
ITI Study Club
関東 1&2合同支部会 2021.3.28

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。2021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、東京歯科大学
解剖学講座教授 阿部 伸一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 / 研究発表をおこないます。今年は新型コロナウイ
ルスの影響を考慮し、オンライン（Live）にて開催いたします。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。

〈 問い合わせ先 〉
ITI Study Club 関東合同支部会運営事務局
株式会社インターベント内
TEL：03-3527-3892　　FAX：03-3527-3889
E-mail：iti-staff@intervent.co.jp 
受付時間：9：30～17：30（平日）

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 齋藤 琢也 村上 大悟
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 樋口 大輔 三田 稔/佐藤 大輔
西東京 原 俊浩 沼澤 成文
静岡 池田 康男 太田 一伸
北陸 中山 伊知郎村山 雅人

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/小川 雅子
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: 2021年 3月28日（日）
  9:30～16:00

Venue: Doctorbook 研修室＋オンラインLIVE 配信

9:30 開会の辞 関東1支部　支部長 新村 昌弘

ITI Vision 2021 セクションチェアマン 勝山 英明

リーダーシップチーム 古谷野 潔

招待演者特別講演 阿部 伸一

12:05

Session 1 メインスピーカー講演 

 昼食

( 敬称略 )▶ 午前の部

※午後の部は裏面をご参照ください

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）

関東１支部 支部長
新村 昌弘

関東 2 支部 支部長
田中 譲治

ITI 日本支部公認インプラントスペシャリスト
■リージョナルスタディクラブミーティング■ 更新5単位

小山 卓蔵

9:35

10:05

11:05

-「上顎無歯顎インプラントオーバーデンチャーの文献的検証」

-「インプラント解剖学」

阿部 伸一 先生
1989年 東京歯科大学卒業
1993年 東京歯科大学大学院終了（歯学博士）
1994年 ドイツベルリン自由大学留学
2010年 東京歯科大学解剖学講座教授 

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)



Program

General Information

12:45 Session 2-1　ISC メンバー症例／研究発表   

- インプラント治療で下歯槽神経障害が生じた際の対応 ISC 北陸 村山 雅人

- 長さ4mmのインプラントを上顎臼歯部に用い５年経過した一例 ISC 西東京 大島 光慶

ISC 東京3 川上 紗和子

- 口腔内スキャナーを用いた咬合採得のエビデンス ISC 東京SUN

藤田 一郎

ディスカッション／質疑応答

岩内 洋太郎

休憩 

ISC 北関東 齋藤 琢也

ISC 新潟 木村 勝年

ISC PACKS東京 大久保 将哉

- 顎運動を考慮した包括的な顎顔面診断に基づくインプラント治療

  

ISC 東京2 松山 文樹

15:55

ストローマン・アップデート

16:00  

閉会の辞 関東2支部　支部長 田中 譲治

終了

(敬称略 )▶ 午後の部

Speakers

大久保 将哉 先生 
PACKS東京代表

藤田 一郎 先生 
静岡代表

村山 雅人 先生
北陸代表

岩内 洋太郎 先生 
東京SUN代表 北関東代表

松山 文樹 先生 
東京2代表

木村 勝年 先生 
新潟代表

川上 紗和子 先生 
東京3代表

大島 光慶 先生 
西東京代表

■ 受講対象者：ITI メンバーまたは、趣旨にご賛同いただける歯科医療従事者 ■ 定員：300名      ■ 参加費：無料
■ 申込方法 ：   ITI SC 所属メンバー   　➡ 

支部以外のITIメンバー   ➡　ITI WebsiteのEvent Pageより Request to attend as a guest をクリック
　　　　　　　　　　　　　 Invitarion E-mailが届いたらConfirmをクリックして登録完了 

SCから届くInvitation E-mailの　　　　　　　　 をクリック

上記以外の方　　　　　 ➡　右記に記載のURLもしくはQRコードよりお申込みください。https://jp.surveymonkey.com/r/SVS59LL
※ ITI メンバー以外は参加2回目まで無料。それ以降はITI メンバーへお申込みの上ご参加ください。

- 下顎前歯部におけるmini-implantの有用性

- インプラント補綴におけるジルコニア（築盛or モノリシック）

- 治療ゴールからみる上顎審美部位への単独歯インプラント修復

- 第１小臼歯部インプラント上部構造ガイドで臼歯離開咬合を
  獲得した一症例
- 臼歯部咬合崩壊症例にインプラント治療を用いた
  フルマウスリコンストラクション

ディスカッション／質疑応答

ISC 静岡

14:15

15:40

14:25

※プログラムは都合により予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

Session 2-2 　ISC メンバー症例／研究発表   

齋藤 琢也 先生 

Accept invitation

※ITI公認スペシャリストとして出席単位を認める際、プログラムの80％の出席時間が必要となります。


