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開 会 式 　6月 18日（日）9：30～ 9：45　大阪国際交流センター　さくら　2F

司会　蓮舎寛樹

開会の辞　第 48 回近畿東海矯正歯科学会大会長 神原敏之

挨　　拶　近畿東海矯正歯科学会会長 北井則行

学術口演 　9：45～ 10：45　大阪国際交流センター　さくら　2F

座長：不破祐司

 1-0945　咬合力と顎顔面形態の関係

井上美香　　太田千佳子　　坂本恵美子　　江藤美希　　本田　領

四井資隆＊　　神原敏之　　川本達雄 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

 ＊（大阪歯科大学歯科放射線学講座）

 2-1000　上顎に歯列内側機械的矯正装置　下顎にレベルアンカレッジ装置を用いた

3症例

大浦寿哉 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

座長：岸本正雄

 3-1015　当科におけるスクリュータイプインプラント植立システム

川口美須津　　宮澤　健　　田渕雅子　　小川清隆　　松浦宏昭＊

栗田賢一＊　　後藤滋巳 （愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座）

 ＊（愛知学院大学歯学部口腔外科学第一講座）

 4-1030　CT による上顎大臼歯部への TAD 植立部位の評価

橋本和哉　　岡下慎太郎　　西浦亜紀　　本田　領　　蓮舎寛樹　

神原敏之　　川本達雄　　四井資隆＊ （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

 ＊（大阪歯科大学歯科放射線学講座）

休　憩　10：45 ～ 11：00

座長：西浦亜紀

 5-1100　含歯性嚢胞による上顎犬歯埋伏を伴った骨格的 3級症例の一治験例

戸苅　健　　蔦谷さつき　　小川清隆　　後藤滋巳

 （愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座）

 6-1115　Pushback 法を施行した片側性完全口唇口蓋裂の 2症例

平野吉子 （大阪府立母子保健総合医療センター口腔外科）
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総 　 会 　11：30～ 12：00　大阪国際交流センター　さくら　2F

休憩・昼食 12：00～ 13：45

（13：00～ 13：45　学術展示・一般症例展示　質疑応答時間）

学術口演 　13：45～ 14：15　大阪国際交流センター　さくら　2F

座長：社　浩太郎

 7-1345　フーリエ変換を用いた軟組織側貌外形線のスペクトル分析

本田　領　　本田智世　　山脇　裕＊　　川本達雄

 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

 ＊（大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

 8-1400　Accelerated Tooth Movement by CORTICISION獏 as an Osseous 

Orthodontic Paradigm

Young-Guk Park　Seung-Goo Kang　Su-Jung Kim

 （Department of Orthodontics Kyung Hee University, Seoul, Korea）

休　憩　14：15 ～ 14：30

特別講演 　14：30～ 16：30　大阪国際交流センター　さくら　2F

座長：神原敏之

演題：“COMMON SENSE MECHANICS ─DIFFERENTIAL MOMENTS─”

演者：Thomas F. Mulligan, D.D.S., M.S.D.（Phoenix, Arizona）

閉 会 式 　16：30～ 17：00　大阪国際交流センター　さくら　2F

 司会　蓮舎寛樹

次期大会長挨拶　第 49 回近畿東海矯正歯科学会大会長 足立　敏

閉会の辞　　　　第 48 回近畿東海矯正歯科学会大会長 神原敏之
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学術展示 　9：30～ 16：30　大阪国際交流センター　1F　ギャラリー
（13：00～ 13：45　質疑応答時間）

01　抜歯および非抜歯で治療した叢生症例

山路　守　　玉田　亨 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

02　日本人正常咬合者における骨格と歯槽部の垂直的評価について
長屋和也　　速水勇人　　神原敏之　　川本達雄
 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

03　下顎骨の側方偏位を伴う顎変形症患者の左右側乳様突起の対称性について
─ 3D-CT による検討─
林　和男　　永田雄己　　西浦亜紀　　本田　領　　蓮舎寛樹　　金　漢俊
神原敏之　　川本達雄　　四井資隆＊ （大阪歯科大学歯科矯正学講座）
 ＊（大阪歯科大学歯科放射線学講座）

04　Antegonial Notch の深さと咬筋の体積によって分類した下顎骨の形態的特徴
勝見友晴　　坂本恵美子　　本田　領　　蓮舎寛樹　　西浦亜紀
四井資隆＊　　神原敏之　　川本達雄 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）
 ＊（大阪歯科大学歯科放射線学講座）

05　下顎両側第二小臼歯の先天性欠如を伴う空隙歯列の一治験例
高品朋江　　佐田彩子　　山口英治　　川崎馨嗣　　北井則行

 （朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野）
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一般症例展示　9：30～ 16：30　大阪国際交流センター　1F　ギャラリー
（13：00～ 13：45　質疑応答時間）

1．上顎前突

1-01　ブラケット除去後に咬合関係がより改善された一治験例
中本清嗣 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

1-02　下顎側切歯 2本の先天欠如を伴う上顎前突・過蓋咬合の 1治験例
大村由美子 （金沢医科大学同門会）

1-03　動的治療終了後 10 年経過症例
兼松茂仁 （近畿矯正歯科研究会）

1-04　変則的な抜歯をおこなった上顎前突症例
高橋一朗 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

1-05　片顎抜去治療した上顎前突症例
高橋一朗 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

1-06　前歯叢生を伴う上顎前突症例
浜田昌彦　　浜田充彦 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

2．下顎前突

2-01　下顎骨の clockwise rotation による骨格の前後的不調和の改善を行った下顎前突症例
好田春樹　　平田哲也＊ （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

 ＊（大阪大学歯学研究科顎口腔機能再建学講座）

2-02　開咬を伴う成人下顎前突症例
月星千恵 （愛知県）

2-03　骨格性下顎前突症例
久保端生 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

3．叢　　生

3-01　著しい叢生を伴う過蓋咬合症例
増永守雄　　前川宣子＊ （大阪府）

 ＊（京都府）
3-02　カリエスによる多数歯欠損を伴う成人叢生症例

伴　美津枝 （中日本矯正歯科医会）
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3-03　著しい叢生を伴う Angle Class Ⅰ症例
山田尋士　　阿部有香＊　　山田義博＊＊ （近畿矯正歯科研究会）

 ＊（大阪歯科大学歯科矯正学講座）
 ＊＊（大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

3-04　顎の偏位を伴った Angle Ⅰ級症例
浜田充彦　　浜田昌彦 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

4．上下顎前突

4-01　保存不可能な歯のスペースを利用した成人上下顎前突症例
荒垣依子　　大浦寿哉＊ （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

 ＊（大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

5．開　　咬

5-01　上顎の狭窄を伴うハイアングルの開咬症例
峰田雅章 （福井県）

5-02　加齢とともに生じた開咬の長期経過症例
荻野　茂 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

5-03　開咬傾向を伴った骨格性 3級症例
岡下慎太郎　　荒垣芳元　　山田尋士＊ （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

 ＊（近畿矯正歯科研究会）

5-04　舌前突癖を伴う骨格性 2級開咬症例
大野弘子　　八木孝起＊　　谷川千尋　　高田健治

 （大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室）
 ＊（朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野）

7．外科的矯正治療

7-01　鋏状咬合を伴う上顎前突症例
高橋登史子　　高橋一朗＊ （奈良県）

 ＊（大阪歯科大学歯科矯正学講座）
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認定医更新用症例報告　9：30～ 16：30
 大阪国際交流センター　1F　ギャラリー
 （9：30～ 13：45　審査および試問のため，入室・閲覧はできません。）

1．上顎前突

A1-01　上顎歯列弓狭窄を伴う上顎前突症例

高瀬哲也 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

2．下顎前突

A2-01　上顎前歯部叢生を伴う下顎前突症例

河口忠睦 （中日本矯正歯科医会）

A2-02　下顎左側側切歯先天欠如を伴う下顎前突症例

一村幸代 （兵庫県）

A2-03　3 先天欠如を伴う下顎前突症例

松井恭子　　冨井明子 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

A2-04　上顎前歯部叢生を伴う下顎前突症例

細山陽子　　神原敏之＊　　川本達雄＊ （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

 ＊（大阪歯科大学歯科矯正学講座）

3．叢　　生

A3-01　アングルⅠ級叢生症例

野口晴弘 （奈良県）

A3-02　叢生を伴うハイアングル症例

藤井美穂　　保田好秀 （兵庫県）

A3-03　Angle Class Ⅰ叢生症例

山片重徳 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

 （近畿矯正歯科研究会）

4．上下顎前突

A4-01　前歯部開咬を伴う上下顎前突症例

久木宏顕 （大阪府）
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A4-02　叢生を伴う上下顎前突症例

冨井明子　　松井恭子　　神原敏之＊　　川本達雄＊

 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

 ＊（大阪歯科大学歯科矯正学講座）

5．開　　咬

A5-01　High angle を伴った前歯部開咬症例

宮本　学 （中日本矯正歯科医会）

A5-02　叢生を伴う開咬症例

岡林　聰　　岡林　眞＊ （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

 ＊（大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）


