一般口演
（2019/2/21更新）
3月2日(土) 第一日目 9：00～9：40
一般セッション 1-A-1
高齢者の周術期管理
座長：
1 当科での高齢者の全身麻酔下手術症例における基礎疾患に関する検討
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野
2 高齢患者における顎矯正手術の臨床的検討
日本大学歯学部口腔外科学講座
3 85歳以上の口腔扁平上皮癌患者における臨床的検討
獨協医科大学医学部 口腔外科学講座
4 超高齢者の観血的歯科口腔外科処置に関する臨床的検討
市立ひらかた病院 歯科口腔外科
5 高齢者の口腔癌に対するサイバーナイフ治療の4例
新百合ヶ丘総合病院歯科口腔外科

3月2日(土) 第一日目 9：00～9：56
一般セッション 1-B-1
ARONJ①
座長：
薬物
1 テリパラチドにより改善したMRONJの１例
東海大学医学部付属大磯病院 歯科口腔外科
2 当科における薬剤関連顎骨壊死と全身的リスク因子の関与の臨床的検討
総合病院国保旭中央病院 歯科・歯科口腔外科
薬物
3 アレンドロン酸ナトリウムで生じた口腔粘膜潰瘍の１例
仁厚会病院 口腔外科
4 糖尿病患者の抜歯における薬剤関連顎骨壊死に関する臨床的検討
国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科/口腔腫瘍・口腔ケアセンター
5 高容量骨吸収抑制薬を受けているがん患者のARONJ発症に影響する因子の検討
奈良県立医科大学口腔外科学講座
6 中咽頭癌放射線治療後に生じた下顎骨放射性骨壊死の１症例
日本歯科大学 新潟病院 口腔外科
7 骨SPECT定量解析ソフト「GI-BONE」を診断および治療評価に用いたARONJの1例
独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 歯科口腔外科

3月2日(土) 第一日目 10：10～11：06
一般セッション 1-B-2
ARONJ②
座長：
1 当科で治療を行った骨吸収抑制剤関連顎骨壊死の検討
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座
2 高気圧酸素療法が奏功した薬剤関連顎骨壊死の３例
東京西徳洲会病院
3 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）の急性化により壊死性筋膜炎をきたした１例
独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター 歯科口腔外科
4 上下顎薬剤関連顎骨壊死から波及したLemierre症候群について
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 歯科口腔外科
5 外科処置を要したＢＰ製剤投与患者に対する開業医の対応
湘南歯科口腔外科クリニック
6 ステロイド長期投与患者に発症した広範囲MRONJに対し低侵襲な外科的療法を行った1例
日本歯科大学 大学院新潟歯学研究科 顎口腔全身関連治療学
薬物
7 MRONJに伴う病的骨折に対して行った顎骨再建の1例
杏林会今井病院 口腔外科

3月2日(土) 第一日目 11：20～11：52
一般セッション 1-B-3
基礎疾患と患者管理①
座長：
1 当科における舌悪性腫瘍手術の術前検査で解離性大動脈瘤が発見された１例
綜合病院山口赤十字病院 歯科口腔外科
2 顎枝矢状分割術術後に下腿コンパートメント症候群を発症した1例
信州大学医学部歯科口腔外科学教室
3 歯科治療中に脳梗塞の発症を確認した一例
三菱京都病院歯科口腔外科
4 局所麻酔薬アレルギーを有する患者に対し全身麻酔下での抜歯を行った1症例
日本歯科大学附属病院 歯科麻酔・全身管理科
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3月2日(土) 第一日目 13：00～13：48
一般セッション 1-B-4
基礎疾患と患者管理②
座長：
1 レット症候群を有する患者への歯科治療経験
富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 歯科口腔外科
2 治療に難渋したパーキンソン病患者にみられた陳旧性顎関節脱臼の1例
一宮市立市民病院 歯科口腔外科
3 QT延長症候群患者に全身麻酔下で智歯抜歯を行った１症例
聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院
4 再生不良性貧血患者に抜歯を行った１例
旭川医科大学医学部歯科口腔外科学講座
5 後天性von Willebrand症候群患者における抜歯経験
名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科
6 ステロイドパルス療法後に舌潰瘍を生じた1例
東京慈恵会医科大学歯科学教室

3月2日(土) 第一日目 14：00～14：40
一般セッション 1-B-5
基礎疾患と患者管理③
座長：
1 ベルナール・スーリエ症候群患者の歯科治療経験
九州大学病院高齢者歯科・全身管理歯科
2 先天性副腎過形成症患者の下顎水平埋伏智歯抜歯経験
東京女子医科大学東医療センター 歯科口腔外科
3 重度のアルコール性肝機能障害患者の口腔内出血に対応した一例
国立病院機構千葉医療センター
4 孤立性クロイツフェルト・ヤコブ病に対し介入を行った１症例
大同病院 歯科口腔外科
5 智歯抜歯を行った家族性地中海熱患者の１例
国立病院機構 名古屋医療センター

3月2日(土) 第一日目 15：00～15：40
一般セッション 1-B-6
基礎疾患と患者管理④
座長：
1 当科受診を契機に判明した川崎病の1例
市立四日市病院 歯科口腔外科
薬物
2 セフトリアキソンナトリウム投与が原因と考えられた胆砂の1例
いわき市医療センター 歯科口腔外科
3 エドキサバン内服患者の抜歯後に生じた遅発性出血の1例
福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座
4 認知症患者の口腔に生じた膿原性肉芽腫の２例
医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院 口腔外科
歯石除去を施行した直後に呼吸不全を呈し，人工呼吸器管理に至ったパーキンソン病
5
患者の1例
埼玉医科大学医学部口腔外科学教室
6 全身麻酔導入直後に下腹部膨隆を発見した症例
日本歯科大学新潟生命歯学研究科 口腔全身機能管理学

3月2日(土) 第一日目 16：00～16：48
一般セッション 1-B-7
手術・外傷①
座長：
薬物
1 当科における手術部位感染179例の検討
医療法人社団松和会池上総合病院口腔外科
2 認知症による義歯不適正使用が原因で発症した上顎歯肉壊死性潰瘍の一例
南奈良総合医療センター歯科口腔外科
3 両側に副オトガイ孔の出現をみたオトガイ神経損傷の１例
静岡県立総合病院 歯科口腔外科
4 心肺停止蘇生後に舌異物が判明した１例
埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科
薬物
5 CetuximabによりGrade3以上のInfusion Reactionを発現した口腔癌3症例
東海大学 医学部 外科学系 口腔外科学
薬物
6 高用量シスプラチンを用いた化学放射線療法による急性腎障害発症に関する検討
東海大学 医学部 外科学系 口腔外科学
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3月2日(土) 第一日目 17：00～17：56
一般セッション 1-B-8
手術・外傷②
座長：
1 Numb chin syndromeを初発症状とした悪性リンパ腫の1例
地方独立行政法人国保旭中央病院 歯科・歯科口腔外科
2 口腔内に初発症状を呈した悪性リンパ腫の臨床的検討
独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 歯科口腔外科
3 全身麻酔術後に発作性心房細動を発症した２例
神奈川歯科大学附属病院口腔外科
4 術前肺機能検査で未治療の重症喘息が判明した１例
公立富岡総合病院歯科口腔外科
5 治療経過中に急性骨髄性白血病を発症した原発性骨内癌の1例
日本歯科大学大学院新潟歯学研究科 顎口腔全身関連治療学
矯正歯科の周術期協力のもとに金属アレルギー患者の顎矯正手術を行った１例
6
―特に咬合関係の維持について―
明海大学 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学分野Ⅰ
7 口唇形成術を施行した13トリソミー症候群の1例
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面機能再建学講座口腔顎顔面外科学分野

3月2日(土) 第一日目 9：00～9：40
一般セッション 1-C-1
臨床統計①
座長：
薬物
1 当科における注射用抗菌薬の使用実態調査
日本歯科大学新潟病院口腔外科 日本歯科大学薬剤科
当院における入院患者口腔ケアの改善に向けた取り組みについて―現状分析と看護職
2
とのコラボレーション―
菅間記念病院歯科口腔外科
D-プシコースによるPorphyromonas gingivalis に対する増殖抑制効果と、gingipain産生の
薬物
3
抑制効果について
香川大学医学部歯科口腔外科学講座
薬物
4 口腔ケアにAmphotericin Bを用いた場合の臨床効果について
鶴見大学歯学部口腔微生物学講座
5 周術期口腔機能管理対象患者の抜歯後出血に関する臨床的検討
長崎大学病院口腔管理センター

一般セッション 1-C-2
座長：
薬物
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3月2日(土) 第一日目 9：50～10：22
臨床統計②
電子スピン共鳴(ESR)法による洗口剤リステリン®ナチュラルケアの抗酸化作用に関連
した抗菌作用の基礎的検討

神奈川歯科大学大学院1全身管理医歯学講座障害者歯科
2 口腔扁平上皮癌における新規分子シャペロンR2TPの機能解析
新潟大学大学院医歯学総合研究科 歯科薬理学分野
3 新潟中央病院歯科口腔外科における初診患者の内服薬についての実態調査
社会医療法人仁愛会新潟中央病院歯科口腔外科
4 Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 法を用いたCandida属の新規検出法
日本大学歯学部口腔外科学講座

3月2日(土) 第一日目 10：30～11：02
一般セッション 1-C-3
炎症・感染症①
座長：
1 efeeding症候群の発症リスクが高いと考えられた重症歯性感染症の1例
神奈川県済生会横浜市東部病院歯科口腔外科
2 悪性リンパ腫患者に発症した舌サイトメガロウイルス感染症の1例
小牧市民病院歯科口腔外科
3 根管貼薬剤の根尖孔外への溢出により生じた頰部知覚鈍麻の2例
旭川赤十字病院 歯科口腔外科
4 訪問歯科診療における歯科インプラント周囲炎の２症例
医療法人光の道
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3月2日(土) 第一日目 11：10～11：42
一般セッション 1-C-4
炎症・感染症②
座長：
1 透析未治療の慢性腎不全患者における顔面蜂窩織炎の1例
国立病院機構熊本医療センター 歯科口腔外科
薬物
2 内頸静脈血栓症を認めた深頸部膿瘍の一例
SUBARU健康保険組合太田記念病院 歯科口腔外科
3 長期治療期間を要した歯性深頸部膿瘍の１例
医療法人社団松和会池上総合病院口腔外科
4 下顎への遊離腸骨移植術後の感染に対し高気圧酸素療法を行った一例
静岡県立総合病院 歯科口腔外科

3月2日(土) 第一日目 13：00～13：48
一般セッション 1-C-5
薬物・基礎①
座長：
薬物
1 フェニレフリン長期投与マウスにおける唾液EGF分泌の抑制
鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科
薬物
2 唾液EGFと栄養素摂取量および腸内細菌叢との関係
鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科
薬物
3 18-alpha-glycyrrhetinic acid induced the apoptosis against PHT in the gingival fibroblasts
Biochemistry and Molecular Biology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
薬物
4 真菌二次代謝産物terreinはマウス歯周病モデルにおける歯槽骨吸収を抑制する
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・歯周病態学分野
口腔内常在Neisseria sp.に対する各種抗菌薬感受性 推移および第3世代cephem耐性化
薬物
5
に関する検討
東邦大学看護学部 感染制御学
6 亜鉛欠乏症に対する亜鉛補充療法の有効性に関する研究
東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科

3月2日(土) 第一日目 14：00～14：56
一般セッション 1-C-6
薬物・基礎②
座長：
薬物
1 歯性感染症由来菌に対するペニシリンおよびペニシリン代替薬の抗菌活性
東海大学医学部外科系口腔外科
薬物
2 新規抗ヘルペスウイルス薬amenamevirの薬理プロファイル
マルホ株式会社医薬開発研究所
薬物
3 昭和大学歯科病院における抗菌薬適正使用の推進
昭和大学歯科病院薬局
薬物
4 オゾンジェルとオゾン軟膏の骨芽細胞への活性比較
大阪歯科大学歯科医学教育開発室・歯科法歯学室
5 口腔顔面領域に生じた慢性疼痛に対する三環系抗うつ薬の有効性についての臨床的検討
国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科
薬物
6 歯科衛生士の医療安全・医薬品管理についてのアンケート調査
神奈川歯科大学附属病院歯科衛生士科
薬物
7 歯科開業医におけるAMRと外来経口抗菌薬使用に関するアンケート
鹿児島市立病院歯科口腔外科

3月2日(土) 第一日目 15：10～15：58
一般セッション 1-C-7
血液疾患①
座長：
1 当センターにおける18年間の感染性心内膜炎症例の検討
千葉県循環器病センター 歯科
2 当科における抗血栓療法患者の抜歯に関する実態調査
九州大学病院高齢者歯科・全身管理歯科
3 抗血栓薬内服患者の外来抜歯可否を評価するチェックシートの妥当性の検討
信州大学医学部歯科口腔外科学教室
薬物
4 当院循環器科における周術期等口腔機能管理の検討
SUBARU太田記念病院
当科で行った直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)服用継続下での抜歯の安全性に関する
5
前向き観察研究の結果
国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科
6 計画的な周術期の補充療法により遂行し得た血友病A（重症型）患者の抜歯経験の一例
ビバ・スマイル歯科
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金坂 伊須萌
奥山 文子

金子 明寛
池田 文昭
阿部 誠治
王 宝禮
矢山 克之
澤田しのぶ
新田 哲也

才藤 靖弘
吉村 章平
横関 麻里
中西 康大

吉川 博政
山田 宗季

3月2日(土) 第一日目 16：10～16：58
一般セッション 1-C-8
血液疾患②
座長：
1 急激なPT-INR の延長をきたしたワルファリン内服中の高齢者ARONJ の1例
公立学校共済組合 九州中央病院 歯科口腔外科
2 義歯による咬傷の出血により診断に至った後天性血友病Aの1例
奈良県立医科大学 口腔外科学講座
3 ファロ－四徴症未治療の12歳男児に永久歯6歯を抜歯した一例
あいち小児保健医療総合センター 歯科口腔外科
4 舌部分切除術を施行した抗血栓療法中の舌癌患者の1例
洛和会音羽病院 京都口腔健康センター 口腔外科
5 有病者患者における多血小板血漿(PRP)を応用した即時植立インプラント症例
勝田台歯科医院
6 感染性心内膜炎発症の高度リスク患者に対しインプラント体の摘出を行った1例
医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 歯科口腔外科

3月2日(土) 第一日目 17：10～17：50
一般セッション 1-C-9
口腔粘膜疾患
座長：
1 難治性の口腔粘膜炎からバージャー病の診断にいたった１症例
医療法人島門会 本島総合病院歯科・口腔外科
2 口唇の内出血斑を認めた多発性骨髄腫の一例
東京女子医科大学附属八千代医療センター 歯科口腔外科
3 歯肉に初発症状を示したびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の1例
深谷赤十字病院 歯科口腔外科
4 開口障害、嚥下障害を初発症状とした筋萎縮性側索硬化症の１例
新潟県立中央病院 歯科口腔外科
5 抜歯を契機に症状が出現した粘膜類天疱瘡の1例
紀南病院

3月3日(日) 第二日目 14：00～14：40
一般セッション 2-B-1
周術期麻酔管理
座長：
1 進行性筋ジストロフィー患者7例に対する集中的歯科治療時の全身麻酔経験
松本歯科大学 歯科麻酔学講座
2 メビウス症候群患者の全身麻酔下歯科治療経験
日本歯科大学附属病院 歯科麻酔全身管理科
3 食物アレルギーを有する患者に対する亜酸化窒素およびセボフルランを用いた全身麻酔経験
日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座
4 Ehlers-Danlos症候群患者の全身麻酔下での歯科治療経験
信州大学医学部歯科口腔外科学教室
5 Pallister-Killian症候群を有する患者の全身麻酔下歯科治療経験
社会医療法人大道会森之宮病院

3月3日(日) 第二日目 15：00～15：48
一般セッション 2-B-2
良性腫瘍・嚢胞
座長：
1 上下顎歯肉に生じた先天性エプーリスの一例
熊本市立熊本市民病院歯科口腔外科
2 顔貌の変形を伴った上顎エナメル上皮腫の１例
能代山本医師会病院歯科口腔外科
3 精神発達遅滞を伴った基底細胞母斑症候群の１例
町田市民病院 歯科口腔外科
4 小児の下唇に発生した類表皮嚢胞の1例
京都府公立大学法人 京都府立医科大学大学院 医学研究科 歯科口腔科学
5 上下顎前歯部に生じた巨大な先天性エプーリスの1例
京都府公立大学法人 京都府立医科大学大学院 医学研究科 歯科口腔科学
6 周術期口腔機能管理の歯科受診を契機に診断と積極的な治療に至った上顎洞血瘤腫の1例
社会医療法人財団 白十字会 白十字病院 歯科口腔外科

平山 真敏
下辻 寛子
加納 欣德
藤井 竜太
佐々木 脩浩
渡邊 優磨

麻野 和宏
雨宮 慶
小山 知芳
大竹 一平
水間 庸介

小川 さおり
安田 麻子
深見 隼人
中田 彩水
旭 吉直

河原 未来
畠山 成知
内藤 彰美
中尾 恵理子
滝沢 茂太
青柳 直子

3月3日(日) 第二日目 8：45～9：25
一般セッション 2-C-1
医療連携①
座長：
1 手術リスク評価法E-PASSによる肺癌術後合併症発症リスク評価と周術期口腔機能管理
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科
2 消化器外科術後手術部位感染（SSI）患者の口腔内状況
横浜市立市民病院 歯科口腔外科
3 移行期医療（トランジション）症例の検討
君津中央病院
4 耳鼻咽喉科と連携して行った上顎洞関連手術における臨床的検討
独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 歯科口腔外科
5 回復期リハビリテーションにおける歯科医療ニーズの検討
医療法人平静会 外丸歯科医院

一般セッション 2-C-2
座長：
薬物

1

薬物

2
3
4
5
6

川崎 晃平
小泉 文
神津 由直
川戸 達也
外丸 雅晴

3月3日(日) 第二日目 9：40～10：28
医療連携②
大規模災害時における唾液を用いた災害関連死疾患のリスク評価法--歯科医師の新しい
災害時の役割の可能性神奈川歯科大学大学院横須賀・湘南地域災害医療歯科学研究センター
口腔扁平苔癬に対する茵蔯蒿湯と半夏瀉心湯の使用経験
大阪医科大学感口腔外科学教室
肺炎患者における口腔環境評価とリピート患者との比較検討
社会医療法人社団 木下会 館山病院 歯科口腔外科
当院における摂食嚥下障害患者の現況
JR札幌病院歯科口腔外科
重度要介護高齢者における簡易な摂食嚥下機能と死亡との関連
昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座地域連携歯科学部門
当院の歯科訪問診療の概要と今後の課題について
医療法人社団秀和会 つがやす歯科医院

3月3日(日) 第二日目 10：40～11：20
一般セッション 2-C-3
医療連携③
座長：
1 石川県加賀地方の脳血管疾患患者における口腔内情報共用の現状
石川県立中央病院歯科口腔外科
誤嚥性肺炎発症と口腔細菌の関連-歯周病原菌はPAFR発現を介し肺炎レンサ球菌の
2
肺細胞付着を促進する日本大学歯学部口腔外科学講座
3 当院周術期口腔機能管理患者の口腔内環境と合併症発症の関係について
神戸市立医療センター西市民病院 歯科口腔外科
オーラルフレイル予防のための抗酸化食品の臨床応用への基礎的検討 −超高齢者社会
薬物
4
対策としての医科・歯科・栄養多職種連携による臨床展開−
神奈川歯科大学大学院横須賀・湘南地域災害医療歯科学研究センター
海老名市歯科医師会における「歯とお口の健康フェスタ」イベントでの口腔機能調査の
5
臨床的検討
ベル歯科医院

李 昌一
寺井 陽彦
西尾 可苗
北川 栄二
星野 大地
斎藤 徹

高木 純一郎

宮 千尋
遠藤 嵩大

李 昌一

秋草 宏伸

3月3日(日) 第二日目 11：10～11：44
衛生士セッション
座長：
1
2
3
4

羽賀 淳子 先生
池上 由美子 先生（がん感染症センター都立駒込病院看護部）
当院の急性期病院への歯科訪問診療の概要と歯科衛生士の関わりについて
医療法人社団秀和会 つがやす歯科医院
血液疾患の入院患者に対する歯科訪問診療の概要と歯科衛生士の関わりについて
医療法人社団秀和会 つがやす歯科医院
造血幹細胞移植患者に対する口腔管理に関するアンケート調査
九州大学病院 医療技術部 歯科衛生室
周術期口腔機能管理中に智歯周囲炎を発症した2症例
新百合ヶ丘総合病院歯科口腔外科

岩崎 遥
石川 綾夏
疋田 春奈

吉村 理恵

