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              11月 22日(日)              

 

 Ａ会場（2・3F 血脇記念ホール）                        

9：00 ～ 9：20 

◇ 理事長挨拶 
 

9：20 ～ 9：50 

◇ 臨時社員総会 
 ※ 代議員以外の一般会員の方も参加できます。 

 

10：00 ～ 12：00 

◇ シンポジウムⅡ

歯のホワイトニング治療とホワイトニングコーディネーター ～さらなる発展を目指して～ 
座 長：武井 典子（公益財団法人ライオン歯科衛生研究所） 

椿  知之（ティースアート） 

「もう一度学ぼう！ 歯のホワイトニングの基本 ～安全で効果的な治療のために～」 

金子  潤（千葉県立保健医療大学） 

「歯のホワイトニングの未来 ～最新の研究成果から～」 

大槻 昌幸（東京医科歯科大学大学院） 

「歯のホワイトニング治療の展開 ～審美的なレジン修復～」 

保坂 啓一（東京医科歯科大学大学院） 

「長期・継続的な美容医療サービスへのクーリングオフ等の導入に関する検討について」 

長田 かおり（消費者庁取引対策課） 

「口腔治療完了後の管理とホワイトニングへの導入」 

山羽 京子（愛知学院大学歯学部附属病院） 

「ホワイトニングコーディネーターから認定士へのステップアップ」 

  武井 典子（公益財団法人ライオン歯科衛生研究所） 

 

13：00 ～ 14：00 

◇ 教育講演Ⅰ 
座 長：真鍋 厚史（昭和大学） 

「新しい予防システムの提案 ～歯科衛生士主導のプライムヘルスプログラム～」 

石田  修（石田おさむ歯科医院） 

  辻村 香恵（オーラルエステティックセンター） 

 

14：15 ～ 17：00 

◇ 特別講演（逐次通訳あり） 
座 長：田上 直美（長崎大学） 

「Real World Cosmetic Dentistry」 

Dr. Joyce Bassett（AACD アメリカ美容歯科学会 会長） 

座 長：千田 彰（愛知学院大学） 

「Modern techniques for correcting unsatisfactory smiles」 

Dr. Dan Nathanson（ボストン大学 教授）   
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 ハンズオンセミナー（10F 臨床基礎実習室）                     

9：30 ～ 12：00 

◇ ハンズオンセミナーⅠ 
「コンポジットレジン修復自由自在 ～ Class Ⅳ から Class Ⅱ まで～」 

宮崎 真至（日本大学歯学部） 

 

13：30 ～ 16：00 

◇ ハンズオンセミナーⅡ 
「CAD/CAM冠におけるステインテクニック～ CAD/CAM冠から高透光性フルジルコニアクラウンまで～」 

山田 和伸（株式会社カスプデンタルサプライ／カナレテクニカルセンター） 

 

 Ｃ会場（8F 第二講義堂）                            

13：00 ～ 13：50 

◇ 口頭発表 
座 長： 山本 一世（大阪歯科大学） 

1O-１  上顎前歯水平性破折歯に対し矯正的および歯周外科的歯冠長延長術を行った一症例 
田 昌守 

田歯科医院 

1O-２  水平的ブラキサーへの咬合再構成の 1 例 
吉田 茂治 

パークサイドデンタルオフィス 

1O-３  The shade masking ablity for base color of different thickness machineable ceramics: in vitro  
study. 
师 晓蕊，刘 峰 

Peking University, School of Stomatology Peking University, School of Stomatology 

1O-４  ホームホワイトニング材の使用頻度がホワイトニング効果に及ぼす影響 
干川 摂，高山 里絵，中西 生美，北 大樹，長谷川 充，石川 明子 

日本歯科大学附属病院 総合診療科 ホワイトニングチーム 

1O-５  開口器装着型 LED ホワイトニングライトを用いたホワイトニングの効果 
中澤 妙衣子 1，春山 亜貴子 2，亀山 敦史 2 

1朝日新聞東京本社診療所歯科，2東京歯科大学歯科保存学講座 
 

 ポスター企業展示①（12F 第二実習講義室）                  

10：00 ～ 17：00 

◇ ポスター掲示 

◇ 企業展示 

   ウエルテック㈱   ウルトラデントジャパン㈱   クラレノリタケデンタル㈱ 

   ㈱ジーシー   ㈱松風 スリーエムジャパン㈱ヘルスケアカンパニー 

㈱トクヤマデンタル  ネオ製薬工業㈱    フィード㈱ 

㈱フォレスト・ワン  ㈱モリタ     ㈱モリムラ 
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 ポスター企業展示②（7F 第三実習講義室）                   

10：00 ～ 17：00 

◇ ポスター掲示 

◇ 企業展示 

   相田化学工業㈱   Ivoclar Vivadent㈱  長田電機工業㈱ 

   カボデンタルシステムズジャパン㈱    ㈱ギコウ 

   京セラメディカル㈱  サンメディカル㈱  シロナデンタルシステムズ㈱ 

   デンツプライ三金㈱  パナソニック㈱  ペントロン ジャパン㈱ 

   ㈱茂久田商会   ㈱モモセ歯科商会  ㈱ＵＳＥＮ 

   ㈱ヨシダ 

 

 会員懇親会                                 

18：30 ～ 20：30 

東京ディズニーランド内会員制レストラン 
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             11月 23日(月)                 
 

 Ａ会場（2・3F 血脇記念ホール）                         

9：00 ～ 12：00 

◇ シンポジウムⅠ 

アメリカの審美補綴の最前線 
座 長：佐藤  亨（東京歯科大学） 

「アメリカ審美歯科の傾向と問題点」 

山本 英夫（ボストン大学 准教授） 

「デジタルデンティストリーにおけるセラミックマテリアル及びキャドキャムテクノロジー」 

キミヨ 渡辺 ソーヤー（Cusp Dental Laboratory） 

「デジタル VSアナログ ～前歯部審美補綴～」 

アキ ヨシダ（Gnathos Dental Stadio） 

13：45 ～ 15：45 

◇ 教育講演Ⅱ 

割れない、外れない CAD/CAM冠 
座 長：越智 守生（北海道医療大学） 

「割れない CAD/CAM冠の条件」 

中村 隆志（大阪大学大学院歯学研究科） 

「外れない CAD/CAM冠の勘どころ」 

冨士谷 盛興（愛知学院大学歯学部） 

 

 Ｃ会場（8F 第二講義室）                            

13：45 ～ 14：40 

◇ 教育講演Ⅲ 
座 長：新海 航一（日本歯科大学新潟生命歯学部） 

「レーザーを使用した歯周審美とその功罪」 

永井 茂之（永井歯科医院） 

 

14：45 ～ 15：40 

◇ 教育講演Ⅳ 
座 長：藤澤 政紀（明海大学） 

「審美歯科のためのデジタル機能解析」 

梅原 一浩（梅原歯科医院） 

 

 ハンズオンセミナー（10F 臨床基礎実習室）                  

9：30 ～ 12：00 

◇ ハンズオンセミナーⅢ 
「シンプルなレイヤリングによる審美的 CR充填」 

高橋  登（タカハシデンタルオフィス） 
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13：30 ～ 16：00 

◇ ハンズオンセミナーⅣ 
「オフィスホワイトニング ～成功に導くためのポイント～ 

   ホームホワイトニング ～最大限に効果を上げるマウストレーの作りかた～」 

椿  知之（ティースアート） 

 

 ポスター企業展示①（12F 第二実習講義室）                  

9：00 ～ 15：00 

◇ ポスター掲示 
 

12：00 ～ 12：25 

◇ 討論
 

9：00 ～ 15：00 

◇ 企業展示 
 

 ポスター企業展示②（7F 第三実習講義室）                   

9：00 ～ 15：00 

◇ ポスター掲示 
 

12：20 ～ 12：45 

◇ 討論 
 

9：00 ～ 15：00 

◇ 企業展示 
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ポスター発表      展示時間 

 

11月 22日（日） 10:00 ～ 17:00 

11月 23日（月）  9:00 ～ 15:00 
 

 ポスター展示①（12F 第二実習講義室） 討論：11月 23日(月)12:00～12:25   

◇ ポスター発表 

 P-０１  各種知覚過敏抑制材が漂白効果に及ぼす影響について 
吉川 一志，宮地 秀彦，岩田 有弘，恩田 康平，竹内 摂，山本 一世 

大阪歯科大学 歯科保存学講座 

 P-０２  オフィスブリーチングを用いた表層下脱灰病巣における再石灰化誘導 
飯塚 純子，國松 雄一，向井 義晴 

神奈川歯科大学大学院 歯学研究科 う蝕制御修復学講座 

 P-０３  着色表層下脱灰病巣モデルを使用したブリーチング効果の検討 
國松 雄一，飯塚 純子，向井 義晴 

神奈川歯科大学大学院歯学研究科う蝕制御修復学講座 

 P-０４  デュアルホワイトニング後７年経過した一症例 
－ナノ粒子薬用ハイドロキシアパタイトを用いたメインテナンスの効果－ 

横田 春日 1，田上 直美 2 

1クローバー歯科，2長崎大学病院 

 P-０５  漂白時に発生するラジカルについて 
黒川 千尋，小川 弘美，玉崗 慶鐘，東光 照夫，京泉 秀明，星野 睦代，真鍋 厚史 

昭和大学歯学部歯科保存学講座美容歯科学部門 

 P-０６  新たに開発された CaCO3 を含有する歯磨剤の着色物の除去効果と表面粗さに対する影響 
加藤 万里奈，佐藤 かおり，林 真希，冨士谷 盛興，千田 彰 

愛知学院大学歯学部保存修復学講座 

 P-０７  PMTC ペーストの使用が象牙質表面性状に及ぼす影響 
川本 諒 1,2，坪田 圭司 1,2，黒川 弘康 1,2，宮崎 真至 1,2，桑原 栄 3 

1日本大学歯学部保存学教室修復学講座，2日本大学歯学部総合歯学研究所生体工学研究部門， 
3ナグモ歯科クワバラクリニック 

 P-０８  PMTC ペーストの使用がプラーク除去率に及ぼす影響 
古宅 眞由美 1，川本 諒 1,2，高見澤 俊樹 1,2，陸田 明智 1,2，宮崎 真至 1,2，佐藤 孝 3 

1日本大学歯学部保存学教室修復学講座、2日本大学歯学部総合歯学研究所生体工学研究部門、 
3ナグモ歯科赤坂クリニック 

 P-０９  市販歯磨剤による歯のステイン除去効果 
春山 亜貴子 1，中澤 妙衣子 1,2，亀山 敦史 1 

1東京歯科大学歯科保存学講座，2朝日新聞東京本社診療所歯科

 P-１０  高濃度微細炭酸カルシウム配合歯磨剤のステイン除去能力と歯質への侵襲性の評価 
高山 和人，加藤 伸一，横沼 久美子，熊谷 知弘 

株式会社ジーシー
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 P-１１  イオン徐放性歯磨剤のエナメル質着色に対する影響 

尾形 美和 1，伊藤 修一 2，斎藤 隆史 2 

1北海道医療大学歯科クリニック歯科衛生部，
2北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野 

 P-１２  混合歯列期（ⅢＢ期）患者に咬合誘導及び本格矯正を施し長期経過した二症例 
吉本 彰宏，吉本 美智子，笠原 可愛，山口 実紗
医療法人社団 彰美会 吉本矯正歯科 

 P-１３  矯正および修復治療により咬合高径の垂直的左右差を改善した一例 
大西 清知 1，佐藤 琢也 2，小笠原 一行 3 

1ライフデンタルクリニック心斎橋，2デンタルインプラントセンター大阪， 
3呉駅前歯科・矯正歯科クリニック 

 P-１４  部分矯正治療とポーセレンラミネートベニアを用いた審美修復症例 
吉本 彰夫，新枝 誉志也，出来 菜都美 

吉本歯科医院（香川県） 

 P-１５  上顎中切歯の審美障害をラミネートベニアにて改善した 2 症例 
田中 麻紀 1，中島 還 2，青江 利明 3,4，山中 隆平 5，宮内 修平 4 

1たなか歯科クリニック，2中島歯科医院，3青江歯科医院，4みやうちデンタルクリニック， 
5山中デンタルクリニック 

 P-１６  スマイル時の口元写真における小臼歯の金属色が注視点に及ぼす影響 
山本 真由、鳥井 克彦、藤木 傑、久保 大樹、田中 昌博 
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座 

 P-１７  メタルタトゥー除去前に付着歯肉増大術を行った症例 
齋藤 誠 1,2 

1さいとう歯科医院，2島根大学医学部歯科口腔外科学講座 

 P-１８  歯科研修医を対象とした測色に関する調査 －視感比色法と歯科用分光光度計を比較して－ 
矢野 加奈子 1，峯岡 茜 2 

1広島大学病院 診療支援部 歯科衛生部門， 
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 歯髄生物学研究室 

 P-１９  各種飲食物が歯の着色に及ぼす影響 
荒岡 大輔，田上 順次，保坂 啓一，高橋 真広，大槻 昌幸 

東京医科歯科大学医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座う蝕制御学分野 

 P-２０  紅茶液に浸漬したフロアブルとペーストタイプのコンポジットレジンの変色について (第２報） 
小川 由佳，堀 彩香，臼井 エミ，林 応璣，田﨑 達也，大森 かをる，桃井 保子 

鶴見大学歯学部保存修復学講座 
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 ポスター展示②（7F 第三実習講義室）  討論：11月 23日(月)12:20～12:45   

◇ ポスター発表 

 P-２１  CAD/CAM 冠の適合性に関する研究 －口腔内デジタル印象と模型デジタル印象の比較－ 
末瀬 一彦 1，木下 浩志 2，谷岡 款相 3，佐藤 琢也 2 

1大阪歯科大学歯科審美学室，2大阪歯科大学歯科技工士専門学校，
3大阪歯科大学総合診療・診断科 

 
 P-２２  Digital Dentistry を活用し咬合再構成をした１症例 

仲西 康裕，越智 守生，小林 秀樹，油井 知雄，仲西 和代，秋馬 秀成，廣瀬 由紀人 

北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野 

 P-２３  CAD/CAM システムで作製された修復物の内面適合性の観察 
山本 周 1，片岡  有 2，田中 智久 1，吉川 和子 1，宮崎 隆 2，真鍋 厚史 1 

1昭和大学歯学部歯科保存学講座美容歯科学部門，2昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工
学部門 

 P-２４  CAD/CAM 用レジンブロックに対する接着前処理方法の検討 
新妻 由衣子 1，小林 幹広 1，市川 琴奈 1，稲垣 里奈 1，北原 信也 1，宮﨑 隆 2， 
真鍋 厚史 1 

1昭和大学歯学部 歯科保存学講座 美容歯科学部門， 
2昭和大学歯学部 歯科保存学講座 歯科理工学部門 

 P-２５  CAD/CAM 用レジンブロックに対するレジンセメントの接着に関する研究 第二報：ワンステップボ
ンディング材使用の影響 
鈴木 侑，鈴木 未来、岸本 崇史、友田 篤臣、冨士谷 盛興、千田 彰 
愛知学院大学歯学部保存修復学講座 

 P-２６  各種 CAD/CAM 用修復材料の表面組成について 
渡部 平馬 1,2，浅井 哲也 1,3，風間 龍之輔 4，金谷 史夫 2，石崎 裕子 5，福島 正義 6 

1新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座う蝕学分野，2きたしろ歯科診療所， 
3浅井歯科医院，4東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能回復講座部分床義歯補
綴学分野， 
5新潟大学医歯学総合病院歯科総合診療部，6新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命福祉
学講座口腔保健学分野 

 P-２７  CAD/CAM 用レジンブロックの材料学的特性 
石井 亮 1，高見澤 俊樹 1,2，辻本 暁正 1,2，宮崎 真至 1,2 

1日本大学歯学部保存学教室修復学講座，2日本大学歯学部総合歯学研究所生体工学研究部門 

 P-２８  上顎小臼歯と CAD/CAM 冠用レジンブロックに関する色彩学的検討 
藤田 崇史，菅原 絹枝，遠藤 聡，河合 美貴子，藤澤 政紀 

明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野 

 P-２９  CAD/CAM 修復ブロックの表面光沢度に及ぼす研磨システムによる影響 
小川 信太郎，林 孝太朗，奈良 陽一郎 

日本歯科大学 生命歯学部 接着歯科学講座 

 P-３０  ハイスピードカメラによる CAD/CAM ハイブリッドレジンクラウン破壊時の動的挙動解析 
−オールセラミッククラウンと比較して− 

要 智子，若林 一道，塩見 祥子，Carbajal Jeison，天羽 康介，中村 隆志，矢谷 博文 

大阪大学大学院歯学研究科 クラウンブリッジ補綴学分野 
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 P-３１  種々の CAD/CAM システムで切削された CAD/CAM 冠用レジンブロックの表面性状について 
－新品の切削バー使用時の表面粗さ－ 
林原 貴徳 1，佐藤 亨 1，四ツ谷 護 1，宅間 裕介 1，原 舞 1，増田 智俊 1，堂下 茂樹 2 

1東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座，2株式会社アトム 

 P-３２  市販ワンステップボンディング材の象牙質に対する接着性能 
水上 英子，小林 幹宏，入江 雄一郎，高田 恒彦，真鍋 厚史 

昭和大学歯学部歯科保存学講座 美容歯科学部門 

 P-３３  暫間修復用レジンの硬化挙動および破壊靭性 
鈴木 崇之 1，石井 亮 1，野尻 貴絵 1，高見澤 俊樹 1,2，宮崎 真至 1,2 

1日本大学歯学部保存学教室修復学講座，2総合歯学研究所生体工学研究部門 

 P-３４  二ケイ酸リチウムガラスセラミックス用築盛ポーセレンにおける焼成温度の影響 
藤本 達也，熊谷 知弘 

株式会社ジーシー 

 P-３５  分離材による分離能の評価と分離材除去後の接着に及ぼす影響について 
久保田 順子 1,2 

1医療法人 持山歯科医院，2サンメディカル株式会社 

 P-３６  高透過性マルチレイヤードジルコニアを用いた審美修復症例 
日野 年澄 1，岡本 啓 2，山田 和伸 3 

1日野歯科医院，2けいデンタルクリニック，3カナレテクニカルセンター 

 P-３７  多用途にジルコニアマテリアルを用いた一症例 
久原 隆 

久原歯科 

 P-３８  審美情報に基づいた咬合再構成症例 
藤井 俊朗 1，伊原 啓祐 2，井川 知子 1，平井 健太郎 1，伊藤 光彦 1，河村 昇 2， 
小川 匠 1 

1鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座，2鶴見大学歯学部技工研修科 

 P-３９  著しい咬合高径の低下に対して審美面に配慮して補綴歯科治療を行った一例 
平井 秀明 

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座 

 P-４０  二種類のラミネートベニア修復物の色調の比較 
髙江洲 雄 1，松永 興昌 1，大野 知子 2，佐藤 博信 1,2 

1福岡歯科大学咬合修復学講座冠橋義歯学分野， 
2福岡歯科大学医科歯科総合病院口腔顔面美容医療センター 

 P-４１  CAD/CAM システムによるオールセラミッククラウンの色彩学的検討 
大平 千之，齊藤 裕美子，深澤 翔太，田邉 憲昌，近藤 尚知 

岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座 

 P-４２  変色歯が高透光性ジルコニア製フルクラウンの色調に与える影響について 
油井 知雄 1，仲西 康裕 2，越智 守生 2，伊藤 修一 1，斎藤 隆史 1 

1北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野， 
2北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系 クラウンブリッジ・インプラント 補綴
学分野 
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 P-４３  天然歯形態を把握する 第３報 天然歯の形態から補綴物の形態を考察する 

木村 拓郎 1，貞光 謙一郎 2，島田 卓也 3，安光 崇洋 4，櫻井 健次 5，福山 房之介 6， 
加藤 泰二 7 

1木村歯科医院，2貞光歯科医院，3島田歯科医院，4やすみつ歯科クリニック， 
5さくらいデンタルクリニック，6福山デンタルクリニック，7だいき歯科クリニック 

 P-４４  歯周疾患患者の犬歯を中心とした不正咬合の機能的、審美的改善は可能か？ 
七澤 由梨 1，金山 優 1，小島 早絵 1，牧村 英樹 1，大内 久実 2，松江 美代子 1 

1日本大学松戸歯学部再生歯科治療学講座，2日本大学松戸歯学部付属病院総合歯科 

 P-４５  直接コンポジットレジン修復によって前歯部の審美的・機能的問題を速やかに解決した症例 
宮地 秀彦，岩田 有弘，吉川 一志，山本 一世 

大阪歯科大学歯科保存学講座 

 P-４６  正中離開に対しコンポジットレジンで対応した症例 
岩田 有弘，竹内 摂，吉川 一志，山本 一世，宮地 秀彦，恩田 康平 

大阪歯科大学歯科保存学講座 

 P-４７  プロビジョナルレストレーションを用いて情報伝達することでスマイルラインとの調和が得られた前
歯部補綴の一症例 
藤木 傑 1，向井 憲夫 1，山本 真由 1，内藤 徹 2，田中 昌博 1 

1大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座，2大阪歯科大学附属病院歯科技工部 

 P-４８  接触点の回復に主眼をおいたⅡ級コンポジットレジン充填技法の考案 
池田 欣希，桜井 泰輔，守本 勝幸，森 幸徳，森 憲弥 

日之出歯科診療所 

 P-４９  上顎前歯単独歯欠損に対してフラップレス抜歯即時インプラント埋入法を応用し、隣接歯周組織
の審美性を維持できた症例 
太田 拓哉 1，西村 紳二郎 2，武藤 実 3，太田 彩子 1 

1東京八重洲デンタルクリニック，2中央ファーストデンタルクリニック，3上高井戸歯科六本
木 

 P-５０  前歯プロポーションに関する検討 －理想的な日本人前歯部配列を求めて－ 
矢ヶ﨑 昭裕 1，橋場 千織 2，高谷 達夫 3，薄井 陽平 4，谷内 秀寿 4，岡藤 範正 1,3,4 

1松本歯科大学 大学院歯学独立研究科 硬組織疾患制御再建学講座，2はしば矯正歯科， 
3松本歯科大学 病院，4松本歯科大学 歯学部 

 P-５１  低侵襲な段階的治療法を用いた口腔再建の長期治療 
佐藤 篤 1，小安 正洋 2 

1あつ歯科，2昭和大学歯学部歯科保存学講座美容歯科学部門 

 P-５２  インプラント脱離にインプラント以外の治療法で補綴した症例 
赤尾 剛 1，大山 龍男 2 

1赤尾歯科医院，2おおやま歯科 

 P-５３  顎関節症を併発した咬合崩壊に対して、パーシャルパラレルミリング義歯を装着し、審美性、機能
性を回復した症例 
太田 拓哉 1，西村 紳二郎 2，武藤 実 3，太田 彩子 1 

1東京八重洲デンタルクリニック，2中央ファーストデンタルクリニック，3上高井戸歯科六本木 
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 P-５４  上顎左側大臼歯欠損部にソケットリフトを併用し機能的、審美的な回復を図った術後２年経過症例 

中島 還 1，山中 隆平 2，田中 麻紀 3，青江 利明 4,5，守田 宏子 6，小安 正洋 6， 
宮内 修平 5，真鍋 厚史 6，槇 宏太郎 7 

1中島歯科医院，2山中デンタルクリニック，3たなか歯科クリニック，4青江歯科医院，5みや
うちデンタルクリニック，6昭和大学歯学部 歯科保存学講座 美容歯科学部門，7昭和大学
歯学部 歯科矯正学講座 

 P-５５  インプラントを用いて咬合再構成と審美回復を行った１症例 
中川 孝男 1，榎本 涼 2 

1中川歯科クリニック，2榎本デンタルクリニック

 P-５６  当院における糖尿病患者対象講演会参加者の血糖管理と糖尿病連携手帳の使用状況 
小粥 照子 

独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 歯科口腔外科 

 P-５７  顎ずれの原因における調査研究 
小西 康三 1，丸山 剛郎 2 

1小西デンタルクリニック，2日本咬合臨床研究所 

 P-５８  義歯による舌房の変化が発音に与える影響 －音声認識ソフトを用いた解析－ 
葭田 敏之，葭田 秀夫 

葭田歯科医院 

 P-５９  歯冠補綴装置の三次元的適合評価へのマイクロフォーカス X 線 CT の応用 
岡 雄造，若林 一道，中野 芳郎，岡村 真弥，天羽 康介，塩見 祥子，中村 隆志， 
矢谷 博文 

大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野 

 P-６０  デジタル情報を用いたスプリント咬耗量の測定に関する検討 
平井 健太郎 1，伊藤 光彦 1，井川 知子 1，藤井 俊朗 1，伊原 啓祐 2，河村 昇 2， 
小川 匠 1 

1鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座，2技工研修科 

 P-６１  凍結保存歯牙の意図的再植術後長期経過症例 
牧村 英樹 1，七澤 由梨 1，金山 優 1，谷古宇 沙耶果 1，小島 早絵 1，根本 怜奈 2， 
菊地 信之 1，松江 美代子 1 

1日本大学松戸歯学部再生歯科治療学講座，2東京医科歯科大学 摂食機能保存講座 
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