ごあいさつ：このたびの第36回・日本小児歯科学会中部地方会大会および総会は、明成歯科

医院と松本歯科大学小児歯科学講座にて一昨年より準備を進めてまいりました。少人数による

第３６回
日本小児歯科学会
中部地方会大会および総会

慣れない任との事もあり、多々ご不便やご迷惑をお掛けする点があるかとは存じますが、何か
少しでも参加された皆様方のご研鑽の一助となる事があれば幸いです。秋涼のさわやかな信州
の地で、大いに有意義な時間をお過ごし下さい。
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１．交通のご案内
車をご利用の場合

《車ご利用の場合》

長野 I.C. を下り、最初の信号を
右折直進。
R18を横切りそのまま直進。
R117に合流後、丹波島橋を渡り、
800m 先 の 信 号（会 館 入 り 口 表
示有）右折。400m 先右側。
長野 I.C. から約30分。
※収 容台数に限りがありますの
で、できるかぎり公共交通機
関をご利用ください。
※満 車の場合は、駅周辺の有料
駐車場をご利用いただく事と
なります。
長野 I.C.を下り、最初の信号を右折直進。

大会テーマ「こどもたちの笑顔のために −信州からの発信−」

《JR ご利用の場合》

JR 長野駅下車、東口から徒歩約10分

《タクシーご利用の場合》
JR 長野駅東口から約 5 分

《バスご利用の場合》

JR 長野駅善光寺口からバス利用
乗り場 2 番からアルピコ交通バス
犀北団地線
中御所下車（約 4 分）
会館まで徒歩 5 分
JR 長野駅東口からバス利用
乗り場21番から長電バス
日赤線
文化会館入り口下車（約 3 分）
会館まで徒歩 5 分

R18 を横切りそのまま直進。R117 に合流後、丹波島橋を渡り、800m 先の信号（会館入り

２ ．学会参加の皆様へ
口表示有）右折。400m 先右側。
長野 I.C.から約 30 分。

１ ）受付は午前 ８ 時40分からホクト文化ホール中ホール入口にて行います。
※収容台数に限りがありますので、できるかぎり公共交通機関をご利用ください。
２ ）事前登録された方は、
「事前登録受付」にて参加証と抄録集をお受け取り下さい。
※満車の場合は、駅周辺の有料駐車場をご利用いただく事となります。
３ ）当日に参加申し込みの方は、「当日受付」にて参加登録料を納入後、参加証と抄録集をお受け取
り下さい。参加登録料：歯科医師 5,000円、歯科衛生士・その他 3,000円
４ ）小児歯科学会会員、小児歯科学会専門医・認定医の方は、会員証 ID カードをご持参下さい。
５ ）本学会は日本歯科医師会生涯研修事業の認定を受けています。日歯生涯研修事業 IC カードをご
持参下さい。
６ ）学会当日託児室のご利用を希望される方は、10月 2 日（月）までに NPO 法人アリスチャイルド
メイト TEL：026-269-8320へお問い合わせ下さい。
７ ）ランチョンセミナーのお弁当には数に限りがあります。また、学会当日 8 ：40より受付でお弁当
券を配布致します。

３ ．懇親会について
懇親会を大会前夜に行います。多数の皆様方のご参加をお待ちしております。
１ ）日 時：平成29年10月21日（土） 18：00〜20：00
２ ）会 場：ホテルメトロポリタン長野 2 F：千曲
３ ）会 費：歯科医師 8,000円、歯科衛生士・その他 5,000円

日

時：平成29年10月22日（日）

会

場：ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）
〒380-0928

大

会

長：正村

準備委員長：松田

９：00〜15：20

長野県長野市若里1-1-3

正仁（松本歯科大学

小児歯科学講座

准教授）

厚子（明成歯科医院）

大会事務局：第36回・日本小児歯科学会中部地方会大会事務局
〒399-0781

長野県塩尻市広丘郷原1780番地

TEL：0263-51-2106
後

援：・長野県歯科医師会
・長野県長野市

FAX：0263-54-6388

松本歯科大学

小児歯科学講座内

E-mail：chubu36@po.mdu.ac.jp

・松本市歯科医師会

・長野県歯科衛生士会

・長野県塩尻市

・長野県朝日村

・松本歯科大学
※ 学会抄録集は学会当日にお配りいたします。

【Ａ会場】ホクト文化ホール

中ホール

９：00〜９：45

開会式および平成29年度日本小児歯科学会中部地方会総会

９：50〜10：50

特別講演



座長：正村

正仁

「小児白血病の診断、治療と今後の課題」
松本歯科大学小児科

11：00〜12：00

教授

塩原

正明

先生

歯科衛生士セミナー《認定歯科衛生士認定更新必須研修セミナー》
座長：荻田



修二

「明日から使える 行動科学ダイジェスト」
静岡県公立大学法人
静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科

12：20〜13：20

教授

仲井

雪絵

ランチョンセミナー 

先生
担当：大須賀

直人

「その症状を！何を疑うか？小児歯科医が見逃せない疾患〜 up to date 〜」
朝日大学歯学部
飯沼

13：30〜14：30

光生

口腔構造機能発育学講座

小児歯科学分野

教授

先生

市民公開講座

座長：大須賀

直人

「こどもの歯ならびはいつから治す？
〜こどもの歯列矯正誘導装置の機能と効果〜」
大塚矯正歯科クリニック

15：10〜15：20

院長

大塚

淳

先生

閉会式

【Ｂ会場】ホクト文化ホール

展示室

展示発表 ９ ：00〜15：20
一般展示発表（質疑応答 14：30〜15：00）
P- 1 当院口唇口蓋裂センターにおける初診患者の実態調査
〇佐野祥美＊・近藤 俊＊・今村基尊＊ , ＊＊・奥本隆行＊＊＊

（＊藤田保健衛生大学医学部形成外科 小児矯正歯科）
＊＊
（＊＊＊藤田保健衛生大学医学部形成外科）

（ 浅井小児歯科医院）
P- 2 上顎正中埋伏過剰歯発見時における歯科用 CT 撮影の有用性について
〇長縄友一・青山哲也＊・北 秀三＊＊
（やごとの歯科こども歯科）
（＊ひいらぎやまキッズデンタルクリニック）
（＊＊はみんぐ小児歯科・矯正歯科）
P- 3 歯に対する物理学的刺激によるマウス歯周組織改造時の細胞動態
○松田紗衣佳・松田厚子・村上由見子・横井由紀子・森山敬太・正村正仁・大須賀直人

（松歯大・歯・小児歯）
P- 4 先行乳歯抜歯後 下顎左側第二小臼歯歯胚が遠心傾斜した １ 例
（＊おぐら小児歯科クリニック）
（＊＊くぼ歯科小児歯科）
○小倉勇人＊・光澤佳浪＊・久保勝史＊＊
P- 5 部分無歯症を伴った外胚葉異形成症児の 1 例
○鶯塚英雄
（
（医）うぐいすファミリー歯科・岐阜県高山市）
P- 6 口唇形態と口唇閉鎖力との関係について
○村田宜彦・石川隆義・井鍋太郎＊・柴田宗則＊＊・小野俊朗＊＊＊

（大垣女子短大・歯科衛生）
（＊としょかんまえ小児歯科）
（＊＊柴田小児歯科）
（＊＊＊おのこども歯科）

P- 7 幼稚園児におけるデンタルフロスの使用状況
○古川佑美＊・外山敬久＊・中野 崇＊ , ＊＊・林 勇輝＊・荒木麻美＊・福田 理＊

（＊愛院大・歯・小児歯）
（＊＊豊橋キッズデンタルクリニック）
P- 8 乳歯の外傷を主訴とした初診紹介患者の実態調査
○石坂 亮・外山敬久・王 陽基・河本新太郎・福田 理
（愛院大・歯・小児歯）
P- 9 歯の異常の発現について －第 3 報 当院における30年間の実態調査－
○田澤澄枝・唐澤代志江・田澤数康・田澤さゆり
（あい歯科医院）
P-10 吸収性縫合糸に対し出現するマクロファージの骨髄からの供給
〇中安喜一＊ , ＊＊・松田紗衣佳＊＊・山田美保＊＊＊・三井恵理奈＊＊・上嶋博美＊＊・森山敬太＊＊・
正村正仁＊ , ＊＊・大須賀直人＊ , ＊＊

（＊松歯大・院・健康増進）
（＊＊松歯大・歯・小児歯）
（＊＊＊久保デンタルクリニック）
P-11 水酸化カルシウム系糊材を用いたラットの象牙質・歯髄複合体での第三象牙質形成について
○森山敬太・松田紗衣佳・紀田晃生・水島秀元・中野潤三郎・正村正仁・大須賀直人

（松歯大・歯・小児歯）
P-12 上顎洞内病変を見逃していた １ 例
○遠山孝之
（遠山歯科医院・静岡市葵区）
P-13 仕上げ磨き用歯ブラシの認知度 ―選択時の視認性―
〇中山 聡・内山盛嗣＊・近藤光昭＊＊

（松歯大・歯・小児歯）
（＊うちやま歯科クリニック）
（＊＊近藤歯科医院）
P-14 機能的矯正装置を装着した歯列の有限要素モデル
○横井由紀子・河村 純＊・山川洋子・岡藤範正＊＊・大須賀直人
（＊＊松歯大・歯・大学院）

（松歯大・歯・小児歯）
（＊愛院大・歯・歯科理工）
P-15 左側上顎洞内部に発生した集合性歯牙腫の 1 例
○内田啓一・髙谷達夫＊・横井由紀子＊＊・岡藤範正＊＊＊・山川洋子＊＊・正村正仁＊＊・大須賀直人＊＊

（松歯大・歯・歯放）
（＊松歯大・歯・総合口腔診療部）
＊＊
（＊＊＊松歯大・歯・大学院）

（ 松歯大・歯・小児歯）
P-16 画像診断において診断が困難であった慢性顎骨骨髄炎の 1 例
○髙谷達夫・横井由紀子＊・山川祐喜子＊・山川洋子＊・岡藤範正＊＊・正村正仁＊・大須賀直人＊・
内田啓一＊＊＊
（松歯大・歯・総合口腔診療部）
（＊松歯大・歯・小児歯）
（＊＊松歯大・歯・大学院）
（＊＊＊松歯大・歯・歯放）
P-17 オーラルガードⅡ® の装着感について ラバーダムとの比較
○内山盛嗣・林 三雄＊・田口貴嗣＊＊

（うちやま歯科クリニック）
（＊スマイル歯科医院）
（＊＊なかよし小児歯科）
P-18 ３ D スキャナーを用いた乳歯用既製金属冠支台歯形成の客観的評価
○岡野 哲・宮尾真知子＊・堀口 浩・岡本あや乃・鈴木あゆみ・安村真一・若松紀子・田村康夫・
飯沼光生

（朝日大・歯・小児歯）
（＊宮尾歯科医院）
P-19 ストレス下の妊娠母体のチューイングは生まれてくる仔の肥満を抑制する
○林 櫻子・生野伸一・林 寿男・吉川英里・越智鈴子・久田智詠・梶本京子・飯沼光生・
東 華岳＊・久保金弥＊＊

（朝日大・歯・小児歯）
（＊産業医科大学 医学部 第 1 解剖学講座）

（＊＊名古屋女子大学大学院 生活学研究科）
P-20 ビデオシステムを用いた行動変容への取り組み
〇片野雅久・市橋豊雄・辻 甫・近藤裕子・近藤亜子・長谷川信乃・田村康夫・飯沼光生

（朝日大・歯・小児歯）
P-21 咀嚼回数計測装置の測定精度について（その 4 ）
○中島一憲・武田友孝
（東歯大・歯・口健ス歯）
P-22 対応に苦慮した自閉症児の長期口腔管理の症例
◯岩永裕子
（石原歯科医院）

専門医・認定医資格更新ケースプレゼンテーション（認定委員会質疑

14：30〜15：00）

更新 - 1 上顎両側第一大臼歯の異所萌出を生じた患児に対する咬合誘導の一例
○田中浩二
（クローバーこども歯科）

社会保険委員会企画展示発表（質疑応答

14：30〜15：00）

企画 - 1 平成28年度社会保険診療報酬改定に関するアンケート調査結果について
○犬塚勝昭
（公益社団法人日本小児歯科学会社会保険委員会）

