
第 22 回茨城県歯科医学会 

第 35 回茨城デンタルショー 

 
日時：平成 26 年 2 月 9 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）10:00~12:30 

10:00～10:15                                             ○座長 阿部仰一 
1．周術期の口腔機能管理－日立総合病院での現状と課題 

日立総合病院（日立市）歯科          石井秀幸 
 
10:15～10:30 
2．全身麻酔の変遷 

森永歯科医院（水戸市歯科医師会） 
茨城県身体障害者小児歯科治療センター     森永桂輔 

 



10:30～10:45 
3．多剤服用患者に診られた多発性口内炎の一例          ○座長 長谷川洋人 
        木村歯科医院（水戸市歯科医師会）           木村利明 
 
10:45～11:00                           
4．下顎埋伏智歯抜歯時に異常出血をきたした血管奇形の 1 例 

筑波大学医学医療系顎口腔外科学             飯泉成一郎 
 
11:00～11:15                                             ○座長 白澤光二 
5．異型上皮から浸潤癌に進展したと思われる舌病変の 1 例－11 年間の経過－ 

JA とりで総合医療センター 歯科口腔外科（茨城県南歯科医師会） 
百瀬文雄 

 
11:15～11:30 
6．学童期における上顎洞内に進展した角化嚢胞性歯原性腫瘍の 1 例 
        公益社団法人地域医療振興会 石岡第一病院 口腔外科 

（土浦石岡歯科医師会） 
大木宏介 

 
11:30～11:45                                             ○座長 會澤 臣 
7．口腔上顎洞瘻孔に対し有茎頬脂肪体移植により閉鎖を行った 2 例 

筑波学園病院歯科口腔外科          生井友農 
 
11:45～12:00 
8．両側顎関節強直症に対して顎関節授動術を施行した 1 例 

筑波大学医学医療系 顎口腔外科学       肥田智香子 
 
12:00～12:05                          ○座長 小澤永久 
9-1．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －生活習慣－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年      角田和美 
12:05～12:10 
9-2．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －口腔内管理－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年      植竹佳菜 
12:10～12:15 
9-3．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －風邪予防－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年      磯山 歩 
12:15～12:20 
9-4．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －女性特有の疾患－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年      丸山晴香 
12:20～12:25 
9-5．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －ストレス－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年      横田加代子 
 
 



12:25～12:30 
9-6．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －歯科衛生士に対しての意識調査とこれから－ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年      黒沢梨奈 
 

 

Ⅱ．一般口演（午後の部）13:30~15:45 

13:30～13:45                                             ○座長 中井巳智代 
10．授業のあり方について－学生の求める授業とは－ 

茨城歯科専門学校歯科技工士科        中村由紀子 
 
13:45～14:00 
11．障害者支援施設でのブラッシング指導をとおして見えてきたもの 

公益社団法人茨城県歯科衛生士会       和地澄子 
 

14:00～14:15                                             ○座長 高柳龍司 
12．口唇裂・口蓋裂患児への腸骨移植を含む インターディシプリナリー治療 

－顎裂骨欠損の歯槽骨再生を目的とした矯正治療－ 
つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会）井上香織 

 
14:15～14:30 
13．難治性潰瘍に対する継続した口腔衛生管理が有用であった一例 

JA とりで総合医療センター歯科口腔外科（茨城県南歯科医師会） 
古谷友里 

 
14:30～14:45                          ○座長 須田 聡 
14．上顎小臼歯のSRP をする際に，術前のCT から得られた情報と根の解剖学的特徴を考慮し

た 1 症例 
山口歯科医院（鹿行歯科医師会）       飯村未可 

 
14:45～15:00                           
15．広汎型重度侵襲性歯周炎患者に妥協的SPT を行った 12 年経過症例 

山口歯科医院（鹿行歯科医師会）       山口将日 
 
15:00～15:15                                             ○座長 上野卓也 
16．最新ALTA（Diode laser）の臨床応用 Diode laser のイニシエーションを考える  

大洗中島歯科医院（東西茨城歯科医師会）   中島京樹 
 
15:15～15:30 
17．訪問歯科診療の輪を広げるために アンケート調査からわかった，地区歯科医師会のあり方 

日立歯科医師会               黒澤俊夫 
 
 
 



15:30～15:45                                             ○座長 兼久大輔 
18．安価で安全性が高く，かつ消毒効果の高い次亜塩素水の活用法 

ピアシティ歯科クリニック（土浦石岡歯科医師会）寺澤秀朗 

 
 

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 杉田裕一 

P-1．歯科技工士を目指して－日々の鍛練と気持ちの向上－ 
        茨城歯科専門学校歯科技工士科 1 年      渡邉由佳 
 
P-2． 8020・6424 情報センターの活動状況について（平成 25 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-3．当センター相互実習における茨城歯科専門学校歯科衛生士科学生の意識調査 

茨城県身体障害者小児歯科治療センター     鬼澤璃沙 
 
P-4．当センターにおける年齢別，障害別来院状況について 

茨城県土浦心身障害者歯科治療センター     丸山容子 
 
P-5．介護老人施設における歯科衛生士のかかわり 

－アンケート調査から見えてきた今後の課題－ 
公益社団法人茨城県歯科衛生士会        岩村昌子 

 
P-6． ダウン症患者へのブラッシング指導の取り組み 

茨城県身体障害者小児歯科治療センター     鈴木哉絵 
 
P-7．乳歯外傷が原因により下顎中切歯歯根形成が遅延した 1 例 

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 

 
P-8．第一大臼歯異所萌出に対する咬合誘導処置 

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 

 
P-9． Ca 拮抗剤による歯肉増殖症の 1 症例 

さいとう歯科医院（茨城西南歯科医師会）    斉藤英雄 
 
P-10．広汎型中等度慢性歯周炎の歯科恐怖症患者に対して基本治療を行った 1 症例  

なかい歯科クリニック（茨城西南歯科医師会）  福島朋美 
 
P-11．歯内歯周病変への対応 

杉田歯科医院（日立歯科医師会）        杉田裕一 



 
P-12．6 歳臼歯の初期脱灰に対し，フッ化物とポリリン酸を作用させた時の比較について 

なかい歯科クリニック（茨城西南歯科医師会）  青木尚子 
 
P-13．超音波スケーリングがアバットメント表面に及ぼす影響 

斉藤歯科ひたち海浜クリニック（珂北歯科医師会） 
日本歯科大学東京短期大学・日本歯科大学附属病院 

斉藤洋一 
 
P-14．インターディシプリナリー治療のすすめ－咬合崩壊の 2 症例を通して－ 

いいじま矯正歯科（水戸市歯科医師会）     飯島重樹 
 
 
 

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 シンフォニー】 
A－1．三叉神経痛に対する外科的治療 
                 国立病院機構水戸医療センター脳神経外科  山崎友郷 

筑波大学医学医療系脳神経外科  山本哲哉 
 

【会場：メロディールーム プレリュード】 

A－2． CO2 レーザーによる従来の術式を再考する 
最新CO2 レーザーの臨床応用 

大洗中島歯科医院（東西茨城歯科医師会）  中島京樹 

 

Ⅱ．午後の部 14:00～15:30 

【東京歯科大の窓】                   【会場：グリーンルーム NORTH】 
P－1．難治性根尖性歯周炎の原因とその対処法 

東京歯科大学歯科保存学講座 教授  古澤成博 
 

【会場：メロディールーム プレリュード】 

P－2．低分子化フコイダンを用いた口腔粘膜病変への対応 
螺良歯科医院（栃木県歯科医師会）  螺良修一 

 
【会場：メロディールーム シンフォニー】 

P－3．HIV 感染症／エイズの現状と対策 
筑波大学附属病院感染症科 教授  人見重美 

 
 



公開講座 プログラム 

公開講座Ⅰ 

10:00～12:00 
歯がいい人はボケにくい  

－歯と口から始めるアンチエイジング－ 
講師：日本歯科大学附属病院臨床教授 

倉治ななえ 先生 

 
公開講座Ⅱ 

  13:30～15:30 
なぜ，かかりつけ歯科医がいる人は長生きか 

講師：首都大学東京 大学院 教授 

星 旦二 先生 
 
公開講座Ⅲ 

  12:30～16:00 
弁当プロジェクト 

—「食べる」を育てる・維持する・補う－  
                     いばらき専門カレッジリーグ 

茨城県歯科医師会 
食文化研究会 

     【シンポジウム】 
(1) 健康生活のための咀嚼機能向上 

講師：松本歯科大学 総合歯科医学研究所 顎口腔機能制御学部門 教授 

増田裕次 先生 
(2)  歯科保健を一層推進するために必要なこと 

－新潟県における歯科保健の取組から－ 
講師：新潟県監査委員（元新潟県福祉保健部長） 

石上和男 先生 
 
 
 

各種企画 プログラム 

13:30～15:30                           地域保健委員会 

１．あなたは生活習慣病をどのように説明できますか、 

どのように効果的な指導に結びつけられますか 

労働衛生コンサルタント 南栃木病院         小林 淳 先生 

 

 

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

２．歯科医に必要な食支援法 
昭和大学歯学部口腔衛生学部門教授           弘中祥司 先生 



13:00～16:00   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：1 都 4 県口腔保健センターにおける障害児者歯科医療の取り組みと課題 

    講演１：障害児者歯科医療における口腔保健センターの果たすべき役割 

            東京歯科大学副学長・社会歯科学研究室教授     石井拓男 先生 

    講演２：群馬県：歯科総合衛生センターにおける障害児者歯科医療の取り組みと課題 

            群馬県歯科総合衛生センター指導医、東京歯科大学小児歯科学講座講師 

辻野啓一郎 先生 

    講演３：埼玉県：口腔保健センターにおける障害児者歯科医療の取り組みと課題 

            埼玉県歯科医師会口腔保健センター診療科長     高野宏二 先生 

    講演４： 東京都：東京都立心身障害者口腔保健センターにおける 

障害児者歯科医療の取り組みと課題 

              東京都立心身障害者口腔保健センター教育研修室長  山口さやか 先生 

講演５：千葉市：千葉市総合保健医療センターにおける 

障がい児者歯科医療の取り組みと課題 

             千葉市歯科医師会障がい者歯科保健委員会委員長       小峯久直 先生 

講演６：茨城県：身体障害者小児歯科治療センターにおける 

障害児者歯科医療の取り組みと課題 

            茨城県身体障害者小児歯科治療センター                大森勇市郎 先生 

 
 

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

４．茨城県女性歯科医会総会 

講演：宇宙よもやま話 

病理医   向井万起男 先生 

 
 

10:00～12:00，13:30～15:30 
５．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 

 
 

10:00～12:00 
６．（公社）茨城県歯科衛生士会 平成 25 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 9 回卒後研修会 

歯周組織をもういちどみなおす－なぜ歯肉は健康でいられるの？歯肉の炎症とは？－ 

東京歯科大学生物学研究室               橋本貞充 先生 

 

 

10:00～12:00 
７．（公社）茨城県歯科技工士会 第 74 回生涯研修会・ 

茨城歯科専門学校歯科技工士科第 10 回卒後研修会 

  歯科技工の運動技能要素－無駄なく・無理なく・より良い技工を進めるために－ 

（株）コアデンタルラボ横浜 常務取締役       今牧 謙 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．学校歯科検診の検診基準 

 
 
8:55～9:15，12:30～13:00                       厚生委員会 

11．弦楽三重奏ミニコンサート♪ 

 
 

10:00～15:45                           茨城歯科専門学校 
12．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 

 

 

12:15～13:00                          提供：株式会社 松風 
13．ランチョンセミナー エアフローを用いた効果的な臨床応用 

けやき歯科クリニック（茨城県南歯科医師会）    河合竜志 先生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

茨城県歯科医学会 
会長 森永和男 （茨城県歯科医師会長） 

鈴木潤一 （副会長） 小鹿典雄 （副会長） 
征矢 亘 （専務理事） 小林不律 （会 計） 
村居幸夫 （総務部長） 渡辺 進 （地域保健部長） 
大字崇弘 （医療管理部長） 榊 正幸 （社会保険部長） 
長谷部和子（学校歯科部長） 仲田 豊 （介護保険部長） 
千葉順一 （厚生部長） 飯島清人 （情報管理部長） 
菱沼一弥 （広報部長） 田中晃伸 （専門学校） 
岡﨑恵一郎（学術部長） 

 
歯科医学会実行委員会 

委員長   岡﨑恵一郎 （学術部長） 

副委員長 杉田裕一  （学術委員長） 

鶴見尚史 （学術副委員長） 今湊良証 （学術副委員長） 
斉藤洋一 （学術委員） 上野卓也 （学術委員） 
安藤和成 （学術委員） 會澤 臣 （学術委員） 
河合弘行 （学術委員） 白澤光二 （学術委員） 
中井巳智代（学術委員） 
大平章裕 （日立歯科医師会） 徳永紀彦 （日立歯科医師会） 
塩野宗則 （珂北歯科医師会） 長尾大輔 （珂北歯科医師会） 
森永桂輔 （水戸市歯科医師会） 髙根正敏 （水戸市歯科医師会） 
阿部仰一 （東西茨城歯科医師会） 長谷川弘道（東西茨城歯科医師会） 
高柳龍司 （鹿行歯科医師会） 河原一茂 （鹿行歯科医師会） 
柴沼博之 （土浦石岡歯科医師会） 伊藤 寿 （土浦石岡歯科医師会） 
長谷川洋人（茨城県つくば歯科医師会） 古宇田道生（茨城県つくば歯科医師会） 
兼久大輔 （茨城県南歯科医師会） 河合竜志 （茨城県南歯科医師会） 
山田浩之 （茨城・県西歯科医師会） 山中正文 （茨城・県西歯科医師会） 
丸島佳世子（茨城西南歯科医師会） 安喰昭浩 （茨城西南歯科医師会） 
柳沢秀樹 （地域保健委員会） 土子吉久 （介護保険委員会） 
椎名和郎 （学校歯科委員会） 米川 久 （厚生委員会） 
関口 浩 （障害者歯科治療センター） 
萩原洋子 （女性歯科医会） 長岡未佐子（女性歯科医会） 
庄司和代 （茨城県歯科衛生士会） 根目沢葉子（茨城県歯科衛生士会） 
山田 肇 （茨城県歯科技工士会） 高橋 嶺 （茨城県歯科技工士会） 
菱沼清美 （茨城歯科専門学校歯科衛生士科） 保科 恵 （茨城歯科専門学校歯科衛生士科） 
大槻祐子 （茨城歯科専門学校歯科技工士科） 
 

（順不同・敬称略） 
 


