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（第三種郵便物認可）２０１９年９月１５日 大阪歯科保険医新聞（５、15、25日発行）（５）

2019年　第34回 保団連医療研フォーラム

分科会は10月14日（月・祝）午前９時　７会場で同時開催

歯科診療の研究と工夫
▶会場　1006-7（10Ｆ） ▶会場　1009（10Ｆ）
発表時刻 演　題 発表者氏名 協会 標榜科／職種

９：00 世界初の歯周組織再生誘導剤リグロス実践アプローチ 藤野　健正 千葉 歯科

９：12 CGFを用いた再生療法 矢部あづさ 大阪歯 歯科

９：24 CGF（prf）によるGBR 吉田　　正 三重 歯科

９：36 下顎切歯根尖部に腫瘍状硬化物が認められた１症例 木島　峯雄 千葉 歯科

９：48 畑町ガーデン歯科検診10年間のデータ集計 加藤　信夫 千葉 歯科

10：00 それでも抜かないわけがある！2019 今西　祐介 東京歯 歯科

10：12 萌出異常を起こす可能性のある永久歯を救うため
の、乳歯の抜歯・開窓処置の考察 畑﨑　清孝 大阪歯 歯科

10：24 保険導入から５年～CAD/CAM冠～ 阿部　菜穂 東京歯 歯科・口腔外
科・小児歯科

10：36 歯科保健行動意欲を高めるミドリ理論を基にした
半構造化インタビュー法の有用性 福原　　稔 大阪歯 歯科

10：48 口腔カンジダについてまとめてみた 西川　眞二 大阪歯 歯科

11：00 「噛み噛みフーフー」子供と同じ箸を使う、子供
と同じ茶碗を使う心配いりません 池尻　良治 大阪歯 歯科

11：12 野宿生活者への歯科支援の15年　歯科相談・保
健指導と無料診療、拠点診療所設立と街づくり 渡邉　充春 大阪歯 歯科

11：24 昨年１年間で当院が主催した勉強会の概要 大鐘　綾子 千葉 歯科衛生士

11：36 来し方12年を振り返って 鶴岡　瑛司 長野 歯科

11：48 医療人である前に社会人であれ 林　　春二 長野 歯科

発表時刻 演　題 発表者氏名 協会 標榜科／職種

９：00 石膏シリコーン連合印象法による下顎無歯顎高度顎堤
吸収症例における総義歯作製法（訪問診療編） 安東　俊介 大分 歯科

９：12 小中学校健診で不正咬合で「要検査」とされた小中学
生の矯正治療の保険収載の展望についての考察 天野　錦治 愛知 歯科

９：24 顎機能障害患者が治癒した例～その３～ 髙木　千訓 岐阜 歯科

９：36 訪問診療で効率的な義歯製作 横山　靖弘 東京歯 歯科

９：48 咀嚼筋群過緊張の患者に対して摂食嚥下リハビリテー
ションを活用した新義歯作製の１例 木村　友美 大阪歯 歯科

10：00 スマホ型顕微鏡を用いた簡単歯周病導入法 南崎　信樹 山口 歯科

10：12 変形性顎関節症の治療に「治療用複製義歯」を使用し
た１症例 市川　　誠 長野 歯科

10：24 当科における歯科インプラント治療のメインテナンス 石倉　信造 島根 歯科・
口腔外科

10：36 インプラント臨床における多血小板血漿（PRP）を使
用した骨再生症例 佐々木脩浩 千葉 歯科

10：48 歯科開業医の薬剤耐性菌に関する意識－千葉県保険医
協会のアンケート調査から 佐々木脩浩 千葉 歯科

11：00 抜歯即時インプラント埋入術の試み 久保田　守 神奈川 歯科

11：12 小児反対咬合へのアプローチ 馬場　一郎 神奈川 歯科

11：24 不全感のない口腔機能発達不全症への対応 福岡　　雅 愛知 歯科

11：36 歯の自家移植による咬合再建の臨床的検討 大槻　榮人 兵庫 歯科

11：48
厚生局開示データから読み取る「指導」の実施状況の
分析と考察　第三報　歯科における集団的個別指導、
個別指導、監査の都道府県実施率の比較分析

小出　一久 神奈川 歯科

第　 分科会
２－Ａ

第　 分科会
２－Ｂ

▶会場　10Ｆロビー
時間 演　題 発表者氏名 協会 標榜科／職種

11：00 歯科治療が身体に与える影響をとらえた写真 大宅　幸夫 奈良 歯科

11：05 歯科訪問診療に関わってくる8050問題について 岡田　健一 福岡歯 歯科

11：10 コンポジットレジン充填：色合わせの工夫 大野　貴志 大阪歯 歯科

11：15 デイケアにおける料理療法の実践 高　　友紀 大阪 介護士

11：20 Pierre Robin Sequenceを伴う閉塞性睡眠時無
呼吸症候群に対し下顎骨前方移動術を行った１例 森　　仁志 香川 歯科

11：25 医科歯科連携した歯科診療により患者が快方した
ケース 杉本　　叡 大阪歯 歯科

11：30 関節リウマチに起きた重症肺障害 加藤　康夫 北海道 内科

11：35 矢追インパクト療法による眼裂の開大 山脇　　昂 東京 内科

11：40 認知症患者における介護者のストレスに対して緊
急な対応が必要であった１例 熊野　宏二 大阪 内科・

消化器内科

11：45 子どものロコモに対する当院の取り組み～発達障害児の
運動機能と眼球運動のチェックから見えてくるもの～ 川崎　昌弘 大阪 作業療法士

11：50 整形外科と在宅医療 野口　碩雄 福岡 整形外科
リハビリ科

11：55 生活保護受給者が介護施設に入居する場合の問題
点について 小石　裕子 福岡歯 歯科

12：00 2018年度魚類実態調査の結果について 和田　雄偉 神奈川 内科

12：05 発展途上国で助産師の管理下で行う出産の管理の
現況－カレーズの会の活動報告から－

レシャード
・カレッド 静岡 呼吸器内科・循

環器内科・外科

12：10 メキシコシティからの報告～第10回国際エイズ
学会会議（IAS2019）に出席して～ 杉山　正隆 福岡歯 歯科

ポスターセッション 10月13日・14日

グランキューブ大阪［大阪国際会議場］大阪市北区中之島5‒3‒51

シンポジウム 　13：15～16：00
開業医がいきいきと働くために
▶ 開業医がいきいきと診療を行うために何が障害になっているのかを共
有し、今後の運動への始点としたい。

731部隊とは何だったのか あらためて医の倫理を問う
▶ 最新の研究にふれながら改めて過去の検証を通じて現代的な医の倫理
の問題を考える。

輝け！いのち 自分らしさを求めて…『LGBT』を知る
▶ LGBTへの理解と誰もが生きやすい社会を目指す取り組みを医療分野
から提案し、一石を投じるものにしていく。

共同調査発表 　16：35～
　「学校健診後治療調査」

13日日　10Ｆ 16：00～（開場15：00）

14日月・祝　10Ｆ 13：15～（開場12：30）

『チーム・バチスタの栄光』『ブラックペアン1988』
の作家が語る近未来の医療
「医療エンタメとリスクヘッジ」

海
かい

堂
どう

 尊
たける

氏　医師・作家

参加費　歯科医師＝4,000円（大阪府歯科保険医協会会員のみ）
　　　　歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手＝500円
懇親会費（13日夜）＝10,000円 申し込みは TEL 06-6568-7731

参加　　
申し込み

受付中

記念講演 　17：20～



（第三種郵便物認可）大阪歯科保険医新聞 （５、15、25日発行） （６）２０１９年９月１５日 第1341号

医科診療の研究と工夫
▶会場　1001-2（10Ｆ） ▶会場　1003（10Ｆ）
発表時刻 演　題 発表者氏名 協会 標榜科／職種

９：00
高血圧症通院者100名について－2009年
から10年目の中断者と継続通院者にみる
健康管理の実際についての検討

広川　恵一 兵庫 内科

９：12 オリラ山病院の南大東島精神科診療７年間
のまとめ 仲里　尚実 沖縄 精神科

９：24 高血圧患者における肥満、年齢、性差と診
察室血圧の降圧目標達成率の因子の検討 陳　　勁一 神奈川 内科

９：36 起立性低血圧を有する患者の起立後の血圧
変動と持続性高血圧との関係 湯浅　章平 神奈川 内科

９：48 2013年と2018年で糖尿病合併高血圧患
者の降圧目標到達率の比較検討 森　　壽生 神奈川 内科

10：00 全国の開業医における２型糖尿病診療実態
調査－治療法と血糖管理状況－ 新井　桂子 神奈川 内科

10：12 全国開業医の２型糖尿病診療の実態調査～
専門医と一般医の内服糖尿病薬の違い～ 調　進一郎 神奈川 内科

10：24 全国開業医の２型糖尿病診療の実態調査～
薬物療法を決める際の情報源～ 大津　成之 神奈川 内科

10：36 全国開業医の２型糖尿病診療の実態調査～
「連携」をめぐる一般医と専門医の意識～ 大津　成之 神奈川 内科

10：48
全国開業医の２型糖尿病診療の実態調査～
降圧目標達成率に一般医と糖尿病を専門と
する医師の間で違いがあるか～

湯浅　章平 神奈川 内科

11：00
「各種肝疾患からの肝癌発生における“リス
ク因子としての肝硬変症”の重要性に関する
統計学的研究」－メタ解析による研究－

多羅尾和郎 神奈川 内科・
消化器科

11：12 「内科診療所で発見された血液疾患」－２
例の多発性骨髄腫を検討する－ 濱名　哲郎 神奈川 内科・

放射線科

11：24 他の疾患を持つ高齢者の心疾患の外来管理
について 寺本　勅男 三重 循環器科

11：36
当院の動脈硬化治療による血管年齢の変化
および血圧も含めた様々な症状の改善につ
いて

土田　博夫 滋賀 内科・
耳鼻咽喉科

第　 分科会
１－Ａ

▶会場　801-2（８Ｆ）
発表時刻 演　題 発表者氏名 協会 標榜科／職種

９：00 鉛中毒患者さんから見える社会 中村　賢治 大阪 内科

９：11 胸部レントゲン再読影により建設労働者の
石綿被害の実相を明らかにする取り組み 水嶋　　潔 大阪 内科

９：22 検案例から見えてくるもの～直近10年
間のまとめ～ 原田　知行 長崎 内科

９：33 国土交通省スマートウェルネス住宅推進調
査事業からわかった住環境と健康の問題 上原　裕之 大阪歯 歯科

９：44 頸肩腕症候群は終わらない 渡辺　靖之 東京 内科

９：55 風力発電所による自然破壊の実情（国定
公園、青山高原） 武田　恵世 三重 歯科

10：06 山梨県立リニア見学センターを視察して 赤羽根　巖 東京 内科

10：17 京都府下でのPM２・５測定　第２弾 山本　昭郎 京都 内科

10：28 ３・11水没歯科診療所－医療費窓口負
担免除８年間の患者動向－ 五十嵐公英 宮城 歯科

10：39 災害時におけるクリニックの対応ー昨年
の大阪における災害の経験からー 清水　聖保 大阪 精神科

10：50
福島県甲状腺本格検査２回目～４回目、
平成26年度～平成31年度、５年間にお
ける小児甲状腺がん発見率の考察

野本　哲夫 神奈川 内科

11：01 Broken Arrow How the U. S. Navy 
lost a nuclear weapon 山田　洋孝 埼玉 歯科

11：12 歌をとおして平和を学び考える 矢崎とも子 宮城 内科

11：23 ワクチン接種事業は医療機関に対する公
共事業である 佐藤荘太郎 宮城 内科

11：34
特養で食事中の利用者の急変は窒息とは
限らない…自験例をもとにあずみの里裁
判を考える

片倉　和彦 東京 内科精神科

11：45 医療裁判の歴史～その変遷と進化の考察～ 長崎　修二 福岡 内科

11：56 「パレスチナ難民」医療・こども支援か
ら見た紛争地における健康破壊の実態 猫塚　義夫 北海道 整形外科

・医師

第　 分科会
５
第　 分科会
６

第　 分科会
１－Ｂ

▶会場　1008（10Ｆ）
発表時刻 演　題 発表者氏名 協会 標榜科／職種

９：00 認知症高齢者の一人暮らしを支え、社会貢献と生きがいづくりを継続する 下瀬　真司 埼玉 介護福祉士

９：12 医療・介護の各職種別の認知症ステイグマは異なっているか 大川　義弘 石川 内科

９：24 当院での肺癌在宅患者の在宅看取りに関する予測因子の後ろ向き研究 新田　　隆 大阪 内科

９：36 在宅の胃瘻患者に経口摂取への移行を試みた症例 川村　一喜 兵庫 歯科

９：48 在宅歯科治療と口腔ケアーの問題点 大野　好美 愛知 歯科衛生士

10：00 当院の昨年における外来患者と往診患者の割合 永野　伸一 千葉 歯科

10：12 ひきこもりの支援状況からみえる課題 今野　正裕 埼玉 精神保健福祉士

10：24 インフルエンザに罹患した母の在宅対応経験 新谷真知子 大阪 内科

10：36 当院の在宅診療におけるAYA世代患者との関わり方～３症例を通して～ 稲田　　陽 大阪 内科

10：48 －香川県保険医協会の取り組みから－ 三木　武寛 香川 歯科

第　 分科会
３ 在宅医療・介護

災害・公害・　
環境・職業病　
医学史・医療運動
史・医療と裁判　

第　 分科会
１－Ｃ
第　 分科会
４

▶会場　1004-5（10Ｆ）
発表時刻 演　題 発表者氏名 協会 標榜科／職種

９：00 知的障害者施設における行動障害 田島　正孝 愛知 内科

９：12 精神科デイケアにおける就労を見据えた取り組みと今後の課題に
ついて

上山　晶子
秀平生久子 大阪 公認心理師

精神科相談員

９：24 発達健診の充実を目指して－40年ぶりの保育所健診票の改定に
向けて（第２報） 大里　光伸 大阪 小児科・内科

９：36 若年性認知症の方への就労支援について 大場　敏明 埼玉 内科

９：48 対話をベースにした新たな「患者－医師」関係による認知症診療 今田　隆一 宮城 脳神経外科

10：00 8050問題、回避に向けて 大平麻幸代 大阪 精神保健福祉士

10：12 患者さんと信頼関係が深いと割安の医療が実現する 今村　育男 大阪 内科・小児科

10：24 風疹・麻疹大流行を防ぐため皆ができること～職場での直接MR
ワクチン接種の試み 申　　偉秀 東京 内科

10：36 アトピー性皮膚炎患者経済実態調査 笹川　征雄 大阪 皮膚科

10：48 血液内科専門クリニック立上げの経緯と展望 太田　健介 大阪 血液内科

11：00 医薬連携、調剤薬局と「多剤投薬」に取り組む　① 北村　龍男 宮城 神経内科

11：12 楽しいフレイル・オーラルフレイル予防でおいしく長生きのまちづくり 中澤桂一郎 群馬 歯科

11：24 離島における口腔保健の現状とへき地における地域保健の問題について 寺本　祐二 三重 歯科

11：36 療養高齢者の摂食・嚥下改善についてICFから考える＝多職種連
携・協働の視覚化を図るために＝ 久保　哲郎 福岡歯 歯科

医科診療の研究と工夫

医科歯科連携した診療の
研究と日常診療の工夫　

発表時刻 演　題 発表者氏名 協会 標榜科／職種

９：00 内科診療所における働き方改革 岡本　雅之 大阪 内科

９：12 総合病院での呼吸器専門医による全科胸部Ｘ線読影の試み－
2018年１年間の経験－ 草彅　芳明 秋田 呼吸器内科

９：24 かかりつけ医は生活習慣病を管理することで認知症の予防や進行
を防止できる 堂垂　伸治 千葉 内科

９：36 矢追インパクト療法による眼裂の開大 山脇　　昂 東京 内科

９：48 筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群（ME/CFS）患者に対するト
リガーポイント注射の検討 竹田　智雄 岐阜 麻酔科

10：00 膵癌に対するTS１単剤療法にて長期生存した１例 市原　　透 愛知 外科

10：12 頭痛への漢方薬治療の工夫 西田　博昭 大阪 脳神経内科

10：24 高齢者の急性関節炎について 仲田　公彦 大阪 リウマチ科

10：36 懸け橋となるために…－変形性関節症に対する再生医療－ 傍島　　聰 大阪 整形外科

10：48 統合医療での潰瘍性大腸炎（UC）著効12症例の便カルプロテク
チンデータ報告 西本　真司 和歌山 麻酔科・神経

科・呼吸器科

11：00 地域における遠隔医療の実践と展望 冨田伸次郎 長崎 整形外科

11：12 抗生物質を使わなければ診療報酬で加点されることについて 太田　志朗 滋賀 小児科

11：24 診療所に麻疹患者が来たら 武田　勝文 大阪 外科整形外科
・皮膚科　　


