
症例展示一覧 第77回日本矯正歯科学会学術大会

発表番号 登録番号
筆頭著
者の姓

筆頭著
者の名

1.筆頭著者の所属機関名 演題名 演題分類

症展-001 10196 藤江 仁厚 鶴見大学歯学部歯科矯正学講座 顔面神経麻痺の顎顔面形態への影響とボトックス治療の効果 01.顎顔面形態

症展-002 10071 山地 加奈 医療法人社団ゆずかこうざと矯正歯科クリニック
Electropalatography（EPG）を用いた急速拡大装置使用前後の舌
機能の評価について

03.口腔機能・生理

症展-003 10011 戸村 博臣 戸村矯正歯科クリニック
ゼロベース・バイオプログレッシブ法により変則的な抜歯治療を
行った７症例

13.診断

症展-004 10305 田畑 香織 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野
重度の歯のフッ素症に対し歯面処理効果を確認した上顎前突症
例

13.診断

症展-005 10008 白崎 かおり 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野
歯科矯正用アンカースクリューを固定源とした大臼歯圧下と犬歯
牽引を同時に行う新規治療メカニクスの提案

14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-006 10012 布川 隆三 医療法人布川矯正歯科
Maxillary Skeletal Expanderを用いた著しい上顎骨狭窄に対する
戦略的アプローチ

14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-007 10044 久保田 隆朗 ユアーズ矯正歯科 反対咬合症例へのフリーエラスティクの応用
14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-008 10067 森 淳一郎 もり矯正歯科医院 第一小臼歯抜歯症例に対し、En masse矯正治療を行った１症例
14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-009 10088 関谷 健夫 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座
埋伏していた下顎犬歯をマグネットによって牽引し萌出誘導させ
た上顎前突症例

14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-010 10097 前田 梢 愛知学院大学歯学部附属病院歯科矯正学講座 金属アレルギーに配慮し治療を行ったAngleⅠ級 叢生症例
14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-011 10123 山口 優
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正
学分野

歯科矯正用アンカースクリューにより抜歯治療を回避した女子症
例

14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-012 10156 浅井 孔明 名古屋矯正歯科診療所
２種類のトランスパラタルアーチと正中口蓋の歯科矯正用アン
カークスリューを併用し矯正治療を行った４症例

14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-013 10199 伊藤 慎将 大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室
歯科矯正用アンカースクリューを用いたメカニクスを応用した上下
空隙歯列を伴う骨格性下顎前突症例

14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-014 10246 成田 信一 医）スマイルデザイン　自由が丘矯正歯科
治療期間短縮および疼痛軽減を目指した新しい矯正治療システ
ムのブラケットポジショニング改善に関する検討

14.矯正装置・治療メカ
ニクス
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症展-015 10259 西村 則彦 医療法人にしむら矯正歯科医院
アライナー型矯正装置を用いてアタッチメントを設置せず治療した
非抜歯叢生症例

14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-016 10269 土持 宇 日本歯科大学附属病院矯正歯科
歯科矯正用アンカースクリューを併用してガミースマイルと先天性
欠如に対処した1症例

14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-017 10299 簡野 瑞誠 東京医科歯科大学咬合機能矯正学分野
矯正用アンカースクリューとsliding jigを用いて効果的に大臼歯の
遠心移動を行った成人2症例

14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-018 10331 小幡 智子 東京歯科大学歯科矯正学講座 卒後研修課程41期生による症例展示
14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-019 10332 小幡 智子 東京歯科大学歯科矯正学講座 卒後研修課程41期生による症例展示-リテンションケース-
14.矯正装置・治療メカ
ニクス

症展-020 10034 岡 綾香 大阪大学大学院歯学研究科　顎顔面口腔矯正学教室
著しい骨格性下顎前突および開咬を呈し，Opitz症候群の疑いの
ある両側性唇顎口蓋裂の一症例

15.外科的矯正

症展-021 10060 関 大輔 東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学分野
外科的矯正歯科治療により形態および顎機能の改善が認められ
た前歯部開咬を伴う骨格性III級の下顎偏位症例

15.外科的矯正

症展-022 10082 今井 治樹
横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・
矯正歯科

CAD/CAM支援手術による計画的な下顎のautorotationにより顔
貌の改善を得た上顎前突症の一例

15.外科的矯正

症展-023 10124 中村 留理子
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正
学分野

外科的急速拡大およびtwo-jaw surgeryを施行した上顎狭窄歯列
弓を伴う骨格性III級開咬症例

15.外科的矯正

症展-024 10144 樫尾 治奈
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正
学分野

下顎小臼歯の歯根彎曲による左側側方歯部の重度の開咬を伴う
骨格性III級患者に対する外科的矯正治療

15.外科的矯正

症展-025 10162 小笠原 毅
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面矯正
学分野

Le Fort I型骨切り術および下顎骨前方移動術により睡眠呼吸障
害の改善を認めた骨格性II級不正咬合の一症例

15.外科的矯正

症展-026 10213 福岡 裕樹
公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病
院　矯正歯科

長期にわたる経過観察後、外科的矯正治療を適応した犬咬傷に
よる顔面損傷の１例

15.外科的矯正

症展-027 10217 串本 一男 クシモト矯正歯科
上顎臼歯欠損の骨格性開咬に対しDown fracture techniqueによ
る上顎洞底挙上術を併用した外科的矯正治療

15.外科的矯正

症展-028 10256 野口 健志 九州大学病院矯正歯科
2段式スプリントを併用した分割Le Fort I型骨切術および両側下
顎枝矢状分割術を行った骨格性開咬症例2例

15.外科的矯正
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症展-029 10336 犬束 信一 いぬづか矯正歯科 多分割Le Fort I型骨きり術を併用し上下顎移動術を施行した2例 15.外科的矯正

症展-030 10344 崔 齊原 Eleven歯科クリニック 成人矯正治療における歯の動きを促進するための外科手術 15.外科的矯正

症展-031 10029 矢野 圭介 田園調布ヴェルデ矯正歯科
顎関節円板転位症例の咬合再構成　ー下顎アドバンサーを用い
た円板整復ー

16.顎機能異常・顎関節

症展-032 10107 金 南希 徳島大学歯学部口腔顎顔面矯正学分野
機能的矯正装置による下顎の誘導が功奏した、幼少期に発症し
た顔面非対称症症例

16.顎機能異常・顎関節

症展-033 10130 佐々木 会 明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野 移植床の3次元シミュレーション後に歯の移植を行った1例
17.成人矯正・包括歯科
治療

症展-034 10142 宮島 悠旗 みやじま歯科医院
欠損歯を伴う上顎前突過蓋咬合の高齢者に歯科矯正用アンカー
スクリューを使用して上顎歯列遠心移動を行った一例

17.成人矯正・包括歯科
治療

症展-035 10147 鳥谷 奈保子
北海道医療大学歯学部　口腔構造・機能発育学系　歯科矯
正学分野

上顎両側第一大臼歯の抜去後に歯科矯正用アンカープレートを
用いて矯正治療を行った skeletal Class II 症例

17.成人矯正・包括歯科
治療

症展-036 10164 北城 紗和 福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野
小児がんの化学療法に起因する多数歯欠損に対し矯正治療とイ
ンプラント補綴治療を行った長期経過症例

17.成人矯正・包括歯科
治療

症展-037 10175 藤本 舞 明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野
歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正治療により顎矯正手
術を回避したdual biteの骨格性下顎後退症例

17.成人矯正・包括歯科
治療

症展-038 10188 高草木 祐理
北海道大学大学院歯学研究院口腔医学部門口腔機能学
分野歯科矯正学教室

歯根が上顎洞底に接する移動困難歯に対して上顎洞底挙上術を
施行した１症例

17.成人矯正・包括歯科
治療

症展-039 10197 大坪 邦彦 大坪矯正歯科医院
歯周組織の破壊により歯の病的移動が起こっている患者に対し
て歯周‐矯正治療を行った1例

17.成人矯正・包括歯科
治療

症展-040 10163 小坂 肇 小坂矯正歯科
保定管理後の長期経過に伴い著しい前歯部叢生と歯列狭窄を呈
した小臼歯抜去症例

19.保定・術後評価

症展-041 10209 植田 紘貴 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野 重度の歯肉退縮および叢生を伴う骨格性III級症例の長期保定 19.保定・術後評価

症展-042 10024 田中 智代 岡山大学病院　矯正歯科
上顎骨の非対称な狭窄を伴う軟口蓋裂患者に対して変則的な外
科的拡大を行った症例

21.口唇・口蓋裂
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症展-043 10113 前田 綾
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科発生発達成育学講
座歯科矯正学分野

骨移植後に矯正歯科治療単独で中間顎の形態と中切歯歯軸を改
善した両側性唇顎口蓋裂を伴う症例

21.口唇・口蓋裂

症展-044 10251 黒田 栄子 奥羽大学成長発育歯学講座歯科矯正学分野 片側性唇顎口蓋裂患者に術前顎矯正治療を適用した１症例 21.口唇・口蓋裂

症展-045 10015 疋田 理奈
東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　顎顔面矯正学分
野

著しい叢生と狭窄歯列弓を伴う成人マルファン症候群患者に対す
る矯正歯科治療の一例

22.先天異常

症展-046 10100 磯貝 由佳子 大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯正学教室
歯根吸収に配慮して全顎的矯正治療を行ったTurner症候群患者
の一治療例

22.先天異常

症展-047 10101 村田 有香 大阪大学大学院歯学研究科　顎顔面口腔矯正学教室 両側性唇顎口蓋裂を伴う基底細胞母斑症候群の一症例 22.先天異常

症展-048 10108 井口 暁 東京都立小児総合医療センター矯正歯科
成長ホルモン投与期間中に矯正歯科治療を行ったNoonan症候群
の1例

22.先天異常

症展-049 10115 真野 樹子 明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科j矯正学分野
上顎前歯の唇側傾斜を特徴とする多発性内分泌腫瘍症IIｂ型
(MEN2) の1例

22.先天異常

症展-050 10189 川原 良美 松本歯科大学歯科矯正学講座
巨大歯と口腔機能低下を呈するEkman-Westborg-Julin syndrome
の一例

22.先天異常

症展-051 10263 森田 知里 大阪大学大学院歯学研究科
優性栄養障害型表皮水疱症に起因した右側臼歯部交叉咬合を呈
する1症例

22.先天異常

症展-052 10274 春山 直人 九州大学大学院歯学研究院歯科矯正学分野
過大な上下顎歯槽部高および永久歯萌出遅延を伴う頭蓋骨幹端
骨異形成症の1例

22.先天異常

症展-053 10138 芝崎 龍典 浅見矯正歯科クリニック 下顎右側中切歯と側切歯の癒合歯の抜去を行った上顎前突症例 23.上顎前突

症展-054 10171 庄村 兼治 アポロ矯正歯科
歯科矯正用アンカースクリューを用いて過大なオーバージェットを
改善したAngle II級１類成人症例

23.上顎前突

症展-055 10267 竜 立雄 奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野
歯科矯正用アンカースクリューを使用した過蓋咬合を伴う骨格性II
級、上顎前突症例のカムフラージュ治療

23.上顎前突

症展-056 10004 石原 嘉人 岡山大学病院矯正歯科
歯科矯正用アンカースクリューを間接的な固定源に用いた上顎前
方牽引の有効性

24.下顎前突
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症展-057 10291 村上 円郁 松本歯科大学歯科矯正学講座 機能性反対咬合患者の口唇閉鎖力バランス変化 24.下顎前突

症展-058 10268 山野辺 晋也 奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野
前歯部開咬患者に歯科矯正用アンカースクリューを適応した３症
例

26.開咬

症展-059 10022 河野 加奈 岡山大学病院　矯正歯科
咬合平面傾斜と下顎両側側切歯先天欠如を伴う叢生症例を歯科
矯正用アンカースクリューを用い治療した1症例

29.非対称・交叉咬合

症展-060 10016 高木 豊明 矯正歯科たかぎ・クリニック
上顎埋伏犬歯に対して開窓・牽引を行い、術前術後のCBCTで評
価を行った2症例

30.埋伏歯

症展-061 10297 簡野 瑞誠 東京医科歯科大学咬合機能矯正学分野
埋伏上顎中切歯・犬歯の抜去を要した患者に歯の自家移植術を
併用し咬合を回復した１症例

30.埋伏歯

症展-062 10298 大塚 絵里佳 日本歯科大学附属病院矯正歯科 歯牙腫による埋伏犬歯を牽引した１症例 30.埋伏歯

症展-063 10181 山崎 隆一 ユアーズ矯正歯科 Three incisor 症例に対するデジタルセットアップの有用性 31.その他


