
第41回  日本小児歯科学会
中部地方会大会および総会

プログラム
大会テーマ

「夢を追いかけるのは子ども達だけでしょうか？」

令和４年10月９日（日） ９：２0～1７：０0
富山国際会議場　大手町フォーラム
〒930-0084　富山県富山市大手町1番2号
佐野 正之
渡邊 淳一
佐野 哲文
第４１回 日本小児歯科学会中部地方会大会事務局
〒939-0341富山県射水市三ケ2436－2　さの小児歯科医院
Tel：0766-57-8071　Fax：0766-57-8091
e-mail：jspd41chubu@gmail .com　https://shonishika. jp/chubu41/

・一般社団法人富山県歯科医師会　・一般社団法人富山市歯科医師会
・一般社団法人富山県歯科衛生士会　 ・NHK富山放送局
・富山県　・富山市　・（公財）富山コンベンションビューロー

※本大会の抄録集は、会費を徴収しないため1,000円での販売になります。
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開会式
特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  座長：大須賀 直人
｠ 「小児歯科学を背景とした小児歯科医療のこれまでの変遷と私の歩んできた道」
｠ 講師：飯沼 光生 先生　　朝日大学 歯学部 教授（小児歯科学） 

教育講演　｠ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター：早﨑 治明
｠ 「未来の小児歯科医療に向けて－研究の最前線からの提言－」
｠ 講師：齊藤 一誠 先生　　朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 小児歯科学 教授
　講師：中村 由紀 先生　　新潟大学 大学院医歯学総合研究科 小児歯科学分野 准教授

令和４年度日本小児歯科学会中部地方会総会（記念写真撮影）

シンポジウム 「おおいに語りあおうよ 小児歯科の未来を！」　　　　　　  司会：佐野 正之
｠ 基調講演「小児歯科学会に求められるもの」
｠ 講師：小椋 正之 先生　　厚生労働省 医政局 歯科保健課長
｠ パネラー：星野 倫範 先生　明海大学 歯学部 形態機能成育学分野 口腔小児科学 教授
｠ パネラー：石谷 徳人 先生　イシタニ小児・矯正歯科クリニック 院長

表彰式（SHOFUスチューデントアワード）、閉会式

 9 ：20～ 9 ：30
 9 ：30～10：30

10：45～12：15

12：30～13：20

14：00～16：30

16：30～16：45

【第１会場】　３Ｆメインホール

ランチョンセミナーⅠ（㈱モリタ主催）｠ 　　　　　　　　　　　　　 第３会場（203会議室）
｠ 「現状に則した歯科医療における感染管理の必要性」
｠ 柏井 伸子 先生　　有限会社ハグクリエーション 代表取締役社長

ランチョンセミナーⅡ（㈱リッチェル主催）｠ 　　　　　　　　　　　 第４会場（204会議室）
｠ 「口腔機能の発達を考える。」
｠ 蓜島 弘之 先生　　松本歯科大学 地域連携歯科学講座 教授

ランチョンセミナーⅢ（江崎グリコ㈱主催）　　　　　　　　　　第２会場（A）（201会議室）
｠ 「口腔機能の発達と脳の臨界期～診療室での指導～」
｠ 土岐 志麻 先生　　とき歯科 副院長

ランチョンセミナーⅣ（㈱松風主催）　　　　　　　　　　　　第２会場（B）（202会議室）
｠ 「～マルチイオン効果を応用した新しいう蝕予防法の提案 ～
｠ 　　”エナメル質のバイオアクティブ成熟化戦略によるこどもPMTCの実践”」
｠ 福本 敏 先生　　九州大学 大学院歯学研究院 小児口腔医学分野 主任教授
｠ 　　　　　　　　東北大学 大学院歯学研究科 小児発達歯科学分野 主任教授｠ 

アフタヌーンセミナー（インビザライン・ジャパン㈱主催）　　　　　　 第４会場（204会議室）
｠ 「インビザライン・ファーストにおける医院の進化」 
｠ 小林 英範 先生　　むらおか歯科矯正歯科クリニック

12：30～13：15

12：30～13：15

12：30～13：15

12：30～13：15

14：00～15：00

【ランチョンセミナー・アフタヌーンセミナー】　２Ｆ201～204会議室

中部地方会 認定歯科衛生士 認定更新必須研修セミナー　　　　　  座長：仲井　雪絵
｠ 「小児の食事に、私たち歯科衛生士はどうかかわればよいか？」 
｠ 土岐 志麻 先生　　とき歯科 副院長
｠ 蓜島 桂子 先生　　浜松医療センター 歯科口腔外科 部長

小児に携わる歯科衛生士のためのワークショップ　 　　　　 コーディネーター：渥美 信子
｠ 「私たち毎日こんな患者さんや保護者の方の指導で困って　 タスクフォース：仲井 雪絵
　  います。皆さんどう対応していらっしゃいますか？」　　　　 タスクフォース：海原 康孝
※定員が３０名で事前の申し込みが必要です。同封する別紙で詳細をご案内します。

10：30～12：00

14：00～16：00

【第２会場】　２Ｆ201、202会議室を連結使用　　　　

展示発表 10：00～16：30
①一般展示発表　　（質疑応答　13：30～14：00）

P-1　再生歯髄においてPeriostinは細胞遊走に関与する
○酒德晋太郎・中村圭佑・林　勇輝・石坂　亮・名和弘幸　　　　　　　　　　　    （愛院大・歯・小児歯）

P-2　マイオブレイスシステムを用いた鼻呼吸の確立とそれに伴う顔貌と姿勢の変化について
○鈴木亜梨紗・成山明具美＊・塩田雅朗・朝田芳信＊

（医療法人社団コロムビア会　こども矯正歯科クリニック）（＊鶴見大・歯・小児歯）

【ポスター会場】　２Ｆホワイエ



P-3　摂食運動先行期に関する研究 －食具と手－
○中島 努・花﨑美華・中村由紀・五月女哲也・米本裕貴・笹川祐輝・築野沙絵子・朴沢美生・吉田歩未・早﨑治明

（新潟大・院医歯・小児歯）
P-4　摂食運動先行期に関する研究－食具の入出－
○花崎美華・中島 努・中村由紀・五月女哲也・米本裕貴・笹川祐輝・築野沙絵子・朴沢美生・吉田歩未・早﨑治明

（新潟大・院医歯・小児歯）
P-5　I市におけるこども医療費助成開始とそれに伴う患者動向の変化について
○柴田宗則・村田宜彦＊・井鍋太郎＊＊・林勇輝＊＊＊・加藤綾香＊＊＊・小野俊朗＊＊＊＊　  　　　　  　（柴田小児歯科）

（＊村田こども歯科）（＊＊としょかんまえ小児歯科）（＊＊＊愛院大・歯・小児歯）（＊＊＊＊おのこども歯科医院）

P-6　2021年度当大学医科歯科医療センター小児歯科における紹介患者の実態調査
○井葉野夏実・大橋由美子・宗本政文・吉安慧人・吉川英里・若松紀子・長谷川信乃・田村康夫・齊藤一誠

（朝日大・歯・小児歯）
P-7　出生後に口腔機能発達を得られなかった患児に対するアプローチの1例
○松根健介・宮良美都子＊・荒井延子＊＊・立原未華＊＊＊ 三好克実＊＊＊

（日大松戸・歯・クラウンブリッジ補綴学講座）(＊相原歯科)（＊＊荒井歯科）（＊＊＊歯科クリニック三好）

P-8　生後3ヵ月乳児の舌小帯切除の報告―助産師や医師との連携を踏まえて―
○本多豊彦・飯田景子・朝比奈義明＊　　　　　　　　　　　　   　　 （本多ファミリー歯科）（＊あさひな歯科）

P-9　低ホスファターゼ症と診断された兄弟の口腔管理の例
○浦田あゆち・荻田匡樹＊・荻田修二＊・佐野祥美＊＊

（せんのんじ小児歯科）（＊おぎた小児歯科）（＊＊藤田医大・医・形成外科・小矯歯）
P-10　低ホスファターゼ症保因者の1例
○加藤那奈・宮尾琴音・紀田晃生＊・水島秀元＊・森山敬太＊・正村正仁＊・大須賀直人＊

（松歯大病院・小児歯）（＊松歯大・歯・小児歯）
P-11　22q11.2症候群の歯科的対応の1例
〇森山敬太・加藤那奈＊・宮尾琴音＊・青木紗衣佳・松田厚子・正村正仁・大須賀直人

（松歯大・歯・小児歯） （＊松歯大病院・小児歯）
P-12　先天性心疾患を有する患児の異所萌出を改善した1例
○田中れいら＊・清川裕貴＊､＊＊・坂田健輔＊・越智鈴子＊・梶本京子＊・澤味規＊・鈴木あゆみ＊・津金裕子＊・飯沼光生＊・
齊藤一誠＊ 　　　　　　　　 　　　　 　　　　    （＊朝日大・歯・小児歯） （＊＊新潟大・院医歯・小児歯）

P-13　下顎右側に認めた低位乳歯の１例
○坂井恵美・今泉千浪＊・隝田みゆき＊＊

（南越谷ピアシティ歯科矯正歯科）（＊今泉歯科医院）（＊＊のま歯科クリニック）
P-14　上顎乳犬歯と上顎犬歯歯胚の間に順性過剰歯を認めた１例
〇水野大樹・佐藤智之・片海智子・中村昭博・星野倫範　　　　　　　　　　　　     （明海大・歯・口腔小児）

P-15　上顎犬歯萌出障害の４例
○鶯塚英雄・中島正人＊　　　　　           （うぐいすファミリー歯科・高山市）（＊白川病院 歯科・加茂郡白川町）

P-16　下顎左右側切歯先天性欠如のある著しい上顎前歯唇側傾斜の1例　長期管理報告～大人になった子ども
たち Case1～
〇今泉三枝・大山たかね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（今泉歯科）

P-17　アペキシフィケーション後CBCT撮影により閉鎖様式を診査しバイオガラス系シーラーを用いて根管充填
を行った2症例
〇飯田夏妃＊・井上唯衣＊・大塚章仁＊＊・石坂　亮＊＊＊・渥美信子＊・林　勇輝＊・名和弘幸＊

（＊愛院大・歯・小児歯）（＊＊池田歯科）（＊＊＊かわごえキッズデンタルクリニック）

②専門医・認定医資格更新ケースプレゼンテーション　　（専門医認定委員会口頭試問 13：30～14：00）

更新-1　下顎左側第二小臼歯部の濾胞性歯嚢胞の消失した症例の１例
○井出憲一　（医療法人一会　井出ファミリー歯科）

更新-2　長期的に口腔管理している患児の1例
〇山下祥江　（小児歯科シャノワール・福井市）

更新-3　肉芽腫性口唇炎が疑われた小児の1例
〇髙橋裕子　（ひよこ歯科・藤枝市）

更新-4　吸指癖中止支援を行った自閉スペクトラム症の１例
〇山川佳代　（大府歯科クリニック）

③認定歯科衛生士試験　　（歯科衛生士委員会 13：30～14：00）

DH-1　協力状態の向上を図りながら非協力児の口腔管理を行った１例
〇砂葉実子　　（みやうちこどもデンタルクリニック）

DH-2　反対咬合改善のため矯正治療を行ったPTSD、パニック障害を抱えた患児に対し口腔管理を行った１例
〇芝山隼平　　（みやうちこどもデンタルクリニック）



このたびの第41回日本小児歯科学会中部地方会大会および総会を、富山国際会議場（富山市）で開催する
運びとなりました。2年前の2020年の第39回大会を準備していたところ、新型コロナウイルス感染症蔓延のため
中止が決定されましたが、再開催を期待する熱い声を受けて、高志の国・富山にて１２年ぶりに中部地方会大会
を開催いたします。約２年の時を経て更に内容の濃いプログラムを準備致しました。ご参加頂く中部地区および
全国の日本小児歯科学会員、加えて非学会員ながらご参加頂くすべての参加者にとって、本大会は研鑽の一助
になると確信しております。準備委員一同、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
※なお、大会翌日（10月10日（月・祝日））は、日本小児歯科学会・専門医セミナーが同会場で開催されます。
是非この連休を利用して、実りの秋を迎えた富山で、大いに有意義な時間をお過ごし下さい。

準備委員長　渡邊淳一

ごあいさつ

１）
２）

３）

４）
５）

受付は午前９時０0分から富山国際会議場１階にて行います。
本大会は、大会参加費が無料で、当日登録のみです。同封の参加申込書に必要事項を記入の
うえ当日は必ず１F受付にご提出ください。参加証をお渡しいたします。なお、本大会の抄録集
は 1 , 0 0 0 円 で 販 売 い たします 。抄 録 集を冊 子として 不 要 の 方 は 、大 会 ホームペ ージ
（https : // shon i sh ika . j p/chubu41/）上にも（大会１週前程度を予定）掲載しますので、ダウンロード
してご利用ください。
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。IDカードを
読み取るカードリーダーを設置したコーナーを設けます。設置コーナーに担当者を配置しますので、IDカードを
提出して登録を行ってください。IDカードを忘れた等で登録できない場合はご申請ください（大会終了後、本会
事務局に連絡します）。
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。
ランチョンセミナー（アフタヌーンセミナーも含む）のお弁当には数に限りがあります。先ずは、大会の受付にて
参加登録行ってから、各企業の受付コーナーに移動され、各自で登録を行ってください。

※専門医セミナー　2022年10月10日（月）9:15～12:30
場所：富山国際会議場 大手町フォーラム ２F多目的会議室（201～204会議室連結使用）
内容：口腔機能ならびに形態に問題のある小児への対応
講師①：冨原 圭先生（新潟大学 大学院医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野 教授）
講師②：山田 一尋先生（松本歯科大学 歯学部付属病院 育成期口腔診療部門矯正歯科 前教授）
 　　　　　　 （あすなろ小児歯科医院　矯正歯科　科長）
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富山国際会議場
第１会場 第2会場 第３会場 第４会場 ポスター会場 展示会場

メインホール

開会式

202会議室(B)201会議室(A) 203会議室 204会議室 2Fホワイエ３Fホワイエ

会場案内図スケジュール

●学会参加の皆様へ

大会のご案内（５月中旬発送）では、大会終了後に、参加費を徴収して飲食を提供する学会懇親会を計画して
おりましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染状況を考慮して中止することにしました。関係各方面の方々に
お詫び申し上げます。
尚、懇親会の会場として予定していた、あすなろ小児歯科医院ではオープンクリニック（あすなろ探検ツアー）を、
令和４年１０月９日（日）大会終了後１７：００～１８：３０に開催することにしました。
参加希望の方は、メール（asunaroshounishika@gmail.com）にてお問い合わせ下さい。（担当：伊藤）

●学会懇親会について

9：30～10：30
特別講演

講師：飯沼光生先生
座長：大須賀直人先生

12：30～13：15 
総会 

（写真撮影）

表彰式・閉会式

10：45～12：15 
教育講演

講師：齊藤一誠先生
講師：中村由紀先生

   コーディネーター：     
　　　早崎治明先生

10：30～12：00 
認定歯科衛生士認定更新
必須研修セミナー
講師：土岐志麻先生
講師：蓜島桂子先生
座長：仲井雪絵先生

14：00～16：00
小児に携わる歯科衛生士
のためのワークショップ
コーディネーター：渥美信子先生
タスクフォース：仲井雪絵先生
タスクフォース：海原康孝先生

12：30～13：15
ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰⅢ
江崎グリコ㈱
土岐志麻先生

12：30～13：15
ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰⅣ
㈱松風

福本 敏先生

14：00～16：30 
シンポジウム

基調講演：小椋正之先生
パネラー：星野倫範先生

 パネラー：石谷徳人先生
司会：佐野正之先生

12：30～13：15
ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅ Ⅰー
㈱モリタ
柏井伸子先生

12：30～13：15

14：00～15：00

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅ Ⅱー
㈱リッチェル
蓜島弘之先生

10：00～16：00
ポスター発表

13：30～14：00
質疑応答・口頭試問

10：00～16：30
企業展示

アフタヌーンセミナー
インビザライン･
ジャパン㈱
小林英範先生

ポ

ス

タ

ー

発

表

ポ

ス

タ

ー

発

表

企

業

展

示

・富山駅より徒歩約15分
・富山駅より市内電車「セントラム」で約7分、国際会議場前下車
・富山空港より車で15分
・北陸自動車道富山インターより車で約10分

富山駅前

富山
ライトレール

至岩瀬

至新潟

至魚津至高岡

N

至金沢

オーバードホール■

■ホテル
グランテラス富山

■富山第一
ホテル

富山国際会議場■

いたち川

■
国際会議場前 荒町

富山城址公園
丸の内

●富山
エクセルホテル東急

富山市民プラザ●

富山空港

●富山市役所

フェリオ・富山大和
●

富山I.C

●
県民会館

●富山商工会議所

富山駅

国
道
41
号

●富山大学
（五福キャンパス）

富山県庁●

　




