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第43回大会，福岡で皆様をお待ちしています
大　会　長　古谷野　潔
実行委員長　松下　恭之

第43回公益社団法人日本口腔インプラント学会学
術大会を，9月13日（金）～15日（日）の3日間，福岡
国際会議場および福岡サンパレスホテル＆ホールで開
催いたします。 

今回の学術大会では「より適切で確実なインプラン
ト治療へ」をメインテーマとして挙げ，メインテーマ
に関するシンポジウムを４本設定し，9月14日丸一
日を使って第1会場にて「より適切で確実なインプラ
ント治療」について整理し議論します。また，「教育講
演：下歯槽神経麻痺症例から抽出された学ぶべき基
礎知識」，「若手インプラントロジストのためのワーク
ショップ：これからのインプラント治療にどう対応す
るか」，さらには恒例の「臨床の疑問に答える」もメイ
ンテーマの趣旨のもとで企画しました。

一方，学会ではやはり先進的な臨床知識や最新の
研究成果に触れることも重要です。そのために，「イ
ンプラント表面性状研究の最前線」および「骨補填材
の最前線」という最新の研究に関するシンポジウムを
企画しました。米国North Carolina大学のCooper教
授，スイスBern大学のIizuka教授による海外招待講
演および中村社綱先生，武田孝之先生，船越栄次先

生による国内招待講演では，研究および臨床の最新の
トピックについてご講演いただきます。

また，６つの委員会企画セミナー，４つの関連学
会との共催シンポジウム，さらには専門医教育講座，
専門歯科衛生士教育講座，専門歯科技工士教育講座，
各種セミナー・ワークショップ等々も予定しています。

会員発表については，これまでで最多の564題の
応募をいただきました。十分な会場を準備しましたの
で，会員の皆様の日頃の研鑽の成果を発表，議論す
ることでインプラント臨床のさらなる発展に役立てて
いただきたいと存じます。

さらに，一般の市民の方々がインプラント治療への
認識を深め，よりよいインプラント治療を受けていた
だくために，福岡市中心部の会場で市民公開講座を開
催することとしています。

種々の報道の影響もあり，国民の目も強くインプラ
ント治療に向けられている昨今ですが，このような時
こそ熱気あふれる学術大会が必要であると考えていま
す。本学術大会が参加者の皆様にとって実り多いもの
になるよう最大限の努力を尽くして参ります。多数の
皆様のご参加を福岡の地でお待ちしています。

第43回学術大会迫る，平成24年度 各種専門資格合格者，
支部活動報告  など
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テーマ：より適切で確実な 
インプラント治療へ 
 
 
 
 
主要プログラム 

13 
⽇ 

(⾦) 
午
後 

■理事⻑講演 
渡邉 ⽂彦 （公益社団法⼈ ⽇本⼝腔インプラント学会 理事⻑） 
■倫理委員会セミナー 
若松 陽⼦ （関⻄⼤学） 
■専⾨医教育講座 
砂⽥ 勝久  （⽇本⻭科⼤学） 

14 
⽇ 

(⼟) 

午
前 

■テーマシンポジウム① 
後藤 哲哉 （九州⻭科⼤学） 
楠川 仁悟 （久留⽶⼤学） 
河奈 裕正 （慶應義塾⼤学） 
髙橋 哲   （東北⼤学） 

■テーマシンポジウム② 
⻑⾕川 嘉昭 （⻑⾕川⻭科医院） 
⽵内 康雄   （東京医科⻭科⼤学） 
関根 秀志   （東京⻭科⼤学） 

■臨床の疑問に答える 
⼭⽻ 徹   （医療法⼈ ⼭⽻⻭科医院） 
細川 隆司 （九州⻭科⼤学） 
和⽥ 誠⼤ （⼤阪⼤学） 
辻 貴裕   （デンタル．バイオビジョン株式会社） 
川崎 律⼦ （⻑⾕川⻭科医院） 
宗像 源博 （神奈川⻭科⼤学） 

■教育委員会セミナー 
廣安 ⼀彦 （⽇本⻭科⼤学） 
永原 國央 （朝⽇⼤学） 
加藤 仁夫 （⽇本⼤学） 

CT プレゼンテーション 
ランチョンセミナー 

午
後 

■テーマシンポジウム③ 
中村 公雄 （医療法⼈貴和会） 
佐々⽊ 猛 （医療法⼈貴和会） 

■テーマシンポジウム総括 
髙橋 哲   （東北⼤学） 
和泉 雄⼀ （東京医科⻭科⼤学） 
澤瀬 隆   （⻑崎⼤学） 
渡邉 ⽂彦 （⽇本⻭科⼤学新潟⽣命⻭学部） 

■海外招待講演① 
リンドンクーパー （ノースキャロライナ⼤学） 

■海外招待講演② 
飯塚 建⾏ （ベルン⼤学） 

■専⾨医制度推進委員会セミナー 
⽊村 博⼈ （弘前⼤学） 
⽮島 安朝 （東京⻭科⼤学） 
堀⽥ 康記 （愛知インプラントセンタ－） 
後藤 昌昭 （佐賀⼤学） 
中島 信也 （公益社団法⼈ ⽇本⻭科医師会） 
渡邉 ⽂彦 （⽇本⻭科⼤学） 

■国際誌委員会セミナー 
前⽥ 芳信 （⼤阪⼤学） 

コンピュータープレゼンテーション 
テーブルクリニック 

イブニングセッション 

 

 

 

 

第 43 回公益社団法⼈ ⽇本⼝腔インプラント学会・学術⼤会 

2013 年 9 ⽉ 13 ⽇（⾦）〜15 ⽇（⽇） 
福岡国際会議場・福岡サンパレスホテル＆ホール 
〒812-0032 福岡県福岡市博多区⽯城町 21 
        TEL：092-262-4111（代表） 
⼤会⻑   古⾕野 潔（九州⼤学⼤学院⻭学研究院 

⼝腔機能修復学講座 教授） 
実⾏委員⻑ 松下 恭之（九州⼤学⼤学院⻭学研究院 

⼝腔機能修復学講座 准教授） 
 

⼤会事務局：九州⼤学⼤学院⻭学研究院 
⼝腔機能修復学講座 インプラント・義⻭補綴学分野内 

            〒812-8582 福岡市東区⾺出3-1-1 
            TEL:092-642-6441 FAX：092-642-6380 
            E-MAIL: 43jsoi@gmail.com 
 

運営事務局：株式会社⽇本旅⾏  
九州法⼈⽀店 イベントコンベンションセンター内 

            〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-1-5F 
            TEL：092-451-0633 FAX：092-451-0550 
            E-mail：43jsoi@nta.co.jp 
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⼤会参加登録費 

 資格 事前(8/13まで) 当⽇ 

会員   15,000円 20,000円 

⾮会員 ⻭科医師、⼀般 20,000円 25,000円 

準会員・⾮会員 

⻭科技⼯⼠・⻭科衛⽣⼠ 7,500円 9,000円 

コデンタルスタッフ 7,500円 9,000円 

学⽣（⼤学院を含まず） 3,000円 3,000円 

懇親会(できる限り事前登録をお願いいたします) 10,000円 12,000円 
 ※正会員であっても⻭科技⼯⼠・⻭科衛⽣⼠の⼤会参加登録費は、準会員扱いとなります。 
 

15 
⽇ 

(⽇) 

午
前 

■国内招待講演 
中村 社綱 （インプラントセンター・九州） 
武⽥ 孝之 （東京⻭科⼤学） 
船越 栄次 （船越⻭科⻭周病研究所） 

■国際セッション 
Dr.Gerhard Iglhaut （ドイツインプラント学会会⻑） 
Dr.Frank Schwarz （ドイツインプラント学会次期会⻑） 
堀⽥ 康記 （愛知インプラントセンタ－） 

■専⾨⻭科衛⽣⼠セミナー 
後藤 礼⼦ （吉村⻭科医院） 
昇 直美   （医療法⼈賢信会 柴垣⻭科医院） 
⽯原 弥⽣ （⽉星⻭科クリニック） 
⻑岐 祐⼦ （株式会社 スマイル・フォー・ユー） 
河埜 洋⼦ （松井⻭科医院） 

■専⾨⻭科衛⽣⼠ 教育講座 
堀川 正  （九州インプラント研究会） 

■専⾨⻭科技⼯⼠セミナー 
中島 清史 （有限会社 KN デンタルラボラトリー） 

■専⾨⻭科技⼯⼠ 教育講座 
⽊原 優⽂ （九州⼤学） 

■教育講演 
佐々⽊ 研⼀ （東京⻭科⼤学） 
阿部 伸⼀   （東京⻭科⼤学） 
福⽥ 謙⼀   （東京⻭科⼤学） 
今村 佳樹   （⽇本⼤学） 

 

ワールドサテライトセミナー 

 ランチョンセミナー 

午
後 

■研究シンポジウム① 
堀内 克啓 （中⾕⻭科医院） 
塩⽥ 真   （東京医科⻭科⼤学） 
勝⼭ 英明 （福岡⻭科⼤学） 

■研究シンポジウム② 
武知 正晃   （広島⼤学） 
川井 忠     （東北⼤学） 
早⼄⼥ 進⼀ （東京医科⻭科⼤学） 
丸川 恵理⼦ （東京医科⻭科⼤学） 

■アジアセッション 
Zhang Yu (Peking University) 
Seung-Min Yang (Korean Academy of Implant dentistry) 
Ki-Tae Koo(Korean Academy of Oral and Maxillofacial Implant）
Jun-Beom Park (Korean Academy of Osseointegration） 
佐藤 聡 （⽇本⻭科⼤学） 

■若⼿インプラントロジストのためのワークショップ 
豊嶋 健史  （九州⼤学） 
⾕⼝ 崇拓  （医療法⼈ ⾕⼝⻭科医院） 
⼭下 素史  （⼭下⻭科医院） 
⼩林 真理⼦（鶴⾒⼤学） 
⼤森 有樹  （⼤森⻭科医院） 
奥野 幾久  （奥野⻭科医院） 

■医療・社会保険委員会セミナー 
去川 俊⼆ （⾃治医科⼤学） 
⽴川 敬⼦ （東京医科⻭科⼤学） 
鎌⽥ 幸治 （⻑崎⼤学） 

■認定委員会セミナー 
⾼森 等     （⽇本⻭科⼤学） 
細川 隆司   （九州⻭科⼤学） 
早⼄⼥ 進⼀ （東京医科⻭科⼤学） 
⼜賀 泉     （⽇本⻭科⼤学） 

■⽇本顎顔⾯インプラント学会共催シンポジウム 
佐藤 裕⼆ （昭和⼤学） 
藤井 俊治 （⽇本⼤学） 
⽥岡 隆玖 （⽇本⻭科インプラント器材協議会） 

■⽇本⻭科放射線学会共催シンポジウム 
河合 泰輔 （⽇本⻭科⼤学） 
⽉岡 庸之 （⽇本⼤学） 

■CAD/CAM 学会共催シンポジウム 
松永 興昌 （福岡⻭科⼤学） 
野林 勝司 （株式会社 NK DENTAL CRAFT） 

■⽇本⻭科放射線学会共催シンポジウム 
伊東 隆利 （医療法⼈伊東会伊東⻭科⼝腔病院） 
⻄⽥ 次郎 （東京⻭科⼤学） 

ワールドサテライトセミナー 
■市⺠フォーラム 

古⾕野 潔(九州⼤学) ⾚川 安正(奥⽻⼤学) ⽊村 洋⼦(医療法⼈ きむら⻭科円⼭インプラントオフィス) 渡辺 勝敏 (読売新聞東京本社）

事前参加登録期間：8 ⽉ 13 ⽇（⽕）まで 

⼤会参加申込（事前登録）は 
第 43 回学術⼤会ホームページ上にて 
受付いたします。 
http://www.43jsoi.com/ 
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平成24年度 研修施設長，施設名変更
・  （旧）香川医科大学医学部歯科口腔外科学講座　 

長畠駿一郎
⇒  （新）香川大学医学部附属病院歯・顎・口腔外科　

松井義郎

平成24年度 研修施設名変更
・（旧）朝日大学歯学部口腔インプラント科　
⇒   （新）朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント

科
・  （旧）日本歯科大学新潟生命歯学部附属病院口腔

インプラントセンター　
⇒  （新）日本歯科大学新潟病院口腔インプラントセ

ンター
・ （旧）佐賀医科大学歯科口腔外科学講座　
⇒ （新）佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

平成24年度 研修施設長名変更
・ （旧）富山大学附属病院　古田　勲
⇒ （新）富山大学附属病院　野口　誠
・ （旧）嵌植義歯研究所　懸田利孝
⇒ （新）嵌植義歯研究所　西郷慶悦

平成24年度 新規指定研修施設
・東北大学病院歯科部門インプラント外来
 施設長：佐々木啓一
・ 大阪医科大学附属病院歯科口腔外科　 
 施設長：植野高章
・ 東京医科大学病院　 施設長：松尾　朗

　平成24年度 指導医合格者
上田秀朗（九州支部）
小倉隆一（関東・甲信越支部）
添島正和（九州支部）
長島義之（中国・四国支部）
堀内克啓（近畿・北陸支部）
山本　学（近畿・北陸支部）
 （以上6名）

平成24年度 専門医合格者
▼東北・北海道支部
玉木克弥， 増木英郎， 松橋智史， 高木幸人，
新崎公子， 今宮克明， 金内洋光
▼関東・甲信越支部
笛木　貴， 冨山雅史， 加藤英治， 金子泰英，
水口稔之， 鳥羽修平， 伏見　肇， 佐藤文明，
栗原一雄， 岸本幸康， 浅野善一， 山田一穂，
山田嘉宏， 森　啓一， 木村匡司， 大橋　功，
上野大輔， 山下秀一郎， 大島正充， 丸山千恵，
小林　平， 川端秀男， 金子昌豊， 伊藤太一，
脇田智文， 佐々木　仁， 安田雅章， 石川明寛，
中島和敏， 萩原鉄也， 西田哲也， 深田健治，
日高豊彦， 岩渕雅諭， 村田大輔， 渥美美穂子，
岡　延綱， 寺本祐二， 寺前智人， 横井和弘，
酒井康雄， 山口将日， 北村　豊， 奥谷暢広，
山上美樹， 湊　勇人， 芳賀浩昭
▼中部支部
鈴木一成， 早川安光， 鳥居正雄， 福井達也，
加藤大輔， 小川尊明， 中川昌樹
▼近畿・北陸支部
山田真樹， 吉川朋宏， 足立哲也， 福富健介，
宮井幸子， 上田和孝， 藤原康則， 片口宗久，
大友正和， 嶋田　潔， 吉田忠司， 茶谷修平，
馬場俊輔， 南　清和， 河野寛二， 島　信博，
和田誠大， 山本　学
▼中国・四国支部
堀本真二， 辻野哲弘， 北村清太， 石井弘之，
安光秀人， 佐村克利， 友村善則， 日浅　恭，
小笠原一行， 久保隆靖
▼九州支部
濱田直光， 川口　孝， 長富浩一郎， 寺崎恵多朗，
田中秀樹， 住田知樹， 案西浩平， 的野良就，
添野光洋， 鎌田幸治
 （以上99名）

平成24年度 インプラント専門 
歯科衛生士合格者

▼東北･北海道支部
加納真弓， 嵯峨亜矢子， 庄司知世， 山崎知美，
山本　舞
▼関東・甲信越支部
岩本那奈， 大木　恵， 大友優子， 鎌田みよ子，
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河合ちえみ， 岸　友美， 小池朱実， 小林敦子，
佐藤裕美， 高松　礼， 田代幸子， 野宮由里子，
林　明美， 廣瀬絵美， 堀口絵麻， 八島貴世，
山崎さとみ
▼中部支部
市川絵美， 伊藤有実子， 井上佳江， 増田祐里
▼近畿・北陸支部
梅津　希， 小西美加代， 田中絵美， 近持　舞，
鶴田美緒， 永田　恵， 中塚里奈， 平田奈緒，
前田麻樹， 吉川沙絵， 𠮷村実希
▼中国・四国支部
大山勢津子， 片山元美
▼九州支部
酒井麻光， 出口恵理， 野口尚代， 渡邉美波

 （以上43名）
平成24年度インプラント専門

歯科技工士合格者

▼関東・甲信越支部
篠崎泰宏
▼近畿・北陸支部
西　康伸， 桜井保幸， 上原芳樹， 税所秀揮
▼中国・四国支部
川田義雄
 （以上6名）

 

第32回 公益社団法人 日本口腔インプラント学会 
関東・甲信越支部学術大会　 開催報告

大会長　簗瀬武史（公益社団法人 日本歯科先端技術研究所）

関東・甲信越支部は11の大学系研修施設と9の
臨床系研修施設が所属し，約5,000名の会員数を
有する支部である。

支部所属の臨床系研修施設の一つである公益社
団法人 日本歯科先端技術研究所（以下，日先研）
は，2012年に公益社団法人として新たな一歩を
踏み出したのを機に，私　簗瀬武史を大会長とし
て，志賀泰昭・奥森直人の二名の副大会長，江黒 
徹を実行委員長に据えた体制で，平成25年2月
10日（日）11日（月・祝）に第32回JSOI関東・甲
信越支部学術大会を京王プラザホテルにて開催さ
せていただいたので，ここに報告する。

本大会のメインテーマは「医学的見地からイン
プラント治療を再考する―知識を知恵に，そして
教養へ―」とした。特別講演は光嶋 勲 氏で「スー
パーマイクロサージャリー手技を用いた体の復元」，
基調講演は須田立雄 氏に「骨の基礎的研究から見
えてきた『インプラント学』―その核心にチャレン
ジする」という演題でご講演いただいた。
「経年変化を考える」をメインテーマとした4つ

のシンポジウムにおいては，それぞれ「インプラ
ント周囲組織を考える―インプラント周囲粘膜炎，
周囲炎に対してのアプローチをどう考えるか」 

（西堀雅一 氏，辰巳順一 氏，柏井伸子 氏）「イ
ンプラント受療者の加齢を考える」（萩原芳幸 氏，
菊谷 武 氏，寺本浩平 氏）「上部構造の経年変化
を考える」（木村健二 氏，倉嶋敏明 氏，田中譲治 
氏）「造骨症例の経年変化を考える」（松坂賢一 氏，
髙森 等 氏，佐藤淳一 氏）というテーマに造詣の
深い先生方に示唆に富んだ講演をしていただいた。

本学術大会では岡部 正 氏，佐藤 聡 氏による
市民公開講座「お口から始まるからだの健康」のみ
ならず，谷口修一 氏，奥 努 氏，奥 芳浩 氏，橋

本大会の運営にあたった日本歯科先端技術研究所より実行委
員一同
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本研一郎 氏による公開セミナー「社会からみた医
療を考える」として一般市民のかたも無料で聴講
いただけるセッションを用意した。その他，山下
恒彦 氏による未来セミナー「CAD/CAMを応用し
た歯科補綴物の将来的な展望」や電子抄録の採用，
託児所の無料設置などという新機軸も盛り込んで
いき，独自性をだすようにつとめた。

学会本部企画である教育講座は，専門医教育講
座は見崎 徹 氏，専門歯科衛生士教育講座は中浜
典子 氏，専門歯科技工士教育講座は杉山雅和 氏
によりそれぞれ行われ，熱心な受講者で会場は埋
め尽くされた。

また，企業の協力のもとに，両日3つの会場で
ランチョンセミナーが行われ，会場を出ずに昼食
がとれるように配慮した。懇親会においても名店
と名高い「久兵衛」の寿司など京王プラザホテルの
誇るレストランの料理がふるまわれ，参加者の利
便性を考えたコンパクトな運営が可能であった。

開会式において私は「インプラント治療がさら
に充実期を迎えるために，急速な社会普及に即
した治療環境の整備が急務であり，本大会を口

腔のみにとらわれず，医学的な見地から生体を学
び，インプラント治療の有用性・予知性・不確実
性を再考し，安全性の再構築につなげる機会と
したい」と述べたが，前述の多彩なプログラムの
他，合計88演題の発表（67演題の口頭発表と21
演題のポスター発表）が行われ，68社の企業展示，
1300名余のご参加をいただいた本大会が，その
ような機会となったと確信している。

第33回関東・甲信越支部学術大会は，メイン
テーマを「健康長寿につながるインプラント」とし
て次期の加藤仁夫大会長のもと，平成26年2月8
日（土）9日（日）に今回と同じく京王プラザホテル
で開催される予定となっている。

また，第44回公益社団法人日本口腔インプラ
ント学会学術大会は主管を関東・甲信越支部が仰
せつかり，東京国際フォーラムにおいて平成26年
9月12日（金）から14日（日）の日程で行うことと
なっており，現在，実行委員を中心に鋭意準備中
である。

ともに充実した内容をもって，多くのみなさま
のご来場を心よりお待ち申し上げる次第である。 

公益社団法人日本口腔インプラント学会 
中部支部活動報告

支部長　堀田康記

中部支部は愛知県，静岡県，岐阜県，三重県
の4県で構成されており，その会員数の合計は平
成25年5月30日現在で1,414名です。研修施設
としては，大学系で愛知学院大学歯学部附属病院，
朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント科，名
古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科の3施設，
臨床系では口腔インプラント生涯研修センター，
愛知インプラントセンター，一般社団法人中部イ
ンプラントアカデミーの3施設，合計6施設があ
ります。しかし，残念ながら静岡県と三重県には
研修施設がありません。喫緊の課題として，この
両県に研修施設を配置したいのですが，なかなか
ハードルが高く，無施設のまま今日に至っていま
す。

さて，平成24年度の第33回中部支部総会・学
術大会は静岡県の担当で，浜松市のアクトシティ
浜松コングレスセンターで10月27日（土）28日

（日）にて開催されました。大会長は，副支部長（静

岡県担当）の橋本賢二先生（元浜松医科大学歯科口
腔外科学講座教授）で，市民公開講座の講師もお
願いしました。特別講演は，医療法人・月星歯科
クリニック理事長の月星光博先生に，専門医教育
講座は，日本大学歯学部特任教授の新井嘉則先生
に講演していただきました。一般口演は21演題，
ランチョン・セミナー5セッション，ハンズオン2
セッション，専門歯科衛生士教育講座，専門歯科
技工士教育講座など，充実した日程で成功裏に終
わりました。

今年度，第34回中部支部総会・学術大会の日
程は，11月16日（土）・17日（日），会場はJR岐
阜駅に隣接する“じゅうろくプラザ”で開催します。
副支部長（岐阜県担当）の永原國央先生（朝日大学
歯学部口腔病態医療学講座インプラント学分野教
授）の全面的なご協力の下，大会長の田邊俊一郎
先生，実行委員長の近藤雄三先生のご協力をい
ただき開催します。プログラムとして，特別講演
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には日本レーザー歯学会理事・山本敦彦先生をお
迎えして，「インプラント周囲炎に対するEr.YAG 
レーザーの応用（仮題）」というテーマでご講演い
ただく予定です。また教育講演には，UCLA歯学
部・ワイントロープセンター・先端補綴・生体材
料学講座教授の小川隆広先生に，「すべては光機

能化へ，デンタルインプラントから再生医療まで」
と題してご講演いただく予定です。

岐阜県は，風光明媚な土地で，食事も大変おい
しい所です。他支部の先生方のご参加を心よりお
待ちしております。 

 指定研修施設紹介

 嵌
かん

植
しょく

義
ぎ

歯
し

研究所
 施設長　西郷慶悦
嵌植義歯研究所は，1963年から活動を続け50

年が経過しました。私は，昨年4月から，当研究
所の創設者でもあり長年施設長を務めてこられた
懸田利孝先生のご逝去に伴い，新たに施設長を拝
命いたしました。このように，長い歴史と数多く
の功績がある研修施設を引き継ぐにあたり，大変
身の引き締まる思いでおります。

現在では，会員数110名を数え，当施設所属の
指導医2名を含む専門医11名，認証医14名を輩
出しています。さらには，今年度ケースプレゼン
テーション試験を受験する者が5名，論文を投稿
している者が3名おり，会員への支援を継続して
いるところであります。また，活動の一環として
は，支部総会および本会における学会発表，認定
講習会や公開講座の開催，毎月第3水曜には症例
検討や抄読会といった内容のベーシックコースも
併せて行っております。特に認定講習会において
は，講義のみならず手術見学を2回，豚の顎骨や
模型を使ったデモや実習の場を数多く取り入れる
など，すぐにでも臨床に応用できるよう工夫を凝
らしたカリキュラムを組んでおります。また，少

数のインプラントシステムにとらわれることなく，
幅広い知識が身に付くよう，多方面で活躍の経験
豊富な先生を講師にお迎えすることができました。

昨今，歯科界は歯科医師過剰などの需給問題に
端を発し，特にインプラント治療においては，厳
しいマスコミ報道の矢面に立っております。これら
の点を踏まえ，今後は単なる知識や技術の習得の
みならず，安全・安心なインプラント治療を心が
けていく必要があります。そのためには，衛生士
や技工士などコ・デンタルスタッフを含めた教育，
さらには各医院における医療安全対策が重要と思
われます。また，このような治療においては，診・
診あるいは病・診の連携が不可欠となります。幸
いにも，本年4月1日から「東北大学病院歯科イン
プラントセンター」が開設されました。同じインプ
ラント学会所属の指定研修施設として，相互の連
携を密にし，患者さんの情報提供や治療がスムー
ズに行えるよう心がけたいと考えております。

さて，冒頭にも申し上げましたように，当研究
所は半世紀という大きな節目を迎えました。本年
12月21日（土）には，特別講演会および記念祝賀
会を予定いたしております。特別講演会では，講
演Ⅰとして東北大学病院歯学研究科口腔システム
補綴学分野教授 佐々木啓一先生から「インプラン
トへのローディング：その強さ，方向，時間的因
子がいかに周囲組織に影響を及ぼすか?」という演
題で，また講演Ⅱといたしましては，ブローネマ
ルク・オッセオインテグレーション・センター長
の小宮山彌太郎先生から「インプラントの選び方」
と題して講演をお願いしております。詳細は，当
研究所ホームページに掲載予定ですが，学会員の
先生におかれましては，奮ってご参加くださいま
すようご案内申し上げます。

今後とも，ご指導のほどよろしくお願い申し上
げます。
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  徳島大学病院口腔インプラント 
診療部門

 施設長　市川哲雄
本施設設置は，1985年の徳島大学歯学部附属

病院でのアパタイトインプラント治療を発端とし
ております。その後，オッセオインテグレーテッ
ドインプラントを導入してインプラントの臨床と
研究を進め，1999年に日本口腔インプラント学
会の臨床研修施設に認定されました。

現在，日本口腔インプラント学会所属の常勤歯
科医師は21名であり，歯科（旧補綴科：そしゃく
科，かみあわせ補綴科），口腔外科，総合歯科診
療部のいずれかに所属しています。医学部附属病
院との統合や診療科の再編の中で，補綴科と口腔
外科との共診体制による徳島大学病院口腔インプ
ラント診療専門外来が臨床研修施設として活動し
ています。また，来年度春の口腔インプラントセ
ンター設置に向けて準備が進められています。さ
らに，徳島大学病院の再開発による新外来棟の建
設が進んでおり，2015年度初頭には歯科の外来
診療室も移転する予定です。

1992年度に高度先進医療の「インプラント義
歯」が，2000年度に文部科学省の高度先進医療開
発経費が認められ，それ以降，光造形システムを
用いた即時負荷治療をはじめとする先端的なイン
プラント治療を行ってきました。インプラント治
療の術前検査に欠かせないCT検査装置を1999年
に導入し，その後設置された歯科用コーンビーム
CT（CBCT）と併せて，症例に応じた検査と埋入シ
ミュレーションが可能となりました。即時負荷治
療や上部構造に関する治療成績，医科用CTと歯
科用CBCTとの比較や埋入ナビゲーションシステ
ム，骨補填材などの新しい治療方法や診療機材開
発に関する研究を行い，発表しています。

卒前教育では，コアカリキュラムに則した「口

腔インプラント治療学」の講義を，この診療部門
に属している教員が分担して行っています。また，
講義の最後に，模擬埋入実習と補綴処置のデモン
ストレーションを行うことで，インプラント治療
に対して理解をより深められるように図っており
ます。

当施設でのインプラント治療は，欠損補綴方法
の一手段として，基本的に補綴主導で治療方針を
決定しています。補綴科が一口腔単位で治療計
画を立てた上で，埋入インプラントの本数や位置，
方向，さらには骨移植など骨造成の適否に関して
口腔外科的に検討し，最適な治療方針，設計を導
き出すように努めています。隔週で行っている合
同カンファレンスでは，このような治療方針・計
画の術前検討と併せて，インプラント治療の補綴
処置経過や治療後のメインテナンスの症例を継続
して報告し，各ステップでの評価や問題点を抽出
し，より適正な治療計画の策定にフィードバック
できるように情報を共有化しています。また，術
前の一般検査（生化学，血圧，心電図，尿検査等）
の結果から，観血処置に対する適否や，術中の麻
酔処置および術後管理についても検討し，全身管
理に対する理解も深めています。インプラント治
療における日進月歩の治療方法，材料，機器の情
報に関しては，定期的な抄読会や臨床勉強会を開
催して，常に最新の情報を取り入れるようにして
います。

このような診療，教育体制は，他科の専門知識
や，治療に対する異なった意見に接する良い機会
であり，各々のインプラント治療技術の向上に有
効であると考え，インプラント診療部門以外の先
生方や卒後臨床研修医にも，自由に参加できるよ
うにしています。同様に，地域の中核医療機関で
ある大学病院として，開業医・勤務医の先生方か
らの治療相談やCTによる検査依頼にも随時対応
しています。インプラント治療に関する研修を希
望される先生には，本院の研修登録医に登録の上，
指導するスタッフの下で診療していただいており
ますし，インプラントに関する研究に興味をもたれ
ている先生には，社会人大学院，研究生としての
道を開放しております。さらには，当施設の診療
支援部門には，学会認定の専門技工士，専門歯科
衛生士が所属しており，治療計画からメインテナ
ンスに至るまで，高い専門性をもって対応し，地
域の歯科スタッフに対する研修も行っております。
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今後，新しく発足する口腔インプラントセン
ターにおいても，現在のチーム医療体制を拡充し，
地域の中核医療機関としての専門性が高く高度な

インプラント治療を推進していくとともに，教育，
研究，地域のリカレント教育を実践できる環境を
今以上に整えていきたいと考えています。 

公益社団法人 日本口腔インプラント学会 
第14回 口腔インプラント専門医臨床技術向上講習会報告

　　　　　　　　教育委員会　矢島安朝

平成25年6月16日（日），東京歯科大学水道
橋校舎13階ルームAにおきまして，第14回専門
医臨床技術向上講習会が開催されました。当日は，
関東・甲信越地域を中心に全国から当講習会最多
となる156名の先生方のご参加をいただき，大変
な盛況ぶりでした。改めまして，ご参加いただい
た先生方の学習意欲に敬意を表したいと思います。

本年度の講習会のテーマは「適切な診断および
安全・安心のインプラント治療　─難症例を見極
める─」となっております。どのような症例が難
症例なのか? 難症例を見極めるための手段は? な
どについて各演者から熱のこもった講演が行われ
ました。

午前中は，東京都開業の武田孝之先生から「補
綴学的な難症例について」というタイトルで，術
後に生じる補綴学的問題の大半の原因となる「力」
のコントロールについてご解説をいただきました。
第二演題として，東京医科歯科大学の塩田 真先
生より「インプラント補綴での難症例」と題して，
術前に補綴学的な症例の難易度を診断する分類を
ご紹介いただき，臨床例を交えて詳しくご解説い
ただきました。第三演題は長崎大学の澤瀬 隆先
生から「インプラント補綴の難症例を考える」と題
して，補綴にかかわるトラブルとして最も高頻度
に挙げられる前装材の破折について，その原因と

対策を材料学的な視点からお話しいただきました。 
午後は，鶴見大学の佐藤淳一先生から「手術的

な難症例の検討」というタイトルで，症例の外科
的難易度の分類をもとに，ガイデッドサージェ
リーや骨造成術の安全性と有効性についてご解
説いただきました。引き続き，日本歯科大学の小
倉 晋先生から「外科手術的難症例について」と題
して，外科手術的難症例に対するミニマム・イン
ターベンションの考え方の重要性をお示しいただ
き，ミニインプラントや傾斜埋入法などの効果的
な適用についてご解説いただきました。最後に，
東京歯科大学の松坂賢一先生から「全身から見た
歯科インプラントの特殊性と注意すべき基礎疾
患」と題して，病理学的な見地から歯科インプラ
ント治療をご解説いただき，治療の実施にあたり
患者の身体の応答による難症例と考えられる基礎
疾患について詳しくお話しいただきました。すべ
ての講演が，トラブルを引き起こしやすいと考え
られる難症例への対応を科学的根拠に基づいて検
証された内容であり，専門医講習会にふさわしい，
大変アカデミックな講習会となりました。

その後，総合討論では講演内容の範囲を超えて
様々な質問がご参加いただいた先生方から寄せら
れ，45分ほどの時間が瞬く間に過ぎました。最後
に，認定委員会からの受講単位の説明を認定委員
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の片山幸太郎先生からいただいた後，修了式が執
り行われました。まる一日を費やした第14回口腔
インプラント専門医臨床技術向上講習会は盛会の

うちに，17時30分には無事にすべての日程を終
了いたしました。

新入会者紹介
（平成24年10月26日～平成25年5月30日）

▼東北・北海道支部
（北海道） 粥見　翔， 髙松雄一郎， 孔　令群，
森下　長， 安達　恵， 松川真友子， 高橋展子，
坪井寿典， 房川大地， 松澤直昭， 井上加奈子，
建部二三， 井上沙織

（青森県） 遠藤　寛， 津島克正
（岩手県） 齊藤裕美子， 深澤翔太， 池田功司，
小野寺彰平， 櫻庭浩之， 小田島潤一， 佐藤真規子，
井上　学， 平　雅之， 小山田勇太郎，
久保田将史， 本舘朋之， 八重樫祐成

（宮城県） 菅野真人， 山川優樹， 手島　杏，
櫻場一郎

（秋田県） 畠　まなみ
（山形県） 青木真一
（福島県） 小川幸恵， 示野達也， 山内貴子，
田中奈美
▼関東・甲信越支部

（茨城県） 小林良誌， 大森翔英， 色川敦士，
榎本　大

（栃木県） 大野一広， 水谷由佳， 佐藤亮介，
井田未奈美， 墨谷直哉， 清水春紀

（群馬県） 髙橋孝文， 小池恭子， 神戸智幸，
新谷武史， 新田晴香

（埼玉県） 野村英一， 橘田博純， 原島　晃，
中川寿美， 長谷川義朗， 髙橋哲之， 生田匡憲，
遠藤美樹， 須山龍一， 沼尻克美， 藤川　知，
前田千尋， 井口　将， 武田　裕， 藤澤隆史，
岩下和美， 小野塚孝之， 鈴木惇也， 平山能正，
上村江美

（千葉県） 菊池恭平， 二宮寿祥， 柳井康祐，
吉田英介， 植木克昌， 戸田智大， 加納邦弘，
菊地昭仁， 島村　穣， 並木修司， 田邉耕士，
鈴木里菜， 佐藤絵美子， 池田寛輝， 児玉　葵，
髙村幸恵， 板野　泉， 江田康嗣， 藤田亜希子，
秋山正憲， 徳住泰斗， 原　　舞， 小澤宏徳，
杉浦　純， 島村百子

（東京都） 佐藤千恵， 大家研二， 岩崎太郎，
髙梨知宏， 清水一明， 福田竜弥， 小出容子，
堀越康介， 太田州久， 片渕真弥， 堀田達也，
志村雄太， 神尾伸吾， 吉田桂子， 原　真央子，
船登咲映， 児玉　健， 井川　繁， 萩野泰典，
菊池真理子， 赤城裕一， 三浦大輔， 矢野沙央理，
宇高朋宏， 山﨑真菜美， 村瀬逸記， 中山博登，
蓮池　聡， 樋口達也， 荻沼　毅， 鵜澤　忍，
飯島佑斗， 浜崎啓吾， 橋田之彦， 栗本教生，
高橋雄一， 小川直宏， 藤川謙次， 寒河江　孝，
肥塚　舞， 池谷賢ニ， 宇野勇樹， 入江英彰，
久保佳哉， 金澤陽一朗， 高野琢也， 徳田優子，
櫛山貴史， 永田　瑞， 林　丈裕， 吉井　穣，
若月喜仁， 宇野由利恵， 小宮山一雄， 山崎加惠，
角田らいら， 宮田祐介， 高橋英俊， 橋口隼人，
蔭山雄基， 寺田誠司， 岡　和彦， 加藤克人，
船田裕太， 遠藤光子， 杉井英一郎， 横山正起，
佐藤絵梨， 西垣祐佳里， 大場英典， 西　　翼，
堺　健太郎， 大山洋子， 髙橋真由， 壁谷　信，
山田純輝， 吉永匡寿， 大原　大， 重松宏昭，
水野晃子， 渡邉拓朗， 芝　清隆， 岩﨑宏行，
大島拓也， 日髙英治， 尾﨑哲英， 堀　大樹，
吉田裕哉， 伊藤典文， 山本　洋， 福西美弥，
小川　真， 浅海利恵子

（神奈川県） 魚住卓哉， 下川博之， 飯田満里子，
中原維浩， 原　　寛， 菊池みさと， 田中良和，
渡邊正紘， 飯田　敬， 竹長博史， 白井貴之，
Zhang Jing， 藤田佑三， 油科沙希， 八島章博，
杉村博行， 齊藤真司， 秋庭　恭， 土井梓弓，
増井康典， 森田　忍， 降矢和樹， 森田真以子，
會田隆介， 藤津　圭， 林　壮一， 馬場邦生，
村山正史， 北村昌三， 仲田豊生， 富施博介，
片寄信子， 古澤　圭， 北山恵一朗， 小林茉莉，
進藤博士， 永田紘大， 雨宮剛志， 谷本　亨，
青山謙一， 新海正碁， 藤田陽一， 松岡小桃，
川村雅邦， 前田良江， 中村哲朗， 鎌田要平，
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熊坂知就， 鶴岡　淳， 浜口悠樹， 柴田和子，
佐々木秀典， 篠原美佳， 今井　亮， 峰尾　仁，
味村健広

（新潟県） 上杉崇史， 山田亜紀， 渡邊　毅，
宮本隆道， 飯島　正

（山梨県） 今村雄一郎
（長野県） 花岡　泉， 下地茂弘， 草深佑児，
齊藤宜則， 谷口崇拓， 青栁恵子， 玉井憲二，
吉田健留， 伊藤香那
▼中部支部

（岐阜県） 大崎公資， 安達健太郎， 田沼順一，
河村佳郎， 川木晴美， 塚本　聡， 江原道子，
田口潤一郎， 藤本靖貴， 梶本都子

（静岡県） 小圷　啓， 蓮見卓真， 浅井友宏，
矢﨑勇匡， 渋谷直志， 猪熊健一， 渋　優子

（愛知県） 山田順一， 疋田　涼， 岡　義郎，
山本朗仁， 岡田　実， 渡邉佑太， 白木孝佳，
盛田裕樹， 澤　政樹， 安川恒平， 内田　裕，
原田正守， 内藤　豊， 小出貴照， 岡田康佑，
前田真弓， 金澤宏泰， 石川文己， 山本司将，
三宅洋彰， 稲濱友洋， 加藤篤史

（三重県） 平本憲一， 福島敦司， 服部　修
▼近畿・北陸支部

（富山県） 布施浩樹， 樋口広大， 立浪秀剛
（石川県） 川尻秀一， 瀬尾尚弘， 舘　慶太，
（福井県） 古森　喬， 伊藤保奈美， 古橋　隆，
加藤菜美

（滋賀県） 藤田将広， 大村仁利， 川井彰玲，
今井利裕治

（京都府） 森　友理恵， 江田慶太郎， 東郷由弥子，
宇都宮千沙， 中村航也， 張　端良， 藤田祐也，
長谷川　徹， 窪田　努， 後藤文宏， 森　宏樹，
岩田宗純， 平田徳成

（大阪府） 菅　良宜， 幸道絵里， 田中裕久，
西川紘甲， 中長武史， 横山早紀， 岡本義正，
市場千賀， 辻　和也， 森岡　猛， 下谷晃代，
松本英紀， 谷本正俊， 前田　暁， 小林　実，
北川泰司， 西村好美， 川端誠一， 池永　立，
扇谷　圭， 田口尚吾， 山本大二郎， Lai Hong Chang，
西田尚人， 岡本憲明， 中野貴由， 緒方智壽子,
上篭裕記， 武元千波， 梅田　誠， 中野芳郎,
岡田つかさ， 神原正樹， 伊藤雄一， 重本　舞,
廣瀬敦文， 松本益幸， 岡本利花， 大澤亞弓，
木村基士， 森田浩正， 山本彰宏， 山本彰美，
内野泰樹， 西田大祐， 松山裕一， 金山正嗣，

上杉直斗， 山　英俊， 平井幹士， 岩熊　豊，
（兵庫県） 高田直樹， 松下純也， 吉竹弘行，
廣瀬幹隆， 松浦英樹， 神田　貢， 藤田剛史，
吉武　賢， 秋山博道， 山村倫世， 幸田康平

（奈良県） 山本恵子， 井村高陽
（和歌山県） 山田　学
▼中国・四国支部

（鳥取県） 藤井信行， 小谷　勇
（岡山県） 筒井淳斗， 西尾泰正， 中川晋輔，
飯塚智子， 國友雅義， 林　宏規

（広島県） 中山恵理香， 平地喜美子
（山口県） 古谷美幸
（徳島県） 米田　哲， 米沢武師， 斎藤昌司
（香川県） 鵜川祐樹， 堤　政雄， 礒野潤子，
塩田聖子， 渋谷敦人， 森田康弘， 菅田貴志，
門間悠介， 堤　祥子， 箱崎達司

（愛媛県） 塩﨑雄生， 亀田創平
（高知県） 板敷康隆
▼九州支部

（福岡県） 山下素史， 立石康一郎， 清末崇裕，
空　泰寛， 藤田孝一， 大串奈津貴， 中富研介，
村岡卓也， 北川順三， 馬越通崇， 丸島久美子，
小野　渉， 松原良太， 重松久幹， 山﨑　純，
中山敬介， 松本哲彦， 藏田和史， 野代知孝
江頭めぐみ， 小野田慈美， 廣末将士， 椎葉俊司，
徳地賢治， 原田めぐみ， 立石良文， 宮村康洋，
宮園香樹， 松尾　研， 都留寛治，阿比留圭之輔，
坂本英治， 栗田賢一， 成松生枝， 杉本太郎，
平田祐基， 多田博昭， 柴田翔太郎， 楠田優一郎，
鈴木祐社， 中村優介， 金沢美雅， 大木郷資，
須井心悟， 辻　希美， 白鳥　麻， 張　浩淼，

（佐賀県） 浦　嘉訓， 金ケ江浩綱， 小林善郎，
合島怜央奈， 西川利実

（長崎県） 古賀喬充， 岡本直樹， 井　隆司，
大平友里， 中島麻耶香， 樋口史郎

（熊本県） 門池あゆみ， 関　喜英， 久貝喜太郎，
飯干光男， 近藤健之， 有尾マリ

（大分県） 川上和久， 高浪美鈴， 澤宮雄一郎，
（宮崎県） 桑野維久人， 竹山佳奈子
（鹿児島県） 橋口千琴， 南　弘之， 葛西貴行，
（沖縄県） 小林佳乃子， 池野康浩， 松浦正英，
新城美由紀， 髙田隆充， 山口岳志
▼外国

（台湾） 束　蓉， 刘　大力
 （以上503人）
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広報委員会からのお知らせ

前年度に引き続き春日井昇平（東京医科歯
科大学）が委員長を務めます。現在の広報委員
会のメンバーは以下の通りです。
委 員 長： 春日井昇平
副 委 員 長： 市川哲雄
委 員： 五十嵐俊男，北川昇，
  嶋田淳，十河基文，土屋直行，
  内藤宗孝，山内六男

今後とも広報委員会は，ニュースレターと
ホームページを通じて会員の皆様に学会の情
報を素早く正確に伝達するよう努力致します
ので宜しくお願い致します。ご意見，ご要望
等ございましたら，以下の連絡先にご連絡く
ださい。
〒113-8549東京都文京区湯島1-5-45
東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医
学　春日井昇平
電 話：03-5803-5934
フ ァ ッ ク ス：03-5803-5934
メールアドレス：kas.mfc@tmd.ac.jp
インプラント学会 検索


