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MENU
1. ITI Annual General Meetingなど（2019/04/11-14、 ベルリン）、２．ストローマンフォーラム関連（2019/05/18-19、東京）
３．ITI New Fellow紹介、

４．ITI Study Club ネパールの報告、

５．ITI World Symposium 2020 / Young Breakout Session: Video Vote 〜

応援しよう！

1. ITI Annual General Meeting
2019年4月13日、ドイツベルリンにおいてITI AGM（総会）が開
催されました。先だって4/11には理事会（船越先生）、4/12には
Leadership Team meetingがありました。下記報告致します。
1) Botiss主催パーティ（4/11）

2) Straumann新製品情報！

＊日本発売は未定です。

Emdogain FL
Non flapで使用可能なエムドゲイン

Jason membrane
賦形性に優れる

XenoFlex

Bone Builder

Allo graft

顎堤保存に

ブロック移植

他家骨

Mucoderm

新たなLine Up! Tapered

根面被覆などに・・

BLXインプラント
良好な初期固定、補綴は同一プラットフォーム

Pro Arch Removable

IODに

zirconia インプラント

Z システム

Zygoma インプラント

無歯顎solution
様々なソリューション
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3) 日本人参加者

ベルリン観光

ITI section Japan Leadership Team

ビールで乾杯！

嶋田社長父娘

President Chenと

日本の先生大集合！
踊る塩田先生

4) Social Media Training for ITI Communications Officers
ITI 総会翌日（4/14)、Communications Officer向けのSocial mediaセミナーが開催されました。
ITI Facebookの有効活用に関して聴講してきました！
よろしくお願いいたします_(_^_)_

ITI section Japan FBの登録

https://www.facebook.com/groups/1718898918164455/

”ITIネットの有効活用”に関して20分講演して
きました（Communications Officer上浦）

5) ITI Annual Conference
フルセラミックインプラント（ジルコニア）や無歯顎への対応が興味深い内容でした。

全身疾患

Ceramic implant

Zirconia-ceramic vs Metal-ceramic

Short, narrow and tilted implant

Fixed rehabilitation in edentulous patients

2. ストローマンフォーラム（2019/5/18〜19）開催される！

1) ITIセッション開催！
フォーラム初日（5/18）の午前中（10時〜12時）、昨年オランダで行われましたITIコンセンサス会議
議事録のトピックをわかりやすく臨床に役立つ内容で、ITIメンバーの皆様はじめ参加者へお伝え致しま
す。このITIセッションに参加するとITI公認インプラントスペシャリスト資格保有者は5単位を、また新規
に申請希望される方は申請資格の一つを得ることが出来ます！（ITI セクションジャパン委員会担当）

内容

モデレーター

スピーカー

Group1

外科 Surgery

勝山英明

西原

Group2

補綴 Prosthetics

塩田

真

古橋 明大

Group5

デジタル Digital

佐藤

孝弘

丸尾

2) ITI スカラーの会

宗信

勝一郎

初開催

第1回設立準備委員会
5月18日（土） 12:00−13:00 （東京国際フォーラム、ガラス棟602）にて開催

3) ランニングウェアプレゼント！
RUNNING WEAR FOR RUNNERS!
Straumann インプラントユーザーで下記に該当さ
れる方に特製ランニングシャツをプレゼント致し
ます！（ストローマンフォーラム・5階ITIブースに
てお渡し）
・2019年にランニングイベントに参加予定
・このウェアを装着し宣伝して頂ける方
・先着8名（希望者は上浦までdckuma@cocoa.ocn.ne.jp）

3．ITI New Fellow 紹介
大谷 昌 先生
鬼原 英道

先生 （岩手医科大学）

今 一裕 先生
中川 昌樹

（大阪、開業）
（東京医科歯科大学）

先生 （愛知県、開業）

丸尾 勝一郎 先生（東京都、開業）
ITIセクションジャパン関連URL：

https://www.iti-japan.org/sections/fellows/

4. ITI Study Club Nepal 訪問報告！
GW10連休にネパールのITI Study Clubを訪問し、講演してきました。
今後もITIのネットワークを通じて世界中の先生と交流を図る機会を作り、ITIの発展に貢献
したいと思います （報告者：communication officer 上浦庸司）

ITI World Symposium 2020
Young Breakout Session: Video vote!
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https://woobox.com/2swm4v/gallery/6eYVZJihAVg
• 岩手医科大学 補綴・インプラント科
• Toshiki Nojiri 野尻 俊樹
• Surface modification with TiO2 nanotube to accomplish a mimicking of periodontal ligament

https://woobox.com/2swm4v/gallery/MRpr_0Oe1GA
• 岩手医科大学 補綴・インプラント科
• Shiho Sugawara 菅原 志帆
• Effects of titanium surface modification with platelet activating peptide on epithelial basement membrane
attachment

https://woobox.com/2swm4v/gallery/TgOuQrwpzHU
• 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 歯周病学分野
• Takahiko Shiba 芝 多佳彦
• Dissimilarities in interacting core taxa in co-occurrence networks enable discrimination of peri-implantitis and
periodontitis using metagenomic and metatranscriptomic analyses

https://woobox.com/2swm4v/gallery/z7h1BuMFeiU
• MMデンタルクリニック
• Hironobu Nishihara 西原 宗信
• Titanium implant vs zirconia implant

https://woobox.com/2swm4v/gallery/OHZP4UpYneM
• 九州大学大学院 歯学研究院口腔機能修復学講座 インプラント・義歯補綴学分
野
• Akihiro Furuhashi 古橋 明大
• Biologic evidence for the selection of the materials used for soft tissue interface

https://woobox.com/2swm4v/gallery/sF5--lyIqHU
• 船越歯科歯周病研究所 船越歯科医院
• Yuya Sasada 笹田 雄也
• A novel impression technique for implant supported FPD in the esthetic area using intraoral scanners for
“Intra-and-Extra” oral scanning. Clinical advantages and tips

