
ウインターデンタルミーティング in  津
W inter Dental Meeting in Tsu 

第　回3
主催：WDMiT実行委員会　日時：令和4年12月11日（日）9:50～（9:30 開場）
会場：アストプラザ 4F

●一般演題
  10:00～10:35　【座長：清水 香澄】

●開会

A会場（アストホール）

1.歯科治療後に止血に難渋した
　ステントグラフト挿入術後の
　播種性血管内凝固症候群の１例

●開会の挨拶（鈴木 晶博）

三重大学 口腔・顎顔面外科学分野
○奥田 悠大、清水 香澄、宮﨑 優里、新井 直也

2.下顎に生じた
　 Microcystic adnexal carcinomaの1例
紀南病院 歯科口腔外科
三重大学 口腔・顎顔面外科学分野
○堀 晃二、糸川 美智子、乾 眞登可

3.口蓋中央部にみられた過剰歯の１例
三重病院 歯科口腔外科
○松村 佳彦、堀 琴雅、山本 葉月、金城 優

4.修復象牙質形成における象牙芽細胞の役割の解析
三重大学医学系研究科 幹細胞発生学
○松山 加乃、磯野 加奈、山﨑 英俊

5.エナメル質或いは象牙質形成不全症を呈す
　マウス象牙質でのデンチン及び
　エナメルマトリックスタンパクの発現
三重大学医学系研究科 幹細胞発生学
○磯野 加奈、松山 加乃、山﨑 英俊

6.下顎第二小臼歯先天欠如を伴う不正咬合に対し
　 矯正歯科治療を行った3症例
津のまち矯正歯科
○佐藤 忠、阪本 成美、北嶋 風花、小林 由佳、
　花尻 奈都代、鈴木 悠華、尾崎 友希乃、酒井 瑠依、
　酒井 璃音、佐藤 佳見
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  9:50～

●一般演題
  14:15～14:45　【座長：松本 由美】
12.もっと知って欲しい！担当制歯科衛生士3つの魅力

「自動車のEV化動向とエネルギーMix
  ～EVは本当に今後の本命なのか～」

講演者：若林 宏之氏

　10:35～11:20　【座長：藤田 剛】

8.成人にみられた開咬の進行
戸田歯科医院
○戸田 喜之

飛翔会（三重県立公衆衛生学院同窓会）・はしもと歯科
○世古 恵子、エィガン 直美、諸戸 直世、磯田 由佳

　11:20～12:00　【座長：萬好 哲也】

　12:00～13:00　昼 食 休 憩

●特別講演
　13：00～14：00　【座長：鈴木 晶博】

9.咬合力と２次カリエスに悩まされた30年経過の1症例
医療法人尚志会 林歯科医院
○林 尚史、森田 寛

10.GBRにおける濃縮血小板フィブリンゲル（CGF）
　 応用の臨床報告
津歯科医師会
○吉田 正

11.根管洗浄
　  ―薬液洗浄とレーザーキャビテーション―
津歯科医師会
○米本 和顕

（株）デンソー 元取締役副社長

7.Er・YAGレーザーを用いて除染を行った
　インプラント周囲炎の治療症例
のだ歯科クリニック
○野田 豊作
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●閉会

●閉会の挨拶（福森 哲也）
  16:40～

●一般演題
  16:10～16:40　【座長：新井 直也】
15.学校での歯科保健教育
ふくもり歯科
○古田 佳奈美、福森 哲也

16.当院における心身障がい者歯科治療の長期経過報告
岩崎歯科医院
○佐藤 佳見、達野 敬子、山中 絵美、
　玉田 愛子、林 智美、中島 千夏、岩崎 均

17.歯周治療における歯周ポケットの変化について考える
医療法人社団 藤田歯科
○藤田 剛

18.当科におけるARONJの臨床的検討
桑名市総合医療センター 歯科口腔外科
○加藤 英治、古島 夏子、濵口 桂、大塩 美佐絵、
　福田 奈央、櫻谷 妃菜

19.新しく発表された英語版の
　　顎骨壊死ポジションペーパー2022の概説
三重大学 口腔・顎顔面外科学分野
○滝川 享、新井 直也

20.下顎埋伏智歯抜歯時に縦隔下部に至る
　　広範な気腫を生じた1例
三重中央医療センター 歯科・歯科口腔外科
○若林 宏紀、乾 眞登可、加納 慶子、柳瀬 成章

　11:20～12:00　【座長：野村 城二】

　12:00～13:00　昼 食 休 憩

・ 発表形式：スライド単写、横スライドのみ、枚数制限なし。
・ Microsoft office 365 PowerPoint を用います
  （Mac使用の方は実行委員会までご連絡ください）。
・ 口演時間7分、質疑応答３分、６分経過時にベルを１回、７分でベルを
　２回鳴らします。質疑応答につきましても時間厳守でお願いいたします。
・ 本大会の抄録は三重医学会雑誌に掲載致します。
　三重医学会雑誌の投稿規定に沿う必要があるため、500字以内の
　抄録を右記のメールアドレス（3rdwdentalmeeting@gmail.com）
　まで送付してください。
・ 事後抄録は、演題番号、演題名、所属、氏名（筆頭演者に〇）、抄録
　内容をWordまたはテキストファイルにて記載してください。

演者の先生方へ

B会場（研修室A）

「医療的ケア児の成長・発達を支えるために
  医療者ができること」

講演者：岩本 彰太郎先生

●教育講演
　15：00～16：00　【座長：福森 哲也】

三重大学医学部附属病院
小児・AYAがんトータルケアセンター長

14.超高齢化社会における歯科衛生士の役割
　―患者さんと共に歩む私の歯科衛生士人生―
カワラダ歯科・口腔外科
○加藤 由美子、髙木 智子、川原田 みずほ、
　中村 実菜穂、山口 聖子、永井 和子、上島 みさ、
　杉浦 麻穂子、川原田 美千代、川原田 幸司、
　川原田 幸三、諏訪 裕彦、諏訪 若子

13.歯周治療における歯科衛生士の役割
菰野きむら歯科
○宇井 みゆき、坂 文子、木村 恵美、木村 雅之

21.当院外来化学療法室における
　　口腔管理活動の現状と今後の課題
　　―アンケート調査から―
伊勢赤十字病院 歯科口腔外科
○木田 莉里佳、橘谷玲香、長谷川莉彩、
　野田夕加、荒木弘子、岩本哲也、
　中村真之介、野村城二

22.化学療法中の口腔粘膜炎による摂食不良に対して
　　口腔ケアが効果的であった1例

済生会松阪総合病院 歯科口腔外科
○前川 礼子、日浦 美和、梅田 みさき、松田 未来、
　野田 のりか、西井 涼、松田 未梨、鈴木 康昭、
　長田 宗一郎、密田 正喜仁、大倉 正也

23.矯正歯科治療の時期と目的による
　　歯科衛生士の対応の違いについて

津のまち矯正歯科
○小林 由佳、阪本 成美、北嶋 風花、花尻 奈都代、
　鈴木 悠華、尾崎 友希乃、酒井 瑠依、酒井 璃音、
　佐藤 佳見、佐藤 忠

24.三重病院での医療的ケア児・者の歯科診療（第２報）

三重病院 歯科口腔外科
○松村 佳彦、金城 優、堀 琴雅、山本 葉月　　　

　14:15～14:55　【座長：新井 直也】
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「医療的ケア児の成長・発達を支えるために医療者ができること」

講演内容 ---------------

講演内容 ---------------

特別講演 【13：00～14：00】

「自動車のEV化動向とエネルギーMix
　　　～ EVは本当に今後の本命なのか～」

講演者 : 若林 宏之 氏
（株）デンソー 元取締役副社長

三重大学医学部附属病院小児・AYAがんトータルケアセンター長

講演者 : 岩本 彰太郎 先生

教育講演 【15：00～16：00】

　増加するCO2による気候変動が世の中の大きな関心事になっている中で、自動車は世界的な動き
として、走行時にCO2排出量の多い内燃機関の車からCO2の排出の少ないハイブリッド車、プラグイ
ンハイブリッド車、更にCO2を排出しないEVや水素燃料電池を用いたFCVへの移行が進んでいま
す。しかし、CO2の排出という観点では走行時に排出するCO2の量だけではなく、自動車を製造する
過程で排出されるCO2の量や自動車を廃棄・リサイクルする過程で排出されるCO2の量のトータル
のCO2量が重要です。このような観点から現在の自動車のEV化が本当にCO2低減の解になってい
るのかを考えてみたいと思います。

　日常的に、酸素や喀痰吸引等の医療的ケアを必要とする子どもを「医療的ケア児」といい、全国で
約２万人、県内で約300人を数えます。昨年、医療的ケア児支援法の施行を受け、各都道府県に医
療的ケア児相談支援センターの設置が義務付けられ、当院も三重県医療的ケア児・者相談支援セン
ターを担うこととなりました。今回、同センターの活動報告とその役割を説明するとともに、これまでに
取り組んできた県内の医療的ケア児と家族に対する支援の実践を紹介いたします。特に、“医療者間
連携”の中では、歯科医師の皆さまと今後の医療的ケア児の歯科診療の在り方を一緒に検討できれ
ばと思います。


