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C2-⑤ 北海道 勤医協札幌ふしこ歯科診療所 遠藤高弘 歯科医師 ビスフォスフォネート製剤使用下における口腔内の留意点や歯科治療上の問題点について取り組んだこと ○
④-7 北海道 勤医協札幌ふしこ歯科診療所 塚田大助 歯科技工士技工部門における労働改善 ○
③-1 北海道 勤医協きたく歯科診療所 荻原宏志 歯科医師 20年ぶりの新院所建設づくり ○
Ⅱ-1 北海道 勤医協歯科本部 桜井孝明 事務 ホームレス歯科検診の結果と今後の取り組み ○
Ⅰ-9 岩手 川久保病院 高橋郁恵 歯科衛生士病院歯科としての医科入院患者への口腔ケア及び、歯科回診の現状と課題 ○
①-9 宮城 古川民主病院歯科クリニック 河内満彦 歯科医師 上顎正中の審美障害に対する矯正治療－特に正中線の偏位と正中離開に関して－ ○
①-10 宮城 古川民主病院歯科クリニック 河内満彦 歯科医師 歯列の拡大による非抜歯での矯正治療には限界がある－側貌改善の重要性について－ ○
①-14 宮城 古川民主病院歯科クリニック 佐藤由紀夫 歯科医師 ビスフォスフォネート関連顎骨壊死および骨髄炎患者の治療経験 ○
④-1 宮城 古川民主病院歯科クリニック 熊谷義純 事務 メンタルヘルス疾患の職場復帰支援の取り組みの経験とその教訓 ○
Ⅰ-10 宮城 古川民主病院歯科クリニック 千葉朋美 歯科衛生士口腔外科に関わる歯科衛生士として経験した悪性腫瘍の症例 ○
A2-⑤ 宮城 古川民主病院歯科クリニック 菊地晃 歯科技工士スプリント用PETプレートを用いた睡眠時無呼吸症候群の改善装置の作製 ○
B2-⑦ 宮城 長町病院附属クリニック歯科 畠山正徳 歯科技工士歯科用金属の現状とこれからを考える ○
Ⅰ-8 宮城 長町病院附属クリニック歯科 佐藤美枝 歯科衛生士病棟での歯科チェックのまとめ ○
Ⅰ-5 山形 協立歯科クリニック 佐藤美香 歯科衛生士病棟で「入院時無料口腔検査」を開始して　～開始までの過程と現時点の報告～ ○
①-15 群馬 利根歯科診療所 駒形雄気 歯科医師 BRONJを疑う ○
C1-④ 群馬 利根歯科診療所 豊田庸光 歯科医師 コアグチェックXSによるワーファリン服用患者の観血処置の可否の即時診断 ○
Ⅰ-3 群馬 利根歯科診療所 高橋佐知子 歯科衛生士老健施設での歯科衛生士の取り組み ○
A2-⑧ 群馬 利根歯科診療所 中野智之 歯科技工士歯科技工の需要と供給の将来予測 ○
Ⅲ-8 群馬 利根歯科診療所 高橋孝史 歯科技工士デジタルカメラによる歯牙と補綴物の色調相対比較の試み ○
③-2 群馬 利根歯科診療所 金古功 事務 利根西部夢プランの取り組みについて ○
Ⅱ-2 群馬 はるな生協歯科診療所 山口典子 歯科衛生士私が出会ったひとつの笑顔 ○
④-3 埼玉 生協歯科 松本剛 歯科医師 ４年目を向かえてと５年目の目標 ○
②-11 埼玉 生協歯科 八木奈々香 歯科医師 保健活動の取り組みについて ○
⑤-6 埼玉 生協歯科 山崎光晴 歯科医師 往診をとおして感じたこと ○
③-7 埼玉 生協歯科 山田俊彦 事務 経営改善に外部コンサルタントを導入した経験から ○
C1-③ 山梨 共立歯科センター 守家美生 歯科衛生士「私達の障害者歯科医療」～安全安心の医療を求めて～ ○
Ⅱ-4 山梨 共立歯科センター 未定 歯科衛生士生活環境の悪化がもたらした口腔内の崩壊～口腔内改善と機能回復を目指して～ ○
①-3 山梨 武川歯科診療所 榊原啓太 歯科医師 薬物性歯肉増殖症を改善した症例 ○
⑤-4 山梨 武川歯科診療所 小田切まや子 歯科衛生士ある障害者自立支援ホームでの口腔ケア向上への取り組み ○
⑤-11 東京 新松戸診療所歯科 近越明美 歯科衛生士新松戸診療所の現状と課題 ○
B2-⑤ 東京 相互歯科 中野俊介 歯科医師 オピアンキャリア法の評価 ○
B1-① 東京 相互歯科 園田真里 歯科医師 相互歯科における臨床研修のまとめ ○
Ⅲ-3 東京 相互歯科 相曽訓子 歯科衛生士相互歯科式「歯もみ」についての調査報告 ○
⑤-12 東京 相互歯科 柳澤優子 歯科衛生士口腔内写真の活用について ○
④-8 東京 相互歯科 中村隆之 歯科技工士民主的集団歯科技工 ○
Ⅲ-9 東京 相互歯科 中澤優 歯科技工士技工サマリー ○
④-11 東京 相互歯科 久保田高穂 事務 「材料検討会議」のまとめ ○
②-5 東京 みさと健和歯科 尾崎哲也 歯科医師 OSADA ENAC surgeryを用いた下顎隆起切除 ○
①-1 東京 みさと健和歯科 清水登志子 歯科衛生士サリンの被害にあった患者の訪問診療を通して ○
②-6 東京 東葛歯科 堀内悟 歯科医師 睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置による治療のまとめ ○
④-12 東京 東葛歯科 山口賢治 歯科医師 HIV感染患者の受け入れ ○
C2-⑦ 東京 東葛歯科 砂川美紀 歯科衛生士トランスの方法を受講して（重心移動を考えた患者移動） ○
①-4 東京 柳原歯科 藤原かほる 歯科衛生士嚥下障害のある往診患者の症例報告 ○
C1-② 東京 けんせい歯科 馬場仁 歯科医師 健生会歯科群の総義歯を振り返り今後の技術向上の方向を探る ○
A1-④ 東京 けんせい歯科 小玉奈緒美 歯科衛生士わたしたちの医療面接 ○
A2-⑦ 東京 川島診療所歯科 永江陽 歯科事務長ポータブル・タービン「カレン」に施した“川島カイゼン１１連発” ○
①-5 東京 川島診療所歯科 菊地陽子 歯科衛生士「口は“命の入口”“心の出口”」Ｓさんの心と喉を潤した最後のもの（重曹水・パイナップル） ○
⑤-1 東京 生協王子歯科 野口謙吾 歯科医師 口腔ケアと血圧変動 ○
③-8 東京 生協王子歯科 山崎裕美 歯科衛生士歯科衛生士の立場から考えた経営改善委員としての取り組み ○
②-4 東京 代々木歯科 関比呂志 歯科医師 ノンクラスプデンチャーの適用検討 ○
⑤-2 東京 代々木歯科 近藤伸一 歯科医師 要介護高齢者へのモニタリング（パルスオキシメータの活用） ○
Ⅱ-3 東京 代々木歯科 山内真人 歯科医師 生活困窮者の生保取得による医療継続と生保からの脱出困難 ○
Ⅲ-2 東京 代々木歯科 川端達子 歯科衛生士症例から学んだ歯周治療と衛生士の役割 ～歯肉の訴えを患者に伝える～ ○
C3-⑨ 東京 代々木歯科 小林倫子 歯科衛生士愛児園での歯磨き指導 ○
⑤-14 東京 代々木歯科 木村和正 歯科技工士ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄと周囲組織の予後調査 ○
A1-③ 東京 氷川下セツルメント診療所歯科 佐々木美奈 歯科医師 入院患者の口腔ケア ○
B3-⑨ 東京 大泉生協病院歯科 石口雄一 歯科医師 当法人におけるAll-on-4の症例について ○
Ⅲ-5 東京 大田歯科 吉田愉木 歯科医師 摂食・嚥下と歯科の関わり ○
Ⅰ-7 東京 大田歯科 疋田博昭 歯科医師 在宅診療で経験した末期癌患者の症例 ○
⑤-13 東京 大田歯科 豊川康子 歯科医師 CT画像診断を導入して ○
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⑤-7 東京 大田歯科 長谷川真弓 歯科衛生士大田歯科　往診チームの紹介 ○
④-5 東京 大田歯科 滝口志登美 歯科衛生士中学生１日DH体験を実施して ○
B1-④ 東京 大田歯科 石川正美 歯科衛生士つまようじ法について ○
②-7 東京 みその歯科 高橋英知 歯科医師 当院で作製した睡眠時無呼吸症候群のSleepSplint作製報告 ○
B1-② 東京 みその歯科 三浦啓江 歯科衛生士「みその歯科における知的障害者治療の取り組み」 ○
A3-⑨ 東京 みその歯科 西澤沙香 歯科衛生士第三回はみがきセミプロ講座による予防活動 ○
③-9 東京 みその歯科 伊藤龍 事務 みその歯科待合室環境改善の取り組み ○
C1-① 東京 小豆沢歯科 依田知久 歯科医師 デジカメ写真データから見た口腔粘膜疾患 ○
⑤-5 東京 小豆沢歯科 藤掛優子 歯科衛生士老健施設職員としての一日 ○
④-10 東京 小豆沢歯科 北原早苗 事務 事務パートの研修・指導について～私が実践している指導方法～ ○
A1-① 東京 野田南部歯科 三浦猛 歯科医師 デジタルレントゲンと患者説明用ソフト導入による診療変化 ○
⑤-15 神奈川 汐田歯科診療所 安藤大 歯科医師 無歯顎におけるImplant Loading Protocols 〜ITI World Symposium 2010報告〜 ○
①-2 神奈川 汐田歯科診療所 石原忠芳 歯科医師 感染根管治療で水酸化カルシウム製剤を用いた症例 ○
③-10 神奈川 汐田歯科診療所 薄井祐子 歯科衛生士そして事務長がいなくなった～汐田歯科診療所奮闘記～ ○
⑤-8 神奈川 汐田歯科診療所 日高亜耶 歯科衛生士当院での訪問歯科の現状および今後の取り組みについて ○
①-7 神奈川 汐田歯科診療所 須田充俊 歯科技工士上顎総義歯においてインプラント・アタッチメントを用いた症例 ○
Ⅲ-1 神奈川 生協歯科クリニック 澤田恒俊 歯科医師 重度歯周病患者と向き合って ○
Ⅰ-1 神奈川 生協歯科クリニック 鈴木いずみ 歯科衛生士往診を通じて寄り添うことを感じた症例 ○
②-9 神奈川 梶山診療所歯科 堀口十麻子 歯科医師 日常診療におけるMTM活用法 ○
Ⅱ-5 石川 城北歯科 富川文夫 歯科医師 城北歯科での歯科酷書活動について ○
④-6 福井 たけふ生協歯科診療所 辻昌子 歯科衛生士高校生１日体験の取り組み ○
Ⅲ-7 福井 光陽生協歯科診療所 近藤友香 歯科衛生士歯周病と口臭の関係　～口臭測定器を導入して～ ○
B3-⑩ 愛知 北生協歯科 水野雅代 歯科衛生士あなたも持ちませんか！マイコップ ○
③-4 愛知 北生協歯科 加藤豊 歯科院所利組合員とともに取り組んだリニューアル　すまいるハートビル建設運動 ○
③-13 愛知 あじま診療所歯科 入野智 事務 全職員が学習運動として取り組む平和・社保活動 ○
⑤-3 愛知 千秋病院歯科 川瀬ゆか 歯科医師 要介護高齢者における剥離上皮膜の研究ー光顕的所見ー ○
Ⅲ-6 愛知 千秋病院歯科 森美佐代 歯科衛生士自閉症児のトレーニング方法と全身麻酔下における集中治療について ○
B1-③ 愛知 みなと歯科診療所 未定 歯科衛生士早期発色型歯周病とみられる患者さんとの７年間のおつきあい ○
Ⅱ-7 京都 九条診療所歯科 新宮壮平 歯科医師 診療を通じて公費の活用に気付いた事例 ○
Ⅱ-8 京都 九条診療所歯科 堂本吉次 事務長 九条診療所での無料低額診の取組みから、患者さんの受療権を守る実践 ○
A3-⑫ 京都 あすかい診療所歯科 野畑親代 歯科衛生士ホームレス歯科検診の取り組み ○
④-9 京都 待鳳診療所歯科 橋本雅文 歯科技工士民医連で働く京都の歯科技工士 ○
①-11 大阪 コープおおさか病院歯科 石井康達 歯科医師 咬合挙上することで歯牙動揺の改善を認めた症例 ○
C3-⑩ 大阪 コープおおさか病院歯科 松井佐千子 歯科衛生士当院における「歯医者さん探険隊」の取り組み ○
Ⅰ-2 大阪 コープおおさか病院歯科 矢川由美子 歯科衛生士回復期リハビリテーション病棟での歯科健診の取り組み ○
B3 -⑫ 大阪 耳原歯科診療所 西川由貴子 歯科衛生士院所利用委員さんと取り組んだ『危険予知トレーニング(KYT)』活動 ○
C3-⑪ 大阪 耳原歯科診療所 阪井主三 歯科技工士院所利用委員会の取り組み ○
④-14 大阪 耳原歯科診療所 城世津子 事務 すべての職種でＩＳＯを活用するための耳原歯科「目標と管理」の実践例 ○
②-10 大阪 生協森の宮歯科 柏樹和 歯科医師 矯正歯科におけるセファロ分析ソフト、患者説明用ソフトを導入して ○
④-2 大阪 生協森の宮歯科 安江徹 歯科医師 基礎研修のまとめ ○
③-5 大阪 生協森の宮歯科 西谷千恵美 歯科衛生士生協森の宮歯科リニュアルから１年半を振り返って ○
⑤-10 大阪 せいきょう三丁目歯科 北川昌吾 歯科医師 歯周療法における抗生物質併用について ○
④-4 大阪 田島診療所歯科 戸井逸美 歯科医師 これからの民医連歯科の役割と展望への一考察 ○
A3-⑩ 大阪 田島診療所歯科 三藤宏美 歯科衛生士歯科検診から歯科受診へ ○
C2-⑧ 兵庫 生協なでしこ歯科 榎本亜由夢 歯科衛生士Ｓ障がい者施設で口腔保健活動を始めた経過と担当者としての想い ○
④-13 兵庫 いたやど歯科 繁田真人 歯科医師 チェアー周囲における 感染予防対策について ○
A1-② 兵庫 協同歯科 金東旭 歯科医師 歯冠延長術と咬合再構築 ○
B2-⑥ 兵庫 協同歯科 児玉やすの 歯科衛生士歯科往診で衛生士に求められるもの ○
Ⅱ-9 兵庫 生協歯科 前田芳樹 歯科医師 歯科の無料低額診療からみえるもの ○
⑤-9 兵庫 生協歯科 今岡悠子 歯科衛生士ホーム、オフィス各ホワイトニング単独施行症例及びデュアルホワイトニングにおける患者満足度の比較考察 ○
C2-⑥ 兵庫 共立歯科 牧尚美 歯科衛生士「カミカミゴッくん研修会」について ○
Ⅲ-4 島根 塩冶歯科診療所 多々納加代 歯科衛生士自力歩行困難な患者様が咬合改善により自力歩行が可能となった症例 ○
Ⅲ-10 岡山 阿新診療所歯科 福島沙恵里 歯科医師 CT導入と画像デジタル化の成果と課題 ○
②-12 岡山 玉島歯科診療所 松浦弘子 歯科衛生士介護予防教室の報告 ○
Ⅱ-6 岡山 玉島歯科診療所 府木明美 歯科衛生士「傷ついた心の回復を願って」C-Gで取り組んだ一症例 ○
②-15 岡山 高梁歯科診療所 片山浩子 歯科衛生士地域から信頼される高梁歯科をめざして ○
①-13 岡山 真備歯科診療所 岡本聖典 歯科医師 Bite downして咬合再建を図った１症例について ○
①-6 岡山 真備歯科診療所 角島潤 歯科技工士大型補綴のケースを経験して　～患者さんの笑顔のために～ ○
③-6 岡山 真備歯科診療所 片山聖 事務 地域とともにつくる真備歯科診療所新築移転運動「300人委員会」の取り組み ○
B2-⑧ 岡山 水島歯科診療所 小崎哲 歯科医師 BLインプラントを使用して ○
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①-8 岡山 水島歯科診療所 辻重真 歯科医師 他院で矯正治療途中だった症例にミニインプラントで対応した治療例 ○
②-3 岡山 水島歯科診療所 北村正和 歯科医師 上下顎オールセラミックスへの挑戦 ○
A2-⑥ 岡山 水島歯科診療所 土屋エリ 歯科衛生士新しいホワイトイングの材料を導入して ○
②-1 岡山 水島歯科診療所 成瀬猛 歯科技工士e.maxに取り組んで ○
②-8 岡山 水島歯科診療所 西村典彦 歯科技工士機能的矯正装置の製作と臨床応用 ○
B3-⑪ 広島 生協歯科ひろしま 大歳麻里 歯科衛生士生協歯科ひろしま開設20周年＆生協内科クリニック10周年記念行事に取り組んで ○
②-2 広島 コープ共立歯科 大田卓生 歯科医師 e.maxについて ○
C3-⑫ 広島 コープ共立歯科 萩原望美、木下幸子 歯科衛生士「わっ歯っ歯塾」の取り組みについて ○
③-12 山口 協立歯科診療所 藤本勝広 歯科医師 山口の経営改善について　～途中経過報告～ ○
③-11 徳島 健生歯科なると 吉崎正仁 歯科医師 経営改善への取り組みについて ○
A3-⑪ 徳島 健生歯科 篠原光子 歯科衛生士安全、安心の取り組み（感染対策、患者満足度向上に向けて） ○
②-13 香川 コープ歯科まるがめ診療所 前田幹子 歯科衛生士診療室での歯科健診班会の取り組みについて ○
Ⅰ-4 大分 けんせい歯科クリニック 中島美紀代 歯科衛生士病棟専属の歯科衛生士による口腔ケアの取り組みについて ○
①-12 熊本 菊陽病院歯科 山口彩子 歯科医師 咬合挙上が不可能と思われた症例への取り組み ○
②-14 鹿児島 谷山生協クリニック歯科 本田えり子 歯科衛生士保育園での歯科健診・フッ素塗布について ○
Ⅰ-6 東京 北多摩クリニック (医科診療所) 保坂幸男 内科医師 医科従事者への意識づけで歯科難民を減らせる ○
③-3 新潟 新潟勤労者医療協会本部事務局 松木敏明 事務 新潟での新歯科開設について ○
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