
7 月 1 日（土），7 月 2 日（日） 
［第 5 会場］

■ポスター討論 ： 12 ： 20 ～ 13 ： 10

　　　　　　　　　　　 演題番号末尾が奇数の演題 7 月 1 日 （土）， 偶数の演題 7 月 2 日 （日）

■ポスター発表　インプラント

P-1	 垂直的骨量の不足した症例におけるインプラント体の選択に関する力学的検討

○荒木　悠， 中野　環， 小野真司， 森脇大善， 矢谷博文 （大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機

能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野）

P-2	 サプリメント療法および光機能化はインプラント体周囲周囲骨の骨形成を促進させるか？

○佐藤博紀 1)， 渡辺丈紘 2)， 高橋卓裕 2)， 中田浩史 2)， 谷本安浩 3)， 砂治大介 1)， 佐藤佳奈美 1)，

鈴木亜沙子 1)， 齋藤由貴 2)， 宮内良樹 2)， 望月　剛 2)， 北川剛至 4)， 村上　洋 4)， 木本　統 2)，

河相安彦 2) （1) 日本大学松戸歯学部大学院松戸歯学研究科有床義歯補綴学専攻， 2) 日本大学松

戸歯学部有床義歯補綴学講座， 3) 日本大学松戸歯学部歯科生体材料学講座， 4) 日本大学松戸

歯学部口腔インプラント学講座）

P-3	 レドックスインジェクタブルゲルの骨芽様細胞に対する抗酸化作用

○小澤僚太郎 1)， 斉田牧子 1)， 坂上　奨 2)， 丸尾勝一郎 1)， 長崎幸夫 2)， 木本克彦 1) （1) 神奈川

歯科大学大学院歯学研究科口腔機能修復学講座咀嚼機能制御補綴学分野， 2) 筑波大学数理物

質系）

P-4	 下顎インプラントオーバーデンチャーにおける骨レベルが曲げひずみに与える影響

○ファムグェンクォン， 高橋利士， 権田知也， 富田章子， 西村優一， 前田芳信 （大阪大学大学院

歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学 ・高齢者歯科学分野）

P-5	 純チタン金属表面におけるアルカリ処理の濃度変化が遺伝子発現に与える影響

○吉岡紀代子， 小正　聡， 田口洋一郎， 楠本哲次， 吉村計宣， 仲田重樹， 西崎　宏， 岡崎定司	

（大阪歯科大学）

P-6	 タンパク質コーティングした TNS 析出純チタン金属が細胞の初期接着能に与える影響

○ Luyuan	Chen， 小正　聡， 楠本哲次， 寺田知里， 西崎真理子， HongHao	Zhang， 西崎　宏，

岡崎定司 （大阪歯科大学）

P-7	 ナノ構造析出純チタン金属へのタンパク質コーティングが硬組織分化誘導能に与える影響

○寺田知里，小正　聡，楠本哲次，西崎真理子，蘇　英敏，Honghao	Zhang，Luyuan	Chen，西崎　宏，

岡崎定司 （大阪歯科大学）

P-8	 ポリエーテルケトンケトン (PEKK) と前装用レジンの接着に対するプライマーの効果

○崎原通乃， 平　曜輔， 尾立哲郎， 澤瀬　隆 （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）

P-9	 インプラント周囲組織における生物学的幅径および軟組織封鎖性の検討

○成松生枝， 鮎川保則， 熱田　生， 大城和可奈， 安波礼之， 古橋明大， 古谷野　潔 （九州大学

大学院歯学研究院口腔機能修復学講座インプラント ・ 義歯補綴学分野）

P-10	 CAD/CAM冠用マルチレイヤーブロックの色調再現性の検討　－支台歯色の影響－

○末瀬一彦 （大阪歯科大学歯科審美学室）

P-11	 生体ベース非線形骨改造アルゴリズムに基づくインプラント周囲の経年的骨密度変化解析

○依田信裕， 小針啓司， 松舘芳樹， 川田哲男， 佐々木啓一 （東北大学大学院歯学研究科口腔

システム補綴学分野）

P-12	 炭酸アパタイト製人工骨の評価　インプラント周囲での有用性について

○増田　聖， 重光勇介， 山中克之， 熊谷知弘 （株式会社ジーシー研究所）
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P-13	 口腔由来乳酸菌が歯肉上皮細胞におけるタイトジャンクションに与える影響

○遠藤希実佳 1)， 首藤崇裕 2,3)， 三村純代 2)， 田地　豪 2)， 木原琢也 2)， 河原和子 2)， 二川浩樹 2)	

（1) 広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻， 2) 広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合

健康科学部門口腔生物工学分野， 3) 大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科）

■ポスター発表　クラウンブリッジ

P-14	 唾液汚染除去法が補助的保持形態を内面に付与した冠の接着強さにおよぼす影響

○新妻瑛紀 1)， 新谷明一 1,2)， 清水沙久良 1)， 黒田聡一 1)， 松田哲治 3)， 五味治徳 1) （1) 日本歯科

大学生命歯学部歯科補綴学第 2講座， 2) トゥルク大学， 3) 東京支部）

P-15	 歯科材料から溶出した成分の抗菌性

○松浦理太郎 1)，溝渕真吾 1)，加藤喬大 1)，山添正稔 1)，山本哲也 2) （1) 山本貴金属地金株式会社，	
2) 高知大学医学部歯科口腔外科学講座）

P-16	 接着操作法が根管内の気泡混入と接着力に及ぼす影響

○山崎裕太， 荒井良明， 河村篤志， 高嶋真樹子， 永井康介 （新潟大学医歯学総合病院顎関節

治療部）

P-17	 前装方法と材料の違いがインプラント支持ジルコニアクラウンの破壊強度に及ぼす影響

○高田宏起 1)， 本田順一 1)， 神尾伸吾 1)， 小峰　太 1,2)， 金子行夫 1)， 鳥塚周孝 1)， 吉成勝海 1)，

成島琴世 3)， 松村英雄 1,2) （1) 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座， 2) 日本大学歯学部総合歯学

研究所高度先端医療研究部門， 3) 関越支部）

P-18	 欠損補綴治療における治療 1年後の口腔関連QOL とレスポンスシフト−予備的検討−

○逢坂　卓 1)， 大野　彩 2)， 中川晋輔 1)， 三野卓哉 1)， 黒﨑陽子 1)， 小山絵理 1)， 沼本　賢 1)，

天野友貴 1)， 徳本佳奈 1)， 前川賢治 1)， 窪木拓男 1) （1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科イン

プラント再生補綴学分野， 2) 岡山大学新医療研究開発センター）

P-19	 レジンブロックとレジンセメントとの接着強さにプライミング処理の違いが与える影響

○吉江　啓， 大河貴久， 伊東優樹， 福本貴宏， 山村高也， 池内慶介， 藤井孝政， 田中昌博 （大

阪歯科大学有歯補綴咬合学講座）

P-20	 新規デュアルキュアレジンセメントの修復物内部における硬化の経時的変化

○松村光祐 1)， 塩向大作 1)， 村原貞昭 1)， 嶺崎良人 2)， 鈴木司郎 3)， 南　弘之 1) （1) 鹿児島大学

大学院医歯学総合研究科咬合機能補綴学分野， 2) 鹿児島大学病院冠 ・ ブリッジ科， 3) アラバマ大

学バーミングハム校歯学部バイオマテリアル学分野）

P-21	 グラデーション構造のハイブリッドレジンブロックの評価

○溝渕真吾， 加藤喬大， 松浦理太郎， 山添正稔 （山本貴金属地金株式会社）

P-22	 CAD/CAM冠用ハイブリッドレジンブロックの歯ブラシ摩耗後の表面特性

○吉田圭一 1)， 澤瀬　隆 2) （1) 長崎大学病院保存 ・ 補綴歯科冠補綴治療室， 2) 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）

P-23	 多目的プライマーが各種歯科用金属に対するレジンセメントの接着強さにおよぼす効果

○上之段麻美 1)， 村原貞昭 2)， 鈴木司郎 3)， 嶺崎良人 1)， 南　弘之 2) （1) 鹿児島大学病院冠・ブリッ

ジ科， 2) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科咬合機能補綴学分野， 3) アラバマ大学バーミングハ

ム校歯学部バイオマテリアル学分野）

P-24	 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科アレルギー外来における来院患者の動向

○岡本寛之，松村光明，北崎祐之，能木場公彦，馬場史郎，福本いづみ，柴口　塊，松村茉由子，

吉田惠一，三浦宏之 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野）

P-25	 セラスマート 270 の 2 軸及び 3点曲げ試験における機械的強度差

○伊藤小町， 上野貴之， 熊谷知弘 （株式会社ジーシー研究所）

P-26	 リチウムシリケートガラスセラミックスの摩耗特性評価

○三宅貴大， 熊谷知弘 （株式会社ジーシー研究所）
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P-27	 CAD/CAM システムを用いて製作したハイブリッドレジンクラウンの機械的強度

○岡田良太 1)， 朝倉正紀 2)， 安藤彰浩 1)， 熊野弘一 1)， 河合逹志 2)， 伴　清治 2)， 武部　純 1)

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

P-28	 CAD/CAM冠臨床における 「ジーセム ONE」 の接着性能

○南澤博人， 熊谷知弘 （株式会社ジーシー研究所）

P-29	 アクリルレジンと金合金の接着界面における微量有機硫黄化合物の分析

○平場晴斗 1)， 小泉寛恭 2,3)， 野川博史 2,3)， 中山大介 2)， 佐伯　修 2)， 赤澤伸隆 1)， 古地美佳 4)，

塩野英昭 2)， 桟　淑行 2,3)， 松村英雄 2,3) （1) 日本大学大学院歯学研究科応用口腔科学分野， 2) 日

本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座， 3) 日本大学歯学部総合歯学研究所高度先端研究部門， 4) 日

本大学歯学部総合歯科学分野）

P-30	 機能的咬合印象法により製作したクラウンの咬合接触評価

○清水　賢 1)，佐藤洋平 1)，松本敏光 2)，大久保力廣 1) （1) 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座，	
2) 鶴見大学歯学部歯科技工研修科）

P-31	 光透視による支台歯マージン形状の検出の試み （第 3報）

○上田康夫 1)， 加藤祐次 2)， 山口泰彦 1)， 清水孝一 3) （1) 北海道大学大学院歯学研究科口腔機

能学講座冠橋義歯補綴学教室， 2) 北海道大学大学院情報科学研究科， 3) 早稲田大学大学院情

報生産システム研究科）

P-32	 東京医科歯科大学歯学部附属病院における各種補綴装置の製作状況に関する統計的調査

○進　千春， 岡田大蔵， 浅野良奈， 力德史朗， 白﨑彩佳， 瀧田美奈， 柴口　塊， 吉田惠一，

三浦宏之 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野）

P-33	 セメント厚さを制御した接着装置によるジルコニアとコア用レジンのせん断接着強さ評価

○本村一朗 1)， 中村英雄 2)， 田中繁一 3) （1) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者

歯科学分野， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科先端材料評価学分野， 3) 静岡大学

学術院工学領域機械工学系列）

P-34	 冠内面に付与した補助的保持形態のマイクロ CT による再現性評価

○清水沙久良 1)， 新谷明一 1,2)， 新妻瑛紀 1)， 黒田聡一 1)， 五味治徳 1) （1) 日本歯科大学生命歯

学部歯科補綴学第 2講座， 2) トゥルク大学）

P-35	 CAD/CAM用レジンブロックの接着強さにおけるサンドブラスト後の経過時間の影響

○浅野良奈， 大竹志保， 稲垣祐久， 藤田理雅， 大森　哲， 三浦宏之 （東京医科歯科大学大学

院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野）

P-36	 S-PRG 配合前装冠用レジンへの Candida	albicans の付着性

○森　昭徳 1)， 澤田季子 1)， 河合良亮 1)， 牛丸忠大 1)， 脇　知邦 1)， 本多　歩 1)， 野々垣龍吾 1)，

宇野光乗 1)， 岡　俊男 1)， 倉知正和 2)， 石神　元 1) （1) 朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科

補綴学分野， 2) 朝日大学歯学部歯科医学教育推進センター）

P-37	 本学附属病院におけるセラミック修復の推移

○東　冬一郎 1)， 星　憲幸 1)， 熊坂知就 1)， 荒井佑輔 1)， 川西範繁 1)， 大橋　桂 2)， 二瓶智太郎 2)，

木本克彦 1)（1) 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔機能修復学講座咀嚼機能制御補綴学分野，
2) 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座クリニカル ・バイオマテリアル分野）

P-38	 新規 CAD/CAM 用レジンブロックの特性について

○二瓶智太郎 1)， 大橋　桂 1)， 大野晃教 2)， 小徳瑞紀 2)， 山口紘章 1)， 星　憲幸 2)， 木本克彦 2)

（1) 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座クリニカル ・ バイオマテリアル分野， 2) 神奈川

歯科大学大学院歯学研究科口腔機能修復学講座咀嚼機能制御補綴学分野）

P-39	 環境光が光学印象の真度と精度に与える影響

○荒木田俊夫 1)， 金澤　学 1)， 岩城麻衣子 2)， 鈴木哲也 3)， 安藤一夫 1)， 小林章二 4)， 水口俊介 1)	

（1) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野， 2) 東京医科歯科大学総合診

療科， 3) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再建工学分野， 4) 東京支部）

P-40	 新規 PEEK 材に対するレジンセメントの引張接着強さ

○力徳史朗， 大竹志保， 吉田恵一，三浦宏之 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂

食機能保存学分野）
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P-41	 新規加圧成型用二ケイ酸リチウムガラスセラミックスを用いて製作したクラウンの適合度

○菅野桐子， 松村茉由子， 林　建一郎， 進　千春， 駒田　亘， 稲垣祐久， 植田洋二， 藤田理雅，

岡田大蔵， 三浦宏之 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野）

P-42	 新規加圧成形用セラミックスに対する接着性レジンセメントの引張接着強さ

○林　建一郎， 大竹志保， 大森　哲， 根本怜奈， 浅野良奈， 力徳史朗， 三浦宏之 （東京医科歯

科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野）

P-43	 各種市販前処理材の接着強さに関する研究 （第 4報）

○大野晃教 1)， 小徳瑞紀 1)， 小林弘明 1)， 山口紘章 2)， 大橋　桂 2)， 二瓶智太郎 2)， 木本克彦 1)	

（1) 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔機能修復学講座咀嚼機能制御補綴学分野， 2) 神奈川

歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座クリニカル ・バイオマテリアル分野）

P-44	 10-MDP プライマー処理前の洗浄がジルコニアの接着に及ぼす影響

○吉原久美子 1)，長岡紀幸 2)，丸尾幸憲 3)，吉田靖弘 4) （1) 岡山大学病院新医療研究開発センター，	
2) 岡山大学歯学部先端領域研究センター， 3) 岡山大学病院咬合 ・ 義歯補綴科， 4) 北海道大学大

学院歯学研究科口腔健康科学講座生体材料工学教室）

P-45	 歯質用プライマー併用可能型セルフアドヒーシブレジンセメントのせん断接着強さ

○黒田聡一 1)， 新谷明一 1,2)， 新妻瑛紀 1)， 清水沙久良 1)， 小城研二 3)， 五味治徳 1) （1) 日本歯科

大学生命歯学部歯科補綴学第 2講座， 2) トゥルク大学， 3) 東京支部）

P-46	 冠内面に付与した補助的保持形態が接着強さにおよぼす影響　GI と唾液除去の効果

○新谷明一 1,2)， 新妻瑛紀 1)， 清水沙久良 1)， 山田眞理 3)， 黒田聡一 1)， 五味治徳 1) （1) 日本歯科

大学生命歯学部歯科補綴学第 2講座， 2) トゥルク大学， 3) 西関東支部）

P-47	 CAD/CAM システムを用いて製作したハイブリッドレジン冠の適合精度の評価

○淺野　隆，阿部圭甫，川良美佐雄，鈴木浩司，吉村万由子，生田真衣，佐野素子，杉原大介，

吉﨑　聡， 岡田恵理子， 黒木俊一， 小見山　道 （日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座）

■ポスター発表　ニューロサイエンス

P-48	 咀嚼における視覚情報のかかわり―予備的研究

○神谷和伸， 成田紀之 （日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）

P-49	 日中のバイオフィードバック訓練が夜間睡眠時のグラインディングに及ぼす影響

○斉藤小夏 1)， 佐藤雅介 1)， 大塚英稔 1)， 園川隼人 2)， 野原倫久 2)， 猪野照夫 1)， 岩瀬直樹 1)，

勅使河原大輔 1)， 吉田有里 1)， 藤田崇史 1)， 橋戸広大 1)， 寺田信幸 2)， 藤澤政紀 1) （1) 明海大学

歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野， 2) 東洋大学大学院理工学研究科）

P-50	 唾液中エクソソーム由来 miRNA を用いた受動喫煙者の肺がんリスク調査の試み

○井戸垣　潤 1)， 上村優介 1)， 渋谷友美 1)， 橋本典也 2)， 髙橋一也 1)， 今井弘一 2)， 小正　裕 1)

（1) 大阪歯科大学高齢者歯科学講座， 2) 大阪歯科大学歯科理工学講座）

P-51	 閉口ジストニア患者の咀嚼時顎頸筋活動協調にかかわる感覚トリックの効果

○石井智浩， 神谷和伸， 成田紀之 （日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）

P-52	 義歯の装着は咀嚼時の顎頸筋活動の同調性を向上する

○小出恭代， 神谷和伸， 成田紀之 （日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）

P-53	 義歯のリハビリテーション効果に関する研究　第 6報 ERP 成分の認知心理学的解釈の試み

○青木伸一郎 1,2)， 大沢聖子 1,2)， 長野裕行 3) （1) 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座，
2) 日本大学松戸歯学部口腔科学研究所， 3) 東関東支部）

P-54	 メカニカルストレスにおける幹細胞関連ケモカイン SDF-1 と CXCR4 の発現相関

○後藤加寿子 1)， 都築　尊 2)， 堤　貴司 2)， 佐藤博信 3) （1) 福岡医療短期大学歯科衛生学科，
2) 福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野， 3) 福岡歯科大学咬合修復学講座冠橋義歯学

分野）
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P-55	 マウスうま味 （アミノ酸） 受容体 T1R1 遺伝子の転写調節機構の解析

○平田祐基 1,2)， 豊野　孝 2)， 正木千尋 1)， 細川隆司 1)， 瀬田祐司 2) （1) 九州歯科大学口腔再建リ

ハビリテーション学分野， 2) 九州歯科大学解剖学分野）

P-56	 施設入所高齢者における軟食摂取時の自律神経変動

○太田　緑， 上田貴之， 櫻井　薫 （東京歯科大学老年歯科補綴学講座）

P-57	 口蓋床装着による口腔内環境の変化が健常者の口腔機能と咀嚼時の脳活動に及ぼす影響

○稲用友佳 1)， 笛木賢治 1)， 臼井信男 2)， 若林則幸 1) （1) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合

研究科部分床義歯補綴学分野， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科認知神経生物学

分野）

P-58	 歯の喪失および飼料形態の違いがマウスの学習 ・記憶能に及ぼす影響

○竹田洋輔， 大上博史， 是竹克紀， 岡田信輔， 佐々木美和， 赤川安正， 津賀一弘 （広島大学

大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門先端歯科補綴学研究室）

P-59	 ブラキシズムが脳の形態変化へ及ぼす影響

○関端哲士 1)， 飯田　崇 1)， 村岡宏隆 2)， 本田実加 1)， 増田　学 1)， 川良美佐雄 1)， 金田　隆 2)，

小見山　道 1) （1) 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座， 2) 日本大学松戸歯学部放射線学

講座）

■ポスター発表　バイオマテリアル

P-60	 重症低ホスファターゼ症モデルマウスの顎骨及び歯に対する酵素補充遺伝子治療の効果

○池上　良， 佐藤　亨 （東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座）

P-61	 チタンの表面形状と表面特性の経時的変化が細胞反応に与える影響

○西村朋子， 荻野洋一郎， 鮎川保則， 古谷野　潔 （九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復

学講座インプラント ・ 義歯補綴学分野）

P-62	 繊維強化型コンポジットレジンに対する前装材料の接着特性に及ぼす繊維配置の影響

○安江　透 1)， 岩崎直彦 1)， 鈴木哲也 2)， 高橋英和 1) （1) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研

究科口腔機材開発工学分野， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再建工学

分野）

P-63	 顎骨再生を目的とした顎骨骨髄間質細胞培養法の開発

○末廣史雄， 藤島　慶， 益崎与泰， 原田佳枝， 柳澤嵩大， 西村正宏 （鹿児島大学大学院医歯

学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野）

P-64	 抜歯部軟組織の血管新生抑制は薬剤関連顎骨壊死の主原因とはならない

○黒嶋伸一郎 1,2)， 中島和慶 1)， 佐々木宗輝 1)， 玉城沙貴 1)， 早野博紀 1)， 澤瀬　隆 1) （1) 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， 2) 長崎大学病院口腔 ・ 顎 ・ 顔面インプラ

ントセンター）

P-65	 微細軟組織の骨再生に対する効果の予備的研究

○川上紗和子， 塩田　真， 今　一裕， 中村慎太郎， 藤森達也 （東京医科歯科大学大学院医歯学

総合研究科インプラント ・ 口腔再生医学分野）

P-66	 添加物配合飼料が大腿骨骨幹中央部骨構造に与える影響　RAMAN分光法による基礎研究

○佐藤佳奈美 1)， 佐藤博紀 2)， 砂治大介 2)， 渡辺丈紘 1)， 高橋卓裕 1)， 齋藤由貴 1)， 郡司敦子 1)，

中田浩史 1)， 谷本安浩 3)， 河相安彦 1) （1) 日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座， 2) 日本大

学大学院松戸歯学研究科有床義歯補綴学講座， 3) 日本大学松戸歯学部歯科生体材料学講座）

P-67	 ヒト骨髄由来間葉系幹細胞および軟骨細胞の核内の染色体配置の解析の試み

○大野充昭 1,2)， 小盛大志 2)， 土佐郁恵 2)， 秋山謙太郎 2)， 大野　彩 2,3)， 窪木拓男 2)， 大橋俊孝 1)	

（1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科分子医化学分野， 2) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究

科インプラント再生補綴学分野， 3) 岡山大学新医療研究開発センター）

P-68	 加熱重合型義歯床用レジンに対する各種常温重合レジン接着の比較

○五十嵐一彰， 岡田隆寛， 盛植泰輔， 雨宮幹樹， 大友悠資， 伊藤　歩， 寺田善博 （奥羽大学

歯学部歯科補綴学講座冠橋義歯補綴学分野）
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P-69	 新規オペークレジンの金属色遮断能力について

○髙濱　豊， 山口大輔， 鈴木崇由， 小野　積， 長塚　明， 宇佐美博志， 水野辰哉， 村上　弘，

服部正巳 （愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座）

P-70	 リン酸亜鉛被膜水熱処理を用いたジルコニアインプラントへのリン酸カルシウム被膜

○児玉浩太 1,2)， 渡邊郁哉 2)， 村田比呂司 1) （1) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学

分野， 2) 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料学分野）

P-71	 KZR-CAD	HR	2 への Streptcoccus	mutans の付着性

○河合良亮 （朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野）

P-72	 アミロライドがオクタアルギニン / リン酸カルシウムを用いた遺伝子導入に及ぼす影響

○バネガスサネンズフアンラモン 1)，天雲太一 2)，鎌野優弥 3)，江草　宏 3)，小川　徹 1)，佐々木啓一 1)	

（1) 東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野， 2) 東北大学大学院歯学研究科歯科イノ

ベーションリエゾンセンター， 3) 東北大学大学院歯学研究科分子 ・再生歯科補綴学分野）

■ポスター発表　教育

P-73	 半調節性咬合器の使用方法に関する新規シミュレーター実習

○原　哲也 1)， 荒木大介 1)， 山田知枝 1)， 宋本儒享 1)， 徳善貴大 1)， 杉本　晧 1)， 兒玉直紀 2)，

皆木省吾 1) （1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科咬合 ・ 有床義歯補綴学分野， 2) 岡山大学病

院咬合 ･義歯補綴科）

P-74	 3D プリンターによって製作したオールセラミッククラウン形成模型歯のアンケート調査

○大野公稔 1)， 竹市卓郎 1)， 原田　亮 1)， 加藤彰子 2)， 本庄泰大 1)， 服部正巳 3) （1) 愛知学院大

学歯学部冠 ・ 橋義歯学講座， 2) 愛知学院大学歯学部口腔解剖学講座， 3) 愛知学院大学歯学部

高齢者歯科学講座）

P-75	 汎用 CAD ソフトを用いた歯冠補綴装置作製のためのデジタルワックスアップ実習の導入

○三野卓哉 1)， 中野田紳一 2)， 黒﨑陽子 1)， 上田明広 3)， 仲野友人 3)， 逢坂　卓 1)， 前川賢治 1)，

窪木拓男 1) （1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野， 2) 株式会社イ

ンサイドフィールド， 3) 岡山大学病院医療技術部歯科部門技工室）

■ポスター発表　口腔機能

P-76	 認知症の要介護高齢者における口腔機能と栄養状態の関連性について

○西口寛一朗 1)， 小島規永 1)， 秦　正樹 1)， 永井雅代 2)， 丸山和佳子 2)， 武部　純 1) （1) 愛知学院

大学歯学部有床義歯学講座， 2) 愛知学院大学心身科学部健康栄養学科）

P-77	 咀嚼時および舌押しつぶし時の咬筋 ・舌骨上筋群筋活動様相の違い

○上原文子 1)， 堀　一浩 1)， 藤原茂弘 1)， 大川純平 1)， 村上和裕 2)， 皆木祥伴 2)， 小野高裕 1)

（1) 新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野， 2) 大阪大学大学院歯学研究科顎口

腔機能再建学講座有床義歯補綴学 ・高齢者歯科学分野）

P-78	 ガム咀嚼トレーニングが口腔機能へ与える効果　舌圧と口腔周囲筋による検討

○高橋　睦， 佐藤義英 （日本歯科大学新潟生命歯学部生理学講座）

P-79	 咬合挙上が嚥下音に及ぼす音響学的影響

○亀川義己， 山村　理， 堤　由希子， 岩尾　慧， 松原一生， 阿座上遼子， 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）

P-80	 高齢全部床義歯装着者における食物搬送動態の検討

○原　淳 1)， 古屋純一 1,2)， 玉田泰嗣 1)， 山本尚徳 1)， 小野寺彰平 1)， 松木康一 1)， 佐藤友秀 1)，

近藤尚知 1) （1) 岩手医科大学歯学部補綴 ・ インプラント学講座， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯

学総合研究科地域 ・福祉口腔機能管理学分野）

P-81	 マウスガード装着が垂直跳びに及ぼす影響

○西野仁泰， 松田祐明， 鈴木義弘， 河野克明， 川上良明， 佐藤武司， 高山和比古， 紺野倫代，

小澤卓充， 中島一憲， 武田友孝 （東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室）
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P-82	 ブラキシズムのフォース ・ コントロールを行った open	bite の 1 症例からの考察

○糠澤真壱， 玉置勝司 （神奈川歯科大学大学院歯学研究科全身管理医歯学講座顎咬合機能回

復補綴医学分野）

P-83	 飼料性状の違いによる咀嚼動態の相違が膵β細胞に与える影響

○菅　悠希 1)， 豊下祥史 1)， 佐々木みづほ 1)， 川西克弥 1)， 會田英紀 2)， 安斎　隆 3)， 寺澤秀朗 4)，

玉城　均 5)， 越野　寿 1) （1) 北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系咬合再建補綴学分野，
2) 北海道医療大学歯学部生体機能 ・ 病態学系高齢者 ・ 有病者歯科学分野， 3) 東京支部， 4) 東関

東支部， 5) 九州支部）

P-84	 閉塞性睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置の治療効果に関連する要因の検討

○三上紗季 1)， 山口泰彦 2)， 斎藤未來 2)， 後藤田章人 1)， 岡田和樹 3)， 櫻井泰輔 4)， 上北広樹 1)，

谷内田　渉 4)， 町田友梨 4)， 前田正名 2)， 齋藤大嗣 2) （1) 北海道大学病院高次口腔医療センター

顎関節治療部門，2) 北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学講座冠橋義歯補綴学教室，3) 東北・

北海道支部， 4) 北海道大学病院冠橋義歯補綴科）

P-85	 デキサメタゾンが唾液分泌に及ぼす影響

○楠田優一郎， 近藤祐介， 宗政　翔， 宮城勇大， 駒井英基， 丸山俊正， 友枝　圭， 柄　慎太郎，

向坊太郎， 正木千尋， 細川隆司 （九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野）

P-86	 咀嚼回数計測装置 「リズミカム」 の測定精度について （その 2）

○中島一憲， 松田祐明， 西野仁泰， 鈴木義弘， 河野克明， 川上良明， 紺野倫代， 小澤卓充，

澁澤真美， 島田　淳， 武田友孝 （東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室）

P-87	 Ca 拮抗薬による口腔乾燥症　―健常高齢者とシェーグレン症候群患者の唾液との比較―

○水橋　史 1)， 小出　馨 1)， 梨田智子 2)， 戸谷収二 3)， 近藤敦子 4)， 浅沼直樹 1)， 佐藤利英 1)，

渡會侑子 5)， 栗田　武 5) （1) 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 1 講座， 2) 日本歯科大

学新潟生命歯学部生化学講座， 3) 日本歯科大学新潟病院口腔外科 ・ 口のかわき治療外来， 4) 日

本歯科大学新潟病院総合診療科， 5) 日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科機能性咬合治療

学）

P-88	 超小型カメラを用いた咀嚼機能の動的実態精察

○高橋和也， 鈴木銀河， 清水　賢， 栗原大介， 阿部　實， 大久保力廣 （鶴見大学歯学部有床義

歯補綴学講座）

P-89	 弾性アプライアンスを使用した咀嚼様運動が脳波に与える影響

○山本　悠， 佐々木良紀， 竜　正大， 上田貴之， 櫻井　薫 （東京歯科大学老年歯科補綴学講座）

P-90	 三次元有限要素法を用いた応力解析　―大臼歯支台歯形状がクラウン維持力に与える影響―

○前田直紀， 山添正稔 （山本貴金属地金株式会社）

P-91	 三次元有限要素法を用いた応力解析　―中切歯支台歯形状がクラウン維持力に与える影響―

○山添正稔， 前田直紀 （山本貴金属地金株式会社）

P-92	 機能時におけるブリッジ支台歯の応力分布に関する研究

○岡田大蔵， 進　千春， 駒田　亘， 小椋麗子， 三浦宏之 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合

研究科摂食機能保存学分野）

P-93	 睡眠中の律動性咀嚼筋活動に関連した酸素および二酸化炭素濃度の変動

○鈴木善貴 1,2,3)， ラヴィーンジル 2,3,4)， 大倉一夫 1)， 安陪　晋 5)， 松香芳三 1) （1) 徳島大学大学院

医歯薬学研究部顎機能咬合再建学分野， 2) モントリオール大学歯学部， 3) モントリオールサクリカ

病院睡眠医療先進リサーチセンター， 4) モントリオール大学病院医学部呼吸器科睡眠クリニック，	
5) 徳島大学大学院医歯薬学研究部総合歯科学分野）

■ポスター発表　症例

P-94	 前後すれ違い咬合から短期間で下顎オーバーデンチャーに移行した症例

○和田淳一郎 1)， 青　藍一郎 2)， 奈良日出男 2)， 若林則幸 1) （1) 東京医科歯科大学大学院医歯学

総合研究科部分床義歯補綴学分野， 2) 東京支部）
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P-95	 Oral	dyskinesia を有する摂食嚥下障害患者の一症例

○吉見佳那子 1)， 古屋純一 2)， 戸原　玄 1)， 水口俊介 1) （1) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合

研究科高齢者歯科学分野， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科地域 ・ 福祉口腔機能

管理学分野）

P-96	 上顎右側中切歯欠損による審美障害を低侵襲補綴歯科治療により改善した一症例

○高岡亮太， 石垣尚一， 矢谷博文 （大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウン

ブリッジ補綴学分野）

P-97	 磁性アタッチメントを使用し術後 20 年経過をした部分床義歯の 1症例

○藤波和華子， 星合和基， 青山莉子， 別所香菜， 増田達彦， 尾澤昌悟， 武部　純 （愛知学院

大学歯学部有床義歯学講座）

P-98	 セルフケアと運動療法で改善した咬合違和感症例からの一考察

○島田　淳， 島田百子 （東京支部）

P-99	 セントラルベアリングデバイスを応用して早期接触の診断を行った一症例

○佐藤正彰 1)，松前　団 2)，中村健太郎 3)，山本司将 3) （1) 中国・四国支部，2) 関西支部，3) 東海支部）

P-100	 治療用義歯の咀嚼運動終末位を顎間記録として機能回復を行った無歯顎症例

○西原　裕 1)，西田昌平 2)，中村祐輔 1)，中村健太郎 3)，山本司将 3) （1) 中国・四国支部，2) 関西支部，
3) 東海支部）

P-101	 セントラルベアリングデバイス機構を付与した治療用義歯を応用した全部床義歯症例

○外城英史 1)，西田昌平 2)，中村健太郎 3)，山本司将 3) （1) 中国・四国支部，2) 関西支部，3) 東海支部）

P-102	 咀嚼運動終末位を確定し咬合採得を行った全部床義歯症例

○久野彰司， 中村健太郎， 山本司将 （東海支部）

P-103	 咀嚼機能の回復と維持に咀嚼運動終末位を指標とする全部床義歯を用いた症例

○山村昌弘 1)， 西田昌平 2)， 中村健太郎 1)， 山本司将 1) （1) 東海支部， 2) 関西支部）

P-104	 Twin-Stage	Procedure によりアンテリアガイダンスを構築した症例

○小林弘清 1)， 小林賢一 2) （1) 東京支部， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者

歯科学分野）

P-105	 審美障害を主訴とする重篤な Class	II 症例における補綴治療

○小林賢一 1)， 高橋路奈 2)， 安部明子 2)， 竹内周平 1)， 星野　崇 2)， 小林弘清 2)， 関田俊明 1)

（1) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野， 2) 東京支部）

P-106	 口蓋欠損を有する有歯顎患者における分割式栓塞子の適用

○村上　格 1)， 西　恭宏 2)， 竹之内往久 3)， 西村正宏 2) （1) 鹿児島大学病院義歯補綴科， 2) 鹿児

島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野， 3) 九州支部）

P-107	 全部床義歯における片側性咬合平衡を得るための臼歯部人工歯排列位置に関する症例検討

○岡本　信， 守屋佳典， 﨑谷公子， 鵜川由紀子， 洲脇道弘， 森　慎吾， 中島啓一朗， 角谷真一

（中国 ・四国支部）

P-108	 前歯部審美障害をノンメタルクラスプデンチャーで改善した鎖骨頭蓋異形成症の 1症例

○小松智美， 都築　尊， 長原隆紀， 佐藤俊介， 宮口　嚴， 髙橋智子， 小柳進祐， 髙橋　裕 （福

岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野）

P-109	 咀嚼運動終末位を指標とした咬合採得を行い咀嚼機能が回復できたブリッジ症例

○今井雅一 1)，永井秀明 2)，中村健太郎 3)，山本司将 3) （1) 東関東支部，2) 関西支部，3) 東海支部）

P-110	 臼歯部の補綴装置の再治療に下顎運動分析記録装置の支援を応用した症例

○全並　匠， 中村健太郎， 山本司将 （東海支部）

P-111	 下顎運動分析記録装置を応用して咬頭嵌合位と咀嚼運動終末位の位置関係を保持した症例

○竹島健太郎 1)， 松前　団 2)， 中村健太郎 1)， 山本司将 1) （1) 東海支部， 2) 関西支部）

P-112	 Tooth	wear により審美障害および咬合高径の低下を認めた症例

○東中川杏里， 関田俊明， 高橋亜希子， 入江聖子， 矢口志保 （東京医科歯科大学大学院医歯

学総合研究科高齢者歯科学分野）
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P-113	 デンチャースペースに合致させた CAD/CAM コンプリートデンチャーの製作

○徳江　藍 1)， 新保秀仁 1)， 井本弘子 1)， 川嶋一誠 1)， 團　智子 1)， 大貫昌理 1)， 大久保力廣 1)，

寺内知哉 2) （1) 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座， 2) 三井化学）

P-114	 新規義歯製作法により上下顎全部床義歯製作を行った一例

○武田智香子， 小正　聡， 松田謙一， 西崎　宏， 岡崎定司 （大阪歯科大学）

■ポスター発表　有床義歯

P-115	 金属床上顎顎義歯を装着した上顎歯列のモード解析　支台装置の検討

○星合泰治 1)， 乙丸貴史 2)， 大木明子 3)， 篠塚　修 4)， 谷口　尚 2) （1) 東京医科歯科大学歯学部

附属病院総合診療科スペシャルケア外来， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面

補綴学分野， 3) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔基礎工学分野， 4) 東京医科歯

科大学大学院医歯学総合研究科障害者歯科学分野）

P-116	 ウレタンオリゴマーを基材とした試作軟性裏装材の耐久性に関する評価

○門川明彦 1)， 嶺崎良人 1)， 峰元里子 1)， 村原貞昭 1)， 村口浩一 1)， 松村光祐 1)， 梶原雄太郎 1)，

有川裕之 2)， 河野博史 2)， 菊地聖史 2)， 南　弘之 1) （1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科咬合

機能補綴学分野， 2) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科生体材料学分野）

P-117	 慣性測量装置を用いた義歯変位計の開発

○関田俊明， 竹内周平， 小林賢一， 東中川杏里， 高橋亜希子， 入江聖子 （東京医科歯科大学

大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野）

P-118	 上下無歯顎シミュレーション模型による印象圧の比較

○岩崎正敏，川良美佐雄，井上紗由美，岩田好弘，本木久絵，浅川龍人，西森秀太，神山裕名，

竹内広樹， 安田明弘， 飯田　崇， 小見山　道 （日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座）

P-119	 抜歯後の顎骨骨代謝機構の解明を目的としたマウス抜歯モデルの作製

○久本芽璃 1)， 木村俊介 2)， 岩田　航 1)， 後藤まりえ 3)， 横山敦朗 1) （1) 北海道大学大学院歯学研

究院口腔機能学分野口腔機能補綴学教室， 2) 北海道大学大学院医学研究院解剖学分野組織細

胞学教室， 3) 北海道大学病院義歯補綴科）

P-120	 歯科補綴治療が成人の自律神経活動に及ぼす影響　－アルジネート概形印象採得－

○後藤まりえ 1)， 竹生寛恵 2)， 下地伸司 2)， 横山敦郎 3) （1) 北海道大学病院義歯補綴科， 2) 北海

道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野歯周 ・ 歯内療法学教室， 3) 北海道大学大学院歯学

研究院口腔機能学分野口腔機能補綴学教室）

P-121	 有床義歯装着者における [n] 持続発音位の経時的変化　―Eichner 分類 C症例―

○遠藤　舞， 松川高明， 豊田有美子， 大川　穣， 染川正多， 上田脩司， 磯貝佳史， 岡本和彦，

大川周治 （明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野）

P-122	 高機能セルフクリーニングデンチャーの開発　第一報　表面改質による義歯表面強度の変化

○満田茂樹 1)， 清宮一秀 2)， 二瓶智太郎 3)， 井野　智 1) （1) 神奈川歯科大学大学院歯学研究科高

度先進口腔医学講座歯科補綴学分野， 2) 神奈川歯科大学附属病院歯科技工科， 3) 神奈川歯科

大学大学院歯学研究科口腔科学講座クリニカルバイオマテリアル学分野）

P-123	 常温重合型シリコーン軟性裏装材とアクリルレジンの接着に関する研究

○南　弘之 1)， 村原貞昭 1)， 松村光祐 2)， 上之段麻美 2)， 柳田廣明 1)， 嶺崎良人 2) （1) 鹿児島大

学大学院医歯学総合研究科咬合機能補綴学分野， 2) 鹿児島大学病院成人系歯科センター冠 ・ ブ

リッジ科）

P-124	 急性期病院脳神経外科病棟における歯科補綴治療 （有床義歯） の需要

○門田千晶 （聖隷浜松病院歯科）

P-125	 オーラルスキャナーと CAD/CAM を用いて作製した部分床義歯

○濵中一平 1)， 一志恒太 2)， 髙橋　裕 1) （1) 福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野， 2) 福

岡歯科大学医科歯科総合病院中央技工室）
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P-126	 部分床義歯装着患者における恒常的な機能維持のための客観的メンテナンス法

○秋山仁志 1)， 坂元麻衣子 1)， 白子未佳 1)， 赤間亮一 2)， 竹井　潤 2) （1) 日本歯科大学附属病院

総合診療科， 2) 日本歯科大学附属病院歯科技工室）

P-127	 プラークモデルを使った歯科用金属に付着する口腔バイオフィルムの菌叢解析

○鳥居麻菜 1)， 漆原　優 1)， 大島朋子 2)， 前田伸子 2)， 大久保力廣 1) （1) 鶴見大学歯学部有床義

歯補綴学講座， 2) 鶴見大学歯学部口腔微生物学講座）

P-128	 当院栄養サポートチームでの歯科補綴治療の必要性

○寺中　智 1,2)， 尾﨑研一郎 1,2)， 水口俊介 2) （1) 足利赤十字病院リハビリテーション科， 2) 東京医

科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野）

P-129	 軟質裏装材を応用したオーバーデンチャーの維持力に影響を及ぼす機械的特性

○久保慶太郎，古池崇志，上田貴之，尾松素樹，櫻井　薫 （東京歯科大学老年歯科補綴学講座）

P-130	 高齢化社会に向けた短期間高精度義歯製作システムの開発　第 2報　総義歯歯列弓の調査

○一色ゆかり 1)， 渡辺宣孝 2)， 生田龍平 2)， 片岡加奈子 2)， 藤原　基 2)， 玉置勝司 2) （1) 神奈川歯

科大学大学院歯学研究科口腔機能修復学講座咀嚼機能制御補綴学分野， 2) 神奈川歯科大学大

学院歯学研究科口腔機能修復学講座顎咬合機能回復補綴医学分野）

P-131	 Aramany 分類の顎欠損が支持歯槽骨と顎義歯の挙動に与える影響

○長谷英明 1)， 新谷明一 2)， 吉田兼義 1)， 池浦政裕 1)， 勝俣辰也 1)， 髙橋　裕 1) （1) 福岡歯科大

学咬合修復学講座有床義歯学分野， 2) 日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 2講座）

P-132	 義歯製作時の歯肉ラインの指標に関する検討

○杉本和代， 松田謙一，三原佑介， 八田昂大， 榎木香織， 福武元良， 池邉一典， 前田芳信 （大

阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学 ・高齢者歯科学分野）

P-133	 PMMA成膜QCMセンサを利用した純粋過ギ酸がタンパク質の脱着に与える影響の検討

○中澤修一，小正　聡，田代悠一郎，三宅晃子，高橋一也，西崎　宏，小正　裕，岡崎定司 （大

阪歯科大学）

P-134	 繰り返し荷重に対するグルータイプ義歯安定剤の接着性の変化

○島　義人 1)， 井上勝一郎 2)， 河野稔広 1)， 渡辺崇文 1)， 帆鷲郷一 1)， 金藤哲明 1)， 鱒見進一 1)	

（1) 九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野， 2) バイオマテリアルリサーチラボラトリー）

P-135	 軟性裏装材硬化物の粘弾性的性質に及ぼす温度の影響

○渡辺崇文 1)， 井上勝一郎 2)， 槙原絵理 1)， 島　義人 1)， 帆鷲郷一 1)， 金藤哲明 1)， 鱒見進一 1)	

（1) 九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野， 2) バイオマテリアルリサーチラボラトリー）

P-136	 グラスファイバーで強化したノンメタルクラスプデンチャー用材料の摩擦摩耗特性

○谷本安浩 1)， 永倉愛夢 1)， 西山典宏 1)， 伊藤誠康 2)， 河相安彦 2) （1) 日本大学松戸歯学部歯科

生体材料学講座， 2) 日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）

P-137	 義歯用ブラシによる清掃が軟質裏装材の表面形態に及ぼす影響

○小畑朋邦 1)， 上田貴之 1)， 久保慶太郎 1)， 和田　健 1)， 武本真治 2)， 櫻井　薫 1) （1) 東京歯科大

学老年歯科補綴学講座， 2) 東京歯科大学歯科理工学講座）

P-138	 閉口時口唇接触位における上下顎前歯部の空隙量と口唇赤唇部の面積との関係―第 2報―

○渡會侑子 1)， 小出　馨 1,2)， 水橋　史 2)， 近藤敦子 3)， 浅沼直樹 2)， 佐藤利英 2)， 栗田　武 1)，

小林　博 2) （1) 日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科機能性咬合治療学， 2) 日本歯科大学新

潟生命歯学部歯科補綴学第 1講座， 3) 日本歯科大学新潟病院総合診療科）

P-139	 レジン床義歯と金属床義歯との違いについての患者理解度を各種問診法から評価する

○岡島裕梨， 小正　聡， 藤尾美穂， 西崎　宏， 岡崎定司 （大阪歯科大学）

P-140	 無口蓋型 CAD/CAM コンプリートデンチャーの維持力と患者満足度

○飯沼陽平 1)， 高橋和也 1)， 冬頭知明 1)， 徳江　藍 1)， 新保秀仁 1)， 大久保力廣 1)， 寺内知哉 2)，

宇杉真一 2) （1) 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座， 2) 三井化学）

P-141	 固定化抗菌剤 Etak のバイオフィルム形成抑制効果および遺伝子発現への影響

○實利一輝 1)， 橋田竜閲 2)， 三村純代 2)， 木原琢也 2)， 首藤崇裕 2)， 河原和子 2)， 田地　豪 2)，

二川浩樹 2) （1) 広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻， 2) 広島大学大学院医歯薬保健学

研究院口腔生物工学分野）
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P-142	 即時荷重 2 インプラントオーバーデンチャーの前向き臨床研究 ： 5 年経過報告

○岩城麻衣子 1)， 金澤　学 2)， 宮安杏奈 2)， 佐藤大輔 3)， 春日井昇平 3)， 水口俊介 2) （1) 東京医

科歯科大学大学院医歯学総合研究科総合診療歯科学分野， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯学

総合研究科高齢者歯科学分野， 3) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科インプラント ・ 口

腔再生医学分野）

P-143	 部分床義歯の支台歯周囲骨への経時的影響　デジタルサブトラクション法による評価

○渡邉知恵 1)， 和田淳一郎 1)， 水谷幸嗣 2)， 渡邊　裕 3)， 勝木　梓 1)， 若林則幸 1) （1) 東京医科歯

科大学大学院医歯学総合研究科部分床義歯補綴学分野， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総

合研究科歯周病学分野， 3) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔放射線医学分野）
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7 月 2 日（日）［第 6 会場］

■専門医ケースプレゼンテーション審査　10 ： 00 ～ 12 ： 00

専門医 1	 上顎無歯顎， 下顎両側遊離端欠損に対して総義歯とテレスコープ義歯で対応した症例　

○織田聖子 （東京歯科大学老年歯科補綴学講座）

専門医 2	 インプラント支持暫間補綴装置の形態を最終上部構造に再現させた多数歯欠損患者の症例　

○三野卓哉 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野）

専門医 3	 すれ違い咬合に対してオーバーデンチャーを用いて対応した症例

○三輪俊太 （大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学 ・ 高齢者歯科

学分野）

専門医 4	 上顎歯肉癌摘出によりデンチャースペースに異常を来した患者に顎補綴治療を行った症例　

○豊下祥史 （北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野）

専門医 5	 顎堤吸収の著しい上下顎無歯顎患者に閉口機能印象を用いて全部床義歯を製作した症例　

○菊井美希 （大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座有床義歯補綴学 ・ 高齢者歯科

学分野）

専門医 6	 舌亜全摘術ならびに舌再建術を施行した患者に対する舌接触補助装置 （PAP） の効果　

○尾﨑研一郎 （足利赤十字病院リハビリテーション科）

専門医 7	 重度歯周疾患を伴い， 咬合平面， 咬合様式の修正を要した症例　

○高島浩二 （奥羽大学歯学部歯科補綴学講座）
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