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2021 年 6月 19日 土 メイン会場（Zoom）

11：50〜	 開会挨拶

12：00〜13：00	 �ランチョンセミナー 1 ［共催セミナー］� 共催：江崎グリコ株式会社

� 座長：古賀�千尋（福岡歯科大学）

LS1	 口臭に関わる認知行動療法
� 松岡�紘史

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野 准教授

13：10〜14：30	 �シンポジウム 1 �
［口腔内科と心身医学〜from�Psychosomatic�Dentistry�to�Psychosomatic�Oral�Medicine〜］

� オーガナイザー：安彦�善裕（北海道医療大学）�
� オーガナイザー：北川�善政（北海道大学）

SY1-1	 �当科の歯科心身症患者の動向��
〜特に BMS・口腔内異常感症を中心に〜

� 坂田�健一郎
北海道大学大学院歯学研究院 口腔診断内科学教室

SY1-2	 口腔内に痛みを訴える unknown�etiology 疾患への対応
� 安彦�善裕

北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野
北海道医療大学病院「口腔内科相談外来」

SY1-3	 歯科心身医学から口腔内科へ
� 豊福�明

東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科 全人的医療開発学講座 歯科心身医学分野

SY1-4	 心療内科から見た歯科心身症の治療
� 金光�芳郎

福岡歯科大学 総合医学講座 心療内科学分野

プログラム
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14：35〜15：40	 シンポジウム 2 ［顎変形症患者における心身医学的背景］
� オーガナイザー：小林�正治（新潟大学）
� オーガナイザー：齋藤�功（新潟大学）

SY2-1	 顎変形症患者の心理的特性と外科的矯正治療の影響
� 小林�正治

新潟大学大学院歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野

SY2-2	 質的研究から読み解く顎変形症患者の心理・社会的変化の過程
� 隅田�好美

大阪府立大学大学院 人間社会システム科学研究科

SY2-3	 顔身体学の射程：認知科学的視点から
� 渡邊�克巳

早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科 基幹理工学研究科 表現工学専攻

15：45〜16：25	 一般演題 1 ［咬合・研究］
� 座長：香西�克之（広島大学）
� 座長：品田�佳世子（東京医科歯科大学）

O1-1	 �三次元顔貌シミュレーションによる上顎前突患者の顔貌
� ○�黒田�栄子1）、海老澤�聡一2）、菊地�玲美3）、松山�仁昭4）、福井�和徳1）

1）奥羽大学歯学部 成長発育歯学講座歯科矯正学分野、2）海老澤歯科・矯正歯科医院、
3）きくち歯科矯正歯科クリニック、4）松山矯正歯科新宿御苑クリニック

O1-2	 �心理的ストレス付与モデルマウスの�
口腔内マイクロバイオーム解析と唾液サイトカイン解析

� ○�吉田�光希1）、Paudel�Durga1）、植原�治2）、Giri�Sarita3）、高橋�周平1）、�
森川�哲郎1）、平木�大地4）、原田�文也5）、松岡�紘史2）、安彦�善裕1）

1）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野、
2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野、
3）北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系歯周歯内治療学分野、
4）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野、
5）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野

O1-3	 �歯科心身症患者における片側優位症状と�
Trigeminal�Neurovascular�Contact との関連

� ○�渡邉�素子、須賀�隆行、高尾�千紘、竹之下�美穂、豊福�明
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 歯科心身医学分野
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O1-4	 �Burning�mouth�syndromeの労働状態に�
Pain�catastrophizing�scale およびその下位尺度が及ぼす影響

� ○�松岡�紘史1）、宇津宮�雅史2）、Paudel�Durga2）、吉田�光希2）、森谷�満3）、�
三浦�宏子1）、豊福�明4）、安彦�善裕2）

1）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野、
2）北海道医療大学歯学部生態機能・病態学系臨床口腔病理学分野、3）北海道医療大学予防医療科学センター、
4）東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科歯科心身医学分野

16：30〜17：10	 一般演題 2 ［外科関連］
� 座長：高田�訓（奥羽大学）
� 座長：吉岡�泉（九州歯科大学）

O2-1	 �非定型歯痛の原因が脳梗塞の前駆症状と判明した 1例
� ○�田中�裕1）、村松�芳幸2）、村松�公美子2）3）、真島�一郎2）、瀬尾�憲司1）4）

1）新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科、2）新潟大学医学部、3）新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科、
4）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野

O2-2	 �口腔心身症を疑われ当科紹介となった外傷性舌下神経麻痺の 1例
� ○�中野�崇文、家崎�憲博、醍醐�一也、渡辺�秀紀、内藤�浩美、小佐野�仁志

自治医科大学附属さいたま医療センター 総合医学第 2 講座 歯科口腔外科学

O2-3	 �舌下部に発生した神経性疼痛を伴った停滞型粘液嚢胞の 1例
� ○�平木�大地1）、原田�文也2）、中山�英二3）、永易�裕樹2）、安彦�善裕4）、志茂�剛1）

1）北海道医療大学歯学部組織再建口腔外科学分野、
2）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野、
3）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系歯科放射線学分野、
4）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野

O2-4	 �当初、非定型歯痛が疑われたが最終的に歯性炎症が主因であった 1例
� ○�稲本�香織、新井�絵理、三浦�和仁、平良�賢周、中川�紗百合、渡邊�裕、�

山崎�裕
北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室

17：15〜17：55	 一般演題 3 ［外科・心身関連］
� 座長：岡田�智雄（日本歯科大学附属病院）
� 座長：依田�哲也（東京医科歯科大学）

O3-1	 �カンジダ症を併発した舌痛症の 1例
� ○�古賀�千尋1）2）、中村�恵子1）、月俣�育美1）、梅崎�陽二朗3）、金子�高士1）、�

米田�雅裕3）、金光�芳郎4）、中村�芳明2）、池邉�哲郎2）、高向�和宜5）

1）福岡歯科大学口腔医療センター、2）福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座、
3）福岡歯科大学総合歯科学講座、4）福岡歯科大学心療内科学講座、5）たかむきメンタルクリニック
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O3-2	 �プレガバリンによって奏効した非定型歯痛・顔面痛の 1例
� ○�加藤�雄一1）2）3）、岡田�智雄2）、石井�隆資3）、苅部�洋行1）

1）日本歯科大学生命歯学部 小児歯科学講座、2）日本歯科大学附属病院 心療歯科診療センター、
3）日本歯科大学附属病院 口腔顔面痛センター

O3-3	 �当科における口腔内異常感を訴える患者の臨床的検討
� ○�高橋�文太郎、小嶋�忠之、御代田�駿、川原�一郎、金�秀樹、高田�訓

奥羽大学歯学部 口腔外科学講座

O3-4	 �腸骨移植後に悪化した口腔異常感症が少量のセルトラリンで消失した 1例
� ○�森川�哲郎1）、宇津宮�雅史1）2）、吉田�光希1）2）、富野�貴志2）、神野�由貴4）、�

松岡�紘史3）、安彦�善裕1）

1）北海道医療大学歯学部生態機能・病態学系臨床口腔病理学分野、2）北海道医療大学病院口腔内科相談外来、
3）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野、4）札幌歯科口腔外科クリニック

2021 年 6月 20日 日 メイン会場（Zoom）

10：00〜10：30	 �Reports�from�Korean�Society�of�Psychosomatic�Dentistry
� オーガナイザー：安彦�善裕（北海道医療大学）

KS1	 �Study�of�Psychosocial�Difference�between�Patients�consulting�
about�Jaw�Surgery�and�Patients�undergoing�jaw�surgery�using�
Center�for�Epidemiologic�Studies�Depression�Scale�(CES-D)

� ○Nara�Kang1)2),�Hyojung�Kim1),�Sunhwa�Cho1),�Chairyeong�Kim1)
1) Sun Dental Hospital Division of Jaw and Sleep Surgery, 
2) Daejeon Sun Hospital Jaw Surgery Center

KS2	 �A�study�on�the�psychological�condition�of�guardians�who�have�
patients�with�disabilities�according�to�dental�treatment�in�
Comprehensive�Dental�Care�Center

� ○Hanseung�Baek,�Juyeon�Park,�Yukyeong�Kim
PURME NEXON Children Rehabilitation Hospital Comprehensive Dental Care Center
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10：35〜11：40	 �シンポジウム 3 �
［インプラント治療において心身医学的な問題がどこに起きるか、その対応法について］

� オーガナイザー：島田�淳（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）

SY3-1	 心身医学的な問題が生じやすい患者の性質と医療者の対応について
� 島田�淳

医療法人社団 グリーンデンタルクリニック

SY3-2	 �安全なインプラント治療を行うにあたって術前、術中に注意すべき点と�
歯科衛生士によるサポート体制について

� 塚原�宏泰
医療法人社団宏礼会 塚原デンタルクリニック

SY3-3	 術後の対応と他院でトラブルとなった患者が来院した時の対応
� 佐藤�文明

佐藤歯科医院 今戸クリニック

11：50〜12：50	 ランチョンセミナー 2 ［共催セミナー］� 共催：ノーベルファーマ株式会社

� 座長：山崎�裕（北海道大学）

LS2	 味覚障害と低亜鉛血症
� 任�智美

兵庫医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

13：00〜13：40	 一般演題 4 ［概念・心理精神］
� 座長：玉置�勝司（神奈川歯科大学）
� 座長：松岡�紘史（北海道医療大学）

O4-1	 �歯科心身症を再考する
� ○�和気�裕之1）2）3）4）5）、依田�哲也2）、小見山�道3）6）、玉置�勝司4）、岡安�一郎5）、�

宮地�英雄7）、宮岡�等8）、松香�芳三9）

1）みどり小児歯科、2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学、
3）日本大学松戸歯学部付属病院口・顔・頭の痛み外来、
4）神奈川歯科大学総合歯科学講座顎咬合機能回復分野、5）長崎大学大学院医歯薬総合研究科歯科麻酔学分野、
6）日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学、7）北里大学健康管理センター、8）北里大学医学部精神科、
9）徳島大学大学院医歯薬研究部顎機能咬合再建学分野

O4-2	 �精神科との連携診療が奏功した、セネストパチーを伴う舌痛症の 1例
� ○�須賀�隆行、髙尾�千紘、渡邉�素子、竹之下�美穂、豊福�明

東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野
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O4-3	 �対人恐怖症の中学生に対して認知行動療法を用いて歯科治療を行い�
症状が軽快した 1例

� ○�岡田�悠之介1）、大友�麻衣子1）、簑輪�映里佳1）、小橋�美里1）、倉重�圭史1）、�
松岡�紘史2）、安彦�善裕3）、齊藤�正人1）

1）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科科学分野、
2）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野、
3）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野

O4-4	 �コロナ禍の影響で発症したと思われる心因性味覚障害の 1例
� ○�平良�賢周、新井�絵理、三浦�和仁、中川�紗百合、稲本�香織、渡邊�裕、�

山崎�裕
北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室

13：45〜14：35	 一般演題 5 ［薬関連・精神科的］
� 座長：小佐野�仁志（自治医科大学附属さいたま医療センター）
� 座長：金光�芳郎（福岡歯科大学）

O5-1	 �特発性ならびに心因性味覚障害患者に対する新たな治療選択�
─ロフラゼプ酸エチルの効果─

� ○�白川�輝、坂田�健一郎、浅香�卓哉、大賀�則孝、佐藤�淳、羽藤�裕之、�
庵�敬、武田�遼、渡辺�陽久、北川�善政
北海道大学大学院歯学研究科 口腔病態学講座 口腔診断内科学教室

O5-2	 �1 次性 Burning�Mouth�Syndrome患者の治療薬剤についての検討
� ○�羽藤�裕之、坂田�健一郎、佐藤�淳、浅香�卓哉、北川�善政

北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科教室

O5-3	 �錐体外路症状に注意し、少量のアリピプラゾールによって治療した�
舌痛症の 1例

� ○�佐久間�有穂1）、梅崎�陽二朗2）、内藤�徹2）

1）福岡歯科大学 診断・全身管理学講座麻酔管理学分野、2）福岡歯科大学総合歯科学講座高齢者歯科学分野

O5-4	 �医原性に増悪を認めた、精神病が併存する�
Phantom�Bite�Syndromeの 3例

� ○�渡邉�素子1）、須賀�隆行1）、高尾�千紘1）、佐藤�佑介2）、竹之下�美穂1）、�
豊福�明1）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 歯科心身医学分野、
2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野

O5-5	 �易怒性、心気症、反芻思考のうつ病患者に発症した�
舌痛症に漢方治療が奏効した 1例

� ○�中川�紗百合、新井�絵理、三浦�和仁、平良�賢周、稲本�香織、渡邊�裕、�
山崎�裕
北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室
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14：40〜16：00	 �シンポジウム 4（公募） ［コロナ禍で歯科心身症患者はどうなったか］
� オーガナイザー：北川�善政（北海道大学）
� オーガナイザー：豊福�明（東京医科歯科大学）

SY4-1	 �コロナ禍での当科における遠隔診療に関する質的研究
� ○�須賀�隆行、髙尾�千紘、渡邉�素子、竹之下�美穂、豊福�明

東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野

SY4-2	 �地域在住高齢者におけるCOVID-19 によるストレスおよび�
運動習慣の欠如と口腔関連QOLの関係

� ○�三浦�和仁、新井�絵理、平良�賢周、中川�紗百合、稲本�香織、尾崎�公哉、�
渡邊�裕、山崎�裕
北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室

SY4-3	 �コロナ禍における歯科心身症患者の症状変化�
─北海道医療大学病院「口腔内科相談外来」での例─

� ○�宇津宮�雅史1）2）、吉田�光希1）2）、Paudel�Durga1）2）、富野�貴志1）、�
森川�哲郎2）、神野�由貴4）、松岡�紘史3）、志茂�剛5）、永易�裕樹6）、安彦�善裕1）2）

1）北海道医療大学病院 口腔内科相談外来、2）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野、
3）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野、4）札幌歯科口腔外科クリニック、
5）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学、
6）北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学

SY4-4	 �福岡歯科大学高齢者歯科学分野における歯科心身症患者の動向�
〜コロナ禍での受療行動と診察形態の変化について〜

� ○�梅崎�陽二朗1）、佐久間�有穂2）、古賀�千尋3）、澤本�良子4）、�
金光�芳郎4）、内藤�徹1）

1）福岡歯科大学 総合歯科学講座高齢者歯科学分野、2）福岡歯科大学診断・全身管理学講座麻酔管理学分野、
3）福岡歯科大学口腔医療センター、4）福岡歯科大学総合医学講座心療内科学分野

SY4-5	 �歯科心身症患者へのCOVID-19 による影響：�
2019 年度および 2020 年度における当科初診患者の臨床統計的検討

� ○高尾�千紘、渡邉�素子、須賀�隆行、竹之下�美穂、豊福�明
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 歯科心身医学分野

SY4-6	 �Covid19 が韓国の歯科 clinic に及ぼした影響について
� Yonghyun�Choi

Orthodontic Dept. of Craniofacial deformity Center Konkuk University Medical Center

16：00〜	 閉会挨拶


