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開 会 式 　6月 8日（日）9：15～ 9：30　
 長良川国際会議場　1階　メインホール

司会　八木孝和

開会の辞　第 50 回近畿東海矯正歯科学会大会長 北井則行

挨　　拶　近畿東海矯正歯科学会会長 大浦寿哉

学術口演 　9：30～ 10：15 長良川国際会議場　1階　メインホール

座長：藤原琢也

 1-0930　歯科用コーンビーム CT 撮影による下顎骨臼歯部の形態評価

　　　　　－咬合力との関係について－

護邦英俊　　坂本恵美子　　四井資隆＊　　松本尚之

 （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）

 2-0945　Can human visual judgment of tooth crowding conditions be a substitute 

for space analysis?

Nao TSUKIBOSHI, Chiaki YAMADA, Kenji TAKADA

 （大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室）

座長：蓮舎寛樹

 3-1000　 早期二期的口蓋裂手術施行の片側性唇顎口蓋裂症例における顎顔面の成長発育と

咬合管理

　　　　　－咬合管理開始時～顎裂部骨移植時－

平野吉子 （大阪府立母子保健総合医療センター口腔外科）

休　憩　10：15 ～ 10：30

特別講演 1　10：30～ 12：00 長良川国際会議場　1階　メインホール

座長：大浦寿哉

「矯正治療後の変化から学んだこと」

浅井保彦　先生

 （浅井矯正歯科院長）

総 　 会 　12：00～ 12：30 長良川国際会議場　1階　メインホール
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休憩・昼食 12：30～ 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～ 14：45 長良川国際会議場　1階　メインホール

座長：増岡尚哉

 4-1345　若年期より下顎の偏位に留意して治療を行った交叉咬合の一治験例

田渕雅子　　宮澤　健　　佐藤琢麻　　高須寛貴　　後藤滋巳
 （愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座）

 5-1400　2 回の顎矯正手術を施行した著しい下顎骨後退症例

本庄美穂　　出村　昇 （金沢医科大学矯正歯科学教室同門会）

座長：社　浩太郎

 6-1415　歯科矯正学教育への Eラーニングシステムの応用

高田恭子　　鈴木貴裕　　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）

 7-1430　Influence of Thermocycling on Shear Bond Strength of Orthodontic 

Brackets

Rogelio José SCOUGALL VILCHIS, Seigo YAMAMOTO, Noriyuki KITAI ＊  

 （朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯冠修復学分野）

 ＊（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）

休　憩　14：45 ～ 15：00

特別講演 2　15：00～ 16：30 長良川国際会議場　1階　メインホール

座長：北井則行

｢顔と口とことば̶先天異常から学ぶこと̶｣

 和田　健　先生

 （大阪大学名誉教授，口に関連する顔の健康づくりフォーラム理事長）

閉 会 式 　16：30～ 17：00 長良川国際会議場　1階　メインホール

 司会　八木孝和

次期大会長挨拶   第 51 回近畿東海矯正歯科学会大会長  田中進平

閉会の辞　　　　第 50 回近畿東海矯正歯科学会大会長 北井則行
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学術展示 　9：15～ 16：30 長良川国際会議場　4階　大会議室
（13：00～ 13：45　質疑応答時間）

01　オーバージェットと側貌の改善が得られた骨格性 2級症例

滝川陽子　　柳　美帆　　上松節子　　闍田健治
 （大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室）

02　高解像度 CT 画像による上顎歯槽弓前後径の評価
川闢馨嗣　　闍品朋江　　八木孝和　　嘉ノ海龍三＊　　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）
 ＊（兵庫県）

03　下顎中切歯部の歯槽骨形態と顎顔面形態との関係
闍品朋江　　北井則行　　山田千秋＊　　嘉ノ海龍三＊＊

 （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）
 ＊（大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室）
 ＊＊（兵庫県）

04　姉妹に発症した鎖骨頭蓋異骨症に起因する咬合異常の治験例
佐奈正敏　　阿蘇崇之＊　　川崎由香子＊　　小林紗知＊ （中日本矯正歯科医会）

 ＊（愛知県）

05　骨格性下顎前突症における診断と治療計画の重要性
金川武市　　岩崎利員＊　　中西秀郎　　松本尚之
 （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）

06　 軟組織側貌および正貌を基準にして骨の移動量を決定した顎変形症（上顎前突）の
一治療例
佐藤暁子　　足立　敏 （大阪府）

07　乳歯列期前歯部開咬の自然治癒に関する考察
野田　真 （石川県）

08　スマイル表出時における口角の動きの左右対称性について
岡本晴奈　　原口誠自　　闍田健治
 （大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室）
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一般症例展示　9：15 ～ 16：30 長良川国際会議場　4階　大会議室
（13：00 ～ 13：45　質疑応答時間）

1．上顎前突

1-01　 リンガルブラケット矯正法において絶対的固定源としてミニスクリューを使用した
成人上顎前突症例
布川隆三 　（近畿矯正歯科研究会）

1-02　骨格性上顎前突の抜歯症例
濱島聡子　　田中進平 （中日本矯正歯科医会）

1-03　リンガルアプライアンスを用いた叢生を伴う上顎前突症例
古谷直樹　　井上美香＊ （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）

1-04　下顎の著しい後退と下顎下縁平面の急傾斜を伴う骨格性上顎前突症例
好田春樹  （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

1-05　Angle Class Ⅱ division 1 叢生症例
福原房子　　山田義博＊　　荒垣芳元　　山田尋士＊＊

 （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）
 ＊＊（近畿矯正歯科研究会）

2．下顎前突

2-01　前歯部反対咬合症例
堀井和宏 （滋賀県矯正歯科研究会）

2-02　前歯部反対咬合を伴う骨格性下顎前突の成人症例
桃井　裕　　居波　徹 （京都府）

2-03　上顎前歯の叢生を伴う骨格性下顎前突症例
飯田資浩　　小島　理 （中日本矯正歯科医会）

2-04　下顎前突症例
中橋章泰 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）



─ 8 ─ ─ 9 ─

3．叢　　生

3-01　良好な顔貌の改善が得られた Angle Class Ⅱ div.1 叢生症例
近藤憲史 （中日本矯正歯科医会）

3-02　Angle ClassⅠ叢生症例
早川成人　　山田義博＊　　荒垣芳元　　山田尋士＊＊

 （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）
 ＊＊（近畿矯正歯科研究会）

3-03　良好な下顎の前方成長が認められたハイアングル叢生症例
前川宣子　　増永守雄＊ 　（京都府）

 ＊（大阪府）

5．開　　咬

5-01　成人開咬症例
江藤美希　　山田義博＊　　荒垣芳元　　山田尋士＊＊

 （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）
 ＊＊（近畿矯正歯科研究会）

7．外科的矯正治療

7-01　下顎の偏位を伴った骨格性下顎前突症例
田昌彦　　 田充彦 （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　9：15 ～ 16：30
 長良川国際会議場　3階　第 2 会議室
 （9：15 ～ 13：45　審査および試問のため，入室・閲覧はできません．）

 （13：45 ～ 16：30　認定医更新用症例報告展示） 　　　　　　　　　

1．上顎前突

A1-01　下顎前歯欠損を伴う上顎前突症例

小室さつき （大阪府）

A1-02　叢生を伴うアングルⅡ級 2類抜歯症例

二井敏光 （中日本矯正歯科医会）

A1-03　右側下顎第二小臼歯の舌側転位を伴うアングルⅡ級上顎前突症例

高田和穂 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

A1-04　叢生を伴う上顎前突症例

内田清司 （奈良県）

3．叢　　生

A3-01　上顎左側犬歯の低位唇側転位を伴う叢生症例

早川明宏 （大阪府）

A3-02　Angle ClassⅠ叢生症例

日野年二 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

A3-03　片側 Angle ClassⅡ叢生症例

三木貴美 （京都府）

5．開　　咬

A5-01　叢生を伴う開咬症例

茶野秀太郎 （大阪府）


