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1 鮎瀬　節子 あいがせ矯正歯科 上顎犬歯を開窓牽引した、叢生症例

2 鮎瀬　節子 あいがせ矯正歯科 下唇の巻き込みを伴う、上顎前突症例

3 荒垣　芳元 あらがき矯正歯科 Angle class Ⅰ叢生症例

4 荒垣　芳元 あらがき矯正歯科 多数歯欠損を伴う成人症例

5 市川　正人 市川歯科医院 Sectional arch wireを用いて犬歯遠心移動を行ったⅠ級叢生抜歯症例

6 市川　正人 市川歯科医院 Aligner装置にて治療したⅡ級叢生非抜歯症例

7 井筒　大輔 井筒歯科クリニック Ⅱ級・包括的歯科治療症例
8 井筒　大輔 井筒歯科クリニック 上顎両側中切歯、下顎左側中切歯抜歯症例
9 井筒　正嚴 いづつ歯科 著しい口唇の突出を伴う包括的歯科治療症例

10 伊藤　慎将 大阪大学大学院歯学研究科 歯科矯正用アンカースクリューを利用して咬合平面の歪みを改善した欠損歯を伴う成人下顎骨偏位症例

11 井上　裕子 医療法人イノウエ矯正歯科 誤った矯正用ゴムの使用で上顎両側中切歯を抜歯せざるをえなくなった両顎前突抜歯症例

12 井上　裕子 医療法人イノウエ矯正歯科 ３本の永久歯の欠損と左側側方歯部の開咬を認めるハイアングル叢生の抜歯症例

13 今泉　三枝 今泉歯科 1歳から20年間の包括的な長期管理　Case1~上顎右側犬歯埋伏症例~

14 今泉　三枝 今泉歯科 1歳から20年間の包括的な長期管理　Case2~右側小臼歯部交叉咬合を伴う叢生症例

15 岩田　明日香 大阪 頬側転位の歯肉退縮している小臼歯に術前にCTGを行った骨格性2級ハイアングル症例

16 岩田　明日香 大阪 上顎前歯部欠損による顎堤吸収のため、下顎前歯の位置決定に苦慮した症例

17 大浦　寿哉 大浦矯正歯科医院 片側抜去を行った叢生症例

18 大浦　寿哉 大浦矯正歯科医院 成人空隙歯列弓

19 大西　秀威 医療法人　大西矯正歯科クリニック インプラントで補綴を行った2T2先天性欠如、左方偏位を伴う下顎前突症例

20 大西　秀威 医療法人　大西矯正歯科クリニック アンカースクリューを用いて遠心移動を行った下顎前突症例

21 奥田　友理子 医療法人ALESおくだ歯科 i-stationとTADを用いて治療したAngleⅡ級・骨格性Ⅱ級の重度high angle症例

22 奥田　友理子 医療法人ALESおくだ歯科 多数予後不良歯および大臼歯関係Ⅱ級・骨格性Ⅱ級の重度上顎前突と過蓋咬合を伴った包括的治療症例

23 大矢　伸治 大矢矯正歯科医院 過大なオーバージェットと上下顎に重度の叢生を伴うハイアングルの骨格性 II級、Angle Class II divison 1 症例

24 大矢　伸治 大矢矯正歯科医院 上顎に重度の叢生、下顎に中等度の叢生を伴う機能性および骨格性下顎前突症例

25 岡下　慎太郎 岡下矯正歯科 咬合崩壊を起こした重度の骨格性下顎前突症１

26 岡下　慎太郎 岡下矯正歯科 咬合崩壊を起こした重度な骨格性下顎前突症２

27 奥橋　園子 そのこ矯正歯科 SARPIE手術後、加骨を待たずアンカーロックWYタイプで保定した、上顎歯列弓の狭窄を伴う成人症例

28 奥橋　園子 そのこ矯正歯科 歯科矯正用アンカースクリューを用いて遠心移動を行った、非抜歯成人症例

29 川里　邦夫 かわさと歯科 成人下顎前突症例における包括的歯科治療

30 川里　邦夫 かわさと歯科 成人 Ⅰ級症例における包括的歯科治療

31 久島　和彦 くしま矯正歯科 右側交叉咬合を伴う永久歯５歯の先天性欠如 を認める骨格性下顎前突症例

32 久島　和彦 くしま矯正歯科 下顎左側第一大臼歯の既抜歯を伴う叢生の抜歯症例

33 好田　春樹 好田矯正歯科 進行中の歯周病による多数の永久歯欠損を伴う空隙歯列

34 小室　さつき 小室歯科・矯正歯科近鉄あべのハルカス診療所 矯正後に欠損補綴処置を行った成人症例

35 小室　さつき 小室歯科・矯正歯科近鉄あべのハルカス診療所 叢生を伴う骨格性Ⅲ級症例

36 佐名川　徹 さながわ歯科クリニック 骨格性Ⅱ級 アングルⅠ級 上下顎前突　上顎5番抜歯症例

37 佐名川　徹 さながわ歯科クリニック 骨格性Ⅱ級 アングルⅡ級 上顎前突症例

38 塩田　敦子 塩田矯正歯科 アンカースクリューを使用したアングルⅡ級２類抜歯症例

39 塩田　敦子 塩田矯正歯科 アンカースクリューを使用したアングルⅡ級開咬非抜歯症例

40 重永　奈緒子 しげなが歯科・矯正歯科 叢生を伴うAngleⅠ級症例

41 重永　奈緒子 しげなが歯科・矯正歯科 ハイアングルを伴う上顎前突症例

42 杉村　美穂 尾松歯科医院・矯正歯科 下顎左方偏位、右側鋏状咬合を伴う上顎前突過蓋咬合

43 杉村　美穂 尾松歯科医院・矯正歯科 上顎右側側切歯の反対咬合、上顎右側犬歯の低位唇側転位と歯肉退縮を伴う叢生症例

44 杉本　菜穂子 杉本矯正歯科医院 歯牙移植と歯根分割が行われた叢生症例

45 杉本　菜穂子 杉本矯正歯科医院 抜歯治療後に歯肉移植（ＣＴＧ）を行われた症例

46 高木　豊明 矯正歯科たかぎ・クリニック 多数歯埋伏及び骨性癒着を伴う骨格性下顎前突症例

47 高木　豊明 矯正歯科たかぎ・クリニック 下顎右側第一大臼歯の骨性癒着に起因する臼歯部開咬症例

48 高橋　啓 高橋矯正歯科クリニック 上顎小臼歯を先行抜歯した叢生を伴う上顎前突症のLAS治療例

49 高橋　啓 高橋矯正歯科クリニック 上顎小臼歯を抜歯遅延した上顎前突症のLAS治療例

50 立花　京子 かねだ矯正歯科 スプリント療法により外科矯正を回避した顎偏位症例

51 立花　京子 かねだ矯正歯科 著しい前歯の前突を伴うAngleClⅡ抜歯症例

52 茶野　秀太郎 茶野矯正歯科クリニック 下顎右側第一大臼歯を抜去した骨格性 Ⅱ級のハイアングル上下顎前突症例

53 茶野　秀太郎 茶野矯正歯科クリニック 骨格性下顎前突を非抜歯で治療した外科矯正症例

54 津田　敬子 神戸医療生活協同組合　協同歯科 歯周病メインテナンスを継続して受診、60代から矯正・補綴を行った症例

55 津田　敬子 神戸医療生活協同組合　協同歯科 右側臼歯部の鋏状咬合を伴う叢生症例

56 壺内　建行 壺内矯正歯科 上顎右側側切歯の先天性欠如を伴う成人叢生症例

57 中川　学 ティースビューティ矯正歯科 ベネフィットシステムにより上顎大臼歯遠心移動を行ったⅡ級2類症例

58 中川　学 ティースビューティ矯正歯科 ある理由でアンカースクリュー及び顎間ゴム不使用にて治療を行ったフルリンガル上顎前突症例
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59 中澤　真紀 スマイル矯正歯科 正中の偏位と交叉咬合、上下顎前歯部に叢生を伴った大臼歯関係AngleⅠ級不正咬合

60 中澤　真紀 スマイル矯正歯科 矯正治療単独で行った骨格的に正中の偏位が認められた一症例

61 永田　裕保 永田矯正歯科 顔貌の左右非対称を伴う顎変位症例

62 永田　裕保 永田矯正歯科 大臼歯欠損を伴う叢生症例

63 永田　雄己 ながた矯正歯科 前歯部反対咬合および空隙歯列を伴う骨格性下顎前突症例

64 橋場　千織 はしば矯正歯科 側貌の改善がなされた上顎前突症

65 橋場　千織 はしば矯正歯科 叢生を伴う上顎前突症例

66 蓮池　一晃 蓮池歯科医院 非抜歯にて行った成人開咬症例

67 蓮池　一晃 蓮池歯科医院 FullClassII臼歯関係を伴う上顎前突症例

68 浜田　夏子 浜田歯科クリニック 著しい過蓋咬合をともなう上顎前突症例

69 浜田　夏子 浜田歯科クリニック 叢生をともなう開咬症例

70 浜中　康弘 浜中矯正歯科クリニック 処置歯を優先して抜歯した成人ハーフリンガル症例

71 浜中　康弘 浜中矯正歯科クリニック 下顎前歯と小臼歯を抜歯したハーフリンガル症例

72 布川　隆三 布川矯正歯科 前歯部開咬および両側性臼歯部交叉咬合を伴う骨格性Ⅱ級ハイアングル症例

73 布川　隆三 布川矯正歯科 両側性臼歯部交叉咬合および顎変位を伴う成人の骨格性Ⅲ級ハイアングル症例

74 堀内　淳 医療法人　仙台東口矯正歯科 著しい上下口唇の突出を伴うAngleⅡ級１類ハイアングルの抜歯症例

75 堀内　淳 医療法人　仙台東口矯正歯科 ４本の先天性欠如歯と、２本の埋伏歯を有し、開窓牽引と空隙閉鎖を行うことで欠損部補綴を行わないで咬合再構成を図った空隙歯列症例

76 松木　宏篤 みなみがわ松木歯科医院 前歯部叢生を伴ったアングルⅡ級Ⅰ類症例

77 松木　謙直 まつき歯科医院 犬歯低位唇側転位を伴うCLASSⅡ症例

78 松木　謙直 まつき歯科医院 抜歯部位で対応したAngleCLASSⅠ叢生症例

79 道田　将彦 みちだ矯正小児歯科 小臼歯部鋏状咬合を伴う上顎前突

80 守澤　郁子 もりざわ歯科・矯正歯科 上顎左側2番矮小歯を伴う上顎前突症例

81 森中　和子 モンテ矯正歯科クリニック ANB11.0° High angle を伴う上顎前突症例

82 山片　重徳 山片矯正歯科 上顎小臼歯の欠損を伴うⅡ級叢生症例

83 山片　重徳 山片矯正歯科 叢生を伴う上顎前突症例

84 山田　尋士 ヤマダ矯正歯科 下顎前歯の先天欠如を伴う歯性上下顎前突症例
85 山田　尋士 ヤマダ矯正歯科 上下顎リンガルブラケット矯正装置を使用した上顎前突症例
86 吉田　忠雄 吉田矯正歯科小児歯科クリニック Skeletal Class I Angle Class II -L Midline diasthema

87 吉田　忠雄 吉田矯正歯科小児歯科クリニック Skeletal Class III Angle Class III Ant. cross bite

88 米澤　大地 米澤歯科醫院 審美改善の前準備として矯正治療を駆使した包括的歯科治療症例
89 米澤　大地 米澤歯科醫院 重度の叢生を伴う 成人唇顎口蓋裂患者に対する矯正治療
90 米山　博彦 よねやま歯科医院 骨格性2級アングル2級叢生症例
91 米山　博彦 よねやま歯科医院 病的歯牙移動(PTM)を伴う重度歯周病患者に包括的歯科治療を行った1症例

優1 井筒　正嚴 いづつ歯科 叢生を伴うAngle Class Ⅱ.div2 症例

優2 常盤　肇 常盤矯正歯科医院 上顎側切歯を抜歯した叢生症例

優3 常盤　肇 常盤矯正歯科医院 前歯抜歯と外科的矯正治療を行った下顎後退症例

優4 永田　雄己 ながた矯正歯科 Skeletal ClassⅡ傾向を伴うhigh angle上下顎前突症例

優5 松木　宏篤 みなみがわ松木歯科医院 前歯部反対咬合を伴ったアングルⅢ級上下額前突症例

優6 守澤　郁子 もりざわ歯科・矯正歯科 第１大臼歯の抜歯空隙を矯正治療で閉鎖して補綴を行った上顎前突Ⅱ級2類叢生症例

優7 森中　和子 モンテ矯正歯科クリニック 他院にてⅡ級仕上げで終了後の再矯正症例

V1 大澤　雅樹 出雲おおさわ矯正歯科 上顎左右則第二小臼歯先天欠如を伴うローアングル、空隙歯列症例

V2 松藤　任司 生協なでしこ歯科 上顎左側犬歯先天性欠如を伴う空隙歯列弓症例

V3 森田　明子 フォレスト歯科矯正歯科 下顎の偏位と顎関節内障を伴った骨格性Ⅲ級成人非抜歯症例

V4 森田　明子 フォレスト歯科矯正歯科 咬合不全を訴える、欠損歯と関節円板前方転位を伴った成人骨格性Ⅱ級AngleⅡ級叢生移植症例

G1 青山　剛三 大阪大学 下顎左側第二小臼歯の先天性欠如と残存する下顎左側第二乳臼歯の骨性癒着を認める骨格性2級上顎前突の症例

G2 大原　春香 大阪大学 左側唇顎裂、上下顎の叢生を伴う骨格性Ⅰ級症例

G3 岡　綾香 大阪大学 下顎頭の形成不全を伴う下顎骨後退および骨格性開咬症例　― 2分割Le Fort I型骨切り術併用上下顎骨移動術を適用した一治験例 ―

G4 白石　優季 大阪大学 早期接触を認め、上下口唇の前突およびオトガイの後退を伴う、骨格性Ⅱ級症例

G5 廣瀬　匠 大阪大学 26の先天欠如を伴う下顎中等度叢生症例

G6 水野　友香 大阪大学 上下顎歯列に重度叢生を認め、上下顎歯列正中の右方偏位を伴う骨格性2級、high mandibular plane angle症例

G7 村田　有香 大阪大学 シルバーラッセル症候群を伴い、過大なオーバージェットとオーバーバイトを呈する骨格性Ⅱ級の症例

G8 森田　知里 大阪大学 下顎両側第二小臼歯の先天性欠如、第二乳臼歯のアンキローシスを伴う過蓋咬合症例

G9 横山　美佳 大阪大学 Ⅰ期治療にて上顎犬歯埋伏歯抜去を行い、Ⅱ期治療にてスペースクローズを行った症例

G10 吉川　浩史 大阪大学 骨格性Ⅱ級、中程度の叢生と上下口唇の前突を伴う歯性上下顎前突症例

G11 吉田　尚起 大阪大学 上顎歯列正中の右方偏位を伴う骨格性Ⅰ級、過蓋咬合の症例

G12 吉田　侑加 大阪大学 22が先天欠如しており、上下顎前突、上下顎重度叢生の症例

Guest　　症例展示会場３　プリムローズ

優秀賞エントリー

Visitor 　 症例展示会場３　プリムローズ

Member　　症例展示会場２　　ラベンダー


