
症例展示　一覧 第74回日本矯正歯科学会大会

発表番号 登録番号 筆頭著者の所属機関名 演題名 演題分類

症展-001 10179 村上 円郁 松本歯科大学歯科矯正学講座 外科的矯正治療を施行した骨格性下顎前突患者の口唇閉鎖力変化 01.顎顔面形態

症展-002 10112 井上 庸子 ユアーズ矯正歯科 再診査を行い、トルクコントロールにより歯根露出を回復した反対咬合症例 13.診断

症展-003 10212 山下 雅久 山下矯正歯科クリニック 骨格的要因に配慮して治療を行った下顎 three incisors 症例 13.診断

症展-004 10221 渡 一平
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科咬合機能矯正学

下顎前歯部に上顎過剰歯の移植を行ったAngle Class I 叢生症例 13.診断

症展-005 10018 瓜生 典史 うりゅう矯正歯科クリニック
両側第二大臼歯鋏状咬合を伴う上顎前突症にミニスクリューを活用しリンガルブラケット
にて対応した一治療例

14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-006 10063 石田 雄之
東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究
科

スケレタルアンカレッジを用いた臼歯圧下により長期的な顎口腔機能改善をみた開咬を
伴うアングルII級症例

14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-007 10096 二宮 卓也
神奈川歯科大学大学院口腔科学講座歯科
矯正学

ダイレクトボンディングリンガルアーチの作製方法と調節方法について
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-008 10147 築山 正太郎 しもだ矯正歯科クリニック カスタマイズドレジンチューブを用いLabial Applianceにて治療したAngle II級 1類症例
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-009 10145 小林 美砂子 しもだ矯正歯科クリニック カスタマイズドレジンチューブを用いハーフリンガルにて治療したAngle Class II 2類症例
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-010 10148 下田 直子 しもだ矯正歯科クリニック カスタマイズドレジンチューブを用いて舌側にて治療した叢生症例
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-011 10149 下田 哲也 しもだ矯正歯科クリニック 新型セルフライゲーションブラケットにて治療した開咬症例
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-012 10169 宮島 悠旗 みやじま歯科医院 セルフライゲーションブラケットで治療期間を短縮した開咬を伴う上下顎前突症例
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-013 10325 尾島 賢治
スマイルイノベーション矯正歯科・新宿 / 本
郷さくら矯正歯科

マウスピース型矯正装置で行う臼歯列幅径の拡大の有用性について
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-014 10329 古賀 義之
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科
矯正学分野

トランスパラタルアーチを利用して上顎骨の拡大を行った臼歯部交叉咬合症例
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-015 10332 吉岡 基子 浅見矯正歯科クリニック
歯科矯正用アンカースクリューを用いて治療を行った治療中大きな顎位変化が生じた上
顎前突症例

14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-016 10044 佐野 奈都貴
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科矯正学
講座

顎矯正手術時の輸血を拒否した下顎左方偏位を伴う顎変形症症例 15.外科的矯正

症展-017 10083 木村 綾
広島大学大学院医歯薬保健学研究院　応用
生命科学部門　歯科矯正学講座

上下顎前歯部叢生を伴う骨格性上顎前突および開咬に対して外科的治療を併用した矯
正歯科治療症例

15.外科的矯正

症展-018 10100 今野 萌
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

下顎骨正中骨延長術後に外科的矯正治療を行った骨格性III級不正咬合の一症例 15.外科的矯正

症展-019 10176 石田 宝義
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科咬合機能矯正学分野

Mandible first: 正中分割上下顎移動術を施行した骨格性下顎前突症の1例 15.外科的矯正

症展-020 10208 三條 恵介
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科
矯正学分野

角化嚢胞性歯原性腫瘍摘出後に外科的矯正治療を行った骨格性下顎前突の１例 15.外科的矯正

症展-021 10244 岡本 圭子 よしなか歯科クリニック
多数歯に歯根短小を伴う骨格性3級開咬症例に対し、上下顎骨骨切り術を施行した一治
験例

15.外科的矯正

症展-022 10253 三原 聖美
大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯
正学教室

右側の下顎頭過形成を伴う顔面非対称の外科的矯正治療例 15.外科的矯正

症展-023 10276 中村 桂子 スマイル矯正歯科 McLaughlinシステムを用いたアングルII級の外科的矯正治療例 15.外科的矯正

症展-024 10277 米満 郁男
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科　咬合機能矯正学分野

Le Fort I型骨切り術に歯槽部骨切り術を併用し下顎の autorotationにより咬合改善した
骨格性下顎後退症例

15.外科的矯正

筆頭著者の氏名
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症展-025 10001 鶴田 仁史 広島中央矯正歯科 筋突起切除術を施行した症例の所見と考察
16.顎機能異常・
顎関節

症展-026 10056 臼見 莉沙
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科咬合機能矯正学分野

筋機能の調和により顎位の改善が認められた1症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-027 10106 宮下 俊郎
東北大学大学院歯学研究科口腔保健発育
学講座顎口腔矯正学分野

下顎頭の変形を伴う骨格性非対称に対し、下顎骨骨切り術を行った骨格性I級症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-028 10311 内山 恵代 内山のりよ矯正歯科医院 二度の外科手術を行った、顎関節症を伴う上顎前歯前突症
16.顎機能異常・
顎関節

症展-029 10327 田口 元康 医療法人社団健美会　北千住矯正歯科 左側下顎頭の吸収を伴うAngle Class II div.1症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-030 10007 吉廻 守 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座
歯科矯正用アンカースクリューを併用し改善を行ったガミースマイルを伴うハイアングル
上顎前突症例

17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-031 10008 田中 美由紀 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座 咬合平面の変化によりガミースマイルを改善した low angle ClassI上下顎前突症例
17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-032 10013 判治 恭子 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座
上顎咬合平面の垂直的なコントロールにより著しいガミースマイルの改善を行った骨格
性上下顎前突症例

17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-033 10028 今野 正裕
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

テンポラリーアンカレッジデバイスを用いて咬合再構成を行った慢性歯周疾患を伴う歯槽
性上下顎前突症例

17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-034 10245 中尾 友也
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

重度顔面非対称を伴う骨格性不正咬合に対する顎顔面包括歯科治療
17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-035 10246 海老澤 朋宏 東京歯科大学歯科矯正学講座 卒後研修課程第38期生による症例展示 -リテンションケース-
17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-036 10248 安村 祐香 東京歯科大学歯科矯正学講座 卒後研修課程第38期生による症例展示
17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-037 10029 府川 彰久 フカワ矯正歯科医院
萌出方向の異常で上顎側切歯の歯根に近接した犬歯を直接牽引することなく本来の萌
出位置に誘導した４症例

18.咬合誘導・咬
合育成

症展-038 10121 大久保 和美
東京大学医学部附属病院　顎口腔外科・歯
科矯正歯科

両側性口唇口蓋裂における上顎歯列弓形態の改善－著しい後方開大に対する急速縮
小術の適用

21.口唇・口蓋裂

症展-039 10279 服部 由紀子 ハート矯正歯科クリニック
口唇口蓋裂患者の動的矯正治療中にPalatal Lift Prosthesis (PLP ) を併用する場合の
工夫

21.口唇・口蓋裂

症展-040 10355 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

I期治療を行わなかった重度の上顎歯列狭窄および前歯部反対咬合を認める片側性唇
顎口蓋裂患者の一治療例

21.口唇・口蓋裂

症展-041 10038 関 大輔
東北大学大学院歯学研究科口腔保健発育
学講座顎口腔矯正学分野

Axenfeld-Rieger症候群における口腔顎顔面領域の特徴的所見 22.先天異常

症展-042 10043 森川 泰紀 東京歯科大学歯科矯正学講座
先天性筋強直性ジストロフィーによる骨格性開咬症に対する矯正治療単独でのカムフ
ラージュ治療例

22.先天異常

症展-043 10117 星島 光博 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
エーラス・ダンロス症候群を伴う骨格性の上顎前突、上下顎骨側方偏位症例に対するカ
ムフラージュ治療

22.先天異常

症展-044 10142 解良 洋平
東北大学大学院歯学研究科口腔保健発育
学講座顎口腔矯正学分野

Diamond Blackfan貧血を有する患者の頭蓋・顔面の特徴について 22.先天異常

症展-045 10197 東金 由莉
明海大学歯学部　形態機能成育学講座歯科
矯正学分野

精神遅滞を伴う歌舞伎症候群の矯正治療例 22.先天異常

症展-046 10204 小倉 健司
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

当分野を受診した18p-症候群2症例の顎顔面形態の特徴 22.先天異常

症展-047 10250 西村 佳世
大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯
正学教室

全顎的矯正治療を行った鎖骨頭蓋異形成症患者の一治療例 22.先天異常

症展-048 10271 木下 理恵
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

矯正歯科外来を受診した福山型筋ジストロフィー2例の臨床的特徴について 22.先天異常
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症展-049 10272 伴田 みさと
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

矯正歯科外来において長期管理を行った先天性ミオパチー3例 22.先天異常

症展-050 10298 岸川 明子
東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学
分野

機能性の下顎偏位を伴うWilliams症候群患者における形態的・機能的所見 22.先天異常

症展-051 10331 河野 加奈 岡山大学病院矯正歯科 下顎前歯部の多数歯埋伏を伴う非症候群性重度エナメル質形成不全症の一例 22.先天異常

症展-052 10004 小川 晴也 小川矯正歯科
治療後15年経過したLow angleおよびHigh angleの上顎前突の術後経過から考察した一
期治療の意義について

23.上顎前突

症展-053 10061 小海 暁
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究
科　咬合機能矯正学分野

上顎片顎抜歯と下顎臼歯部の整直により前歯部歯軸の改善が得られた叢生を伴う成人
上顎前突患者2症例

23.上顎前突

症展-054 10082 大野 陽真 おおの小児矯正歯科 下顎右側第二小臼歯先天性欠如を伴う骨格性上顎前突に自家移植を行った症例 23.上顎前突

症展-055 10099 大庭 知子 大庭矯正歯科 永久歯列期にbite jumping applianceにて治療を行なった上顎前突の２症例 23.上顎前突

症展-056 10318 妹尾 葉子 ありまつ矯正歯科医院
異なる骨格的特徴を考慮した成長期の上顎前突の治療ー与五沢エッジワイズシステム
を用いてー

23.上顎前突

症展-057 10321 川津 正慶
東北大学大学院歯学研究科顎口腔矯正学
分野

歯科矯正用アンカースクリューを固定源として、上下顎全歯列の遠心移動を行った骨格
性I級上顎前突症例

23.上顎前突

症展-058 10070 加藤 千帆
東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究
科 咬合機能矯正学分野

歯科矯正用アンカープレートにて下顎の反時計回りの回転を促し顎矯正手術を回避した
開咬2症例

26.開咬

症展-059 10130 岡 由紀恵
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を用いた上顎大臼歯の圧下により治療した開咬症例 26.開咬

症展-060 10135 植田 紘貴
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科
矯正学分野

上下顎前突と下顎第三大臼歯の近心傾斜を伴う骨格性II級症例の一治験例 27.上下顎前突

症展-061 10213 友成 博
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 歯科
矯正学分野

カスタムメイドリンガルブラケットを用いて治療期間の短縮を試みたAngle I級の抜歯症例 28.叢生

症展-062 10057 金子 浩巳
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科
矯正学分野

片側性咬筋肥大を伴う成長期顔面非対称症例の一例
29.非対称・交叉
咬合

症展-063 10129 大石 修史
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科咬合機能矯正学分野

Distalizing applianceを用いて片側上顎臼歯の遠心移動を行った一症例
29.非対称・交叉
咬合

症展-064 10214 小坂 竜也 小坂矯正歯科 プレーンアーチ法により非外科的に治療した咬合および顔面非対称の4症例
29.非対称・交叉
咬合

症展-065 10320 藤田 欣也 自由が丘南口デンタルクリニック インサイド機械的矯正治療方法によって治療した片側交叉咬合を伴うII級過蓋咬合症例
29.非対称・交叉
咬合

症展-066 10160 迫口 陽子
鹿児島大学学術研究院医歯学域医学部・歯
学部附属病院矯正歯科

上顎左側第二大臼歯の萌出遅延と下顎両側第二大臼歯の埋伏を伴うアングルII級症例
の１治験例

30.埋伏歯


