
第 27 回茨城県歯科医学会 

第 40 回茨城デンタルショー 

 

日時：平成31 年2 月3 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 

 

16:10～ 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 須田 聡 

1．口腔センター土浦の移設に伴う環境変化 

（公社）茨城県歯科医師会 口腔センター土浦 大串圭太 

 

10:12～10:24 

2．一般歯科医院における日帰り全身麻酔下歯科治療の導入経緯および経験症例について 

征矢歯科医院（日立歯科医師会） 征矢 学 

 

10:24～10:36 

3．睡眠時無呼吸症候群への取り組み－日鉱記念病院との医科歯科連携の成果－ 

日立歯科医師会地域連携特別委員会 黒澤俊夫 

 

http://www.mito-plaza.jp/


10:36～10:48 ○座長 上野卓也 

4．当院の肺炎入院患者に対する専門的口腔ケアの実態 

医)小山記念病院 歯科衛生科 宮内めぐみ 

 

10:48～11:00 

5．当院における下顎智歯の萌出状態の検討 

医)小山記念病院 歯科・口腔外科・顎口腔インプラントセンター 

 名雪卓郎 

11:00～11:12 

6．拇指頭大ならびに鼻前庭部外歯瘻を伴った歯根嚢胞摘出後にインプラント治療を行った2例 

医)小山記念病院 歯科・口腔外科・顎口腔インプラントセンター 

 笹倉裕一 

11:12～11:24 

7．口腔歯科領域のLLLT治療，その動向と未来 

大洗中島歯科医院（東西茨城歯科医師会） 中島京樹 

 

11:24～11:36 ○座長 毛利 環 

8．亜鉛欠乏症に対する亜鉛補充療法の有効性に関する研究 

東京医科大学 茨城医療センター 歯科口腔外科 奥山文子 

 

11:36～11:48 

9．当院の認知症病棟入院患者における口腔内疾患の臨床的統計 

医)新生会 豊後荘病院 歯科・口腔外科 三上拓朗 

 

11:48～12:00 

10．口腔内スキャナーを用いた光学印象法のインプラント位置再現性に関する研究 

むらかみ歯科医院（栃木県宇都宮市） 村上高宏 

 

Ⅱ．一般口演（午後の部）13:30~15:26  

13:30～13:35 ○座長 阿部英一 

11-1．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －保護者の口腔内に関する意識調査－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年 

13:35～13:40 

11-2．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －口臭について－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年 

13:40～13:45 

11-3．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －衛生面で気をつけていること－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年 

13:45～13:50 

11-4．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －コミュニケーション－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科2年 

 

13:50～14:02  

12．水戸支部 口腔ケアボランティア活動報告 

(公社)茨城県歯科衛生士会 水戸支部 須藤輝代 

 

 



14:02～14:14 

13．「乾癬」と歯科の関わりが疑われた症例 

木村歯科医院（水戸市歯科医師会） 木村利明 

 

14:14～14:26 ○座長 阿部仰一 

14．唇顎口蓋裂症例に発症した侵襲性歯頚部吸収（ICR） 

－歯内 / 歯周治療と矯正歯科的対応－ 

つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会） 毛利 環 

 

14:26～14:38 

15．口唇口蓋裂患者に上顎骨前方部骨延長術（MASDO）を適用した症例 

つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会） 渡辺 敦 

 

14:38～14:50  

16．上顎骨前方部延長術（MASDO）を行った患者の検討 ～手術および骨延長について～ 

筑波大学医学医療系顎口腔外科学 寺田萌香 

 

14:50～15:02 ○座長 中川 威 

17．骨吸収阻害製剤投与前における口腔内スクリーニングの有用性の検討 

筑波大学医学医療系顎口腔外科学 武川幸太郎 

 

15:02～15:14 

18．薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の治療についての検討 

筑波大学医学医療系顎口腔外科学 橋本智恵子 

 

15:14～15:26 

19．当科におけるARONJ(骨吸収性薬関連性顎骨壊死)に対する臨床的検討 

つくばセントラル病院 歯科口腔外科 飯坂慶人 

 

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 安藤和成 

P-1．歯列・歯の形態の調査 －歯科技工士科１年（47期生）の場合－ 

茨城歯科専門学校 歯科技工士科1年 倉持広夢 

 

P-2．8020・6424情報センターの活動状況について －フッ化物洗口普及の取り組み 第3報－ 

茨城県歯科医師会8020・6424情報センター 藤田かおり 

 

P-3．当センターにおける小児の予防歯科への取り組み 第2報 －保護者の意識調査について－ 

(公社)茨城県歯科医師会口腔センター水戸 白戸美香 

 

P-4．病院・診療所委員会活動報告 

(公社)茨城県歯科衛生士会 病院・診療所委員会 太田佐登子 

 

P-5．日立歯科医師会地域連携特別委員会 この10年の歩み 

日立歯科医師会 地域連携特別委員会 関   隆 

 



P-6．当院入院患者における歯科口腔外科受診の円滑化に向けた取り組み －第2報－ 

つくばセントラル病院 歯科口腔外科 佐藤奈  々

 

P-7．広汎型重度侵襲性歯周炎患者に対して抗菌療法を併用したFMDと歯周組織再生療法を行い 

10年経過した症例 

山口歯科医院（鹿行歯科医師会） 山口將日 

 

P-8．根分岐部病変を有する広汎型中等度慢性歯周炎患者の一症例 －19年経過症例－ 

杉田歯科医院（日立歯科医師会） 杉田裕一 

 

P-9．当院における摂食・嚥下チームの取り組み 

協和中央病院 歯科口腔外科 中澤美佐子 

 

P-10．広汎型中等度慢性歯周炎患者に対し包括的治療を行った1症例 

ファミリー歯科医院（茨城西南歯科医師会） 八木原淳史 

 

 

テーブルクリニック プログラム 
 

Ⅰ．午前の部 10:00～11:30  

 

A－1．歯科は子供の成長発達・応援隊 

 

三の丸歯科医院（水戸市歯科医師会） 

小林充明 

 

A－2．摂食嚥下機能評価における頚部聴診方法  －頚部聴診法を即実践可能にするために－ 

 

市村歯科医院（土浦石岡歯科医師会） 

市村和大 

 

Ⅱ．昼間の部 12:00～13:30  

 

L－1．歯科治療に応用する4波長のレーザーをいかに使用するか 

 

大洗中島歯科医院（東西茨城歯科医師会） 

中島京樹 

 

L－2．今さら聞けない抗血栓薬服用患者における抜歯の疑問点 

 

(公社)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 

 



Ⅲ．午後の部 14:00～15:30  

 

A－1．日常の診療で遭遇しうる偶発症とその対応 

 

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 

 

A－2．歯科医師と歯科衛生士に知ってほしい！リグロス®を使った歯周組織再生療法の実際 

 

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 

 

 

 

公開講座 プログラム 

公開講座Ⅰ 

10:00～12:00 

「夢」実現に向けての事前準備！  ～ 可能性は無限大 ～ 

 

講師：岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課 主任主査 

元オリンピック ノルディック複合 日本代表 

アルベールビルオリンピック 金メダリスト 

三ヶ田 礼一 先生 

 

公開講座Ⅱ 

13:30～15:30 

なぜ老いる？ ならば上手に老いるには 

－健康長寿 鍵は“フレイル・オーラルフレイル”予防－ 

 

講師：東京大学 高齢社会総合研究機構 教授 

飯島勝矢 先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各種企画 プログラム 

 

10:00～12:00 介護保険委員会 

１．オーラルフレイルと口腔機能低下症に歯科はどうかかわるか？ 

 

日本歯科大学 教授 菊谷 武 先生 

 

13:30～15:30 (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．精神科医から歯科医師へのメッセージ 

 

大塚クリニック 名誉院長 大塚明彦 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：只今疾走中 

東京歯科大学 口腔健康科学講座 摂食嚥下リハビリテーション研究室 

 大久保舞衣 先生 

 

13:30～15:30   

４．睡眠時無呼吸症における口腔内装置（OA）作製の実践 

東京医科大学茨城医療センター 歯科口腔外科 

 松尾 朗 先生 

鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座・いびき外来 

 石川千恵子 先生 

10:00～12:00，13:30～15:30 

５．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 

６．(公社)茨城県歯科衛生士会 平成30年度第2回生涯研修会・ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 第14回卒後研修会 

歯科衛生士が知っておくべきこと －特に，SPT・メインテナンスに必要な知識－ 

東京医科歯科大学歯学部附属病院 歯科総合診療部 准教授 

 小田 茂 先生 

10:00～12:00 

７．(公社)茨城県歯科技工士会 第93回生涯研修会・ 

茨城歯科専門学校歯科技工士科 第15回卒後研修会 

3Dプリンティング技術で作るメタルフレームが義歯の未来を変える 

国立研究開発機構 産業技術総合研究所上級主任研究員 

 岡崎義光 先生 

 

10:00～15:45 地域保健委員会 

８．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 

９．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 

10．学校歯科検診における検診基準について 

 

 

13:30～14:50 学校歯科委員会 

11．日本学校歯科医会 学校歯科医生涯研修制度「更新研修」 

 

 

8:55～9:15，12:30～13:10 厚生委員会 

12．弦楽三重奏ミニコンサート♪ 

 

 

10:00～15:45 茨城歯科専門学校 

13．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 

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 

 

12:15～13:15 提供：サンメディカル(株)，(株)モリタ 

14．ランチョンセミナー スーパーボンド混和法のテクニック 

～接着性レジンセメント スーパーボンド実習付き説明会～ 

サンメディカル(株) 国内営業部 田島善弘 先生 

 

12:15～13:15 提供：アレクシオンファーマ 

15．ランチョンセミナー 歯科医師が早期発見できる全身疾患 

－低ホスファターゼ症－ 

大阪大学大学院歯学研究科 小児歯科学教室 教授 仲野和彦 先生 

 

 

 

 


