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KIRG年間活動記録

・会員発表
「接着を用いたインプラント上部構造の製作」竹田 博文（竹田歯科医院）

「インプラント治療後の残存歯の予後調査」堀川 正（堀川歯科診療所）

KIRG例会（第130回）
日時：2/25（木） 場所：デンタルフォーラム（熊本）

・会員発表
「“グローバルCOEプログラム第４回国際シンポジウム”に参加して」澤瀬 隆（長崎大学 口腔インプラント学分野教授）

「OpenBarrierMembraneTechniqueusingCytoplast」竹下 文隆（竹下歯科医院）

「インプラントとＭＴＭを用いた咬合再構成の１症例」添島 義樹（添島歯科医院）

KIRG例会（第131回）
日時：4/29（木） 場所：デンタルフォーラム（熊本）

・会員発表
「上下顎でフレームを使い分けた症例」飯島 俊一（ＩＴデンタルクリニック）

「上顎の抜歯後の骨造成～ソケットプリザベーション～」児玉 利朗（児玉歯科クリニック）

KIRG例会（第132回）
日時：6/24（木） 場所：デンタルフォーラム（熊本）

・九州インプラント研究会25周年記念学術講演会 予演会

KIRG例会（第133回/第134回）
日時：8/26（木）/11/25（木） 場所：デンタルフォーラム（熊本）
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・添島義和先生追悼講演

「長期症例から診た治療結果への検討」 講 師：松井孝道・飯島俊一・伊東隆利（九州インプラント研究会）
座 長：川口 和子 （KLTメモリアル歯科/静岡県）

・特別講演 「温故知進」

講 師：小宮山彌太郎
（ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター）

座 長：伊東 隆利 （九州インプラント研究会会長）

・Session① 「上顎における骨増生」

①「ＧＢＲとスプリットクレスト」 竹田 博文 （竹田歯科医院/熊本県）
②「自家骨と人工骨」 白鳥 清人 （白鳥歯科医院/静岡県）
③「抜歯後の骨の保存（ソケットプリザベーション）」 児玉 利朗 （児玉歯科クリニック/鹿児島県）
④「総括」 香月 武 （佐賀医科大学名誉教授）

・Session② 「上顎洞へのアプローチ」

①「導入：上顎洞の解剖と病態／総括」 松浦 正朗 （福岡歯科大学教授）
②「上顎洞底挙上術の術式と経過」 伊東 隆利 （伊東歯科口腔病院/熊本県）
③「より安全でシンプルな術式の検討」 森永 太 （森永歯科クリニック/佐賀県）
④「合併症の予防と対策」 添島 義樹 （添島歯科医院/熊本県）

・Session③ 「上顎における補綴設計、審美 ―咬合力診断と補綴設計―」

①「少数歯欠損の補綴設計」 田中 秀樹 （田中ひでき歯科/福岡県）
②「多数歯欠損の補綴設計」 飯島 俊一 （ＩＴデンタルクリニック/千葉県）
③「インプラント上部構造の選択、固定性か可撤性か？」 土屋 直行 （土屋デンタルクリニック/大分県）
④「総括」 松下 恭之 （九州大学大学院歯学研究院 准教授）

・Session④ 「合併症」

①「インプラント周囲炎：骨吸収・治療法」 松井 孝道 （松井歯科医院/宮崎県）
②「外科的合併症と対応」 重原 聡 （湘南デンタルケアーインプラントクリニック/神奈川県）
③「補綴的合併症と対応」 竹下 文隆 （竹下歯科医院/福岡県）
④「総括」 澤瀬 隆 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

・Session⑤ 「天然歯との共存」

①「遊離端欠損における義歯症例とインプラント症例の比較」堀川 正 （堀川歯科診療所/熊本県）
②「有病者の天然歯とインプラントの長期症例の経過」 阿部 成善 （あべ歯科インプラントクリニック/大分県）
③「力学的視点から見たインプラントの効果とリスク ―天然歯との共存を図って―」

武田 孝之 （武田歯科医院/東京都）
④「総括」 和泉 雄一 （東京医科歯科大学 教授）

・ランチョンセミナー（LS-1）

タイトル：「ISUS（アイサス）～テーラーメイドによるインプラント上部構造を先端CAD/CAM技術を応用し制作するシステム～」
講 師：木村 健二先生（協和デンタルラボラトリー代表取締役/千葉県）
会社名：デンツプライ三金株式会社

・ランチョンセミナー（LS-2）

タイトル：「ストローマンティッシュレベルインプラントの骨安定性」
講 師：加来 敏男先生 （医療法人加来歯科/大分県）
会社名：ストローマン・ジャパン株式会社

九州インプラント研究会25周年記念学術講演会
日時：12/11（土）-12（日） 場所：崇城大学市民ホール（市民会館） 大ホール
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歯科衛生士セッション

【教育講演】「歯科用インプラント治療における歯科衛生士の役割／これまでとこれから～器具の滅菌管理を再考する～」
講 師：柏井 伸子先生 （ハグクリエイション）

【会員発表①】「インプラント治療の術前管理」 澤 美奈子（森永歯科クリニック）
【会員発表②】「インプラント手術時の術中管理とアシスタントの役割」 露木由香梨（湘南デンタルケアーインプラントクリニック）
【会員発表③】「インプラント治療の術後管理」 植木 美幸（伊東歯科口腔病院）

歯科衛生士セッション

【教育講演】「これからのCAD/CAM時代にどう向き合うか」
講 師：中島賢先生 （大信貿易株式会社）

発表① 「CAD/CAMに関わる技工士の役割」 藤川 秀樹 （藤川デンタルアート）
発表② 「ニケイ酸リチウムガラスセラミックスの接着を利用した上部構造の製作」 水本 和臣 （竹田歯科医院）
発表③ 「CAD/CAMを応用した上部構造の長期安定を目指して」 土屋 雅一 （㈱クレストデンタルアート）

併催事業 KIRG歯科衛生士セッション/歯科技工士セッション
日時：12/11（土）-12（日） 場所：崇城大学市民ホール（市民会館） 大会議室

所属座長演題名所属発表者名タイトルポスター
番 号

口腔インプラント学会-
試験委員会阿部 成善プラットフォームスイッチングタイプインプラ

ントを用いて咬合回復した一症例
アイ・ティー・
デンタルクリニック阿部 嘉生模擬ケースプレゼンテーションP-01

松井歯科医院松井 孝道

16SrRNAgeneclonelibrary法を用いた
インプラント周囲炎の細菌叢の解析

東京医科歯科大大学院医歯学
総合研究科歯周病学分野小柳 達郎

自由演題ポスター
（歯科医師）
「インプラント周囲炎関連」

P-02

高ヘルツEr:YAGレーザーによるインプラント
体粗造面の最適デブライドメント出力の検討

東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科谷口 陽一P-03

免荷期間中の骨吸収に対しβ-TCPエアアブレ
ージョンとGBRにて対応した１症例ねい歯科医院根井 俊輔P-04

福岡歯科大学 咬合修復
学講座口腔インプラン
ト学分野

松浦 正朗

ピエゾエレクトリックデバイスとHydraulicSinus
FloorElevationを併用した上顎洞底挙上術濱田歯科濱田 直光

自由演題ポスター
（歯科医師）
「口腔外科的な側面から」

P-05

サージカルステントを改良し、術後の創部治癒
の補助に用いた症例土屋デンタルクリニック土屋嘉都彦P-06

著しい上顎洞粘膜肥厚が大臼歯抜歯により改善
された1症例森永歯科クリニック森下 泰弘P-07

長崎大学大学院
医歯薬学総合研究科
口腔インプラント学分野

澤瀬 隆

印象採得したインプラント作業模型の精度?
３種類の製作方法の比較?原歯科医院原 俊浩自由演題ポスター

（歯科医師）
「補綴学的な側面から」

P-08

既製コーヌス冠を用いて上部構造を製作した
３症例土屋デンタルクリニック伊藤 剛P-09

東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科

和泉 雄一
即時荷重インプラントのクリニカルパス医療法人伊東会伊東歯科

口腔病院富崎美登利自由演題ポスター
（歯科医師）
「周病学的な側面から考察」

P-10

抜歯即時埋入・即時荷重はインプラント周囲組
織の細胞活性を促進する.

アイ・ティー・
デンタルクリニック佐藤 隆太P-11

九州大学大学院歯学研究院
口腔機能修復学講座
口腔生体機能工学研究分野

松下 恭之

当院におけるインプラント患者の術前検査
および血圧変動に関する調査かわさき歯科川﨑 清嗣自由演題ポスター

（歯科医師）
「術前診査関連」

P-12

無歯顎人工歯配列のためのCT上基準点設定と
デジタル配列の試みKLTメモリアル歯科川口 和子P-13

歯周病学会指導医児玉 利朗

インプラントメインテナンスにおける
プロフェッショナルケア添島歯科医院田代 彩

自由演題ポスター
（歯科衛生士）

P-14

当医院におけるインプラント治療前後の咀嚼能力
評価アンケート調査 ー歯科衛生士の立場からー松井歯科医院後藤まつみP-15




