
第 ２８ 回 

日本小児歯科学会北日本地方会大会および総会 
 

プ ロ グ ラ ム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   期：平成 22 年 12 月 3 日（金）  

 

会   場：郡山市民文化センター 5 階 集会室 

〒963-8878 福島県郡山市堤下町 1番 2号 Tel：024-934-2288 

 

大 会 長：鈴 木  康 生 

 

大会事務局：〒963-8611 福島県郡山市富田町三角堂 31-1 

   奥羽大学歯学部 成長発育歯学講座 小児歯科学分野内 

   ℡:024-932-8931(内線 2347)   Fax:024-938-9192(病院)  

 

【参加される皆様へ】 

１．受付は 10:00 より開始いたします。 

２．当日会費（歯科医師 3,000 円、衛生士・助手・その他 1,500 円）を受付で納入し、参加証をお受け取

りください。会場内では、必ず参加証をお付け下さい。事前登録されている方は「事前登録者受付」

にて参加章等をお受取下さい。 

３． 日本歯科医師会会員および小児歯科学会専門医・認定医の方には生涯研修受付を設けます。 

ＩＤカードを忘れずにお持ちください。 

 

【展示発表をされる方へ】 

１．発表の掲示は 11:00 までに、また撤去は 16:35 から 17:00 までにお願いいたします。 

２．16:05～16:35 の質疑応答時間には発表ボードの前にて待機をお願いします。 

３．ポスター受付にて事後抄録（本文 400 字詰原稿用紙２枚以内）を提出してください。 

 



11:00～11:10 開会式   鈴木大会長 佐々木地方会会長 挨拶 

 

11:10～12:00 総会・記念写真撮影 

 

 13:00～14:00 特別講演Ⅰ   座 長：宮沢 裕夫 

「これだけは知っておきたい小児アレルギー」 

  国際医療福祉大学臨床研修センター教授 

  山王病院小児科部長     北林 耐 先生 

 

 14:15～15:15 特別講演Ⅱ   座 長：五十嵐清治 

「障害児の歯科診療の現状と課題―アンケート調査で見えてきたこと―」 

  北海道大学大学院歯学研究科口腔機能学講座 

  小児・障害者歯科学教室教授    八若保孝 先生 

 

 15:25～16:05 臨床講演   座 長：早﨑 治明 

「乳歯歯内療法の現況について-29 大学のアンケート調査から-」 

  「小児歯科臨床」編集委員 
鏡歯科医院院長    鏡 宣昭 先生 

 

11:00～16:35 展示発表 (質疑時間 16:05～16:35) 

一般演題（ポスター展示）   

演題

番号 
演題名 筆頭発表者 所属 

1 
Nd:YAG レーザーの疼痛緩和ならびに軟化象牙質除去への応

用 
野坂久美子 あおば歯科小児歯科クリニック 

2 演題取り下げ   

3 S-PRG フィラーを添加した新規シーラントの性質について 星野 恵 北海道大学病院歯科診療センター

4 
リン酸化オリゴ糖カルシウム（POs-Ca）による酸蝕抑制 ─

QLF による評価─ 
稲葉 大輔 

岩手医科大学歯学部口腔保健育成

学講座口腔保健学分野 

5 幼児のカリエスリスクに関する研究 田中 聖至 
日本歯科大学新潟生命歯学部小児

歯科学講座 

6 
Evidence Based Dentistry in Pediatric Dentistry (1)  

診療ガイドラインについて 
早崎 治明 

新潟大学大学院口腔健康科学講座

小児歯科学分野 

7 
Evidence Based Dentistry in Pediatric Dentistry  (2) 

乳歯の生活歯髄切断法 
大島 邦子 

新潟大学大学院口腔健康科学講座

小児歯科学分野 

8 
当院における”子どもが歯科治療に向き合う力”を育てる試

み 
高橋 章 高橋歯科小児クリニック 



9 当院におけるトレーニング回数について 上津 誠司 かみつ歯科医院 

10 上顎小臼歯部に生じた埋伏過剰歯の 1例 竹嶋 麻衣子 
北海道医療大学歯学部口腔構造・

機能発育学系小児歯科学分野 

11 一卵性双生児の姉妹に認められた地図状舌の１例 村田 幸枝 
北海道医療大学歯学部口腔構造・

機能発育学系小児歯科学分野 

専門医・認定医更新発表（ポスター展示）   

12 N 市保護所における歯科受診の状況 岡田 匠 岡田歯科医院 

13 
当院における過去 10年間の新患の推移と 2009 年度新患の

分析 
太宰 徳夫 ファミリー小児歯科 

14 当医院における親子来院患者の口腔内調査 黒川 泉 黒川歯科医院 

15 学校歯科検診時におけるアンケート調査について 佐々木 仁弘 佐々木小児歯科医院 

16 保育園検診の結果推移 館 尚子 たち歯科・小児歯科医院 

17 幼稚園における２７年間の健康診断結果について 岩寺 環司 岩寺小児歯科医院 

18 地域での幼児歯科保健活動について 佐久間 寅治 山形県歯科医師会 

19 下顎小臼歯における根尖分岐症例に対するアプローチ 高橋 章子 高橋歯科医院 

20 青年期における進行した歯周炎 横山 祐子 横山歯科医院 

21 上唇小帯切除を行った症例報告 浜田 則子 鶴見大学小児歯科学教室 

22 乳歯列期に外傷を受けた一症例について 遠藤 公一 札幌市 

23 
某地域の小学校群における学童の歯の外傷性脱臼、脱落歯

の発祥状況と脱落歯保存液の購入実績調査 
大内 和憲 大内歯科小児歯科クリニック 

24 当院における歯の外傷の実態調査 神成 直子 神成歯科医院 

25 外傷を受けた歯牙の経過観察した２症例 杉江 豊文 すぎえ歯科 

26 歯牙発育時の歯槽骨骨密度評価 高石 佳知 高石歯科医院 

27 歯根彎曲を伴った上顎両側中切歯を牽引誘導した一症例 阿部 英一 阿部歯科クリニック 

28 上顎第一大臼歯の異所萌出への対応について 橋本 雅子 橋本歯科医院 



29 
機能矯正装置 MUH(ムー・アプライアンス）により改善した

反対咬合症例について 
石川 亮子 平岸こども歯科クリニック 

30 ムーシールドによる咬合改善 鈴木 ゆき子 松尾歯科医院 

31 幼少期における過蓋咬合、上顎前突の改善症例の報告 大津 智子 育小児歯科 

32 側方拡大による咬合誘導で下顎の偏位を是正した１例 今井  香 小西歯科診療所 

33 ダイナミックポジショナーを用いた歯列矯正の一症例 徐 みつ子 三幸デンタルクリニック 

34 埋伏歯の症例 牛丸 智惠 ファミリー歯科クリニック 

35 
乳歯の根尖病巣により永久歯の歯胚の位置異常を惹起し

た症例 
川野 正嗣 札幌ファミリー歯科医院 

36 母親の喫煙と子どものむし歯について 今野 喜美子 くるみ歯科医院 

 

16:40～16:50 閉会式 

 

【懇親会のご案内】 

 

日 時 平成 22 年 12 月 2 日（木）18:30 予定 

会 場 郡山ビューホテルアネックス 花勝美  

懇親会費 8,000 円  

＊ 平成 22 年度日本小児歯科学会秋期大会の懇親会と兼ねております。 

是非、ご参加下さい！ 

 

【交通アクセス】  郡山駅より 

・ 徒歩 約 20 分 

・   タクシー 約 5分 

・ バス（福島交通） 約 5分  

※市民文化センター前下車 

池ノ台経由コスモス循環池ノ台廻り  

池ノ台経由静団地行  

池ノ台経由芦の口下守屋行  

池ノ台経由鎗ヶ池団地行  

三中経由柴宮団地行  

 


