
テーマ：少数歯欠損症例に対する即時荷重・早期荷重インプラント治療の臨床的検討

発表者：中井大史、井原功一郎、裵福泰、井口佳大、伊東隆利

学　 会：
第29回日本口腔インプラント学会九州支部学術大会

2012年1月21日　宮崎シーガイヤワールドコンベンションセンター（宮崎市）

テーマ：
九州インプラント研究会の役目とこれから～昨今のインプラントバッシングにどう向き合

うか/国民生活センター公表を受けて～

発表者：伊東隆利

学　 会：
第14回九州インプラント研究会学術講演会特別講演

2012年2月26日　熊本県歯科医師会館

テーマ：インプラント治療における医療安全のためのクリニカルパスの運用

発表者：
上村由貴、中村昌代、飯星舞、佐々木麻衣、大賀亜由美、田口美登利、植木美幸、

渡邉美波、立花しのぶ

学　 会：
第14回九州インプラント研究会学術講演会ポスター発表

2012年2月26日　熊本県歯科医師会館

テーマ：習慣性顎関節脱臼に対する自己血注入療法の有用性について

発表者：國芳秀晴

学　 会：
第2回熊本口腔外科研修会

2012年3月24日　熊本県歯科医師会

テーマ：麻酔科学における脳保護・脳蘇生の新たな展開　心臓血管麻酔における脳保護

発表者：後藤倶子

学　 会：
第59回日本麻酔科学会学術集会シンポジウム

2012年6月7日　神戸ポートピアホテル・神戸国際展示場（神戸市）

テーマ：下顎再建後に早期荷重インプラント治療を用いて咬合の回復を行った1例

発表者：井原功一郎、伊東隆利

学　 会：
第29回日本顎顔面補綴学会学術大会

2012年6月15～16日　愛知学院大学楠元講堂（名古屋市）

テーマ：顎態の違いによる下顎後方移動後の気道の変化について

発表者：中井 大史, 井原 功一郎, 市川 和弘, 伊東 隆三, 伊東 隆利, 児玉 淳

学　 会：
第22回日本顎変形症学会学術大会

2012年6月18日　福岡国際会議場（福岡市）

テーマ：

病院歯科と医療連携－その現状と今後の展望－ 「熊本県・当院における医療連携の

実際」

－開放型病院・地域歯科診療支援病院を創設して－

発表者：伊東隆利

学　 会：
第65回北海道歯科医師会学術大会シンポジウム（札幌）

2012年8月17日

本来のデンチャースペースに維持を求めたインプラントオーバーデンチャーの臨床的評



テーマ：価

発表者：森谷智基実、匠原健、篠原直幸、伊東隆利

学　 会：

平成24年度 (社)日本補綴歯科学会中国四国・九州支部合同学術大会　 広島市南区

民文化センター

2012年9月2日

テーマ：
60年にわたる上下顎歯槽骨癒着の術後にインプラントを用いて咀嚼機能の回復を行っ

た1例

発表者：井原 功一郎, 篠原 直幸, 中井 大史, 川鍋 仁, 伊東 隆利

学　 会：
第42回日本口腔インプラント学会学術大会

2012年9月23日　大阪国際会議場（大阪市）

テーマ：舌に発生した軟骨脂肪腫の1例

発表者：國芳秀晴

学　 会：
第25回日本口腔診断学会・第22回日本口腔内科学会　合同学術大会 

2012年9月21～22日　学術総合センター講堂（東京都）

テーマ：顎態の異なる下顎前突の顎矯正手術後の気道の変化

発表者：市川 和弘, 沖 恵理, 井上 真理子, 伊東 隆三

学　 会：
第71回日本矯正歯科学会

2012年9月27日　マリオス盛岡地域交流センター(盛岡市)

テーマ：経鼻挿管におけるエアウェイスコープの有用性

発表者：小野 恒佑, 植木 修平, 竹中 誠一郎, 中井 大史, 森谷 智基実, 後藤 倶子

学　 会：
第40回日本歯科麻酔学会総会・学術大会

2012年10月5日　アクロス福岡

テーマ：
医療安全からみた周術期管理　各施設における歯科麻酔医の役割 医療安全からみ

た周術期管理　各施設における歯科麻酔医の役割　歯科病院の立場から

発表者：井口 佳大

学　 会：
第40回日本歯科麻酔学会学術大会シンポジウム

2012年10月6日　アクロス福岡

テーマ：小児外傷から10年後の経過は？

発表者：熊野毅

学　 会：
第12回日本外傷歯学会（岐阜）

2012年10月14日

テーマ：放射線ヨード内用療法により唾液分泌障害を生じたと考えられる1例

発表者：熊野毅、國芳秀晴、井原功一郎、伊東隆利

学　 会：
第57回日本口腔外科学会総会・学術大会

2012年10月19日　パシフィコ横浜（横浜市）

テーマ：新しい歯科医療モデル・歯科病院の創設　安全・安心な医療推進のために

発表者：伊東 隆三, 伊東 隆利

第22回日本歯科医学会学術大会ポスター発表



学　 会：2012年11月10～11日　インテックス大阪

テーマ：
インプラントとQOL 健康状態・局所状態に応じたインプラント治療における次元医療(医

療機能分担)の展開

発表者：伊東隆利

学　 会：
第22回日本歯科医学会総会・学術大会シンポジウム

2012年11月10日　大阪国際会議場

テーマ：顎骨切除後に早期荷重インプラント治療を用いて咀嚼機能の回復を行った2例

発表者：井原功一郎,吉武博美,國芳秀晴,伊東隆利

学　 会：
第16回日本顎顔面インプラント学会

2012年12月1～2日　北九州国際会議場（北九州市）

テーマ：
ぺリオとインプラント

インプラント臨床に応用できる歯周治療の理論と術式

発表者：伊東隆利

学　 会：
九州歯科大学特別講義

2008年1月29日　小倉市　九州歯科大学

テーマ：当院における静脈内鎮静法の臨床的検討（第一報平成19年）

発表者：
笠原貴仁、吉武博美、藤本拓司、山内憲子、石井浩一郎、裵福泰、井口佳大、西正

勝、伊東隆利

学　 会：
第18回九州歯科麻酔シンポジウム

2008年3月1日　鹿児島大学　鹿児島大学鶴陵会館

テーマ：外科矯正治療を行った下顎前突症患者の術後の変化

発表者：前田大輔、市川和弘、伊東泰蔵、伊東隆三、伊東隆利

学　 会：
第3回九州矯正歯科学会学術大会

2008年3月1～2日　長崎市　長崎ブリックホール

テーマ：安心・安全な診療環境とは？点検を通して医療安全を！！

発表者：伊東隆利

学　 会：
熊本三水会ケースプレゼンテーション

2008年3月12日　　熊本市　デンタルフォーラム

テーマ：
教育講演　安心・安全なインプラント治療を行うための診療環境とは？

検査・点検（チェック）を通して医療安全を！！

発表者：伊東隆利

学　 会：
第11回九州インプラント研究会・学術講演会（熊本）

2008年3月15日　熊本市　熊本県歯科医師会館

テーマ：
歯科医師臨床研修セミナー　歯科界における新しい医療展開

―有床・多機能・地域拠点歯科施設の運営経験から明日を担う研修歯科医へ―

発表者：伊東隆利

学　 会：
日本大学松戸歯学部講義

2008年3月26日　松戸市　日本大学松戸歯学部

テーマ：全身性エリテマトーデス患者に対する顎変形症手術の経験



発表者：井口佳太、吉武博美、藤本拓司、裵福泰、笠原貴仁、伊東隆利

学　 会：
第17回日本有病者歯科医療学会

2008年4月5～6日　新潟市　日本歯科大学新潟生命歯学部講堂

テーマ：歯科界における新しい医療展開

発表者：伊東隆利

学　 会：
(医)伊東会関東支部講演会

2008年4月26日　さいたま市　大宮ソニックシティ

テーマ：歯科医療における救急医療の現場―伊東歯科"ER"のご紹介―

発表者：伊東隆利

学　 会：
ＢＫＮグループ会議講演会

2008年6月12日　熊本市　熊本テルサ

テーマ：近況報告　当院新施設建設のコンセプト―歯科病院創設へ―

発表者：伊東隆利

学　 会：
第21回日本有床施設協議会研修会

2008年6月15日　熊本市　医療法人伊東会伊東歯科医院会議室

テーマ：外科的矯正治療を行った下顎前突症患者の術後の変化

発表者：藤本拓司、井原功一郎、伊東隆利、伊東隆三、市川和弘

学　 会：
第18回日本顎変形症学会学術大会

2008年6月16～18日　名古屋市　名古屋国際会議場

テーマ：統合失調症、Narrtive Based Medicineと外科的矯正治療

発表者：松尾友太郎、沖恵理、伊東隆三

学　 会：
第16回日本成人矯正歯科学会学術大会

2008年6月 22日　東京都　総評会館

テーマ：インプラント臨床における角化非可動粘膜の意義と対応

発表者：伊東隆利

学　 会：
京都インプラント研究所100時間コース講義

2008年7月12日　京都

テーマ：適応症の拡大　骨と粘膜の移植法

発表者：伊東隆利

学　 会：
臨床器材研究所100時間コース

2008年8月23日　守口市　大阪臨床器材研究所

テーマ：
顎変形症のよりよい治療を目指してー矯正歯科・口腔外科・一般歯科とのコラボレー

ションー

発表者：伊東隆三

学　 会：
大阪大学講義（大阪）

2008年9月1日　大阪市　大阪大学弓倉記念ホール

テーマ：左側下顎頭に発生した骨軟骨腫摘出により下顎前突症の改善をきたした1例



発表者：植木修一、吉武博美、井原功一郎、國芳秀晴、鬼木泰久、近藤壽郎、伊東隆利

学　 会：
第76回日本口腔外科学会九州地方会

2008年9月6日　宮崎市　宮日ホール

テーマ：
鎖骨頭蓋異骨症患者に対し外科的矯正治療とインプラント治療で咀嚼機能の回復を

行った一例

発表者：
川鍋仁、井原功一郎、吉武博美、藤本拓司、裵福泰、伊東隆利、伊東泰蔵、伊東隆

三

学　 会：
第38回日本口腔インプラント学会学術大会

2008年9月12～14日　東京都　東京国際フォーラム

テーマ：
多数歯先天性欠損症と骨格性下顎前突症により咬合不全を認めた症例に対して顎矯

正手術･インプラント治療の包括治療を行い咬合再構成を行なった1症例

発表者：吉武博美、藤本拓司、裵福泰、伊東隆利、伊東隆三、伊東泰蔵

学　 会：
第38回日本口腔インプラント学会学術大会

2008年9月12～14日　東京都　東京国際フォーラム

テーマ：外科的矯正治療を行った下顎前突症の保定中の変化

発表者：市川和弘、沖恵理、石井麻紀、伊東隆三、川鍋仁、伊東隆利、伊東泰蔵

学　 会：
第67回日本矯正歯科学会学術大会

2008年9月16～18日　千葉市　千葉幕張メッセ

テーマ：
メインテナンスおよび経過観察の指標に関する方法論についてインプラント臨床におけ

る歯周病学的介入

発表者：伊東隆利

学　 会：
KIRG100時間コース

2008年9月21日　熊本市　デンタルフォーラム

テーマ：
(医)伊東会伊東歯科医院における障害者に対する日帰り全身麻酔下歯科治療の臨床

統計的観察

発表者：裵福泰、前田大輔、井口佳大、笠原貴仁、藤本拓司、吉武博美、伊東隆利、西正勝

学　 会：
第36回日本歯科麻酔学会

2008年10月9～10日　大阪市　大阪大学

テーマ：場面緘黙症患者における歯科治療経験

発表者：竹中誠一郎、吉武博美、藤本拓司、裴福泰、前田大輔、西正勝、伊東隆利

学　 会：
第25回日本障害者歯科学会

2008年10月10～11日　東京都　笹川記念会館

テーマ：ブラキシズムを伴う慢性歯周炎患者に行った包括的治療の一例

発表者：入佐弘介、村上慶、伊東隆利、横田誠

学　 会：
第51回日本歯周病学会学術大会

2008年10月18～19日　四日市市　四日市市文化会館

テーマ：
第2回歯科衛生士研究会　基調講演

口腔外科領域における歯科衛生士業務の新展開

発表者：伊東隆利

学　 会：
第53回日本口腔外科学会第2回歯科衛生士研究会

2008年10月19日　徳島市　アスティとくしま



テーマ：伊東歯科医院における顎矯正手術の臨床的検討

発表者：井原功一郎、裵福泰、笠原貴仁、藤本拓司、吉武博美、伊東隆三、伊東隆利

学　 会：
第53回日本口腔外科学会学術大会

2008年10月19～21日　徳島市　アスティとくしま

テーマ：歯周病学的指標によるインプラント長期(18-19年)経過観察報告

発表者：伊東隆利、吉武博美、山内憲子、井原功一郎、國芳秀晴

学　 会：
日本歯科医会学会

2008年11月14～16日　横浜市　パシフィコ横浜

テーマ：スタッフ全員参加による医療安全文化の醸成

発表者：
吉武博美、伊東隆利、伊東隆三、藤本拓司、裵福泰、笠原貴仁、前田大輔、井口佳

太

学　 会：
第21回日本歯科医会学会総会

2008年11月14～16日　横浜市　パシフィコ横浜

テーマ：伊東歯科・口腔病院創設の現況

発表者：伊東隆利

学　 会：
第3回熊本顎変形症研究会

2008年11月23日　熊本市　アークホテル熊本

テーマ：連携歯科医の集いを通して

発表者：伊東隆三

学　 会：
第3回熊本顎変形症研究会

2008年11月23日　熊本市　アークホテル熊本

テーマ：通所型介護予防事業における一歯科医院の取り組み

発表者：中村加代子、中村昌代、淀川尚子、伊藤三樹男、伊東隆利

学　 会：
第10回日本歯科医療管理学会九州支部学術大会

2008年11月30日　熊本市　熊本県歯科医師会会館

テーマ：医療安全と歯科衛生士の役割

発表者：松崎ひとみ、中村昌代

学　 会：
第10回日本歯科医療管理学会九州支部学術大会

2008年11月30日　熊本市　熊本県歯科医師会会館

テーマ：
Ｌ－5群方針の推進

地域にとけこむ高齢者歯科医療―訪問歯科診療と連携・協働―

発表者：伊東隆利

学　 会：
平成20年度第2回プログラム責任者講習会

2008年12月5～8日　千葉市　千葉市OVTA

テーマ：肺癌の下顎骨転移により生じたと考えられたオトガイ神経麻痺の1例

発表者：國芳秀晴、大内雅博、井原功一郎、伊東隆利

学　 会：
第41回日本口腔科学会九州地方会



2008年12月6日　小倉市　九州歯科大学講堂

テーマ：オトガイ部ブロック骨を使用した上顎洞底骨移植インプラント同時埋入術の臨床的検討

発表者：井原功一郎、吉武博美、國芳秀晴、伊東隆利

学　 会：第12回日本顎顔面インプラント学会（東京）

2008年12月6～7日　東京都　日本歯科大学生命歯学部富士見ホール、九段ホール

テーマ：インプラント診療における医療安全推進―最も根本的な患者の要求―

発表者：伊東隆利

学　 会：
第1回(社)日本口腔インプラント学会専門医臨床技術向上講習会

2008年12月20日　新潟市　越後湯沢ホテルニューオータニ


