
－95－ 

差についての検討. 優秀課題口演賞受賞.第 12 回

日本総合歯科学会・学術大会, 札幌, 2019年 11月

2 日. 

6) 金岡沙季, 伊藤晴江, 石﨑裕子, 奥村暢旦, 塩見

晶, 長谷川真奈, 藤井規孝: 上下顎に著しい顎堤

吸収を伴う無歯顎患者に対して上下新義歯を製作

した症例. 最優秀若手ポスター賞受賞.第 12 回日

本総合歯科学会・学術大会, 札幌, 2019年 11月 2

日. 

7) 小海由佳, 石﨑裕子, 伊藤晴江, 奥村暢旦, 塩見

晶, 長谷川真奈, 藤井規孝: 口腔機能低下症患者

に対する治療計画立案の経験. 優秀若手ポスター

賞受賞.第12回日本総合歯科学会・学術大会, 札幌, 

2019年 11月 2 日.  

8) T. Sato, N. Fujii, T. Hayashi, Y. Tateno, 

N.Okumura, F.Nakamura, S. Hara: The Motion 

Analysis of Cavity Preparation. The 2018 

IADR/PER General Session & Exhibition, July 28, 

2018. 第 11回国際学会研究発表奨励賞受賞第 38回

日本歯科医学教育学会総会および学術大会, 福岡, 

2019年 7月 19 日. 

 

【その他】 

1) 魚島勝美：インプラントと天然歯の保存：その選

択を再考する．2019 年度公益社団法人日本補綴歯

科学会九州支部学術大会専門医研修会．福岡．

2019年 11月 2 日． 

 

 

顎関節治療部 

【論 文】 

1) Reducing bacterial counts around the abutment 

following professional mechanical plaque removal at the 

implant bridge: A crossover comparison of removing or 

not removing the superstructure, Journal of 

Prosthodontic Research, 2019, in press 

2) 荒井 良明，星名 秀行，高嶋 真樹子，河村 篤

志，山崎 裕太，高木 律男，魚島 勝美：下顎半側

区域切除後の再建プレート上の皮弁と残存顎堤で

支持されたインプラントオーバーデンチャー12年

経過症例．日本口腔インプラント学会誌32(3):230-

235, 2019 

3) 山崎 裕太，荒井 良明，河村 篤志，高嶋 真樹

子，池田 順行，加藤 祐介，小林 正治，高木 律

男：新潟大学医歯学総合病院における顎関節症患

者の臨床的検討 顎関節症の病態分類(2013年)と

SCL-90-Rを用いた2軸診断．新潟歯学会雑誌，

49(1):5-12, 2019 

 

【招待講演・シンポジウム】 
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日本補綴歯科学会関越支部学術大会，高崎市，抄

録集31頁，2019 
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