プログラム
6 月 22 日（金）Ａ会場（大ホール）9:45～10:00

開会式
6 月 22 日（金）Ａ会場（大ホール）14:30～15:30

特別講演 1 「スウェーデンの高齢者ケアの昨日と今日」
6 月 23 日（土）Ａ会場（大ホール）13:30～14:30

特別講演 2 「高齢者の健康に関する科学的根拠を考える」
6 月 22 日（金）Ａ会場（大ホール）10:00～11:00

教育講演 「世界の健康寿命研究最前線」
6 月 22 日（金）Ａ会場（大ホール）15:30～17:30

シンポジウム 1 「地域における歯科組織活動のターニングポイント－高齢者を支えるために－」
6 月 23 日（土）Ａ会場（大ホール）10:15～12:15

シンポジウム 2 「高齢者の介護予防事業の展開と歯科衛生士の役割」
6 月 22 日（金）Ｂ会場（中ホール 300）17:00～18:30

国際シンポジウム 「アジアの老年歯科事情を探る」
6 月 22 日（金）Ａ会場（大ホール）11:15～12:30

ミニシンポジウム 1 「摂食・嚥下リハビリテーションの診断支援としての舌機能検査法」
6 月 23 日（土）Ａ会場（大ホール）9:00～10:15

ミニシンポジウム 2 「口腔機能維持管理加算の意味するところ」
6 月 23 日（土）Ａ会場（大ホール）14:30～15:30

市民公開講座 「元祖，健康かむ噛むの教え」
6 月 22 日（金）Ｆ会場（中会議室 201）13:00～17:00

ハンズオンセミナー1 「摂食・嚥下機能評価－適切な評価に基づいた食支援の実践－」
6 月 23 日（土）Ｆ会場（中会議室 201）13:00～16:00

ハンズオンセミナー2 「歯科衛生士に必要な口腔機能測定－実践！評価方法とプランニング-」

6 月 23 日（土）1 階大会議室 102 12:30～13:30

ランチョンセミナー1「意外に多い口腔カンジダ症－口腔カンジダ症を見逃さないための
ポイントと有効な抗真菌剤の使い方－」
6 月 22 日（金）Ｂ会場（中ホール 300）12:30～13:30

ランチョンセミナー2「歯科用ユニット水の細菌汚染の状況と対策
―飲料水の基準をクリアできるかー」
6 月 23 日（土）Ｂ会場（中ホール 300）12:30～13:30

ランチョンセミナー3「在宅要介護高齢者の「食べたい」を支援する
－ロンリーマウスシンドロームに挑む－」
6 月 23 日（土）Ｃ会場（大会議室 101）12:30～13:30

ランチョンセミナー4「高齢者の義歯とケア」
一般演題
課題口演
6 月 22 日（金）Ｂ会場（中ホール 300）

9:00～10:45

一般口演
6 月 22 日（金）Ｂ会場（中ホール 300）

10:50～12:20

6 月 23 日（土）Ｂ会場（中ホール 300）

9:00～12:20

15:30～16:50

ポスター発表
6 月 22 日（金）Ｄ会場（多目的ホール）

17:30～18:30（質疑応答：奇数番号）

6 月 23 日（土）Ｄ会場（多目的ホール）

15:30～16:30（質疑応答：偶数番号）

認定医ポスター発表
6 月 23 日（土）E 会場（中会議室 202） 10:50～11:50（口頭試問）

特別講演●教育講演●シンポジウム●国際シンポジウム
ミニシンポジウム●市民公開講座●ハンズオンセミナー
ランチョンセミナー
【特別講演 1】6 月 22 日（金）Ａ会場（大ホール）14:30～15:30
「スウェーデンの高齢者ケアの昨日と今日」
くる べ

講師：訓覇 法子（日本福祉大学 教授 在ストックホルム）
座長：那須 郁夫（日本大学松戸歯学部 地域保健学 教授）

【特別講演 2】6 月 23 日（土）Ａ会場（大ホール）13:30～14:30
「高齢者の健康に関する科学的根拠を考える」
講師：鈴木 隆雄（国立長寿医療研究センター研究所 所長）
座長：森戸 光彦（鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座 教授）

【教育講演】6 月 22 日（金）Ａ会場（大ホール）10:00～11:00
「世界の健康寿命研究最前線」
講師：齋藤 安彦（日本大学大学院総合歯科学研究科 教授）
座長：井上農夫男（北海道大学大学院歯学研究科 口腔健康科学講座高齢者歯科学教室 教授）

【シンポジウム 1】6 月 22 日（金）Ａ会場（大ホール）15:30～17:30
「地域における歯科組織活動のターニングポイント－高齢者を支えるために－」
座

長：細野
純（東京都開業）
佐藤
保（岩手県開業）
パネリスト：高田
靖（東京都開業）
大石 善也（千葉県開業）
花形 哲夫（山梨県開業）
宮原 勇治（厚生労働省医政局歯科保健課 課長補佐）

【シンポジウム 2】6 月 23 日（土）Ａ会場（大ホール）10:15～12:15
「高齢者の介護予防事業の展開と歯科衛生士の役割」
座

長：日山
阪口
パネリスト：武藤
小峰
酒井
渡邊

邦枝（昭和大学歯学部）
英夫（大生病院）
智美（北海道歯科衛生士会）
里子（北柏リハビリ総合病院）
ゆみ（龍ヶ崎市介護老人保健施設涼風苑）
裕（国立長寿医療研究センター）

【国際シンポジウム】6 月 22 日（金）Ｂ会場（中ホール 300）17:00～18:30
「アジアの老年歯科事情を探る」
コ ー デ ィ ネー タ ー：眞木 吉信（東京歯科大学 教授）
シンポジスト(予定)：Dr. Somkotra, Tewarit（Thailand）
Dr. Tsai, Pung-Fei（Taiwan）

【ミニシンポジウム 1】6 月 22 日（金）Ａ会場（大ホール）11:15～12:30
「摂食・嚥下リハビリテーションの診断支援としての舌機能検査法」
座
長：小野 高裕（大阪大学大学院 准教授）
パネリスト：石田
瞭（東 京 歯 科 大 学 准教授）
津賀 一弘（広島大学大学院 准教授）
小野 高裕（大阪大学大学院 准教授）

【ミニシンポジウム 2】6 月 23 日（土）Ａ会場（大ホール）9:00～10:15
「口腔機能維持管理加算の意味するところ」
座
長：菊谷
武（日本歯科大学 教授）
パネリスト：菊谷
武（日本歯科大学 教授）
久保山裕子（福岡県歯科衛生士会）
吉田 光由（広島県総合リハビリテーションセンター）

【市民公開講座】6 月 23 日（土）Ａ会場（大ホール）14:30～15:30
「元祖，健康かむ噛むの教え」
講 師：加藤 元彦（元東京都開業,しんぽぢゅーむ『い』主宰,日本サイクリング協会副会長）
座 長：櫻井
薫（東京歯科大学有床義歯補綴学講座 教授）

【ハンズオンセミナー1】6 月 22 日（金）Ｆ会場（中会議室 201）13:00～17:00
「摂食・嚥下機能評価 －適切な評価に基づいた食支援の実践－」
コーディネーター：飯田 良平（鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 助教）
石田

瞭（東京歯科大学摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科 講師）

インストラクター：有岡 享子（岡山大学病院特殊歯科総合治療部スペシャルニーズ歯科センター）
石飛 進吾（長崎大学医学部歯学部附属病院特殊歯科総合治療部、
口腔ケア・摂食・嚥下リハビリテーションセンター）
高橋 浩二（昭和大学歯科病院口腔リハビリテーション科）
田村 文誉（日本歯科大学附属病院口腔介護・リハビリテーションセンター）
中根 綾子（東京医科歯科大学大学院高齢者歯科学分野）
野原 幹司（大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部）
横山

薫（昭和大学歯科病院口腔リハビリテーション科）

吉田 光由（広島市総合リハビリテーションセンター歯科）

【ハンズオンセミナー2】6 月 23 日（土）Ｆ会場（中会議室 201）13：00～16：00
「歯科衛生士に必要な口腔機能測定 －実践！評価方法とプランニング-」
コーディネーター： 藤原 ゆみ（万成病院 歯科衛生士）
インストラクター： 大渕 修一（東京都老人総合研究所 理学療法士）
金久 弥生（九州歯科大学歯学部 口腔保健学科）
古賀恵美子（三ノ輪口腔ケアセンター）
清水けふ子（三ノ輪口腔ケアセンター）

【ランチョンセミナー1】6 月 23 日（土）1 階大会議室 102

12:30～13:30

「意外に多い口腔カンジダ症－口腔カンジダ症を見逃さないためのポイントと有効な
抗真菌剤の使い方－」
講師：岩渕 博史（国立病院機構栃木病院 歯科・歯科口腔外科・小児歯科歯科口腔外科医長）
座長：櫻井
薫（東京歯科大学 有床義歯補綴学講座 教授）
協賛：昭和薬品化工株式会社

【ランチョンセミナー2】6 月 22 日（金）Ｂ会場（中ホール 300）12:30～13:30
「歯科用ユニット水の細菌汚染の状況と対策 －飲料水の基準をクリアできるか－」
講師：玉澤 佳純（東北大学病院 クリーン歯科治療部 准教授）
座長：下山 和弘（東京医科歯科大学歯学部 高齢者口腔保健衛生学分野 教授）
協賛：長田電機工業株式会社

【ランチョンセミナー3】6 月 23 日（土）Ｂ会場（中ホール 300）12:30～13:30
「在宅要介護高齢者の「食べたい」を支援する－ロンリーマウスシンドロームに挑む－」
講師：奥村 圭子（管理栄養士 介護支援専門員）
座長：菅
武雄（鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座 講師）
協賛：株式会社東京技研

【ランチョンセミナー4】6 月 23 日（土）Ｃ会場（大会議室 101）12:30～13:30
「高齢者の義歯とケア」
講師：水口 俊介（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 全部床義歯補綴学分野 教授）
座長：濱田 泰三（東北大学大学院歯学研究科 客員教授）
協賛：グラクソ・スミスクライン株式会社

６月２２日（金） ●課題口演

課題口演 ６月２２日（金）
介護・介護予防・連携医療・地域連携

９：００～１０：００

Ｂ会場

座長：川良美佐雄（日本大学松戸歯学部 顎口腔機能治療学講座）

課題１

口腔ケアの臨床現場から考える歯科衛生士による支援の可能性
○徳山 貴子
立命館大学大学院先端総合学術研究科

課題２

多職種で連携して作成した口腔ケアパスの運用状況と今後の課題
○木村 年秀
三豊総合病院企業団 歯科保健センター

課題３

北海道の介護保険施設において実践されている口腔ケアに関する看護管理的取り
組みの実態調査
○村松 真澄 1），守屋 信吾 2）
1）

札幌市立大学
国立保健医療科学院 生涯健康研究部

2）

課題４

要介護高齢者における口腔内の各部位における剥離上皮膜の形成要因
－口蓋、舌背、歯、頬粘膜－
○小笠原 正 1），河瀬 総一朗 1），脇本 仁奈 1），松尾 浩一郎 1），川瀬 ゆか 2），
遠藤 眞美 3），柿木保明 3）
1）

松本歯科大学 障害者歯科学講座
医療法人千秋病院歯科
3）
九州歯科大学口腔保健学科・摂食嚥下支援学講座 歯学科・摂食機能リハビリテーション学分野
2）

口腔機能

1０：００～1０：４５

Ｂ会場

座長：羽村 章（日本歯科大学附属病院総合診療科 心療歯科診療センター）

課題５

ゲル試料の押しつぶし摂取時嚥下動態
－舌圧と嚥下内視鏡との同時測定－
○林 宏和 1），堀 一浩 1），谷口 裕重 1），井上 誠 1），小野 高裕 2）
1）

新潟大学大学院医歯学総合研究科 摂食・嚥下リハビリテーション学分野
大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座

2）

課題６

多系統萎縮症患者の摂食・嚥下障害
－口腔期障害とＡＤＬ低下との関係について－
○梅本 丈二 1），古谷 博和 2），坪井 義夫 3），酒井 光明 4），北嶋 哲郎 1），喜久田 利弘 1）
1）

福岡大学医学部 歯科口腔外科学講座
国立病院機構大牟田病院 神経内科
3）
福岡大学医学部 神経内科学講座
4）
国立病院機構大牟田病院 リハビリテーション科
2）

課題７

高齢者の舌部分切除術および頸部郭清術施行患者の摂食・嚥下機能評価
－嚥下内視鏡検査・嚥下造影検査を中心に－
○幸地 真人，新崎 章，仁村 文和，新垣 敬一，砂川 元
琉球大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能再建学講座

６月２２日（金） ●一般口演

一般口演 ６月２２日（金）
介護・介護予防

1０：５０～１１：２０

Ｂ会場

座長：渡邊 裕（国立長寿医療研究センター 口腔疾患研究部 口腔感染制御室）

Ｏ-1-1

自立高齢者と要介護高齢者における口腔機能に関する調査研究
○柿木 保明 1)，榊原 葉子 1)，上森 尚子 1)，遠藤 眞美 1)，木村 貴之 1)，唐木 純一 1)，
松崎 友祐 1)，久保田有香 1)，久保田潤平 1)，鬼頭 文惠 1)，菅 亜里沙 1)，服部 信一 2)
1)

九州歯科大学摂食機能リハビリテーション学分野
北村歯科医院

2)

Ｏ-1-２

介護予防事業における口腔機能向上および運動器の機能向上の複合サービスの
効果
○阿久津 仁 1)，川名 弘剛 2)，由井 悟 2)，渡辺 秀昭 1)，笠井 隆司 2)，盛池 暁子 1)，
常盤 悟子 2)，宮下 由美子 1)，丸山 幸江 1)，吉田 英二 1)，花形 哲夫 1)，濱田 了 3)，
児玉 実穂 2)，関根 寿恵 2)，田村 文誉 2)，菊谷 武 2)
1)

山梨県歯科医師会
日本歯科大学附属病院 口腔介護・リハビリテーションセンター
3)
パナソニックヘルスケア株式会社 医療機器・システムビジネスユニット
2)

Ｏ-1-３

おたっしゃ高齢者（二次予防事業対象者）への「お口のかむかむ教室｣（口腔機能向上
教室）のガイドラインの作成について
○鈴木 静乃
東京都北区健康福祉部健康いきがい課 介護予防担当

口腔機能１

1１：２０～１１：５０

Ｂ会場
座長：佐藤 裕二（昭和大学歯学部 高齢者歯科学講座）

Ｏ-1-４

介護施設全体の口腔機能の維持と管理の向上を目的とする当院の取り組み
○山崎 徹、小金沢 一美、井上 千賀子
小金沢歯科診療所

Ｏ-1-５

介護老人保健施設における口腔機能維持管理加算の取り組みに対する施設職員の
意識
○藤田 浩美 1），両角 祐子 2），塩沢 恵美 3），江面 晃 3）
1）

日本歯科大学新潟病院 歯科衛生科
日本歯科大学新潟生命歯学部 歯周病学講座
3）
日本歯科大学新潟病院 総合診療科
2）

Ｏ-1-６

介護老人福祉施設における摂食支援カンファレンスの有用性について
○高橋 賢晃 1），菊谷 武 1，2），平林 正裕 1），保母 妃美子 1），川瀬 順子 1），福井 智子 3），
高橋 秀直 4），亀澤 範之 5）
1）

日本歯科大学附属病院 口腔介護・リハビリテーションセンター
日本歯科大学大学院生命歯学研究科 臨床口腔機能学
3）
杉並区歯科保健医療センター
4）
東京都台東区台東歯科医師会
5）
東京都台東区浅草歯科医師会
2）

６月２２日（金） ●一般口演

歯の数

1１：５０～１２：２０

Ｂ会場
座長：山根 瞳（アポロ歯科衛生士専門学校）

Ｏ-1-７

8020 表彰者と一般高齢者における 85 歳・90 歳時点での口腔状態の比較
○单 全，冨田 健嗣，藤田 尚臣，中井 雅人，糸山 暁，小島 広臣，本多 豊彦，
吉田 健，小川 直孝
愛知県歯科医師会地域保健部Ⅱ

Ｏ-1-８

要介護高齢者にとって多数歯残存は肺炎のリスクか？
○戸原 雄 1)，田代 晴基 1)，川名 弘剛 1)，佐々木 力丸 1)，村 文誉 1)，菊谷 武 1,2)
1）

日本歯科大学附属病院 口腔介護・リハビリテーションセンター
日本歯科大学大学院生命歯学研究科 臨床口腔機能学

2）

Ｏ-1-９

日本人の残存歯数の歴史的変遷
○藤田 尚
新潟県立看護大学・看護・人類

口腔機能２

1５：３０～１６：００

Ｂ会場

座長：柿木 保明（九州歯科大学・生体機能制御学講座 摂食機能リハビリテーション学分野）

Ｏ-1-１０

口腔機能訓練器具（ラビリントレーナー）の効果
○飯塚 能成，稲葉 繁，
IPSG

Ｏ-1-１１

市販口腔保湿剤の物性，抗菌性評価とテクスチャー解析
○二川 浩樹，大倉 恵美，石井 仁美，田地 豪
広島大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔生物工学分野

Ｏ-1-１２

義歯装着で咀嚼嚥下機能が改善した下顎骨区域切除・非再建の高齢無歯顎症例
○敦井 智賀子，櫻井 直樹，野村 修一
新潟大学大学院医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野

連携医療・地域連携１

1６：００～１６：３０

Ｂ会場

座長：下山 和弘（東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 高齢者口腔保健衛生学分野）

Ｏ-1-１３

学会地域支部と地域歯科医師会主催による「専門的な高齢者歯科医療を実践する
ための研修会」開催の試み
○中島 丘 1, 2)，浅野 倉栄 1, 3），三宅 一德 1)，山本 真樹 1)，礒部 博行 1) ，加藤 喜夫 1)，
岡田春夫 1) ，飯田良平 4)，菅 武雄 4)，森戸光彦 4)
1）

横浜市緑区歯科医師会
鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座
3）
鶴見大学歯学部 附属病院総合歯科 2
4）
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座
2）

６月２２日（金） ●一般口演
Ｏ-1-１４

学会地域支部と地域歯科医師会主催による「専門的な高齢者歯科研修」参加者の
満足度について
○浅野 倉栄 1, 2），中島 丘 1, 3)，三宅 一德 1)，山本 真樹 1)，礒部 博行 1)，
加藤 喜夫 1)，岡田 春夫 1) ,飯田 良平 4)，菅 武雄 4)，森戸 光彦 4)
1）

横浜市緑区歯科医師会
鶴見大学歯学部 附属病院総合歯科 2
3）
鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座
4）
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座
2）

Ｏ-1-１５

高齢者施設における摂食・嚥下障害への対応
－医師ならびに歯科医師会、施設スタッフとの医療連携－
○中道 由香 1)，横山 薫 1)，山川 道代 1)，山下 まどか 1)，古屋 七重 1)，高橋 浩二 1)，
笹嶋 正章 2)，桐原 仁子 2) 渡辺 三恵子 3)，那須 康樹 3)，市川 龍太郎 3)
1）

昭和大学歯学部口腔リハビリテーション医学講座
東京都世田谷区歯科医師会
3）
社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団芦花ホーム)
2）

連携医療・地域連携２

1６：３０～１６：５０

Ｂ会場

座長：高橋 浩二（昭和大学歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座）

Ｏ-1-１６

舌再建術後患者の摂食•嚥下障害に対し多職種連携で介入した一例
○木森 久人 1,2），三串 伸哉 1,3），山本 健 2），宮本 佳宏 1,4），奥野 典子 2），小田川 拓矢 2），
森戸 光彦 2）
1）

ＪＡみなみ信州歯科診療所
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座
3）
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 老化制御学系口腔老化制御学講座 口腔老化制御学分野
4）
愛知学院大学歯学部 高齢者歯科学講座
2）

Ｏ-1-１７

特定施設入所胃瘻患者への摂食・嚥下リハビリテーションの取り組み
○元開 早絵 1），手島 千陽 1），田村 文誉 2），菊谷 武 1,2）
1）

日本歯科大学大学院生命歯学部研究科 臨床口腔機能学
日本歯科大学附属病院 口腔介護・リハビリテーションセンター

2）

６月２３日（土） ●一般口演

一般口演 ６月２３日（土）
実態調査１

９：００～９：４０

Ｂ会場
座長：菅 武雄（鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座）

Ｏ-２-１

リハビリテーション科 歯科医師として実践している事 第２報
－口腔内検診から始まった処置の実績－
○尾崎 研一郎 1,2），馬場 尊 1），柴野 荘一 1,2）
1）

足利赤十字病院 リハビリテーション科

2）

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

Ｏ-２-２

高齢者歯科学分野

リハビリテーション科 歯科医師として実践している事 第３報
－地域連携の視点から－
○尾崎 研一郎 1,2），馬場 尊 1），柴野 荘一 1,2）
1）

足利赤十字病院 リハビリテーション科

2）

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

Ｏ-２-３

高齢者歯科学分野

大学病院を時間外急患受診した高齢者の臨床的検討
○上田 潤 1），田中 彰 1），山口 晃 1），又賀 泉 2）
1）

日本歯科大学新潟病院 口腔外科
日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座

2）

Ｏ-２-４

浜松市における歯科訪問診査事業及び歯科訪問診療事業の調査報告 第Ⅱ報
○龍口 幹雄，東郷 陽太郎，森 彩子，相澤 秀夫，野村 吉秀，天野 真弓，梅ヶ枝 裕子，
若杉 正則，森田 一郎，才川 隆弘，森田 一彦，大野 守弘
浜松市歯科医師会

口腔外科疾患１

９：４０～１０：１０

Ｂ会場

座長：角 保徳（国立長寿医療研究センター 歯科口腔先端診療開発部）

Ｏ-２-５

急性骨髄性白血病に対し臍帯血移植を行った後，舌癌を発症した一例
○鈴木 啓之，堀内 一弘，上田 順可，齊藤 美香，山口 雅庸
東京都健康長寿医療センター 歯科口腔外科

Ｏ-２-６

当科を受診した超高齢者 口腔がん症例の検討
○加藤 智弘 1），関根 大介 2），須田 牧夫 3），野原 通 1）
1）

国家公務員共済組合連合会 横浜单共済病院 口腔外科
日本歯科大学附属病院 口腔外科
3）
日本歯科大学附属病院 口腔介護リハビリテーションセンター
2）

Ｏ-２-７

がん終末期患者に関する口腔アセスメントの検討
○貴島 真佐子，糸田 昌隆
社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院診療部 歯科

６月２３日（土） ●一般口演

口腔外科疾患２

1０：１０～１０：４０

Ｂ会場

座長：外木 守雄（東京歯科大学オーラルメディシン 口腔外科学講座）

Ｏ-２-８

側頭動脈炎によりステロイドを内服中、オトガイ～顎下部蜂窩織炎を発症した 1 例
○齊藤 美香，鈴木 啓之，堀内 一弘，山口 雅庸
東京都健康長寿医療センター 歯科口腔外科

Ｏ-２-９

ワレンベルグ症候群による嚥下障害を呈した 1 症例の経過
○金森 大輔
藤田保健衛生大学医学部 歯科口腔外科

Ｏ-２-１０ 連合弁膜症を有する高齢下顎骨骨折患者の全身麻酔経験
○横山 祐子
大阪赤十字病院麻酔科

加齢変化・基礎研究

1０：４０～１１：２０

Ｂ会場

座長：福島 正義（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔保健学分野）

Ｏ-２-１１

義歯洗浄剤を併用した超音波洗浄による義歯清掃の時間的検討
○瀬戸 佳 1,2），西 恭宏 2)，村上 格 2) ，鎌下 祐次 3)，長岡 英一 2)
1）

せと歯科医院
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面補綴学分野
3）
鹿児島大学病院 義歯補綴科
2）

Ｏ-２-１２

二酸化チタンコーティングを施したアクリルレジンのモルモットの皮膚に対する
非刺激性の確認
○辻 将 1），和田 健 1），上田 貴之 1），櫻井 薫 1），澤木 康平 2），川口 充 2）
1）

東京歯科大学 有床義歯補綴学講座
東京歯科大学 薬理学講座

2）

Ｏ-２-１３

側坐核中型有棘ニューロン間の抑制性シナプス伝達に対するコリン作動性調節
○鰕原 賀子 1, 2)，植田 耕一郎 1)，山本 清文 2)，越川 憲明 2)，小林 真之 2)
1）

日本大学歯学部 摂食機能療法科
日本大学歯学部 薬理学教室

2）

Ｏ-２-１４

脳梗塞モデルラットにおける海馬歯状回の細胞増殖への咀嚼の影響
○佐々木みづほ，川西 克弥，豊下 祥史，會田 英紀，越野 寿
北海道医療大学歯学部 咬合再建補綴学分野

全身管理・全身疾患

1１：２０～１１：５０

座長：深山 治久（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

Ｏ-２-１５

高齢者術前検査における心エコーの結果について
○北川 栄二
社会医療法人北斗 北斗病院歯科口腔外科

Ｂ会場
麻酔・生体管理学分野）

６月２３日（土） ●一般口演
Ｏ-２-１６

高齢者・障害児者歯科診療担当者への BLS（一次救命処置）講習の導入
○片山 正昭 1)，中島 丘 2,3)，長坂 浩 3)，鶴重 良太 1)，薮内 貴章 1) , 渡辺 真人 1)，
堀田 祐二 1)，礒部 博行 2)，岡田 春夫 2)，鈴木 聡行 1)
1)

藤沢市歯科医師会
横浜市緑区歯科医師会
3)
明海大学歯学部 総合臨床医学講座麻酔学分野
2)

Ｏ-２-１７

アンケートからみた, 高齢者・障害児者歯科診療担当者の BLS (一次救命処置) 講習
への参加意欲と問題点
○渡辺 真人 1)，中島 丘 2, 3,4)，長坂 浩 3)，薮内 貴章 1)，浅野 倉栄 2,5)，三宅 一徳 2)，
山本 真樹 2)，岩﨑 妙子 4)，片山 正昭 1)，鈴木 聡行 1)
1)

藤沢市歯科医師会
横浜市緑区歯科医師会
3)
明海大学歯学部 総合臨床医学講座麻酔学分野
4)みほ歯科医院
5)鶴見大学歯学部附属病院 総合歯科 2
2)

実態調査２

1１：５０～１２：２０

Ｂ会場
座長：戸原 玄（日本大学歯学部 摂食機能療法学講座）

Ｏ-２-１８

摂食・嚥下に関することを主訴とした訪問診療の実態調査およびその特徴
○井上 千賀子，山崎 徹，小金澤 一美
医療法人白櫻会 小金沢歯科診療所

Ｏ-２-１９

食品の形態・性状の違いによる咀嚼・嚥下様相の基礎的研究
○糸田 昌隆，貴島 真佐子
社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院 診療部歯科

Ｏ-２-２０

在宅療養高齢者の歯科受診実態と栄養障害
○菊谷 武 1,2)，平林 正裕 1)，戸原 雄 1)，岡山 浩美 1)，白潟 友子 1)，町田 麗子 1)，
西脇 恵子 1)，福井 智子 1,3)，吉田 光由 4)，田村 文誉 1)
1)

日本歯科大学附属病院 口腔介護・リハビリテーションセンター
日本歯科大学大学大院生命歯学研究科 臨床口腔機能学
3)
杉並区歯科保健医療センター
4)
広島市総合リハビリテーションセンター
2)

討論日時：奇数番号：６月２２日（金）１７:３０～１８:３０

偶数番号：６月２３日（土）１５:３０～１６:３０ ●ポスター

ポスター ６月２２日（金）・６月２３日（土）
学生教育・生涯研修
Ｐ-０１

Ｄ会場

ワールドカフェを用いた歯学部 1 年生の高齢者歯科に関する意識調査
○兒玉 直紀，宮崎 貴子，前田 直人，美甘 真，荒木 大介，坂本 隼一，西川 悟郎，
原 哲也，皆木 省吾
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 咬合・有床義歯補綴学分野

Ｐ-０２

歯学部 4 年生の高齢者歯科学講義終了後の意識調査
○遠藤 眞美，柿木 保明，榊原 葉子，菅 亜里沙，久保田 潤平，正島 光次郎，
上森 尚子，木村 貴之，唐木 純一，新垣 文恵，久保田 有香，松崎 友佑
九州歯科大学生体機能制御学講座 摂食機能リハビリテーション学分野

Ｐ-０３

昭和大学歯学部における高齢者歯科学臨床実習の概要と学生自己評価
○下平 修 1），佐藤 裕二 1），北川 昇 1），七田 俊晴 1），丸茂 実希 1），伊藤 学 1），
関谷 弥千 1），磯部 明夫 1），山垣 和子 1），長谷川 篤司 2）
1）

昭和大学歯学部 高齢者歯科学講座
昭和大学歯学部 総合診療歯科学講座

2）

Ｐ-０４

高齢者ケア教育への咀嚼・嚥下ゼリーの活用
－食事面の高齢者擬似体験の工夫－
○三輪のり子 1），那須 郁夫 2）
1）

千里金蘭大学看護学部
日本大学松戸歯学部 地域保健学

2）

Ｐ-０５

八千代市歯科医師会による内視鏡を用いた摂食・嚥下障害に対する取り組み 第２報
○森 宏樹 1），中澤 正博 1），佐藤 輝重 1），伊澤 三樹 1），大内 裕貴 1），稲山 雅治 1），
田原 靖章 1），溝口 万里子 1），古屋 浩 1），大川 勝紀 1），半田 直美 2），中山 渕利 2），
鈴木 瑠璃子 3），戸原 玄 2）
1）

八千代市歯科医師会
日本大学歯学部 摂食機能療法学講座
3）
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
2）

Ｐ-０６

高齢者・障害児者歯科診療担当者を対象とした BLS(一次救命処置)講習での受講生
と指導者の意識の相違
○吉岡 亜希子 1)、 中島 丘 2,3,4)，長坂 浩 3)，佐藤ひろみ 1)，東澤 雪子 1)，岩﨑 妙子 4)，
鶴重 良太 1)，渡辺 真人 1)，片山 正昭 1)，鈴木 聡行 1)
1）

藤沢市歯科医師会
横浜市緑区歯科医師会
3）
明海大学歯学部 総合臨床医学講座麻酔学分野
4）
みほ歯科医院
2）

Ｐ-０７

当地域における歯科医院通院困難高齢者への取り組み
－会員アンケートより顕在化した訪問診療実態について－
○和田 光利，渡辺 真人，薮内 貴章，片山 正昭，東澤 雪子，小笠原 圭一，渡邊
竹下 義仁，久保 圭一，加藤 善宣， 鈴木 聡行
藤沢市歯科医師会

博志，
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当地域における歯科医院通院困難高齢者への取り組み
－アンケート調査による訪問診療時の医療安全について－
○手塚 雅順，渡辺 真人，榎本 雅宏，佐藤 ひろみ，吉岡 亜希子，佐々木 幹，
永村 宗護，瓜生 厚，堀田 祐二，鈴木 聡行
藤沢市歯科医師会

Ｐ-０９

地域中核病院への歯科医師会支部主導による多職種連携システム構築の試み
第 2 報 －4 年間の成果について－
○中村 弘之 1,2），三神 仁 1），早川 輝 1），筒井 治彦 1），小沢 章 1,2）
1）

山梨県歯科医師会
山梨県口腔保健センター

2）

Ｐ-１０

某介護病棟における口腔機能維持管理への指導経験
○岩田 美由紀
医療法人社団秀和会 小倉单歯科医院

多職種連携・実態調査
Ｐ-１１

Ｄ会場

老人保健施設において専門的口腔ケアの教育が重要であった症例
○金村 彩子¹,²⁾，是澤 智久²⁾，白崎 綾美²⁾，玉手 尚子 3⁾，吉岡 麻耶¹⁾，市村 和大¹⁾，
井上 統温¹⁾，飯田 貴俊¹⁾，戸原 玄¹⁾，植田 耕一郎¹⁾
¹⁾日本大学歯学部 摂食機能療法学講座
²⁾小日向台町歯科
3
⁾医療法人社団永生会 介護老人保健施設マイウェイ四谷

Ｐ-１２

三重県における口腔ケアに対する意識調査
○藤井 航 1,5），芝田 登美子 2），羽 根司人 3），杉原 信久 3），福森 哲也 3），芝田 憲治 3），
峰 正博 3），岡田 猛司 1），永田 千里 1），坂口 貴代美 1），渡邉 理沙 4），金森 大輔 5），
水谷 英樹 5）
1）

藤田保健衛生大学 七栗サナトリウム歯科
三重県健康福祉部 健康づくり室
3）
三重県歯科医師会
4）
藤田保健衛生大学病院 歯科口腔外科
5）
藤田保健衛生大学医学部 歯科口腔外科
2）

Ｐ-１３

他職種協働における口腔に関する用語の理解度
○单 知香子 1），笹島 正章 2），桐原 仁子 2）
1）

社会福祉法人 正吉福祉会 世田谷区立きたざわ苑
公益社団法人 東京都世田谷区歯科医師会

2）

Ｐ-１４

千葉市内にある各種高齢者施設の口腔機能に対する意識調査
○伊藤 卓
社団法人 千葉市歯科医師会

Ｐ-１５

病棟看護師の口腔ケアに対する認識
－とくに病棟別および臨床経験年数別の比較－
○横塚 あゆ子 1,2)，隅田 好美 3)，日山 邦枝 2)，福島 正義 3)
1)

新潟大学医歯学総合研究科 口腔生命福祉学専攻
昭和大学歯科病院 歯科衛生士室
3）
新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔生命福祉学講座
2）
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老人施設への歯科衛生士訪問指導の取り組みの報告
○大森 望，加藤 里奈，遠藤 徹
遠藤歯科医院

Ｐ-１７

口腔機能向上のための人材育成とサービス提供事業者への人材紹介システム構築の
研究 第３報
○天本 和子 1），金久 弥生 2），梶原 美恵子 1），久保山 裕子 1），高野 ひろみ 1），菊谷 武 3）
1）

福岡県歯科衛生士会
九州歯科大学歯学部 口腔保健学科
3）
日本歯科大学大学院 臨床口腔機能学講座
2）

Ｐ-１８

介護予防事業への歯科衛生士への関わり
－二次予防事業における調査結果－
○榎本 亜弥子 1），海老原 亜起子 2），酒井 聡美 3），森戸 光彦 4）
1）

社団法人東京都歯科医師会 附属歯科衛生士専門学校
千葉県歯科衛生士会
3）
三ノ輪口腔ケアセンター
4）
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座
2）

地域における組織的取り組み
Ｐ-１９

Ｄ会場

東日本大震災被災地において実践した要介護高齢者に対する歯科口腔保健活動
－石巻医療圏における活動報告－
○服部 佳功
東北大学大学院歯学研究科 口腔機能･形態学講座 加齢歯科学分野

Ｐ-２０

福岡市内の過疎地区における福岡歯科大学の取り組み
○牧野 路子，内藤 徹，中 佳香，円林 彩子，野田 佐織，武内 哲二，藤本 暁江，
廣藤 卓雄
福岡歯科大学 総合歯科学講座 高齢者歯科学分野

Ｐ-２１

東京歯科大学摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科における地域医療
連携の現状
○杉山 哲也 1)，大久保 真衣 1)，原 睦喜 2)，大平 真理子 3)，石田 瞭 1)
1)
2)
3)

Ｐ-２２

東京歯科大学千葉病院 摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科
東京歯科大学 解剖学講座
東京歯科大学 クラウンブリッジ補綴学講座

台東区三ノ輪ケアセンターに通院した在宅療養者の改善変化の調査
○清水 けふ子 1），古賀 登志子 1），丸山 みどり 1），餌取 恵美 1），高橋 秀直 2），亀澤 範之 3），
高橋 賢晃 4），菊谷 武 4）
1）

東京都台東区三ノ輪口腔ケアセンター
東京都台東区台東歯科医師会
3）
東京都台東区浅草歯科医師会
4）
日本歯科大学附属病院 口腔介護・リハビリテーションセンター
2）

Ｐ-２３

地域歯科医師会立保健医療センターにおける訪問診療
○福井 智子
杉並区歯科保健医療センター
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東京都葛飾区における在宅寝たきり老人の歯科治療 第 13 報
高齢者における唾液中ストレスホルモンと歯科治療時間について
○大原 義治 1），小笠原 浩一 1），篠原 保行 1），勝俣 文良 1），白橋 知幸 1），山崎 一男 1），
小松 孝至 1），中西 穂波 2），岡 俊一 2），金 博和 2），見崎 徹 2，大井 良之 2），鈴木 直人 3）
1）

社団法人東京都葛飾区歯科医師会
日本大学歯学部 歯科麻酔学教室
3）
日本大学歯学部 生化学教室
2）

Ｐ-２５

リハビリテーション科 歯科医師として実践している事 第１報
－当院における口腔内検診の結果－
○尾崎 研一郎 1,2）、馬場 尊 1）、柴野 荘一 1，2）
1）

足利赤十字病院 リハビリテーション科
東京医科歯科大学 高齢者歯科

2）

疫学調査・実態調査
Ｐ-２６

Ｄ会場

要介護高齢者口腔関連実態調査報告
－特定地域悉皆調査からの知見－
○森下 志穂 1），平野 浩彦 2），渡邉 裕 1），菅 武雄 3），枝広 あや子 2），小原 由紀 4），
佐藤 絵美子 5）
1）

国立長寿医療研究センター研究所
東京都健康長寿医療センター研究所
3）
鶴見大学歯学部 高齢者歯科講座
4）
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 歯科医療行動科学分野
5）
東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座
2）

Ｐ-２７

８０歳と７０歳の口腔機能と全身の運動機能の比較
－ＳＯＮＩＣ研究より－
○岡田 匡史，池邉 一典，香川 良介，武下 肇，猪俣 千里，久留島 悠子，本多 真理子，
宮下 祐治，村井 俊介，松田 謙一，前田 芳信
大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座

Ｐ-２８

老人福祉施設入所者の在所期間と直近の口腔保健状況
○窪田 明久，坂本 亮，柳澤 明美，北村 中也，清水 秋雄
特定非営利活動法人 口腔保健医療研究所

Ｐ-２９

介護老人福祉施設入居者における歯の喪失状況
－２年間の追跡研究—
○関野 愉 1），藤田 佑三 1），沼部 幸博 1），久野 彰子 2），田村 文誉 3），菊谷 武 3）
1）

日本歯科大学生命歯学部 歯周病学講座
日本歯科大学附属病院 総合診療科
3）
日本歯科大学附属病院 口腔介護•リハビリテーションセンター
2）

Ｐ-３０

全部床義歯患者における QOL 質問紙票と咀嚼機能の関連性
○東條 敏明 1），大貫 昌理 1), 大久保 力廣 1), 鶴本 明久 2)
1）

鶴見大学歯学部 有床義歯補綴学講座
鶴見大学歯学部 地域歯科保健学

2）
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咬合・咀嚼と高齢者
Ｐ-３１

Ｄ会場

高齢全部床義歯装着者における咬合接触面積の変化と義歯機能
○大貫 昌理，東條 敏明，西山 雄一郎，鈴木 清貴，大久保 力廣
鶴見大学歯学部 有床義歯補綴学講座

Ｐ-３２

自立高齢者における残存歯咬合支持と身体機能との関連
○岡田 和隆 1），柏崎 晴彦 2），古名 丈人 3），中澤 誠多朗 2），更田 恵理子 2），松下 貴惠 1），
兼平 孝 4），野谷 健治 2），小林 國彦 1），井上 農夫男 1, 2）
1）

北海道大学病院高次口腔医療センター 高齢者歯科治療部門
北海道大学大学院歯学研究科 口腔健康科学講座 高齢者歯科学教室
3）
札幌医科大学保健医療学部 基礎理学療法学講座
4）
北海道大学病院歯科診療センター 保存系歯科
2）

Ｐ-３３

施設入居要介護高齢者における咬合支持と栄養状態との関連性
○松下 貴惠 1），柏崎 晴彦 2），中澤 誠太郎 2），岡田 和隆 1），更田 恵理子 2），兼平 孝 3），
小林 國彦 1）， 野谷 健治 2），遠藤 眞美 4），柿木 保明 4），井上 農夫男 2）
1）

北海道大学病院高次口腔医療センター 高齢者歯科治療部門
北海道大学大学院歯学研究科 口腔健康科学講座 高齢者歯科学教室
3）
北海道大学大学院歯学研究科 口腔健康科学講座 予防歯科学教室
4）
九州歯科大学 摂食嚥下支援学講座
2）

Ｐ-３４

地域自立高齢者の自己評価咀嚼能力と要介護認定状況との関連性
－5 年間の追跡調査－
○守屋 信吾 1）, 鄭 漢忠 2）, 村田 あゆみ 3）, 井上 農夫男 3）, 三浦 宏子 4）
1）

国立保健医療科学院 生涯健康研究部
北海道大学大学院歯学研究科 口腔顎顔面外科学教室
3）
北海道大学大学院歯学研究科 高齢者歯科学教室
4）
国立保健医療科学院 地域医療システム研究分野
2）

口腔の機能と栄養・食事
Ｐ-３５

Ｄ会場

地域高齢者における口腔関連ＱＯＬと栄養状態との関連の年齢階層による相違
○大井 孝 1），三好 慶忠 1），村上 任尚 1），小宮山 貴将 1），服部 佳功 1），坪井 明人 1），
今井 潤 2），渡邉 誠 3）
1）

東北大学大学院歯学研究科 加齢歯科学分野
東北大学大学院薬学研究科 医薬開発構想寄附講座
3）
東北福祉大学
2）

Ｐ-３６

介護老人保健施設入所者の食事内容と全身ならびに口腔状況との関連性について
○小松崎 明 1），遠藤 敏哉 2），黒川 裕臣 3），江面 晃 4），小野 幸絵 5）
1）

日本歯科大学新潟生命歯学部 衛生学講座
日本歯科大学新潟病院 矯正歯科
3）
日本歯科大学新潟病院 在宅歯科往診ケアチーム
4）
日本歯科大学新潟病院 口腔ケアセンター
5）
日本歯科大学新潟病院 総合診療科
2）

Ｐ-３７

介護保険施設入所者の食形態決定の現状について
－アンケート調査結果より－
○中根 綾子，栩木 紫緒
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
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要介護高齢者における低栄養に関連する因子の検討
○内藤 徹 1），牧野 路子 1），藤本 暁江 2），中 佳香 1），円林 彩子 1），野田 佐織 1），
武内 哲二 1），廣藤 卓雄 2）
1）

福岡歯科大学 総合歯科学講座 高齢者歯科学分野
福岡歯科大学 総合歯科学講座 総合歯科学分野

2）

Ｐ-３９

療養型病床群入院患者への口腔保健評価手法に関する研究
○流石 知佳，松本 勝，安井 利一
明海大学歯学部 社会健康科学講座

介護予防事業
Ｐ-４０

Ｄ会場

介護保険事業に対する歯科衛生士の認識
－参加型講習会の開催結果から－
○池田 和博 1），武藤 智美 2），木本 恵美子 2），三上 和恵 2），瀧川 裕子 2），
鳥谷部 純行 3,4），濱野 紀子 5），秋野 憲一 6），川上 智史 7），平井 敏博 8）
1）

北海道医療大学歯学部 生体機能・病態学系高齢者・有病者歯科学分野
(社)北海道歯科衛生士会
3）
医療法人回生会大西病院 口腔外科
4）
(社)北海道歯科医師会
5）
居宅介護支援事業所プロケアすばる
6）
北海道保健福祉部福祉局 高齢者保健福祉課
7）
北海道医療大学歯学部 口腔機能修復・再建学系高度先進保存学分野
8）
北海道医療大学 個体差医療科学センター
2）

Ｐ-４１

介護予防事業に参加した高齢者の口腔機能の経年的評価
○酒寄 孝治 1），眞木 吉信 1），石田 瞭 2），大久保 真衣 2），平田 創一郎 1），岡田 眞人 1），
石井 拓男 1）
1）

東京歯科大学 社会歯科学研究室
東京歯科大学千葉病院 摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科

2）

Ｐ-４２

川崎市歯科医師会の高齢者に対する二次予防事業（介護予防）・口腔機能向上の
取り組み 第３報
○髙見澤 豊，横島 弘和，遠藤 慶一，井田 満夫
川崎市歯科医師会

Ｐ-４３

要介護高齢者における摂食・嚥下機能評価を含む口腔機能アセスメントの必要性
○小向井 英記 1,３），東浦 正也 1,3），大槻 榮人 2,3），井村 高陽 1），露木 基勝３）, 桐田忠昭 3）
1）

小向井歯科クリニック
大槻歯科医院
3）
奈良県立医科大学 口腔外科学講座
2）

Ｐ-４４

口腔内の状況と咀嚼機能を主体としたデータベースシステム
○吉牟田 陽子 1,2)，安井 栄 1)，阪上 穣 2), 來田 百代 1,2)，楠 智恵 1)，野首 孝祠 1)，
小野 高裕 1,2)，前田 芳信 2)，野首 文公子 3)，横田 和則 3)，山本 孝文 4)
1）

大阪大学産学連携本部 VBL 咀嚼評価開発センター
大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座
3）
大阪支部
4）
兵庫支部
2）

討論日時：奇数番号 ：６月２２日（金 ）１７:３０～１８:３０

Ｐ-４5

偶数番号：６月２３日（土）１５:３０～１６:３０ ●ポスター

特定高齢者における男女別年齢階級別口腔機能評価項目についての検討
○貴島 真佐子，糸田 昌隆
社会医療法人若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院 診療部歯科

摂食・嚥下機能障害
Ｐ-４６

Ｄ会場

在宅における嚥下診療の必要性
○小谷 泰子 1,2），野原 幹司 2），橋爪 聖子 1），阪井 丘芳 2）
1）

医療法人美和会 平成歯科クリニック
大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部

2）

Ｐ-４７

急性期病院歯科口腔外科における嚥下診療の必要性
○高井 英月子 1），野原 幹司 2）．佐藤 耕一 1），阪井 丘芳 3）
1）

済生会松阪総合病院 歯科口腔外科
大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部
3）
大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座
2）

Ｐ-４８

一般歯科医院での高齢者における嚥下機能の検討
○金子 正実，木下 善隆，飯島 美智子，横山 研士郎，米谷 敬司，永嶋 昌之，
小宮 あゆみ，新井田 光希子
船橋摂食嚥下臨床研究会

Ｐ-４９

摂食機能訓練を実施した要介護高齢者に対する MASA を用いた摂食・嚥下機能評価
の検討
○大平 真理子 1），石田 瞭 2），眞木 吉信 3），大久保 真衣 2），杉山 哲也 2），酒寄 孝治 3），
新谷 明昌 1），佐藤 亨 1）
1）

東京歯科大学 クラウンブリッジ補綴学講座
東京歯科大学 摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科
3）
東京歯科大学 社会歯科学研究室
2）

Ｐ-５０

嚥下機能スクリーニング検査の早期導入の意義
－歯科医療の一環としての取り組みの必要性－
○寺尾 導子 1），室田 弘二 2），先川 信 3）
1）

医）臨生会 吉田歯科分院
医）臨生会 名寄歯科医院
3）
医）臨生会 吉田病院
2）

口腔機能向上
Ｐ-５１

Ｄ会場

顔面神経麻痺患者に対する口腔周囲筋筋力トレーニング療法
○浅野 隆，鈴木 浩司，渡辺 愛斗，小見山 道，小原 綾子，飯田 崇，黒木 俊一，
川良 美佐雄
日本大学松戸歯学部 顎口腔機能治療学講座

Ｐ-５２

開口筋力訓練による舌骨上筋群の筋力増強効果
○島野 嵩也，戸原 玄，中山 淵利，飯田 貴俊，井上 統温，佐藤 光保，和田 聡子，
井上 恭代，鰕原 賀子，岡田 剛司，植田 耕一郎
日本大学歯学部 摂食機能療法学講座

討論日時：奇数番号 ：６月２２日（金 ）１７:３０～１８:３０
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仙台市元気応援教室口腔機能向上プログラムの効果
○駒井 伸也，花岡 弘二，宮田 英樹，奥谷 房子，菅野 和彦，佐藤 繁久，駒形 守俊，
板橋 志保，伊藤 勢津子，長田 純一
（社）仙台歯科医師会

Ｐ-５４

楽しい口の健康づくり活動による高齢者の元気力アップ ２
○吉良 直子
熊本中央保健福祉センター

Ｐ-５５

グミゼリー咀嚼時のグルコースの溶出量でみた咀嚼能力と年齢との関係
志賀 博，○子上 俊夫，小林 義典
日本歯科大学生命歯学部 歯科補綴学第 1 講座

Ｐ-５６

舌圧センサーの設置面が出力値に与える影響についての検討
○辻本 香織，髙橋 一也，渋谷 友美，松尾 光至，石本 みほ子，小正 裕
大阪歯科大学 高齢者歯科学講座

Ｐ-５７

加齢が咬筋抑制反射に及ぼす影響
○小原 綾子，小見山 道，飯田 崇，鈴木 浩司，浅野 隆，渡辺 愛斗，川良 美佐雄
日本大学松戸歯学部 顎口腔機能治療学講座

Ｐ-５８

７０歳高齢者の味覚閾値に関連する因子についての検討
○吉仲 正記，池邉 一典，香川 良介，岡田 匡史，猪俣 千里，武下 肇，久留島 悠子，
本多 真理子，宮下 祐治，村井 俊介，松田 謙一，前田 芳信
大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座

Ｐ-５９

スダチのにおい刺激による唾液分泌と食塊形成への影響
○本釜 聖子，東岡 紗知江，本田 剛，永尾 寛，市川 哲雄
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 口腔顎顔面補綴学分野

口腔乾燥症・口腔保湿剤
Ｐ-６０

Ｄ会場

大学病院歯科受診患者における疾患および服薬に関する実態調査
○円林 彩子 1），牧野 路子 1），内藤 徹 1），野田 佐織 1），武内 哲二 1），大星 博明 2），
廣藤 卓雄 3）
1）

福岡歯科大学 総合歯科学講座 高齢者歯科学分野
福岡歯科大学 内科学分野
3）
福岡歯科大学 総合歯科学講座 総合歯科学分野
2）

Ｐ-６１

都市部居住高齢者における口腔乾燥症の発現と全身疾患・服薬状況との関連
○小原 由紀 1），平野 浩彦 2），吉田 英世 2），大渕 修一 2），俣木 志朗 1）
1）

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 歯科医療行動科学分野
東京都健康長寿医療センター研究所

2）

Ｐ-６２

口腔保湿剤を用いた舌清掃による舌苔付着量と水分量への影響
○須藤 るり 1），渡邉 幸子 1），田嶋 さやか 2），竜 正大 2），田坂 彰規 2），上田 貴之 2），
櫻井 薫 2）
1）

河北リハビリテーション病院

2）

東京歯科大学 有床義歯補綴学講座
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口腔ケアジェル（リフレケア®H）の保湿能について
－ろ紙試験法による他の口腔保湿剤との比較－
○黒木 まどか 1），塚本 末廣 3），知念 正剛 2），堀部 晴美 1），日高 三郎 1），栢 豪洋 1,2）
1）

福岡医療短期大学 歯科衛生学科
福岡医療短期大学 保健福祉学科
3）
福岡歯科大学 成長発達歯学講座 障害者歯科学分野
2）

Ｐ-６４

口腔乾燥症診断シートを用いた口腔乾燥症の診断
○伊藤 加代子 1），濃野 要 2），船山 さおり 1），山田 亜紀 3），井上 誠 3）
1）

新潟大学医歯学総合病院 加齢歯科診療室
新潟大学大学院医歯学総合研究科 予防歯科学分野
3）
新潟大学大学院医歯学総合研究科 摂食・嚥下リハビリテーション学分野
2）

Ｐ-６５

ドライマウスにおける標準化した唾液腺機能療法の短期効果について
○品川 隆 1,4)，西山 里子 1)，石井 香里 1)，五十嵐 真理子 1)，森 智恵子 2)，永長 周一郎 3) ,
高戸 毅 4)
1）

日立製作所日立横浜病院 歯科口腔外科
日立製作所日立横浜病院 新川崎健康管理センター歯科
3）
東京都リハビリテーション病院歯科
4）
東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科

2）

高齢者の口腔症状・歯科治療
Ｐ-６６

Ｄ会場

成人および高齢者における歯肉退縮の有病率と要因解析
○杉原 直樹 1），眞木

吉信 2），松久保 隆 1）

1）

東京歯科大学 衛生学講座
東京歯科大学 社会歯科学研究室

2）

Ｐ-６７

加齢による口臭の不快さに関する研究
○矢納 義高 1），永尾 寛 2），本釜 聖子 2），内藤 禎人 2），市川 哲雄 2）
1）

花王株式会社 ヒューマンヘルスケア研究センター パーソナルヘルスケア研究所
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 口腔顎顔面補綴学分野

2）

Ｐ-６８

象牙質知覚過敏症治療剤による根面齲蝕予防
－根面へのフッ化物イオン取り込み量の変化－
○大神 浩一郎 1），古池 崇志 1），上田 貴之 1），柳澤 光一郎 2），古賀 寛 3），眞木 吉信４），
櫻井 薫 1）
1）

東京歯科大学 有床義歯補綴学講座
新前橋歯科医院
3）
東京歯科大学 衛生学講座
4）
東京歯科大学 社会歯科学講座
2）

Ｐ-６９

顎間関係の記録および咬合印象が可能な無歯顎用トレーの開発コンセプトと術式
○菅 武雄 1), 糸田 昌隆 2) , 貴島 真佐子 2) ,堀江 薫雄 1), 池田 美智子 1), 清水 響 1),
奥野 典子 1), 山本 健 1), 森戸 光彦 1)
1）

鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座
わかくさ竜間リハビリテーション病院 診療部歯科

2）

Ｐ-７０

高齢者の咬耗に対するアクリル系接着材料の適用例
○小泉 寛恭，岡村 浩太，佐伯 修，中村 光夫，松村 英雄
日本大学歯学部 歯科補綴学教室Ⅲ講座
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介護者によるスポンジブラシ適用基準の検討
－無歯顎患者について－
○早川 里奈
医療法人社団秀和会 小倉单歯科医院

加齢変化・基礎医学
Ｐ-７２

Ｄ会場

市販義歯粘着剤の動的粘弾性
○村田 比呂司，黒木 唯文，田中 利佳
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科補綴学分野

Ｐ-７３

義歯に用いる歯科用コバルトクロム合金の鋳造がレーザー溶接部の割れに与える
影響
○楠 尊行，柿本 和俊，増田 貴行，矢田 仁美，山本 千種，高橋 一也，小正 裕
大阪歯科大学 高齢者歯科学講座

Ｐ-７４

ローズマリー精油の Candida albicans に対する各種界面活性剤別の抗真菌活性
○松崎 友祐 1），辻澤 利行 2），柿木 保明 1），中村 真理 1,3），西原 達次 4），遠藤 眞美 1），
榊原 葉子 1）
1）

九州歯科大学 生態機能制御学講座摂食機能リハビリテーション学分野
九州歯科大学 健康管理学講座
3）
北九州八幡東病院
4）
九州歯科大学 健康増進学講座感染分子生物学分野
2）

Ｐ-７５

義歯床用レジンに付着した Candida albicans に対する抗菌性機能水（バイオショット®）
の抗菌効果の評価
○和泉 佐知，竜 正大，織田 聖子，山田 将博，小林 健一郎，上田 貴之，櫻井 薫
東京歯科大学 有床義歯補綴学講座

Ｐ-７６

各種清掃材が硬質レジン歯の表面性状に及ぼす影響
○田中 利佳，黒木 唯文，村田 比呂司
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科補綴学分野

高齢者に対する緊急対応
Ｐ-７７

総合病院入院中の有病高齢者に対する、緊急的歯科往診治療についての検討
－地域歯科医師会との連携－
○小柴 慶一 1），伊藤 雄介 1），木賀 雄太 2）
1）

埼玉県朝霞地区歯科医師会
医）こしば歯科医院

2）

Ｐ-７８

介護老人福祉施設における入所者の容体急変症例に関する検討 第 2 報
－入院加療により回復した症例について－
○高倉 李香
医療法人大乗会 福岡リハビリテーション病院歯科

Ｐ-７９

Ｄ会場

当歯科医院における高齢者の予約外患者(急患)の実態調査
○福本 雅文，田中 晃伸
タナカ歯科
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機能障害とリハビリテーション
Ｐ-８０

Ｄ会場

入院下リハビリテーション中の脳卒中患者の口腔内状態と歯科治療に伴う問題点に
関する調査
○旭 吉直 1,2），畑中 有希 1,2），宮本 順美 1,2），大和 泰子 2），青野 陽 2），安達 清太 1），
大道 士郎 1,2），小野 高裕 3）
1）

社会医療法人大道会 森之宮病院歯科診療部
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 顎口腔機能再建学講座
2）

Ｐ-８１

緩和ケアと連携した摂食・嚥下リハビリテーションを行った１症例
○山本 尚徳，古屋 純一，佐藤 友秀，原 淳，玉田 泰嗣，中村 俊介，阿部 里紗子，
織田 展輔
岩手医科大学歯学部 歯科補綴学講座有床義歯補綴学分野

Ｐ-８２

２年以上にわたる気管切開および胃ろう者への歯科治療を含めた摂食嚥下リハビリ
テーションの１例
○玄 景華 1），安田 順一 1），橋本 岳英 1），片川 吉尚 1），小金澤 大亮 1），可知 直剛 1），
光吉 平 1），高井 良招 2）
1）

朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座高齢者歯科学分野

2）

Ｐ-８３

PEG の造設および離脱に対する支援の在り方
○占部 秀徳，奥山 秀樹，木村 年秀，高橋 昭徳，三上 隆浩，澤田 弘一
全国国民健康保険診療施設協議会

Ｐ-８４

胃瘻造設予定の統合失調症患者に嚥下機能評価を行うことで胃瘻造設を免れた１例
○市村 和大 1,2），金村 彩子 2），井上 統温 2），飯田 貴俊 2），植田 耕一郎 2）
1）

市村歯科医院
日本大学歯学部 摂食機能療法学講座

2）

誤嚥と呼吸器疾患
Ｐ-８５

Ｄ会場

肺炎発症ハイリスク者に対する口腔ケア介入効果の検討
○田代 晴基 1），高橋 賢晃 1），平林 正裕 1），保母 妃美子 1），川瀬 順子 1），須田 牧夫 1），
濱田 了 2），田村 文誉 1），菊谷 武 1,3）
1）

日本歯科大学附属病院 口腔介護・リハビリテーションセンター
パナソニックヘルスケア株式会社 医療機器・システムビジネスユニット
3）
日本歯科大学大学院生命歯学研究科 臨床口腔機能学
2）

Ｐ-８６

某老人保健施設における肺炎の罹患状況と口腔ケアとの関連
○植木 沢美 1），池田 和博 2），川上 智史 3），杉原 佳奈 1），平井 敏博 4）
1）

北海道医療大学歯学部 附属歯科衛生士専門学校
北海道医療大学歯学部 生体機能･病態学系 高齢者・有病者歯科学分野
3）
北海道医療大学歯学部 口腔機能修復・再建学系 高度先進保存学分野
4）
北海道医療大学 個体差医療科学センター
2）

討論日時：奇数番号：６月２２日（金）１７:３０～１８:３０

Ｐ-８７

偶数番号：６月２３日（土）１５:３０～１６:３０ ●ポスター

口腔ケアスクリ－ニング票を用いた誤嚥リスクのマネイジメント‘高輪会訪問歯科
衛生士室での取り組み’
○長尾 美穂
医療法人社団高輪会 訪問部 歯科衛生士室

Ｐ-８８

CRP を用いた摂食・嚥下障害患者の発熱予測
—誤嚥の有無と経過の乖離—
○若杉 葉子，野原 幹司，松野 頌平，阪井 丘芳
大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部

Ｐ-８９

施設入所高齢者の気道クリアランス機能調査
○金子 信子 1,2），野原

幹司 3），萬田 浩一 1），浅埜 正人 2），光山 誠 3,4）

1）

まんだ歯科医院
あさの歯科医院
3）
大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部
4）
医療法人 敬英会
2）

認知症
Ｐ-９０

Ｄ会場
９０歳認知症高齢者の口腔状態について
○吉田 健，冨田 健嗣，本多 豊彦，藤田 尚臣，糸山 暁，小島 広臣，中井 雅人，
单 全，小川 直孝
愛知県歯科医師会地域保健部Ⅱ

Ｐ-９１

認知症高齢者の口腔機能および嚥下機能実態調査報告
－不顕性肺炎発症リスクの視点から－
○佐藤 絵美子 1），平野 浩彦 2），渡邊 裕 1），枝広 あや子 3,1），小原 由紀 4），森下 志穂 5），
大堀 嘉子 6），戸原 玄 7），千葉 由美 8），新屋 俊明 9），山田 律子 10），外木 守雄 11），
片倉 朗 1），山根 源之 1），鈴木 隆雄 5）
1）

東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座
東京都健康長寿医療センター研究所
3）
公益社団法人 東京都豊島区歯科医師会 豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所
4）
東京医科歯科大学大学院 歯科医療行動科学分野
5）
国立長寿医療研究センター研究所
6）
横浜高齢者グループホーム連絡会
7）
日本大学歯学部 摂食機能療法学講座
8）
ペンシルバニア大学 看護学部
9）
独立行政法人国立病院機構都城病院 歯科・口腔外科
10）
北海道医療大学 看護福祉学部
11）
東京歯科大学 口腔健康臨床科学講座口腔外科学分野
2）

Ｐ-９２

認知症患者の自立摂食を支援するための介入プログラムの考案
○枝広 あや子 1,4），平野 浩彦 2），山田 律子 3），佐藤 絵美子 4），冨田 かをり 5），
中川 量晴 5），渡邊 裕 4），小原 由紀 6），大堀 嘉子 7），新谷 浩和 8），細野 純 9）
1）

東京都豊島区歯科医師会 豊島区口腔保健センター あぜりあ歯科診療所
東京都健康長寿医療センター研究所
3）
北海道医療大学 看護福祉学部
4）
東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座
5）
昭和大学歯学部 口腔衛生学講座
6）
東京医科歯科大学大学院 歯科医療行動科学分野
7）
横浜高齢者グループホーム連絡会
8）
（社）大森歯科医師会
9）
（社）東京都歯科医師会
2）

討論日時：奇数番号：６月２２日（金）１７:３０～１８:３０

偶数番号：６月２３日（土）１５:３０～１６:３０ ●ポスター

口腔外科・全身管理
Ｐ-９３

Ｄ会場

長期経過中に脳梗塞を発症し嚥下障害が憎悪した舌癌術後症例
○村田 志乃，中根 綾子，三串 伸哉，高島 真穂，須佐 千明，梅田 慈子，鈴木 瑠璃子
東京医科歯科大学大学院 高齢者歯科学分野

Ｐ-９４

舌接触補助床を下顎区域切除後症例に適応した 1 例
○横山 薫，中道 由香，山川 道代，古屋 七重，山下 まどか，高橋 浩二
昭和大学歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔リハビリテーション医学部門

Ｐ-９５

後期高齢者全身麻酔症例の検討
－前期高齢者との比較－
○間宮 秀樹，一戸 達也
東京歯科大学 歯科麻酔学講座

Ｐ-９６

観血処置後に発生した脳梗塞後てんかん発作の１例
○潮田 高志 1,2），臼田 頌 1,3），森下 仁史 1），山田 素子 1），山根 源之 1,2），片倉 朗 2），
中川種昭 3）
1）

（財）東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 歯科口腔外科
東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座
3）
慶應義塾大学医学部 歯科・口腔外科学教室
2）

Ｐ-９７

医科歯科連携の契機となった脳死下臓器移植後患者の２例
○渡邉 理沙，金森 大輔，藤井 航，永田 千里
藤田保健衛生大学病院 歯科口腔外科

Ｐ-９８

高齢者に発症したインプラント体が上顎洞へ迷入した１症例
○野原 通，加藤 智弘，関根 大介
国家公務員共済組合連合会 横浜单共済病院 口腔外科

Ｐ-９９

介護老人福祉施設に入居する要介護高齢者が脱落歯牙を誤飲した一例
○丸山 みどり 1），古賀 登志子 1），清水 けふ子 1），餌取 恵美 1），高橋 秀直 2），
亀澤 範之 3），高橋 賢晃 4），菊谷 武 4）
1）

東京都台東区 三ノ輪口腔ケアセンター
東京都台東区 台東歯科医師会
3）
東京都台東区 浅草歯科医師会
4）
日本歯科大学附属病院 口腔介護・リハビリテーションセンター
2）

Ｐ-１００

人工弁心内膜炎予防を目的として多数歯抜歯を行った慢性心不全を伴う高齢者の
一例
○清野 七菜子 1），大渡 凡人 1），山田 千春 1），秋本 陽介 1），齊藤 有美 1），高島 真穂 1），
鈴木 瑠璃子 1），井口 寛弘 1），本村 一朗 1），下山 和弘 2），植松 宏 1）
1）

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
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 高齢者口腔保健衛生学分野

2）

討論日時：奇数番号 ：６月２２日（金 ）１７:３０～１８:３０

偶数番号：６月２３日（土）１５:３０～１６:３０ ●ポスター

口腔衛生管理
Ｐ-１０１

Ｄ会場

知的障害を有する高齢者の義歯の使用状況について
○秋山 悠一 1），氷室 秀高 2），赤木 郁生 2），稲富 みぎわ 1），平塚 正雄 3），眞武 俊寿 3）
1）

医療法人社団秀和会 水巻歯科診療所
医療法人社団秀和会 小倉单歯科医院
3）
医療法人大乗会 福岡リハビリテーション病院歯科
2）

Ｐ-１０２

整容ＦＩＭ５点以上の高次脳機能障害患者の口腔清掃は良好か？
○永田 千里 1），藤井 航 1,2），坂口 貴代美 1），岡田 猛司 1），金森 大輔 2），渡邉 理沙 3），
園田 茂 4）
1）

藤田保健衛生大学 七栗サナトリウム歯科
藤田保健衛生大学医学部 歯科口腔外科
3）
藤田保健衛生大学病院 歯科口腔外科
4）
藤田保健衛生大学医学部 リハビリテーション医学Ⅱ講座
2）

Ｐ-１０３

誤嚥リスクを回避するため市販の歯磨剤使用中止を指導しＡＤＬ低下を招いた一例
○稲富みぎわ 1），氷室秀高 2），秋山悠一 1），平塚正雄 3）
1）

医療法人社団秀和会 水巻歯科診療所
医療法人社団秀和会 小倉单歯科医院
3）
医療法人大乗会 福岡リハビリテーション病院歯科
2）

Ｐ-１０４

口腔ケアによる介入中に意識障害の改善を認めた脳梗塞患者の１症例
○宮本 佳宏 1,2），木森 久人 2,3），竹内 一夫 1），大野 公稔 1），古田 弘樹 1），普山田
山口 大輔 1），瀧井 泉美 1），水野 辰哉 1），服部 正巳 1）

宏成 1），

1）

愛知学院大学歯学部 高齢者歯科学講座
ＪＡみなみ信州歯科診療所
3）
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座
2）

全身疾患患者の歯科的ケア
Ｐ-１０５

Ｄ会場

喉頭摘出術後１０年以上経過時に生じた嚥下障害患者への対応の一例（症例報告）
○岡本 栄子 1），村田 尚道 2），有岡 享子 2），苅田 典子 1），椿坂 康之 1），日室 有美子 1），
藤原 ゆみ 1），小林 直樹 1）
1）

特定医療法人 万成病院歯科
岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター 摂食・嚥下リハビリテーション部門

2）

Ｐ-１０６

高齢歯科患者 5708 名を対象とした全身疾患の合併率における経年的変化に関する
検討
○大渡 凡人 1），竹内 周平 1），上野 太郎 1），三串 伸哉 1），中根 綾子 1），寺中 智 1），
村田志乃 1），高橋一輝 1），梅田慈子 1），下山和弘 2），植松 宏 1）
1）

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
東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 高齢者口腔保健衛生学分野

2）

Ｐ-１０７

人工呼吸器装着患者の口腔内状況および口腔ケアの実際
○井関 史子，松井 弘捻，金子 ひろみ，秋田 馨，宮本 直，矢島 幸昌，藤田 龍一，
千歳はるか
国立病院機構東京病院 歯科

討論日時：奇数番号 ：６月２２日（金 ）１７:３０～１８:３０

Ｐ-１０８

偶数番号：６月２３日（土）１５:３０～１６:３０ ●ポスター

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）を有する要介護高齢者における食事の負荷
－動脈血酸素飽和度と心拍数の変化－
○松野 頌平 1），野原 幹司 2），深津 ひかり 2），石川 朗 3），金子 信子 4），光山 誠 4），
阪井 丘芳 1）
1）

大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能治療学教室
大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部
3）
神戸大学大学院保健学研究科
4）
医療法人 敬英会
2）

Ｐ-１０９

某大学附属病院口腔内科受診患者における口腔内違和感に関するリスクファクターの
検討
○久保田 有香，遠藤 眞美，中村 由紀，上森 尚子，唐木 純一，木村 貴之，鬼頭 文恵，
松崎 友祐，久保田 潤平，菅 亜里沙，榊原 葉子，柿木 保明
九州歯科大学 摂食機能リハビリテーション学分野

Ｐ-１１０

Down 症候群患者の口腔および全身における加齢変化
○小松 知子 1），熊田秀文 2），伊藤 愛 1），高野 知子 1），浜田 信城 2），李 昌一 3），
宮城 敦 1）
1）

神奈川歯科大学 生体管理医学講座障害者歯科学分野
神奈川歯科大学 感染制御学講座微生物学分野
3）
神奈川歯科大学 生体管理医学講座薬理学分野
2）

Ｐ-１１１

べクターＮＩＲＳ法を用いた鼻呼吸・口呼吸が脳酸素代謝と脳血流に与える影響の
評価法
○佐野 真弘
医療法人社団智徳会 ファミリー歯科医院

Ｐ-１１２

下顎顎骨壊死既往患者の下顎全部床義歯に軟質リライン材を適用した症例
○黒木 唯文，田中 利佳，村田 比呂司
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科補綴学分野

口頭試問：６月２３日（土） 10：50～11：50（公開） ●認定医ポスター

認定医ポスター ６月２２日（金）・６月２３日（土）
認定Ｐ-１

咽頭微小電気刺激で誘発される嚥下動態の解析
○中川 量晴
昭和大学歯学部 口腔衛生学講座

認定Ｐ-２

口腔管理及び義歯使用機能評価シートの有用性
○苅田 典子
医療法人社団五色会 五色台病院 歯科

認定Ｐ-３

重症筋無力症の摂食・嚥下障害に対しコリンエステラーゼ阻害薬の効果判定を
行った３症例
○石飛 進吾
長崎大学病院 口腔ケア摂食・嚥下リハビリテーションセンター

認定Ｐ-４

東日本大震災後の長期無歯科医地区での歯科診療支援
○三好 慶忠
東北大学大学院歯学研究科 加齢歯科学分野

認定Ｐ-５

咬合位喪失に伴う下顎前方誘導を修正した症例
○赤松 那保
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座

認定Ｐ-６

片麻痺による咀嚼障害を補綴装置製作と機能訓練により改善した症例
○古池 崇志
東京歯科大学 有床義歯補綴学講座

認定Ｐ-７

療養型病院における摂食・嚥下リハビリテーションの１症例
○清水 響
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座

認定Ｐ-８

介護老人福祉施設における嚥下内視鏡検査の導入とその効果
○浅野 倉栄
医療法人財団共生会 浅野歯科

認定Ｐ-９

患者の状況変化に対応した訪問診療
○金子 夏樹
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座

認定Ｐ-１０

脳梗塞後遺症を有する居宅療養者に口腔ケア介入を行った 1 症例
○江刺 香苗
東北大学病院 総合歯科診療部

口頭試問：６月２３日（土） 10：50～11：50（公開） ●認定医ポスター

認定Ｐ-１１

訪問歯科診療で摂食・嚥下リハビリテーションに取り組んだ要介護高齢者の一症例
○北川 順三
医療法人社団秀和会 小倉南歯科医院

認定Ｐ-１２

歯科訪問診療においてオーラルジスキネジアを有する認知症患者に口腔内環境の
改善と咬傷の予防を図った症例
○金子 周平
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座

認定Ｐ-１３

脳血管障害後遺症患者の歯科治療経験
○光吉 平
光吉歯科医院

認定Ｐ-１４

高齢糖尿病患者に対する歯周初期治療
○門松 伸一
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座

認定Ｐ-１５

循環器系疾患を有する高齢患者の全身管理下における歯科治療
○松下 貴惠
北海道大学病院高次口腔医療センター 高齢者歯科治療部門

認定Ｐ-１６

統合失調症を合併した高齢者に総義歯を作製した 1 症例
○可知 直剛
医療法人恵風会 高岡病院歯科

認定Ｐ-１７

短期入院下で直接訓練法を獲得した超高齢胃瘻患者の一例
○若杉 葉子
大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部

認定Ｐ-１８

脳梗塞後遺症を有する高齢者に対し入院管理下にて抜歯から義歯作成までを施行
した症例
○中川 靖子
北海道大学大学院歯学研究科 口腔健康科学講座高齢者歯科学教室

認定Ｐ-１９

急性期病院における病棟看護部と歯科の連携に基づいた口腔ケアの分担が高齢者の口唇
の粘膜障害に及ぼす効果
○目黒 道生
鳥取市立病院 歯科

認定Ｐ-２０

総合病院における歯科の関わり
－実践例の報告－
○髙田 麻衣
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座

口頭試問：６月２３日（土） 10：50～11：50（公開） ●認定医ポスター

認定Ｐ-２１

多業種連携によるアプローチの成果が得られた症例
○水木雄亮
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座

