デンツプライシロナ賞候補演題：基礎部門
D1 1

間葉系幹細胞の神経細胞賦活化機構に対する炎症性サイトカインの影響について
岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座歯科麻酔学分野
○宮前 善尚，太田 麻衣子，坂井 寛征，坂野上 和奏，伊藤 元，佐藤 州，尾﨑 貴子，
菅 美和子，石川 直樹，筑田 真未，四戸 豊，佐藤 健一

D1 2

メラトニン MT2 受容体を介した気管平滑筋収縮機構
東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座歯科口腔麻酔学分野
○佐々木 晴香，水田 健太郎

D1 3

三叉神経痛に対する三叉神経節内マクロファージの関与
1）
東京都立多摩総合医療センター麻酔科
2）
日本大学大学院歯学研究科口腔診断学講座
○淺野 早哉香1），岡田 明子2）

デンツプライシロナ賞候補演題：臨床部門
D2 1

下顎埋伏智歯抜歯中の交感神経活動は処置前後の不安の変化と関連する
1）
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔面機能再建学講座歯科麻酔全身管理
学分野
2）
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔面機能再建学講座口腔顎顔面外科学
分野
○宇都 明莉1），山下 薫1），内野 美菜子1），岐部 俊郎2），杉村 光隆1）

D2 2

喉頭展開時の声帯視認性に与える要因
1）
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座歯科麻酔学分野
2）
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔科学部門臨床歯学系歯科麻酔科学分野
3）
ちた中村歯科
○大内 謙太郎1），藤原 茂樹2），中村 裕一郎3）
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D2 3

超高感度スマート圧電振動センサ（AYA-P）で得られる上気道閉塞呼吸パターンの AI 解析
1）
明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
2）
筑波大学システム情報系・知能機能工学域
3）
広島市立大学大学院情報科学研究科情報工学専攻
4）
株式会社コスミックエムイー
○安藤 槙之介1），髙木 沙央理1），河野 亮子1），原田 達也1），高橋 敏克1），大野 由夏1），
前田 祐佳2），讃岐 純平3），弘中 哲夫3），石黒 隆4），小長谷 光1）

D2 4

Offset analgesia と pain catastrophizing scale は口腔外科術後痛の罹患期間を予測する
1）
明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
2）
明海大学歯学部総合臨床医学講座内科学分野
3）
埼玉医科大学病院麻酔科
○河野 亮子1），大野 由夏1），安藤 槙之介1），髙木 沙央理1），長谷川 彰彦2），長坂 浩3），
小長谷 光1）

D2 5

星状神経節ブロックの局所麻酔薬の違いによる組織酸素化への影響
1）
神奈川歯科大学麻酔科学講座歯科麻酔学
2）
神奈川歯科大学全身管理歯科学講座高齢者歯科学分野
○安田 美智子1），黒田 英孝1），香川 惠太1），森本 佳成2），讃岐 拓郎1）

D2 6

口腔外科再建術における遊離皮弁予後に関わる周術期因子についての後方視的検討
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
○安部 勇志，松村 朋香，前田 茂
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一般演題（ePoster）
：基礎研究 1：神経
座長：河原

博（鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座）

P 01 01 細胞間隙の水分制御が脳保護の一端となりうる
東京医科大学八王子医療センター
○高橋 奈々恵

P 01 02 TRPM2 発現と神経障害性疼痛の発症の関係
大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座
○吉川 千晶，前川 博治，岸本 沙樹，森田 弥生，山田 雅治，丹羽 均

P 01 03 眼窩下神経結紮ラットの機械刺激に対するアロディニアへの A11 細胞群の関与
1）
大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座
2）
大阪大学歯学部附属病院歯科麻酔科
○前川 博治1），本城 有華2），藤田 雅俊2），宇佐美 奈由香2），丹羽 均1）

P 01 04 脂肪組織由来幹細胞由来 cell extract 内の神経再生作用のある成分の分析
1）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
2）
新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科
○今井 有蔵1），岸本 直隆1），田中 裕2），弦巻 立1），倉田 行伸1），金丸 博子1），佐藤 由美子2），
山本 徹1），大塚 有紀子2），小山 祐平1），沢田 詠見1），枝村 美和1），瀬尾 憲司1）

P 01 05 三叉神経節細胞への機械刺激は象牙芽細胞内 cAMP レベルを上昇する
東京歯科大学歯科麻酔学講座
○齋藤 菜月，一戸 達也

P 01 06 片頭痛の慢性化メカニズム解明と新規末梢作用型カンナビノイド臨床応用への展望
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
○山本 徹，岸本 直隆，瀬尾 憲司

P 01 07 本当にマイクログリア活性がアロディニア発症に関与しているのか？―延髄マイクログリ
ア活性化の解析―
1）
松本歯科大学歯科麻酔学講座
2）
松本歯科大学解剖学講座
○上田 敬介1），澁谷 徹1），谷山 貴一1），友松 薫1），金銅 英二2）
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一般演題（ePoster）
：基礎研究 2：神経・その他
座長：糀谷

淳（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔全身管理学分野）

P 02 01 脳梗塞急性期の咀嚼機能が中枢神経再生能におよぼす影響
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
○松本 英喆，百田 義弘

P 02 02 脂肪組織由来幹細胞由来 cell extract の末梢神経再生効果の免疫組織学的評価
1）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
2）
獨協医科大学医学部口腔外科学講座
3）
獨協医科大学病院麻酔部
○小山 祐平1），岸本 直隆1），今井 有蔵1），氏田 倫章1,2,3），沢田 詠見1），瀬尾 憲司1）

P 02 03 ATP 刺激によるラットグリア細胞腫瘍に由来する C6 細胞の細胞体と突起部のカルシウム応
答の特性
北海道医療大学歯学部歯科麻酔科学分野
○郷 賢治，照光 真

P 02 04 気管挿管に伴う下気道感染細胞からのトリプトファニル tRNA 合成酵素の発現誘導とその
免疫学的応答性
岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座歯科麻酔学分野
○佐藤 州，菅 美和子，石川 直樹，筑田 真未，四戸 豊，佐藤 健一

P 02 05 口腔領域侵害刺激時の口腔組織血流量と口腔組織酸素分圧の変化に対するレミフェンタニ
ルの効果
1）
東京歯科大学歯科麻酔学講座
2）
東京歯科大学薬理学講座
3）
東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座
○神保 泰弘1），島津 幸平1），笠原 正貴2），小鹿 恭太郎1），秋池 由比1），松浦 信幸3），一戸 達也1）

P 02 06 ラット切歯乳頭における味蕾様細胞集塊の形態
1）
岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座歯科麻酔学分野
2）
岩手医科大学医学部解剖学講座細胞生物学分野
○伊藤 元1），横山 拓矢2），平川 正人2），坂野上 和奏1），齋野 朝幸2），佐藤 健一1）
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P 02 07 C5a 誘導性 NGF 発現における Sorting Nexin の機能
大阪歯科大学附属病院歯科麻酔科
○三谷 早希，百田 義弘

一般演題（ePoster）
：臨床研究 1：全身麻酔・鎮静法
座長：櫻井

学（朝日大学歯学部口腔病態学講座歯科麻酔学分野）

P 03 01 （演題取り下げ）

P 03 02 新規静脈麻酔薬レミマゾラムベシル酸塩とプロポフォールによる全身麻酔法の比較
1）
鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座
2）
横浜市歯科保健医療センター
○秋冨 沙也加1），阿部 佳子1），鈴木 將之2），佐治 可奈子1），矢島 愛美1），藤田 綾乃1），
中野 拓也1），石川 匠1），池田 真帆1），早川 佳男1），大塚 愛美1），阿部 みちる1），丹羽 紫布美1），
河原 博1）

P 03 03 準研修機関となった開業歯科医院における静脈内鎮静法に関する需要と実態
1）
医療法人みゆき歯科医院
2）
奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科
○工藤 香菜恵1），鈴木 琢矢2），佐藤 光2），森山 光2），安部 将太2），川合 宏仁2），山崎 信也2）

P 03 04 静脈内鎮静法が抜歯時の自律神経系と心理状態に与える影響
1）
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔面機能再建学講座歯科麻酔全身管理
学分野
2）
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔面機能再建学講座口腔顎顔面外科学
分野
○内野 美菜子1），山下 薫1），岐部 俊郎2），宇都 明莉1），四道 瑠美1），糀谷 淳1），杉村 光隆1）

P 03 05 重度認知症高齢者の静脈内鎮静法におけるミダゾラムとデクスメデトミジンの比較
神奈川歯科大学全身管理歯科学講座高齢者歯科学分野
○森本 佳成

P 03 06 眼鏡型ウェアラブルデバイス JINSMEME を用いた鎮静状態の評価
朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野
○林 真太郎，岸本 敏幸，櫻井 学
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一般演題（ePoster）
：臨床研究 2：ペイン
座長：今村佳樹（日本大学歯学部口腔診断学講座）

P 04 01 舌神経障害患者に対する星状神経節ブロックの治療効果について
日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
○竹森 真実，下坂 典立，吉崎 里香，辻 理子，古賀 悠太，山口 秀紀

P 04 02 下歯槽神経障害に対する星状神経節ブロックの治療効果
日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
○下坂 典立，佐々木 貴大，辻 理子，吉崎 里香，竹森 真実，山口 秀紀

P 04 03 咬筋開口ストレッチングの開口保持が頰部血流に及ぼす影響について
日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
○佐々木 貴大，辻 理子，竹森 真実，下坂 典立，成田 紀之，山口 秀紀

P 04 04 当院における口腔内灼熱症候群患者の臨床的検討
日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
○吉崎 里香，下坂 典立，辻 理子，竹森 真実，石川 友美，山口 秀紀

P 04 05 当院における神経障害性疼痛患者の臨床的検討
日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
○辻 理子，下坂 典立，佐々木 貴大，吉崎 里香，石橋 肇，山口 秀紀

一般演題（ePoster）
：臨床研究 3：気道管理・器械・器具
座長：脇田

亮（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野）

P 05 01 近赤外線矯正加速装置（OrthoPulse®）と低出力レーザーの鎮痛効果の比較
めいゆう矯正歯科
○陳 明裕

P 05 02 既存の器具と Cmos カメラを組み合わせた挿管困難対策器具
瀬畑歯科医院
○瀬畑 宏
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P 05 03 誰でも安全に確実にできる！下歯槽神経ブロックデバイス『あざらし 』開発への挑戦
東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室
○野口 智康，福田 謙一

P 05 04 気管挿管手技における気道管理シミュレータ 4 種類の比較
1）
徳島大学病院歯科麻酔科
2）
近畿大学病院麻酔科
3）
医療法人優心会大塚歯科医院
4）
徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科麻酔科学分野
5）
徳島大学大学院医歯薬学研究部医療開発センター
6）
徳島県病院局
○青木 理紗1,2），高田 真里菜1），篠島 理1），西川 美佳1），大塚 拓1,3），藤原 茂樹4），江口 覚1），
長宗 雅美5），赤池 雅史5），高石 和美4），北畑 洋6）

P 05 05 通常挿入法による LMA-FlexibleTM留置位置の分類
1）
岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座（小児歯科学・障害者歯科学分野）
2）
岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座（歯科麻酔学分野）
○久慈 昭慶1），菊池 和子1），熊谷 美保1），磯部 可奈子1），小瀬川 遼1），栃内 貴子1），
森川 和政1），佐藤 健一2）

一般演題（ePoster）
：臨床研修 4：循環・薬剤・その他
座長：小鹿恭太郎（東京歯科大学歯科麻酔学講座）

P 06 01 パルスオキシメーターを用いた脈波伝搬速度の変動に影響する要因
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
○ HIL MANDA，脇田 亮，鈴木 千裕，前田 茂

P 06 02 歯科・口腔外科患者におけるバイオマーカーと左室拡張能および術後異常高血圧発症との関
連
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔全身管理学分野
○四道 瑠美，糀谷 淳，山下 薫，大野 幸，杉村 光隆
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P 06 03 小児における後発品ロクロニウム製剤投与時の回避行動の検討
1）
奈良県心身障害者歯科衛生診療所
2）
大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座
3）
大手前短期大学歯科衛生学科
○井上 美香1），花本 博2），河野 彰代3），大山口 藍子2），遠山 緑2），納城 葵2），渡邉 俊宏2），
西中 瑛美2），米田 卓平2），丹羽 均2）

P 06 04 抗てんかん薬の内服がプロポフォールによる全静脈麻酔からの覚醒に及ぼす影響の検討
1）
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔・特別支援歯学分野
2）
岡山大学病院歯科麻酔科部門
3）
岡山大学学術研究院医歯薬学域歯科麻酔・特別支援歯学分野
○中納 麻衣1），樋口 仁2），丸濵 美菜子1），三宅 沙紀3），西岡 由紀子2），前田 茂1），宮脇 卓也3）

P 06 05 ミダゾラムの内服による麻酔前投薬の投与量に影響を及ぼす因子の検討
1）
岡山大学病院歯科麻酔科部門
2）
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔・特別支援歯学分野
3）
岡山大学学術研究院医歯薬学域歯科麻酔・特別支援歯学分野
○樋口 仁1），三宅 康太2），秦泉寺 紋子1），石田 久美子1），平野 彩加1），齊田 拓也1），
渡辺 禎久1），花澤 郁恵1），若杉 優花1），三宅 沙紀3），前田 茂2），宮脇 卓也3）

P 06 06 歯科麻酔専門医の認知度についての調査
1）
社会医療法人大道会森之宮病院歯科診療部
2）
社会医療法人大道会ボバース記念病院歯科診療部
3）
大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座（歯科麻酔学教室）
○旭 吉直1），大道 士郎2），畑中 有希1），宮本 順美2），加藤 千明1），杉本 有加2），兵頭 美穂1），
高崎 義人1），丹羽 均3）

一般演題（ePoster）
：症例報告 1：全身麻酔（1）
座長：工藤千穂（大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座）

P 07 01 アンジェルマン症候群患者への麻酔管理経験
1）
国立病院機構あきた病院歯科
2）
明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
○鈴木 史人1），大野 由夏2），髙木 沙央理2），小長谷 光2）

― 18 ―

P 07 02 肺高血圧症を合併した自閉スペクトラム症患者の全身麻酔経験
奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野
○鈴木 琢矢，山崎 信也，川合 宏仁，吉田 健司，安部 将太，佐藤 光

P 07 03 自閉スペクトラム症患児に直腸内投与で全身麻酔の導入を行った 1 症例
京都歯科サービスセンター中央診療所
○冨田 智子，東出 歩美，永谷 美紗希，西田 ちひろ，吉川 未華，吉田 和子，豊福 里佳，
吉岡 恵

P 07 04 特発性過眠症を呈する患者の全身麻酔管理
日本大学歯学部歯科麻酔学講座
○竹井 虹季，里見 ひとみ，岡村 祐香，岡 俊一，大井 良之

P 07 05 モダフィニル内服中特発性過眠症患者に対する顎変形症手術の全身麻酔経験
朝日大学病院麻酔科・歯科麻酔科
○名知 ひかる，上野 高広，智原 栄一

一般演題（ePoster）
：症例報告 2：全身麻酔（2）
座長：岡

俊一（日本大学歯学部歯科麻酔学講座）

P 08 01 術前検査での PT 延長から先天性第Ⅶ因子欠乏症と診断された患者の口腔外科手術における
麻酔管理経験
朝日大学病院麻酔科・歯科麻酔科
○上野 高広，名知 ひかる，智原 栄一

P 08 02 低侵襲心拍出量測定装置を用いたフォンタン循環小児患者に対する歯科治療時の全身麻酔
経験
1）
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔科学部門臨床歯学系歯科麻酔科学分野
2）
九州大学大学院歯学研究院口腔顔面病態学講座歯科麻酔学分野
3）
ちた中村歯科
○藤原 茂樹1），大内 謙太郎2），中村 裕一郎3）

― 19 ―

P 08 03 多剤抗パーキンソン病薬を服用している患者の観血的整復固定術に対する麻酔経験
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻顎顔面機能再建学講座歯科麻酔全身管理学
分野
○白川 由紀恵，大野 幸，山下 薫，杉村 光隆

P 08 04 血液透析患者に対してレミマゾラムを用いて全静脈麻酔を行った 1 症例
1）
岡山大学病院歯科麻酔科部門
2）
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔・特別支援歯学分野
3）
岡山大学学術研究院医歯薬学域歯科麻酔・特別支援歯学分野
○西岡 由紀子1），濱岡 緑2），樋口 仁1），宮脇 卓也3）

P 08 05 日帰り全身麻酔後に覚醒遅延を経験した一例
1）
横浜市歯科保健医療センター
2）
昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科学部門
○篠木 麗1），今野 歩1），山田 めぐる2），藤田 千紘1），上村 美月1），武藤 光央1），鈴木 將之1）

一般演題（ePoster）
：症例報告 3：全身麻酔（3）
座長：吉田充広（広島大学病院口腔再建外科歯科麻酔科）

P 09 01 先天性筋強直性ジストロフィー患者に対する全身麻酔経験
1）
日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座
2）
日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科全身関連臨床検査学
3）
日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科
4）
日本歯科大学新潟生命歯学部薬理学講座
5）
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座
○島村 直宏1），工藤 淳平2），穐保 由衣3），羽生 美桜3），原 基4），押切 孔5），齋藤 芳秀3），
冨田 優也5），高橋 靖之3），井口 麻美5），大橋 誠3），藤井 一維5），砂田 勝久1）

P 09 02 Cherubism 患児の口腔外科手術に対する全身麻酔経験
日本歯科大学附属病院歯科麻酔・全身管理科
○平山 薫，村田 奈保子，小林 脩也，辻本 源太郎，小谷田 貴之，小林 清佳，阿部 恵一，
今井 智明，塩谷 伊毅
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P 09 03 若年発症成人型糖尿病（MODY3）患者の顎矯正手術に対する全身麻酔管理経験
東北大学大学院歯学研究科歯科口腔麻酔学分野
○工藤 葉子，星島 宏，石川 実花，水田 健太郎

P 09 04 Brugada 様心電図患者に対する全身麻酔経験
神奈川歯科大学麻酔学講座歯科麻酔学分野
○伊村 美希，香川 惠太，黒田 英孝，讃岐 拓郎

P 09 05 Le Fort Ⅰ型骨切り術中に気管チューブが損傷した 1 例
神奈川歯科大学麻酔学講座歯科麻酔学分野
○金子 大，香川 惠太，水谷 文子，今泉 うの，黒田 英孝，讃岐 拓郎

P 09 06 小児もやもや病と自閉スペクトラム症の既往がある患児に対する全身麻酔経験
1）
日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科
2）
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座
3）
日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座
4）
日本歯科大学生命歯学部薬理学講座
5）
日本歯科大学生命歯学部全身関連臨床検査学
○齋藤 芳秀1），工藤 淳平5），穐保 由衣1），島村 直宏3），原 基4），羽生 美桜1），押切 孔2），
冨田 優也2），高橋 靖之1），井口 麻美2），大橋 誠1），藤井 一維2）

一般演題（ePoster）
：症例報告 4：全身麻酔（4）
座長：今泉うの（神奈川歯科大学麻酔科学講座歯科麻酔学分野）

P10 01

外来抜歯中に止血困難となり全身麻酔での止血および輸血を必要とした一症例
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
○遠矢 明菜，内田 琢也，真鍋 庸三，百田 義弘

P10 02

精神遅滞を伴う福山型筋ジストロフィー患者の歯科集中治療を目的とした日帰り全身麻酔
管理の一例
1）
日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座
2）
横浜市歯科保健医療センター
○篠原 健一郎1），深見 隼人1），砂田 勝久1），平山 若葉2），三浦 誠2），今野 歩2），鈴木 將之2）

― 21 ―

P10 03

顎変形症手術の全身麻酔後に両側性声帯麻痺を起こした 1 症例
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
○内田 琢也，中村 剛士，竹内 薫子，山形 倖司，真鍋 庸三，百田 義弘

P10 04

新型コロナウイルス感染症に対する術前スクリーニング胸部 CT 撮影により自然気胸が発見
された一例
東京歯科大学市川総合病院麻酔科
○井上 博之，岡田 玲奈，星野 立樹，髙野 恵実，伊藤 佳菜，松永 真由美，大内 貴志，
小板橋 俊哉

P10 05

麻酔導入時にロクロニウムの血管外漏出を認めた一例
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野歯科麻酔学教室
○桜井 優弥，渋谷 真希子，長谷 由理，北條 敬之，木村 幸文，藤澤 俊明

P10 06

心停止の既往を有し ICD 植込み後で代謝性アルカローシスを来した発達障害患者に対する
全身麻酔経験
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面再建学講座歯科麻酔全身管理学分野
○新納 彩子，大野 幸，糀谷 淳，山下 薫，白川 由紀恵，祐徳 美耀子，杉村 光隆

一般演題（ePoster）
：症例報告 5：偶発症（1）
座長：鈴木史彦（奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野）

P11 01

手術室からの帰室搬送中に心因性非てんかん発作を生じた一例
1）
三菱京都病院麻酔科
2）
赤穂市民病院麻酔科
3）
医療法人晴和会東大阪うしくぼ歯科
○磯村 勇人1），松浦 心2），河本 みれい3）

P11 02

知的障害患者のセボフルラン吸入による全身麻酔の導入中に嘔吐を認めた症例
1）
昭和大学横浜市北部病院歯科麻酔科
2）
横浜市歯科保健医療センター
3）
昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科
○平沼 克洋1），今野 歩2），鈴木 將之2），三浦 誠2），本橋 研3），手嶋 留里1），山本 桃1），
西田 梨恵1），増田 陸雄1），飯島 毅彦3）
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P11 03

ペーシング不全による心停止の原因としてピルジカイニド中毒が疑われた一症例
1）
朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野
2）
朝日大学医科歯科医療センター歯科衛生部
○岸本 敏幸1），市川 友香2），櫻井 学1）

P11 04

腸骨移植術の疼痛による体交困難から無気肺を発症したと考えられた症例
1）
新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科
2）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
3）
新潟大学医歯学総合病院患者総合サポートセンター
○金丸 博子1），田中 裕1），弦巻 立2），岸本 直隆2），倉田 行伸2），佐藤 由美子3），山本 徹2），
大塚 有紀子1），今井 有蔵2），小山 祐平2），沢田 詠見2），枝村 美和2），瀬尾 憲司2）

P11 05

プロピトカイン塩酸塩によりメトヘモグロビン血症を発症した Noonan 症候群患児の 1 症例
1）
明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
2）
明海大学歯学部総合臨床医学講座内科学分野
3）
埼玉医科大学病院麻酔科
○髙木 沙央理1），安藤 槙之介1），河野 亮子1），坂田 泰彦1），永野 崇信1），大久保 大輝1），
大野 由夏1），長谷川 彰彦2），長坂 浩3），小長谷 光1）

P11 06

軟口蓋癌に対する上顎部分切除術中に気管チューブ損傷を来した 1 症例
1）
獨協医科大学口腔外科学講座
2）
獨協医科大学病院麻酔部
3）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔科
4）
獨協医科大学医学部麻酔科学講座
○氏田 倫章1,2,3），矢口 絵莉香1,2），濱口 眞輔2,4）

P11 07

デクスメデトミジンによる静脈内鎮静下の手術終了後に wide QRS 頻拍発作を生じた 1 例
奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野
○安部 将太，玉野井 喬，木村 楽，北條 健太郎，川合 宏仁，山崎 信也
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一般演題（ePoster）
：症例報告 6：偶発症（2）
座長：井口麻美（日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座）

P12 01

上下顎骨形成術中にソノペット® により経鼻挿管チューブの損傷が生じた 1 症例
1）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
2）
新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科
3）
新潟大学医歯学総合病院患者総合サポートセンター
○倉田 行伸1），今井 有蔵1），岸本 直隆1），田中 裕2），弦巻 立1），金丸 博子2），佐藤 由美子3），
山本 徹1），大塚 有紀子2），小山 祐平1），沢田 詠見1），枝村 美和1），瀬尾 憲司1）

P12 02

貼付用局所麻酔薬の長時間貼付が静脈穿刺時の血管迷走神経反射の発症を予防・軽減できた
2 症例
朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野
○白石 果穂，後藤 隆志，大矢 祥子，林 真太郎，櫻井 学

P12 03

抜管直後に出血と咽頭部腫脹を認め，再挿管後，顔面動脈を結紮した麻酔管理の一症例
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
○伏塚 英一，大下 修弘，内田 琢也，百田 義弘

P12 04

局所麻酔後にアレルギー反応を繰り返した Sjögren 症候群患者の全身管理経験
1）
徳島大学病院歯科麻酔科
2）
徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科麻酔科学分野
3）
近畿大学病院麻酔科
4）
徳島県病院局
○篠島 理1），藤原 茂樹2），高田 真里菜1），西川 美佳1），青木 理紗1,3），江口 覚1），高石 和美2），
北畑 洋4）

P12 05

全身麻酔導入中に発生したアナフィラキシーの 2 例
1）
社会医療法人恵佑会札幌病院歯科麻酔科
2）
社会医療法人恵佑会札幌病院歯科口腔外科
○黒住 章弘1），山下 新之助2）

P12 06

静脈内鎮静法下インプラント埋入術後，帰宅後に呼吸困難のため救急搬送となった 1 例
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
○弦巻 立，山本 徹，田中 裕，岸本 直隆，倉田 行伸，金丸 博子，佐藤 由美子，大塚 有紀子，
今井 有蔵，小山 祐平，沢田 詠見，枝村 美和，瀬尾 憲司
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P12 07

超音波エコーガイド下に留置した右大腿静脈中心静脈カテーテルが血管内で末梢側に屈曲
していたことが判明した 1 症例
1）
長崎大学病院特殊歯科総合治療部
2）
長崎大学病院歯科系診療部門麻酔・生体管理科
3）
長崎大学生命医科学域歯科麻酔学分野
○尾崎 由1），三島 岳2），鈴江 絵梨佳2），達 聖月2），岡安 一郎3），倉田 眞治3），鮎瀬 卓郎3）

一般演題（ePoster）
：症例報告 7：まれな疾患
座長：塩谷伊毅（日本歯科大学附属病院歯科麻酔・全身管理科）

P13 01

冠動脈三枝病変を合併した骨形成不全症の患者に全身麻酔を施行した一例
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
○花岡 美穂，船山 拓也，松村 朋香，前田 茂

P13 02

先天性第Ⅶ凝固因子欠乏症患者に対する全身麻酔経験
愛知学院大学歯学部麻酔学講座
○黒田 依澄，奥村 陽子，菊池 朱子，門井 謙典，山田 正弘，奥田 真弘

P13 03

術前評価で診断された 10q trisomy＋12p monosomy 患者に対する全身麻酔経験
1）
洛和会音羽病院歯科麻酔科
2）
福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野
3）
洛和会音羽病院京都顎変形症センター
○中尾 晶子1），河本 優1），星 豪1），成清 綾1），横尾 嘉宣2），吉田 好紀1），横江 義彦3）

P13 04

家族性地中海熱患者に対し全身麻酔管理を施行した一例
1）
千葉大学医学部附属病院麻酔・疼痛・緩和医療科
2）
地方独立行政法人さんむ医療センター麻酔科
○河内 亜希1,2），佐藤 晋2）

P13 05

筋弛緩薬からの回復遅延を契機に脊髄性筋萎縮症と診断された 1 症例
1）
広島大学病院歯科麻酔科
2）
広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学
○小田 綾1），大植 香菜1），高橋 珠世1），好中 大雅1），向井 明里2），清水 慶隆2），吉田 充広1），
入舩 正浩2）
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P13 06

Myhre 症候群を有する患者の全身麻酔経験
大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座
○工藤 千穂，瀧 邦高，畑 綾，横江 千寿子，中川 光，高津 芙美，南出 彩乃，三原 健，
猪飼 祥子，丹羽 均

P13 07

Smith-Magenis 症候群患者の歯科治療における全身麻酔管理経験
北海道大学大学院歯学研究院口腔医学部門口腔病態学分野歯科麻酔学教室
○置地 竜一，詫間 滋，長谷 由理，藤澤 俊明

一般演題（ePoster）
：症例報告 8：鎮静法
座長：岡

P14 01

秀一郎（昭和大学病院歯科麻酔科）

認知症を伴う要介護高齢者へ静脈麻酔を積極的に併用し全顎的歯科治療を行った症例
1）
青洲会診療所歯科
2）
諏訪歯科医院
3）
神奈川歯科大学麻酔科学講座歯科麻酔学分野
○箔本 陽子1），孫 弘樹1），山田 和代1），松下 容子1），中山 幸子1），林 奏子1），諏訪 一郎2），
讃岐 拓郎3）

P14 02

静脈内鎮静下で治療を行った顎関節脱臼患者の 2 症例
医療法人協仁会小松病院歯科口腔外科
○釜田 さゆり，田村 仁孝，布谷 陽子，南 暢真，河野 真帆，藤 喜久雄

P14 03

重症慢性閉塞性肺疾患を有する患者の悪性腫瘍切除術に対してデクスメデトミジンを使用
した静脈内鎮静法で管理した一症例
1）
東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室
2）
独立行政法人国立病院機構栃木医療センター
○北村 妃香莉1），縣 秀栄2），福田 謙一1）

P14 04

Tourette 症候群患者の歯科治療に対しミダゾラムとデクスメデトミジンを併用した静脈内
鎮静法が有効であった 1 症例
1）
日本歯科大学附属病院歯科麻酔・全身管理科
2）
日本歯科大学生命歯学部生理学講座
○齊藤 香穂1），山本 麻貴1），岩堀 泰子1），川崎 恵理子1），神賀 肇子1），中村 瑛史2），五井 貴大1），
安田 麻子1），塩谷 伊毅1）
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P14 05

静脈内鎮静法で管理した妊婦の口腔外科手術の一症例
東京歯科大学市川総合病院麻酔科
○星野 立樹，岡田 玲奈，井上 博之，髙野 恵実，伊藤 佳菜，松永 真由美，大内 貴志，
小板橋 俊哉

P14 06

重度の慢性閉塞性肺疾患患者に対し鎮痛を主体とした鎮静法により口腔外科手術を行った 2
症例
1）
広島大学病院歯科麻酔科
2）
広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学研究室
○高橋 珠世1），吉田 充広1），神尾 尚伸1），小田 綾1），好中 大雅1），大植 香菜1），向井 明里2），
土井 充2），清水 慶隆2），入舩 正浩2）

P14 07

IgG4 関連疾患を伴った患者に対し静脈内鎮静下インプラント埋入術を行った 1 例
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
○吉田 啓太，松本 英喆，長谷川 緋里，真鍋 庸三，百田 義弘

一般演題（ePoster）
：症例報告 9：周術期管理・薬剤
座長：田中

P15 01

裕（新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科）

ナルコレプシーと OSAS の既往がある顎矯正手術の周術期管理
1）
医療法人伊東会伊東歯科口腔病院歯科・口腔外科
2）
医療法人伊東会伊東歯科口腔病院麻酔科
○藤高 若菜1），中西 志帆1），島村 怜1），中井 大史1），後藤 倶子2）

P15 02

静脈内鎮静法周術期のパニック発作に対し持参の香り付きハンカチが有効であった 1 症例
1）
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
2）
大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
○平田 かの子1），新井 由起子1），中村 剛士1），竹内 薫子1），田中 佑人2），百田 義弘1）

P15 03

27 歳のイスラム教徒患者における周術期管理経験
1）
福岡歯科大学診断・全身管理学講座麻酔管理学分野
2）
福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野
○守永 紗織1），中嶋 瞳子2），中川 智恵1），加地 英美1），池田 水子1），谷口 省吾1）
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P15 04

抗凝固療法継続下で施行した下顎骨悪性腫瘍切除術後に脳梗塞の発症が疑われた 1 症例
1）
新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科
2）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
○佐藤 由美子1），田中 裕1），岸本 直隆2），弦巻 立2），倉田 行伸2），金丸 博子1），大塚 有紀子1），
今井 有蔵2），小山 祐平2），氏田 倫章2），沢田 詠見2），瀬尾 憲司2）

P15 05

COVID 19 院内感染防止への取り組みにより術前に貧血と診断された 1 例
日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
○卯田 昭夫，古賀 悠太，石川 友美，宮﨑 利彦，鈴木 正敏，山口 秀紀

P15 06

軽度の心不全を合併した全身性エリテマトーデス患者にレミマゾラムを用いて全身麻酔を
行った 1 症例
1）
昭和大学横浜市北部病院歯科麻酔科
2）
昭和大学歯科病院
○西田 梨恵1），増田 陸雄1），平沼 克洋1），山本 桃1），手嶋 留里1），飯島 毅彦2）

P15 07

重症心身障害者の歯科治療におけるレミマゾラム使用経験
東京都立府中療育センター
○笹尾 真美，本田 彩，伊平 弥生

一般演題（ePoster）
：症例報告 10：気道・呼吸（1）
座長：小長谷

P16 01

光（明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野）

チューブエクスチェンジャーを用いて経口挿管から経鼻挿管を施行した症例
埼玉医科大学国際医療センター麻酔科
○佐々木 陽子，中川 秀之，大野 聖加

P16 02

外鼻欠損患者の経鼻挿管時に鼻道の走行にも異常を認めチューブの挿入を熟慮した 1 症例
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
○新井 由起子，平田 かの子，平田 裕也，百田 義弘
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P16 03

下顎骨骨折の手術終了後に抜管を躊躇した小児全身麻酔の 1 症例
1）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
2）
新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科
○沢田 詠見1），岸本 直隆1），田中 裕2），弦巻 立1），倉田 行伸1），佐藤 由美子2），金丸 博子2），
山本 徹1），今井 有蔵1），小山 祐平1），枝村 美和1），瀬尾 憲司1）

P16 04

開口障害と心室中隔欠損症を有し，挿管困難が予想された小児に対する全身麻酔経験
愛知学院大学歯学部麻酔学講座
○田代 光，橋本 真弓，佐藤 會士，服部 尋香，長谷川 秀充，奥田 真弘

P16 05

上下顎骨移動術後の抜管に難渋した 2 症例
1）
獨協医科大学医学部口腔外科学講座
2）
獨協医科大学病院麻酔部
3）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔科学分野
4）
獨協医科大学病院口腔外科
5）
獨協医科大学医学部麻酔科学講座
○矢口 絵莉香1,2,3），氏田 倫章1,2,3），吉村 萌4），濱口 眞輔2,5）

一般演題（ePoster）
：症例報告 11：気道・呼吸（2）
座長：佐藤健一（岩手医科大学歯学部口腔顔面再建学講座歯科麻酔学分野）

P17 01

胃食道逆流症（GERD）患者に全身麻酔導入中に気管支痙攣を認めた症例
1）
日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科
2）
日本歯科大学新潟生命歯学部全身関連臨床検査学
3）
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座
4）
日本歯科大学新潟生命歯学部薬理学講座
○穐保 由衣1），工藤 淳平2），押切 孔3），原 基4），齋藤 芳秀1），冨田 優也3），高橋 靖之1），
井口 麻美3），大橋 誠1），藤井 一維3）

P17 02

先天性声門下狭窄が疑われる 15 歳の視覚障害者の経鼻気管挿管経験
1）
横浜市歯科保健医療センター
2）
日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座
○鈴木 將之1），篠原 健一郎2），今野 歩1），篠木 麗1），川田 理絵1），武居 まゆみ1），平山 若葉1），
三浦 誠1），武藤 光央1）
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P17 03

ビデオ喉頭鏡を用い供覧下に挿管操作を行った喉頭肉芽腫の 1 例
近畿大学病院麻酔科
○永野 沙紀，月本 翔太，青木 理紗，湯浅 あかね

P17 04

重粒子線治療後の喉頭浮腫が原因と思われる挿管困難を経験した 1 症例
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
○市橋 有希子，沓水 千尋，脇田 亮，前田 茂

P17 05

巨大甲状腺腫瘍による気管狭窄を合併した患者に対し側臥位の CT 撮影と 3D 気管模型が気
道評価に有用であった一症例
1）
東京歯科大学市川総合病院麻酔科
2）
大畑歯科医院
○髙野 恵実1），橘 継国2），岡田 玲奈1），星野 立樹1），井上 博之1），伊藤 佳菜1），松永 真由美1），
大内 貴志1），小板橋 俊哉1）

P17 06

二度にわたって気管挿管に難渋した小顎症を有する顔面外傷患者の麻酔経験
1）
公立甲賀病院歯科麻酔科
2）
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
○越沼 静1），百田 義弘2）

一般演題（ePoster）
：症例報告 12：ペインクリニック
座長：椎葉俊司（九州歯科大学歯科侵襲制御学分野）

P18 01

解剖実習用遺体にみられた星状神経節ブロックを困難にさせうる一例
―右頸動脈蛇行症の症例―
1）
帝京大学医学部解剖学講座
2）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
○井上 卓俊1），山本 徹2）
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P18 02

歯牙に起因する痛みと診断され，歯牙が 6 本抜歯された顎関節症Ⅰ型の筋・筋膜性疼痛症候
群の 1 例
1）
岩手医科大学附属病院麻酔科
2）
千葉県
3）
元岩手県立病院歯科口腔外科
4）
岩手県歯科医師会
○水間 謙三1），鈴木 長明2），石川 義人3），前田 康博3），橋場 友幹4），岡村 悟4），栃内 貴子4），
野舘 孝之4），駒井 豊一4），中里 滋樹4），鈴木 健二1）

P18 03

口渇を伴う舌痛症患者に対する漢方治療の評価と管理
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野
○岡安 一郎，達 聖月，鈴江 絵梨佳，伊藤 七虹，尾崎 由，三島 岳，倉田 眞治，鮎瀬 卓郎

P18 04

下顎智歯抜歯後の下歯槽神経障害例に対して星状神経節近傍への近赤外線照射療法と星状
神経節ブロックで対応した 1 症例
1）
岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座歯科麻酔学分野
2）
岩手医科大学医学部麻酔学講座
3）
医療法人岡村歯科医院
○石川 直樹1），筑田 真未1），馬場 一希3），柳町 晴香1），三浦 詩織1），佐藤 州1），水間 謙三2），
佐藤 健一1）

P18 05

義歯調整が繰り返されていた聴神経腫瘍による有痛性三叉神経ニューロパチーの一例
福岡歯科大学診断・全身管理学講座麻酔管理学分野
○小川 美香，佐久間 有穂，百田 浩大，松村 欣吾，廣島屋 寿憲，野上 堅太郎，谷口 省吾

P18 06

確定診断に苦慮した小児の三叉神経痛の 1 例
1）
新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科
2）
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
○田中 裕1），岸本 直隆2），弦巻 立2），倉田 行伸2），金丸 博子1），佐藤 由美子1），山本 徹1），
今井 有蔵2），小山 祐平2），沢田 詠見2），枝村 美和2），瀬尾 憲司2）
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一般演題（ePoster）
：症例報告 13：機械・器具・その他
座長：吉本裕代（北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系歯科麻酔科学分野）

P19 01

麻酔器内の電源供給システムにより，気化器が作動停止した一例
新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科
○大塚 有紀子，岸本 直隆，田中 裕，弦巻 立，倉田 行伸，金丸 博子，佐藤 由美子，山本 徹，
今井 有蔵，小山 祐平，沢田 詠見，枝村 美和，瀬尾 憲司

P19 02

インフレーションチューブ損傷により再挿管を行った症例
1）
日本歯科大学新潟生命歯学部歯科麻酔学講座
2）
日本歯科大学新潟病院歯科麻酔・全身管理科
3）
日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座
4）
日本歯科大学新潟生命歯学部薬理学講座
○押切 孔1），穐保 由衣2），島村 直宏3），原 基4），齋藤 芳秀2），冨田 優也1），高橋 靖之2），
井口 麻美1），大橋 誠2），藤井 一維1）

P19 03

多発性硬化症患者の智歯抜歯術を i-gel を用いて管理した症例
日之出歯科真駒内診療所歯科麻酔・周術期管理部
○大岩 大祐，飯田 彰，置地 竜一，福島 和昭，石田 義幸

P19 04

Covid 19 を疑った亜鉛欠乏症の一例
1）
諏訪歯科医院
2）
（医）青洲会診療所歯科
○諏訪 一郎1），孫 弘樹2），箔本 陽子2）

P19 05

麻酔管理の延期を余儀なくされた神経性無食欲症患者の一症例
1）
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
2）
大阪歯科大学障害者歯科
○大下 修弘1），長谷川 緋里1），濱崎 薫子1），池田 善紀1），伏塚 英一1），金田 一弘1），安留 輝之1），
田中 佑人2），百田 義弘1）

P19 06

家族歴に筋ジストロフィーがあると判明した症例の麻酔経験
1）
獨協医科大学埼玉医療センター歯科
2）
佐野厚生総合病院麻酔科
○田口 明日香1），小林 俊哉2）
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P19 07

局所麻酔薬アレルギー疑いに対する好塩基球活性化試験の報告
昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科学部門
○林 真奈美，立川 哲史，篠田 眞保，飯島 毅彦

一般演題（ePoster）
：臨床統計
座長：加藤裕彦（明石市あかしユニバーサル歯科診療所）

P20 01

京都歯科サービスセンター中央診療所における過去 10 年間の薬物管理症例の検討
京都歯科サービスセンター中央診療所
○吉岡 恵，東出 歩美，豊福 里佳，吉田 和子，吉川 未華，西田 ちひろ，永谷 美紗希，
冨田 智子

P20 02

当院における精神鎮静法下歯科処置患者についての検討
日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
○鈴木 正敏，佐藤 俊秀，濱野 麻由，濱野 宜治，卯田 昭夫，石橋 肇，山口 秀紀

P20 03

SedLine® を用いた歯科治療時の静脈内鎮静法における鎮静レベルの評価
1）
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔・特別支援歯学分野
2）
岡山大学病院歯科麻酔科部門
3）
岡山大学学術研究院医歯薬学域歯科麻酔・特別支援歯学分野
○三宅 康太1），樋口 仁2），藤本 磨希2），宇治田 仁美1），松田 怜奈1），栗田 恵理佳2），三宅 沙紀3），
川瀬 明子1），前田 茂1），宮脇 卓也3）

P20 04

障がい者における静脈麻酔下の口腔管理の有用性について
医療法人徳洲会共愛会病院歯科口腔外科
○佐藤 雄治，松田 光平

P20 05

東京医科歯科大学歯学部附属病院ペインクリニックに受診した三叉神経ニューロパチー患
者の症例集積研究
1）
東京医科歯科大学歯学部附属病院ペインクリニック
2）
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
○山崎 陽子1），坂元 麻弥1），井村 紘子1），栗栖 諒子2），川島 正人1），嶋田 昌彦1），前田 茂2）
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P20 06

療育病院における一次救命処置に対する職員の意識について
東京小児療育病院
○小坂 美樹

P20 07

歯科用局所麻酔薬の使用状況，効果に対する印象，偶発症に関してのアンケート調査
JR 札幌病院
○北川 栄二

一般演題（ePoster）
：地域の取り組み・その他
座長：谷山貴一（松本歯科大学歯科麻酔学講座）

P21 01

遠隔シミュレーションを応用した歯科医院での偶発症対応セミナー
新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
○岸本 直隆，田中 裕，弦巻 立，倉田 行伸，金丸 博子，佐藤 由美子，山本 徹，大塚 有紀子，
今井 有蔵，小山 祐平，沢田 詠見，枝村 美和，瀬尾 憲司

P21 02

市民病院敷地内に移転，設立された歯科センターの取り組み
1）
明石市立あかしユニバーサル歯科診療所
2）
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
3）
名古屋南歯科保健医療センター
4）
明石市歯科医師会
○加藤 裕彦1），覚道 知樹2），竹内 薫子2），長江 麻帆3），山田 隆造4），百田 義弘2）

P21 03

兵庫県歯科医師会で企画したアドレナリン製剤の筋注実習を含めたアナフィラキシー
ショックに対応する講習会について
1）
一般社団法人兵庫県歯科医師会
2）
釜田歯科医院
3）
医療法人社団シティタワー神戸三宮歯科
4）
段歯科医院
5）
三代歯科医院
6）
沢田歯科医院
7）
大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座
○釜田 隆1,2），杉岡 伸悟3），段 充4），三代 知史5），澤田 隆6），丹羽 均7）
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P21 04

アナフィラキシーショックに対応する講習会におけるアンケート調査（第 1 報）
1）
一般社団法人兵庫県歯科医師会
2）
釜田歯科医院
3）
医療法人社団シティタワー神戸三宮歯科
4）
段歯科医院
5）
三代歯科医院
6）
沢田歯科医院
7）
大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻高次脳口腔機能学講座
○釜田 隆1,2），杉岡 伸悟3），段 充4），三代 知史5），澤田 隆6），丹羽 均7）

P21 05

歯科麻酔スタディグループ CDAC の取り組みと活動報告：第 3 報
1）
連雀の杜歯科
2）
スタディグループ CDAC
3）
野村歯科医院
4）
ソヤ歯科
5）
みゆき歯科医院
6）
岸田歯科口腔外科クリニック
7）
Mʼs デンタルオフィス
8）
新田歯科医院
9）
大阪歯科大学歯科麻酔学講座
10）
東京歯科大学歯科麻酔学講座
○宮地 建次1），野村 仰2），征矢 学2），大熊 嵩英2），太田 麻衣子2），工藤 香菜恵2），川本 弓育2），
斎藤 理絵子2），橘 継国2），平田 淳司2），野村 麻里子2），岸田 剛2），田中 健二郎2），
長縄 真貴子2），佐橋 倫恵2），増田 夏代2），豊永 達宣2），千代 愛2），新田 秀一2），雨宮 啓2）

P21 06

1912 年刊「Dental Anaesthetics, Second Edition」にみられる救急蘇生法の記述
日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
○石橋 肇，卯田 昭夫，鈴木 正敏，佐藤 俊秀，渋谷 鑛，山口 秀紀

― 35 ―

