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総合受付 A会場 B会場 C会場
1階　ホワイエ 1-2階　大ホール 3階　山百合 4階　赤松1

開会式　8：30～8：40

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

12：10～13：10
ランチョンセミナー 2
　演者：増井 健一
　座長：一戸 達也
　共催：ムンディファーマ株式会社

8：00

15：20～16：20
一般演題（口演）
　症例報告
　O2-1～O2-5
　座長：河原 博

16：20～17：20
一般演題（口演）
　基礎研究
　O3-1～O3-4
　座長：半田 俊之

19：00

20：00

14：40～15：50
教育講演 2
「1.5次医療機関の推進と歯科麻酔科医の役割」
　演者：住友 雅人
　　　　石田 義幸
　座長：立浪 康晴

懇親会・表彰式
（地下1階　冨士桜）

18：30～20：30

8：00～17：00
総合受付・PC受付

9：00～11：00
シンポジウム 1
「病院歯科における歯科麻酔科医の役割」
　座長：縣 秀栄
　　　　内田 寛治
　演者：須賀 賢一郎
　　　　黒住 章弘
　　　　渡辺 禎久
　　　　枝長 充隆

16：10～18：00
公開討論 1（パネルディスカッション）
「歯科小手術のための全身麻酔」
　座長：前田 茂
　　　　西村 晶子
　演者：大野 幸
　　　　大岩 大祐
　　　　小島 佑貴

15：00～16：00
教育講演 3
日本歯科専門医機構共通研修（医療安全）
「航空から学ぶノンテクニカルスキルと
　医療におけるヒューマンエラー対策」
　演者：吉川 文広　　座長：砂田 勝久

17：20～18：20
一般演題（口演）
　臨床統計
　O4-1～O4-5
　座長：佐久間 泰司

13：30～14：30
特別講演 1
「Current Status of Dental
　Anesthesiology in the United States」
　演者：Steven Ganzberg
　座長：瀬尾 憲司

16：30～17：30
教育講演 4
「Withコロナの時代において医師・
　歯科医師のキャリア形成に留学は必要か？」
　演者：中澤 春政
　座長：横山 武志

会場

2022年10月28日（金）　1日目

12：10～13：10
ランチョンセミナー 1
　演者：重原 聡
　座長：鈴木 利保
　共催：マシモジャパン株式会社

10：30～12：00
デンツプライシロナ賞 候補演題
　臨床部門
　D2-1～D2-6
　座長：宮脇 卓也

9：00～10：30
デンツプライシロナ賞 候補演題
　基礎部門
　D1-1～D1-6　
　座長：佐藤 會士

10：30～11：30
認定講習会 1
「2型自然リンパ球を介した
　新しいアレルギー発症のメカニズム」
　演者：大野 建州
　座長：讃岐 拓郎

13：10～14：10
教育講演 1
「臨床研究の仕方、医学論文の書き方」
　演者：浅井 隆
　座長：水田 健太郎

14：20～15：20
一般演題（口演）
　臨床研究
　O1-1～O1-5
　座長：照光 真

会員総会　8：40～9：00

11：00～11：30
理事長からのメッセージ
　飯島 毅彦（日本歯科麻酔学会理事長）

13：20～14：20
久保田康耶記念講演
「歯科麻酔学を学んで」
　演者：嶋田 昌彦
　座長：飯島 毅彦

日程表
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E会場（ハンズオンセミナー） 企業展示
2階　芍薬 4階　ホワイエ

9：00～17：00
企業展示

15：30～16：30
一般演題（ポスター）
症例報告：偶発症1
　P1-12-1～P1-12-6
　座長：山崎 信也

15：30～16：30
一般演題（ポスター）
症例報告：偶発症2
　P1-13-1～P1-13-5
　座長：百田 義弘

16：30～17：30
一般演題（ポスター）
症例報告：偶発症3
　P1-14-1～P1-14-5
　座長：花本 博

16：30～17：30
一般演題（ポスター）
症例報告：偶発症4
　P1-15-1～P1-15-5
　座長：望月 亮

16：30～17：30
一般演題（ポスター）
基礎1
　P1-16-1～P1-16-5
　座長：糀谷 淳

16：30～17：30
一般演題（ポスター）
基礎2
　P1-17-1～P1-17-5
　座長：水田 健太郎

16：30～17：30
一般演題（ポスター）
基礎3
　P1-18-1～P1-18-5
　座長：城戸 幹太

13：30～14：30
一般演題（ポスター）
器械・機器
　P1-5-1～P1-5-5
　座長：大橋 誠

13：30～14：30
一般演題（ポスター）
鎮静法
　P1-2-1～P1-2-4
　座長：大野 幸

15：30～16：30
一般演題（ポスター）
症例報告：気道・呼吸
　P1-11-1～P1-11-6
　座長：森本 佳成

ポスター撤去　17：30～17：50

D会場（ポスター会場）
4階　赤松2

懇親会・表彰式
（地下1階　冨士桜）

18：30～20：30

15：30～16：30
一般演題（ポスター）
症例報告：周術期管理
　P1-10-1～P1-10-4
　座長：岡 秀一郎

13：30～14：30
一般演題（ポスター）
全身麻酔管理
　P1-1-1～P1-1-5
　座長：澁谷 徹

14：30～15：30
一般演題（ポスター）
症例報告：鎮静法1
　P1-8-1～P1-8-5
　座長：渋谷 真希子

14：30～15：30
一般演題（ポスター）
症例報告：全身麻酔1
　P1-6-1～P1-6-5
　座長：佐藤 健一

14：30～15：30
一般演題（ポスター）
症例報告：全身麻酔2
　P1-7-1～P1-7-6
　座長：松村 朋香

13：30～14：30
一般演題（ポスター）
ペインクリニック
　P1-3-1～P1-3-6
　座長：福田 謙一

13：30～14：30
一般演題（ポスター）
臨床研究
　P1-4-1～P1-4-6
　座長：岡 俊一

14：30～15：30
一般演題（ポスター）
症例報告：鎮静法2
　P1-9-1～P1-9-4
　座長：阿部 佳子

9：00～10：00
ポスター貼付

9：30～18：00
スポンサードセミナー 1

共催：レールダルメディカルジャパン株式会社

9：30～11：30
「緊急対応シミュレーション教育手法を学ぼう」

演者・指導：瀬尾 憲司

併設
12：00～18：00

自己学習型BLS（一次救命処置）
AHA-BLSライセンス取得体験

※ 10月29日（土）も開催予定  
　 3階 山吹 14：00～18：00
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総合受付 A会場 B会場 C会場
会場

1階　ホワイエ 1-2階　大ホール 3階　山百合 4階　赤松1
8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

8：00～15：30
総合受付・PC受付

2022年10月29日（土）　2日目

9：00～10：30
シンポジウム 2
「鎮静中の上気道閉塞
　～どう評価しどう対応すべきか～」
　座長：磯野 史朗　幸塚 裕也
　演者：鮎瀬 卓郎　幸塚 裕也
　　　　重原 聡　　左合 徹平

12：10～13：10
ランチョンセミナー 4
　演者：川人 伸次
　座長：大江 克憲
　共催：日本メディカルネクスト株式会社
　　　　インターサージカルジャパン株式会社

16：00～17：00
学会企画教育講座
「口腔内に生じる原因不明痛の鑑別法」
　演者：岡田 明子
　座長：福田 謙一

9：30～10：30
認定講習会 2
「心臓手術待機患者に対する術前評価と
　周術期監理の実際」
　演者：大岩 大祐
　座長：岡 俊一

13：30～14：30
教育講演 5
日本歯科専門医機構共通研修（医療安全）
「Anaphylaxia～From Classroom to Clinic～」
　演者：鈴木 慎太郎
　座長：丹羽 均

10：50～11：50
安全医療委員会企画シンポジウム
「歯科麻酔の安全確保のための
　情報収集システム」
　座長：砂田 勝久
　演者：宮脇 卓也　讃岐 拓郎　松浦 信幸

10：50～11：50
特別講演 2
日本歯科専門医機構共通研修（医療倫理）
「緩和ケアにおける倫理的葛藤」
　演者：髙宮 有介
　座長：藤井 一維

15：00～17：00
paperChartワークショップ

主催：
paperChart研究会

明海大学歯学部歯科麻酔学分野

12：10～13：10
ランチョンセミナー 3
　演者：横山 武志
　座長：岩坂 日出男
　共催：日機装株式会社

10：00～13：00
実習型バイタルサインセミナー

登録医・認定衛生士向けトレーニングコース
「今日からレベルアップできる

バイタルサインの読み方と偶発症対応」

主催：地域医療委員会
モデレーター：

片山 荘太郎
立浪 康晴
城 尚子

閉会式　17：00～17：20

14：50～15：50
学術委員会指名講演
「間接型喉頭鏡の有用性を
　メタアナリシスの視点から考える」
　演者：星島 宏
　座長：宮脇 卓也

13：30～15：00
公開討論 2（Pros & Cons）
「全麻か鎮静か」
　座長：有坂 博史　増田 陸雄
　演者：症例1 [全麻] 佐藤 會士 [鎮静] 星島 宏
　　　　症例2 [全麻] 森本 佳成 [鎮静] 大野 幸
　　　　症例3 [全麻] 梶原 里紗 [鎮静] 西川 美佳

15：20～16：20
特別講演 3
「障害者歯科治療での安全な全身管理」
　演者：弘中 祥司
　座長：中村 全宏

日程表
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E会場（ハンズオンセミナー） 企業展示
2階　芍薬 4階　ホワイエ

企業展示
9：00～17：00

14：00～15：10
一般演題（ポスター）
症例報告：稀な疾患2
　P2-2-1～P2-2-6
　座長：脇田 亮

14：00～15：10
一般演題（ポスター）
症例報告：その他
　P2-3-1～P2-3-4
　座長：椎葉 俊司

D会場（ポスター会場）
4階　赤松2

9：00～10：00
ポスター貼付

10：00～17：00
スポンサードセミナー 2

共催：アンブ株式会社

「今日からレベルアップできる
シングルユース内視鏡の使い方」

Session 1
10：00～12：00

「術後喉頭内視鏡検査のポイント」
インストラクター：木村 百合香

Session 2
12：30～14：30

「内視鏡下における気管内吸引のコツ」
インストラクター：本保 晃

Session 3
15：00～17：00

「座位での覚醒下ファイバー挿管、
内視鏡とLMAを用いた抜管時の喉頭評価」

インストラクター：磯野 史朗

15：10～16：20
一般演題（ポスター）
臨床統計2
　P2-5-1～P2-5-5
　座長：佐藤 會士

15：10～16：20
一般演題（ポスター）
歯科衛生士/その他1
　P2-6-1～P2-6-6
　座長：西村 三美

15：10～16：20
一般演題（ポスター）
その他2
　P2-7-1～P2-7-6
　座長：樋口 仁

ポスター撤去
16：20～17：00

14：00～15：10
一般演題（ポスター）
症例報告：稀な疾患1
　P2-1-1～P2-1-6
　座長：吉田 充広

15：10～16：20
一般演題（ポスター）
臨床統計1
　P2-4-1～P2-4-5
　座長：櫻井 学


