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開 会 式 　6 月 14 日（日）9：15～ 9：30　
 名古屋国際会議場　4号館 1階　白鳥ホール

司会　山田晃弘

開会の辞　第 51 回近畿東海矯正歯科学会大会長 田中進平

挨　　拶　近畿東海矯正歯科学会会長  大浦寿哉

学術口演 　9：30 ～ 10：30 名古屋国際会議場　4号館 1階　白鳥ホール

座長：蓮舎寛樹

 1-0930　 バーティカルコントロールに留意して治療を行った，ハイアングル骨格性上顎前

突症例

三好健次　　加藤正美　　鈴木貴雄　　田渕雅子　　宮澤　健　

後藤滋巳 （愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座）

 2-0945　急速拡大装置を併用し上顎前方牽引装置にて治療を行った骨格性下顎前突症例

山本健二　　小川清隆　　佐藤要介　　後藤滋巳

 （愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座）

座長：大野弘子

 3-1000　小児期より顔面の非対称を認めた非外科的矯正治療の 1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）

 4-1015　上顎前歯唇側傾斜を伴う上顎前突症例

鈴木貴裕　　川端淳司　　渡部博之　　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）

休　憩　10：30 ～ 10：40

特別講演 1　10：40 ～ 12：00 名古屋国際会議場　4号館 1階　白鳥ホール

座長：大浦寿哉

演題：「矯正臨床における顎関節症に対する対応」

山田一尋　先生

 （松本歯科大学矯正学講座　教授）

総 　 会 　12：00 ～ 12：35 名古屋国際会議場　4号館 1階　白鳥ホール
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休憩・昼食 12：35～ 14：10

(13：00～ 13：50　学術展示・一般症例展示　質疑応答時間)

学術口演 　14：10 ～ 14：55 名古屋国際会議場　4号館 1階　白鳥ホール

座長：増岡尚哉

 5-1410　上顎小臼歯抜去による矯正治療の既往を伴う著しい上顎前突症例

村松　敦　　名和弘幸　　上田直矢　　後藤滋巳

 (愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座)

 6-1425　歯列・咬合状態の追跡研究　下顎前歯叢生の経年的推移に関して

佐々木貴浩  (中日本矯正歯科医会）

 （愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）

座長：藤原琢也

 7-1440　先天的欠如歯を伴う口蓋裂症例における自家歯牙移植術

ー治療方法と費用ー

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　14：55 ～ 15：10

特別講演 2　15：10 ～ 16：40 名古屋国際会議場　4号館 1階　白鳥ホール

座長：田中進平

演題：「開咬の形態と機能と機能回復ーその治療目標」

水野　均　先生

 （長野県上田市開業）

閉 会 式 　16：40 ～ 17：00 名古屋国際会議場　4号館 1階　白鳥ホール

 司会　山田晃弘

次期大会長挨拶　第 52 回近畿東海矯正歯科学会大会長 中川　学

閉会の辞　　　　第 51 回近畿東海矯正歯科学会大会長 田中進平
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学術展示 　9：15～ 16：40 名古屋国際会議場　4号館 1階　白鳥ホール
（13：00～ 13：50　質疑応答時間）

01　 Skeletal Class Ⅲ叢生症例

井上雅秀　　福原房子＊　　山田義博＊＊　　山田尋士

（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）

02　リンガル矯正とラビアル矯正の治療結果についての比較検討

佐奈正敏　　佐奈由弥子　　川崎由香子＊　　小林紗知＊

 （中日本矯正歯科医会）
＊（愛知県）

03　歯牙腫を伴う埋伏歯を開窓し牽引した 1症例

古谷直樹　　坂本恵美子＊　　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）
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一般症例展示　9：15～ 16：40 　名古屋国際会議場　4号館1階　白鳥ホール
（13：00～ 13：50　質疑応答時間）

1．上顎前突

1-01　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）

1-02　上顎左側犬歯の埋伏を伴った Angle Class Ⅱ叢生症例

山田晃弘 （中日本矯正歯科医会）

1-03　口元の前突感を主訴に来院した上顎前突症例

青木　淳 （中日本矯正歯科医会）

1-04　左側臼歯部鋏状咬合を伴う Angle Ⅱ級１類叢生症例

神谷修治 （中日本矯正歯科医会）

1-05　下顎左側第一大臼歯埋伏症例　

伊藤和明 （中日本矯正歯科医会）

1-06　著しい overjet を伴う Angle Class Ⅱ過蓋咬合症例　

森川泰志 （中日本矯正歯科医会）

1-07　大臼歯の鋏状咬合を伴う上顎前突症例

津田敬子 （近畿矯正歯科研究会）

 

1-08　Dolico facial pattern の Angle Class Ⅱ div.1 症例　

近藤憲史 （中日本矯正歯科医会）

1-09　矮小歯と Scissors bite を伴う Angle Ⅱ級２類症例

浅見　勲 （中日本矯正歯科医会）

 

1-10　上顎前歯の圧下に TAD を利用した Angle Class Ⅱ過蓋咬合症例　

菅沼與明 （中日本矯正歯科医会）

2．下顎前突

2-01　口腔周囲筋の過度の緊張を伴う Angle Class Ⅰ反対咬合症例　

寺尾　牧 （中日本矯正歯科医会）
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2-02　下顎左方偏位を伴う成人下顎前突症例　

田中進平　　二井敏光＊ （中日本矯正歯科医会）

 ＊（愛知県）

3．上下顎前突

3-01　上下顎前突症例　

江藤美希　　山田義博＊　　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）

3-02　 上顎洞にサイナスリフト法にて骨を添加後インプラントを植立し咬合を回復した

多数歯先欠症例

永谷　敏 （近畿矯正歯科研究会）

4．叢　　生

4-01　叢生を伴う Angle Class Ⅰ非抜歯症例

佐藤　忠 （三重大学大学院医学系研究科口腔・顎顔面外科学分野）

4-02　Angle Class Ⅰ叢生症例　

佐橋喜志夫 （岐阜県）

4-03　ローフリクションブラケットを用いたスリーインサイザー叢生症例

佐奈由弥子　　佐奈正敏 （中日本矯正歯科医会）

4-04　非抜歯にて治療を行った著しい上下叢生症例

向井　陽 （中日本矯正歯科医会）

5．開　　咬

5-01　リンガル矯正法を用いた Angle Class Ⅰ成人開咬症例

飯田賀代 （愛知県）

5-02　空隙歯列弓を伴う開咬症例

苅谷政宏　　船曳信行　　永縄友紀子　　永縄　貴＊ （愛知県）
 ＊（中日本矯正歯科医会）

5-03　Angle Class Ⅰ非抜歯開咬症例　

能治佳津子 （阪大矯正臨床研究会）

（兵庫県）
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5-04　側方歯の叢生を伴う骨格性 2級開咬症例　

飯田資浩　　小島　理 （中日本矯正歯科医会）

5-05　側方開咬を伴う叢生症例　

伴　美津枝 （中日本矯正歯科医会）

6．外科的矯正治療

6-01　骨格性開咬症例　

池森由幸 （中日本矯正歯科医会）
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認定医更新用症例報告　
 9：15～ 16：40　名古屋国際会議場　4号館 1階　白鳥ホール　認定医更新用症例報告会場

 (9：15～ 13：50　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　先天的欠如歯を伴う上顎前突症例

笛木俊明 （岐阜県）

A1-02　大きなオーバージェットを伴う上顎前突症例

岡本昌彦 （兵庫県）

A1-03　二期治療した下顎右側第二小臼歯先天欠如を伴う上顎前突症例

佐伯克彦 （松本歯科大学歯科矯正学講座同門会）

 （近畿矯正歯科研究会）

A1-04　叢生を伴う上顎前突症例

上田昌利 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

A1-05　著しい上顎前歯の唇側傾斜を伴う上顎前突症例

山西敦子 （和歌山県）

A1-06　下顎前歯の叢生を伴う上顎前突症例

大塚重雄 （大阪歯科大学歯科矯正学講座同門会）

2．上下顎前突

A2-01　側貌の改善が得られた上下顎前突症例

中村優也 （三重県）

A2-02　前歯部叢生を伴う上下顎前突症例

山口裕美 （愛知県）

A2-03　叢生を伴う上下顎前突症例

石川哲也 （大阪府）

A2-04　上下顎歯列正中の不一致を伴う上下顎前突症例

川端庄一郎 （兵庫県）
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3．叢　　生

A3-01　前歯部に反対咬合をもつ叢生症例

野村俊弥 （兵庫県）

A3-02　上下顎前歯唇側傾斜を伴うアングルⅠ級叢生症例

島　佐知子 （福井県）

A3-03　Angle Class Ⅰ叢生症例

浜田夏子 （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）

A3-04　口元の突出を伴う Angle Ⅰ級症例

山口尊生 （愛知県）

A3-05　Angle Class Ⅱ叢生症例

伊藤　真 （中日本矯正歯科医会）

A3-06　前歯部叢生を伴うアングルⅢ級症例

久木宏顕 （大阪府）

A3-07　上顎前歯の著しい舌側傾斜を伴う叢生症例

大西秀威　　大西　馨 （大阪府）

A3-08　上顎犬歯の低位唇側転位を伴う叢生症例

小室さつき （大阪府）

A3-09　上下顎前歯唇側傾斜を伴う叢生症例

小林里絵子 （大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室）


