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プログラム
７月１４日（土）

DH・DTセミナー ９：００～１１：００ ３Ｆ 第４会議室

歯科技工士さん、歯科衛生士さんたちとともに考えよう
―スポーツ歯科医学会のこれまでとこれから―

竹内 正敏（タケウチ歯科クリニック 院長）

教育講演 １３：１５～１４：１５ ２Ｆ 小ホール

１０歳若返る！「インターバル速歩」
：生活習慣病・介護予防のための新しい運動処方

能勢 博（信州大学大学院医学研究科 加齢適応医科学系専攻・スポーツ医科学分野 教授）

特別講演・市民公開講座 １４：２０～１５：２０ ２Ｆ 小ホール

野球というスポーツのおもしろさ

講師：小宮山 悟（元千葉ロッテ・マリーンズ投手・野球解説者）

招待講演 １５：３０～１６：００ ２Ｆ 小ホール

咬合スプリントが咀嚼筋の疲労耐性への影響

講師：Ting JIANG（北京大学口腔医学院 教授）

シンポジウム １６：００～１７：３０ ２Ｆ 小ホール

アジアのスポーツ歯科を展望する

コーディネーター：安井 利一（明海大学 教授）

シンポジスト：〈日本〉上野 俊明（東京医科歯科大学 准教授）

〈韓国〉鄭 勲（KASD 前理事長・現顧問）

〈中国〉王 小 （第四軍医大学口腔医学院 教授）

２０１２年７月１４・１５日 長野県ホクト文化ホール

―１１―



プログラム
７月１５日（日）

ランチョンセミナー １２：００～１３：００ ２Ｆ 小ホール

歯の保存液の活用と普及活動について

吉川 一志（大阪歯科大学 歯科保存学講座 准教授）

認定医アドバンストセミナー １２：００～１３：００ ３Ｆ 第３・第４会議室

第２３回日本スポーツ歯科学会総会・学術大会

―１２―



一般口演Ａ ９：００～９：３０ ２F 小ホール

座長：片山 幸太郎

O-01
9:00～9:10

ハーフパイプ・スロープスタイルスキー競技選手へのマウスガード作製と
アンケート調査

○小村 国大１）、増田 一生１，２）、日野 峻輔１，２）、伊藤 佑樹１，２）、飯島 洋介１，２）、

下山 哲夫１）、笠倉 正隆１）、堀江 憲夫１）

１）埼玉医科大学 総合医療センター 歯科口腔外科 スポーツ歯科外来
２）医療法人社団誠歯会 マスダ歯科

O-02
9:10～9:20

マスターズ空手道における口腔外傷に関するアンケート調査
○渡邊 愛斗、鈴木 浩司、青野 寛史、岩田 好弘、岩崎 正敏、川良美佐雄

日本大学 松戸歯学部 歯学科

O-03
9:20～9:30

外傷予防に関する、歯科学生のスポーツにおける意識調査
○月村 直樹１）、石井 義洋１）、大野 繁１）、豊田 潤１）、伊藤 顕治１）、

羽場 次朗１）、紙本 篤１）、嘉手納 一彦２）

１）日本大学 歯学部附属歯科病院 特殊診療部 スポーツ歯科 ２）嘉手納歯科医院

一般口演Ｂ ９：３０～１０：００ ２F 小ホール

座長：前田 芳信

O-04
9:30～9:40

バングラディシュにおけるエリートスポーツ選手の歯科保健状況
○豊島由佳子１）、チョードリー ルマン・ウディン２）、シャリカ シャリーン２）、

上野 俊明２）

１）国立スポーツ科学センター 医学研究部
２）東京医科歯科大学 大学院 スポーツ医歯学分野

O-05
9:40～9:50

新生プロバスケットボールチームへのメディカルサポート活動（Ⅱ）
―横浜ビー・コルセアーズの誕生年度を終えて―

○五十嵐一誠１，２）、飯盛 隆司１）、羽田京太郎１）、木本 一成１，３）

１）一般社団法人 かながわスポーツ・健康づくり歯学協議会（SHP Dent.かながわ）
２）医療法人社団白美歯会 五十嵐歯科（馬車道）クリニック
３）神奈川歯科大学 健康科学講座 口腔保健学分野

O-06
9:50～10:00

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本の報告
―神奈川県在住のアスリート達へのメディカルサポート第１報―

○植木 公一１）、柴田えり子１）、齋藤 眞且１）、嶋村 政博１）、柴田 豊１）、

木本 一成１，２）、杉山 義祥１）

１）一般社団法人 かながわスポーツ・健康づくり歯学協議会（SHP Dent.かながわ）
２）神奈川歯科大学 健康科学講座 口腔保健学分野

２０１２年７月１４・１５日 長野県ホクト文化ホール
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一般口演Ｃ １０：００～１０：３０ ２F 小ホール

座長：月村 直樹

O-07
10:00～10:10

マウスガード着用によるラグビー大会期間中の外傷重篤度の検討
○安藤 貴則１）、田中 佑人１）、吉仲 正記１）、田内 義人１）、宮永 裕彰１）、

前田 憲昭２）、前田 芳信１）

１）大阪大学大学院 歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 歯科補綴学第二教室
２）�社皓歯会 大阪市

O-08
10:10～10:20

スポーツドリンクによる脱灰作用とブラッシング圧がエナメル質に及ぼす影
響―マイクロX線CTと SEMによる解析―

○田辺 麻衣１）、高橋 敏幸１）、林 海里１）、下山 和弘２）、柳下 和慶３）、

上野 俊明１）

１）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 スポーツ医歯学分野
２）東京医科歯科大学 歯学部 ３）東京医科歯科大学 医学部付属病院 高気圧治療部

O-09
10:20～10:30

ハード＆スペースマウスガードとメタルフリー補綴により２次的外傷予防を
考慮した前歯外傷症例

○武田 友孝１）、中島 一憲１）、成松慶之郎１）、紺野 倫代１）、長谷川 賢１）、

小澤 卓充１）、梶間 孝樹１）、佐藤 武司１）、大野かをる２）、石上 惠一１）

１）東京歯科大学 スポーツ歯学研究室 ２）東京歯科大学 水道橋病院 歯科技工室

一般口演Ｄ １０：３０～１１：００ ２F 小ホール

座長：川良 美佐雄

O-10
10:30～10:40

姿勢の変化および義歯による咬合支持の回復が全身の平衡機能に及ぼす影響
○吉仲 正記、吉野 仙峰、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（歯科補綴学第二教室）

O-11
10:40～10:50

ラグビースクラム時に咬筋活動を伴う選手におけるマウスガード装着前後の
スクラム力の変化

○林 良宣１）、森田 匠２）、松永 知子２）、平場 勝成２）、村上 弘１）、

服部 正巳１）

１）愛知学院大学 歯学部 高齢者歯科学講座 ２）愛知学院大学 歯学部 生理学講座

O-12
10:50～11 :00

咬合挙上が咬筋筋紡錘反射に及ぼす影響
○田中 佑人、吉仲 正記、安藤 貴則、田内 義人、宮永 裕彰、吉野 仙峰、

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 歯科補綴第二教室

第２３回日本スポーツ歯科学会総会・学術大会
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一般口演E １１：００～１１：３０ ２F 小ホール

座長：山内 六男

O-13
11:00～11:10

小児期のマウスガードの維持力の変化
○椋代 寛之、安村 真一、飯沼 光生、田村 康夫

朝日大学 歯学部附属病院 小児歯科

O-14
11:10～11:20

混合歯列期におけるスポーツマウスガードの検討
○畠山 航１）、折祖 研太１）、遠藤 寛１）、田邉 憲昌１）、金村 清孝１）、

児玉 厚三２）、西郷 慶悦２）、近藤 尚知１）

１）岩手医科大学 歯学部 補綴・インプラント学講座 ２）岩手県歯科医師会

O-15
11:20～11:30

九州・沖縄におけるラグビー障害の調査
○柳 束１）、岡本 愛彦２）、中山 敬介２）、鬼塚 得也３）、城戸 寛史１）、

本田 武司４）

１）福岡歯科大学 咬合修復学講座 口腔インプラント学分野
２）福岡歯科大学 口腔・顔面外科学講座 口腔外科学分野
３）福岡歯科大学 口腔治療学講座 歯周病学分野 ４）福岡歯科大学 常任理事

２０１２年７月１４・１５日 長野県ホクト文化ホール
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ポスター発表Ａ １：００～１：１５ １F 展示室

座長：佐々木 幸生

P-01
1:00～1:05

ジュニアラグビー選手、指導者を対象としたマウスガードおよび口腔外傷に
関するアンケート調査

○渥美陽二郎１）、猪子 芳美２）、荒井 節男３）、松崎 正樹３）、宇野 清博１）

１）日本歯科大学 新潟病院 総合診療科 スポーツ歯科外来
２）日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科補綴学第２講座 ３）新潟県歯科医師会

P-02
1:05～1:10

プロバスケットボール選手に対するマウスガード装着後の意識調査
○豊田 康夫１）、西郷 慶悦１）、児玉 厚三１）、宮田 右京１）、遠藤 義樹１）、

藤澤 毅１）、青木 修治１）、松浦 政彦１）、近藤 尚知２）

１）社団法人 岩手県歯科医師会・岩手県スポーツ歯学協議会運営委員会
２）岩手医科大学 歯学部 補綴・インプラント学講座

P-03
1:10～1:15

高校アイスホッケー選手のマウスガード使用状況に関するアンケート調査
○三ッ山晃弘１）、高橋 敏幸１）、田辺 麻衣１）、齊藤 整２）、磯山永次郎２）、

山中 拓人１，２）、佐藤 亮１，３）、佐々木幸夫１，４）、近藤 剛史１，５）、上野 俊明１）

１）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 スポーツ医歯学分野
２）東京都開業 ３）鳥取県開業 ４）高知県開業 ５）大分県開業

ポスター発表Ｂ １：１５～１：３０ １F 展示室

座長：都尾 元宣

P-04
1:15～1:20

Survey on the occurrence of dental injury and its prevention
among elite cricketers in Bangladesh

○シャリカ シャーリン１）、チョードリー ルーマンウディン１）、豊島 由香子２）、

高橋 敏幸１）、上野 俊明１）

１）Department of Sports Medicine/Dentistry, Tokyo Medical and Dental University
２）Department of Sport Medicine, Japan Institute of Sports Science

P-05
1:20～1:25

歯科衛生士学校におけるスポーツ歯学の講義に関する調査
○宮澤 慶１）、杉山 義祥１）、深井 智子２）、高橋 明子２）、松本 勝１）、

安井 利一１，２）

１）明海大学 歯学部 社会健康科学講座 スポーツ歯学分野
２）明海大学 歯学部 社会健康科学講座 口腔衛生学分野

P-06
1:25～1:30

矯正治療中のスポーツ外傷に関するアンケート調査（第二報）
○石橋 淳１）、井口 七穂２）、居波 徹３）

１）いしばし歯科クリニック ２）勝谷歯科医院 ３）いなみ矯正歯科

第２３回日本スポーツ歯科学会総会・学術大会

―１６―



ポスター発表Ｃ １：３０～１：４５ １F 展示室

座長：松田 成俊

P-07
1:30～1:35

ティースキーパー「ネオ」の普及活動について
―第９２回全国高等学校野球選手権大会の出場校へのアンケート調査―

○保尾 謙三１）、吉川 一志１）、谷本 啓彰１）、竹内 摂１）、畑下 芳史１）、

横田 啓太１）、木下 智２）、山本 一世１）、森田 章介２）、小正 裕３）

１）大阪歯科大学 スポーツ歯科臨床研究班 歯科保存学講座
２）大阪歯科大学 スポーツ歯科臨床研究班 口腔外科第一講座
３）大阪歯科大学 スポーツ歯科臨床研究班 高齢者歯科学講座

P-08
1:35～1:40

平成２３年度日本大学歯科病院スポーツ歯科診療科に来院した患者の実態調査
○羽馬 次朗１）、月村 直樹１）、本田 和也１）、本田 雅彦１）、関和 忠信１）、

岩成 新吉１）、上原 浩之１）、田村 隆彦１）、神田 隆司２）

１）日本大学 歯学部付属歯科病院 スポーツ歯科診療所
２）日本大学 歯学部付属歯科病院 技工部

P-09
1:40～1:45

社会人体操競技部に対する歯科的サポート活動
○吉村万由子１）、鈴木 浩司１）、渡辺 愛斗１）、金崎 亜紀２）、黒木 俊一１）、

浅野 隆１）、本木 久絵１）、谷古宇沙耶果３）、川良美佐雄１）

１）日本大学 松戸歯学部 顎口腔機能治療学
２）医療法人晟幸会 歯科衛生士 ３）日本大学 松戸歯学部 歯科衛生士

ポスター発表Ｄ １：４５～２：００ １F 展示室

座長：佐々木 良紀

P-10
1:45～1:50

歯科衛生士専門学校生のスポーツ歯科に対する認識 その２
○山内 六男１）、西脇 孝彦２）、広瀬 永康２）、高木 幹正２）、飯沼 光生３）、

田村 康夫３）

１）朝日大学 歯学部 口腔機能修復学講座歯科 補綴学分野
２）岐阜県スポーツ・健康づくり歯学協議会
３）朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 小児歯科学分野

P-11
1:50～1:55

歯科衛生学生のスポーツ歯科医学に関する意識調査
○島村沙矢香１）、長澤 治子３）、杉本 佳代１）、橋本 麻理１）、上原 任２）、

伊藤 顕治２）、大野 繁２）、月村 直樹２）

１）日本大学 歯学部付属歯科病院 歯科衛生室
２）日本大学 歯学部付属歯科病院 スポーツ歯科
３）日本大学 歯学部附属歯科衛生専門学校

P-12
1:55～2:00

日本大学競技部学生の口腔内健診結果について
○好士理恵子１，５）、豊田 潤３，５）、石井 義洋３，５）、杉本 佳代４）、橋本 麻理４）、

島村沙矢香４）、月村 直樹３，５）、明石 俊和２）

１）日本大学 歯学部 歯科保存学教室 歯周病学講座
２）日本大学 歯学部 歯科保存学教室 歯内療法学講座
３）日本大学 歯学部 歯科補綴学教室 第２講座
４）日本大学 歯学部 付属歯科病院 歯科衛生室
５）日本大学 歯学部 付属歯科病院 特殊診療部 スポーツ歯科

２０１２年７月１４・１５日 長野県ホクト文化ホール

―１７―



ポスター発表Ｅ １：００～１：２０ １F 展示室

座長：石上 惠一

P-13
1:00～1:05

咬みしめに伴う上肢筋促通時における大脳皮質賦活パタンの解析：fMRI を
用いた研究

○川久保直美１，５）、宮本 順１，５）、誉田 栄一２，３）、小野 卓史４）

１）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野
２）徳島大学 大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部 歯科放射線学分野
３）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 口腔放射線医学分野
４）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 咬合機能矯正学分野
５）歯と骨のGCOEプログラム

P-14
1:05～1:10

実験的咬合支持領域の変化が脚伸展パワー発揮時における顎頸部筋筋活動に
及ぼす影響

○猪子 芳美１）、渥美陽二郎２）、宇野 清博２）、西川 良彦１）、渡邉 文彦１）

１）日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科補綴学第２講座
２）日本歯科大学 新潟病院 総合診療科 スポーツ歯科外来

P-15
1:10～1:15

噛みしめ時の閉口筋筋活動および咬合力が握力に及ぼす影響
○近藤 大輔、猪子 芳美、渡邉 文彦

日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科補綴学第２講座

P-16
1:15～1:20

柔道競技中の咬合接触状態および咀嚼筋筋活動様相の検討
○姫嶋 皓大１）、白尾浩太郎１）、山田 康嗣１）、鶴身 暁子２）、岩井 理恵１）、

田中 昌博２）、森田 章介１）

１）大阪歯科大学 口腔外科学第一講座 ２）大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座

ポスター発表Ｆ １：２０～１：３５ １F 展示室

座長：根来 武史

P-17
1:20～1:25

マウスガードと競技能力向上の相関
～一般歯科医はどう考えているか～

○井口 七穂１）、石橋 淳２）

１）勝谷歯科医院 ２）いしばし歯科クリニック

P-18
1:25～1:30

マウスガード装着による競技能力向上効果はその普及に役立つか？
○竹内 正敏１）、下里 武巳２）

１）タケウチ歯科クリニック ２）医療法人五月会 阪口歯科

P-19
1:30～1:35

競技中の噛みしめによる咬合負担の軽減のためのスプリント使用効果
○石上 惠一１）、武田 友孝１）、中島 一憲１）、黒川 勝英２）

１）東京歯科大学 スポーツ歯学研究室 ２）東京医科歯科大学 スポーツ医歯学分野

第２３回日本スポーツ歯科学会総会・学術大会

―１８―



ポスター発表Ｇ １：３０～１：５０ １F 展示室

座長：松本 勝

P-20
1:30～1:35

サッカー試合中の外傷を起因とした頬部膿瘍の一例
○近藤 圭祐１，２）、松井 庄平１）、小林茉利奈１）、青山 慶太１）、伊藤 佑樹３）、

増田 一生２）、田代 三恵１）、丸岡 靖史１）、佐野 晴男１）

１）昭和大学 歯学部 地域連携歯科学講座
２）埼玉医科大学 総合医療センター 歯科口腔外科 ３）明海大学 PDI 浦安歯科診療所

P-21
1:35～1:40

サッカーによる顎顔面骨折症例に対するフェイスガードの事後評価
―ポジションによる比較分析―

○林 海里、中禮 宏、藤野 祥子、安倍 圭祐、石上 貴之、

三ツ山晃弘、チョードリー ルーマンウディン、シャーリン シャリカ、

田辺 麻衣、上野 俊明

東京医科歯科大学 スポーツ医歯学分野

P-22
1:40～1:45

スケート事故による下顎前歯脱臼および歯槽骨骨折併発症例に対する治療と
長期経過観察

○藤野 祥子１）、安部 圭祐１）、石上 貴之１）、三浦 弘美１，２）、高畑 智文１，３）、

高橋 敏幸１）、上野 俊明１）

１）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 スポーツ医歯学分野 ２）東京都開業
３）航空自衛隊入間基地

P-23
1:45～1:50

突発性自傷を有する筋萎縮性側索硬化症患者に口腔装具を作製した一例
○森島 貴史１）、原 徳美２）、大野 信子２）、保科 早苗２）

１）大分赤十字病院 歯科口腔外科
２）独立行政法人国立病院機構 西別府病院 スポーツ医科センター スポーツ歯科

ポスター発表Ｈ １：００～１：２０ １F 展示室

座長：中島 一憲

P-24
1:00～1:05

咬合状態が歩行に及ぼす影響
○山本 寛明１）、澤田 季子１）、眞岡 知史２）、渡辺 一弘２）、苦瓜 明彦１）、

岩堀 正俊１）、式守 道夫２）、石神 元１）、都尾 元宣１）

１）朝日大学 歯学部 口腔機能修復学講座 歯科補綴学分野
２）朝日大学 歯学部 口腔病態医療学 講座口腔外科学分野

P-25
1:05～1:10

咬合の変化が電気刺激による外乱時の姿勢安定性に及ぼす影響
○石上 貴之、高橋 敏幸、藤野 祥子、上野 俊明

東京医科歯科大学 スポーツ医歯学分野

２０１２年７月１４・１５日 長野県ホクト文化ホール

―１９―



P-26
1:10～1:15

東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科４年生のスポーツ歯科臨床実習に対す
る評価

○高橋 敏幸１）、田辺 麻衣１）、林 海里１）、下山 和弘２）、上野 俊明１）

１）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 スポーツ医歯学分野
２）東京医科歯科大学 歯学部

P-27
1:15～1:20

ジュニアスポーツ選手の強化・育成に関する歯科的考察
○坂東 陽月

ばんどう歯科医院

ポスター発表Ｉ １：２０～１：３５ １F 展示室

座長：武田 友孝

P-28
1:20～1:25

マウスガードシートの形状による成形後の厚さの減少抑制効果の検討
○高橋 睦、小出 馨、水橋 史

日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科補綴学第１講座

P-29
1:25～1:30

ガラスファイバー強化型サーモプラスチック製フェイスガードの臨床試験
○上野 俊明１）、中禮 宏１）、安部 圭祐１）、藤野 祥子１）、

チョードリー ルマン ウディン１）、石上 貴之１）、林 海里１）、

三ツ山晃弘１）、田辺 麻衣１）、高橋 英和２）

１）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 スポーツ医歯学分野
２）東京医科歯科大学 歯学部 生体材料加工学分野

P-30
1:30～1:35

マイクロウェーブ加熱により再生したマウスガードシートに関する研究
―化学的解析および物理的試験について―

○竹林千賀子、若見 昌信、二瓶 仁、會田 雅啓

日本大学 松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座

ポスター発表Ｊ １：３５～１：５５ １F 展示室

座長：飯沼 光生

P-31
1:35～1:40

マイクロウェーブ加熱により再生したマウスガードシートに関する研究
―再生シートの接着強さについて―

○竹林千賀子１）、若見 昌信１）、二瓶 仁１）、深津 晶２）、會田 雅啓１）

１）日本大学 松戸歯学部 クラウンブリッジ補綴学講座
２）日本大学 松戸歯学部 歯科臨床検査医学講座

第２３回日本スポーツ歯科学会総会・学術大会

―２０―



P-32
1:40～1:45

スポーツフェイスガードの衝撃吸収特性おける接着剤の影響
○中禮 宏１）、安部 圭祐１）、チョードリー ルーマンウディン１）、

シャーリン シャリカ１）、深沢慎太郎１）、高橋 英和２）、宇尾 基弘３）、

上野 俊明１）

１）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 スポーツ医歯学分野
２）東京医科歯科大学 歯学部 口腔保健学科 生体材料加工学分野
３）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 先端材料評価学分野

P-33
1:45～1:50

Shock absorption properties of mouth guard material from
different impact

○チョードリー ルーマンウディン１）、中禮 宏１）、高橋 英和２）、宇尾 基弘３）、

安倍 圭祐１）、シャーリン シャリカ１）、深沢慎太郎１）、上野 俊明１）

１）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 スポーツ医歯学分野
２）東京医科歯科大学 歯学部 歯学部 口腔保健学科 生体材料加工学分野
３）東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 先端材料評価学分野

P-34
1:50～1:55

ファイバーポストの有無がレジン築造の衝撃強さに及ぼす影響
○中島 一憲、武田 友孝、小澤 卓充、関口千栄子、成松慶之郎、

紺野 倫代、長谷川 賢、山崎 豪、雨宮 あい、石上 惠一

東京歯科大学 スポーツ歯学研究室

ポスター発表Ｋ １：３０～２：００ １F 展示室

座長：糸賀 裕

P-35
1:30～1:35

認定スポーツデンタルハイジニストとしての活動を振り返って
○大野信子１）、原 徳美１）、森島 貴史２）、野見山和貴３）、長野 稔３）、

保科 早苗１）

１）独立行政法人国立病院機構 西別府病院 スポーツ医学センター スポーツ歯科
２）大分赤十字病院 ３）学校法人溝部学園 大分県歯科技術専門学校

P-36
1:35～1:40

ハード＆スペースマウスガード製作法の改良
○小澤 卓充１）、武田 友孝１）、中島 一憲１）、成松慶之郎１）、紺野 倫代１）、

長谷川 賢１）、島田 淳１）、高山和比古１）、大野かをる２）、石上 惠一１）

１）東京歯科大学 スポーツ歯学研究室 ２）東京歯科大学 水道橋病院 歯科技工室

P-37
1:40～1:45

歯科技工士によるマウスガード販売の問題
○大成 洋平１）、竹内 正敏２）、田中 英一３）、江種 敦男４）

１）アールワン ２）タケウチ歯科クリニック ３）たなか歯科診療室 ４）えぐさ歯科クリニック

２０１２年７月１４・１５日 長野県ホクト文化ホール

―２１―



P-38
1:45～1:50

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会デンタルサポート事業について 第１報
―リハーサル大会年度を終えて 中間報告―

○西脇 孝彦１）、飯沼 光生２）、廣瀬 永康１）、星屋 正彦１）、高木 幹正１）、

安井 利一３）、杉山 義祥４）、石上 惠一３）、前田 芳信３）、上野 俊明３）

１）岐阜県スポーツ・健康づくり歯学協議会
２）朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 小児歯科学分野
３）日本スポーツ歯科医学会、４）日本スポーツ・健康づくり歯学協議会
５）朝日大学 歯学部 口腔機能修復学講座 歯科補綴学分野

P-39
1:50～1:55

マウスガード装着が口腔湿潤度に与える影響
～口腔水分計ムーカスによる定量的評価～

○石田 純一１，２）、今井裕一郎２）、上田 順宏２）、福辻 智２）、畠中 利英２）、

露木 基勝１，２）、川上 哲司２）、山本 一彦２）、桐田 忠昭２）

１）服部記念病院 歯科口腔外科 ２）奈良県立医科大学 口腔外科学講座

P-40
1:55～2:00

ラグビーのコンタクト時における頭部加速度へのマウスガードの影響
○長谷川 賢、中島 一憲、武田 友孝、小澤 卓充、成松慶之郎、

額賀 英之、三島 攻、島田 淳、高山和比古、石上 惠一

東京歯科大学 スポーツ歯学研究室

第２３回日本スポーツ歯科学会総会・学術大会

―２２―


