3月21日（土）第一日目 B会場（大ホール）
一般セッション 1-B-1 １３：００～１３：２４
1-B-1-1
新規経口抗凝固薬服用患者の歯科小手術についての臨床的検討
1-B-1-2
ダビガトラン投与患者に生じたエナメル上皮腫の1例
1-B-1-3
抗血栓療法中の患者における歯科観血処置後の後出血危険因子の検討
一般セッション 1-B-２ １３：２５～１３：４９
1-B-2-1
大腿動脈瘤に伴う慢性DICにて頬粘膜咬傷後に止血困難であった１例
1-B-2-2
抜歯後長期出血より判明した超高齢者における腹部大動脈瘤による慢性DICの1例
1-B-2-3
解離性大動脈瘤に起因する慢性DICによる舌咬傷出血に難渋した1例
一般セッション 1-B-３ １３：５０～１４：２２
1-B-3-1
急性心不全のため抜歯を中止した２例
1-B-3-2
僧帽弁形成術後に感染性心内膜炎を発症し多数歯抜歯を必要とされた1例
1-B-3-3
拡張型心筋症を有する患者の抜歯経験
1-B-3-4
拡張型心筋症（DCM）で経口FXa阻害剤内服中の患者に抜歯を要した一例
一般セッション 1-B-４ １４：２３～１４：５５
1-B-4-1
迷走神経刺激法によるてんかん治療中の脳性麻痺患者に対して実施した全身麻酔下歯科治療
1-B-4-2
ペリツェウス・メルツバッハ病患者の智歯抜去術に対し全身麻酔管理を行った1症例
1-B-4-3
レノックス・ガストー症候群患者の歯科治療に対する全身麻酔管理経験
1-B-4-4
間質性肺炎を合併する患者に対し短期間に二度の全身麻酔を施行した症例
一般セッション 1-B-５ １４：５６～１５：２８
1-B-5-1
顎埋伏智歯抜歯後感染から再生不良性貧血と判明した１例
1-B-5-2
下顎枝矢状分割術を施行した血小板放出機構異常症の1例
1-B-5-3
後天性血友病Aに起因した抜歯後出血の1例
1-B-5-4
歯肉出血を契機に判明した後天性血友病の一例
一般セッション 1-B-６ １５：２９～１５：５３
1-B-6-1
東京慈恵会医科大学附属病院歯科における周術期口腔機能管理の実施状況
1-B-6-2
当科における周術期口腔機能管理の現状
1-B-6-3
東京医科大学病院における周術期口腔機能管理の取り組み－医科・歯科医療連携の実際－
3月21日（土）第一日目 C会場（レセプションホール）
一般セッション 1-C-1 ９：４５～１０：１７
1-C-1-1
65歳以上の患者に対する全身管理の分析 －過去14年間（2000～2013）について－
1-C-1-2
両側鎖骨下動脈狭窄を有する大動脈炎症候群患者に対する全身管理の1症例
1-C-1-3
フォンタン術後の児に対し口蓋形成術を行った一例
1-C-1-4
「当科における障害者（児）に対する入院全身麻酔下歯科治療例の臨床的検討」
一般セッション 1-C-２ １０：１８～１０：５０
1-C-2-1
顔面多発骨折を契機に判明した完全房室ブロックの１例
1-C-2-2
診療中にPSVTを疑った不整脈の既往を有する患者の1例
1-C-2-3
静脈内鎮静法での下顎智歯抜歯時に狭心症発作を発症した１例
1-C-2-4
Brugada型心電図と神経調節性失神を有する患者に対する全身管理の1症例
一般セッション 1-C-３ １０：５１～１１：１５
1-C-3-1
当科にて周術期管理を行った患者の生活習慣及び口腔状態の分析
1-C-3-2
精神科疾患患者に対する病院歯科の果たす役割―多職種連携による口腔機能管理と患者教育の取り組み―
1-C-3-3
当科における骨髄移植前口腔内精査の統計学的検討
一般セッション 1-C-４ １３：００～１３：３２
1-C-4-1
強度変調放射線治療に際して歯科金属除去を行った下咽頭癌の1例
1-C-4-2
扁平上皮癌下顎辺縁切除術症例にヘパリンブリッジ法を施行した1例
1-C-4-3
92歳に生じた角化嚢胞性歯原性腫瘍の1例
1-C-4-4
造血幹細胞移植患者に生じた上顎歯肉疣贅性癌の1例
一般セッション 1-C-５ １３：３３～１４：０５
1-C-5-1
抗血栓療法中の血液透析（HD）患者における抜歯時安全性についての検討
1-C-5-2
リバーロキサバン内服患者における多数歯抜歯の1例
1-C-5-3
ITP合併妊娠における抜歯処置の１例
1-C-5-4
先天性低フィブリノゲン血症患者に対して埋伏歯抜歯術を施行した1例
一般セッション 1-C-６ １４：０６～１４：３８
1-C-6-1
当科で経験した口腔内メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の３例と文献的考察
1-C-6-2
Methotrexateに起因したと考えられた難治性舌潰瘍の1例
1-C-6-3
頬粘膜に発症したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例
1-C-6-4
抜歯後に敗血症および気道閉塞に至ったMTX内服リウマチ患者の一例
一般セッション 1-C-７ １４：３９～１５：１９
1-C-7-1
当科における異物誤飲・誤嚥症例への対応 第2報
1-C-7-2
有病者・高齢者における手首血圧計の有用性についてー第1報―
1-C-7-3
パノラマX線写真からみた来院患者の骨粗鬆症リスクと全身疾患との関係
1-C-7-4
歯周病治療による動脈硬化指標の改善に関する研究 第二報
1-C-7-5
口腔悪性腫瘍手術に皮弁再建を要した症例の手術部位感染に関する検討
一般セッション 1-C-８ １５：２０～１５：５２
1-C-８-1
オーラルジスキネジアに対し抑肝散が著効した１例
1-C-８-2
VCFS患者の言語治療に関する報告 第6報 ―口腔領域先天異常と合併症との関連―
1-C-８-3
口腔癌への放射線治療に伴う口腔乾燥症に対するピロカルピン塩酸塩の治療効果に関する臨床的検討
1-C-８-4
当院口腔アレルギー外来を受診した掌蹠膿疱症の１例（第１報）
3月22日（日）第２日目 B会場（大ホール）
一般セッション 1-B-1 １０：５０～１０：２２
2-B-1-1
歯性急性炎症を疑ったHIV患者の形質細胞腫の１例
2-B-1-2
本邦におけるHIV感染者の歯科医療体制構築活動について
2-B-1-3
口腔内に広範な壊死組織を認めたＨＩＶ感染者の２例
2-B-1-4
舌痛症状を介してHIVおよび梅毒感染症と診断された1例
一般セッション 1-B-２ １１：２３～１１：５５
2-B-2-1
ビスフォスフォネ－ト製剤投与患者の受診状況の検討
2-B-2-2
悪性腫瘍患者の薬剤関連顎骨壊死予防のための歯科介入の現状
2-B-2-3
ビスフォスフォネート使用患者に対する当科での取り組み
2-B-2-4
当科におけるビスフォスフォネート関連顎骨壊死(BRONJ)に対する対応について
一般セッション 1-B-３ １１：５６～１２：２８
2-B-3-1
Bisphosphonate製剤内服患者における骨代謝マーカーを指標とした抜歯時期の検討―血中P1NP・尿中CTX値を指標にして―
2-B-3-2
薬剤関連顎骨壊死・骨髄炎の保存的外科療法に関する臨床的検討
2-B-3-3
ビスフォスフォネート（BP）製剤服用者の抜歯窩虚血の対処法 －血液を充填する試み－
2-B-3-4
骨粗鬆症患者に発生した難治性BRONJに対するテリパラチド投与の臨床的検討
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総合病院中津川市民病院歯科口腔外科
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国立病院機構 名古屋医療センター歯科口腔外科
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総合病院国保旭中央病院歯科・歯科口腔外科
九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野
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3月22日（日）第二日目 D会場（第3会議室）
ポスターセッション 2-D-1 ９：３０～９：５５
2-D-1-1
当科における薬剤関連顎骨壊死症例の臨床的検討
2-D-1-2
周術期口腔管理外来で発見された薬剤関連顎骨壊死の1例
2-D-1-3
上顎に発症したBRONJに対して上顎骨全摘術を施行した1例
2-D-1-4
当院の前立腺癌症例におけるBMA投与とMRONJ発症に関する臨床的検討
2-D-1-5
デノスマブ使用中に発生した顎骨壊死の2例
ポスターセッション 2-D-2 ９：５６～１０：２１
2-D-2-1
急性期病院への周術期口腔機能管理を含む訪問歯科介入の実態調査
2-D-2-2
周術期口腔機能管理における当院心臓外科との連携
2-D-2-3
新潟大学医歯学総合病院 医療連携口腔管理チームにおける外来患者の臨床統計的検討
2-D-2-4
原発性肺癌胸腔鏡補助下手術における周術期口腔管理の効果に対する検討
2-D-2-5
当センターで行われている周術期口腔機能管理の現状と方向性の検討
ポスターセッション 2-D-3 １０：２２～１０：4７
2-D-3-1
基礎疾患を有し入院管理下に抜歯を行った症例の検討
2-D-3-2
新設された病院歯科口腔外科における有病者の入院抜歯の検討
2-D-3-3
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症患者の抜歯経験
2-D-3-4
原因不明の血管性浮腫の既往がある患者の抜歯経験
2-D-3-5
抜歯後の止血処置に苦慮したアラジール症候群の１例
ポスターセッション 2-D-4 １０：4８～１１：1３
2-D-4-1
急性期病院への訪問歯科診療にて鼻腔の悪性リンパ腫が発見された一例
2-D-4-2
周術期口腔機能管理を通して左側上顎歯肉に悪性リンパ腫を発見した1例
2-D-4-3
口蓋の腫脹を契機に判明した未分化大細胞型リンパ腫の１例
2-D-4-4
家族性多剤薬剤ミオクローヌス(Myoclonus)発作を有し、周術期管理に苦慮した口蓋多形腺腫の１例
2-D-4-5
周術期管理の一環としてフルマウスインプラントの全撤去を行った1例
ポスターセッション 2-D-5 ９：３０～９：５５
2-D-5-1
抜歯後出血を契機として診断された後天性血友病Aの一症例
2-D-5-2
顎下腺管唾石の摘出を行った先天性プロテインC欠損症患者の１例
2-D-5-3
抜歯後に慢性特発性血小板減少性紫斑病が急性化した1症例
2-D-5-4
オスラー病を有する乳がん患者の舌腫瘍切除の１例
2-D-5-5
頬部蜂窩織炎を契機に判明した先天性血友病Aの１例
ポスターセッション 2-D-6 ９：５６～１０：２１
2-D-6-1
S-1とワルファリンの併用により出血傾向となった口腔がん患者の1例
2-D-6-2
原発性硬化性胆管炎により歯の自然脱落後に生じた持続性歯肉出血の１例
2-D-6-3
全身麻酔下口腔外科手術後に腹壁瘢痕ヘルニアを発症した１例
2-D-6-4
ピリドキサールリン酸エステルにより高度CK上昇をきたした1例
2-D-6-5
全身麻酔下で口底癌・下顎歯肉癌切除術中に著明な舌腫脹を認めたため気管切開にて術後の気道管理をおこなった１症例
ポスターセッション 2-D-7 １０：２２～１０：4７
2-D-7-1
拡張型心筋症患者に全身麻酔を行った1例
2-D-7-2
クレチン症を伴う重度知的障害患者に対する全身麻酔下での歯科治療
2-D-7-3
開放病床システムを利用し,かかりつけ医と共同して2回にわたり全身麻酔下にて歯科治療を行った精神発達遅滞患者の1例
2-D-7-4
ガマ腫を認めたSotos症候群患者の全身麻酔経験
2-D-7-5
人工透析および抗血栓療法を受けている患者に歯根端切除術を行った１例
ポスターセッション 2-D-8 １０：4８～１１：1３
2-D-8-1
鼻中隔欠損，口唇口蓋裂に精神遅滞を合併した全前脳胞症患者に静脈内鎮静法下で歯科治療を行った１症例
2-D-8-2
進行する脊髄小脳変性症の患者の口腔ケアを７年間に渡り鎮静法管理下で行っている症例
2-D-8-3
肺癌術直後の転移性舌悪性腫瘍に対しDexmedetomidineを用い鎮静管理下で舌部分切除術を施行した一例
2-D-8-4
ミダゾラム歯科麻酔における至適用量の主観的・客観的観察ならびに有病者歯科治療への応用の検討研究
2-D-8-5
石川県立中央病院歯科口腔外科における静脈内鎮静法の検討
3月22日（日）第二日目 E会場（第２会議室）
ポスターセッション 2-E-1 ９：３０～９：５５
2-E-1-1
施設入居者老人に対する虐待が疑われた下顎骨骨折の1例
2-E-1-2
特別養護老人ホーム施設での歯科医療介護連携とケアワーカ中心による食事媛の取り組み
2-E-1-3
訪問歯科診療患者への外科処置に関する臨床的検討
2-E-1-4
訪問歯科診療と外来診療における基礎疾患と服用薬剤の比較
2-E-1-5
RSST・MWSTで評価した口腔機能の経時的変化について
ポスターセッション 2-E-2 ９：５６～１０：２１
2-E-2-1
ANCA関連血管炎に起因する口内炎の2例
2-E-2-2
先端巨大症を伴った脳底動脈奇形による三叉神経痛の一例
2-E-2-3
上下顎に著明な骨隆起を生じたCamurati-Engelmann病の一例
2-E-2-4
ウェゲナー肉芽腫症患者の下唇に生じた放線菌症の１例
2-E-2-5
Sjögren-Larsson症候群患者の歯科治療の1例
ポスターセッション 2-E-3 １０：２２～１０：4７
2-E-3-1
ハンチントン病が疑われた精神遅滞患者にみられた舌・口唇咬傷の1例
2-E-3-2
精神疾患を有し継続的な暴行による全身外傷を伴った陳旧性多発顔面骨骨折の１例
2-E-3-3
精神発達遅滞の患者に発症した重症歯性感染症の治療中に誤嚥性肺炎を併発した１例
2-E-3-4
下顎臼歯部の根尖性歯周炎が原因と考えられた感染性心内膜炎の一例
2-E-3-5
歯科治療に苦慮した急性間欠性ポルフィリン症患者の２例
ポスターセッション 2-E-4 ９：３０～９：５５
2-E-4-1
アルツハイマー型認知症を伴う口腔がん患者の終末期医療経験
2-E-4-2
超高齢認知症患者の抜歯時にデクスメデトミジンを併用した行動調整を行った1症例
2-E-4-3
アリセプトＲ （塩酸ドネペジル）服用患者の麻酔経験
2-E-4-4
オーラルジスキネジアにより下顎骨骨髄炎を引き起こしたと考えられた認知症高齢者の1例
2-E-4-5
超高齢者に生じた頸部壊死性筋膜炎の１例
ポスターセッション 2-E-5 ９：５６～１０：２１
2-E-5-1
歯科診療所構成員と医院の担える診療内容との関連
2-E-5-2
fecetimeを利用した歯科遠隔医療支援システムについての検討
2-E-5-3
80歳以上の高齢患者の観血的治療に対する臨床統計的検討
2-E-5-4
高齢化社会特有の大動脈弁狭窄症の特徴と歯科医療での課題
2-E-5-5
骨髄異形成症候群患者に発症した多発性難治性口内炎に対して漢方薬ならびに経腸栄養剤が有効と考えられた１例
ポスターセッション 2-E-6 １０：２２～１０：4７
2-E-6-1
ビスフォスフォネート関連顎骨壊死様モデルラットにおける他家骨髄由来間葉系幹細胞シートによる治療法の検討
2-E-6-2
ラット化学療法誘発口腔粘膜炎モデルに対する半夏瀉心湯の外用効果
2-E-6-3
基底細胞癌発生機序解明を目指したGorlin症候群患者由来ヒト人工幹細胞(iPS細胞)の樹立
2-E-6-4
当科を受診したHIV感染症患者の臨床的検討
2-E-6-5
歯科口腔外科手術患者における特殊感染症スクリーニング検査に関する検討
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