
平成 29年度 

公益社団法人日本補綴歯科学会東海支部学術大会 

【メインテーマ】 

『補綴歯科治療の基本に立ち返る』 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会日程 

10月 28日（土） 

11：30～12：30 支部代議員会 

13：00～13：05 開会の辞 

13：05～15：00 市民フォーラム 

13：00～15：30 専門医ケースプレゼンテーション 

16：00～18：00 専門医研修会 

 

10月 29日（日） 

9：00～11：10 一般口演 

11：15～12：00 総 会 

12：00～13：00 昼 食 

13：00～14：00 特別講演 

14：05～15：35 生涯学習公開セミナー 

15：40      閉会の辞 

 

 

 

 

 



プログラム 1日目 10月 28日（土） 愛知学院大学楠元キャンパス 

11：30～12：30 支部代議員会（4号館 2階 4201） 

 

12：55～13：00 開会の辞（武部 純 大会長） 

市民フォーラム（１１０周年記念講堂） 

13：05～15：00 テーマ「在宅医療における口腔健康管理」 

 座長：服部正巳先生（愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座） 

 講師：杉本太造先生（愛知学院大学歯学部在宅歯科医療学寄附講座） 

      「健康寿命の延伸をめざして― かむこと・栄養の大切さ ―」  

 講師：冨田健嗣先生（愛知県歯科医師会地域保健部Ⅱ（高齢福祉・歯科医療センタ

ー）） 

      「在宅歯科医療を推進するために―愛知県歯科医師会の取り組み―」 

【日歯研修コード 2907】 

    専門医ケースプレゼンテーション（４号館 2階 4202，4203） 

13：00～14：50 専門医ケースプレゼンテーション 1（４号館 4202） 

1. 遊離端欠損を有する低位咬合に対してインプラント補綴を行い，咬合再構成を行

った症例 

〇加藤大輔 

愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 

2. 治療用義歯により咬合再構成を図り咀嚼障害を改善した症例 

〇冨士岳志 

松本歯科大学歯学部歯科補綴学講座， 

3. 下顎第一大臼歯欠損に対しインプラント補綴した症例 

〇成田俊英 

敬天堂歯科医院（静岡市） 

13：00～15：30 専門医ケースプレゼンテーション 2（４号館 4203） 

4. すれ違い咬合に対して部分床義歯を用いて対応した症例 

〇秦 正樹 

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座 

5. 上顎両側遊離端欠損に対して金属床義歯を用いて機能回復を図った症例 

〇木村尚美 

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座 

6. 審美的要求の高い患者に対し磁性アタッチメントとテレスコープクラウンを応用

した症例 

〇福澤 蘭 

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座 



7. 著しい咬合高径の低下に対して補綴歯科治療を行った一例 

〇杉山慎太郎 

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座 

 

    専門医研修会 （１１０周年記念講堂） 

16：00～18：0０ 

テーマ：『無歯顎補綴治療の基本：臨床に役立つ全部床義歯のポイント」 

 座長：都尾元宣先生（朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野） 

 講師：黒岩昭弘先生（松本歯科大学歯科理工学講座・歯科補綴学講座） 

『全部床義歯における咬合－咬合採得から咬合調整まで－』 

講師：藤原 周先生（朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野）  

『「無歯顎顎堤の印象 基礎から難症例まで」』     

【日歯研修コード 2608】 

        

プログラム 2日目 １０月２９日（日） 愛知学院大学楠元キャンパス 

   一般口演（１１０周年記念講堂） 

 9：00～9：30   座長 岩堀 正俊 先生（朝日大学） 

1. レーザー積層造形法にて製作したパラタルストラップの寸法精度 

○若杉俊通１)，熊野弘一１)，白石浩一１)，朝倉正紀２)，樋口鎮央３)，安藤正憲４)，

河合達志２)，武部 純１) 

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座１)，愛知学院大学歯学部歯科理工学講座２)，和

田精密歯研株式会社３)，東海支部４) 

２． 可撤性部分床義歯チタンフレームへのマシニングセンター切削加工法応用の可能  

性 

○冨士岳志 1)，三溝恒幸 2)，北澤富美 2)，高井智之 3)，倉澤郁文 1)，羽鳥弘毅 1)，

黒岩昭弘 1)，中本哲自 1) 

1)松本歯科大学歯学部歯科補綴学講座，2)松本歯科大学病院歯科技工士室，3)関西支部 

 3.  CAD/CAM冠用ブロックの調査 

   ○阿部俊之１） 髙木信哉１） 橋本和佳１） 佐久間重光１） 柴田紀幸１） 永田一夫

１） 伊藤裕１） 服部正巳 2） 

   愛知学院大学歯学部 冠・橋義歯学講座１） 愛知学院大学歯学部 高齢者歯科学講

座 2） 

【日歯研修コード 3101】 

9：30～10：00  座長 橋本 和佳 先生（愛知学院大学） 

4.  CAD/CAM冠用レジンへの Streptococcus mutansの付着性 

○河合良亮，澤田季子，森  昭徳，牛丸忠大，脇 知邦，本多 歩，野々垣龍吾，



宇野光乗，岡  俊男，倉知正和，石神  元 

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 

5.  高齢者におけるブラシ圧の検討 

○廣田 翔，渡邉 諒，足立ことの，山本寛明，坪井和義，上松謙介 ,岩堀正俊， 

都尾元宣 

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 

6.  ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによるオールセラミック冠の臨床応用（第８報） 

○杉浦裕介１），松本光平 2)，近藤 絵 2)，村岡良介 2)，水野直紀 3)，清水 剛 2)，

蒔田眞人 2,４) 

杉浦歯科室（名古屋市）１）(公社)日本補綴歯科学会認定研修施設・敬天堂歯科医

院（静岡市）2)，みずの歯科医院（豊田市）3)，愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講

座４) 

【日歯研修コード 3102】 

 

10：00～10：10 休憩 

10：10～10：40 座長 黒岩昭弘先生（松本歯科大学） 

7.  人工歯の排列位置が発音に及ぼす影響 

〇岩尾 慧，山村 理，松原一生，亀川義己，堤 由希子，古田淑美，小嶋千栄子 

服部景太，横矢隆二，大森俊和，羽田詩子，藤原 周 

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座 歯科補綴学分野 

8.  新規 CAD/CAMレジンブロックの色差について 

   〇髙濱 豊，山口 大輔，鈴木 崇由，宇佐美 博志，水野 辰哉，島田 洋，吉田 仁， 

村上 弘，服部 正巳 

   愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 

9.  審美性を有する材料を用いた咬合面二分割人工歯の臨床応用 

  〇青山莉子 1），神原 亮 1），熊野弘一 1），増田達彦 1），中村好徳 1），吉原健太郎 2）， 

岩田哲也 1），今泉 章 3），武部 純 1） 

1）愛知学院大学歯学部有床義歯学講座，2）東海支部，3）九州支部 

   

【日歯研修コード 2608】 

 

10：40～11：10 座長 竹内 一夫 先生（愛知学院大学） 

10.  最終補綴装置仮着後に発症した歯痛および咀嚼筋痛を TCH 回避の生活指導で解消

した症例 

  〇松浦尚志１，江田和夫２ 

    １福岡歯科大学咬合修復学講座冠橋義歯学分野，２九州支部 



11.  補綴前処置としてのＭ.Ｔ.Ｍ.（第 12報） 

○蒔田眞人 1.2，大石綾香 1，井上真実 1，山田 考 1，磯村哲也 1.3，清水 剛 1，蒔田

信子 1 

  1(公社)日本補綴歯科学会認定研修施設・敬天堂歯科医院（静岡市） 

2愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座  3康生歯科医院（岡崎市） 

12.  骨造成を伴ったインプラント補綴症例の経過 

〇寺倉 健，加藤 大輔，鈴木  龍，村上  弘，服部 正巳 

愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座 

               【日歯研修コード 2699】 

 11：15～12：00 総会   （１１０周年記念講堂）       

 12：00～13：00 休憩 

  

特別講演  （１１０周年記念講堂） 

13：00～14：00   

テーマ：『咀嚼能力検査ならびに咀嚼機能検査に関する検討および考察』 

座長：武部 純（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座） 

講師：羽鳥 弘毅（松本歯科大学歯科補綴学講座） 

【日歯研修コード 2804】 

 

生涯学習公開セミナー（１１０周年記念講堂） 

14：05～15：35  

テーマ：『顎間関係の設定の基本：診察・検査から診断まで』 

座長：中本哲自先生（松本歯科大学歯学部歯科補綴学講座）  

講師：山本司将先生 （東海支部）  

『固定性補綴装置の製作における顎間記録』       

講師：山下秀一郎先生（東京歯科大学・パーシャルデンチャー補綴学講座） 

 『咬合挙上について再考する』 

【日歯研修コード 2801】 

15：35       閉会の辞 


