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日本臨床歯科医学会 東京支部 

2018 年度 第 2 回ステップアップミーティングのご案内 
 

 新春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、来る 2019 年 2 月 17 日（日）に開催いたします『日本臨床歯科医学会 東京支部 第 2 回ステッ

プアップミーティング』につきましてご連絡申し上げます。 

 今回のステップアップミーティングは好評につき午前に歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の話し合

いの場としてテーマを「歯周病治療」とし『Pre session』（別紙の詳細案内参照）を開催する予定です。

午後の本会においては、これまで通り会員の先生方に多岐にわたる分野においてケースプレゼンテー

ションを中心とした発表をしていただきます。また、教育講演は昨年の合同例会にてアワードを受賞さ

れた山口文誉先生に再生療法などの歯周病の治療法や 2017 年に AAP（アメリカ歯周病学会）と EFP

（ヨーロッパ歯周病学会）が共同で発表した「歯周疾患の新分類」など様々な最新の歯周病に関する内

容をご講演いただきます。 

 ステップアップミーティングを通じて皆様の日々の臨床のステップアップにつながれば幸いと存じま

す。 

 なお、今回も会員同士の親睦を深めるためにステップアップミーティング終了後、懇親会を開催しま

す。あわせて皆様お誘い合わせのうえご参加いただけますようお願いいたします。 

 

  日時 ： 2019 年 2 月 17 日（日） 10：00～16：55   

    （Pre session 10:00～11:40 / 本会 13：00～16:55） 

                 懇親会 17：00～19：00 

  受付開始 ： Pre session 9：30～ / 本会 12：30～ 

  場所 ： お茶の水ソラシティ カンファレンスセンター Room B・C 

     （地図別紙参照） 
 

【タイムテーブル】 

開場・Pre session 受付開始 9:30 

開会 10:00 

10:00～11:40  Pre session 

休憩 11:40～13:00  本会受付開始 12:30 

13:00～13:05  会長挨拶 

13:05～13:50  小西浩介 先生 （稲葉歯科医院） 

 ｢顎関節症を伴う欠損歯列症例に対してテレスコープ義歯を用いた咬合再構成｣ 

 （座長：吉田茂治 先生） 

賛助企業ご挨拶、休憩 13：50～14：15 

14:15～15:00  田治米元信 先生 （田治米歯科クリニック） 

 「歯周治療を長期に安定させる為に大切な要因を考える」 

 （座長：綿引淳一 先生） 

15:00～15:45  中村茂人 先生 （デンタルクリニックアレーズ銀座） 

 「全顎的な歯周炎（Stage4・Grade C）を伴う包括的治療の一症例」 

 （座長：河合竜志 先生） 

休憩 15：45～16：00 

16:00～16:55  山口文誉 先生 （山口歯科医院）  

 「歯周組織再生療法の成功に繋がるマイクロスコープを使用した Flap design」 

閉会 16：55 

懇親会 17：00～19：00 



* 東京 SJCD の会員は、入場の際ＱＲコードが必要となりますので必ずご持参ください。 

* 東京 SJCD の会員は無料で御参加頂けます。事前の予約等は必要ありませんので当日直接会場へお越し下さい。 

* 一般のビジターは Dr.3 万円・Dt.1 万 5 千円・Dh.9 千円となります。（予約不要） 

* 会員登録は入会された本人に限り有効です。 

  例会・分科会等への代理参加は、同じ医院にお勤めでもお受け致しかねますのでご了承ください。 

* 講演中の撮影はご遠慮ください。 

 

会場  お茶の水ソラシティ カンファレンスセンター Room B・C  (http://solacity.jp) 
     〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-6  TEL 03-6206-4855 

 

         
 

交通案内  
ＪＲをご利用の場合      ＪＲ中央・総武線 「御茶ノ水」駅 聖橋口より、徒歩 1 分 
地下鉄をご利用の場合   ・東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水」駅 B2出口1直結 

                      ・東京メトロ丸の内線 「御茶ノ水」駅 出口1より、徒歩4分 

                      ・都営地下鉄新宿線 「小川町」駅 B3出口より、徒歩6分 

 



	 

	 

「顎関節症を伴う欠損歯列症例に対してテレスコープ義歯を用いた咬合再構成」	 

	 

稲葉歯科医院	 

小西	 浩介	 

	 

【略歴】	 

2012 年	 東京歯科大学卒業	 

2013 年	 東京歯科大学千葉病院	 臨床研修終了	 

2013 年	 阪口歯科医院	 勤務	 

2015 年	 稲葉歯科医院	 勤務	 

	 

【所属】	 

IPSG 包括歯科医療研究会・日本顎咬合学会	 

	 

【抄録】	 

本発表では、1 歯単位に限局せず、咬合や顎関節、さらには舌および口腔周囲筋を含めた顎口腔系の診

査診断、そして機能改善を図った咬合再構成の症例報告を行う。	 

患者は 59 歳女性、咀嚼障害および顎機能障害を主訴に来院。	 

クレピタス音を伴う間欠性ロックを呈しており、MRI および CT 診査にて顎関節症分類Ⅲ型Ⅳ型と診

断した。顎機能検査や咬合器等を用いた咬合診査を始め、舌や口腔周囲筋を含めた顎口腔系の診査診断

を行った。	 

各問題点を抽出し治療目標を設定後、可逆的なアプローチから治療を行なった。	 

上下顎の欠損歯列には予知性を考慮して、テレスコープシステムを用いた可撤性義歯を設計し、顎関節

に調和する咬合再構成を計画した。全顎治療に並行して顎関節症治療や MFT を行い、顎口腔系の機能改

善を図った。	 

治療終了後、適切な中心位での咬合支持が確立され、咀嚼障害および顎機能障害が改善された。現在

メンテナンスに移行しており、経過を追っている。	 

 
 
 

「歯周治療を長期に安定させる為に大切な要因を考える」	 

	 

医療法人信宏会	 田治米歯科クリニック	 

田治米	 元信	 

	 

【略歴】	 

1997 年	 朝日大学	 卒業	 

1997 年	 大阪歯科大学総合診療科	 

1998 年	 井上歯科医院	 勤務	 

2000 年	 田治米歯科医院	 勤務（2001 年〜父より継承）	 

2011 年	 医療法人信宏会	 田治米歯科クリニック	 開設	 

	 

【所属】	 

日本臨床歯科医科学会東京支部会員、日本歯周病学会会員	 

日本口腔インプラント学会（専修医）、アメリカ歯周病学会会員	 

	 

【抄録】	 

	 近年の歯周組織再生治療には十分なエビデンスが存在し現在では、スタンダードな治療として考えら

れるようになって来た。しかし、歯周組織再生治療を長期に渡って成功に導く為には、細菌、それに関

わる咬合、いわゆる力のコントロールをどのように対応するのかが鍵となってくる。しかし、咬合と細

菌のどちらが優位に歯周病の発症に影響しているかに関しては、十分に明らかになっていない。	 

そこで、本症例報告では、歯周組織再生療法と咬合調整によって１４年の長期に渡って安定した予後を

得られたケースを供覧し、長期に渡って安定した治療結果を得るためには何が必要であるかを考えてみ

たいと思う。	 



	 

「全顎的な歯周炎（Stage4・Grade	 C）を伴う包括的治療の一症例」	 

	 

デンタルクリニックアレーズ銀座	 

中村茂人	 

	 

【略歴】	 

2000 年	 日本大学松戸歯学部卒業	 

2002 年	 原田歯科クリニック勤務	 

2007 年	 土屋歯科クリニック＆Works 勤務	 

2008 年	 デンタルクリニックアレーズ銀座引き継ぎ開業	 

	 

【所属】	 

日本臨床歯科医学会会員（東京 SJCD）、日本顎咬合学会会員	 

日本歯周病学会会員、日本臨床歯周病学会会員、ITI	 member	 

	 

【抄録】	 

近年日本でも、予防の概念の普及に伴って全顎的な重度の歯周炎患者は、劇的に減少していると実感

する。その一方、一度罹患した患者は、少しでも多くの歯の保存を希望されることが多く、私たち歯科

医師も大変苦慮する現実がある。その苦慮とは歯の保存の可否、咬合の安定と固定のための連結の範

囲、インプラント埋入の時期やポジショニングの設定、骨造成の限界、それに伴う審美性回復の限界な

ど多岐に渡る。	 

今回、Stage4・Grade	 C	 の歯周炎(かつての広汎型重度侵襲性歯周炎)によって一気に歯を喪失してしま

うかもしれないという危機に直面した患者に対し、少しでも多くの歯の保存に努めるべく、初期治療を

行いつつ、歯周ポケットと動揺度の再評価を繰り返し、歯周外科、インプラント、骨造成などを含め包	 

括的な治療を施した症例を報告する。（ご指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願い致します。）	 	 

	 

	 

「歯周組織再生療法の成功に繋がるマイクロスコープを使用した Flap	 design」	 

	 

山口歯科医院	 	 

山口	 文誉	 

	 

【略歴】	 

1998 年	 昭和大学歯学部	 卒業	 

1998 年	 都内歯科医院	 勤務	 

2006 年	 山口歯科医院	 開業	 

	 

【所属】 

日本臨床歯科医学会会員・日本歯周病学会指導医専門医・日本臨床歯周病学会会員 

日本口腔インプラント学会会員	 
	 

【抄録】	 

2000 年に入り、歯周組織再生療法にもマイクロスコープが使用されるようになった。拡大視野でマイク

ロインスツルメントを用いることで軟組織の取り扱いが改善され、歯間乳頭部での Blood	 supply（血液

供給）が良好になり、歯周組織再生療法を成功に導くための大きな鍵となる Primary	 closure（初期閉鎖）

の成功率が９０％以上にまで改善され、歯周組織再生療法の成績は飛躍的に向上した。さらに、拡大視

野により Flap	 design も骨欠損に限定した設計になり、術後の痛み・不快感などもかなり減少し患者中

心の患者に優しい治療になってきた。	 

しかし、この Minimally	 invasive（低侵襲）な歯周組織再生療法は全てに適応出来るわけではない。術

野を無理に小さくすることでアクセスが困難となり治療が不十分になる恐れもある。	 

今回の発表は２部構成になっている。前半は、マイクロスコープにより変化してきた Flap	 design の変

遷および各種	 Flap	 design の適応症・利点・欠点について文献を基に臨床例を提示しながら解説する。

後半は、マイクロスコープを用いた代表的な Flap	 design である『MIST（Minimally	 Invasive	 surgical	 

technique）』に関し、術式の各ステップについての重要なポイントを出来る限り細い点まで分かり易く

解説する。	 


