第 23 回茨城県歯科医学会
第 36 回茨城デンタルショー
日時：平成 27 年 2 月 22 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

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

2F ロビー

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．他院で不適切な位置に埋入されたインプラントを撤去せず，リカバリーした 1 症例
山口歯科医院（鹿行歯科医師会）
山口将日
10:12～10:24
2．広汎型重度侵襲性歯周炎患者に歯周補綴とインプラントを用いて治療した一例
山口歯科医院（鹿行歯科医師会）
山口将日

10:24～10:36
3．EMD を用いた歯周組織再生療法
湯本歯科医院（栃木県歯科医師会）

湯本雅一

10:36～10:48
○座長 斉藤洋一
4．治療が困難であった抗血栓療法実施の歯肉増殖を伴う重度歯周炎患者の一例
木村歯科医院（水戸市歯科医師会）
木村利明
10:48～11:00
5．日立歯科医師会，超高齢社会における地域連携の取組み
日立歯科医師会 地域連携特別委員会

小林良誌

11:00～11:12
6．地域医療連携の推進に向けて－日立総合病院での現状と課題
日立製作所日立総合病院 歯科口腔外科（日立歯科医師会）
石井秀幸
11:12～11:24
○座長 兼久大輔
7．矯正歯科診療所（茨城県南地域）における顎変形症患者に対する外科的矯正治療の臨床統計とその
治療概要
つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会）渡邉洋平
11:24～11:36
8．唇顎口蓋裂患者の上顎劣成長に対し骨延長術を施行した 1 例
筑波大学医学医療系 顎口腔外科学
11:36～11:48
9．Hemifacial microsomia の 1 例
筑波大学医学医療系 顎口腔外科学

高岡昇平
○座長 上野卓也
金子真也

11:48～12:00
10．上顎正中過剰歯に対して鼻腔側からのアプローチを行った 3 例
筑波大学医学医療系 顎口腔外科学
大津雄人

Ⅱ．一般口演（午後の部）12:30~15:36
12:30～12:37
○座長 小澤永久
11-1．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －歯磨剤に対しての意識調査－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年
小沼恭子
12:37～12:44
11-2．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －歯ブラシの比較－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年
井坂裕里

12:44～12:51
11-3．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －う蝕活動性試験（カリオスタット®）からみえてきたこと－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年
山本未夢
12:51～12:58
11-4．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －飲み物が及ぼす歯への影響－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年
菊池佳奈子
13:00～13:12
○座長 白澤光二
12．歯科衛生士の立場から見たチーム医療
（株）日立製作所日立総合病院 歯科口腔外科（日立歯科医師会）
湯本優由
13:12～13:24
13．これからの歯科医療 －今，歯科衛生士としてできること－
三の丸歯科医院（水戸市歯科医師会）
公益社団法人茨城県歯科衛生士会 水戸支部
助川香織
13:24～13:36
14．保育園実習における学生の意識調査
茨城歯科専門学校歯科衛生士科

根目沢葉子

13:36～13:48
15．レジン重合における寸法変化
茨城歯科専門学校 歯科技工士科

川崎邦彦

○座長 河合弘行

13:48～14:00
16．日立歯科医師会における口腔がん検診 －初回実施報告－
日立歯科医師会 地域連携特別委員会

齋藤 高

14:00～14:12
17．当医院における口腔がん検診の取り組みについて
伊藤歯科医院（土浦石岡歯科医師会）

伊藤 寿

○座長 會澤 臣

14:12～14:24
○座長 阿部仰一
18．抜管直後に重度の呼吸困難を生じた症例
森永歯科医院（水戸市歯科医師会）
（公社）地域医療振興協会 石岡第一病院（土浦石岡歯科医師会）
茨城県身体障害者小児歯科治療センター
森永桂輔
14:24～14:36
19．当院開放病床システムを利用し，かかりつけ医と共同して 2 回にわたり
全身麻酔下にて歯科治療を行った精神発達遅滞患者の 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）
廣畠広実

14:36～14:48
○座長 鶴見尚史
20．当科における入院加療を要した急性歯性感染症の臨床的検討
筑波学園病院 歯科口腔外科
三上拓朗
14:48～15:00
21．Domestic Violence による顎顔面外傷症例
筑波大学医学医療系 顎口腔外科学

兼子ゆり

15:00～15:12
22．茨城県におけるビスフォスフォネートおよびデノスマブ関連顎骨壊死の実態調査報告
茨城県病院歯科医会
萩原敏之
15:12～15:24
○座長 安藤和成
23．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 －12 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
15:24～15:36
24．慢性腎不全患者の顎関節部にみられた結晶沈着症と思われる 1 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）
百瀬文雄

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．寸法感覚について －歯科技工士科 1 年（43 期生）の場合－
茨城歯科専門学校歯科技工士科 1 年
青柳 諭
P-2． 8020・6424 情報センターの活動状況について
－市町村と連携した口腔機能健康測定の実施状況－
茨城県歯科医師会 8020・6424 情報センター
藤田かおり
P-3．日本・茨城県における虫歯予防の現状
一般社団法人土浦市歯科医師会

長谷川 周

P-4．当センター受診者の満足度および要望に関するアンケート調査
茨城県身体障害者小児歯科治療センター
金子雅子
P-5．歯科治療に対して非協力的な患児とのラポール形成と愛着（アタッチメント）の築き方
なかい歯科クリニック こどもの森デンタルケア（茨城西南歯科医師会）
青木尚子

P-6． むし歯予防対策事業（ボランティア活動）の取り組み
公益社団法人茨城県歯科衛生士会 地域歯科保健委員会
飯村伶子
P-7．医学生の口腔に対する意識調査 －アンケート結果より－
土浦心身障害者歯科治療センター
茨城県身体障害者小児歯科治療センター

高木伸子

P-8．日立歯科医師会における口腔がん検診実施までの歩み
日立歯科医師会地域連携特別委員会

渡邉恭伸

P-9．地域連携への架け橋「日立モデル」の創設
日立歯科医師会地域連携特別委員会

黒澤俊夫

P-10．院内における口腔ケア普及の試み －アンケート調査に基づく口腔ケアマニュアルの作成－
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）
笹本晴美
P-11．静脈内鎮静下での歯科治療に関するアンケート調査
茨城県身体障害者小児歯科治療センター

鬼澤璃沙

P-12．矯正歯科専門診療所における歯科技工士の業務内容の紹介と将来展望
つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会） 佐藤瑛里香
P-13．CAD/CAM を用いたチェアサイド修復の実際
－症例によるブロックの選択とリスクマネジメント－
なかい歯科クリニック（茨城西南歯科医師会） 上野俊将
P-14．NPL コミュニケーション法により患者のモチベーションを引き出し
包括的歯科治療を行った一症例
なかい歯科クリニック（茨城西南歯科医師会） 福島朋美
P-15．広汎型重度慢性歯周炎に罹患した糖尿病患者に，短縮歯列で対応した１症例
杉田歯科医院（日立歯科医師会）
杉田裕一
P-16．位置異常のある歯肉退縮歯を根面の平坦化によって改善させた 2 症例
和歯科医院（鹿行歯科医師会）
安藤和成
P-17．侵襲性歯周炎患者を担当して 7 年の経過症例
たかつち歯科医院（東西茨城歯科医師会）
伊東伸子
P-18．歯牙腫を伴った広汎型侵襲性歯周炎の 23 年経過症例
征矢歯科医院（日立歯科医師会）

征矢 亘

P-19．腸骨移植を併用した矯正治療により顎裂部の閉鎖を行った口唇裂・口蓋裂患児の口腔衛生状態
つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会） 高橋 環
P-20．抜歯を契機に急速に進展した下顎部ガス産生性蜂窩織炎の 1 例
協和中央病院 歯科口腔外科（茨城・県西歯科医師会）
仙名あかね

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．骨粗鬆症治療剤を投与されている患者さんが来院したら
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）
萩原敏之

Ⅱ．午後の部 14:00～15:30
【東京歯科大の窓】
P－1．歯周病治療における細菌検査と抗菌療法

【会場：グリーンルーム NORTH】
東京歯科大学 歯周病学講座 教授 齋藤 淳

【日本補綴歯科学会東関東支部】
【会場：メロディールーム セレナーデ】
P－2．閉塞型睡眠時無呼吸症と治療のためのオーラルアプライアンス
日本大学松戸歯学部 顎口腔機能治療学講座 専任講師 鈴木浩司

公開講座 プログラム
公開講座Ⅰ 10:00～12:00
おいしく，楽しく，美しくなる「摂食機能」の実力
－齢を重ねるたびに喜びと誇りが膨らみます－
講師：日本大学歯学部 摂食機能療法学講座 教授

植田耕一郎 先生

公開講座Ⅱ 13:00～16:00
弁当プロジェクト 2
－「食べる」を育てる・維持する・補う－
● 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
リリー保育福祉専門学校
● 茨城県歯科医師会 東西茨城地区食文化研究会

各種企画 プログラム
10:00～12:00
学校歯科委員会・いばらきスポーツ・健康づくり歯学協議会
１．スポーツデンティストの役割とこれから
日本スポーツ・健康づくり歯学協議会 会長

杉山義祥 先生

13:30～15:30
２．摂食嚥下障害の評価と訓練の実際

介護保険委員会

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
老化制御学系口腔老化制御学講座高齢者歯科学分野 准教授
戸原 玄 先生

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
13:00～15:00
３．障害のある子どもたちへの安全な歯科治療
－明日から役立つ障害者歯科：臨床のヒント－
日本大学歯学部小児歯科学講座 教授

総会 10:00～10:20，講演 10:20～12:00
４．茨城県女性歯科医会総会
講演：西洋・東洋医学から見た，口臭治療
中城歯科医院院長（横浜市開業）

白川哲夫 先生

茨城県女性歯科医会

中城基雄 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 26 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 10 回卒後研修会
－心に響く医療が明日を築く 患者さんにとってかけがえのない人となるために－
長谷川歯科医院 歯科衛生士

川崎律子 先生

10:00～12:00
７．
（公社）茨城県歯科技工士会 第 81 回生涯研修会・
茨城歯科専門学校歯科技工士科第 11 回卒後研修会
「総義歯が上手い！」と言われる為には
I.A.C.

石川功和 先生

10:00～15:45
８．噛むかむレシピコンテスト 作品展示

地域保健委員会

12:00～12:30
９．噛むかむレシピコンテスト 表彰式

地域保健委員会

10:00～15:45
10．学校歯科検診の検診基準

学校歯科委員会

8:55～9:15，12：30～13：10
11．弦楽三重奏ミニコンサート♪

厚生委員会

10:00～15:45
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

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 ビーブランド・メディコーデンタル
13．ランチョンセミナー フッ化物製剤のプロフェッショナルな利用
神奈川歯科大学大学院口腔衛生学講座 教授

9:30～16:00
14．献血会場

荒川浩久 先生

協力：日本赤十字社 茨城県赤十字献血センター

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）
安藤智也 （水戸市歯科医師会）
小澤永久 （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）
吉田敏男 （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）
李 栄一 （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）
中村 敦 （茨城西南歯科医師会）
保科 守 （茨城西南歯科医師会）
土屋雄一 （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）
荻野義重 （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）
長岡未佐子（女性歯科医会）
髙木幸江 （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）
重松大三郎（茨城県歯科技工士会）
山田 肇 （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）
寺門寿恵 （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）

