れ合うことのでき
ない“憧れの講師陣”とランチセットやスイーツを食べながらゆっくりと語り合うことができる。

※ 3　整理券は一人 1枚、一医院 5名までとする。
※ 4　�申込みは 1セミナーのみとし、10月 6日（土）ハーバーラウンジAセミナー

への参加は12：30～または14：30～のどちらかのみとする。

※ 1　�日本国際歯科大会参加登録証持参の方のみ参加可能。
※ 2　�整理券は両日会議センター受付側にて先着順で配付し、なくなり次第

終了とする（10月 6 日（土）は 8：15、10月 7 日は（日）は 8：30配布開始）

歯科衛生士のための
“オシャレ”なランチセミナー

歯
科
衛
生
士
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　ラ
ン
チ
セ
ミ
ナ
ー
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A
HALL

アネックスホール
F201・F202号室

インプラント治療
における“Digital 
Transformation”

飯田吉郎　愛知県開業

 1992年、岡山大学歯学部卒業。
EAO（European Academy of 
Osseointegration）認定医。

　"Digital Transformation"とは、Digital技術の浸透が人々の
生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念で
あるが、インプラント治療においてもDigital技術が診査・診
断・治療計画・外科・補綴のすべての分野に浸透してきてお

り、より安全・確実でcomplicationの少ない治療が可能となっ
てきた。本講演では、インプラント治療において、デンツプ
ライシロナ社が展開するDigital Solutionを紹介していきたい。

 10/6（土）　12：15 ～ 13：00

B
HALL

アネックスホール
F203・F204号室

加速するデジタルエボ
リューション

勝山英明　神奈川県開業

1991年、九州大学歯学部大学院卒業、歯
学博士。現在、東京医科歯科大学臨床教授。

　デジタル化によるインフォメーションネットワークの進化
は、われわれを取り巻くすべての分野で加速し続けている。
歯科におけるデジタル化の波も例外ではなく、これからの変
革はわれわれのすべてが経験したことのない大きなものと
なると予測されている。歯科でのデジタル化はCAD/CAMと

CTから始まり、過去１0年間はそれぞれのデジタルワークフ
ローが分断化されていたが、ここに来て口腔内スキャナーや
３Dプリンターの登場により治療プロトコルは大きく変化し
つつある。デジタルデンティストリーの現況から将来ヴィ
ジョンまでを総括する。

A
HALL

アネックスホール
F201・F202号室

インプラント治療にお
けるデジタルデンティ
ストリーの現在、そし
て未来への展望

新村昌弘　東京都開業

1986年、九州大学歯学部卒業。医学博士。
現在、埼玉医科大学非常勤講師、日本口
腔インプラント学会指導医。

　現在、インプラント治療におけるデジタル化の進歩は著し
い。その中でも口腔内光学印象はその基本となるデジタル
データを供給する非常に重要な機器として注目を浴びてきて
いる。診査・診断やガイデッドサージェリー、CAD/CAM、
矯正治療への応用など、その適応範囲は非常に多岐にわたる

だけでなく、今までの歯科治療を根本的に変革するような大
きな変化をもたらしてきている。今回は、当院で行われてい
る口腔内光学印象機器を使用したインプラント治療や、矯正
治療などを通じて歯科治療の未来への応用を検証してみたい
と考える。

B
HALL

アネックスホール
F203・F204号室

Intra Oral Scanner
を用いた、高透光性ジ
ルコニア接着臨床

中村昇司　東京都開業

1998年、日本歯科大学大学院卒業。現在、
八重洲歯科診療所院長、日本歯科大学接
着歯科学講座非常勤講師。

　近年のデジタル技術の広がりには目を見張るものがある。
精度に優れたIOS（Intra Oral Scanner）を使用することで、患
者の負担を大きく軽減することが可能となった。さらに機械
的強度と審美性を兼ね備えた、高透光性ジルコニアが発表さ
れ注目を集めている。ジルコニアは機械的強度に優れる材料

であるが、MI達成の観点からも二次う蝕抑制の観点からも、
装着時には接着性レジンセメントの使用が望ましい。以上を
ふまえ、今回はIOS、高透光性ジルコニア、そして接着性レ
ジンセメントを含めた接着臨床の包括的な内容としたい。

 10/7（日）　12：15 ～ 13：00

177◎座長・演者関連本は、会議センター１階および展示ホールで開催中の「第８回 ワールドデンタルショー」のクインテッセンスブースで購入可能です。

☞10月 6 日（土）、 7 日（日）の 2 日間、パシフィコ横浜アネックスホールにて開催の「歯科技工士・デジタルデンティスト
リーシンポジウム」会場においてランチョンセミナーを ４ 題開催いたします。ご入場に必要な整理券（無料）は、 6 日（土）
は朝 8 時15分より、 7 日（日）は朝 8 時30分より、アネックスホール前の受付で配付いたします。ぜひ、ご参加ください。

10/6（SAT） 12：15 ～ 13：00
10/7（SUN） 12：15 ～ 13：00歯科技工士・デジタルデンティストリーシンポジウム

“ デジタル ”ランチョンセミナー

歯
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技
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「�ソーセージテクニック」 のＵｒｂａｎに学ぶ
歯槽堤増大術の指南書

垂直的および水平的
歯槽堤増大術
ソーセージテクニックと
新たなコンビネーショングラフト

監訳

和泉雄一
窪木拓男
山﨑長郎

翻訳統括
石川知弘
伊藤雄策
瀧野裕行
中田光太郎
船越栄次

【著】

Istvan Urban
米国 ロマリンダ大学歯学部 インプラント科

Adjunct Assistant Professor
ハンガリー ブダペスト開業
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