
プログラム   

11月 11 日(土)  穂の国とよはし芸術劇場 PLAT・アートスペース 

                                         

14:00～        開会式   

                                                      

14:10～14:30    会務報告会   

 

14:30-16:20    一般口演                                      

一般演題１        座長：岸本裕充（兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座） 

０１ 当科における骨吸収抑制薬投与患者に対する抜歯（観血的処置）への取り組み   

○畔柳 豪、長谷川 正午、森下 佳学、神道 紀衣、鈴木 慎太郎 

豊川市民病院 歯科口腔外科    

 

０２ ビスホスホネート薬剤関連顎骨壊死に関する医師・歯科医師間の認識調査 

○前田 千芽、鯉江 信、柏原 捷、伊藤 洋平、大隅 縁里子、大林 修文、長尾 徹  

岡崎市民病院 歯科口腔外科 

 

０３ 周術期口腔機能管理における歯科医療機関への紹介システムの構築 

   ○山村 あかね、竹信 俊彦、前田 圭吾 

神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 

 

０４ 当院における周術期口腔機能管理の実態調査と今後の課題 

○小笠原 伯宏 1,2)、寺沢 史誉 1,2)、白水 敬昌 1,2)、足立 潤哉 1,2)、大浦 珠理 1,2)、 

嘉悦 淳男 1,2)、庄 芳子 2)、寺田 祐代 2)、内藤 由理子 2)、谷山 朋子 2)、中村 優衣 2) 

1)豊橋市民病院 歯科口腔外科 

   2)豊橋市民病院 口腔機能管理チーム 

                  

０５ 当院顎矯正手術における手術部位感染予防に対する抗菌薬投与法の検討 

○前田 圭吾、山村 あかね、竹信 俊彦 

神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 

 

０６ 当科における過去 10 年間の血液培養検査に関する臨床的検討 

○大橋 雄高、古土井 春吾、岸本 恵、岩田 英治、高橋 淳子、楠元 順哉、 

明石 昌也、古森 孝英 

神戸大学大学院医学研究科外科系講座 口腔外科学分野 



一般演題２        座長：山根伸夫（医療法人杏林会 今井病院 口腔外科） 

０７  当科で口腔管理を行った中毒性表皮壊死症の 1 例 

    ○鍋田 剛志 1)、宮本 大模 1)、山内 千佳 2)、宮田 佳苗 1)、中西 由佳理 1)、           

須藤 満理奈 1)、渋谷 恭之 1) 

1)名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座  

口腔外科学分野 

2)名古屋市立大学病院 歯科口腔外科 

 

０８  全身麻酔下歯科治療後にインフルエンザ A 型を発症した 1 例 

○安田 順一 1）、足立 誠 2） 

1）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野 

2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野 

 

０９   咀嚼筋隙感染症の 1 例 

        ○日高 真吾、重野 健一郎、高橋 美穂、唐木田 一成、坂本 春生 

         東海大学医学部付属八王子病院 口腔外科 

 

１０   臨床的に悪性腫瘍を疑った顎下部放線菌症の一例 

        ○黒柳 範雄 
碧南市民病院 歯科口腔外科 口腔ケアセンター 

 

１１   細胞診にて診断された頬部放線菌症の 1 例 

        ○纐纈 衆、宮下 仁、髙橋 哲 

          東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野 

 

 

 

16:30-17:30 院内感染対策認定制度 セミナー                             

          座長：金子明寛（東海大学医学部外科学系口腔外科） 

【感染制御に必要な微生物検査の知識】 

山口 育男先生（豊橋市民病院 中央臨床検査室 室長） 

 

 

 

 



17:30-18:30    特別講演                             

 座長：嘉悦淳男（豊橋市民病院 歯科口腔外科） 

【歯周病関連細菌 Porphyromonas gingivalis のもつ 

線毛の新しい構造モデルと機能】 

長谷川 義明先生（愛知学院大学歯学部微生物学講座 主任教授） 

 

                                                      

19:00～20:30    懇親会（ホテルアークリッシュ豊橋  

ガーデンサイト３F  ザ・ガーデン）  

 

 

  



11月 12 日(日)  穂の国とよはし芸術劇場 PLAT・アートスペース 

 

9:30-10:30    一般口演                                      

一般演題 3      座長：古土井春吾（神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野） 

 

１２   当院における歯科ユニット給水回路の水質調査 

         ○田頭 美穂 1)、橋本 憲一郎 2)、森田 浩光 3) 

1)福岡歯科大学医科歯科総合病院 歯科衛生士部 

2)福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 

3)福岡歯科大学 総合歯科学講座 

 

１３   科学捜査用ライトを利用した（清拭による衛生状態）の確認（第 1 報） 

―スタンダート・プリコーションの簡便な実践に向けて― 

○加賀谷 昇 1,2)、小林 美生 1,2)、鈴木 治仁 1,3) 

1)東京 HIV デンタルネットワーク 

2)加賀谷歯科医院(文京区) 

 3)鈴木歯科クリニック(品川区)  

 

１４   HLA 半合致移植患者における移植後 70 日以内に生じた口腔乾燥 

○河田 尚子 1)、川邊 睦記 2）、森寺 邦康 2）、野口 一馬 2）、岸本 裕充 2） 

1)兵庫医科大学病院 歯科口腔外科 

2)兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 

 

１５   口腔の HPV 感染の危険因子および HPV 陽性口腔癌の臨床病理学的特徴 

について 

○重石 英生、杉山 勝 

      広島大学大学院医歯薬保健学研究科 口腔健康科学講座 公衆口腔保健学研究室 

 

１６   歯科医療従事者を対象とした HIVのアンケート調査 

     ○毎熊 彩季 1）、町田 純一郎 1）、青木 義彦 1）、安永 真希 1）、川端 厚 2）、 

田代 和久 3）、中野 幸彦 3） 

1)トヨタ記念病院 歯科口腔外科 

2)トヨタ記念病院 感染症科 

3)一般社団法人豊田加茂歯科医師会 

 



１７   50 歳以上の HIV 感染者・エイズ患者報告数の推移と歯科の課題 

○中野 恵美子 

静岡県立大学短期大学部 歯科衛生学科 

 

 

 

 

10:30-12:00    教育講演                             

 座長：薬師寺 登（公立学校共済組合 近畿中央病院 口腔外科） 

【歯性感染症、術後感染、手術の注意点】 

下郷 和雄先生（愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 前教授） 

 

 

 

12:30-13:00    一般口演                                      

一般演題 4      

座長：杉山 勝（広島大学大学院医歯薬保健学研究科 口腔健康科学講座 公衆口腔保健学研究室） 

 

１８   病棟閉鎖を要した高齢者既感染ムンプス患者の 1 例 

◯鈴木 大貴、杉浦 貴則、吉田 雅康、野村 武史 

東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座 

 

１９   先天性心疾患を有する児の感染性心内膜炎予防について 

          〇加納 欣德、山本 知由 

           あいち小児保健医療総合センター 歯科口腔外科 

 

 

２０      東山動物園従事者に対する健康調査について（報告） 

―鳥類への高病原性鳥インフルエンザ感染事案を振り返る― 

        〇柏木 雅宣 

      名古屋市熱田保健所 

 

 

 



13:00-14:30  日本口腔感染症学会・日本歯科薬物療法学会合同シンポジウム                            

 

テーマ「地域包括ケアシステムと歯科訪問診療時の感染リスクを考える」 

座長：上川善昭（鹿児島大学・学術研究院・医歯学研究域・歯学系） 

         生田図南（医療法人社団南生会 生田歯科医院） 

 

地域包括ケアシステムと歯科訪問診療への期待と不安 

柏木 雅宣先生（名古屋市熱田保健所） 

  

高齢者の口腔の特徴と管理方法 

上川 善昭先生（鹿児島大学・学術研究院・医歯学研究域・歯学系） 

     

在宅患者における薬剤相互作用の問題点 

金子 明寛先生（東海大学医学部外科学系口腔外科） 

     

薬や消毒薬の正しい使用方法・保管方法 

岩渕 博史先生（神奈川歯科大学大学院歯学研究科 

顎顔面病態診断治療学講座顎顔面外科学分野） 

   

HIV 感染者/AIDS 患者の高齢化に伴う問題と歯科訪問診療時の感染リスク 

宇佐美 雄司先生（国立病院機構名古屋医療センター 歯科口腔外科） 

     

実際の訪問歯科臨床現場での感染予防策実践においての問題 

生田 図南先生（医療法人社団南生会 生田歯科医院） 

                                         

14:30～        開会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15:00-16:30  第 270 回 ICD 講習会                        

座長：大野 修（豊橋市民病院） 

浦野文博（豊橋市民病院） 

感染制御の地域連携ネットワーク 

  八木 哲也先生（名古屋大学大学院医学研究科 生体管理医学講座 臨床感染統御学分野） 

 

連携・ネットワーク構築による地域感染制御力強化の取り組み 

村上 啓雄先生（岐阜大学医学部附属病院・生体支援センター） 

  

ICD が知っておきたい耐性菌の現況 

荒川 宜親先生（名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻 微生物・免疫学講座 

分子病原細菌学／耐性菌制御学分野） 

 


