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開 会 式 　7月 1日（日）9：30～ 9：45　
 千里ライフサイエンスセンター　ライフホール　5F

司会　社　浩太郎

開会の辞　第 49 回近畿東海矯正歯科学会大会長 足立　敏

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 千里ライフサイエンスセンター　ライフホール 5F

座長：西浦亜紀

 1-0945　笑顔表出時における頰部表面形状の三次元的変化の解析

土井由美子　　原口誠自　　中村晴奈　　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）

 2-1000　治療後に咀嚼運動の円滑性が著明に改善した骨格性下顎前突の一治験例：矯正治

療による顎運動機能の改善

平尾圭子　　社　浩太郎　　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）

座長：社　浩太郎

 3-1015　過蓋咬合を伴う上顎前突における治療例

益野富美子　　應谷知里　　神原敏之 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

 4-1030　ダイレクトラミネートベニアを応用し歯面保護に配慮して治療を行った骨格性下

顎前突症例

西村壽晃　　宮澤　健　　三輪英幸　　中尾公久　　日高　研　
後藤滋巳 （愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座）

休　憩　10：45 ～ 11：00

特別講演 1　11：00～ 12：15 千里ライフサイエンスセンター　ライフホール 5F
座長：北井則行

「口蓋裂の顎発育　外科的診断と手術」

古郷幹彦　先生

 （大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座口腔外科学第一教室）

総 　 会 　12：15～ 12：45　千里ライフサイエンスセンター　ライフホール 5F
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休憩・昼食 12：45～ 14：00

（13：15～ 14：00　学術展示・一般症例展示　質疑応答）

学術口演 　14：00～ 14：45 千里ライフサイエンスセンター　ライフホール 5F

座長：不破祐司

 5-1400　片側唇顎口蓋裂を有する患者における永久歯の欠如について

̶Push back 法施行症例と Furlow 法施行症例の比較̶

平野吉子 （大阪府立母子保健総合医療センター口腔外科）

座長：岸本正雄

 6-1415　骨格性下顎前突症患者における顎顔面形態と内側翼突筋との関係について

井上美香　　江藤美希　　太田千佳子　　本田　領　　四井資隆＊

神原敏之 （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）

 7-1430　CAD/CAM法により製作したスプリントを上顎骨の位置づけに用いた骨格性下

顎前突症の一治験例

山本　卓　　鳥井美帆　　原口誠自　　飯田征二＊　　荘村泰治＊＊

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）

 ＊（大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室）

 ＊＊（大阪大学大学院歯学研究科歯科理工学教室）

休　憩　14：45 ～ 15：00

特別講演 2　15：00～ 16：15 千里ライフサイエンスセンター　ライフホール 5F
座長：足立　敏

｢顎関節の診断と矯正治療 ｣

 池田和己　先生

 （東京都開業）

閉 会 式 　16：15～ 17：00 千里ライフサイエンスセンター　ライフホール 5F

 司会　社　浩太郎

次期大会長挨拶　第 50 回近畿東海矯正歯科学会大会長 北井則行

閉会の辞　　　　第 49 回近畿東海矯正歯科学会大会長 足立　敏
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学術展示 　9：30～ 16：15　千里ライフサイエンスセンター　千里ルーム 6F
（13：15～ 14：00　質疑応答）

01　Bondable lingual retainer のインダイレクトボンディング法について

土屋雅文 （近畿矯正歯科研究会）

02　第一大臼歯の挺出がもたらす前歯部咬合挙上量について
木村長穂　　本田　領　　大嶋理絵　　本田智世　　山脇　裕＊

 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）
 ＊（京都府）

03　矯正用臼歯バンドによりMR画像に生じるアーチファクト
谷山智秀　　山下和夫＊　　平野　護＊

 （大阪歯科大学附属病院口腔インプラント科）
 ＊（京都府）

04　顎位安定後，診断・治療を行った治療例
小松真佐子 （中日本矯正歯科医会）

05　外科手術が顎変形症患者の心理に与える影響
山中　知　　岡下慎太郎　　神原敏之 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

06　右側顎関節に著しい変形を伴う骨格性非対称症例
酒井　聡　　酒井　優 （愛知県）
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一般症例展示　9：30～ 16：15
 千里ライフサイエンスセンター　サイエンスホール　5F

（13：15～ 14：00　質疑応答）

1．上顎前突

1-01　歯列内側機械的矯正法にて治療した叢生を伴う骨格性 2級 High-angle 成人症例
布川隆三 （近畿矯正歯科研究会）

1-02　レベルアンカレッジ変法を用い側貌の改善を行った成人上顎前突症例
金沢博輝 （滋賀県矯正歯科研究会）

1-03　下顎 three incisor と開咬を伴う上顎前突症例
飯田資浩　　小島　理 （中日本矯正歯科医会）

1-04　下顎 three incisor を伴う上顎前突症例
小島　理　　飯田資浩 （中日本矯正歯科医会）

2．下顎前突

2-01　Convex type 側貌ながらもClass Ⅲ不正咬合を示した症例
好田春樹 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

2-02　乳歯列期から治療開始した骨格性反対咬合症例
和田清聡 （大阪大学歯学部歯科矯正学教室同門会）

3．叢　　生

3-01　動的治療終了後 10 年経過した叢生の抜歯症例
新沢　茂 （石川県）

3-02　上下顎右側第一大臼歯の近心転位を伴う叢生症例
杉村美穂 （近畿矯正歯科研究会）

5．開　　咬

5-01　High angle を伴った成人女性開咬症例
佐奈正敏　　川崎由香子＊　　小林紗知＊ （中日本矯正歯科医会）
 ＊（愛知県）

7．外科的矯正治療

7-01　上顎歯列狭窄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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7-02　著しく薄い下顎結合部を有する骨格性 3級症例
堀口依里子　　谷川千尋　　社 浩太郎　　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）

8．その他（埋伏歯の牽引，補綴前矯正，歯周疾患症例の矯正等）

8-01　12  間への 3 埋伏移転歯を牽引誘導した下顎前突症例
高瀬哲也 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）
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認定医更新用症例報告　9：30～ 14：00　会議室 603・604　6F
 （9：30～ 14：00　審査および試問のため，入室・閲覧はできません．）

 14：00～ 16：15　サイエンスホール　5F（認定医更新用症例報告展示）

1．上顎前突

A1-01　交叉咬合を伴う歯性上顎前突症例

北河秀規 （滋賀県）

A1-02　上下顎歯列弓の狭窄を伴う上顎前突症例

杉野道崇　　杉野恵子 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

A1-03　上下顎左右側第二大臼歯抜去をおこなった上顎前突症例

山田真樹　　神原敏之 （大阪歯科大学歯科矯正学講座）

A1-04　上顎前歯唇側傾斜と過蓋咬合を伴った上顎前突症例

亀山威一郎 （愛知県）

A1-05　著しい上顎前歯の唇側傾斜を伴う上顎前突症例

太田安彦 （和歌山県）

A1-06　過蓋咬合を伴う上顎前突症例

岡崎聡慶 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

2．下顎前突

A2-01　叢生を伴う下顎前突症例

清水美輝雄 （奈良県）

A2-02　成人下顎前突症例

大塚重雄 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

3．叢　　生

A3-01　アングルⅠ級叢生症例

園田真規 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

A3-02　著しい叢生を伴う Angle Class Ⅰ成人症例

深井統久 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）
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A3-03　片側上顎中切歯反対咬合を伴う叢生症例

日高純子 （福岡県）

A3-04　上顎両側犬歯の低位唇側転位を伴う叢生症例

山内多恵 （兵庫県）

A3-05　顎関節症を伴う叢生症例

杉山拓紀　　杉山亜希 （三重県）

A3-06　ハイアングルを伴った叢生症例

仕合　裕 （京都府）

A3-07　Angle Class Ⅰ叢生症例

後藤達也 （愛知県）

A3-08　上顎第一大臼歯の近心転位を伴う叢生症例

橋本政治 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

A3-09　上顎犬歯の低位唇側転位を伴う叢生症例

髙尾祝文 （京都府）

A3-10　Angle Class Ⅰ叢生症例

朝井麻紀 （岐阜県）

A3-11　Angle Class Ⅱ叢生症例

齋藤朋子　　中西洋介＊ （奈良県）

 ＊（大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

7．外科的矯正治療

A7-01　外科的矯正治療を行った骨格性開咬症例

杉山亜希　　杉山拓紀 （三重県）


