
第 25 回茨城県歯科医学会 

第 38 回茨城デンタルショー 
 

日時：平成29 年3 月12 日（日曜日） 
9:30～16:00 

会場：水戸プラザホテル 
水戸市千波町2078-1 
Phone：029-305-8111 
http://www.mito-plaza.jp/ 

主催：公益社団法人 茨城県歯科医師会 
 
 

全体プログラム 
 

9:30～ 開会式 1F アンフィシアター 
開会式後 ポスター発表演者紹介 

 
10:00～ デンタルショーテープカット 2F ロビー 
 
10:00～16:00 一般口演・ポスター・テーブルクリニック 
 公開講座・企画プログラム 
 
10:00～16:00  茨城デンタルショー 
 
16:00～ 閉会式 1F アンフィシアター 

 
 
 

一般口演・ポスター プログラム 

Ⅰ．一般口演（午前の部）10:00~12:00 

10:00～10:12                                             ○座長 中井巳智代 
1．NSTにおける歯科衛生士の口腔ケア介入による効果の検討 

（医）小山記念病院 歯科衛生士科（鹿行歯科医師会）  飛知和美幸 
 
10:12～10:24 
2．当院における口腔ケア回診の取り組み 

北茨城市民病院 歯科口腔外科             飯泉成一郎 
 
10:24～10:36 
3．施設入所者への摂食嚥下リハビリテーション             
        ともえ歯科医院（栃木県歯科医師会）         西根恵子 
 
 



10:36～10:48                           
4．顎骨嚢胞摘出および全顎抜歯を要したGardner症候群の1例 

筑波大学医学医療系 顎口腔外科学           高橋浩徳 
 
10:48～11:00                                             ○座長 斉藤洋一 
5．バーチャルリアリティ画像によるインプラント埋入手術前のCT値の評価 

東京医科大学茨城医療センター（土浦石岡歯科医師会） 大場英典 
 
11:00～11:12 
6．下顎半側切除後未再建患者の顎補綴の経験 
        木村歯科医院（水戸市歯科医師会）          木村利明 
 
11:12～11:24                                              
7．インプラント周囲のティッシュマネージメントについて 

水戸インプラントクリニックおおとも歯科（水戸市歯科医師会） 
大友孝信 

 
11:24～11:36                           ○座長 須田 聡 
8．インプラント治療のための骨造成における下顎骨外側皮質骨採取術後の下唇知覚不全についての 

臨床的観察 
小山記念病院 歯科口腔外科（鹿行歯科医師会）     持田朋美 

 
11:36～11:48                                              
9．口腔内出血を契機に発見された血小板減少と増多を示した骨髄系腫瘍の2例 

小山記念病院 歯科口腔外科（鹿行歯科医師会）     中田 尽 
 
11:48～12:00 
10．歯科用レーザーによって顔面～頸部の広範囲に皮下気腫をおこした1例 

つくばセントラル病院歯科口腔外科（茨城県南歯科医師会） 金子真也 
 

Ⅱ．一般口演（午後の部）12:30~16:00 

12:30～12:35                          ○座長 安藤和成  
11-1．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －登校時間から見る生活のリズム－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年      鈴木美帆 
12:35～12:40 
11-2．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －飲み物から見えてきたこと－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年      吉川夏帆 
12:40～12:45 
11-3．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －新入生歯科保健指導から学んだこと－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年      鈴木美晴 
12:45～12:50 
11-4．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －高齢者実習を経験して－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年      片桐綾子 
12:50～12:55 
11-5．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －臨床実習を通して－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年      高塚依里 

 



12:55～13:00 
11-6．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －家族との交流から考えられること－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年      寺門美穂 
 

13:00～13:12                                              ○座長 白澤光二 
12．県内歯科衛生士不足問題を入学観点からの調査・検討 

－第1報 進路担当指導教員における認知度，他－ 
タナカ歯科医院（鹿行歯科医師会）          田中晃伸 

 
13:12～13:24 
13．県内歯科衛生士不足問題を入学観点からの調査・検討 

－第2報 進路指導教員の立場からみた学生が進路を決定する因子－ 
タナカ歯科医院（鹿行歯科医師会）          田中晃伸 

 

13:24～13:36                                             ○座長 越野敏郎 
14．シラバスの活用について 

茨城歯科専門学校 歯科衛生士科 教務         菱沼清美 
 

13:36～13:48                            
15．就職活動を行う学生が重視するものとは－近年の歯科技工士科の傾向－ 

茨城歯科専門学校 歯科技工士科 教務         渡邉由佳 
 

13:48～14:00                          ○座長 會澤 臣 
16．認定こども園における年中児クラス健口教室 

（公社）茨城県歯科衛生士会             若松裕美 
 
14:00～14:12                           
17．フルクラウンの20年生存率について 

須田歯科医院（日立歯科医師会）           須田 聡 
 
14:12～14:24                                               
18．広汎型中等度慢性歯周炎患者に抗菌療法と歯周外科の後、限局矯正・インプラント・歯周補綴を 

行った一例 
山口歯科医院（鹿行歯科医師会）           山口将日 

 
14:24～14:36                                             ○座長 上野卓也 
19．ハイブリッドセラミクスの接着 －保険適用CAD/CAM冠の接着－ 

アイ歯科医院（茨城県南歯科医師会）         馬場園健一 
 

14:36～14:48                           
20．左側唇顎口蓋裂の既往がある知的障害者20年経過症例 

大森矯正歯科クリニック（水戸市歯科医師会）      大森勇市郎 
 
14:48～15:00                                               
21．口唇裂・口蓋裂患児の顎裂部腸骨移植を伴う第一期矯正治療前後における上下顎の 

骨格性と歯性の変化 
つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会）    井上香織 

 



15:00～15:12 
22．外科的矯正治療症例における上下顎の前後的変化と歯列弓幅径変化の関連性 

つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会）    加藤晃茂 
 
15:12～15:24                                             ○座長 毛利 環 
23．睡眠時無呼吸症を伴う高度な小下顎症に対し上下顎前方移動術を行った1例 

東京医科大学茨城医療センター （土浦石岡歯科医師会）  山川 樹 

 
15:24～15:36                                              
24．茨城県における口腔がん検診の実施状況の今後の方向性について 

大圃病院 歯科（茨城・県西歯科医師会）          設楽詠美子 

 
15:36～15:48                                              
25．マイクロスコープを用いた効果的なデブランドメントについて 

けやき歯科クリニック（茨城県南歯科医師会）     河合竜志 
 
15:48～16:00                                              
26．予防管理システムの構築 

たかや歯科クリニック（茨城県南歯科医師会）     山﨑貴也 
 

Ⅲ．ポスター発表 (討議12:30～13:00・展示10:00～15:45) 

演者紹介 登壇 9:50～ 
                        ○座長 今湊良証 

P-1．8020・6424情報センターの活動状況について－広報活動の取り組み状況－ 
茨城県歯科医師会8020・6424情報センター      藤田かおり 

 
P-2．口腔センター水戸における初診小児患者の実態調査 

（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸      関口 浩 
 
 

P-3．2013年度から2015年度の研修会報告 
（公社）茨城県歯科衛生士会             秋元香澄 

 
P-4． 日立歯科医師会における口腔がん検診 －第3報－ 

日立歯科医師会                   関 隆 
 
P-5．自分の歯の疑似形態回復 －患者様の気持ちになって－ －歯科技工士科1年（45期生）の場合－ 

茨城歯科専門学校 歯科技工士科1年          石川可夢 
 
P-6．緩和病棟における周術期口腔ケアを始めて4ヶ月が経ちました 

－口腔トラブルの予防と苦痛の緩和－ 
つくばセントラル病院歯科口腔外科（茨城県南歯科医師会） 

宇崎直子 
 
P-7．下顎第3大臼歯 深部埋伏歯の埋伏抜歯を行った一例 

－下顎枝矢状分割術に準じた下顎枝内側Approach－ 
協和中央病院 歯科口腔外科（茨城・県西歯科医師会）  大田原宏美 



 
P-8．当院における矯正用インダイレクトボンディング（IDBS）とインダイレクトワイヤーベンディング

（IDWB）の現状 
つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会）        齊藤 真希 

 
 
 

テーブルクリニック プログラム 

Ⅰ．午前の部 10:00～11:30 

【会場：メロディールーム セレナーデ】 
A－1．義歯の難症例に臨む 

阿部歯科診療所（珂北歯科医師会）阿部 健 
 

Ⅱ．昼の部 12:30～14:00 

                   【会場：グリーンルーム SOUTH】 
L－1．安全な歯科訪問診療に必要な高齢者歯科学の知識 

公益社団法人地域医療振興協会 石岡第一病院 口腔外科（土浦石岡歯科医師会） 
筑波大学臨床教授 萩原敏之 

 
【会場：メロディールーム セレナーデ】 

L－2．歯科外来で役立つ心電図の基礎知識 
森永歯科医院（水戸市歯科医師会），（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸 

（公社）地域医療振興協会石岡第一病院，富士市立中央病院 森永桂輔 
 

Ⅲ．午後の部 14:30～16:00 

【東京歯科大の窓】                   【会場：グリーンルーム NORTH】 
P－1．いざという時に慌てない！歯科医院における全身偶発症への対応 

東京歯科大学歯科麻酔学講座 准教授 松浦信幸 
 
【東京歯科大の窓】                   【会場：グリーンルーム SOUTH】 
P－2．口・顎・顔の機能と疾患，とくに口唇裂・口蓋裂に対する治療 

東京歯科大学名誉教授，NPO法人TSF理事長 内山健志 
 

         【会場：メロディールーム セレナーデ】 

P－3．インプラントメインテナンスにおける歯科衛生士の役割 
水戸インプラントクリニックおおとも歯科（水戸市歯科医師会） 渡邊佳菜 

 
 
 
 
 
 
 



公開講座 プログラム 

公開講座Ⅰ 

10:00～12:00                  【会場：1F ガーデンルームEAST】 

口は糧の入口，歯医者さんは健康の入口 

講師：日本歯科大学新潟病院 歯科麻酔・全身管理科 教授 

藤井一維 先生 

 
 
公開講座Ⅱ 

  13:00～16:00               【会場：2F プラザボールルームWEST】 

弁当プロジェクト4（食べる機能を育てる・維持する・補う） 

－歯科衛生士校が提案する「五感を楽しむ！噛むかむ！！歯科専弁当」－  

● 公益社団法人 茨城県歯科医師会 
● いばらき専門カレッジリーグ 

                          茨城歯科専門学校 
茨城理容美容専門学校 

                          中川学園調理技術専門学校 
                          専門学校 文化デザイナー学院 
                          リリーこども＆スポーツ専門学校 

● 茨城県歯科医師会 東西茨城地区食文化研究会 
 
 
公開講座Ⅲ 

13:00～15:00                  【会場：1F ガーデンルームEAST】 

子ども虐待の根絶を目指して 

－歯科界の新たな役割－ 

講師：奥羽大学歯学部生体構造学講座法歯学 教授 

花岡洋一 先生 

 
 
 

各種企画 プログラム 

10:00～12:00                           介護保険委員会 

１．高齢者口腔保健の新しい視点：オーラルフレイル －いまなぜフレイルが注目されるのか－ 

東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科部長    平野浩彦 先生 

 
13:00～15:00      （公社）茨城県歯科医師会 口腔センター水戸・口腔センター土浦 

２．重症児の栄養と地域連携 －小児の栄養の現状と課題：在宅医の立場から－ 

            子ども在宅クリニックあおぞら診療所墨田院長    戸谷 剛 先生 

 

 



総会10:00～10:20，講演10:20～12:00              茨城県女性歯科医会 

３．茨城県女性歯科医会総会 

講演：お腹の中から歩き出すまで・・歯科疾患予防の原点 

赤ちゃん歯科ネットワーク代表，日本小児歯科学会専門医 

石田房枝 先生 

 
10:00～12:00，13:30～15:30 

４．写真道場へようこそ！ 

さあ，口腔内写真を撮ってみませんか！ 

（有）サンフォート社                鈴木昇一 先生 

 
10:00～12:00 

５．（公社）茨城県歯科衛生士会 平成28年度第3回生涯研修会・ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科第12回卒後研修会 

歯科衛生士のための歯周病学－科学的思考を身につけるために－ 

日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座准教授      関野 愉 先生 

 

10:00～12:00 
６．（公社）茨城県歯科技工士会 第87回生涯研修会・ 

茨城歯科専門学校歯科技工士科第13回卒後研修会 

  歯科用CAD/CAMシステムの現状と展望 

株式会社ジーシー                 田村拓馬 先生 

 

10:00～15:45                           地域保健委員会 
７．噛むかむレシピコンテスト 作品展示 

 

12:00～12:30                           地域保健委員会 
８．噛むかむレシピコンテスト 表彰式 

 
10:00～15:45                           学校歯科委員会 

９．学校歯科検診の検診基準・よい歯の学校・歯科医師会長賞の表彰基準について 

 
8:55～9:15，12:30～13:10                       厚生委員会 

10．弦楽三重奏ミニコンサート♪ 

 
10:00～15:45                           茨城歯科専門学校 

11．茨城歯科専門学校の紹介 

    茨城歯科専門学校歯科衛生士科の紹介 －学校生活と実習の様子について－ 

茨城歯科専門学校 歯科衛生士科 

茨城歯科専門学校・歯科技工士科を紹介します 

茨城歯科専門学校 歯科技工士科 

 

12:15～13:00                         ランチョンセミナー 
12．これからのデンチャーケア 

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン（株） 歯科衛生士 

鈴木栄里子 先生 

【提供：グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社】 


