ポスター発表

3月2日(土) 第一日目 18：00～18：30

ポスターセッション 1-①
座長：
1 透析患者に発症した歯性感染症に起因するガス産生性顔面蜂窩織炎の１例
独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉ろうさい病院 歯科口腔外科
2 Angelman症候群患者の1例
東京女子医科大学歯科口腔外科学教室
3 アンジェルマン症候群患者の麻酔経験
日本歯科大学新潟病院 歯科麻酔・全身管理科
4 単純ヘルペスウイルス感染症を併発した尋常性天疱瘡の1例
名古屋掖済会病院 歯科口腔外科
5 悪性症候群の既往がある患者の智歯抜歯術に対する全身麻酔経験
名古屋市立大学大学院医学研究科 口腔外科学分野
6 静脈内鎮静法の術前診査で閉鎖性肥大型心筋症がみつかった1症例
鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座

山本 淳一郎
前田 祐佳
高橋 靖之
石濱 嵩統
福島 麻子
河合 温子

3月2日(土) 第一日目 18：00～18：30

ポスターセッション 1-②
座長：
1
2
3
4
5
6

海老名市歯科医師会における口腔がん検診の臨床的検討～蛍光観察装置（ORAL
OOKR）を用いた集団口腔がん検診の現状～
ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 歯科口腔外科
昭和大学病院歯科・口腔外科における周術期等口腔機能管理の動向
昭和大学病院歯科・歯科口腔外科
神奈川歯科大学新病院開設後の全身管理高齢者歯科の活動報告
神奈川歯科大学大学院歯学研究科 全身管理医歯学講座 全身管理高齢者歯科学分野
過去8年間における80歳以上の入院症例の臨床的検討
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野1
過去8年間における80歳以上の入院症例の臨床的検討
がん・感染症センター 都立駒込病院 歯科口腔外科
ヘルペスウイルスの自然免疫応答からの回避機構の研究― 宿主DNAセンサー分子cGAS
との分子間相互作用因子の網羅的探索
藤田医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座

石井 良昌
安藤 有里子
田中 洋平
松本 安吏
山内 智博

渡辺 崇広

3月2日(土) 第一日目 18：00～18：30

ポスターセッション 1-③
座長：
1 認知症を伴った習慣性顎関節脱臼に対し関節結節切除術を行った1例
東千葉メデｲカルセンター 歯科口腔外科
2 顎骨壊死，顎下部腫脹を契機に診断されたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の2例
成田赤十字病院 歯科口腔外科
3 超高齢者に繰り返される顎関節脱臼の整復に苦慮した１例
プレーリーデンタルケア
4 当院の歯科訪問診療における高齢者の抜歯症例の概要
医療法人社団秀和会 つがやす歯科医院、東京歯科大学 口腔保健学講座 摂食嚥下
リハビリテーション研究室
5 シェーグレン症候群患者に併発した舌下型がま腫の1例
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野1

伏見 一章
馬場 隆緒
佐枝 美枝
斎藤 徹
藤原 敬子

3月2日(土) 第一日目 18：00～18：30

ポスターセッション 1-④
座長：
1 院内医療連携対象患者における抜歯検討歯の保有要因に関する多角的検討
東京都立広尾病院歯科口腔外科
2 嚥下内視鏡検査で発見された強直性脊椎骨増殖症の2例
TMGあさか医療センター歯科口腔外科、東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座
3 高脂肪食を摂餌したマウスの切歯は伸長速度の低下と歯髄狭窄を呈する
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
4 一般歯科医院（自院）でのHIV感染者の受け入れと現状
あすなろデンタルクリニック
5 嚥下障害を有する脊髄小脳変性症患者に対する全身麻酔下歯科治療
明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野

田山秀策
島﨑 士
黒滝 優太朗
伊能 智明
松本 勝洋

3月2日(土) 第一日目 18：00～18：30

ポスターセッション 1-⑤
座長：
1
薬物

2
3

薬物

4
5

誤嚥性肺炎発症と口腔細菌との関連-種々の呼吸器上皮細胞において歯周病原菌は
IL-8産生を強く誘導する日本大学歯学部付属歯科病院 口腔外科学講座、日本大学歯学部 細菌学講座
当科における骨吸収抑制剤関連顎骨壊死症例の臨床的検討
池上総合病院 歯科口腔外科学
難治性口腔咽頭潰瘍を伴った腸管ベーチェット病の一例
慶應義塾大学医学部
唾液を用いた酸化ストレス・抗酸化力の評価
日本歯科大学新潟生命歯学部 微生物学講座
グレープフルーツ種子抽出物のCandida属真菌に対する殺菌効果
鶴見大学 歯学部 口腔内科学講座

鈴木 隆太
逢坂 竜太
小池 将人
葛城 啓彰
堤 千明

3月3日(日) 第二日目 8：45～9：15

ポスターセッション 2-①
座長：
1 周術期の抗血栓療法をヘパリンに置換した口腔癌手術症例の検討
自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座
抗凝固薬内服患者における下顎智歯抜去後の後出血発症に関する多施設共同後ろ向き
2
観察研究
信州大学医学部歯科口腔外科学教室
当院における睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置による治療と咬合変化の副作用
3
について（第２報）
馬場歯科医院
回復期の２病院を併設する急性期自治体病院を主軸としたシームレスな歯科病診連携
4
体制構築への取り組み
南奈良総合医療センター歯科口腔外科
5 直接経口抗凝固薬（DOAC）服用患者の抜歯に関する臨床的検討
東京歯科大学口腔病態外科学講座

林 宏栄

高田 亮

馬場 浩雄

前田 雅彦
谷本 雄輝

3月3日(日) 第二日目 8：45～9：15

ポスターセッション 2-②
座長：
1 ヒロシマ平松病院における全身麻酔前歯科受診の現状
医療法人社団まりも会 ヒロシマ平松病院
2 当科における90歳以上の超高齢者に対する全身管理について
福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座
3 心因性舌痛症に対する立効散含嗽療法
北海道大学口腔内科
4 開業歯科医院における歯科治療時の笑気吸入鎮静法に苦慮した1 症例
にのみや歯科医院
局所麻酔薬アレルギーが疑われた既往のある患者に対して、留意して歯科処置を行った
5
一例
医療法人高南会高南歯科医院
6 先天異常系
秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科

室積 秀正
瀬戸 美夏
浅香 卓也
二宮 孝朗

高橋 理恵
五十嵐 秀光

3月3日(日) 第二日目 8：45～9：15

ポスターセッション 2-③
座長：

薬物

1 Stevens-Johnson症候群を発症した10歳児の口腔管理を行った1例
中濃厚生病院歯科口腔外科
経カテーテル大動脈弁置換術と外科的大動脈置換術における術前口腔管理
2
の検討
九州大学病院高齢者歯科・全身管理歯科
3 Fusobacterium含有バイオフィルムに対するチモキノンの洗浄効果
香川大学医学部分子微生物学講座
4 発症後早期に対応したことで完全回復した突発性顔面神経麻痺の1例
医療法人伊東会 伊東歯科口腔病院
5 誤嚥してから4カ月を経過した歯科的異物を全身麻酔下で摘出した1例
東海大学医学部医学科外科学系麻酔科
6 歯科診療所における新たな急変・救急蘇生コースの開発
群馬大学医学部附属病院救命救急センター
3月3日(日) 第二日目 8：45～9：15

林 樹

CHO HYEJIN
多田 彩乃
吉武 博美
尾﨑 貴子
澤田 悠輔

ポスターセッション 2-④
座長：
1 金属アレルギー及び上顎洞炎の治療により軽快した突発性浮腫性皮膚炎の一例
医療法人高南会 高南歯科医院
2 下顎臼歯部歯肉に発症したメトトレキサート関連増殖性疾患の1例
防衛医科大学校病院
3 当院における呼吸器関連機器の圧迫損傷に関する検討
高知医療センター 歯科口腔外科
4 当科におけるハイドロゲル創傷被覆・保護材（エピシルR）の使用経験
秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科
5 当科におけるARONJ(骨吸収性薬関連性顎骨壊死)に対する臨床的検討
社会医療法人若竹会つくばセントラル病院 歯科口腔外科

佐藤 雄一
木村 康
福留 麗実
今野 泰典
飯坂 慶人

3月3日(日) 第二日目 8：45～9：15

ポスターセッション 2-⑤
座長：
1 ＳＬＥ及び抗リン脂質抗体関連血小板減少症患者における抜歯の経験例
愛媛県立中央病院 歯科･口腔外科
2 当科における糖尿病教育入院患者への介入について
大阪歯科大学歯学研究科 口腔外科学専攻
3 Trousseau症候群患者の抜歯経験
国立病院機構岡山医療センター歯科
4 インフリキシマブ投与中の関節リウマチ患者に発症した上顎骨骨髄炎
宇治武田病院歯科・歯科口腔外科
5 舌腫瘍手術の周術期に急性心筋梗塞を発症した1例
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野1

荒本 孝良
宮 由紀子
角南 次郎
村山 高章
森 一将

