
一般社団法人日本歯科人間ドック学会第20回学術大会 プログラム 

■Ａ会場(鶴見大学会館地下1階メインホール) 

9:00 ～ 9:10 開会式 

9:10 ～ 10:10 教育講演     座長 森戸光彦 (鶴見大学名誉教授) 

 「全身の健康の鏡としての口腔」 

 鶴見大学歯学部口腔内科学講座 里村一人 

10:10 ～ 11:00 一般口演 

一般口演Ｏ－1 ～ 2  10:10～10:30   座長 熊澤康雄  (日本歯科大学） 

Ｏ－1   シェーグレン症候群患者に対してノンクラスプデンチャーによる補綴を行った１例 

○布施 恵 1)、遠藤弘康 1)、小倉由希 1)、小西賀美 1)、小峯千明 1)、渕上真奈 1)、末光正昌 3)、

内山敏一4)、松本京子5) 、深津 晶1)、久山佳代3)、伊藤孝訓2)、福本雅彦1) 

  1)日本大学松戸歯学部歯科臨床検査医学講座 、2)日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座 、 

3)日本大学松戸歯学部口腔病理学講座 、4)日本大学松戸歯学部医療情報学講座 、 

5)日本大学松戸歯学部付属病院歯科衛生室 

Ｏ－2   当科における口腔扁平苔癬症例の臨床的検討 

  ○工藤景子、玉谷哲也、山村佳子、髙丸菜都美、大江 剛、工藤隆治、高橋 章、藤澤健司、 

横田美保、鎌田久美子、宮本洋二 

  徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔外科学分野 

一般口演Ｏ－3 ～ 5  10:30～11:00   座長 髙橋眞一 (医療法人社団療徳会） 

Ｏ－3   「未病の医療」実現をめざして〈Part1〉―歯科疾患の発症リスク低減を目的とした 

検査（う蝕）― 

○有馬嗣雄 

医療法人社団厚誠会 

Ｏ－4   「未病の医療」実現をめざして〈Part2〉―歯科疾患の発症リスク低減を目的とした 

検査（歯周病）― 

○有馬嗣雄 

医療法人社団厚誠会  

Ｏ－5   当法人が導入する発症リスクを判定するためのう蝕・歯周病検査―症例報告― 

○古森文絵、伊藤朋美、寺村祐子、松本美奈子、新城綾乃、有馬正英、有馬嗣雄  

医療法人社団厚誠会 
 

11:00 ～ 12:00 招待講演    座長 山根源之 

(一般社団法人 日本歯科人間ドック学会理事長) 

 「人間ドック健診と歯科ドック―歯科ドックに望むもの―」 

 公益社団法人 日本人間ドック学会理事長 篠原幸人 

12:00 ～ 13:00 休憩 

 

■Ｂ会場(鶴見大学会館2Fサブホール) 

12:05 ～ 12:55 ランチョンセミナー 協賛 ソニー生命保険株式会社  

「片麻痺になっても働けますか？―歯科医として働けなくなったら―」 

 ソニー生命保険株式会社 ライフプランナー 花嶋孝司 

■Ａ会場(鶴見大学会館地下1階メインホール) 

13:00 ～ 14:00 特別講演    座長 小川 匠  

(第20回日本歯科人間ドック学会学術大会大会長) 

 「歯科人間ドックにおける画像検査の役割について」 

 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線･画像診断学講座 小林 馨 

14:00 ～ 14:10 休憩 

14:10 ～ 14:50 一般口演 

一般口演Ｏ－6 ～ 7  14:10～14:30   座長 宮下 元 (昭和大学名誉教授) 

Ｏ－6  当法人における健康増進を目的とした患者組織「厚誠クラブ」の実態 

  ○伊藤朋美1)、寺村祐子1）、古森文絵1）、松本美奈子1)、新城綾乃1）、有馬正英2）、野村義明1）、 

  有馬嗣雄1) 

1)医療法人社団厚誠会、2)鶴見大学歯学部探索歯学講座 

Ｏ－7     糖尿病と歯科疾患に関する講演会開催の概要 

○須永健一、小川智久、岩田 洋、滑川初枝、林 宗廣、富永 毅、杉浦幹則、大嶋依子、 

沼田充代、植松裕美 

日本歯科大学附属病院歯科人間ドック 

一般口演Ｏ－8～ 9 14:30～14:50   座長 小川智久 (日本歯科大学附属病院総合診療科) 

Ｏ－8  歯科ドック受診率向上とエナメルクラック検出におけるオフィスホワイトニングの有用性 

〇高橋優子1)、西田かおり1,2)、高橋良多2) 

1)医療法人社団仁歯会グラーツデンタルケア、2)リョウデンタルオフィス 

Ｏ－9  食塊粒度解析による咀嚼能力の定量的評価 

○木原琢也1)、井川知子1)、重本修伺1)、重田優子1)、伊藤光彦1)、伊藤崇弘1)、二川浩樹2)、 

小川 匠1) 

1)鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座、 

2)広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門口腔生物工学分野 

14:50 ～ 15:50 シンポジウム     座長 里村一人 (鶴見大学歯学部口腔内科学講座) 

 「口腔がん検査の最前線」 

 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 川口浩司 

 「アミノレブリン酸を用いた光線力学的診断」 

 鶴見大学歯学部口腔内科学講座 舘原誠晃 

15:50 ～ 16:00 閉会式 
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