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A会場（よこすか芸術劇場）

第 2日 5月 19 日（土）
8：30 受付開始

一一一一一一般般般般般般講講講講講講演演演演演演一般講演一般講演 A8 ～ A23（9：00 ～ 11：50）

会
場
順
番
時
間

[研修コード] 座 長 伊藤公一 先生
A－8－9：00 ２壁性欠損部に海草由来骨移植材（C－GRAFT）を用いた歯周組織の再生
[050103] ◯中西伸介，太田幹夫，片山明彦，山本茂樹，大井陽生，関谷栄，渋川義宏，山田了

（東歯大・歯周）

A－9－9：10 塩基性線維芽細胞増殖因子（b－FGF）とβ－TCPの併用による歯周組織再生に関する組織学的研究
[050103] ◯大井陽生，太田幹夫，片山明彦，山本茂樹，中西伸介，奥山慶子，渋川義宏，山田了

（東歯大・歯周）

A－10－9：20
[050103]

培養骨膜シート＋多血小板血漿＋多孔性ハイドロキシアパタイト顆粒の歯周骨内欠損に及ぼす
効果―臨床比較研究：６か月予後
◯山宮かの子1，奥田一博1，川瀬 知之2，畠 賢一郎3，吉江弘正1

（新大院医歯・歯周診断・再建1，歯科薬理・組織工学2，
（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）

座 長 申 基喆 先生
A－11－9：30 in vitroで歯根膜細胞を増殖させた歯の移植後の治癒に与えるエムドゲインの影響
[050103] ◯原橋宏幸1，齋藤 彰1，齋藤恵美子1，半田良平1，堀川 元1，本間義幸2，島田 顕3，川浪雅光1

（北大院・歯周・歯内療1，学術支援部2，むさしの歯科医院3）

A－12－9：40 Bone swaging techniqueによるGTR法の歯槽骨再生効果に関する臨床研究
[050103] ◯香月麻紀子，岩崎由美，児玉利朗，三辺正人

（再建治療研究所）

座 長 佐藤 聡 先生
A－13－9：50 2型糖尿病患者におけるマンノース結合レクチン遺伝子多型出現頻度と歯周疾患との関連性に関する研究
[030303] ◯秦泉寺 傑1，林 丈一朗1，難波智美1，谷田部一大1，大橋敏雄1，辰巳順一1，後藤誠一2，

長谷川彰彦2，申 基喆1

（明海大歯・歯周1，総合臨床医学講座内科学2）

A－14－10：00 慢性歯周炎患者の歯周病原性細菌に対する血清抗体価に与える喫煙の影響
[050100] ◯甘 美和1，長澤敏行1，牛田由佳1，小林宏明1，王 冬青1，石川 烈2，和泉雄一1

（東医歯大院医歯・歯周1，東女医大 先端生命医科学研究所2）

A会場（第 2日）
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休休休休休休 憩憩憩憩憩憩休 憩休 憩（10：10 ～ 10：20）

座 長 川浪雅光 先生
A－15－10：20 Supportive Periodontal Therapy 期の歯周病再発の予知における血清IgG 抗体価の有用性
[050105] ◯久枝 綾1，工藤値英子1,2，杉 典子1,3，冨川和哉1，内藤仁美1，明貝文夫1,＊，福家教子1,2

岩本義博4，河野隆幸5，成石浩司1，前田博史4，新井英雄1，高柴正悟1

（岡大院医歯薬・歯周病態1，国立療養所大島青松園歯科2，特定医療法人里仁会興生総合
病院歯科3，岡大医歯病・歯周科4，総合歯科5，*現：浅野産業 福祉事業準備室）

A－16－10：30 歯周病リスク診断への臨床的アプローチ第3報－順序ロジットモデルを用いた歯周病進行のリスク分析－
[090102] ◯原井一雄，高澤淳仁，真壁洋平，松本英彦

（（医）新医研 松本歯科医院）

A－17－10：40 リスクの程度と歯周サポート治療の間隔に関する評価
[050105] ◯鈴木史彦1，中島大誠1，宮尾益佳1，築舘勇樹1，遠山知志1，池田祥恵1，山口英久1，

高崎俊輔1，岡本 浩2

（奥羽大歯・歯周1，奥羽大歯病2）

座 長 新井 高 先生
A－18－10：50
[020202]

重度広汎型歯周炎患者に対する治療法の検討―長期経口抗菌療法および
One－Stage Full Mouth Disinfection の併用療法と従来型SRP の治療効率の比較検討―
◯田中真喜1,2，杉本知寿子1,3，二階堂雅彦2,4，土岡弘明2,5，野村義明6，江頭 徹7，
三辺正人2,8，吉野敏明1,2

（吉野歯科診療所歯周病インプラントセンター1，日本臨床歯周病学会細菌検査委員会2，
Yokohama Bay Dental Institute3，二階堂歯科医院4，土岡歯科医院5，鶴大歯・予防歯科6，

（株）ビー・エム・エル7，文教通り歯科クリニック8）

A－19－11：00
[020202]

重度広汎型歯周炎患者における抗菌療法とOne Stage Full Mouth Disinfection の併用療法（第2報）
－リアルタイムPCR 法による細菌学的考察－
◯鎌田征之1，稲垣伸彦2，高井周太郎3，田中真喜3，三辺正人5，野村義明6，大八木孝昌7，
江頭 徹8，吉野敏明3,4

（鎌田歯科医院1，若林歯科医院2，吉野歯科診療所・歯周病インプラントセンター3，
Yokohama Bay Dental Institute4，文教通り歯科クリニック5，
鶴大歯予防歯科6，平野歯科分院7，（株）ビー・エム・エル8）

A－20－11：10 抗菌療法併用の歯周治療による細菌叢改善後の長期経過観察
[020202] ◯高井周太郎1,2，三辺正人3，野村義明4，吉野純子1,2，吉野宏幸5，三條直哉5，川村勝美6，

山口敏和6，江頭 徹6，吉野敏明1,2

（吉野歯科診療所 歯周病インプラントセンター1，Yokohama Bay Dental Institute2，文教通り歯科
クリニック3，鶴大歯・予防歯科4，吉野歯科医院5，（株）ビー・エム・エル）

A会場（第 2日）
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座 長 前田勝正 先生
A－21－11：20 In vivo における3種類の超音波スケーラーのアバットメントに付着したプラーク除去効果の比較
[050105] ◯川嶋秀幸1，佐藤秀一1,2，岸田 衛1，小野洋一1，高野雅行1，芥川秀康1，伊藤公一1,2

（日大歯・歯周1，総合歯学研究所高度先端医療研究部門2）

A－22－11：30 歯周疾患治療剤（ヒノポロンTM）塗布用試作歯ブラシのプラーク除去および歯肉炎改善効果
[050101] ◯鈴木丈一郎，常盤珠美，望月真穂，海老沢政人，長野孝俊，湯浅茂平，金指幹元，

五味一博，新井 高
（鶴大歯・第２保存）

A－23－11：40 非外科処置による咬合の改善が脳機能に影響した症例
[050101] ◯村岡宏祐1，田中達朗2，久保田浩三1，森本泰宏2，横田 誠1

（九歯大・歯周1，画像診断2）

休休休休休休 憩憩憩憩憩憩休 憩休 憩（11：50 ～ 13：00）

臨臨臨臨臨臨床床床床床床特特特特特特別別別別別別講講講講講講演演演演演演臨床特別講演臨床特別講演（13：00 ～ 14：30）

座 長 船越栄次 先生
[060300] Esthetic integration rationale for Implant Rehabilitations

Department of Restorative Dentistry and Biomaterials Sciences Harvard School of Dental Medicine
Dr German O. Gallucci

A会場（第 2日）
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シシシシシシンンンンンンポポポポポポジジジジジジウウウウウウムムムムムムⅡⅡⅡⅡⅡⅡシンポジウムⅡシンポジウムⅡ（14：30 ～ 16：30）

[050300] 新たに作成された日本歯周病学会による歯周病の用語，分類，治療指針
－適切な歯周治療の普及を目指して－

座 長 野口俊英 先生

[050300] 「歯周病専門用語集」の発刊とその意味
日本歯周病学会用語委員長 吉江弘正 先生

[050300] エビデンスに基づいた歯周病の診断と分類
－日本歯周病学会による歯周病分類システム(2006)の策定に当たって－

東北大学大学院歯学研究科口腔生物学講座歯内歯周治療学分野 島内英俊 先生

[050300] 学会主導型ガイドライン「歯周病の診断と治療の指針」の利用に向けて
日本大学歯学部歯周病学講座 伊藤公一 先生

A会場（第 2日）
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B会場（ベイサイドポケット）

第 2日 5月 19 日（土）
8：30 受付開始

一一一一一一般般般般般般講講講講講講演演演演演演一般講演一般講演 B12 ～ B21（9：00 ～ 10：50）

会
場
順
番
時
間

[研修コード]
座 長 村上伸也 先生

B－12－9：00
[050103]

脳由来神経栄養因子によるヒトセメント芽細胞の骨・セメント質関連タンパク質発現の促進は
trk B － p44/42 － Elk－1シグナルを介する
◯加治屋幹人1，柴 秀樹1，藤田 剛1，武田克浩1,4，水野智仁1，河口浩之1，高田 隆2，
北川雅恵3，辻紘一郎4，栗原英見1,4

（広大院医歯薬・先進医療開発科学1，歯周病態2，病理病態3，口腔検査センター4，(株) ツーセル）

B－13－9：10
[090102]

マレイン酸イルソグラジンはp44/42シグナリング経路を介してOMP29刺激による
ヒト歯肉上皮細胞のIL－8の産生促進を抑制する
◯岸本亮義，柴 秀樹，藤田 剛，加治屋幹人，武田克浩，林田浩一，河口浩之，栗原英見

（広大院医歯薬・歯周病態）

座 長 栗原英見 先生
B－14－9：20 IL－1αとkeratinocyte growth factor によるカルプロテクチン発現の相反制御
[090102] ◯板東美香1，廣島佑香1，木戸淳一1，片岡正俊2，永田俊彦1

（徳大院ヘルスバイオサイエンス研究部歯周歯内治療学1，産業技術総合研究所
健康工学センター生体ナノ計測チーム2）

B－15－9：30 歯根膜特異的分子PLAP－1におけるBMP－2との結合部位の探索
[050300] ◯友枝美樹，山田聡，小澤康宏，米田晋也，藤原千春，田内拓史，村上伸也

（大阪大学大学院歯学研究科）

座 長 小方頼昌 先生
B－16－9：40 冠動脈心疾患患者における歯周病原細菌に対する抗体応答および動脈硬化リスクマーカーの検討
[030301] ◯本田朋之1,2,3，土門久哲1,2,3，奥井隆文1,2,3，梶田桂子1,2,3，天沼亮子1,2,3，吉江弘正3，

中島貴子2,4，工藤値英子5，高柴正悟5，苔口 進6，西村英紀7，山崎和久1,2

（新大歯・口腔衛生支援1，新潟大学超域研究機構2，新大院医歯・歯周診断･再建3，医歯学総合
病院・総診4，岡大院医歯薬・歯周病態5，口腔微生物6，広大院医歯薬・健康増進歯学7）

B－17－9：50 歯周炎の病態とSelenoprotein S 遺伝子多型の関連
[030700] ◯山崎和久1,2，本田朋之1,2,3，天沼亮子1,2,3，梶田桂子1,2,3，奥井隆文1,2,3，土門久哲1,2,3，

吉江弘正3，多部田康一2，中島貴子4，山田 聡5，村上伸也5

（新大歯・口腔衛生支援学1，新潟大学超域研究機構2，新大院医歯・歯周診断･再建学3，
新大医歯病・総診4，阪大院歯免疫制御5）

B会場（第 2日）
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休休休休休休 憩憩憩憩憩憩休 憩休 憩（10：00 ～ 10：10）

座 長 原 宜興 先生
B－18－10：10 骨シアロタンパク質 (BSP) 遺伝子の転写に対するアンドロゲン受容体の効果
[050300] ◯高井英樹，金 東淳，新井政人，荒木正大，目澤 優，加藤直子，中嶋 祐，中山洋平，

小方頼昌
（日大松戸歯・歯周，口腔科学研究所）

B－19－10：20 軟骨細胞においてＢＭＰ２の誘導するＲＡＮＫＬ活性化はRANKL promoterのRunx2 binding sites を介する
[050103] ◯臼井通彦1,2，及川 薫2，渡辺 久2，和泉雄一2

（ロチェスター大学メディカルセンター病理・検査学分野1，東医歯大院・歯周2）

座 長 高柴正悟 先生
B－20－10：30 Gingipainはprotease－activated receptorの活性化を介してWeibel－Palade小体の

エキソサイトーシスを誘導し，血管内皮細胞の炎症応答を増強する
[030700] ◯猪俣 恵1,2，引頭 毅1，中島美砂子1，野口俊英2，松下健二1

（国立長寿医療センター研究所 口腔疾患研究部1，愛院大歯・歯周2）

B－21－10：40 歯周炎組織におけるToll－like receptors およびinterferon－αの発現
[050300] ◯梶田桂子1,2,4，本田朋之1,2,4，天沼亮子1,2,4，土門久哲1,2,4，奥井隆文1,2,4，伊藤晴江1,2，

多部田康一2,4，中島貴子3,4，吉江弘正2，山崎和久1,4

（新大歯・口腔衛生支援1，新大院医歯・歯周診断･再建2，
新大医歯病・総診3，新潟大学超域研究機構4）

歯歯歯歯歯歯科科科科科科衛衛衛衛衛衛生生生生生生士士士士士士講講講講講講演演演演演演歯科衛生士講演歯科衛生士講演 衛B1～衛B7（11：00 ～ 12：00）

座 長 渋谷俊昭 先生
会
場
順
番
時
間

[研修コード]
衛B-1-11：00 喫煙患者の口腔に関する意識調査
[090102] ○田川愛子1，押川麻衣子2，閔賢 淑1，西田 香1，尾崎哲則2

（アーク歯科クリニック1, 日大歯・医療人間科学2）

衛B-2-11：10 某大学短期大学部歯科衛生学科学生の喫煙に対する意識の評価
[011000] ○長谷川純代1，高阪利美1，佐藤厚子1，後藤君江1，原山裕子1，武藤祐子1，岡本敬予1，

犬飼順子1，向井正視1，稲垣幸司2，野口俊英2，中垣晴男3

（愛院大短大歯科衛生1，愛院大・歯周2，口腔衛生3）

衛B-3-11：20 某大学歯学部附属病院歯科衛生部に勤務する歯科衛生士の喫煙に対する意識の評価と禁煙教育の効果
[010900] ○竹内あゆ美1，大河内ひろみ1，日比麻未1，山羽京子1，森智恵美1，安藤和枝1，山田和代1，

山口みどり1，梅村昌孝2，黒柳隆穂2，柳楽たまき2，石川和弘2，村瀬尚子2，菊池 毅2，
山本弦太2，稲垣幸司2，野口俊英2

（愛院大短大歯科衛生1，愛院大・歯周2）

B会場（第 2日）
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座 長 上田雅俊 先生
衛B-4-11：30 歯周病患者の喫煙に対する意識の評価と心身医学的特性との関係
[090102] ○鬼頭法世1，馬場智栄美1，鈴木理恵子1，千田美和1，小出映子1，早川純子1，安藤和枝1，

山口みどり1，赤堀 康2，岡部京平2，河原 傅2，菊池 毅2，山本弦太2，稲垣幸司2，
野口俊英2，藤本悦子3，足立守安3

（愛院大歯病・歯科衛生部1，愛院大歯・歯周2，名古屋掖済会病院歯科口腔外科3）

衛B-5-11：40 抗凝固療法中の患者に歯周治療を行った３症例
[030300] ○島村貴美子1，本多ムツ子1，青栁悦子1，井上千恵子1，神部芳則2，出口眞二3，草間幹夫2

（自治医科大病・口腔外科1，自治医大口腔外科2，神歯大・歯周3）

衛B-6-11：50 当院の全身麻酔下手術の患者に対する口腔管理システムにおける歯科衛生士の役割
[030300] ○向井麻理子1，竹本奈奈1，児玉由佳1，竹井可奈1，杉 典子1,2，成石浩司2，新井英雄2，高柴正悟2

（特定医療法人里仁会興生総合病院歯科・歯科口腔外科1，岡大院医歯薬・歯周病態2）

歯歯歯歯歯歯科科科科科科衛衛衛衛衛衛生生生生生生士士士士士士ケケケケケケーーーーーーススススススププププププレレレレレレゼゼゼゼゼゼンンンンンンテテテテテテーーーーーーシシシシシショョョョョョ歯科衛生士ケースプレゼンテーショ歯科衛生士ケースプレゼンテーション 衛B7～衛B13（13：00 ～ 14：10）

会
場
順
番
時
間

[研修コード] 座 長 鈴木基之 先生
衛B-7-13：00 プラチナコロイドセラミックス配合歯ブラシの物性とプラーク除去効果
[100200] ○原田志保1，宮崎晶子1，佐藤治美1，夏野徹也1，高塩智子2，竹田まゆ2，中村雅裕2，

両角祐子3，佐藤 聡3，小倉英夫4，今出昌一5，佐野 晃5

（日歯大新潟短大1，日歯大新潟病総診2，日歯大新・歯周3，日歯大新理工4，（株）ジャックス5）

衛B-8-13：10 歯科衛生士による効果的な口腔衛生指導の取り組みと試み
[050101] ○及川弘美1，宇部恵理香1，川村涼子1，関根真理子1，三浦廣行2，金澤智美3，村井 治3，國松和司3

（岩医大病院・歯科医療センター歯科衛生部1，岩医大歯・歯科矯正2，保存２3）

衛B-9-13：20 各種フッ化物配合歯面研磨用ペーストの比較検討
[050105] ○梅原 祥子1，岩野 義弘2，田川 愛子1，宿谷 綾子1，西田 香1，西田 哲也2,3

（アーク歯科クリニック1，日大歯・歯周2，総合歯学研究所高度先端医療研究部門3）

座 長 仲谷 寛 先生
衛B-10-13：30 インプラント治療における口腔管理 －とくに口腔衛生指導時の歯間ブラシについて－
[050105] ○宿谷綾子，梅原祥子，田川愛子，閔 賢淑，西田 香

（（医）アークブレーンズ アーク歯科クリニック）

衛B-11-13：40 歯間乳頭の回復を試みた一症例
[050101] ◯佐藤ゆかり，木村清子，木村博幸

（木村歯科医院，東京都国立市）

B会場（第 2日）

― 27 ―



座 長 伊東隆利 先生
衛B-12-13：50 メインテナンス下における分岐部病変の経過
[050100] ◯小林真由美 石川花恵 源川眞由美 渡部ゆかり 齋藤憲

（齋藤歯科医院）

衛B-13-14：00 グレーシーキュレットのシャープニングと形態の考察
[050300] ○長谷ますみ

（フリーランス）

歯歯歯歯歯歯科科科科科科衛衛衛衛衛衛生生生生生生士士士士士士教教教教教教育育育育育育講講講講講講演演演演演演歯科衛生士教育講演歯科衛生士教育講演（15：00 ～ 16：30）

座 長 鈴木基之 先生
[研修コード]

[050100] それぞれの環境・立場で仕事の質を高める
―5名の歯科衛生士による様々な視点―

コーディネーター：スマイルケアマネージャー 土屋 和子

「後輩に伝えたい歯周治療のポイント」
（フリーランス歯科衛生士 神戸市在住） 谷垣裕美子

「補綴治療を伴う歯周治療におけるチームワークのポイント」
（貞光歯科医院勤務 大阪市在住） 池田 育代

「全身疾患を有する歯周病患者における配慮」
（なるかわ歯科医院勤務 横浜市在住） 畑 浩美

「口腔内写真が撮れるようになるまで」
（谷山歯科医院勤務 宮崎市在住） 谷山 香織

「アメリカと日本の保険医療の違いから歯科医療を考える」
（小野里歯科医院勤務 前橋市在住） 小野里弥生

市市市市市市民民民民民民公公公公公公開開開開開開講講講講講講座座座座座座市民公開講座市民公開講座（16：30 ～ 17：30）

座 長 川瀬俊夫 先生
[研修コード]

[090102] 命をねらう歯周病 －全身の健康は口の中から－
日本歯科大学 生命歯学部 歯周病学講座 沼部幸博 先生

B会場（第 2日）
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C会場（ホテルトリニティ横須賀「三浦」）

第 2日 5月 19 日（土）
8：30 受付開始

一一一一一一般般般般般般講講講講講講演演演演演演ポポポポポポススススススタタタタタターーーーーー一般講演ポスター一般講演ポスター

ポスター準備（ 9：00 ～ 10：00）
ポスター掲示（10：00 ～ 16：30）
ポスター討論（16：30 ～ 17：30）
ポスター撤去（17：30 ～ 18：00）
【演題番号】
[研修コード]
P－33 アスコルビン酸ナトリウム3.0％配合歯磨剤の歯周治療における効果
[090102] ◯富田幸代1，渡邉直子1，増田浩之1，小島彰仁1，山田 了1，久野彰子2，金谷一彦3，佐藤 聡3

（東歯大・歯周1，日歯大病・総診2，日歯大新潟・歯周3）

P－34 重度広汎型歯周炎患者における経口抗菌療法後の治療反応性評価
[050101] ◯山内理恵1,2，三辺正人1，吉野敏明3，児玉利朗4，野村義明5，山田 了2

（文教通り歯科クリニック1，東歯大・歯周2，吉野歯科診療所，歯周病・インプラントセンター3，
児玉歯科クリニック4，鶴大歯・予防歯科5）

P－35 口臭と生活習慣の関連についての検討 －口臭に対する飲酒習慣の影響について－
[090103] ◯鈴木奈央，米田雅裕，内藤 徹，吉兼 透，岡田一三，島野裕一，廣藤卓雄

（福歯大・総合歯科）

P－36 口腔清掃指導が早産・低体重児出産に与える効果
[030700] ◯長谷川梢1，古市保志2，中島結実子1，森元陽子1，吉住千由紀1，上塘正人3，波多江正紀3，和泉雄一1

（鹿大院医歯学・歯周病態1，北医大歯保存１2，鹿児島市立病院・産婦人科3）

P－37 閉経後女性の歯周病と骨粗鬆症所見の関係および経時的変化
[030200] ◯坂野雅洋1，稲垣幸司1，山本弦太1，杉石 泰1，黒須康成1，夫馬大介1，野口俊英1，森田一三2，

中垣晴男2，藤本悦子3，足立守安3

（愛学大歯保存３1，口腔衛生2，名古屋掖済会病院歯科口腔外科3）

P－38 ニフェジピン歯肉増殖症に合併した疣状黄色腫
[050210] ◯秋本泰介，村岡宏祐，松尾 拡，福山 宏，横田 誠

（九歯大・歯周，九歯大病態病理）

P－39 メインテナンス患者の口腔関連QoL の低下には精神的ストレスが関係する
[050105] ◯内藤 徹，米田雅裕，鈴木奈央，吉兼 透，岡田一三，廣藤卓雄

（福歯大・総合歯科）

P－40 原発性マクログロブリン血症を伴う慢性歯周炎症例
[030306] ◯山口知子1，岩本義博2，曽我賢彦1,3，前田博史2，新井英雄1，高柴正悟1

（岡大院医歯薬・歯周病態1，岡大医歯病・歯周科2，国立療養所・邑久光明園・歯科3）

C会場（第 2日）
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P－41 下顎前歯に限局して生じた歯肉退縮の2 症例について
[050102] ◯大石慶二，永田俊彦

（徳大医歯病 歯周病科）

専専専専専専門門門門門門医医医医医医ポポポポポポススススススタタタタタターーーーーー専門医ポスター専門医ポスター

ポスター準備（ 9：00 ～ 10：00）
ポスター掲示（10：00 ～ 16：30）
ポスター討論（16：30 ～ 17：30）
ポスター撤去（17：30 ～ 18：00）
【演題番号】
[研修コード] 座 長 國松和司 先生
専－1 好中球機能異常を伴う侵襲性歯周炎の一症例
[050100] ◯小林宏明1，石川 烈2，和泉雄一1

（東医歯大院・歯周1，東女医大 先端生命医科学研究所2）

専－2 慢性歯周炎の治療後に血糖コントロールの改善と薬物性歯肉増殖の消退を認めた一症例
[030300] ◯岩野義弘1，伊藤 公一1,2

（日大歯・歯周1，総合歯学研究所高度先端医療研究部門2）

専－3 尋常性天疱瘡に関連した慢性剥離性歯肉炎に対するチームアプローチ
[050100] ◯浜 巧一1，江戸谷恵理1，片桐正隆2，金谷一彦3，阿部祐三4，安川俊之3，井田 充5，

斉藤浩史6，佐藤 聡3

（（医）浜歯科医院，新潟県上越市1，日歯大新・病理2，歯周3，日歯大新病4，
けいなん総合病院 皮膚科，新潟県妙高市5， さいとう診療所，新潟県上越市6）

座 長 中川種昭 先生
専－4 臼歯部に高度の組織破壊がみられた成人性歯周炎の一症例
[050104] ◯渡邉亜樹子1，村井 治1，中野久士2，國松和司1

（岩医大歯保存２1，（医）中野医院 中野歯科医院2）

専－5 多数の垂直性骨欠損を有する患者に対して再生療法を行った一症例について
[050100] ◯大西太1，牧草一人2,4，長澤成明3,4，上田雅俊4，今井久夫4

（大西歯科医院1，（医）弘成会 牧草歯科医院2，長澤歯科医院3，大歯大・歯周4）

専－6 欠損を有する慢性歯周炎患者に行った包括的治療の一症例
[050100] ◯鎗田 整，林 丈一朗，申 基喆

（明海大歯・歯周）

座 長 古市保志 先生
専－7 重度歯周炎患者に対して歯の保存を前提として包括的治療を行った症例
[050100] ◯市村 光，大塚秀春，申 基喆

（明海大歯・歯周）

C会場（第 2日）
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専－8 重度歯周炎患者の一症例
[050100] ◯金指幹元，鈴木丈一郎，五味一博，新井 髙

（鶴大歯・第２保存）

専－9 広汎型侵襲性歯周炎患者に抗菌療法と歯周組織再生療法を行った１症例
[050103] ◯久野知子1,3，音琴淳一2,3，太田紀雄3，吉成伸夫1,3

（松本歯大・歯周1，教育学習支援センター2，松本歯大院・歯周3）

座 長 仲谷 寛 先生
専－10 広汎型侵襲性歯周炎患者の10 年間の治療経過
[050105] ◯冨川和哉1，岩本義博2，大江丙午3，新井英雄1，高柴正悟1

（岡大院医歯薬・歯周病態1，岡大医歯病・歯周科2，ひょうご歯科医院，岡山県岡山市3）

専－11 慢性歯周炎患者の 16 年経過症例
[050105] ◯森 真理，古市保志

（北医大歯・保存１）

専－12 咬合の安定を考えた一症例
[050100] ◯玉井憲二

（たまい歯科医院）

座 長 山本松男 先生
専－13 慢性歯周炎患者に対し歯周補綴治療を行った一症例
[050100] ◯有島直子1，有島常雄1，鈴木基之2

（ありしま矯正歯科1，昭大歯・歯周2）

専－14 歯周治療で生活習慣（喫煙）の改善がみられた症例
[050100] ◯大西規子1，大西定彦1，鈴木基之2

（大西歯科医院，三重県津市1，昭大歯・歯周2）

座 長 谷口威夫 先生
専－15 根面被覆にGTR法を用いた一症例
[050103] ◯西田哲也1,2，伊藤公一1,2

（日大歯・歯周1，総合歯学研究所高度先端医療研究部門2）

専－16 良好なコンプライアンスを得られた慢性歯周炎患者の一症例
[050105] ◯中島啓介，古市保志

（北医大歯・保存１）

C会場（第 2日）
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歯歯歯歯歯歯科科科科科科衛衛衛衛衛衛生生生生生生士士士士士士ポポポポポポススススススタタタタタターーーーーー歯科衛生士ポスター歯科衛生士ポスター

ポスター準備（ 9：00 ～ 10：00）
ポスター掲示（10：00 ～ 16：30）
ポスター討論（14：15 ～ 15：00）
ポスター撤去（17：30 ～ 18：00）
【演題番号】
[研修コード] 座 長 谷口威夫 先生
衛－1 歯科衛生士によるモチベーションのための傾聴と共感的理解について
[050101] 〇佐藤昌美，池田雅彦

（池田歯科クリニック）

衛－2 垂直性骨吸収を伴う重度歯周炎に歯周基本治療を行った一症例
[050101] ◯舘野真知子，蒲弘城

（がま歯科医院）

衛－3 歯肉扁平苔癬患者の歯周治療の経過について
[050101] ◯佐藤江里子1，千葉紀子1，五十嵐博恵1，五十嵐隆1，藤井健男2

（五十嵐小児科・U 歯科1，北海道医療大学個体差医療科学センター2）

座 長 池田雅彦 先生
衛－4 侵襲性歯周炎を疑う患者に対する歯周基本治療への取組み
[050101] ◯齋藤千春1，志戸田郁美1，井田久美子1，加藤敦子1，小野寺さゆり1，五十嵐隆1，

五十嵐博恵1，藤井健男2

（五十嵐小児科・U 歯科1，北海道医療大学個体差医療科学センター2）

衛－5 テーパー形状を有するハイブリッド超軟毛歯ブラシの効果に関する臨床評価
[090102] ◯飯田しのぶ，景山正登

（景山歯科医院）

座 長 小田 茂 先生
衛－6 広汎型慢性歯周炎に包括的治療を行った一症例
[050100] ◯郡 美智子1，堀 俊太郎2，七沢清子2，出口眞二2

（神歯大・歯科衛生士科1，歯周2)

衛－7 外科的矯正治療患者に対するプラークコントロールの1 症例
[050105] ◯南原 美幸1，清水洋利1，谷本佳彦1，漆原譲治1,2

（（医）グローバル会 デンタルステーション谷本歯科医院1，(株)ジーシーデータランド2）
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第 2日 5月 19 日（土）
8：30 受付開始
[研修コード] D会場（ホテルトリニティ横須賀「逗子」）

ラララララランンンンンンチチチチチチョョョョョョンンンンンンセセセセセセミミミミミミナナナナナナーーーーーーⅢⅢⅢⅢⅢⅢランチョンセミナーⅢランチョンセミナーⅢ（12：00 ～ 13：00）

主催 グラクソ・スミスクライン(株)
座 長 上田正俊 先生

[040800] 「硝酸カリウム含有歯磨剤による象牙質知覚過敏抑制効果」
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 歯周歯内治療学分野 永田俊彦 先生

E会場（ホテルトリニティ横須賀「葉山」）

ラララララランンンンンンチチチチチチョョョョョョンンンンンンセセセセセセミミミミミミナナナナナナーーーーーーⅣⅣⅣⅣⅣⅣランチョンセミナーⅣランチョンセミナーⅣ（12：00 ～ 13：00）

主催 タカラベルモント(株)
[060300] 「アンチエイジングディレクターの可能性」

フリーランス歯科衛生士・抗加齢医学指導士 片山章子 先生

F会場（産業交流プラザ第 1研修室）

ラララララランンンンンンチチチチチチョョョョョョンンンンンンセセセセセセミミミミミミナナナナナナーーーーーーⅤⅤⅤⅤⅤⅤランチョンセミナーⅤランチョンセミナーⅤ（12：00 ～ 13：00）

主催 (株)ジーシー
[070100] 「トップダウントリートメントを再考察する」

―各症例における理想的な補綴条件を考える― 小川洋一 先生

ランチョンセミナーについては総合受付にて聴講希望セミナーの弁当引換券を入手して下さい。
弁当はセミナー会場前に用意しております。係員の誘導に従って会場にお入り下さい。

D・E・F会場（第 2日）
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