
ITI Congress Japan 2022   2022.5.28（土） 2022年4月版（プログラムは変更になる場合もございます）

※座⾧も講演を行うセッションがございます。セッション内の掲載順は講演順ではございません。 ※Straumann Sessionは事前申込制です。ハンズオンセッションは有料となります。

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 Straumann Session
5階 4階 5階 5階 5階

10:00 10:00

受付開始

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

13:30

14:00 14:00

14:50

15:00 15:00

15:20

16:00 16:00

16:40

17:00 17:00

18:00 18:00

SS 1　11:00～12:20
【講演】 
「Young ITIインプラントスクール 校外セミナー」～
抜歯・リッジプリザベーション・GBRの単純だけどとて
も大切なポイント～

講師:（大森 有樹）

Opening　13:00～13:30　
Opening address: 勝山英明, Stilwell, 
Ochsner（第1会場を中継）

Opening　13:00～13:30　
Opening address: 勝山英明, Stilwell, 
Ochsner（第1会場を中継）

SS3　15:00～16:20
【講演】
 「無歯顎におけるガイデッドサージェリー」

講師:（加藤 宙）

Session 2-2　15:20～16:40
（歯周組織再生療法）
座⾧:（柳井 智恵） 
 
演者:（⾧谷川 嘉昭）
演者:（宮本 泰和）

SS 2　13:00～14:20
【ハンズオン】
 BLX「即時プロトコールを推進させる革新的インプ
ラント」

講師:（大久保 将哉）

SS４　17:00～18:20
【ハンズオン】
 「EMDを用いた垂直性骨欠損への対応」

講師:（木村 英隆）

Session 3-1　13:30～14:50
（成功するインプラントクリニックであるために）
座⾧:（増田 勝彦）
演者:（千田 典史）
演者:（大石 洋平）

Session 2-3　16:40～18:00
（抜歯部位へのガイドラインとその治療オプション）
座⾧:（⿁原 英道）
演者:（佐藤 孝弘）
演者:（中村 茂人）
演者:（三好 敬三）

Session 3-2  15:20～16:40
（ボーンレベルかティシュレベルか?-症例・術式に
合わせたアプローチ-）
座⾧:  (宗像 源博）
演者:（中川 昌樹）
演者:（豊嶋 健史）

Session 4-1　13:30～14:50
（審美と機能性を目的としたインプラントのソフト
ティッシュマネジメント）
座⾧:（申 基喆）
演者:（清水 智幸）
演者:（中島 康）
演者:(月岡 庸之）

Session 4-2  15:20～16:40
（患者中心の治療計画）
座⾧:（出張 裕也）
演者:（立川 敬子）
演者:（添島 義樹）

Session 2-1　13:30～14:50
（審美領域における外科的・補綴的アプローチ）
座⾧:（窪木 拓男）
演者:（中田 光太郎）
演者:（千葉 豊和）

Session 3-3　16:40～18:00
（インプラント上部構造のトラブルを起こさないため
に）
座⾧:（西原 茂昭）
演者:（今 一裕）
演者:（高藤 恭子）
演者:（前田 芳信）

Session 1-2　15:20～16:40
（デジタル・トランスフォーメーション）
座⾧:（近藤 尚知）
演者:（馬場 一美）
演者:（野本 秀材）

Opening　13:00～13:30　
Opening address: 勝山英明, Stilwell, 
Ochsner（第1会場を中継）

Session 4-3　16:40～18:00
（これからのアライナー矯正）
座⾧:（槇 宏太郎）
演者:  (常盤 肇)
演者:（文野 弘信）

コーポレートフォーラム　11:00～12:30

11:00~11:45
＜Straumann＞　演者:Stephen Chen　
　                       座⾧:勝山 英明　

11:45~12:30　
＜MORITA＞    　演者:水谷　幸嗣

Opening　13:00～13:30　
Opening address: 勝山英明, Stilwell, 
Ochsner

Session 1-3　16:40～18:00
（「テクノロジーで進化するインプラント治療 Part 2」
～咬合再構成および多数歯欠損におけるデジタル
化）
座⾧:（上浦 庸司）
演者:（田中 譲治）
演者:（大谷 昌）

Session 1-1　13:30～14:50
（テクノロジーで進化するインプラント治療 Part 
1）
座⾧＆演者:(古谷野 潔) 
　
演者:(Stilwell) 
  



ITI Congress Japan 2022   2022.5.29（日） 2022年5月版（プログラムは変更になる場合もございます）

※座⾧も講演を行うセッションがございます。セッション内の掲載順は講演順ではございません。 ※Straumann Sessionは事前申込制です。ハンズオンセッションは有料となります。

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 Straumann Session
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Closing　16:45～17:00　(古谷野 潔) 

SS７　13:00～14:20
【講演】 
「インプラントのメインテナンス」～炎症と力に対し何
を診て何をするべきか～

講師:（大森 有樹）

SS８　15:00～16:20
【ハンズオン】
 「RFTを用いた歯周組織再生療法」～マテリアル
の特徴と軟組織の扱い方～

講師:（尾野 誠）

Session 1-6　13:40～15:00
（Immediacy:即時プロトコール:抜歯即時）
座⾧&演者:（勝山 英明）
演者:（Stephen Chen）

（第1会場を中継）

表彰式  12:10～12:40
名誉フェロー表彰　（瀬戸 晥一）
シニアフェロー表彰　（細山 愃、塩田 真）

スポンサーランチョン 12:40～13:10
（3Shape Japan:　山羽　徹）

Session 1-7　15:20～16:40
（インプラント周囲疾患:最新知見と治療オプショ
ン）
座⾧:（和泉 雄一）
演者:（船越 栄次）
演者:（新村 昌弘）

Session 2-7　15:20～16:40
（インプラント治療におけるデジタル印象の課題へ
の挑戦）
座⾧:（植松 厚夫）
演者:（笹田 雄也）
演者:（丸尾 勝一郎）

Session 3-7　15:20～16:40
（ストローマンインプラントの選択基準）
座⾧:（村上 弘）
演者:  (横山 隆道)
演者: （中島 和敏）
演者: （北條 正秋）

Session 4-7　15:20～16:40
（これからのアライナー矯正）
座⾧:（槇 宏太郎）
演者:  (常盤 肇)
演者:（文野 弘信）

Session 1-4　9:00～10:20
（次世代の即時プロトコール
ーImmediacyの最新トレンドとエビデンスー ）
座⾧:（細川 隆司）
演者:（安藤 正実）
演者:（中野 環）

Session 4-4　8:50～10:20
（ITIスタディクラブ:最新臨床セッション）

座⾧:（吉村 治範）
演者: (白鳥 香理、村山 雅人、倉田 友宏、
小林 善郎、大島 健吾、小山田 勇太郎）

Session 3-4　9:00～10:20
（アナログからデジタルへの変換）
座⾧:（木村 健二）
演者:（河村 昇）
演者:（菅原 克彦）

Session 2-6　13:40～15:00
（インプラント治療の併発症対応と撤去基準の提
案）
座⾧:（矢島 安朝）
演者:（塩田 真）
演者:（今村 栄作）
演者:（伊東 隆利）

Session 3-6　13:40～15:00
（失敗しないデジタル活用法）
座⾧:（飯島 俊一）
演者:（加来 敏男）
演者:（渥美 美穂子）
演者:（原 俊浩）

Session 4-6　13:40～15:00　
　　
　
（インプラント上部構造のトラブルから再考する）
座⾧:（小久保 裕司）
演者:（越智 守生）
演者:（岡田 信輔）
演者:（正木 千尋）

Session 1-5　10:40～12:00
（新しい骨補填材と硬組織欠損への対応）
座⾧:（嶋田 淳）
演者:（高橋 哲）
演者:（濱田 良樹）
演者:（朝比奈 泉）

表彰式  12:10～12:40
名誉フェロー表彰　（瀬戸 晥一）
シニアフェロー表彰　（細山 愃、塩田 真）

スポンサーランチョン 12:40～13:10
（3Shape Japan:　山羽　徹）

Session 2-4　9:00～10:20
（Biomaterialを用いた組織再生）
座⾧:（丸川 恵理子）
演者:（山下 素史）
演者:（奈良 嘉峰）

Session2-5　　10:40～12:00
（高齢者へのインプラント治療）
座⾧:（春日井 昇平）
演者:（黒嶋 伸一郎）
演者:（和田 誠大）
演者:（阿部 成善）

Session 3-5　　10:40～12:00
（インプラント上部構造のニューコンセプト）
座⾧:（西村 正宏）
演者:（鮎川 保則）
演者:（﨑田 竜仁）
演者:（高野 清史）

Session 4-5　　10:40～12:00
（インプラントの⾧期予後を獲得するために歯科
衛生士の役割）
座⾧:（三上 格）
演者:（柴戸 和夏穂）
演者:（植村 美穂）

（第1会場を中継）

表彰式  12:10～12:40
名誉フェロー表彰　（瀬戸 晥一）
シニアフェロー表彰　（細山 愃、塩田 真）

スポンサーランチョン 12:40～13:10
（3Shape Japan:　山羽　徹）

（第1会場を中継）

表彰式  12:10～12:40
名誉フェロー表彰　（瀬戸 晥一）
シニアフェロー表彰　（細山 愃、塩田 真）

スポンサーランチョン 12:40～13:10
（3Shape Japan:　山羽　徹）

SS５　9:00～10:20
【講演】
 「口腔内スキャナーの実践的活用法」

講師:（佐藤 隆太）

SS６　11:00～12:20
【ハンズオン】 
ClearCorrect 「IPR & Engager取り付けテク
ニック」

講師:（添島 絵美）


