
第 21 回茨城県歯科医学会 

第 34 回茨城デンタルショー 
 

日時： 平成25年2月3日（日曜日）9:30～16:00 

場所： 水戸プラザホテル 

水戸市千波町2078-1 

Phone：029-305-8111(代表) 

http://www.mito-plaza.jp 

主催： （社）茨城県歯科医師会 

協賛： （社）茨城県歯科衛生士会・（社）茨城県歯科技工士会 

 

 

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．当センターにおける静脈内鎮静法を用いた歯科治療の実態調査 

          茨城県身体障害者小児歯科治療センター 

東京歯科大学小児歯科学講座        関口 浩 

 

10:12～10:24 

2．仮性球麻痺患者に行った摂食・嚥下訓練の試み 

           木村歯科医院（水戸支部）        木村利明  

 

10:24～10:36  

3．石岡市口腔がん検診報告 

          石岡市歯科医師会             掛札寿一 

 

10:36～10:48                          ○座長 菊池健志 

4．心電図の判読のポイント －第２誘導だけで判ること・判らないこと－ 

森永歯科医院（水戸支部）        森永桂輔 

 



10:48～11:00                                              

5．歯肉歯槽粘膜に解剖学的問題を伴った歯肉縁下カリエス罹患歯に3度の歯周外科を行った1例 

          山口歯科医院（鹿行支部）        山口将日 

 

11:00～11:12 

6．サイナスリフト術前にサージガイドにより作成した光造形モデル上でモデルサージェリーを行い，低

侵襲で安全に手術が行えた1例 

          山口歯科医院（鹿行支部）        山口将日 

 

11:12～11:24                                             ○座長 阿部仰一 

7．歯科臨床におけるコ―ンビームＣＴの利用 

          栃木県歯科医師会             和田賢一 

 

11:24～11:36 

8．歯性感染症の分離菌と薬剤感受性について 

          幕内会小美玉市医療センター 歯科口腔外科（東西茨城支部） 

  中戸川倫子 

 

11:36~11:48                          ○座長 中村 敦 

9. ビスフォスフォネート関連顎骨壊死を発症した超高齢者の1例 

          公益社団法人地域医療振興協会 石岡第一病院 口腔外科（土浦石岡支部） 

                               大木宏介 

 

11:48~12:00 

10. 1 BRONJ患者に対し高気圧酸素療法を補助的に行い奏功した1例 

                    つくばセントラル病院 歯科口腔外科    大森翔英 

 

Ⅱ．一般口演（午後の部）12:30~16:00 

12:30～12:42                                             ○座長 鶴見尚史  

11．アッシャーフェイスボウを用いて治療したangleⅡ級 1類deep biteケース 

ナカジマ矯正歯科クリニック（土浦石岡支部） 

中島祥博 

 

12:42～12:54 

12．上顎大臼歯の圧下と上下顎前歯歯軸をコントロールすることで改善した開咬症例 

ナカジマ矯正歯科クリニック（土浦石岡支部） 

中島祥博 

  

12:54～13:00                          ○座長 小澤永久 

13-1．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －歯科検診－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2年    鈴木沙織 

13:00～13:06 

13-2．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －通学－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2年    所江里佳 

13:06～13:12 

13-3．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －情報収集の手段－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2年    三田寺美來 



13:12～13:18 

13-4．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －体験入学・オープンキャンパス－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2年    井川奈央美 

13:18～13:24 

13-5．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －訪問介護について－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2年    伊藤沙紀 

 

13:24～13:36                                             ○座長 河原一茂 

14．茨城歯科専門学校歯科衛生士科における入口と出口の問題・意識調査 

          茨城歯科専門学校            田中晃伸 

 

13:36～13:48 

15．42期生臨床・臨地実習を終えてのアンケート結果について 

           茨城歯科専門学校歯科衛生士科     須藤輝代 

 

13:48～14:00 

16．基本操作の再確認 －水の計量について－ 

          茨城歯科専門学校歯科技工士科       山田 肇 

 

14:00～14:12                          ○座長 兼久大輔 

17．患者満足度向上のための医院づくり 

          やまぶき歯科（珂北支部）        今泉 恵 

 

14:12～14:24                                              

18．口腔機能向上教室におけるリスクマネージメントとしてのバイタルチェック 

社団法人茨城県歯科衛生士会        佐竹幸栄 

 

14:24～14:36 

19．口腔機能向上教室への歯科衛生士としてのかかわりと工夫 

社団法人茨城県歯科衛生士会 県西支部    染谷有子 

 

14:36～14:48                                             ○座長 會澤 臣 

20．歯科標榜のない総合病院での歯科衛生士活動報告 

茨城県立中央病院，茨城県地域がんセンター 

オーラルサポートチーム          笹木日出美 

  

14:48～15:00 

21．歯肉に自傷行為を示した自閉症患者の1例 

          茨城愛心会古河病院歯科口腔外科      中村 敦 

 

15:00～15:12                          ○座長 原 英之 

22. 口腔癌に対するネオベール®を用いた手術症例の検討 

          筑波大学医学医療系顎口腔外科学      後藤喜平 

           

15:12～15:24 

23. 頬粘膜および下唇に多発した唾石症の1例 

      筑波大学医学医療系顎口腔外科学           飯島淳也 

 



15:24～15:36 

24．耳下腺に発生した腺体内唾石の1症例 

          独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 歯科口腔外科 

                               長谷川稔洋 

 

15:36～15:48                                             ○座長 大木博之 

25．耳下腺に発生した上皮筋上皮癌の1例 

          筑波大学医学医療系顎口腔外科学      三上拓朗 

 

15:48～16:00 

26．顎骨中心性癌と思われる3例 

          JAとりで総合医療センター歯科口腔外科   百瀬文雄 

 

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

演者紹介 登壇 9:50～ 

                        ○座長 杉田裕一 

P-1．矯正歯科診療所における患者の緊急（予定外）来院に関する臨床統計調査 

          つくば毛利矯正歯科（つくば支部）      金久保沙織 

 

P-2．歯型彫刻の習熟度について－歯科技工士科 1年 (41期生) の場合－ 

          茨城歯科専門学校歯科技工士科 1年      髙橋 舞 

 

P-3．茨城歯科専門学校学生対象「タバコについてのアンケート」結果について 

茨城県歯科医師会 8020・6424情報センター  藤田かおり 

 

P-4．8020・6424情報センターの活動状況について（平成24年 1月～12月） 

茨城県歯科医師会 8020・6424情報センター  藤田かおり 

 

P-5．歯科衛生士の働く現場 

（社）茨城県歯科衛生士会臨床歯科保健部  根目沢葉子 

 

P-6．茨城県土浦心身歯科治療センターにおける 20年のあゆみ 

茨城県土浦心身歯科治療センター           竹中京子 

 

P-7．障害児の永久歯便宜抜去に対する保護者の意識調査 

          茨城県身体障害者小児歯科治療センター   大森勇市郎 

 

P-8．障害者（児）へのブラッシング指導における自立支援の取り組み 

茨城県身体障害者小児歯科治療センター   鈴木哉絵 

 

P-9．当センターにおける摂食･嚥下リハビリテーション6年間の取り組みについて 

茨城県身体障害者小児歯科治療センター   野村美奈 

 

P-10．骨形成不全症小児に対する全身麻酔下での歯科治療 

茨城県身体障害者小児歯科治療センター   関口 浩 

 

P-11．I-cell病患児に対する全身麻酔下での歯科治療 



茨城県身体障害者小児歯科治療センター   関口 浩 

 

P-12．上顎前歯部に認められたRegional Odontodysplasiaの長期観察例 

茨城県身体障害者小児歯科治療センター   関口 浩 

 

P-13．茨城県・日立市総合防災訓練の活動－アンケート調査結果報告－ 

（社）日立歯科医師会           関 実 

 

 

テーブルクリニック プログラム 

Ⅰ．午前の部 10:00～11:30 

【東京歯科大の窓】 

A－1．歯が出ない －萌出遅延の診断と対応－ 

                       東京歯科大学 歯科矯正学講座  末石研二 

 

A－2．口腔粘膜の病気 

JAとりで総合医療センター 歯科口腔外科（県南支部）  百瀬文雄 

 

 

Ⅱ．午後の部 14:00～15:30 

P－1．プロバイオティクスからみた歯周治療 

                      日本歯科大学名誉教授  鴨井久一 

 

P－2．円滑な医療連携に向けて －アンケート調査結果から見える現状と課題－ 

日立支部  西野有一 

 

 

公開講座 プログラム 

公開講座 

10:00～11:30 

あなたの口元みられています －表情筋のトレーニングとアンチエイジング－ 

講師：宝田歯科（東京都）  宝田恭子 先生 

 

 

各種企画 プログラム 

14:00～15:30                   県民歯科保健委員会 地域保健部会 

１．口腔内細菌と全身疾患 

東京歯科大学微生物学講座教授           石原和幸 先生 

 

13:00～15:00                   県民歯科保健委員会 介護保険部会 

２．口腔ケアの基礎知識 

医療法人尚寿会 大生病院 歯科口腔外科部長      阪口英夫 先生 



 

14:00～16:00   茨城県身体障害者小児歯科治療センター・土浦心身障害者歯科治療センター 

３．シンポジウム：茨城の障害児者歯科医療の現状と課題 

－地域のみんなで連携して支えよう－ 

    講演１：重症心身障害の息子の成長と歯科との関わり 

            茨城県肢体不自由児(者)父母の会          荒木佐代子 様 

    講演２：当院における障害を持つ方への歯科診療 －その現状と提案－ 

            森谷歯科医院院長                 森谷達樹 先生 

    講演３：障害者歯科の理解と対応 

            茨城県立あすなろの郷病院歯科医長         渡辺佳樹 先生 

    講演４：地域連携において口腔センターが果たすべき役割 

            茨城県身体障害者小児歯科治療センター長・ 

              東京歯科大学小児歯科学講座准教授         関口 浩 先生 

 

14:00～15:30                             学術委員会 

４．あなたの口元みられています－表情筋のトレーニングとアンチエイジング－ 

宝田歯科 院長                   宝田恭子 先生 

 

総会10:00～10:15，講演10:20～12:00              茨城県女性歯科医会 

５．茨城県女性歯科医会総会 

講演：日常臨床における小児歯科のワンポイントレッスン 

日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座 講師     河上智美 先生 

 

10:00～12:00，13:30～15:30 

６．写真道場へようこそ！ 

さあ，デジタルカメラで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 

 

10:00～11:30 

７．(社)茨城県歯科衛生士会  

平成24年度第4回生涯研修会・茨城歯科専門学校歯科衛生士科第8回卒後研修会 

歯科衛生士ミッションを再考する 今後，歯科衛生士に求められることとは 

村上歯科医院                   村上惠子 先生 

 

10:00～12:00 

８．(社)茨城県歯科技工士会 第72回生涯研修会・茨城歯科専門学校歯科技工士科第9回卒後研修会 

  これからの技工はどう変わるか －これからの技工製作とCAD/CAM・インプラント－ 

（有）協和デンタル・ラボラトリー         木村健二 先生 

 

10:00～15:45                   県民歯科保健委員会 地域保健部会 

９．噛むかむレシピコンテスト 作品展示 

 

12:00～12:30                   県民歯科保健委員会 地域保健部会 

10．噛むかむレシピコンテスト 表彰式 

 

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 



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 

 

12:30～13:15                       提供：メディア株式会社 

12．予防医学先進国スウェーデンからきたバクテリアセラピーの紹介 

バイオガイアジャパン株式会社            柏 典子 先生 


