第 26 回茨城県歯科医学会
第 39 回茨城デンタルショー
日時：平成 30 年 2 月 25 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

16:10～

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
1．口腔センター水戸における日帰り全身麻酔下歯科治療の実態調査
(公社)茨城県歯科医師会 口腔センター水戸

○座長 上野卓也
関口 浩

10:12～10:24
2．口腔センター水戸における日帰り全身麻酔下歯科治療に関する保護者の意識調査
(公社)茨城県歯科医師会 口腔センター水戸
関口 浩
10:24～10:36
3．病的肥満自閉症患者の日帰り全身麻酔下歯科治療経験
(公社)茨城県歯科医師会 口腔センター水戸

関口 浩

10:36～10:48
4．頸髄症術後に嚥下障害を呈した知的障害者への摂食指導経験
(公社)茨城県歯科医師会 口腔センター水戸
10:48～11:00
5．気道閉塞患者へのアプローチ RAMPA セラピーを用いた症例
しまざき矯正歯科（日立歯科医師会）
11:00～11:12
6．当科における口腔がんの臨床統計
筑波大学医学医療系 顎口腔外科学

野村美奈
○座長 須田 聡
嶋﨑隆壽

長谷川佑磨

11:12～11:24
7．頭頸部がん放射線治療時のスペーサー使用による有害事象軽減に関する検討
筑波大学医学医療系 顎口腔外科学
井上 裕
11:24～11:36
○座長 阿部仰一
8．ヘッドマウントモニターを用いた内視鏡補助ヴァーチャルリアリティインプラント手術の試み
東京医科大学 茨城医療センター 歯科口腔外科（土浦石岡歯科医師会）
大場 英典
11:36～11:48
9．慢性腎不全を伴う喫煙常習患者の舌白板症に併発した膿原性肉芽腫
東京医科大学 茨城医療センター 歯科口腔外科（土浦石岡歯科医師会）
千喜良 仁
11:48～12:00
10．宇都宮市節目健診から歯周病を読み解く
手塚歯科医院（栃木県歯科医師会）

手塚 永均

Ⅱ．一般口演（午後の部）13:00~15:32
13:00～13:05
○座長 阿部英一
11-1．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －歯磨きに対する意識の変化－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年
會澤菜緒
13:05～13:10
11-2．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 第 2 報－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年
荒彩 花
13:10～13:15
11-3．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －姿勢による全身への影響－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年
本田佳帆理
13:15～13:20
11-4．茨城歯科専門学校歯科衛生士科 －学生の美意識について－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科 2 年
阿部かな子
13:20～13:32
12．巡回実習から見えた今後の課題
茨城歯科専門学校 歯科衛生士科

川井早苗

13:32～13:44
13．北茨城市における歯周病予防教室での歯科衛生士の取り組み
(公社)茨城県歯科衛生士会 県北支部
13:44～13:56
14．学生のデジタル技工への関心度調査
茨城歯科専門学校 歯科技工士科

○座長 中川 威
大槻真夕

小田倉直也

13:56～14:08
15．切除生検（Excisional Biopsy）にて口腔扁平上皮癌と診断された舌白色病変の 3 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（鹿行歯科医師会）
平井翔吾
14:08～14:20
16．当院における口腔ケアの介入の取り組み
(医)小山記念病院 歯科衛生士科

佐藤千亜紀

14:20～14:32
○座長 福田真之
17．歯科治療後に脳梗塞を発症した 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）木村愛理
14:32～14:44
18．口腔ケアから分かる薬の副作用と全身への影響
木村歯科医院（水戸市歯科医師会）

木村利明

14:44～14:56
19．Microscopic Endodontic therapy における汚染物質の明瞭化について
けやき歯科クリニック（茨城県南歯科医師会）
河合竜志
14:56～15:08
20．根尖未完成歯移植の実際と問題点 －矯正治療併用症例から－
つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会）

○座長 山﨑貴也
毛利 環

15:08～15:20
21．上顎前歯 1 歯欠損インプラント治療における長期の審美性の維持と MI のはざまで
山口歯科医院（鹿行歯科医師会）
山口將日
15:20～15:32
22．手術中にアナフィラキシーショックを発症した 2 症例
森永歯科医院（水戸市歯科医師会）

森永桂輔

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．義歯床体験から感じたこと －歯科技工士科 １年 (46 期生) の場合－
茨城歯科専門学校 歯科技工士科 1 年
飯塚祐麻
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 2 報－
茨城県歯科医師会 8020・6424 情報センター
藤田かおり
P-3．障害者歯科における歯科衛生過程を応用した 1 例
(公社)茨城県歯科医師会口腔センター水戸

鈴木伶菜

P-4．茨城県歯科衛生士会 広報活動と今後の課題
(公社)茨城県歯科衛生士会 広報委員会

小澤亜希

P-5．睡眠時無呼吸症候群への日立歯科医師会の取り組み
－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

関

隆

P-6．病院歯科における包括的な口腔機能管理に向けた取り組み
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）白水美張
P-7．歯科保険請求のためのレセプト・コンピューターを使用した自費矯正治療カルテの
デジタル化の検討
つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会）
八巻正樹
P-8．病院歯科口腔外科における医科用電子カルテ化に伴う問題点
(医)小山記念病院 歯科口腔外科
・顎口腔インプラトセンター（鹿行歯科医師会）

青島 公彦

P-9．口腔インプラント手術における静脈内鎮静法の有用性：アンケート調査による検討
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）
飯田千尋
P-10．インプラント治療におけるデジタルデンティストリーの可能性と限界
安藤歯科医院（水戸市歯科医師会）
安藤智也
P-11．当科における MRONJ 患者の口腔ケア
協和中央病院 歯科口腔外科（茨城・県西歯科医師会）

大久保 恵美

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：メロディルーム セレナーデ】
A－1．閉塞性睡眠時無呼吸低呼吸症候群（OSAHS）の連携医療
－OA の作製方法と役割－

池松歯科医院（埼玉県越谷市）
・日本歯科大学臨床教授
池松武直

Ⅱ．午後の部 13:00～14:30
【会場：メロディルーム セレナーデ】
P－1．薬剤関連顎骨壊死に対する最近の考え方
(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

公開講座 プログラム
公開講座Ⅰ
10:00～12:30

弁当プロジェクト 5
－「食べる」を育てる・維持する・補う－
講師：茨城県歯科医師会東西茨城地区 食文化研究会

塙 章一 先生
講師：石巻市雄勝歯科診療所 所長

河瀬聡一朗 先生
公開講座Ⅱ
13:30～15:30

大人だけがなるむし歯 ： いつ，どうして？ どんな治療？
講師：鶴見大学歯学部 保存修復学講座 教授

桃井保子 先生

公開講座Ⅲ
13:00～16:00

ここちよい眠りを求めて
－世代を超えた睡眠呼吸障害への対処法－
【シンポジウム】
講師：茨城県立こころの医療センター 病院長

土井永史 先生
講師：医療法人社団日鉱記念病院 病院長

長南達也 先生
講師：東京医科大学 茨城医療センター 歯科口腔外科科長・教授

松尾 朗 先生
講師：横浜市げんかい歯科医院 院長

元開富士雄 先生
講師：茨城県立水戸第一高等学校 養護教諭

海老澤恭子先生

各種企画 プログラム
13:00～15:00
１．地域包括ケア時代の在宅医療 ～歯科医師への期待～
医療法人アスムス 理事長

介護保険委員会

太田 秀樹 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．障害者の歯周病の原因と治療の実際
東京都立心身障害者口腔保健センター診療部 治療室長

総会 10:00～10:20，講演 10:20～12:00
３．茨城県女性歯科医会総会
講演：最近の乳癌治療事情について
虎の門病院 乳腺内分泌外科

関野 仁 先生

茨城県女性歯科医会

川端英孝 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 29 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 13 回卒後研修会

歯周基本治療における歯科衛生士の役割
～プロービングとスケーリング・ルートプレーニングについて
花村歯科，井荻歯科勤務 歯科衛生士

小森朋栄 先生

10:00～12:00
６．(公社)茨城県歯科技工士会 第 90 回生涯研修会・
茨城歯科専門学校歯科技工士科 第 14 回卒後研修会

口腔内スキャナと 3D プリンターを利用した
モデルフリー・パーシャルデンチャーの製作方法と活用法
Denture staff（千葉県香取市）

佐藤哲也 先生

10:00～15:45
７．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
８．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
９．学校歯科検診における検診基準について

学校歯科委員会

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

厚生委員会

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
12．ランチョンセミナー 歯科の明るい未来を CAD CAM が作る！
医)徹心会 ハートフル歯科（東京都三鷹市）

ランチョンセミナー
下田 孝義 先生

【提供：株式会社 ヨシダ】

