
ITI Study Club
関東 1&2 合同支部会 2020.3.1

Message
2017 年に ITI Study Club の支部制が発足し、関東に2つの支部ができました。ITI のアクティビティを高めてい
くため、年に1 度合同でミーティングを開催しております。2 回目となる 2020年度は、ITI Section Japan リーダー
シップチームの勝山 英明先生、古谷野 潔先生、昭和大学歯学部教授 尾関 雅彦先生をメインスピーカーとしてお
呼びいたしました。また午後からは、各 SC メンバー代表による症例 / 研究発表、そして Young& New ITI スピー
カーの発表をおこないます。是非とも多数の皆さまにご参加をいただきたく、お待ちしております。ITI にご入会
を検討されている方 * のゲスト参加も歓迎いたします。

SC Information

Main Speaker

Program

Meeting Date
関東 1 支部
SC 名 SCディレクター名 SC コディレクター名

東京 2 新村 昌弘（支部長） 甘利 佳之
北関東 中島 和敏 齋藤 琢也
新潟 佐藤 孝弘 上田 一彦
東京 3 塩田 真 今  一裕 / 山本 麻衣子
PACKS 東京 月岡 庸之 野村 智義
東京 SUN 尾関 雅彦 樋口 大輔
西東京 原 俊浩 沼澤 成文
静岡 池田 康男 太田 一伸
北陸 中嶋 顕 村山 雅人/中山 伊知郎

関東 2 支部
SC 名 SCディレクター名 SC コディレクター名

千葉北 田中 譲治（支部長） 木村 健二
千葉南 飯島 俊一 佐藤 隆太
東京 1 勝山 英明 千 栄寿 / 西原 宗信
MM 北條 正秋 小川 秀仁
神奈川 4 栗林 伸之 杉山 雅一
横浜 佐藤 淳一 小林 真理子
YC 神奈川 児玉 利朗 上野 大輔
長野 武井 賢郎 -

■ Date: 2020年3月 1日（日）

　　  9:30 ～ 17:10
　■ Venue: 東京ステーションコンファレンス
東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー6F　　
TEL: 03-6888-8080（代表）

[ 懇親会 ]17:30 ～ 19:30（会費：5000 円）

9:30 開会の辞 関東 2 支部　支部長 田中 譲治

ITI Vision セクションチェアマン 勝山 英明

コミュニケーションオフィサー 上浦 庸司

SC コーディネーター 近藤 尚知

セクションマネジャー 嶋田 敦

10:30 Session 1  メインスピーカー講演

-「インプラント治療のトレンド 2020」 セクションチェアマン 勝山 英明

-「ブラキシズムとインプラント補綴治療」 教育監事 古谷野 潔

-「インプラントの偶発症と対処法 － 30 年間の診療から学ぶことー」 昭和大学歯学部 教授 尾関 雅彦

12:00 昼食

( 敬称略 )▶ 午前の部

※午後の部は裏面をご参照ください

勝山 英明 先生
ITI Section Japan チェアマン
医療法人さくら会 理事長
日本口腔インプラント学会 専門医・指導医
日本顎顔面インプラント学会 指導医
CID (Center of Implant Dentistry)

古谷野 潔 先生
ITI 教育監事、ITI フェロー
日本口腔インプラント学会
　常務理事・九州支部長（専門医・指導医）
日本顎関節学会理事長（指導医・専門医）
日本顎口腔機能学会理事
日本歯科理工学会理事、日本咀嚼学会理事
日本補綴歯科学会元理事長（指導医・専門医）

尾関 雅彦 先生
ITI SC 東京ＳＵＮディレクター
ITI フェロー
昭和大学歯学部インプラント歯科学講座教授
日本口腔インプラント学会 専門医･指導医
日本補綴歯科学会 専門医

関東２支部 支部長
田中 譲治



Program

General Information

12:45 Session 2  　ISC メンバー症例／研究発表

- 審美部位における軟組織の役割 MM 代表 小川 秀仁

- The next level for hard tissue regeneration 千葉南代表 飯島 俊彦

- 治療計画における Decision making の検討
  ～ 専門医 100 名アンケート結果と被引用論文から考える～ 千葉北代表 熱田 亙

休憩

- 上顎洞底挙上術における合併症 東京 1 代表 千 栄寿

- インプラント治療における理想的なチームコラボレーション 神奈川 4 代表 杉山 雅一

- インプラントのトラブル軽減の為に
  日中のブラキシズムをコントロールしてみませんか？ 横浜代表 加藤 道夫

休憩 

- インプラント周囲炎の実態と考え方について YC 神奈川代表 河合 邦彰

- Root membrane technique を用いたインプラント治療 長野代表 倉田 友宏

- チタンメッシュを使用した水平的骨造成を行なった 1 症例 静岡代表 安部 貴之

- インプラント治療と下歯槽神経障害
  ～診断から治療、予後の予測について～

北陸代表 村山 雅人

Young & New ITI   スピーカー発表

デジタル歯科時代のモデルレス補綴ワークフローの発展 東京 SUN 代表 三田 稔

16:45 ストローマン・アップデート ストローマン社

17:00  閉会の辞 関東 1 支部　支部長 新村 昌弘

写真撮影

( 敬称略 )▶ 午後の部

Speakers

杉山 雅一 先生
神奈川 4 代表

加藤 道夫 先生
横浜代表

小川 秀仁 先生
MM 代表

河合 邦彰 先生
YC 神奈川代表

飯島 俊彦 先生
千葉南代表

倉田 友宏 先生
長野代表

村山 雅人 先生
北陸代表

熱田 亙 先生
千葉北代表

安部 貴之 先生
静岡代表

三田 稔 先生
東京 SUN 代表

千 栄寿 先生
東京 1 代表

■ 受講対象者：ITI メンバーまたは、ITI にご入会を検討されている方 *      ■ 定員：180 名（先着順）      ■ 参加費：無料
■ 申込方法 ：   ITI SC 所属メンバー   ➡ ITI から Survey Monkey を通じて招待メールをお送りしています。届いたメールからお手続きください
                 　上記以外の方　　　　 ➡ 右記、QR コードを読み込んで、お手続きください

*ITI Study Club に通算 2 回以上ご参加の方は ITI にご加入いただきます


