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症展-001 10271 若杉 絵美奈
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

低身長治療薬の蛋白同化ホルモン投与により反対咬合改善後
に著明な下顎の前方成長が誘発された1症例

Administration of short-stature drug (protein anabolic
hormone) affects a pubertal mandibular growth: A case report

症展-002 10052 久保田 隆朗 ユアーズ矯正歯科 (福岡) 3次元セットアップシミュレーションの矯正臨床への応用 Utilizing 3D set up simulation in orthodontic treatment

症展-003 10237 椋本 美緒 鶴見大学歯学部歯科矯正学講座 アスペルガー症候群患者の一治療例 A case report of the patient with Asperger syndrome

症展-004 10115 清流 正弘
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

ミニスクリューを固定源としてガミースマイルの改善を行った骨
格性I級上顎前突症例

Skeletal Class I maxillary protrusion with gummy smile case
treated with miniscrew as orthodontic anchorage

症展-005 10131 今野 裕一 神宮前矯正歯科 (東京)
リンガルブラケット矯正法にインプラントを組み合わせ遠心移動
を行った成人症例

Adult cases of distal molar movement using lingual multi-
bracket appliance with implant anchor

症展-006 10173 大森 浩子
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

超弾性型Ti-Ni合金ワイヤーを組み込んだ可撤式装置を用いた
混合歯列期の片側性鋏状咬合症例

A case with unilateral scissors-bite treated with a removable
plate incorporated with a Ti-Ni wire

症展-007 10206 廣 俊明 ひろ矯正歯科 (長野)
リンガルブラケット矯正法での上顎前歯のトルクコントロールに
関する一考察-ミニスクリューを用いた圧下-

A consideration for torque control in lingual treatment -
Anterior intrusion with mini screws

症展-008 10252 土持 航 日本歯科大学附属病院矯正歯科 混合歯列期での重複症状に対する治療方法の一案
The one new method of treatment for duplication symptom in
mixed dentition.

症展-009 10354 渡辺 敦
奥羽大学大学院歯学研究科口腔機能
学領域顎顔面口腔矯正学専攻

Function Regulator IIを適用したAngle Class IIの3症例
Three cases of Angle Class II treated with the Function
Regulator II

症展-010 10028 竹下 信郎
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

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
れた骨格性III 級の下顎偏位症例

Morphological and functional improvement by orthognathic
surgery in mandibular deviation and protrusion case

症展-011 10167 島崎 一夫
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

外科的矯正治療に伴う咬合平面の反時計方向への回転によっ
て顔貌の改善を図った小下顎症の一例

A case of microgenia treated with surgical counterclockwise
rotation of the occlusal plane

症展-012 10215 川上 恵実
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ
ンス研究部口腔顎顔面矯正学分野

骨格性開咬症に対する下顎骨の反時計方向を伴う外科的下顎
骨移動術後の長期安定性：15年経過症例

Long-term stability of surgical-orthodontic open bite
correction with counterclockwise rotation of mandible : 15years
follow-up

症展-013 10227 横関 雅彦 横関矯正歯科クリニック (神奈川)
馬蹄形骨切りと上顎前歯部歯槽部骨切りにより上顎骨および
上顎前歯部歯槽骨の後方移動を行った上顎前突症例

A skeletal class II case treated with horseshoe and anterior
alveolar osteotomies

症展-014 10267 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分野

術前矯正治療中に一時的な下顎神経麻痺が出現した骨格性
開咬症例

Temporary mandibular nerve paresthesia during pre-operative
orthodontic treatment of skeletal open bite: A case report

症展-015 10282 丸岡 亮
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

上顎犬歯埋伏とエナメル上皮腫を伴う骨格性下顎前突症に対
して自家歯牙移植と外科的矯正治療を行った一例

Mandibular prognathism with impacted upper canine and
ameloblastoma treated by teeth autotransplantation and
orthognathic surgery

症展-016 10304 山本 卓
山本歯科医院矯正歯科クリニック (兵
庫)

骨格性下顎前突症例の構音時の舌と口蓋の接触状況の治療
前後における変化について

Changes of tongue and palate contact in articulation before
and after orthognathic surgery

症展-017 10092 素村 宣慶 そむら歯科クリニック (東京)
ニューロマスキュラーコンセプトに基づく顎機能障害への矯正
治療

The orthodontic treatment of TMD patients based on the
neuromuscular concept

症展-018 10335 渋澤 龍之 昭和大学歯学部歯科矯正学教室 顎関節内障を伴った若年成人のII級症例
A young adult case of Angle Class II malocclusion with TMJ
internal derangement

症展-019 10351 田口 元康
医療法人社団健美会　北千住矯正歯
科 (東京)

マイクロインプラントを併用して治療したTMD症例 A TMD case treated using microimplants

症展-020 10093 近藤 高正
愛知学院大学短期大学部歯科衛生学
科

著しい歯槽骨吸収を伴う上顎前突症例
A case of maxillary protrusion with severe alveolar bone
resorption

筆頭著者の氏名



症例展示一覧

演題番号 登録番号 筆頭著者の所属機関名 演題名（日本語） 演題名（英語）筆頭著者の氏名

症展-021 10114 中筋 宏明 カノミ矯正小児歯科クリニック (兵庫)
右下6欠損と叢生を伴う骨格性2級成人症例にインプラントアン
カーを応用した包括的歯科治療症例

An interdisciplinary approach for skeletal 2 with missing lower
right first molar using the mini-screw

症展-022 10213 八木橋 敬介 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座
包括的歯科治療を行った片側性唇顎口蓋裂に起因する骨格性
下顎前突症例

Comprehensive treatment of skeletal Class III malocclusion due
to unilateral CLP

症展-023 10218 柳田 剛志 岡山大学病院　矯正歯科
外傷による下顎頭骨折に伴う開咬を、ミニスクリューを固定源と
し、上顎大臼歯を圧下して治療した1症例

Treatment of open bite because of traumatic condyle fractures
with implanted miniscrew anchorage.

症展-024 10298 中川 麻里
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯
科矯正学分野

上顎左側中切歯と下顎左側第一大臼歯の欠損を伴う下顎前突
症例

A case report of mandibular protrusion with missing maxillary
central incisor and mandibular first molar

症展-025 10328 簡野 瑞誠
東京医科歯科大学咬合機能矯正学分
野

重度の叢生による下顎両側小臼歯の半埋伏および過蓋咬合を
伴う成人非抜歯症例

A non-extraction adult case with deep overbite and partial
impacted premolars due to severe crowding

症展-026 10345 栃木 歌子 日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座
重度慢性歯周炎によって上顎前方歯槽部骨切り術変法を余儀
なくされた成人骨格性上顎前突症の1例

A case of adult maxillary protrusion with severe periodontitis
disease treated by modified wassmund osteotomy

症展-027 10303 田中 匡 さえき矯正・小児歯科医院 (兵庫)
小臼歯の自家歯牙移植を伴う矯正治療を行った多数歯先天性
欠如症例

A case report of oligodontia treated with orthodontic therapy
using autotransplantation of donor premolar

症展-028 10014 安村 敏彦 東京歯科大学歯科矯正学講座 卒後研修課程34期生による症例展示ーリテンションケースー
Retention case presentation of the 34th postgraduate
orthodontic course of Tokyo Dental College

症展-029 10047 宮下 隆敬 宮下歯科医院 (群馬) Angle I 級症例とAngle II 級症例における保定後の経過観察
Observations on angle class I case and angle class II case after
retention period

症展-030 10207 福山 英治 医療法人　小川矯正歯科 (神奈川)
著しい咬合崩壊を伴う成人唇顎口蓋裂患者に対して欠損補綴
を用いず咬合再構成した一例

Non-prosthodontic occlusal reconstruction in an adult CLP
patient with severe occlusal collapse: A case report

症展-031 10007 中本 紀道 埼玉医科大学口腔外科学教室 KBG症候群の1例-顎顔面形態の特徴について A case report of KBG syndrome

症展-032 10009 飯田 資浩 こまき矯正歯科 (愛知) 鎖骨頭蓋骨異形成症の一治療例 A case report of a patient with Cleidocranial dysplasia

症展-033 10081 小松 恵 ふかわ矯正歯科 (神奈川) 姉妹に発症したPierre Robin syndromeの治療 Treatment cases of Pierre Robin syndrome sisters

症展-034 10111 志賀 百年
国立成育医療研究センター　感覚器・
形態外科部　歯科 (東京)

国立成育医療研究センターを受診したラッセル・シルバー症候
群患者３例に対する歯科矯正治療

The orthodontic treatment for three patients with Russell-
Silver syndrome

症展-035 10233 小林 誠 東京歯科大学歯科矯正学講座 片側側方歯開咬を伴う遺伝性エナメル質形成不全症の1例
A case of lateral open bite with hereditary amelogenesis
imperfecta

症展-036 10316 宮城 尚史
新潟大学大学院医歯学総合研究科：
歯科矯正学分野

外科的矯正治療を適用した顔面半側肥大症
A case report of hemifacial hypertrophy corrected by surgical
orthodontic treatment

症展-037 10056 石原 嘉人
岡山大学　大学院　医歯薬学総合研
究科　歯科矯正学分野

健全歯の可及的な保存を目指して治療した骨格性上顎前突症
例

Conservative orthodontic treatment of maxillary protrusion to
keep available intact teeth

症展-038 10071 柴田 桃子 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座
矯正用インプラントアンカー（仮称）を用い上顎大臼歯を遠心移
動したAngle II級上顎前突症例

Angle Class II case treated with orthodontic implant anchor to
distalize maxillary molars

症展-039 10072 宮澤 健 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座
固定源として矯正用インプラントアンカー（仮称）を応用した、過
蓋咬合を伴う上顎前突症例の成人矯正治療

Orthodontic treatment of adult with deep bite and maxillary
protrusion using orthodontic implant anchor

症展-040 10100 岡山 三紀
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

口蓋インプラントを用いた上顎前突非対称抜歯症例
An unusual extraction case with maxillary protrusion treated by
using a palatal implant

症展-041 10124 宮島 悠旗
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

著しいオーバージェットを伴う骨格性上顎前突症例における固
定源としてのミニスクリューの応用

The use of miniscrew as an anchorage in skeletal ClassII
associated with severe overjet.
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症展-042 10360 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

ツインブロック装置を適用した過蓋咬合を併う上顎前突の１症
例-長期観察症例-

A case of skeletal Class II malocclusion with deep overbite
using a twin block appliance

症展-043 10058 村田 智子
岡山大学　大学院　医歯薬学総合研
究科　歯科矯正学分野

上下顎骨骨切り術を併用した外科的矯正治療を行った長期保
定症例

Long term stability of surgical-orthodontic treatment outcome:
follow-up 10 years postretention

症展-044 10080 河村 光輝 河村矯正歯科 (愛知) McLaughlinシステムを用いた反対咬合症例
Treatment of anterior cross-bite cases using the McLaughlin
system.

症展-045 10162 大澤 雅樹 松本歯科大学歯科矯正学講座
歯周疾患を伴った第三大臼歯が関与したと考えられる開咬の
一治療例

A case report of open bite under the influence of the third
molars with periodontitis

症展-046 10278 本城 正
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
歯科矯正学分野

チタンスクリューを用いて下顎大臼歯の圧下および遠心移動を
行った開口症例

Open bite case treated with titanium mini screw anchorage to
control manbibular molars

症展-047 10044 斉藤 千秋
矯正歯科シーシーデンタルオフィス
(東京)

成長期における反対咬合の２症例 Two cases of cross bite with growth age

症展-048 10062 不破 祐司 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座
交叉ゴムを使用することなくcamouflage治療を行った片側交叉
咬合症例

Camouflage orthodontic treatment without cross elastics in
unilateral crossbite case

症展-049 10064 片岡 伴記
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
歯科矯正学分野

骨格性偏位患者に対してカムフラージュ治療を行った一症例
A case report of camouflage treatment for the patient with
skeletal mandibular lateral deviation

症展-050 10005 飯泉 沙織 はんだ矯正歯科 (神奈川) 歯根湾曲した逆生埋伏上顎中切歯の開窓・牽引症例
A case of inversed orthodontically treated impacted maxillary
incisor with a curved shaped root

症展-051 10075 山内 雅人
神奈川歯科大学附属横浜クリニック矯
正歯科

多数の埋伏過剰歯を伴うcleidocranial dysplasia の一例―歯顎
顔面用コーンビームX線CT画像の有用性―

A case of cleidocranial dysplasia with impacted multiple
supernumerary teeth examining by CBCT

症展-052 10259 藤村 裕治
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
歯科矯正学分野

上顎左側中切歯および側切歯の萌出遅延に対し開窓・牽引を
行った1症例

Delayed eruption of embedded maxillary left incisors treated by
surgical exposure and orthodontic traction

症展-053 10250 有泉 大 東京歯科大学歯科矯正学講座 卒後研修課程第34期生による症例展示
Case presentation of the 34th postgraduate orthodontic
course of Tokyo Dental College




