
症例展示　一覧 第73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 10226 細谷 尚史
奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯
正学分野

Twin block装置を適用し終夜睡眠検査をおこなった上顎前突症例 02.成長発育

症展-002 10039 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

下顎の機能的左方偏位および交叉咬合の改善に対し重心動揺計測による機能的評価
を行った症例

03.口腔機能・生
理

症展-003 10330 金尾 晃 たい矯正歯科 CBCT画像の重ねあわせとその応用 -混合歯列期の急速拡大の適正量について-
09.コンピュータ・
医療情報

症展-004 10332 赤木 秀瑛 たい矯正歯科
CBCT画像の重ね合わせとその応用 -混合歯列期の上顎前突者に対してBite Jumping
Applianceを使用した症例-

09.コンピュータ・
医療情報

症展-005 10331 池田 和央 たい矯正歯科
CBCT画像の重ねあわせとその応用 -上顎前歯圧下方向について術前診断を行った症
例-

09.コンピュータ・
医療情報

症展-006 10342 林 一夫
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

三次元（3D）プリンターを用いたセットアップモデルの舌側矯正治療への応用
09.コンピュータ・
医療情報

症展-007 10171 不破 祐司 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座 精神疾患を伴う成人叢生症例
12.医療管理・患
者管理

症展-008 10340 酒井 聡 酒井矯正歯科クリニック
大臼歯の垂直的コントロールを行った顎関節症を伴う骨格性開咬症例－CBCTを用いた
大臼歯圧下の限界の検討－

13.診断

症展-009 10025 柳田 剛志 岡山大学病院矯正歯科
上顎前歯部のみリンガルブラケットを使用して治療した、複合的な問題を有するAngle
ClassII不正咬合症例

14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-010 10062 酒井 雄一 南原さかい矯正歯科
歯科矯正用アンカースクリューを間接的な固定源として下顎大臼歯を整直したアングルIII
級症例の長期安定性

14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-011 10088 久保田 隆朗 ユアーズ矯正歯科 三次元デジタルセットアップシミュレーションを用いたアライナー治療
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-012 10216 尾島 賢治 本郷さくら矯正歯科 咬合スプリントとマウスピース型矯正装置を併用した矯正治療の検討
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-013 10265 竹山 雅規
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯
正学分野

大臼歯の圧下に矯正用インプラントアンカー（仮称）が有効であった２症例
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-014 10317 伊藤 率紀 伊藤矯正歯科医院 矯正歯科治療に伴う負の作用を最小限に抑える努力を払った一治験例
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-015 10347 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

スライディングプレートを併用して治療した骨格性下顎前突症例
14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-016 10369 秋山 祐子 日本大学歯学部歯科矯正学講座
口蓋正中部に植立した歯科矯正用アンカースクリューを用いて上顎大臼歯近心移動を
行った多数歯欠損症の一例

14.矯正装置・治
療メカニクス

症展-017 10012 根岸 史郎 ねぎし矯正歯科 McLaughlinシステムを用いたアングルIII級の外科的矯正治療例 15.外科的矯正

症展-018 10042 伊藤 洋介
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

上顎前歯部歯槽骨切り術と下顎枝矢状分割術の併用により外科的矯正治療を行った骨
格性II級不正咬合の一症例

15.外科的矯正

症展-019 10068 中村 優 東京歯科大学歯科矯正学講座 著しい下顎後退による呼吸困難症状を外科的矯正によって改善した骨格性II級症例 15.外科的矯正

症展-020 10102 山崎 彩乃 高橋矯正歯科医院 術前矯正において垂直的コントロールを行った骨格性開咬症例 15.外科的矯正

症展-021 10136 住吉 久美
岡山大学医歯薬学総合研究科歯科矯正学
分野

著しい骨格性下顎前突症例に対して、ObwegeserII法を適用した治療例 15.外科的矯正

症展-022 10186 高田 寛子
鹿児島大学医学部歯学部附属病院発達系
歯科センター矯正歯科

顎関節強直症と閉塞性睡眠時無呼吸症候群を伴う小下顎症に対して外科的矯正治療を
行った1例

15.外科的矯正

症展-023 10194 村上 円郁 松本歯科大学歯科矯正学講座
Gorldenhar症候群に起因する顎変形症患者に三次元シミュレーションを用いて上下顎骨
切り術を施行した一症例

15.外科的矯正

症展-024 10208 駒崎 裕子
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

馬蹄形骨切りを併用した上下顎移動術により長期的に良好な咬合が維持された骨格性II
級ハイアングル症例

15.外科的矯正

筆頭著者の氏名
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症展-025 10233 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

永久歯6本抜去で治療した骨格性II級ハイアングルの顎変形症の1例 15.外科的矯正

症展-026 10263 石田 宝義 東京医科歯科大学咬合機能矯正学分野 Le Fort II型骨切り術および歯の自家移植を施行し顔貌・咬合を改善した1症例 15.外科的矯正

症展-027 10267 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

骨格性上顎前突症例患者に上顎骨後上方移動術を併用した外科的矯正治療例 15.外科的矯正

症展-028 10306 武田 理恵子
大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯
正学教室

下顎頭の変形を伴う開咬症例に対し、上顎骨仮骨延長術と上下顎骨骨切り術を行った
一治験例

15.外科的矯正

症展-029 10374 中村 政裕 岡山大学病院矯正歯科 重度下顎骨後退位症例に対する外科的矯正治療の一例 15.外科的矯正

症展-030 10094 足立 敏 足立矯正歯科 進行した下顎頭の変形の伴う骨格性開咬症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-031 10259 酒井 優 酒井矯正歯科クリニック 右側下顎頭に吸収を伴ったHidden open bite症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-032 10301 小松 真佐子 医療法人　葉山会　葉山歯科小松矯正科
安定した顎位で診断・治療した結果、良好な咬合が得られ、顎関節のリモデリングを認め
た症例

16.顎機能異常・
顎関節

症展-033 10130 竹下  寛 ひろ矯正歯科クリニック
スプリントを用い顎位を安定させ矯正治療を行った下顎の後退を伴う上顎前突の抜歯症
例

16.顎機能異常・
顎関節

症展-034 10109 平野 武弘 ひらの矯正歯科クリニック 咬耗を伴うアングルI級症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-035 10090 三崎 浩一 みさき矯正歯科 顎関節に問題を有する叢生症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-036 10144 中島 祥博 ナカジマ矯正歯科クリニック 顎関節に症状が認められたアングルI級叢生症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-037 10276 白井 英俊 シライ矯正歯科クリニック
スタビライゼーション型スプリントによって関節頭および関節窩に良好な形態変化が生じ
た症例

16.顎機能異常・
顎関節

症展-038 10160 田中 滋 矯正歯科誠クリニック 大臼歯の垂直的コントロールにより治療した骨格性上顎前突症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-039 10228 小田原 志穂
神奈川歯科大学口腔科学講座歯科矯正学
教室

矯正治療中に下顎頭のリモデリングが認められた顎関節症症例の顎機能および画像評
価

16.顎機能異常・
顎関節

症展-040 10360 星 健治
九州大学大学院歯学研究院歯科矯正学分
野

咬合平面の傾斜と下顎骨の偏位を有する患者の顎口腔機能改善に対する歯科矯正用
アンカースクリューの有用性

16.顎機能異常・
顎関節

症展-041 10370 田口 元康 医療法人社団健美会　北千住矯正歯科 動的治療中に生じた下顎頭吸収症例
16.顎機能異常・
顎関節

症展-042 10072 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

重度の広汎型慢性歯周炎を伴う上顎前突治療例
17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-043 10120 島 秀輔 東京歯科大学歯科矯正学講座 卒後研修課程第37期生による症例展示
17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-044 10121 吉住 淳 東京歯科大学歯科矯正学講座 卒後研修課程37期生による症例展示ーリテンションケースー
19.保定・術後評
価

症展-045 10223 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

抜去歯バイオリサイクルシステムを用いた２症例
17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-046 10279 黒田 晋吾
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

部分無歯症患者の包括的歯科治療における歯科矯正用アンカースクリューの有用性
17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-047 10287 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

歯根の外部吸収を認める上顎右側中切歯と側切歯を抜去して上顎左側切歯を右方へ移
動させた上下顎前突症例

17.成人矯正・包
括歯科治療

症展-048 10020 大野 陽真 おおの小児矯正歯科 上唇小帯切除術により永久前歯交叉咬合の改善が認められた1例
18.咬合誘導・咬
合育成
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症展-049 10011 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

歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療の長期安定性　－鋏状咬合を伴う
II級2類不正咬合症例－

19.保定・術後評
価

症展-050 10086 松本 芳郎
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

異なる保定装置で長期保定し安定している過蓋咬合・叢生を伴う３症例
19.保定・術後評
価

症展-051 10104 中筋 宏明 カノミ矯正・小児歯科クリニック 矯正治療終了後遅発性に生じた歯肉退縮に対し歯肉移植を施した2症例
19.保定・術後評
価

症展-052 10222 松本 一真
医療法人社団ゆずか　こうざと矯正歯科クリ
ニック

骨折性変形治癒を伴う顎変形症患者の術後安定性について
19.保定・術後評
価

症展-053 10290 稲毛 滋自 いなげ矯正歯科医院
日本臨床矯正歯科医会会員による長期安定症例から第一報　―ANB7.5°以上の骨格
性上顎前突5症例―

19.保定・術後評
価

症展-054 10207 近藤 俊
藤田保健衛生大学医学部形成外科学講座
矯正歯科・小児歯科部門

咬合平面のコントロールと外鼻形態に配慮したModified RED systemによる上顎骨延長
術

21.口唇・口蓋裂

症展-055 10237 瀬川 千花子
明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科
矯正学分野

唇顎裂（CLA）児に対する術前顎矯正治療の意義 21.口唇・口蓋裂

症展-056 10027 菅原 康代 岡山大学病院矯正歯科 Parry-Romberg（PR）症候群を伴う患者に長期的に矯正治療を行った症例 22.先天異常

症展-057 10065 松本 静
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 III型骨切り・骨延長術後の上下顎移動術により咬合改善を行ったApert症候群の
矯正治療症例

22.先天異常

症展-058 10103 秋山 咲子
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

矯正歯科的対応を行った下顎に著しい叢生を伴うウィリアムズ症候群の一症例 22.先天異常

症展-059 10177 森田 知里
大阪大学大学院歯学研究科顎顔面口腔矯
正学教室

上下歯列の叢生および小顎症を伴うLoeys-Dietz症候群の一症例 22.先天異常

症展-060 10320 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

Saethre-Chotzen 症候群患者の一治療例 22.先天異常

症展-061 10339 三原 聖美 大阪大学大学院　歯学研究科 グルコーストランスポーター１異常症における口腔顎顔面領域の特徴的所見 22.先天異常

症展-062 10372 森下 格 （社医）雪の聖母会聖マリア病院矯正歯科 形態は機能によって作られる －ミオパチー症例の矯正歯科治療と保定を経験して－ 22.先天異常

症展-063 10033 清水 康広
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

成長期の改良型機能的矯正装置の使用が奏効したAngle Class II high angle症例 23.上顎前突

症展-064 10205 佐藤 直生
奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯
正学分野

セルフライゲーティングアプライアンスシステムを適用した下顎左右側中切歯の先天欠如
を伴う上顎前突症例

23.上顎前突

症展-065 10283 廣瀬 尚人
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）

上顎前突の矯正歯科治療（抜歯と非抜歯）についての一考察　～双子の治療結果より～ 23.上顎前突

症展-066 10215 友成　 博
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科健康
科学専攻発生発達成育学講座歯科矯正学
分野

カスタムメイドリンガルブラケットと歯科矯正用アンカースクリューを用いて下顎臼歯の遠
心移動を行った症例

25.過蓋咬合

症展-067 10082 星島 光博 岡山大学病院矯正歯科
重度叢生および前歯部に歯根短小を伴う著しい骨格性開咬患者を上下顎外科的矯正治
療により改善した症例

26.開咬

症展-068 10127 粕谷 佳菜子 鶴見大学歯学部歯科矯正学講座 混合歯列期のアンキローシス乳臼歯による側方性開咬を呈する１症例 26.開咬

症展-069 10159 内海 大
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科
矯正学分野

固定式II級改善装置と垂直ゴムを用いて前歯部被蓋の改善を図ったAngle classII
division 1 開咬症例

26.開咬

症展-070 10055 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

選択的に上顎側切歯の抜歯を行った2症例 28.叢生

症展-071 10161 甲斐 理佐子 鶴見大学歯学部歯科矯正学講座 下顎側方偏位を伴う前歯部開咬症例に対するカムフラージュ治療
29.非対称・交叉
咬合

症展-072 10195 川津 正慶
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

顎機能的な問題を改善した片側性反対咬合を伴う骨格性1級下顎骨偏位症例
29.非対称・交叉
咬合
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症展-073 10234 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

動的治療期間を短縮できた顔面非対称のカムフラージュ治療
29.非対称・交叉
咬合

症展-074 10031 古森 紘基 岡山大学病院矯正歯科
下顎第一大臼歯の近心頬側に完全埋伏した両側下顎第二大臼歯を遠心舌側方向に牽
引して治療した一症例

30.埋伏歯

症展-075 10117 小坂 肇 小坂矯正歯科 犬歯歯嚢により異常歯根吸収をきたした上顎右側中切歯の治療経緯と予後 30.埋伏歯

症展-076 10313 國松 亮
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

スケルタルアンカレッジシステムを用いた歯周疾患を伴う成人上顎前突の再治療症例
17.成人矯正・包
括歯科治療


