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支部 日程 支部長 参加（リーダーシップチーム）
関東合同 東京 ２／１７ 新村昌弘、田中穣治 勝山、近藤、上浦
東海・西日本 大阪 ２／２４ 前田　芳信 近藤、上浦

1.  ITI Study Club支部会、2019年全国で5回開催中！　 

　１）関東１＆２合同支部会：2月17日（日）、東京ステーショ
ンコンフェレンスセンターにおいて約150名の参加者のもと、支
部会が開催されました。午前中はリーダーシップチームからITI

ビジョン、口腔内スキャナーのエビデンス、ITIネットの活用法
について解説がありました。午後からは各スタディクラブ代表
とYoung & New ITIスピーカーから症例・臨床発表があり、活発
な質疑応答もあり、大変有意義な支部会となりました。終了後
は懇親会も盛会に開催され、参加されたITIメンバーは充実した
一日になりました。準備頂いた新村昌弘先生、本当にありがと
うございます。次年度は田中穣治先生（2020年3月15日）よろ
しくお願いいたします_(_^_)_

新村昌弘先生 田中穣治先生
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2）東海・西日本合同支部会：2月24日（日）、大阪本町ガーデンシティ・サ
ラヤメディカルトレーニングセンターにおいて約50名の参加者のもと、支部
会が開催されました。午前中はリーダーシップチームからITIビジョン、口腔
内スキャナーのエビデンス、ITIネットの活用法について解説がありました。
午後からは各スタディクラブ代表から症例・臨床発表があり、普段は気軽に
聞けない様な質疑応答もあり、大変有意義な支部会となりました。準備頂い
た前田芳信先生はじめスタッフの皆様、誠ににありがとうございます。

支部 日程 支部長 参加（リーダーシップチーム）
北海道 札幌 ６／３０ 三上　格 勝山、古谷野、上浦
東北 仙台 ９／２９ 高野　清史 近藤、上浦
九州 福岡 １０／１３ 加来　敏男　 古谷野、上浦

3）残る支部会はあと3支部です、支部長の三上先生、高野先生、加来先生よろしくお願い
いたします。

三上　格先生 高野　清史先生 加来　敏男先生

前田芳信先生



関東１＆２合同支部会



プログラム 関東１＆２合同支部会

Schedule

Opening

9：30～
9：35～

開会の辞
ITI Vision 2019

関東1支部 支部長
セクションチェアマン

コミュニケーションオフィサー

新村 昌弘
勝山 英明
上浦 庸司

Closing 

16：35～
16：40～

閉会の辞
写真撮影

関東2支部 支部長 田中 譲治

Reception Dinner

17：00～
19：00

懇親会開始（会場：マスターズドリームハウス　住所：東京都千代田区丸の内１-８-１ 丸の内トラストタワーN館１階）
懇親会終了解散

Session

10：15～
10：55～
11：05～
11：45～

インプラント治療のパラダイムシフト
休憩
エビデンスに基づいた口腔内スキャナーと３Dプリンタの臨床応用
昼食

セクションチェアマン
 

SCコーディネータ

勝山 英明
 
近藤 尚知

12：40～
13：00～
13：20～

13：40～
14：00～
14：10～

14：30～
14：50～
15：10～

非審美領域におけるインプラントの選択基準
審美性、長期安定性に優れた上部構造についての考察
重度歯周炎患者に対しStraumann® coDiagnostiXTMを用いStraumann®

ガイデッドサージェリーを使用することにより即時荷重を行なった一症例
IOSを使用したインプラント治療の留意点
休憩
日常臨床でのインプラント埋入処置とその評価
～Straumannデジタルソリューションを用いて～
高齢者のインプラント治療 インプラントオーバーデンチャー（IOD）という治療オプション
高齢化社会でのインプラント治療
休憩

ISC北関東代表
ISC新潟代表

ISC東京2代表
ISC東京3代表

ISC Packs代表

ISC SUN代表
ISC 西東京代表

村上 大悟
上田 一彦

甘利 佳之
今 一裕

大越 良隆

佐藤 大輔
徳永 遼

Session 1 ： メインスピーカー講演

Session 2 ： ISCメンバー症例／研究発表

15：20～
15：40～
16：00～
16：20～

サイナスリフトの合併症から考える適応選択について
インプラントと再生医療の展望 
高齢者のライフステージとインプラント治療のストラテジー
ストローマンからのアップデート

Young ＆ New ITI代表
Young ＆ New ITI代表
Young ＆ New ITI代表

山口 菊江
山本 麻衣子
小林 真理子 

ストローマン社

Session 3 ： Young & New ITI スピーカー発表
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プログラム 東海・西日本合同支部会

Time Contents ITI Role Name

10:20 開会の辞 支部長 前田芳信

10:30 ITI Vision 2019 リーダーシップ 近藤・上浦

加速するITの導入と歯科臨床のパラダイムシフト SCコーディネー
タ

近藤尚知

一般開業医におけるフルデジタルインプラント治
療への取り組み ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ 上浦庸司

12:30 昼食

13:30
狭小化した顎堤にチタンジルコニア合金インプラ
ントにて治療を行なった1症例 SC奈良 代表 西馬伸幸

13:50
補綴主導インプラントのデジタルソリューション
～コンフォートゾーンの具体的整理～ SC広島2 代表 高井裕史

14:10
下顎臼歯部におけるインプラント埋入深度に関す
る葛藤

SC愛媛 代表 金子一平

14:30 休憩

15:00 セレックを用いたインプラント治療の7年 SC広島 代表 三好龍治

15:20 LOTとインプラント治療の併用 SC大阪1 代表 泉谷剛行

15:40
上顎臼歯部重度骨欠損症例に対してサイナスリフ
ト同時GBRによる水平垂直的骨造成の必要性を考
える

SC大阪3 代表
呉鑫 (クレシ
ン)

16:00 ストローマンからのアップデート Straumann 
Japan

インゴ・ゼル
ナ

16:15 閉会の辞 SCコーディネー
タ

近藤尚知

日時：  2019年2月24日（日）10:00～16:45　（10:00～ 受付開始） 

会場：  大阪市中央区元町3-6-4 本町ガーデンシティ4階 サラヤメディカルトレーニングセンター 

実行委員長： ITI Study Club 東海・西日本支部会　支部長　前田芳信 

実行委員会： ISC大阪３：中野環　和田誠大 

支部会協力： ISC大阪１：中島康 梁俊信、　ISC京都：前田潤一郎 中田光太郎 堀良彦、 

  ISC奈良：林秀一 山崎行庸、　ISC広島：横山隆道 若松聖、 

  ISC広島２：小笠原一行 石田秀幸 清水賢、　ISC愛媛：西原茂昭 松木建二、 

  ISC愛知：中川昌樹 岡崎伸一 近藤浩史　　ISC静岡：池田 康男 太田 一伸、　Straumann 

メインスピーカー： ITI Leadership Team 近藤尚知先生、上浦庸司先生 


