第 28 回茨城県歯科医学会
併催：第 41 回茨城デンタルショー
日時：令和 2 年 3 月 15 日（日曜日）
9:30～16:10
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：

(公社)茨城県歯科医師会

協 賛：

(公社)茨城県歯科衛生士会
(公社)茨城県歯科技工士会

後 援：

茨城県
水戸市
(一社)茨城県医師会
(公社)茨城県薬剤師会
(公社)茨城県看護協会
(公社)茨城県栄養士会
茨城県食生活改善推進員協議会
(株)茨城新聞社
朝日新聞水戸総局
(株)茨城放送
（順不同）

全体プログラム
09:30 ～

開会式

1F アンフィシアター

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 〜 12:01
10:00 〜 10:11
〇座長 学術委員会
1．口腔センター土浦における静脈内鎮静法施行患者の臨床統計

（公社）茨城県歯科医師会口腔センター土浦

山﨑 貴也
大串 圭太

10:11 〜 10:22
2．いきいき茨城ゆめ国体への取り組み いばらき・スポーツ健康づくり歯学協議会運営委員会活動報告

いばらきスポーツ・健康づくり歯学協議会運営委員会
荻野 義重
10:22 〜 10:33
3．2 回法の上顎洞底挙上術を，マイクロスコープを直視で用い，歯槽頂アプローチで行う優位性

山口歯科医院（鹿行歯科医師会）
山口 將日
10:33 〜 10:44
4．補綴処置における口腔内の現症の観察，既往歴の重要性について

高柳歯科医院（鹿行歯科医師会）
10:44 〜 10:55
〇座長 学術委員会
5．口腔癌患者の術後重度摂食嚥下障害に対し補綴装置による回復を行った 3 症例

木村歯科医院（水戸市歯科医師会）
10:55 〜 11:06
6．Cast splint type Herbst-Multibracket 装置を使用したⅡ級症例

つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会）

高柳 龍司
上野 卓也
木村 利明

渡辺 敦

11:06 〜 11:17
7．閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）を有する骨格性咬合異常者に対する上下顎外科的矯正治療

つくば毛利矯正歯科（茨城県つくば歯科医師会）
毛利 環
11:17 〜 11:28
8．放射線治療後の上顎骨にインプラント治療を施行した一例

東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科

大槻 里実

11:28 〜 11:39
〇座長 学術委員会 菊池正浩
9．顎下リンパ節腫脹を呈して歯科に受診した
口腔内メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1 例

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）
高徳 智久
11:39 〜 11:50
10．頭頂骨を用いて歯槽骨造成を行った 3 例

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）

笹倉 裕一

11:50 〜 12:01
11．宇都宮市歯科医師会会員に対する患者クレームの一考察

栃木県宇都宮市歯科医師会学術医療委員会

中川 英男
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Ⅱ．一般口演（午後の部） 13:30 〜 15:51
13:30 〜 13:35
12-1．茨城歯科専門学校歯科衛生士科


〇座長 学術委員会 安喰 昭浩
－歯科衛生士に求められる理想の身だしなみ－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科２年

13:35 〜 13:40
12-2．茨城歯科専門学校歯科衛生士科


－ホームケアとプロフェッショナルケア－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科２年

13:40 〜 13:45
12-3．茨城歯科専門学校歯科衛生士科

13:45 〜 13:50
12-4．茨城歯科専門学校歯科衛生士科


－口腔健康と禁煙－

茨城歯科専門学校歯科衛生士科２年

－ PCR20％以下を目指して－
茨城歯科専門学校歯科衛生士科２年

13:50 〜 14:01
13．歯科衛生士就業状況調査について

14:01 〜 14:12
14．障がい者施設入所者への口腔ケア


茨城歯科専門学校

菱沼 清美

〇座長

福田 真之

学術委員会

（公社）茨城県歯科衛生士会県南支部

木村 明美

14:12 〜 14:23
15．当院 NST 患者における歯科的介入から分かったこと

つくばセントラル病院 歯科口腔外科

佐々木 彩子

14:23 〜 14:34
16．牛久市口腔がん検診のこころみ


長谷川 佑磨

つくばセントラル病院 歯科口腔外科

14:34 〜 14:45
〇座長 学術委員会
17．当院における高齢口腔がん患者に対する治療の検討

筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学
14:45 〜 14:56
18．口腔がん患者の治療方針決定に関わる諸因子の検討

筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学
14:56 〜 15:07
19．ARONJ 発症後病的骨折に至った 4 例


毛利 環
高崎 稜

佐々木 絵里加

筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学

寺内 晴香

15:07 〜 15:18
20．重度の歯性感染症より敗血症性ショックをきたし救命し得なかった 1 例

筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学

野口 篤郎
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15:18 〜 15:29
〇座長 学術委員会 中川 威
21．耳下腺導管内唾石症の 1 例

協和中央病院歯科口腔外科（茨城・県西歯科医師会）
大谷津 幸生
15:29 〜 15:40
22．異常絞扼反射に対する当院の対応

みのりデンタルクリニック（東西茨城歯科医師会）

杉本 敏樹

15:40 〜 15:51
23．幼児・小児への静脈麻酔の実施と注意点


森永 桂輔

森永歯科医院（水戸市歯科医師会）

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 12:30 〜
P-1．義歯に付与する口蓋ヒダの機能調査


〇座長

学術委員会

安藤 和成

茨城歯科専門学校歯科技工士科 １年

吉江 真輝

P-2．社会福祉施設等における口腔ケアに関するボランティア活動

（公社）茨城県歯科衛生士会 口腔ケア委員会

大島 宏子

P-3．歯科治療の適応が困難になった自閉症スペクトラム症児の 1 症例

（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸

野村 美奈

P-4．病院歯科口腔外科における歯科用部門システム導入による改善効果

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）

青島 公彦

P-5．茨城県央地区での口唇口蓋裂治療を考える

いいじま矯正歯科（水戸市歯科医師会）

飯島 重樹

P-6．日立歯科医師会における口腔がん検診 －第 4 報－ 6 年目を迎えた，これまでの経過と課題

日立歯科医師会 地域連携特別委員会
関 隆
P-7．閉塞性睡眠時無呼吸症（OSAS）への口腔内装置（OA）作製依頼についての考察

黒澤歯科医院（日立歯科医師会）

黒澤 俊夫

P-8．根面のフラットニングにより修復物マージンの位置を改善した 1 症例

和歯科医院（鹿行歯科医師会）

安藤 和成
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テーブルクリニック

プログラム

10:00 〜 11:30
早期口腔がんの見つけ方 － 10 秒テストへの挑戦－

（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

超高齢社会への突入により，歯科医療が従来のう蝕治療中心の診療から，口腔粘膜疾患治療や口腔ケアなどの高齢
者向け診療にシフトしていることはご経験の通りと存じます．日常診療の中で，これは口内炎なのか，がんなのか難
しい判断に迫られることもしばしばではないでしょうか？

芸能人の口腔がん報道等もあり，一般の方々にも口腔粘

膜疾患への関心が高まっております．それにもかかわらず，大学病院では，数件の診療所を受診してからの進行がん
症例が，まだまだ多数あります．今後，口腔がんの見落としによる訴訟も増えてくる可能性があります．
今回の講演では，好評の「10 秒テスト（自己採点ですのでご安心ください）」を通して，口腔内に発症したがん，
前がん病変，口内炎，がん治療に起因する ARONJ 等の写真をできるだけ多く供覧させていただき，その鑑別点を具
体的に解説いたします．どこまでを一般臨床医で診て，どこから専門医にゆだねるかについてもお話ししたいと存じ
ます．また，石岡市で 10 年間行われている「口腔がん検診」についてもお話しさせていただき，他市町村でも集団
検診普及の一助となれば，と思っております．
先生方の口腔粘膜疾患に対する「観る眼」向上にお役立ていただければ幸甚です．

日歯生涯研修コード：2705
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公開講座

プログラム

公開講座Ⅰ
10:00 〜 12:00

お口からはじまる健やかな人生
〜 歯科衛生士に命を救われた内科医からのメッセージ 〜
講師：にしだわたる糖尿病内科 院長

西田 亙 先生

公開講座Ⅱ
13:30 〜 15:30

口腔ケアで幸せになれるか？ －健康寿命から幸福寿命へ－
講師：（株）日立製作所日立総合病院消化器内科 副院長
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鴨志田 敏郎 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，口腔機能低下症への対応について

北海道大学 大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室 准教授
渡邊 裕 先生
作品展示 10:00 〜 15:45，表彰式 12:00 〜 12:30
2．噛むかむレシピコンテスト

地域保健委員会

13:30 〜 15:30
3．障害のある患者さんの個性に合わせた歯科診療

伊勢崎市民病院歯科口腔外科 主任診療部長

障害児・者歯科
五味 暁憲 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：住み慣れた地域の中で最後まで自分らしく生きる －玉穂ふれあい診療所の緩和ケア－

玉穂ふれあい診療所 医院長
土地 邦彦 先生
玉穂ふれあい診療所 看護師長
長田 牧江 先生
13:30 〜 15:30
5．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

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
10:00 〜 12:00，13:30 〜 15:30
6．写真道場へようこそ！
一緒に，口腔内写真を撮ってみませんか！


（有）サンフォート社

10:00 〜 15:45
7．ポスター展示「学校歯科検診における検診基準について」

学術委員会
松尾 朗 先生
石川 千恵子 先生

鈴木 昇一 先生
学校歯科委員会

10:00 〜 12:00
8．（公社）茨城県歯科衛生士会 令和元年度第 1 回生涯研修会・
茨城歯科専門学校歯科衛生士科 第 15 回卒後研修会
歯科衛生過程の考え方・活用方法

東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 教務主任

石井 実和子 先生

10:00 〜 12:00
9．（公社）茨城県歯科技工士会 第 96 回生涯研修会・
茨城歯科専門学校歯科技工士科 第 16 回卒後研修会
最新熱可塑性ポリアミド樹脂の可能性を探る
“Vertex サーモセンスの特性を生かした樹脂クラスプ設計メソッド”

日本歯科技工士会・東京都歯科技工士会北支部

大倉 雅夫 先生
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10:00 〜 15:45
10．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・歯科技工士科の紹介

12:15 〜 13:15
11．ランチョンセミナー


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

提供：科研製薬
歯周組織再生剤リグロス®が変える歯科再生医療の近未来
大阪大学 大学院歯学研究科 歯周病分子病態学
村上 伸也 先生

12:15 〜 13:15
提供：サンメディカル株式会社
12．ランチョンセミナー 保険適用！ファイバーポスト・コア 実習付き説明会
～操作性と確実性と経済性を兼ね備えた従来に無い支台築造システム～

サンメディカル株式会社 国内営業部
田島 善弘 先生
厚生委員会

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