
演題一覧20150501

発表セッション セッション日時 座長名 登録番号 演題番号 発表者氏名 発表者氏名所属機関 演題名（和文）

1006 O1 加藤 裕光 東北大学病院診療技術部 歯科技術部門　 デジタル技術を利用した栓塞部中空型顎義歯の製作法

1025 O2 西川 圭吾 北海道大学病院 生体技工部 デジタル技術を応用した義眼の製作方法の模索 第1報

1007 O3 小山 重人 東北大学病院・顎口腔再建治療部 顎顔面欠損患者における新規化粧品基剤の臨床評価

1011 O4 中道 尚美 富山大学大学院医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座 上顎癌切除後に皮弁再建と舌接触補助床により良好な機能回復が得られた1例

1003 O5 藤本 慶子 東邦大学医学部 口腔外科 神経変性疾患による運動不全に対し舌接触補助床を用いて胃瘻栄養を終了した1症例

1035 O6 渡辺 泉 敬崇会 猪原歯科・リハビリテーション科 訪問リハビリテーション部 (言語聴覚士)　 頭頸部ガンの術後に脳卒中を発症した症例についての検討

1020 O7 藤原 千晶 日本大学歯学部 歯科補綴学第II講座　 ⼀般開業医への顎顔面補綴に対する調査

1032 O8 古志 奈緒美 錦海リハビリテーション病院 PAPを用いた在宅摂⾷嚥下リハビリテーション

1000 O9 去川 俊二 自治医科大学 形成外科 下顎再建後に⼀般開業歯科医で部分床義歯による補綴治療が⾏われた1例

1016 O10 中嶌 優子 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院 医歯理工学専攻 エピテーゼに応用可能な新規シリコーン材料の粘弾性特性に及ぼす粘度調整剤の影響

1012 O11 菅原 絹枝 明海大学歯学部機能保存回復学講座 歯科補綴学分野 内部着色を行ったエピテーゼに応用可能な新規シリコーン材料の色彩学的検討

1019 O12 荒井 洋子 日本大学歯学部歯科補綴学 第II講座 エピテーゼに応用可能な新規シリコーン材料に関する研究

1027 O13 岩間 亮介 東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野
Ossifying fibromaに対してチタンメッシュプレートと下顎再建用プレートを併用し下顎骨
再建術を施行した1例

1033 O14 真下 貴之 日本大学歯学部付属歯科病院 口腔外科学講座
過剰に増殖したフラビーガム切除後の広範囲な骨面露出に対しPGAシートおよびフィ
ブリン糊併用法を行った1例

O15 Mahmoud Ellarousi ELBASHTI
Department of Maxillofaciul Prosthetics Graduate school Tokyo Medical and Dental Univ.
(TMDU)

Awareness of Surgeons about Maxillofacial Prosthetic Terminology

1028 O16 本橋 碧 日本大学歯学部付属歯科病院 歯科衛生室　 全国歯科大学付属病院における顎顔面補綴の意識調査

1040 O17 島崎 伸子 岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座 岩手医科大学附属病院歯科医療センター顎顔歯補綴外来における実態調査

1038 O18 柳 綾香 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院 顎顔面補綴学分野 当外来における顎顔面補綴治療について －過去35年間の臨床統計学的検討－

O19
Shwe
HLAING

Dept; of Prosthodontics, University of Dental Medicine, Yangon, Myanmar.
Treatment needs of patients with maxillofacial defect attending University of
Dental
Medicine, Yangon, Myanmar.

1017 O20 村上 和裕 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)
骨肉腫の治療後に生じた顎顔面欠損に対して口蓋床付きエピテーゼを適用し口腔機
能
改善を試みた症例

1026 O21 山本 雅章 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)　
強い口唇内翻を呈した舌全欠損無歯顎患者に対して上顎義歯と接続した下顎顎義歯
に
より義歯安定を図った症例

1039 O22 伊藤 隼 奥羽大学歯学部 歯科補綴学講座 上顎腫瘍切除，下顎骨区域切除・プレート再建症例に対する補綴的機能回復

1015 O23 會田 英紀 北海道医療大学 咬合再建補綴学分野 光機能化処理は顔面用インプラントの骨ーインプラント結合を増強する

1005 O24 宮前 真 愛知学院大学歯学部 高齢者歯科学講座 下顎骨欠損に対して広範囲顎骨支持型補綴を応用した1症例

1041 O25 三浦 真悟 岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座 下顎骨欠損に対して補綴主導型インプラント治療を応用した⼀例

1009 P1 賀山 奈美子 北海道大学病院 生体技工部 多様な乳頭の形態に対応するカスタマイズ式既製ニップルの試作

1030 P2 金崎 彩子 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院 顎顔面補綴学分野 中空型上顎顎義歯を長期使用した1症例 －中空型複製顎義⻭製作－

1008 P3 槙原 絵理 九州歯科大学 顎口腔欠損再構築学分野 上顎悪性腫瘍摘出術後に顎補綴装置を装着した1例

1042 P4 原口 美穂子 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院 顎顔面補綴学分野 頭頸部領域に広範囲な血管腫/血管奇形を有する患者に補綴治療を行った1例

1024 P5 澤田 俊輔 関西医科大学耳鼻咽喉科 頭頸部外科学講座 歯科口腔外科 術後の瘢痕拘縮によりデンチャースペース確保に苦慮した下顎顎義⻭の1例

1036 P6 村瀬　 舞 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院 顎顔面補綴学分野 進行再発上顎癌患者に対して栄養評価を行った1症例

1014 P7 石河 理紗 東北大学病院大学 顎口腔再建治療部 頭頸部腫瘍患者における切除術前・術後・補綴後のQOL調査

1021 P8 道田 智宏 北海道大学病院 生体技工部 当院における唇顎口蓋裂治療に関する調査

1018 P9 横田 裕一 日本大学歯学部付属歯科病院 口腔外 当科における顎顔面補綴症例に対するチームアプローチ

1022 P10 星合 泰治 東京医科歯科大学 (TMDU) 歯学部附属病院 総合診療科 スペシャルケア外来 上顎欠損患者の上顎歯列のモード解析－金属床上顎顎義歯の最適な維持装置の設計についての検討－

1002 P11 栃原 義之 恵佑会札幌病院 歯科口腔外科 口腔癌術後患者の咀嚼機能評価 －下顎骨切除症例について 第2報－

1001 P12 山口 能正 佐賀大学医学部 歯科口腔外科学講座 顎顔面補綴用付加型シリコーン材料の特性比較

1029 P13 吉岡　文 愛知学院大学歯学部 有床義歯学講座 二種のエピテーゼ材料の臨床的経過観察について

1004 P14 関谷 秀樹 東邦大学医学部 口腔外科 旧義⻭を利用して作成したISOをねじ止めにより維持した超高齢者の上顎部分切除例

P15 Amel ASWEHLEE
Department of Maxillofaciul Prosthetics Graduate school Tokyo Medical and Dental Univ.
(TMDU)

Modified surgical stent improved a mandibulectomy patient’s QOL in the
early stage of the postoperative rehabilitation.

1013 P16 尾澤 昌悟 愛知学院大学歯学部 有床義歯学講座 顎義歯の支台装置を工夫した長期観察症例

1010 P17 野村 晃路 東京医科歯科大学 (TMDU) 大学院 顎顔面補綴学分野 青年期に上顎腫瘍切除しその後顎義⻭を適用し7年経過した1例

P18 Chaivut Prunkngarmpun Maxillofacial rehabilitation unit, Department of prosthetics dentistry, Faculty of Dentistry, Khon Kaen UniversityKKU Maxillofacial Prosthetic team: A Challenging Rehabilitation Effort

1031 P19 Mahmoud  Ellarousi ELBASHTI
Department of Maxillofaciul Prosthetics Graduate school Tokyo Medical and Dental Univ.
(TMDU)

Comparison of Speech Characteristics in Maxillectomy Patients Using Digital
Acoustic
Analysis

P20 小飯塚 仁美 新潟大学大学院医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野 上顎欠損患者の発音時口腔内圧

1037 P21 古賀 千尋 福岡歯科大学 口腔医療センター 下咽頭，頸部食道欠損患者における人工器官の再製作経験

1034 P22 猪原 健 敬崇会 猪原歯科・リハビリテーション科 歯科 複数回にわたり転院を繰り返した頭頸部ガン術後患者
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6月19日（金）　11:15～11:45

6月19日（金）　10:45～11:30

6月19日（金）　17:00～17:30

術後管理

調査

機能評価1

材料

術後早期管理

6月20日（土）　8:30～9:30

6月20日（土）　9:30～10:15

6月20日（土）　10:30～11:15

6月19日（金）　10:45～11:15

6月19日（金）　10:45～11:15

6月19日（金）　9:00～9:45

6月19日（金）　10:00～10:45

6月19日（金）　14:15～15:00

6月19日（金）　15:15～16:00

6月19日（金）　16:15～17:00

山口能正（佐賀⼤学医学部 歯科口腔外科）

熊倉勇美（千里リハビリテーション病院）

堀 一浩（新潟大学大学院医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野）

高橋英和（東京医科歯科歯学（TMDU）大学院 口腔機材開発工学分野）

髙橋 哲（東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野）

大山哲生（日本大学歯学部歯科補綴学 第II講座）

小山重人（東北大学病院 顎口腔再建治療部）

菅井敏郎（医療法人社団UC会）

大木明子（東京医科歯科大学（TMDU）大学院 口腔基礎工学分野）

松山美和（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔保健学講座 口腔機能管理学分野）

石上友彦（日本大学歯学部 歯科補綴学第II講座）

山森徹雄（奥羽大学歯学部 歯科補綴学講座）

6月19日（金）　17:00～17:30 秀島雅之（東京医科歯科大学（TMDU）歯学部附属病院 回復系診療科 快眠歯科（いびき・無呼吸）外来）

6月19日（金）　17:00～17:30 尾澤昌悟（愛知学院大学歯学部 有床義歯学講座）

症例報告2 6月20日（土）　12:15～13:00

6月20日（土）　12:15～12:45 佐渡忠司（佐渡歯科クリニック）

石崎 憲（東京歯科大学 老年歯科補綴学講座）

6月20日（土）　12:15～12:45 舘村 卓（一般社団法人TOUCH）

小野高裕（新潟大学大学院医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野）

機能評価2

症例報告3
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