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医療実態

O-B-1 2 次医療センター障害者歯科診療所開設後 2 年の初診患者の実態調査
 ○鎌田 有一朗1）・田中 直人1）・渡辺 徹1）・氏家 博1）・白田 泰愛1）・百衣 啓至1）・勝畑 尚幸1）・ 

徐 完植1）・田中 味香1）・岡野 恭子1）・児玉 真理1）・宮城 敦2）・小松 知子2）

 1）鎌倉市口腔保健センター障害者歯科診療所
 2）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座

O-B-2 当センター歯科における矯正歯科患者の実態調査
 ○成瀬 正啓・黒澤 美絵
 神奈川県立こども医療センター歯科

O-B-3 自閉スペクトラム症に対する支援の現状とニーズに関するアンケート
 ○入江 啓輔・義村 さや香・稲富 宏之・十一 元三
 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻作業療法学講座

臨床統計

O-C-1 当歯科医院における 20 年間の日帰り全身麻酔下治療の動態
 ○鳥居 孝・西田 尚史・菅野 栄子
 鳥居歯科医院

O-C-2 脳性麻痺患者における固定性補綴治療後の抜歯リスク因子
 ○眞方 信明1）・田上 直美2）・鮎瀬 てるみ2）・米山 香織2）・切石 健輔2）・川崎 華子1）・ 

富永 孝志2）・鮎瀬 卓郎1）

 1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野
 2）長崎大学病院特殊歯科総合治療部

O-C-3 某 2 病院障害者歯科における患者の比較とわれわれの役割について
 ○島田 真菜美・丸川 浩平・能崎 晋一
 NHO 金沢医療センター

O-C-4 当院重症心身障害児（者）病棟での口腔状況実態調査
 ○土田 佳代1）・岩崎 昭憲1）・大林 由美子2）・三宅 実2）

 1）独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター
 2）香川大学医学部歯科口腔外科学講座

O-C-5 歯科治療が障害者の介助者の不安感や精神的健康度へ与える影響
 ○濱 陽子1）・宮内 美和1）・大石 瑞希1）・岡田 紗夜1）・沖野 恵梨1）・新谷 宏規2）・内藤 真理子3）

 1）広島口腔保健センター
 2）一般社団法人広島県歯科医師会
 3）広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学
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O-C-6 障害者の全身麻酔終了時にラリンジアルマスクエアウェイを深麻酔下に抜去する方法の効果
 ○旭 吉直1，2）・大道 士郎1，2）・山本 朱美2）・畑中 有希1，2）・宮本 順美1，2）・杉本 有加1，2）・ 

兵頭 美穂1）・青野 陽2）・高崎 義人1，2）

 1）社会医療法人大道会森之宮病院歯科診療部
 2）社会医療法人大道会ボバース記念病院歯科診療部

O-C-7 歯科衛生士専門学校学生の障害者歯科・歯科麻酔に関する意識調査  
―臨床実習前後の比較―

 ○岡田 紗夜1）・大石 瑞希1）・沖野 恵梨1）・濱 陽子1）・宮内 美和1）・新谷 宏規2）

 1）広島口腔保健センター
 2）一般社団法人広島県歯科医師会

対応法

O-D-1 トークンエコノミーとしての“コップ遊び”トレーニング効果について  
―歯科診療時の布製シート（抑制帯）からの離脱を目安として―

 ○上出 清恵・大岩 隆則・太田 増子・加藤 礼子
 愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科

O-D-2 全身麻酔と静脈内鎮静を併用し，重度異常絞扼反射患者の口腔内衛生状態を改善させた症例
 ○工藤 香菜恵1）・安倍 将太2）・川合 宏仁2）・山崎 信也2）

 1）医療法人みゆき歯科医院
 2）奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科

O-D-3 退行様現象による認知症を併発した Down 症候群患者への全身麻酔下歯科治療経験
 ○鈴木 史人
 国立病院機構あきた病院歯科麻酔・障害者歯科

症例報告

O-F-1 歯科診療室に入室も困難な患者に対して座位保持システム（子ども用車いす）を使用した 3 症例
 ○太田 増子・大岩 隆則・上出 清恵・加藤 礼子
 愛知県三河青い鳥医療療育センター歯科

O-F-2 抗てんかん薬に関連する薬剤性歯肉増殖症の 1 例
 ○兵頭 美穂1）・山本 朱美2）・畑中 有希1，2）・宮本 順美1，2）・杉本 有加1，2）・青野 陽2）・ 

高崎 義人1，2）・旭 吉直1，2）・大道 士郎1，2）

 1）社会医療法人大道会森之宮病院歯科診療部
 2）社会医療法人大道会ボバース記念病院歯科診療部



（ 16 ）

一般口演

O-F-3 骨盤内未分化肉腫の既往がある重度歯科恐怖症患者の一例
 ○山下 里織1）・永井 悠介1）・池見 佳子1）・荒井 千春2）・河野 裕3）・天野 郁子1）

 1）大分県口腔保健センター
 2）別府発達医療センター
 3）敷戸小児歯科

O-F-4 味覚障害に起因したフレイルに対して，亜鉛補充療法が奏功した一例
 ○佐川 敬一朗1，2）・戸原 雄1，2）・田村 文誉1，2）・菊谷 武1，2，3）

 1）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
 2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
 3）日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学

口腔衛生・予防・保健指導

O-H-1 本学附属病院障害者歯科における口腔衛生指導の現状と課題  
―付添者に対する調査による検討―

 ○横山 滉介1）・小松 真理子1）・外丸 亜寿香1）・川邊 裕美2）・能地 玲子2）・岡部 愛子2）・ 
渡辺 匡2）・宮城 敦2）・小松 知子2）・森本 佳成3）

 1）神奈川歯科大学附属病院障害者歯科全身管理高齢者歯科
 2）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科学分野
 3）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座

O-H-2 口腔ケアによる咽頭部剥離上皮膜の形成予防効果
 ○朝比奈 滉直1）・秋枝 俊江2）・宮原 康太3）・松村 康平4）・小笠原 正2）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
 3）広島大学病院障害者歯科
 4）松村デンタルクリニック

O-H-3 歯科恐怖症に対する行動療法の再構築が奏功した成人患者の一例
 ○有友 たかね1）・磯田 友子1，3）・横田 悠里1，3）・戸原 雄1，3）・田村 文誉1，3）・菊谷 武1，2）

 1）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
 2）日本歯科大学大学院生命歯学部研究科臨床口腔機能学
 3）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科

地域医療

O-I-1 当歯科医師会における障害者等歯科保健医療推進事業報告
 ○松崎 哲・藤野 悦男・出浦 惠子・小宮山 和正・阿部 有孝・桑原 栄・大島 修一
 埼玉県歯科医師会
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O-I-2 当地区障害者歯科室の歯科医療連携における最近 3 年間の患者動態
 ○西村 三美1）・藤澤 愛1）・黒岩 亜季1）・竹原 由貴1）・木本 未1）・伊藤 明子1）・小佐々 いず美1）・ 

今井 由美1）・生田 直美1）・佐藤 ひろみ1）・加賀谷 昇1，2）・吉田 直人1，3）・安達 吉嗣1）

 1）文京区障害者歯科室
 2）加賀谷歯科医院
 3）ナガタ歯科

O-I-3 当地区障害者歯科室と協力歯科医の診療室による連携  
―各患者の症例報告と考察―

 ○加賀谷 昇1，2）・小林 美生1）・齊藤 怜子1）・植田 美知子1）・加賀谷 忠樹1）・西村 三美2）・ 
佐藤 ひろみ2）・吉田 直人2，3）・安達 吉嗣2）

 1）加賀谷歯科医院
 2）文京区障害者歯科室
 3）ナガタ歯科

O-I-4 障害福祉サービス利用者において歯科健診の困難な者の割合とかかりつけ歯科がある者の割合
 ○坂本 友紀1）・伊藤 梓1）・戸谷 由里1）・渋谷 光広2）・石川 昭2）・鈴木 一2）・氣賀 康彦2）・ 

才川 隆弘2）・村上 祐介2）

 1）浜松市健康福祉部健康増進課（口腔保健支援センター）
 2）一般社団法人浜松市歯科医師会

O-I-5 二次医療圏からみた障害者に対する専門的歯科医療機関の分布に関する研究
 ○大澤 航介1）・平田 創一郎1）・大川 由一2）・田代 宗嗣1）

 1）東京歯科大学社会歯科学講座
 2）千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科

COVID-19

O-L-1 本院における病棟・手術室 COVID-19 対策  
―手術症例全例 SARS-CoV-2 PCR 検査施行方針の決定―

 ○大野 由夏1）・高木 沙央理1）・小林 克江2）・牧野 兼三2）・鈴木 史人3）・小長谷 光1）

 1）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
 2）明海大学歯学部社会健康科学講座障がい者歯科学分野
 3）独立行政法人国立病院機構あきた病院歯科

O-L-2 COVID-19 対策がもたらした影響  
―介護老人保健施設への訪問歯科診療中断に関する調査―

 ○山本 朱美1）・森 佳乃1）・畑中 有希1，2）・宮本 順美1，2）・杉本 有加1，2）・兵頭 美穂2）・青野 陽1）・ 
高崎 義人1，2）・旭 吉直1，2）・大道 士郎1，2）

 1）社会医療法人大道会ボバース記念病院歯科診療部
 2）社会医療法人大道会森之宮病院歯科診療部


