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所属学会・団体

■所属学会
奥羽大学歯学会

日本矯正歯科学会

東北矯正歯科学会

日本顎変形症学会

日本口蓋裂学会

日本成人矯正歯科学会

日本舌側矯正歯科学会

日本小児歯科学会

日本アンチエイジング歯科学会

日本口腔筋機能療法(MFT)学会

東北地区医学会

■学会役員
奥羽大学歯学部同窓会理事(広報部副部長)

東北矯正歯科学会評議員

東北矯正歯科学会学術委員会委員

日本舌側矯正歯科学会(JLOA)幹事

日本舌側矯正歯科学会(JLOA)査読委員会委員

日本舌側矯正歯科学会(JLOA)地区担当委員

日本舌側矯正歯科学会(JLOA)タイポドントコースインストラクター

アジア舌側矯正歯科学会(ALOM)学術委員会委員

アジア舌側矯正歯科学会(ALOM)大学・他学会連携委員会委員

日本成人矯正歯科学会 渉外委員

日本矯正歯科学会 査読委員

Italian Society of Orthodontics (SIDO) Progress in Orthodontics Reviewer

(イタリア矯正歯科学会査読委員)

World Society of Lingual Orthodontics (WSLO) Committee

(世界舌側矯正歯科学会準備委員)

日本アンチエイジング歯科学会 矯正部会委員

成育歯科医療研究会 評議員

日本臨床矯正歯科医会 査読委員
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その他 学会活動
●2015年6月14日 第31回東北矯正歯科学会大会症例展示討論 座長 (山形テルサ)

●2016年5月15日 第32回東北矯正歯科学会大会症例展示討論 座長 (盛岡)

●2017年5月14日 第33回東北矯正歯科学会大会 症例展示討論 座長 (秋田市)

●2017年5月14日 第33回東北矯正歯科学会大会 3大学若手シンポジウム 座長 (秋田市)

●2018年3月21日〜22日　第7回日本舌側矯正歯科学会リンガルベーシックタイポドントコース イ

ンストラクター

(野村コンファレンスプラザ日本橋、東京)

●2018年5月27日　第34回東北矯正歯科学会大会 症例展示討論 座長

(仙台国際センター、仙台市)

●2018年9月16日〜17日　第8回日本舌側矯正歯科学会リンガルベーシックタイポドントコース イ

ンストラクター・司会進行

(JRゲートタワーカンファレンス、名古屋)

●2019年11月24日〜25日　第2回アジア舌側矯正歯科学会(ALOM) 大会役員

(品川プリンスホテル、東京)

●2019年12月6日〜9日　第2回台湾国際矯正フォーラム・31回TAO学会併催

『2018台湾国際矯正フォーラム(TIOF)-歯列矯正における競合-』

日本成人矯正歯科学会渉外委員 国際交流

(台湾国際コンベンションセンター、台北市)

●2019年9月15日〜16日　第9回日本舌側矯正歯科学会リンガルベーシックタイポドントコース イ

ンストラクターおよび司会

(野村コンファレンスプラザ日本橋、東京)

●2019年10月14日　第31回日本舌側矯正歯科学会学術大会 座長

(JR九州ホール・JR博多シティ会議室、福岡)

受　賞

●5月13日 第33回東北矯正歯科学会大会総会 (秋田) 学術論文賞

「混合歯列期における不正咬合者の舌位に関する形態学的評価」

●6月17日 第63回奥羽大学歯学会(郡山) 第61回歯学会発表賞

「骨格系分類による日本人小児の舌圧と顎顔面形態との関係」



RYU矯正歯科クリニック郡山プレミア

論文・著書・依頼講演・学会発表

論　文

●「プリアジャステッドアプライアンスによる Class I不正咬合治療の評価」

東北矯正歯科学会誌 16巻1号 P33-36, 2009

●Kinetic analysis of facial soft tissue with Twin Block during mandibular movement

奥羽大学歯学誌 Vol.38(4); 161-170 2011

●第28回東北矯正歯科学会大会 5大学若手シンポジウム「矯正臨床のエビデンス」

「プリアジャステッドアプライアンスによる Class III不正咬合治療の評価」

東北矯正歯科学会雑誌 20巻1号81-86, 2012

●「Anterior tooth movement and stability in Class I crowding patients treated with preadjusted

appliances」

Ohu Univ. Dent. J. 40(3); 129-137 2013

●「混合歯列期における不正咬合者の舌位に関する形態学的評価」

東北矯正歯科学会雑誌 23巻1号 3-10

●「セルフライゲーティングブラケットシステム で治療した下顎左右側中切歯の先天性欠如を伴 う

上顎前突症例」

東北矯正歯科学会雑誌 25巻 1 号 17-26

●「Relationship between tongue pressure and maxillofacial morphology in Japanese children

based on skeletal classification」

Journal of Oral Rehabilitation Vol 45, No 9, 2018

●「Dental VTOを採用し、非外科的に矯正歯科治療を行ったHigh-angleを有する著しいAngle III

級反対咬合症例」

東北矯正歯科学会雑誌  Vol 26, No 1, 63-73, 2018

●「口唇口蓋裂患者における顎裂部骨移植と鼻翼部軟骨移植の同時併用による口唇外鼻修正

術の検討」

奥羽大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野1

奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野2

奥羽大学歯学誌 第46巻第3号, 73-77, 2019

●「成長発育期の舌圧測定による不正咬合と顎顔面整形治療の機能的評価」

日本アンチエイジング歯科学会雑誌  華齢 Aging Science Vol.12, 27-33, 2019
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●三大学若手シンポジウム「小児期の舌圧と顎顔面形態の評価に関する研究」

東北矯正歯科学会雑誌  Vol 27, No 1, 77-80, 2019

●「奥羽大学歯学部附属病院における包括的歯科治療」

奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野1

奥羽大学歯学部附属病院地域医療支援歯科2

奥羽大学歯学部口腔外科学講座3

みちのく齒學會雑誌 第50巻第1・2号, 2019

著　書

●「チェアサイド・ラボサイドの矯正装置ビジュアルガイド2」ヘッドギア　P58-65

2009年11月20日 医歯薬出版株式会社

●「歯科矯正学実習マニュアル2009」 奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野 編

2009年9月12日 日進堂印刷所

●「歯科矯正学実習マニュアル2010」 奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分 野 編

2010年9月17日 日進堂印刷所

●「歯科技工を学ぶ学生のための歯科矯正学実習 マニュアル 第2版」奥羽大学歯学部成長発育

歯学講座歯科矯正学分野

2010年10月20日

●「歯科矯正学実習マニュアル2011」 奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分 野 編

2011年9月1日 日進堂印刷所

●「第3版 新しい歯科矯正学」

2012年3月24日 株式会社 永末書店

●「Bennett・McLaughlin矯正治療メカニクスの 基 本  Fundamentals of Orthodontic Treatment

Mechanics」

株式会社永末書店 千葉 2015年3月20日発行

●臨床家のための矯正YEARBOOK 2019

「95th Congress of the European Orthodontic Society 研究発表とヨーロッパにおける矯正歯科

治療の研鑽を目的に 」

2019年11月10日発刊　クインテッセンス出版

●小児歯科臨床  12月号 【SPECIAL FEATURE】第57回日本小児歯科学会大会 ②

自由集会1「上顎前突の早期治療の意義と課題 –各種装置の最適期を考える−」

「ツインブロック装置による上顎前突の顎顔面整形治療の実際と治療効果」

2019年12月1日発刊　東京臨床出版
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●GC CIRCLE No.172　2020-1

「舌圧測定器の小児矯正のスクリーニングへの応用 舌圧と顎顔面形態の関連」

2020年1月10日発刊　株式会社ジーシー

●歯科学生のための医学英語　Comprehensive Medical English for Dentistry

2020年7月10日発刊　学健書院

依頼講演

●2009年10月4日 第3回東北矯正歯科学会秋期セミナー (仙台)

「成長期の咬合管理」 「奥羽大学における機能的顎矯正治療のアプローチ」

●2011年2月2日〜3日 SHOFU Orthodontic seminar Dr. マクローフリンコース(東京)

「A case of severe Class III open bite with hemisection of second primary molars」

●2012年5月19日 第28回東北矯正歯科学会大会 (仙台市)

5大学若手シンポジウム「矯正臨床のエビデンス」

プリアジャステッドアプライアンスによる Class III不正咬合治療の評価

●2013年1月24日~25日 「松風矯正セミナー   診断、治療 計画、治療メカニクス」(ベルサール西

新宿)

「Treatment of High-angle ClassIII case with anterior crossbite」(症例報告)

●2014年1月22日 SHOFU Orthodontic Seminar Dr. McLaughlin Course Case Report

「Two-phase treatment of Class II div.1 Crowding case using Twin block appliance and

Preadjusted appliance」 (ベルサール西新宿)

●2014年7月26日 奥羽大学オープンキャンパス

「矯正歯科治療と美しさ」~子どもか ら大人まで素敵な笑顔のために~ (奥羽大学 郡山市)

●2015年2月15日 SHOFU Orthodontic Seminar

Dr. McLaughlin Course Case Report (ベルサール西新宿)

「Clinical usefulness of the Dental VTO for orthodontic tooth movement anticipation」&「A

case of skeletal and dental asymmetries in Class III malocclusion with unilateral anterior

crossbite using a Preadjusted appliance」

●2016年4月10日 SHOFU Orthodontic Seminar Dr. McLaughlin CourseV Case Report  (ベル

サール西新宿)

「Treatment of Midline Deviation with Congenitally Missing Upper Lateral Incisor and Lip

Protrusion」

●2016年8月4日 Kyung Hee University Special Lecture at Kyung Hee University Gangdong

Hospital

(Seoul, South Korea)

「Effects of Twin-block appliance of Class II div.1 Crowding case in Japanese children」
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●2017年2月15日 SHOFU Orthodontic Seminar Dr. McLaughlin CourseVI Case Report

「Skeletal Class II Open-bite case with lip protrusion treated using orthodontic mini-implants」

(東京、ベルサール九段)

●2017年3月2日 第15回町田塾

「ファンクショナルアプライアンスとプリアジャステッド アプライアンスによる2段階矯正歯 科 治 療

の 有 用 性 」

( 東 京 、 K a V o デ ン タルシステムズジャパン東京セミ ナールーム品川)

●2018年2月11日(東京、ベルサール西新宿)

SHOFU Orthodontic Seminar　Dr. McLaughlin CourseⅦ Surgical-Orthodontic Treatment

Case Report

「Skeletal Class Ⅲ jaw deformity with Facial asymmetry treated with Preadjusted appliance」

●2018年7月14日　オープンキャンパス2018　(奥羽大学、郡山市)

歯科矯正学ミニ講義「ステキな歯ならびと笑顔をつくる矯正歯科治療」

歯科矯正学実習体験「歯を動かしてみよう!!」

●2018年8月3日(Seoul, South Korea)

Kyung Hee University Special Lecture at Kyung Hee University Gangdong Hospital

「Skeletal Class2 Malocclusion with Open bite treated using Orthodontic mini-screw implants

」

「Two Orthodontic Treatment Approaches in Class3 Malocclusion with Facial Asymmetry」

●2019年12月2日(東京都、GC Corporate Center)

Dolphin Meeting Japan 2018

「McLaughlin Dental VTOによる歯列マネージメントの臨床活用法」

●2019年3月3日(東京都、ベルサール西新宿)

Dr. McLaughlinによる矯正プログラムⅠ　治療計画と治療メカニクス

「A Case Report of  Maxillary Protrusion with Diastema Using TADs」

●2019年6月10日(札幌市、札幌コンベンションセンター)

第57回日本小児歯科学会大会 大会長企画自由集会

「上顎前突の早期治療の意義と課題―各種装置の最適期を考えるー」

ツインブロック装置による上顎前突の顎顔面整形治療の実際と治療効果

●2019年7月13日　オープンキャンパス2019　(奥羽大学、郡山市)

歯科矯正学ミニ講義「ステキな歯ならびと笑顔をつくる矯正歯科治療」

歯科矯正学実習体験「歯を動かしてみよう!!」

●2019年9月4日(東京、カボデンタルシステムズ株式会社 品川本社)

ALIAS Lingual Straight Wire System Study Group in Japan 2019

「A Case Report of Angle Class II crowding with Anterior Cross-bite using TADs」
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●2019年9月5日(東京、田中歯科器械店本社ビル)

新・町田塾 早期治療研究会

「南仏ニースの第95回ヨーロッパ矯正歯科学会に参加して ―95th EOS in NICE, France 学会

報告―」

●2019年10月31日(東京、高輪明光ビル)

The 1st Informative Orthodontic Seminar

「プリアジャステッドアプライアンスと歯科矯正用アンカースクリューで改善した骨格性II級開咬症

例」

「デンタルVTOとボルトン分析」

●2019年12月12日(横浜市、株式会社モリタ横浜支店)

第37回Muscle Wins! 矯正歯科研究会

「私の臨床と研究 ~ My clinical and research history ~ 」

●2020年2月12日(神戸市、神戸ポートピアホテル)

成育歯科医療研究会第23回徹底討論会

「上顎前突の第1期治療におけるTwin Block機能療法のTips」

その他執筆

●奥羽大学報159号P5

「慶熙大学歯学部との国際交流」

●奥羽大学報163号P2

「ヨーロッパ矯正歯科学会での研究発表」

2019年10月31日発刊

●奥羽大学歯学部同窓会会報第39巻2号

第27回卒後研修セミナー 後記　奥羽大学歯学部同窓会卒後研修セミナー東京開催

「禁断の扉が今、開かれる〜見える顎位と顎機能の真実〜」

2020年4月発刊

学会発表

●2009年11月16日 ~18日 第68回 日本矯正歯科学会大会 (福岡市)

「プリアジャステッドアプライアンスで治療したClass I不正咬合の上下顎前歯と口唇の変化 との

関連性」

●2010年9月27日~29日 第69回日本矯正歯科学会大会(横浜市)
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「下顎第二乳臼歯のヘミセクションを適用した Angle III級開咬症例」

●2011年6月16日~17日 第21回日本顎変形症学会総会・30周年記念国際シンポジウム(東京)

「甲状腺機能亢進症を伴う骨格性下顎前突症の 1症例」

●2011年10月17日~20日 第70回日本矯正歯科学会大会&第4回国際会議(名古屋市)

「ツインブロック装置を適用した過蓋咬合を伴う上顎前突の1症例ー長期経過観察症例」

●2012年9月26~28日 第71回日本矯正歯科学会大会 (盛岡市)

「ツインブロックアプライアンスとプリアジャステッドアプライアンスによる2段階治療を 行ったII級1

類症例」

●2013年5月25~26日 第29回東北矯正歯科学会大会 (弘前市)

「High angleを有するAngle ClassIII 反対咬合症例」

●2014年10月20~22日 第73回日本矯正歯科学会大会 (千葉市)

「セルフライゲーティングアプライアンスシス テムを適用した下顎左右側中切歯の先天欠如を 伴

う上顎前突症例」

●2015年6月13~14日 第31回東北矯正歯科学会 (山形テルサ)

「混合歯列期における不正咬合者の舌位に関す る計測学的評価」

●2015年6月20日 第59回奥羽大学歯学会 (奥羽大学)

「歯科矯正用アンカースクリューを用いた開咬 を伴う下顎後退による上顎前突症例」

●2015年11月18~20日 第74回日本矯正歯科学会大会 (福岡国際会議場・マリンメッセ)

「奥羽大学歯学部附属病院矯正歯科における永久歯先天欠如に関する研究」

●「小児期における舌圧と顎顔面形態の関連性について第1報」

●2016年5月14〜15日 第32回東北矯正歯科学会 (岩手)

「成長期におけるII 級1類不正咬合者でのTwin Block装置の有用性」

●2016年5月26〜27日 第40回日本口蓋裂学会総会・学術集会 (大阪)

「口唇口蓋裂患者における永久歯先天性欠如に関する研究」

●2016年6月18日 第61回奥羽大学歯学会 (郡山)

「骨格系分類による日本人小児の舌圧と顎顔面 形態との関係」口演

●2016年6月24〜25日 第26回日本顎変形症学会総会・ 学術大会 学術総合センター (一橋講

堂)

「顔面非対称患者における顎矯正手術後の正面 軟組織変化と硬組織変化との関連性」口演

●2016年11月7〜9日 第75回日本矯正歯科学会大会 (徳島)

「歯科矯正用アンカースクリューを使用した骨格 性II級、前歯部開咬成人症例」

●「奥羽大学歯学部附属病院矯正歯科におけるOligodontiaに関する研究」

●「口唇の突出を伴う上顎右側側切歯先天性欠如による正中偏位症例」

●「小児期における舌圧と顎顔面形態の関連性について ―第2報― 骨格系分類による比較」口

演

●「機能的顎矯正装置を適用した上顎前突症例における口腔周囲筋の圧力変化」
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●2016年11月12日 第62回奥羽大学歯学会 (郡山) 「2016年慶煕大学国際交流報告」口演

●2017年5月13〜14日 第33回東北矯正歯科学会大会 (秋田市)

「アクティブフェーズとサポートフェーズで ツインブロック機能療法を行った上顎前突症例」

●「小児期における最大舌圧と嚥下時舌圧の関連性」

●2017年6月14〜16日 第27回日本顎変形症学会総会・ 学術大会 (東京都)

「顎矯正手術を施行した顔面非対称患者に おける硬・軟組織改善要因の評価」

●2017年6月17日 第63回奥羽大学歯学会 (郡山市) 学位口演

「機能的顎矯正装置で治療した上顎前突症例における舌圧と口唇閉鎖力の評価」

●2017年7月2〜4日 9th World implant Orthodontic Conference 2017 (兵庫)

「Skeletal ClassII Open-bite with Facial Change Treated Using Orthodontic Anchor Screws」

●2017年10月18〜20日 第76回日本矯正歯科学会大会 (札幌市)

「保定時におけるデジタル咬合器を用いた咬合接触状態の検討」

●「II級不正咬合者における垂直的顔面骨格パターンとTwin-Block療法との関連性について」

●「機能的顎矯正装置で治療した上顎前突症例に おける口腔周囲筋の圧力変化」

●2018年5月24日〜25日　第42回日本口蓋裂学会大会(大阪市)

「顎裂部骨移植と鼻翼部軟骨移植の同時併用による口唇外鼻修正術を施行した左側完全唇顎

口蓋裂の1例」

奥羽大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野1

奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野2

●2018年5月26日〜27日　第34回東北矯正歯科学会大会(仙台市)

「歯科矯正用アンカースクリューを固定源として上下唇の突出を改善した上顎右側第二小臼歯の

矮小を伴う骨格性Ⅱ級叢生症例」

●2018年6月14日〜15日　第28回日本顎変形症学会大会(大阪市)

「上下顎移動術を施行した著しい顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症の1例」

奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野1

奥羽大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野2

●2018年10月30日〜11月1日　第77回日本矯正歯科学会大会(横浜市)

「歯科矯正用アンカースクリューを使用した過蓋咬合を伴う骨格性Ⅱ級、上顎前突症例のカムフ

ラージュ治療」

●「FRⅡとTBAで治療した上顎前突症例における口腔周囲筋の圧力変化」

●2019年11月10日　第66回奥羽大学歯学会(郡山市)

「2018年慶熙大学国際交流報告」

●2019年5月25日〜26日　第35回東北矯正歯科学会大会(郡山市)

「機能的顎矯正装置で治療した上顎前突症例における口腔周囲組織の機能的な変化」

●2019年6月8日〜9日　第29回日本顎変形症学会大会(東京都)

「舌縮小術を施行した骨格性開咬症例における舌圧および口唇閉鎖力の経時的変化」
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奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野1

奥羽大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野2

●2019年6月17日〜22日　95th European Orthodontic Society Congress(Nice, France)

「Relationship between Maximum Tongue Pressure and Tongue Pressure During Swallowing

and Evaluation of Perioral Muscle Pressure in Children」

●2019年9月29日　第2回歯科矯正用アンカースクリュー研究会学術大会(浦安市)

●「歯科矯正用アンカースクリューを頬骨歯槽稜部へ埋入した前歯部開咬患者における治療前後

の評価」

●2019年11月9日　第68回奥羽大学歯学会(郡山市)

「Relationship between maximum tongue pressure and tongue pressure during swallowing

and evaluation of perioral muscle pressure in children」(ICS)

(奥羽大・歯・成長発育歯)

●「奥羽大学歯学部附属病院における過去10年間の矯正歯科患者の統計学的観察」

(奥羽大・歯・成長発育歯1、奥羽大・大学院・顔面口腔矯正2)

●2019年11月20日〜22日　第78回日本矯正歯科学会学術大会(長崎市)

「歯科矯正用アンカースクリューを固定源として改善した正中離開を伴う上顎前突症例」

●2019年11月30日〜12月1日　第72回東北地区歯科医学会(秋田市)

「奥羽大学歯学部附属病院における包括的歯科治療」

奥羽大学歯学部成長発育歯学講座歯科矯正学分野1

奥羽大学歯学部附属病院地域医療支援歯科2

奥羽大学歯学部口腔外科学講座3

●2020年10月4日〜6日　9th International Orthodontic Congress (9th IOC) Residents Forum

(Virtual Congress, Japan)

「Relationship between tongue pressure and maxillofacial morphology in childhood Report 3

- Comparison of vertical skeletal classification -」


