第 18回日本歯科審美学会・第 26回日本接着歯学会
合同学術大会プログラム
メインテーマ：「接着と審美」

大会長挨拶：寺田 善博 大会長
会 長 挨 拶：田上 順次 会長
■日本歯科審美学会総会 【11月 17日（土）12：30〜13：00 大ホール】
■日 本 接 着 歯 学 会 総 会 【11月 18日（日）9：30〜10：00 大ホール】
■会長講演・基調講演 【11月 17日（土）9：30〜10：30 大ホール】
『人々から求められる歯科医療―審美と MIの調和―』
座長：石橋 寛二（岩手医科大学歯学部歯科補綴学第二講座）
講師：田上 順次（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学講座 う蝕制御学分野）

■特別講演 【11月 17日（土）11：30〜12：30 大ホール】
『仮想身体の表情と美について』
座長：寺田 善博（大会長・九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学講座 咀嚼機能制御学分野）
講師：源田 悦夫（九州大学大学院芸術工学研究院）

■教育講演Ⅰ 【11月 17日（土）10：30〜11：30 大ホール】
『
「美しく魅力的な顔」とは―顔の評価における生物学的背景を考える―』
座長：三浦 廣行（岩手医科大学歯学部歯科矯正学講座）
講師：中島 昭彦（九州大学大学院歯学研究院 口腔保健推進学講座 咬合再建制御学分野）

■教育講演Ⅱ 【11月 18日（日）10：00〜11：00 大ホール】
『再生医療の未来は？』
座長：赤川 安正（広島大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔頸部医科学講座 先端歯科補綴学分野）
講師：各務 秀明（東京大学医科学研究所 幹細胞組織医工学寄附研究部門）

■教育講演Ⅲ 【11月 18日（日）13：00〜14：00 大ホール】
『オールセラミックスの成形と接着』
座長：熱田

充（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座 健美補綴学分野）

講師：宮崎

隆（昭和大学歯学部歯科理工学教室）
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■シンポジウムⅠ 【11月 17日（土）13：30〜15：30 大ホール】
「日本歯科審美学会認定医講習会」
『接着技術が変えた歯科審美―きれいで美しい歯をいつまでも―』
座長：宮崎 真至（日本大学歯学部保存学教室修復学講座）
講師：田上 直美（長崎大学医学部・歯学部附属病院専門歯科）
『審美的歯冠補綴における接着』
日野浦 光（東京都開業）
『ダウンサイジング治療の提案』
安田

登（東京都開業）
『歯と歯列を守る』

歯科治療の目的は，失われた機能と審美性を回復することであり，そのためにさまざまな器具および材料が用
いられてきた．いかに精緻な技術を用いて歯質を切削し，歯冠修復に用いるさまざまな材料を使いこなすかとい
うことに，歯科医師の努力のほとんどが傾注されてきた．しかし，繰り返される歯科治療は，いつのまにか歯の
喪失につながっていることに気がついた今日では，治療法にも変革がもたらされている．とくに，接着技術の発
展は，齲蝕をはじめとした歯科疾患の捉え方に変更を迫るとともに，臨床手技をも変更させるインパクトを有す
るものであった．
このシンポジウムでは，接着技術の発展，治療も予防の範疇に入るという考え方からの疾病予防，あるいは口
腔疾患の捉えかたについて考えてみたい．そこで，接着歯学をリードするオピニオンリーダーに登壇を願って，
「接着・審美・健口（康）
」をキーワードとしてお話をいただく予定である．
（座長：宮崎真至）

■シンポジウムⅡ 【11月 18日（日）14：00〜16：30 大ホール】
「日本歯科審美学会認定医講習会」
『審美歯科治療における審美のクライテリア』
座長：下川 公一（福岡県開業）
講師：水上 哲也（福岡県開業）
『軟組織のマネージメントにおける獲得目標とクライテリア（共通基準）
』
林

美穂（福岡県開業）
『Hard Tissue management を考察する』

榊

恭範（福岡県開業）
『歯周組織と上部構造の調和』

筒井 照子（福岡県開業）
『咬合と顔貌』
審美性を歯科治療のなかで学問化するのは，きわめて難しい．
歯科審美学会として，その治療法を語るのであれば，まず審美歯科の誰もが納得するクライテリアを確立して
おかなくてはならない．診断なくして治療なし．それは，医療に携わるものとしては，まず最初に肝に命じてお
かなくてはならない言葉である．
診断とは正常に対する概念のなかで異常を見つけ出すことである．すなわち正常のクライテリアが整理されて
いないと，異常と診断することはできないはずである．今回のシンポジウムでは，審美性の改善を目的とした治
療を行うにあたり術者はどのような根拠のもとに診断を下し，その治療法を計画し審美歯科治療としての結果を
出したのか，また個々の歯，歯周組織，口腔全体から顔貌に至るまで，各シンポジストの審美歯科治療概念を審
美性のクライテリアとしてまとめることができれば，プランナーとしての重責が果たせたことになると思ってい
る．
（座長：下川公一）

■海外招待講演 【11月 18日（日）11：00〜12：00 大ホール】
『Tissue Augmentation for Anterior Esthetic』
座長：中村 隆志（大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座（歯科補綴学第１教室）
講師：Chang‑Joon YIM （韓国歯科審美学会（KAED）会長）
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■臨床セミナー
●臨床セミナー 1）
・2）【11月 17日（土）10：20〜11：20 同窓会館小講堂】
座長：佐藤

亨（東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座）

1) 『金属アレルギーと欠損補綴の今後』
講師：松村 光明（東京都開業，東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科アレルギー外来）
2) 『メタルフリー修復の現状と今後』
講師：三浦 宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野）
●臨床セミナー 3）
・4）【11月 17日（土）11：30〜12：30 同窓会館小講堂】
座長：千田

彰（愛知学院大学歯学部保存修復学講座）

3) 『長期臨床経過例から見た接着性修復材料に求められる諸要件』
講師：福島 正義（新潟大学歯学部口腔生命福祉学科口腔介護支援学講座）
4) 『前歯部 MI審美接着修復の最前線』
講師：冨士谷盛興（広島大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔頸部医科学講座 健康増進歯学分野）
●臨床セミナー 5）
・6）【11月 17日（土）13：30〜14：30 同窓会館小講堂】
座長：鈴木 司郎（東京都開業）
5) 『歯科用 CAD/CAM による即日審美修復』
講師：風間龍之輔（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔健康科学講座 う蝕学分野）
6) 『ジルコニアの接着用表面処理と臨床応用』
講師：梶原 浩忠（鹿児島県開業）

■歯科技工士セッション 【11月 18日（日）9：30〜15：00 中ホール③】
●特別講演 【11月 18日（日）14：00〜15：00】
「日本歯科審美学会認定士講習会」
『包括的審美補綴の実際』
座長：末瀬 一彦（大阪歯科大学歯科技工士専門学校）
講師：DT 増田長次郎（㈱カロス・兵庫）
●シンポジウム 【11月 18日（日）9：30〜12：00】
『デンタルベストパートナー・テクニシャンとのコラボレーション』
座長：元

永三（福岡県開業）

講師：DT 大石 庸二（㈲ APEX D.T.S.・福岡)『審美補綴の製作−患者さんの要求は？−』
DT 石三 晃一（デンタル ライズ・福岡)『空間にイメージする「形態への拘り」』
大村 祐進（山口県開業）
・DT 木村 好秀（和田精密歯研㈱・大阪）
『審美補綴におけるクラウンカントゥアの考え方』
●一般演題発表 【11月 18日（日）13：00〜14：00】
［13：00〜13：36］
座長：石川功和（東京都開業）
DT‑O‑1. ジルコニアフレームを用いた審美補綴
ティーズテクニカルスタジオ㈲， ナグモ歯科赤坂クリニック
○齋藤哲也，佐藤

孝

DT‑O‑2. 審美的な総義歯製作のための新重合システムについて
Japan ALPS Dental Evolution， ㈱松風
○中込敏夫，沖本祐真
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DT‑O‑3. プロビジョナルレストレーションの審美的補強について
医 社団嵐城会 五十嵐歯科医院

○内藤孝雄
［13：36〜14：00］
座長：長岡 英一（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面補綴学分野）
DT‑O‑4. デジタルカメラを使用したシェードのデータ確定方法について
JADE， 大分アルプス歯科
○澤畠孝重，向井道夫 ，安藤寿英 ，尾崎 寛 ， 松真人
DT‑O‑5. 擬似口唇を使用した総義歯における審美的な前歯部排列
東京都歯科技工士会
○石川功和

■歯科衛生士セッション 【11月 18日（日）9：30〜15：50 同窓会館小講堂】
●特別講演 【11月 18日（日）14：50〜15：50】
「日本歯科審美学会認定士講習会」
『歯科衛生士の立場からみた審美歯科』
座長：田島菜穂子（ナグモ歯科赤坂クリニック・東京）
講師：村上 恵子（村上歯科医院・東京）
● DH セミナー 【11月 18日（日）13：00〜13：45】
『ホワイトニングコーディネーターの認定資格を活かす！』
座長：久光

久（昭和大学歯学部齲蝕・歯内治療学講座）

講師：永瀬 佳奈（松尾歯科医院・東京）
●シンポジウム 【11月 18日（日）9：30〜12：00】
『デンタルベストパートナー・ハイジニストとのコラボレーション』
座長：水上 哲也（福岡県開業）
講師：DH 延田 万里（歯科・林美穂医院・福岡）『審美歯科に対する歯科衛生士の役割』
『ドクターと衛生士の共同で行う歯周治療』
DH 鳥居奈穂美（西原歯科医院・福岡）
『補綴物と歯周組織の調和を目指して
DH 渡辺比呂子（白石歯科医院・福岡）
―プロビジョナルレストレーションからメインテナンスまで―』
『前歯部インプラントと歯科衛生士の関わり』
DH 下田 裕子（水上歯科クリニック・福岡）
●ランチョンセミナー 【11月 18日（日）12：00〜13：00】
『ホワイトニング情報』
●一般演題発表 【11月 18日（日）13：45〜14：45】
［13：45〜14：21］
座長：佐藤博信（福岡歯科大学咬合修復学講座冠橋義歯学分野）
DH‑O‑1. 審美補綴にかかわる歯科衛生士の役割
ナグモ歯科クワバラクリニック
○中村映子，桑原

栄

DH‑O‑2. 歯冠修復物のマージン適合が細菌叢に及ぼす影響
ナグモ歯科赤坂クリニック
○田島菜穂子，佐藤 孝
DH‑O‑3. デジタル口腔内写真の審美歯科治療への有効活用について
水上歯科クリニック
○花岡弥生
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［14：21〜14：45］
座長：永瀬 佳奈（松尾歯科医院・東京）
DH‑O‑4. 歯科衛生士がチャレンジした歯型彫刻
アルプス歯科
○黒岩紀子
DH‑O‑5. 来院患者の意識調査―ホワイトニングと審美歯科―
長崎歯科医院
○益田正子

■市民フォーラム 【11月 17日（土）15：30〜17：00 大ホール】
『美しい顔で豊かな人生を送るために―生涯にわたる 歯 の健康づくり―』
司 会：福地 高子（RKB ラジオパーソナリティ）
コメンテーター：下川 公一（福岡県開業）
増田 純一（佐賀県開業）
清水 義之（福岡県開業）

■一般演題発表（口演・ポスター）
一般口演 【11月 17日（土）10：30〜12：20，13：30〜15：33 中ホール③】
接着性・接着強度> ［10：30〜11：06］
座長：中嶌 裕（明海大学歯学部歯科生体材料学講座）
O‑1. ウォーキングブリーチ後の象牙質に対するコンポジットレジンの接着
大阪歯科大学歯科保存学講座
○村田文子，白石 充，鈴木康一郎，西田尚敬，三木秀治，初岡昌憲，岩田有弘，吉川一志，山本一世
O‑2. オールインワンシステムを用いたレジンコーティング法の牛歯象牙質に対する接着強さ
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学講座 う蝕制御学分野，
東京医科歯科大学 21世紀 COE プログラム
○高橋礼奈 ，有吉芽生 ，二階堂 徹 ，田上順次
O‑3. OptiBond Solo plus，OptiBond all‑in‑one と歯質との接合界面の観察
虎の門病院歯科
○杉崎順平，森上 誠，宇野 滋，山田敏元
接着・シングルステップ> ［11：07〜11：43］
座長：新海 航一（日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第２講座）
O‑4. アドヒーシブの塗布時間がシングルステップシステムの歯質接着性に及ぼす影響
日本大学歯学部保存学教室修復学講座， 日本大学総合歯学研究所生体工学研究部門，
○天野紫乃 ，坪田圭司 ，黒川弘康

，利根川雅佳 ，安藤 進

，日野浦 光

日野浦歯科医院

，宮崎真至

O‑5. 術者の違いがシングルステップシステムの歯質接着性に及ぼす影響
日本大学歯学部保存学教室修復学講座， 日本大学総合歯学研究所生体工学研究部門
○川本 諒 ，土屋博昭 ，岩佐美香 ，坪田圭司

，渡邉珠代 ，陸田明智

，宮崎真至

O‑6. シングルステップシステムの乳歯および永久歯への接着
日本大学歯学部保存学教室修復学講座， 日本大学総合歯学研究所生体工学研究部門，
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 小児顎口腔発達管理学分野
○植草智史 ，山口佳奈子 ，土屋博昭 ，池田昌彦 ，稲毛寛彦
宮崎真至
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，藤本善裕 ，細矢由美子

，

その他・レジン> ［11：44〜12：20］
座長：田中 卓男（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座 咬合機能補綴学分野）
O‑7. リン酸カルシウム塩添加試作レジンシステムを用いた直接歯髄覆罩効果について
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第２講座
○加藤千景，鈴木雅也，新海航一，加藤喜郎
O‑8. ボンディング材による根面コーティングが象牙質の耐酸性に及ぼす影響
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学講座 う蝕制御学分野
○田島賢一，井上 剛，二階堂 徹，田上順次
O‑9. HCl‑NaOCl処理後の接着界面における Acid‑base Resistant Zone の SEM 観察
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学講座 う蝕制御学分野，
東京医科歯科大学 21世紀 COE プログラム・歯と骨の分子破壊と再構築のフロンティア
○西村美穂 ，井上 剛 ，二階堂 徹 ，田上順次
セラミック> ［13：30〜14：06］
座長：𠮷山 昌宏（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建学講座 歯科保存修復学分野）
O‑10. CEREC3インレーのスライスカット適応に対する試み
尾島クリア歯科， 榎本クリニック・矯正歯科， 新大塚榎本クリニック・歯科
○林崎雅樹，榎本 勤 ，渡邊一裕，細野 明 ，西嶋和也
O‑11. CEREC3 MOD インレーの臨床的な適合性向上に対する試み
尾島クリア歯科， 榎本クリニック・矯正歯科， 新大塚榎本クリニック・歯科
○渡邊一裕，榎本 勤 ，林崎雅樹，細野 明 ，西嶋和也
O‑12.オールセラミックブリッジ連結部のデザインの違いが強度に及ぼす影響
東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座， 松原歯科医院
小野寺こづえ，○野本俊太郎，佐藤

亨，齋藤文明，三穂乙暁，平地正茂，高梨聖敏，本間慎也，松原秀憲

修復物の色調> ［14：07〜14：31］
座長：中込 敏夫（東京都開業）
O‑13.セラミックブロック IPS Empress CAD に関する色彩学的検討
岩手医科大学歯学部歯科補綴学第二講座， ㈱デンタルプラッツ
○小澤典子，伊藤創造，大平千之，小見憲夫，田中敏之 ，石橋寛二
O‑14.コンポジットレジンの光特性に及ぼすレイヤリングの影響について
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学講座 う蝕制御学分野，
東京医科歯科大学 21世紀 COE プログラム
○堀江加奈子 ，有本綾子 ，池田正臣 ，西村耕三 ，中島正俊 ，田上順次
症例報告> ［14：32〜15：08」
座長：宮内 修平（大阪府開業）
O‑15.精神的因子が顎関節症（TMD）患者に及ぼす影響―特に Bruxismとの関連について―
井原歯科クリニック・顎関節研究所，
○井原邦夫，

田歯科医院

田秀夫

O‑16.咬合異常関連症例への対応
井出デンタルクリニック
○井出 徹
O‑17.歯周病患者に対する矯正治療の機能的・審美的効果
日本大学松戸歯学部歯周治療学講座
○松江美代子
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その他・審美> ［15：09〜15：33］
座長：黒田 康子（大阪府開業）
O‑18.審美歯科とメイクアップを関連づけたシュミレーターの開発―歯を白くするとメイクアップも楽しくなる―
西村歯科医院， 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学講座 う蝕制御学分野，
東京医科歯科大学 21世紀 COE プログラム
○西村耕三

，稲垣晃良 ，堀江加奈子 ，有本綾子 ，池田正臣 ，田上順次

O‑19.審美歯科におけるアンチエイジング
ナグモ歯科赤坂クリニック， ナグモ歯科浦和クリニック， ティーズテクニカルスタジオ
○佐藤 孝，佐藤由紀子，田島菜穂子，桑原 栄 ，斉藤哲也
ポスター発表 【11月 17日（土）9：30〜18日（日）15：30 中ホール①②】
ポスター討論 【11月 18日（日）12：00〜13：00 中ホール①②】
接着系>
P‑1. 新しいオフィスブリーチング材に関する基礎的研究
―その１ オフィスブリーチングがレジンのエナメル質接着強さに及ぼす影響―
愛知学院大学歯学部歯科保存学第一講座
○河合利浩，掘江 卓，山田三良，柳原 保，千田

彰

P‑2. 酸処理併用と繰り返し荷重が咬耗歯象牙質の接着強さに及ぼす影響
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第２講座， 日本歯科大学新潟病院総合診療科
○新海航一，白野 学 ，海老原

隆 ，若木 卓 ，関 秀明 ，鈴木雅也，加藤喜郎

P‑3. 熱サイクルと表面処理が TMPTフィラー含有コンポジットレジンの追加築盛部分の接着強さに及ぼす影響
長崎大学医学部・歯学部附属病院総合歯科， 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科健美補綴学分野，
日本大学歯学部歯科補綴学教室Ⅲ講座
○久松徳子，田上直美，熱田 充 ，小泉寛恭 ，中村光夫 ，松村英雄
P‑4. スメアー層の無い非脱灰象牙質における GM プライミングの効果
昭和大学歯学部齲蝕・歯内治療学講座
○楠 みづほ，及川美早，伊藤和雄，久光 久
P‑5. EDTA処理された象牙質への GM プライマーとボンディング材の浸透性
昭和大学歯学部齲蝕・歯内治療学講座
○那須裕弥，谷 千尋，伊藤和雄，久光 久
P‑6. 接着前処理の違いによる根管象牙質接着強さについて
愛知学院大学歯学部歯科保存学第１講座， 愛知学院大学歯学部歯科補綴学第２講座，
愛知学院大学歯学部同窓会学術部
○中野健二郎

，成橋昌剛 ，長谷川哲也 ，友田篤臣 ，山田三良 ，服部正巳 ，増田浩男

千田 彰
P‑7. ボンディング材の薄膜密着強度について
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯冠修復学
○堀田正人，小竹宏朋，作 誠太郎，日下部修介，村田雄基，山本宏治
P‑8. 水中浸漬によるアドヒーシブの経時的硬さ変化
鶴見大学歯学部第一歯科保存学教室
○原 麻由子，秋本尚武，桃井保子
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，

P‑9. 1液型１ステップ接着システムの採取後の放置時間が象牙質接着耐久性に及ぼす影響
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建学講座 歯科保存修復学分野
○山田敦子，土居潤一，西谷佳浩，𠮷山昌宏
P‑10. 市販 One‑step Dentin Bonding Systemの接着性能について
昭和大学歯学部齲蝕・歯内治療学講座
○加藤幸代，谷 千尋，楠 みづほ，伊藤和雄，久光 久
P‑11. セルフアドヒーシブレジンセメントにおける前処理の効果
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科保存修復学分野
○星加知宏，西谷佳浩，山路公造，高橋 圭，𠮷山昌宏
P‑12. オールインワンアドヒーシブシステムの歯頸部歯質に対する接着強さ特性
日本歯科大学生命歯学部歯科保存学講座， 日本歯科大学東京短期大学
○原

学，山田 正，鈴木貴規，久保田佐和子，柵木寿男 ，貴美島 哲，奈良陽一郎，勝海一郎

P‑13. ヒト歯根象牙質に対するコア用レジンの微小引張り接着強さ
鶴見大学歯学部歯科補綴学第二講座
○橋本 興，坪田有史，佐々木圭太，牧野泰千，西村 康，深川菜穂，福島俊士
P‑14. 新規 PMMA系レジンセメントの機械的性質
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学分野，
三菱東京 UFJ 銀行健康センター（本館）歯科
○大竹志保，三浦宏之，五島健一，遊佐耕一郎，福井雄二，駒田 亘，小椋直樹
P‑15. 新規支台築造用コンポジットレジンの機械的性質の検討
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学分野，
三菱東京 UFJ 銀行健康センター（本館）歯科
○福井雄二，駒田 亘，三浦宏之，大竹志保，遊佐耕一郎，五島健一，小椋直樹
P‑16. 咬合負荷部位の違いが歯頸部の応力分布に及ぼす影響―三次元有限要素法による検討―
九州歯科大学齲蝕歯髄疾患制御学分野， 九州歯科大学生体材料学分野
○陳 克恭，田島清司 ，小園凱夫 ，寺下正道
P‑17. セラミック修復材料とコア用レジンとの接着界面の観察
昭和大学歯科病院美容歯科， 昭和大学歯学部齲蝕・歯内治療学講座， 昭和大学歯学部歯科理工学教室，
昭和大学歯科病院中央技工室
○小安正洋，真鍋厚史，小林幹宏，田中玲奈 ，野澤美喜，久光 久 ，藤島昭宏 ，鍛冶田忠彦

，

宮崎 隆
P‑18. ジルコニアに対するレジンセメントの接着強さ
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 咬合機能補綴学分野
○村原貞昭，堀 沙弥香，村口浩一，嶺﨑良人，鬼塚 雅，田中卓男
P‑19. ジルコニアに対するポーセレンの焼付け強度に関する研究
大阪歯科大学歯科技工士専門学校
○末瀬一彦，木下浩志
P‑20. ジルコニアフレームとジルコニア用陶材との焼付強度の検討
大阪大学大学院歯学研究科， 大阪大学臨床医工学融合研究教育センター， 大阪府開業
○財満千晶，若林一道 ，赤尾 剛 ，六人部慶彦 ，中村隆志，矢谷博文
P‑21. 歯科用 CAD/CAM により製作されたオールセラミックインレーの破折強度について―グレージングの影響―
新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔健康科学講座 う蝕学分野， 新潟大学歯学部口腔生命福祉学科
○浅井哲也，風間龍之輔，福島正義 ，興地隆史
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P‑22. レジンコーティング表面が及ぼす印象材への影響
サンメディカル㈱， 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食機能保存学講座 う蝕制御学分野
○今井啓文，松平知子，二階堂 徹 ，田上順次
P‑23. 歯質コーティング材の象牙質シール性
サンメディカル㈱研究部， 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 咬合機能補綴学分野，
アラバマ大学歯学部・補綴
○田中晴美，荒田正三，小里達也，大槻晴夏，田中卓男 ，鈴木司郎
P‑24. 仮着用セメントの基本的諸性質に関する研究
日本大学歯学部保存学教室修復学講座， 日本大学総合歯学研究所生体工学研究部門
○井上直樹 ，山本 明 ，安田源沢 ，大藤竜樹 ，色川敦士 ，千葉康史 ，森 健太郎 ，宮崎真至
P‑25. 仮着材が合着用セメントの歯質接着性に及ぼす影響
日本大学歯学部保存学教室修復学講座， 日本大学総合歯学研究所生体工学研究部門
○渡邉孝行 ，髙見澤俊樹

，辻本暁正 ，澁谷陽子 ，大岡悟史 ，色川敦士 ，宮崎真至

P‑26. 床用レジンと高密度フィラー含有コンポジットレジンとの接着耐久性
福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野
○川口智宏，吉田兼義，津江文武，清水博史，髙橋 裕
審美系>
P‑27. 歯科用分光測色器「シェードパイロット」を用いたコンポジットレジン修復
鶴見大学歯学部第一歯科保存学教室
○浅野倉栄，秋本尚武，池島 巌，大森かをる，中村ルミ，桃井保子
P‑28. セラミッククラウンセット後の色調変化について
昭和大学歯科病院美容歯科， 昭和大学歯学部齲蝕・歯内治療学講座， 昭和大学歯学部歯科理工学教室，
昭和大学歯科病院中央技工室
○中馬宏子，真鍋厚史，竹内健一郎，小栗卓也，内田登紀子，久光 久 ，藤島明宏 ，宮崎 隆 ，
鍛冶田忠彦
P‑29. オールセラミッククラウンの色調構築について
―歯冠色グラデーションを表現した新しいセラミックブロックの応用―
岩手医科大学歯学部歯科補綴学第二講座
○遠藤 聡，伊藤創造，大平千之，小澤典子，石橋寛二
P‑30. 歯科用測色装置 Crystaleye Spectrophotometer の臨床応用に関する検討
岩手医科大学歯学部歯科補綴学第二講座
○石岡真理絵，大平千之，伊藤創造，猪又裕美子，石橋寛二
P‑31. 二酸化チタン光触媒のオフィスホワイトニングにおける効果
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 う蝕制御学分野，
東京医科歯科大学 21世紀 COE プログラム 歯と骨の分子破壊と再構築のフロンティア，
三菱ガス化学㈱
○陶山雄司 ，荻巣慎一朗 ，岸川隆蔵 ，岸 綾香 ，大槻昌幸 ，田上順次

，長 隆博

P‑32. オフィスホワイトニングの臨床評価―ピレーネとハイライトの比較―
日本歯科大学附属病院総合診療科
○石川明子，石井由紀子，岡田威一郎
P‑33. ホワイトニングを行った歯の形態学的研究
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建学講座 歯科保存修復学分野
○大前正範，山田敦子，穴吹優佳，岸本麻実，高橋 圭，西谷佳浩，𠮷山昌宏
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，倉田浩志

P‑34. 酸化アルミニウムセラミックスを用いたラミネートベニア修復について
日本大学歯学部歯科補綴学教室Ⅲ講座
○小峰 太，小林一久，齋藤文子，岩井貴之，松村英雄
P‑35. 非切削接着ブリッジによる欠損歯の修復
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科保存学第２講座， 日本歯科大学新潟病院総合診療科
○加藤喜郎，加藤千景，荻須崇仁 ，鈴木雅也
P‑36. 新規光重合型フッ素徐放性審美的ティースメイクアップシステム ビューティーコート の操作性と
患者の満足度について
新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔健康科学講座 う蝕学分野， 新潟大学歯学部口腔生命福祉学科
○若松里佳，竹中彰治，子田晃一，興地隆史，福島正義
P‑37. ホワイトニング後の患者満足度と臨床要因について
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 齲蝕学分野， 長崎大学医学部・歯学部附属病院専門歯科
○横田春日，田上直美 ，林 善彦
P‑38. 高齢者の口腔の現状に関する満足度と WHO/QOLの関連性
㈶ライオン歯科衛生研究所， 新潟大学， 日本歯科大学
○武井典子，石川正夫，渋谷耕司，高田康二，福島正義 ，岩久正明
P‑39. 長崎大学病院審美歯科外来における歯科衛生士の取り組み
長崎大学医学部・歯学部附属病院， 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科， 日本大学歯学部
○中村佳代子，井手孝子 ，横田春日，田上直美，松村英雄
P‑40. 見えない矯正治療を臨床に取り入れる為に
あいび歯科， リモーネ矯正歯科，
○三宅正純

，鈴木理皓

理皓歯科，

波多野歯科

，波多野 一

P‑41. 審美歯科治療における咀嚼・発語運動応用の重要性
ナグモ歯科クワバラクリニック， ナグモ歯科赤坂クリニック
○桑原 栄，佐藤 孝 ，中村映子
P‑42. ミニマルインターベンションに基づく修復法の臨床応用に関するアンケート調査
九州大学大学院歯学研究院 歯内疾患制御学分野， 九州大学大学院歯学研究院 咀嚼機能制御学分野
○松下美樹子，畦森雅子，坂井貴子 ，後藤康治
P‑43. 過酸化物を使用しない酸化チタンによる歯の漂白システムの開発
中京大学， ㈱ソワレ， ㈱ホワイトニング
○野浪 亨，生川昌樹 ，山上博之 ，木藤哲也 ，砂口賢一
P‑44. ホワイトニングコーディネーター制度―受講者アンケート結果―
日本歯科審美学会ホワイトニングコーディネーター委員会
○星野睦代，永瀬佳奈，田島菜穂子，大森かをる，古谷彰伸，大槻昌幸，椿 智之，東光照夫，佐藤 孝，
久光 久，田上順次

■商業展示 【11月 17日（土）9：30〜18日（日）15：30 中ホール①②】
■懇親会
合同役員懇親会 【11月 16日（金）18：30〜20：00 グランドハイアット・福岡】
合 同 懇 親 会 【11月 17日（土）17：30〜19：30 九州大学医学部百年講堂】
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