36 回福岡歯科大学学会総会プログラム概要

8:30
8:55
9:00
9:24
9:48
10:00
10:24

Ａ会場（大ホール）
受付
開会挨拶
（会長：湯浅賢治）
一般口演１(A1–A3)
座長 香川豊宏
一般口演２(A4-A6)
座長 松浦尚志
-休憩 12 分一般口演３(A7-A9)
座長 山本勝己
一般口演４(A10-A13)
座長 城戸寛史

10:56
11:00-12:10

Ｂ会場（視聴覚室）

一般口演５(B1-B3)
座長 敦賀英知
一般口演６(B4–B6)
座長 岡村和彦
‐休憩 12 分一般口演７(B7–B9)
座長 鍛治屋浩
一般口演８(B10–B11)
座長 泉 利雄

特別講演(Ａ会場:大ホール)
司会:本田武司
1.地域基盤病院から見た口腔医学
愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

下郷和雄教授

2.国立法人大学歯科口腔外科から見た口腔医学
弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座

木村博人教授

12:10-12：30 総 会
12:30
昼休み
13:30

14:47
15:00

ポスター会場（中ホール）
ポスター展示開始

シンポジウム(Ａ会場：大ホール)

ポスター１
(P1-P4)
座長 米田雅裕
ポスター２
(P5-P8)
座長 内藤 徹
ポスター３
(P9-P11)
座長 永井 淳
司会：池邉哲郎

ポスター４
(P12-P14)
座長 久永 豊
ポスター５
(P15-P17)
座長 玉置幸雄
ポスター６
(P18-P21)
座長 尾崎正雄

み

｢全身を診すえる歯科治療・・・口腔医学を目指して｣
基調講演 脳卒中診療の現状と慢性期患者の治療
福岡歯科大学総合医学講座内科学分野
大星博明先生
1. 摂食・嚥下障害の診断と治療―病態に応じた診断と治療法についてー

16:40-17:00

医療法人恵光会 原病院 歯科・口腔外科
2.急性期病院における歯科の役割
九州大学病院特殊歯科総合治療部 全身管理歯科
3.口腔症状から診た胃食道逆流症
島根大学医学部歯科口腔外科学講座
4.こころと身体全体を見据えた歯科医療
東京医科歯科大学大学院 歯科心身医学分野
質疑応答

17:00-17:10
17:10-17:15

学会賞授与
閉会挨拶（副会長：髙橋 裕）

原

巖先生

二木寿子先生
関根浄治先生
豊福 明先生

17:15-17:40

会場の片付け，ポスター撤去

Ａ会場（大ホール）
開会挨拶

8：55

一般口演１

9：00〜9：24

学会長：湯浅賢治
座 長：香川豊宏

Ａ１. 拡散テンソルトラクトグラフィーによる下歯槽神経評価のための基礎的検討
福岡歯大・医科歯科総合病院放射線室，画像診断学分野１），機能構造学分野２）
市原隆洋，木原由香，稲冨大介，香川豊宏１），児玉 淳２），瀬々良介１），湯浅賢治１）
Ａ２．顎変形症における顎形態と頸椎の傾きの方向、胸椎の彎曲方向、腰椎の傾きの方向との関連について
福岡歯大・画像診断学分野, 医科歯科総合病院放射線室１）, 口腔外科学分野２）
池満陽美子, 瀬々良介, 湯浅賢治, 坂元英知１），泉 喜和子２）
Ａ３．エックス線撮影補助者の被曝について

−ＣＴ撮影−

福岡歯大・医科歯科総合病院放射線室，画像診断学分野１）
坂元英知，稲冨大介，木原由香，市原隆洋，香川豊宏１），小川和久１），湯浅賢治１）

一般口演２

9：24〜9：48

座 長：松浦尚志

Ａ４．変色歯に対する酸化アルミナラミネートベニア法の臨床的考察
福岡歯大・口腔顔面美容医療センター１），冠橋義歯学分野２）
松永興昌１），原口大志２），萩谷康弘１），片山知子１），福谷能史１），佐藤博信１,２）
Ａ５．審美領域におけるソケットプリザベーションの有効性

( with micro-surgery )

こつぼ歯科
小坪義博
Ａ６．下顎無歯顎患者に対し最終補綴物を考慮しインプラント即時負荷を行った症例
福岡歯大・冠橋義歯学分野１），口腔顔面美容医療センター２）
仲 貴之１），松永興昌２），片渕三千綱１），新田 悟１），松浦尚志１），佐藤博信１,２）

休 憩

9：48〜10：00

一般口演３

10：00〜10：24

座 長：山本勝己

Ａ７．当科におけるガイデッドサージェリーの臨床的検討
福岡歯大・口腔インプラント学分野，口腔顔面美容医療センター¹⁾
溝田由希子，城戸寛史，福谷能史１），森山貴仁，森永健三，加倉加恵，山本勝己，松浦正朗
Ａ８．下顎無歯顎に対するインプラントオーバーデンチャーの治療成績と合併症
福岡歯大・口腔インプラント学分野
坂井拓弥，城戸寛史，入江昭仁，稲葉 智，別府健介，森永健三，松浦正朗

Ａ９．インプラント支持型パーシャルデンチャーへの取り組み
福岡歯大・有床義歯学分野
徳富健太郎, 中島寛明, 高森亜矢子, 早川絵里, 森川善一, 十川 崇, 都築 尊, 清水博史，髙橋 裕

一般口演４

10：24〜10：56

座 長：城戸寛史

Ａ１０．模擬的拡大方法の違いによる上顎歯列弓に加わる口腔周囲筋圧の変化
福岡歯大・矯正歯科学分野
長谷川 綾，石川博之，久永 豊
Ａ１１．当院麻酔科管理における小児患者の精神鎮静法に関する過去 12 年間の検討
福岡歯大・麻酔管理学分野
加藤達也, 冨永晋二，市山友子，田中裕実子，宮定真弓，谷口省吾
Ａ１２．誘導ランプを付与した可撤性義歯により下顎骨半側切除後に生じた下顎偏位を改善した症例
福岡歯大・有床義歯学分野，口腔インプラント学分野１）
福田祥子, 津江文武, 吉田兼義，森 宣昭，髙橋 裕，松浦正朗１）
Ａ１３．まばたきするエピテーゼの開発
福岡歯大・口腔インプラント学分野
松浦正朗，山本勝己，椋本裕行，加倉加恵，城戸寛史

特別講演

11：00〜12：10

司会:本田武司

1.地域基盤病院から見た口腔医学
愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

下郷和雄教授

2.国立法人大学歯科口腔外科から見た口腔医学
弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座

学会総会

12：10〜12：30

(昼食)

12：30〜13：30

木村博人教授

Ｂ会場（視聴覚室）
一般口演５

9：00〜9：24

座 長：敦賀英知

Ｂ１. ポドプラニンの唾液腺筋上皮特異性に関する研究
福岡歯大・障害者歯科学分野，機能構造学分野１）
畑 実，天野郁子，敦賀英知１），小島 寛，沢 禎彦１）
Ｂ２. マウス歯胚におけるポドプラニンの発現について
福岡歯大・障害者歯科学分野，福岡歯大・機能構造学分野１）
今泉友里，天野郁子，野田雄也，畠山雄次１），岡 暁子１)，小島 寛，沢 禎彦１）
Ｂ３. 口蓋発生における神経堤由来細胞の動態
福岡歯大・機能構造学分野
岡 暁子，畠山雄次，敦賀英知，沢 禎彦

一般口演６

9：24 〜9：48

座 長：岡村和彦

Ｂ４. fibulin-5 はオキシタラン線維の凝集を調節する
福岡歯大・矯正歯科学分野，機能構造学分野１）
中島一記，中冨佑香，久永 豊，敦賀英知１），沢 禎彦１），石川博之
Ｂ５. リンパ管内皮細胞における白血球接着因子の発現に関する研究
福岡歯大・矯正歯科学分野，機能構造学分野１）
岩澤佳奈，敦賀英知１），石川博之，沢 禎彦１）
Ｂ６. 歯根膜のオキシタラン線維形成過程における EMILIN-1 の機能
福岡歯大・矯正歯科学分野，機能構造学分野１〉
中冨佑香，中島一記，久永 豊，敦賀英知１），沢 禎彦１），石川博之

休 憩

9：48〜10：00

一般口演 7

10：00〜10：24

座 長：鍛治屋 浩

Ｂ７．口腔粘膜上皮細胞における DNA 損傷修復酵素 MTH1 と NUDT5 の発現
福岡歯大・口腔外科学分野１），口腔腫瘍学分野２），細胞生理学分野３）
中山修二１,３），鍛冶屋 浩３），来海慶一郎１,３），岡本富士雄３），岡部幸司３），池邉哲郎１），大関 悟２）
Ｂ８．ビスフォスフォネート(BP)制剤のゾレドロ酸による破骨前駆細胞の遊走能抑制作用
福岡歯大・口腔外科学分野１），細胞生理学分野２），口腔腫瘍学分野３）
来海慶一郎１,２），鍛治屋 浩２），中山修二１,２），岡本富士雄２），池邉哲郎１），岡部幸司２） 大関 悟３）
Ｂ９．咬合性外傷における歯槽骨吸収とケモカイン MCP-1 の発現相関
福岡歯大・冠橋義歯学分野，細胞生理学分野１），有床義歯学分野２）
後藤加寿子，鍛治屋 浩１），根本哲臣１,２），都築 尊２），吉田康裕，古賀 浩，岡部幸司１），佐藤博信

一般口演 8

10：24 〜10：40

座 長:泉 利雄

Ｂ１０. 過剰咬合モデルマウスにおける歯根膜細胞外基質の動態
福岡歯大・有床義歯学分野１），冠橋義歯学分野２），細胞生理学分野３）
都築 尊１），鍛冶屋 浩３），根本哲臣１,３），後藤加寿子２），田代琢二１），徳富健太郎１），岡部幸司３），
髙橋 裕１）
Ｂ１１. ラット根尖病変創傷治癒に及ぼすエムドゲイン®ゲルの効果の解明
福岡歯大・歯科保存学分野
松本典祥，阿南 壽，泉 利雄，茂山千英子

ポスター会場（中ホール）
ポスター１

13：30〜13：58

座

長：米田雅裕

Ｐ１. 口腔異常感を訴える患者の治療に歯科衛生士が積極的に参加した症例
福岡歯大・医科歯科総合病院歯科衛生士部，総合歯科学分野１）
峰

真理子, 米田雅裕１）, 内田初美, 蔭山満恵, 本藤貴子, 大神仁美，廣藤卓雄１）

Ｐ２. 不適切な口臭除去法により生じた tooth wear の症例および歯科衛生士による生活指
導
福岡歯大・医科歯科総合病院歯科衛生士部，総合歯科学分野１）
内田初美, 米田雅裕１），峰

真理子, 鈴木奈央１），蔭山満恵, 本藤貴子, 大神仁美，

廣藤卓雄１）
Ｐ３. 若年女性における口臭の自覚に関連する因子の検討
福岡医療短大・専攻科，歯科衛生学科，福岡歯大・高齢者歯科分野１)，総合歯科学分
野２)
松本亜矢子，内藤 徹１），鈴木奈央２），松尾忠行，米田雅裕２），岩元知之２），桝尾陽
介２），廣藤卓雄２）
Ｐ４. 歯科衛生士が行う救急救命処置に対する意識調査
福岡医療短大・専攻科，歯科衛生学科，福岡歯大・麻酔管理学分野１）
塚本葉子，升井一朗，野上堅太郎１），谷口省吾１）

ポスター２

13：58

〜14：26

座

長：内藤

Ｐ５. 唾液中の -galactosidase 活性と口臭の関係
福岡歯大・総合歯科学分野
桝尾陽介, 米田雅裕, 鈴木奈央，廣藤卓雄
Ｐ６. CMI 健康調査表を用いた口臭患者の神経症傾向と問診票の回答結果の分析
福岡歯大・総合歯科学分野，高齢者歯科分野１）
岩元知之，鈴木奈央、米田雅裕，内藤 徹１）、廣藤卓雄
Ｐ７. 障害者歯科受診患者が常用する薬剤に関する実態調査
福岡歯大・障害者歯科学分野，医科歯科総合病院歯科衛生士部１）

徹

石井義将，上村愛佳，笹原愛子，畑 実，上村吏絵１），江端紀代美１），小島 寛
Ｐ８. 睡眠時ブラキシズムの記録診断装置（Bruxism Logger）の検討
福岡歯大・歯周病学分野
柳澤康二，加治木聡，石橋紀子，花水麻美，古賀美紗子，権藤加那子，竹中 淳，
鬼塚得也，永井 淳，坂上竜資

ポスター３

14：26

〜14：47

座

長：永井

淳

Ｐ９. マウス実験的歯周炎における免疫応答の解析
福岡歯大・歯周病学分野，感染生物学分野１）
鬼塚得也，井上貴史，小篠政之，西田敬司，松藤吉晃，井上晴加，笹本

実，古賀

めぐみ，永井 淳，
環１），上西秀則１），坂上竜資

長

Ｐ１０．上顎レジン床総義歯の圧縮強度に対する金属補強体の位置効果
福岡歯大・有床義歯学分野
吉田兼義，勝俣辰也，宮口 巖，池浦政裕，清水博史，髙橋 裕，
Ｐ１１．CO2 レーザーによる漂白効果の検討
福岡歯科・冠橋義歯学分野，福岡医療短大・専攻科１）
大郷友規，井澤 舞１），福岡宏士，天野浩之，古賀 浩，吉田康祐，佐藤博信

ポスター４

13：30〜13：51

座

長：久永

豊

Ｐ１２. スライディングメカニクスにおける牽引方法の違いが切歯動態に及ぼす影響につ
いて
福岡歯大・矯正歯科学分野，生体工学分野１）
向坊友宏，久永 豊，松家茂樹１），石川博之
Ｐ１３．モーションキャプチャシステムを用いた母音発音時における口唇動作の三次元解
析
福岡歯大・矯正歯科学分野
成冨雅則，久永 豊，近藤俊輔，石川博之
Ｐ１４． SOM による骨格性下顎前突患者の軟組織側貌パターンの抽出
福岡歯大・矯正歯科学分野

井上知加予，玉置幸雄，石川博之

ポスター５

13：51〜14：12

座

長：玉置幸雄

Ｐ１５．唇顎口蓋裂患者に対する口唇形成術前の顎矯正治療
福岡歯大・矯正歯科学分野，福岡大学医学部形成外科学講座１）
石田 彩，秦雄一郎，玉置幸雄，石川博之，木下浩二１），大慈弥裕之１）
Ｐ１６．当科におけるビスフォスフォネート服用患者の顎骨炎に対する治療
福岡歯大・口腔顎顔面外科顎講座
岡本愛彦，泉喜和子，野上美祈，池邉哲郎，大関 悟
Ｐ１７．当科における 75 歳以上高齢者の口腔扁平上皮癌に関する臨床的検討
福岡歯大・口腔･顎顔面外科学講座
勝俣由里，橋本憲一郎，多田剛之，福沢秀昭，池邉哲郎，大関 悟

ポスター６

14：12

〜14：40

座

長：尾崎正雄

Ｐ１８．石膏―炭酸ストロンチウムカルシウムを原料とした炭酸アパタイト硬化体の調製
福岡歯大・成育小児歯科学分野，生体工学分野１）
酒井亜希子，何 陽介１），岡本佳三１），尾崎正雄，本川

渉，松家茂樹１）

Ｐ１９． マウス口腔メラノーマ・モデルにおけるセンチネル・リンパ節（SLN）の病態
福岡歯大･病態構造学分野
小笹竜起，大野 純，岩橋輝明，榎 規雄，岡村和彦、谷口邦久
Ｐ２０．klotho 遺伝子抑制マウスの唾液腺における筋上皮特異抗原の発現に関する研究
福岡歯大・障害者歯科学分野，福岡歯大・機能構造学分野１）
天野郁子，畑 実，野田雄也，今泉友里，小島 寛，沢

禎彦１）

Ｐ２１．口腔組織内リンパ管分布の検索に有用な内皮細胞抗原の検討
福岡歯大・障害者歯科学分野，機能構造学分野１）
野田雄也，畑 実，天野郁子，今泉友里，敦賀英知１），小島 寛，沢 禎彦１）

Ａ会場（大ホール）
シンポジウム

15：00〜17：00

司 会：池邉哲郎
（本学口腔外科学分野教授）

み

「全身を診すえる歯科治療･･･口腔医学を目指して｣
基調講演 脳卒中診療の現状と慢性期患者の治療
福岡歯科大学総合医学講座内科学分野

大星博明先生

1. 摂食・嚥下障害の診断と治療―病態に応じた診断と治療法についてー
医療法人恵光会 原病院

歯科・口腔外科

原

巖先生

2.急性期病院における歯科の役割
九州大学病院特殊歯科総合治療部 全身管理歯科

二木寿子先生

3.口腔症状から診た胃食道逆流症
島根大学医学部歯科口腔外科学講座

関根浄治先生

4.こころと身体全体を見据えた歯科医療
東京医科歯科大学大学院 歯科心身医学分野

豊福

明先生

質疑応答

学会賞授与

17:00〜17:10

閉会挨拶

17:10

副会長

髙橋

裕

