
受賞講演
6月1日（木）9：00～9：50
Ａ会場（テルサホール）
日本口腔衛生学会学術賞LION AWARD受賞講演

吉岡　昌美（徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健福祉学分野）
久保庭雅恵（大阪大学大学院歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科学分野）

日本口腔衛生学会論文奨励賞受賞講演
林　　浩範（香川県健康福祉部，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野）
古田美智子（九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野）

学会長基調講演：Risk Control Dentistryのすすめ
6月1日（木）13：10～13：30
Ａ会場（テルサホール）

眞木　吉信（第 66 回日本口腔衛生学会学会長，東京歯科大学衛生学講座）
座長：小関　健由（東北大学大学院歯学研究科予防歯科学分野）

特別講演１：健康寿命と医科歯科連携
6月1日（木）13：30～14：30
Ａ会場（テルサホール）

辻　　一郎（東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野）
座長：眞木　吉信（第 66 回日本口腔衛生学会学会長）

特別講演２：Focusing Upstream on the Social Determinants of Oral Health 
Inequalities

6月2日（金）13：20～14：20
Ａ会場（テルサホール）

Ichiro…Kawachi（Department…of…Social…&…Behavioral…Sciences,…Harvard…School…of…Public…
Health）
座長：小坂　　健（東北大学大学院歯学研究科）

アクティブラーニング：アクティブラーニングを使って歯科保健事業を 
してみませんか

6月1日（木）14：30～16：00
Ｂ会場（アプローズ）

コーディネーター：尾㟢　哲則（日本大学歯学部）
　　　　　　演者：森　　良一（スポーツ庁政策課）
　　　　　　　　　武井　典子（公益財団法人ライオン歯科衛生研究所）
　　　　　　　　　福田　雅臣（日本歯科大学生命歯学部衛生学講座）

口腔衛生会誌　J…Dent…Hlth…67(2),…2017

14



歯科衛生教育学会合同プログラム：ITを活用した新しい歯科臨床技能教育の試み
6月1日（木）16：00～17：30
Ｃ会場（リハーサル室）

座長：合場千佳子（日本歯科大学東京短期大学歯科衛生学科）
演者：木下　淳博（東京医科歯科大学（統合教育機構））
　　　小関　健由（東北大学大学院歯学研究科予防歯科学分野）

国際招待講演：Dental Caries－Strategies for Disease Prevention from a Scan-
dinavian Perspective

6月2日（金）9：30～11：45
Ａ会場（テルサホール）

Peter…Lingström（Department…of…Cariology…Institute…of…Odontology…Sahlgrenska…Academy…
University…of…Gothenburg,…Sweden）
座長：高橋　信博（東北大学大学院歯学研究科口腔生物学講座口腔生化学分野）

国際招待講演：Strategic Plan of Oral Health Program in Korea
6月2日（金）9：30～11：45
Ａ会場（テルサホール）

Se-Hwan…Jung（Gangneung-Wonju…National…University）
座長：千葉　逸朗（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）

シンポジウム１：大学病院で行う周術期口腔機能管理
6月1日（木）10：00～11：30
Ａ会場（テルサホール）

　　　　座長：弘中　祥司（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門）
シンポジスト：阿部　晶子（岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野）
　　　　　　　五月女さき子（長崎大学病院周術期口腔管理センター）
　　　　　　　内海　明美（…昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門，

昭和大学口腔ケアセンター）

シンポジウム２：フッ化物応用に対する新しい認識
6月1日（木）10：00～11：30
Ｂ会場（アプローズ）

　　　　座長：荒川　浩久（日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会）
シンポジスト：濃野　　要（新潟大学医歯学総合病院予防歯科）
　　　　　　　吉成　正雄（東京歯科大学口腔科学研究センター）
　　　　　　　荒川　浩久（神奈川歯科大学大学院口腔科学講座口腔衛生学分野）
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シンポジウム３：田舎の予防歯科，都会の予防歯科～地域歯科保健推進の現場
から～

6月1日（木）14：30～16：30
Ａ会場（テルサホール）

　　　　座長：冨田　　滋（山形県歯科医師会）
シンポジスト：田口　円裕（厚生労働省医政局歯科保健課）
　　　　　　　伊藤　充也（大蔵村診療所歯科）
　　　　　　　矢澤　正人（新宿区健康部健康推進課）
　　　　　　　阿部　　智（千葉市議会）

シンポジウム４：口腔衛生学分野のテーマをアウトカム基盤型教育で行うには
6月2日（金）9：00～10：30
Ｂ会場（アプローズ）

　　　　座長：磯㟢　篤則（…朝日大学歯学部，第 62 回全国歯科大学口腔衛生学教授協議会）
シンポジスト：江國　大輔（岡山大学病院）
　　　　　　　荒川　浩久（神奈川歯科大学大学院）
　　　　　　　埴岡　　隆（福岡歯科大学）
　　　　　　　小川　祐司（新潟大学大学院医歯学総合研究科）
　　　　　　　井下　英二（滋賀県衛生科学センター）
　　　　　　　高阪　利美（愛知学院大学短期大学部）

シンポジウム５：平成30年度からの特定健診・特定保健指導に向けて
　NCDs（非感染性疾患）と口腔保健の共通リスクファクターアプローチ
6月2日（金）10：30～12：00
Ｂ会場（アプローズ）

　　　　座長：深井　穫博（…深井保健科学研究所）
　　　　　　　小坂　　健（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
シンポジスト：安藤　雄一（国立保健医療科学院）
　　　　　　　佐藤　眞一（千葉県衛生研究所）
　　　　　　　小川　祐司（…新潟大学大学院医歯学総合研究科，WHO 口腔保健協力セン

ター）
　　　　　　　高木　有生（…厚生労働省保険局医療介護連携政策課データヘルス・医療費適

正化対策推進室）
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シンポジウム６：歯科疾患・口腔保健の健康格差の解消に向けて
6月2日（金）14：30～16：00
Ａ会場（テルサホール）

座長：相田　　潤（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
　　　藤原　武男（…東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野）
　　　近藤　克則（国立長寿医療研究センター老年学評価研究部）

シンポジウム７：一次予防を科学する基礎研究の新展開
6月2日（金）14：30～16：00
Ｂ会場（アプローズ）

　　　　座長：天野　敦雄（日本口腔衛生学会基礎研究委員会）
シンポジスト：山下　喜久（…九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座口腔予防医学分野）
　　　　　　　伊藤　博夫（徳島大学大学院医歯薬学研究部予防歯学分野）
　　　　　　　友藤　孝明（朝日大学歯学部社会口腔保健学分野）
　　　　　　　久保庭雅恵（…大阪大学大学院歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科学

分野）

ミニシンポジウム
5月31日（水）17：30～19：00

ミニシンポジウム１：露出歯根面への口腔衛生学的アプローチを目指して
Ｃ会場（リハーサル室）

代表世話人：加藤　一夫（愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）
　　　演者：杉原　直樹（東京歯科大学衛生学講座）
　　　　　　高橋　信博（東北大学大学院歯学研究科口腔生化学分野）
　　　　　　小関　健由（東北大学大学院歯学研究科予防歯科学分野）
　　　　　　加藤　一夫（愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座）

ミニシンポジウム２：地域におけるフッ化物応用の推進　その疑問に応えて
大会議室

代表世話人：八木　　稔（新潟大学大学院口腔生命福祉学講座）
　　　演者：井下　英二（滋賀県健康医療福祉部健康医療課健康寿命対策室）
　　　　　　田口千恵子（日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学講座）
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ミニシンポジウム３：日本口腔衛生学会の若手会員のキャリアパスを考える
諸室Ａ（会議室）

代表世話人：森田　　学（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野）
　　　演者：竹下　　徹（九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座口腔予防医学分野）
　　　　　　入江浩一郎（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野）
　　　　　　相田　　潤（…東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野，併任…宮城県保

健福祉部）

ミニシンポジウム４：「WHO簡易タバコ介入（5As, 5Rs）の歯科臨床への統合」
に準拠した臨床教育モデル開発ワークショップ

諸室Ｂ（研修室Ｂ）
　　　代表世話人：埴岡　　隆（福岡歯科大学口腔保健学講座）
ファシリテーター：埴岡　　隆（福岡歯科大学口腔保健学講座）
　　　　　　　　　青山　　旬（栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部）
　　　　　　　　　川口　陽子（…東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野）
　　　　　　　　　小島　美樹（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
　　　　　　　　　日野出大輔（徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野）
　　　　　　　　　尾㟢　哲則（日本大学歯学部医療人間科学分野）
　　　　　　　　　山中　玲子（岡山大学病院中央診療施設医療支援歯科治療部）
　　　　　　　　　瀬川　　洋（奥羽大学歯学部口腔衛生学講座）
　　　　　　　　　細見　　環（関西女子短期大学歯科衛生学科）
　　　　　　　　　田野　ルミ（…埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科口腔保健科学

専攻）
　　　　　　　　　小川　祐司（新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座）
　　　　　　　　　井下　英二（滋賀県衛生科学センター）
　　　　　　　　　谷口　奈央（福岡歯科大学口腔保健学講座）

ミニシンポジウム５：災害時の歯科保健医療体制をめぐって～平成28年熊本地
震等を受けて～

諸室Ｃ（研修室Ａ）
代表世話人：北原　　稔（神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター）
　　　　　　中久木康一（東京医科歯科大学顎顔面外科学分野）
　　　　　　森谷　俊樹（岩手県健康国保課）
　　　演者：楠田　美佳（熊本県有明保健所）
　　　　　　門井　謙典（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）
　　　　　　森谷　俊樹（岩手県健康国保課）
　　　　　　北原　　稔（神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター）
　　　　　　中久木康一（東京医科歯科大学顎顔面外科学分野）
　　　　　　井上　英二（滋賀県衛生科学センター）
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ランチョンセミナー
6月1日（木）12：00～13：00

ランチョンセミナー１：プロフェッショナルケアに於けるフッ化物応用と 
セルフケア（自己投資）によるフッ化物応用

Ｂ会場（アプローズ）
尾㟢　哲則（日本大学歯学部医療人間科学分野）

ランチョンセミナー２：MIを理念とした保存修復治療の実際
Ｃ会場（リハーサル室）

山本　一世（大阪歯科大学歯科保存学講座）

6月2日（金）12：15～13：15

ランチョンセミナー３：歯周病と全身疾患の関連性
　－健康寿命延伸のための対策－
Ｂ会場（アプローズ）

鈴木　淳一（東京大学先端臨床医学開発講座）

ランチョンセミナー４：カリエスも歯周病もインプラント周囲炎も怖くない！
　－エビデンスベースの口腔清掃ツールの選択法－
Ｃ会場（リハーサル室）

柏井　伸子（有限会社ハグクリエイション）

ランチョンセミナー５：再石灰化作用におけるキシリトールとカルシウムの 
併用効果について

大会議室
見明　康雄（東京歯科大学組織・発生学講座）
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一般口演
6月1日（木）
Ｃ会場（リハーサル室）
10：00～10：48

　　　　座長：泉福英信
O–1… Porphyromonas gingivalisの増殖に伴う代謝変動の解析

○坂中哲人，久保庭雅恵，天野敦雄
大阪大学大学院歯学研究科予防歯科学分野

O–2… 常在菌が骨芽細胞に与える影響について
○内田瑶子1），入江浩一郎2），福原大樹1），片岡広太1），江國大輔2），友藤孝明1），森田　学1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野，2）岡山大学病院予防歯科
O–3… 舌苔マイクロバイオームの細菌構成と口腔の健康状態の関連

○朝川美加李，竹下　徹，影山伸哉，古田美智子，竹内研時，須磨紫乃，山下喜久
九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座口腔予防医学分野

O–4… 舌苔マイクロバイオームが高齢者の発熱に及ぼす影響
○影山伸哉1），竹下　徹1），須磨紫乃1），古田美智子1），竹内研時1），朝川美加李1），岩佐康行2），山下喜久1）

1）九州大学大学院歯学府口腔予防医学分野，2）社会医療法人原土井病院歯科

10：49～11：35
　　　　座長：土居貴士
O–5… LPS…を塗布した歯周組織の免疫応答に対する常在菌の影響

○福原大樹1），入江浩一郎2），内田瑶子1），片岡広太1），江國大輔2），友藤孝明1），森田　学1）

1）岡山大学歯学部予防歯科学講座，2）岡山大学病院予防歯科
O–6… ラット顎下腺におけるAnoctamin1日内変動の検討

○佐藤涼一1），石塚洋一1），鈴木誠太郎1），小野瀬祐紀1），江口貴子1,…2），杉原直樹1）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）東京歯科大学短期大学歯科衛生学科
O–7… 唾液中揮発性有機化合物の分子情報に基づいた非侵襲的口腔がん診断アプローチ

○茂山博代1），角田聡子1），岩㟢正則1），邵　仁浩1），粟野秀慈2），安細敏弘1）…
1）九州歯科大学地域健康開発歯学分野，2）九州歯科大学クリニカルクラークシップ開発学分野

O–8… ヒト唾液タンパク由来ペプチドおよびペプチド複合体による歯周病菌定着抑制効果の検討
○片岡宏介，土居貴士，神　光一郎，上根昌子，高山由希，安田恵理子，田中秀直，西田侑平，三宅達郎

大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座

14：30～15：06
　　　　座長：安藤雄一
O–9… 熊本地震発生後の益城町救護所における歯科口腔疾患の推移

○門井謙典1–3），高藤真理4），足立了平3,…4）

1）兵庫医科大学歯科口腔外科学講座，2）兵庫医科大学救急・災害医学講座，3）兵庫県歯科医師会，4）神戸常
盤大学短期大学部口腔保健学科
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O–10… 福島原発事故等により放出された放射性核種のヒト乳歯への蓄積の推移に関する研究　第1報
○井上一彦1），山口一郎2），佐藤　勉3），村田貴俊1），今井　奨1），野村義明1），花田信弘1）

1）鶴見大学歯学部探索歯学講座，2）国立保健医療科学院生活環境研究部，3）日本歯科大学東京短期大学
O–11… 歯科衛生士業務

○藤原惠子
日本歯科衛生士会

15：07～16：00
　　　　座長：植野正之
O–12… Micromolar…levels…of…sodium…fluoride…promote…osteoblast…differentiation…through…Runx2…signaling

○Ujjal…K.…Bhawal1,…2），Kazumune…Arikawa3），Chieko…Taguchi3），Toshikazu…Uchiyama4），…
Koichi…Hiratsuka1），Hirohisa…Arakawa2），Ikuo…Nasu3）

1）Department… of…Biochemistry… and…Molecular…Biology,…Nihon…University…School… of…Dentistry… at…
Matsudo，2）Department…of…Oral…Health,…Graduate…School…of…Dentistry,…Kanagawa…Dental…University，
3）Department… of…Preventive… and…Public…Oral…Health,…Nihon…University…School… of…Dentistry… at…
Matsudo，4）Department… of… Social…Dentistry… (Medical… Informatics),…Nihon…University…School… of…
Dentistry…at…Matsudo

O–13… The…performance…of…oral…health…checkups…for…elderly…patients…by…health…care…workers…in…a…hospital
○Satoru…Haresaku1），Hisae…Aoki1），Mayumi…Monji1），Rie…Yoshida1），Toru…Naito2）

1）Fukuoka…Nursing…College，2）Section…of…Geriatric…Dentistry,…Department…of…General…Dentistry,…Fukuoka…
Dental…College

O–14… Longitudinal…association…between…dentition…status…and…frailty…in…communitydwelling…older…adults
○Misuzu…Sato1），Masanori…Iwasaki2），Kumiko…Minagawa1），Akihiro…Yoshihara3），Hideo…Miyazaki1）

1）Division…of…Preventive…Dentistry,…Department…of…Oral…Health…Science,…Niigata…University…Graduate…
School…of…Medical…and…Dental…Sciences，2）Division…of…Community…Oral…Health…Development,…Kyushu…
Dental…University，3）Division…of…Oral…Science…for…Health…Promotion,…Department…of…Oral…Health…and…
Welfare,…Niigata…University…Graduate…School…of…Medical…and…Dental…Sciences

O–15… Effect…of…silver…diamine…fluoride…on…primary…dentition
○Hoang…Yen…Nguyen…Thi1,…2），Takashi…Zaitsu1），Masayuki…Ueno1），Yoko…Kawaguchi1）

1）Department…of…Oral…Health…Promotion,…Graduate…School…of…Medical…and…Dental…Sciences,…Tokyo…
Medical…and…Dental…University，2）Faculty…of…Odonto-Stomatology,…Hue…University…of…Medicine…and…
Pharmacy,…Vietnam

６月２日（金）
Ｃ会場（リハーサル室）

9：00～9：48
　　　　座長：深井穫博
O–16… 地域住民における舌圧と現在歯数の関連性：五島研究

○齋藤俊行1），東　美穂2），北村雅保1），岩㟢理浩1），福田英輝1），林田秀明3），小山善哉1），介田　圭1），
　川崎浩二4），前田隆浩5），永吉真子5），常岡正廣6），高村　昇2）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔保健学，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科国際保健医療福
祉学研究分野，3）長崎大学病院総合歯科，4）長崎大学病院地域医療連携センター，5）長崎大学大学院医歯
薬学総合研究科地域医療学，6）医療法人広進会常岡歯科診療所
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O–17… 地域在住高齢者における健康習慣と歯の喪失・歯周病リスクの関連
○岩㟢正則1），葭原明弘2），佐藤美寿々3），安細敏弘1），宮㟢秀夫3）

1）九州歯科大学地域健康開発歯学分野，2）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命福祉学講座口腔保健
学分野，3）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座予防歯科学分野

O–18… 地域高齢者における平衡機能と口腔機能の関連
○小田島あゆ子1），葭原明弘1），石上和男2），笹嶋真嵩3），野々村絢子3），宮㟢秀夫3）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命福祉学講座口腔保健学分野，2）新潟医療福祉大学医療経営管
理学部医療情報管理学科，3）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座予防歯科学分野

O–19… 介護予防教室参加高齢者の舌圧および臼歯部咬合と認知機能の関連について
○出分菜々衣，武藤昭紀，野々山順也，橋本周子，齋藤瑞季，嶋㟢義浩
　愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座

9：49～10：35
　　　　座長：齋藤俊行
O–20… 歯科患者の咀嚼習慣と歯・口腔の健康状態との関連

○深井穫博1,…2），安藤雄一3），嶋㟢義浩2,…4），古田美智子2,…5），相田　潤2,…6），宮㟢秀夫2,…7），神原正樹2,…8）

1）公益財団法人8020推進財団，2）公益財団法人8020推進財団調査研究事業検討会，3）国立保健医療科学院，
4）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，5）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，6）東北大学大学
院歯学研究科国際歯科保健学分野，7）新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野，8）大阪歯科大学
名誉教授

O–21… 歯科医院受診患者における就業形態と歯数との関連
○嶋㟢義浩1,…2），深井穫博2,…3），古田美智子2,…4），相田　潤2,…5），安藤雄一2,…6），宮㟢秀夫2,…7），神原正樹2,…8）

1）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，2）公益財団法人8020推進財団調査研究事業検討会，3）公益財団法
人8020推進財団，4）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，5）東北大学大学院歯学研究科国際歯科
保健学分野，6）国立保健医療科学院，7）新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野，8）大阪歯科大
学名誉教授

O–22… 口腔の健康状態は転倒のリスクを増やすか：日本老年学的評価研究プロジェクトによる縦断研究
○持田悠貴1），山本龍生1），渕田慎也1），相田　潤2），近藤克則3–5）

1）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座社会歯科学分野，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科
保健学分野，3）千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門，4）国立研究開発法人国立長寿医療研究
センター，5）日本福祉大学健康社会研究センター

O–23… 2型糖尿病患者における非外科的歯周治療による酸化ストレスの改善：ランダム化比較試験
○杉浦嘉雄1），水野裕文1），福原大樹1），丸山貴之3），江國大輔1），米田俊樹1），片岡広太1），川端勇也1），
　水谷慎介2），友藤孝明1），森田　学1）

1）岡山大学歯学部予防歯科学講座，2）福岡歯科大学総合歯科学講座高齢者歯科学分野，3）岡山大学病院新
医療研究開発センター

14：30～15：18
　　　　座長：玉木直文
O–24… NDB…を用いた歯周炎病名を有する高齢者における歯数と誤嚥性肺炎による医科受診との関連

○恒石美登里1），山本龍生2），石井拓男3），佐藤　保4），山口武之1,…4），牧野利彦1,…4）

1）日本歯科総合研究機構，2）神奈川歯科大学，3）東京歯科大学，4）日本歯科医師会
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O–25… 牛乳摂取とう蝕との関連：九州・沖縄小児健康調査
○宇都宮久記1），田中景子1），永田知里2），古川慎哉1），荒川雅志3），三宅吉博1）

1）愛媛大学大学院疫学・予防医学講座，2）岐阜大学大学院医学系研究科疫学・予防医学分野，3）琉球大学
大学院観光科学研究科ヘルス・ツーリズム研究分野

O–26… 「川越市における糖尿病に関わる医科歯科連携の試み」～アンケート調査から見えてくる糖尿病患者の認識～
○望月　司1），深井智子2），竹下　玲2），安井利一2），田中　入3），皆川真哉4）

1）（一社）川越市歯科医師会，2）明海大学，3）（一社）埼玉県歯科医師会，4）（一社）川越市医師会
O–27… ICDASによる乳幼児の齲蝕罹患状態

○土居貴士1），神　光一郎1），上根昌子1），高山由希1），片岡宏介1），井上富夫1），中川哲也1），村田省三1），
木村明祐2），三宅達郎1）

1）大阪歯科大学口腔衛生学講座，2）木村歯科医院

15：19～16：00
　　　　座長：片岡宏介
O–28… コラーゲン結合能を有するStreptococcus mutans保菌者における脳内微小出血の発症のリスク因子の検討

○渡邉　功，松井大輔
京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学

O–29… 高齢者の口腔常在菌に対するヨーグルト摂取習慣の効果
○泉福英信1），平野浩彦2），枝広あや子2），白部麻樹2），角田衣理加3），花田信弘4），富永　燦1），武内博朗4），

西山佳秀5）

1）国立感染症研究所細菌第一部，2）東京都健康長寿医療センター研究所，3）鶴見大学歯学部細菌学講座，
4）鶴見大学歯学部探索歯学講座，5）医療法人あかぎ伊勢崎デンタルクリニック

O–30… 実験的口腔粘膜炎モデルにおけるレスベラトロールの効果の検討
○玉木直文，Rita…Orihuela-Campos，陳　舒，福井　誠，伊藤博夫

徳島大学大学院医歯薬学研究部予防歯学分野
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ポスター発表（展示）
6月1日（木）8：30～17：30　ポスター会場（3F　ロビー）
6月2日（金）8：30～17：00　ポスター会場（3F　ロビー）
ポスター発表（討論）
演題番号偶数：6月1日（木）16：30～17：20（3F　ロビー）
演題番号奇数：6月2日（金）16：00～16：50（3F　ロビー）
P–1… 埼玉県におけるフッ化物洗口事業の成果と小児う蝕予防対策事業

○藤野悦男1），小宮山和正1），戸張英男1），三木昭代1），安藤雄一2），深井穫博1），島田　篤1）

1）埼玉県歯科医師会，2）国立保健医療科学院
P–2… 高学歴者の偏った歯科保健行動：フッ化物配合歯磨剤について

○宮本真由1），佐藤遊洋2），相田　潤2），坪谷　透2），小山史穂子2），杉山賢明2），松山祐輔2），山本貴文2），
五十嵐彩夏2），小坂　健2）

1）東北大学歯学部₆年，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野
P–3… フッ化物歯面塗布の臨床効果に関する研究

○野邑浩美1），井田　亮1,…2），岡田彩子2），山田秀則2），村田貴俊2），野村義明2），花田信弘2）

1）井田歯科東診療所，2）鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–4… 唾液を用いた歯周病のスクリーニング検査による地域健康診断システム構築
… ～平成…28…年度実施結果報告～

○古藤真実1），上谷公之1），吉野浩和1），久保宏史1），矢吹義秀1），福澤洋一1），西辻直之1），長井博昭1），
　矢島正隆1,…2），有吉芽生2），曽我部　薫2），岡田彩子2），野村義明2），花田信弘2）

1）（公社）東京都港区芝歯科医師会，2）鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–5… 島根県における歯周病唾液検査導入の取り組み

○松本健太郎1,…2），永松久美子1）

1）島根県歯科医師会地域保健部，2）医療法人スマイルライン松本歯科矯正歯科医院
P–6… 歯科衛生士学校学生のスポーツ歯学に関する興味・理解について

○宮澤　慶，松本　勝，竹下　玲，深井智子，北　邦宏，安井利一
明海大学歯学部社会健康科学講座

P–7… 大学病院及びがん診療連携拠点病院における周術期口腔機能管理に関する実態調査
○川下由美子1），岩㟢理浩2），福田英輝2），北村雅保2），梅田正博3），齋藤俊行2）

1）長崎大学病院周術期口腔管理センター，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔保健学分野，3）長崎
大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍学分野

P–8… 口腔の健康状態及び歯科保健サービスが歯科医療費及び医療費に与える影響に関する文献レビュー
○竹内研時1），佐藤遊洋2），須磨紫乃1），古田美智子1），岡部優花1），田中照彦1），小坂　健2），山下喜久1）

1）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野
P–9… 若者の唾液中サイトカインプロファイルの解析

○福井　誠，三木かなめ，Rita…Orihuela-Campos，陳　舒，玉木直文，伊藤博夫
徳島大学大学院医歯薬学研究部予防歯学分野

P–10… キトサン由来局所止血材の抜歯後適用とその効果－第3報－
○佐々木良紀1,…2），野村登志夫3），佐塚仁一郎4），佐藤　誠5）

1）東京歯科大学老年補綴学講座，2）Sasaki…Dental…Health…Research…and…Technology，3）東京歯科大学衛生
学講座，4）静岡県開業，5）山形県開業
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P–11… 高齢者の認知機能と口腔微生物の相関
○角田衣理加1），大島朋子1），野村義明2），花田信弘2），前田伸子1）

1）鶴見大学歯学部口腔微生物学講座，2）鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–12… 口腔のHPV…感染とその危険因子の検索

○重石英生1），杉山　勝2）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門口腔外科学研究室，2）広島大学大学院医歯薬保健
学研究院統合健康科学部門公衆口腔保健学研究室

P–13… 咬合力と立ち上がりテストおよび 2 ステップテストとの関連についての検討
○松井大輔，渡邉　功

京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学
P–14… 新潟県の介護保険施設勤務 4 専門職種の入所高齢者への口腔ケアと身体状況改善に関する質的分析

○本間美知子1,2），石上和男2），瀧口　徹2）

1）（社）健進会新津医療センター病院看護部，2）新潟医療福祉大学医療情報・経営管理学専攻
P–15… 地域在住高齢者における安静時唾液量とβ-3…adrenergic…receptor…遺伝子多型の関連

○濃野　要1），葭原明弘2），金子　昇3），伊藤加代子4），船山さおり4），溝口奈菜3），宮㟢秀夫3）

1）新潟大学医歯学総合病院予防歯科，2）新潟大学大学院口腔生命福祉学科，3）新潟大学大学院予防歯科学
分野，4）新潟大学医歯学総合病院口腔リハビリテーション科

P–16… 高齢者の口腔環境に対する中鎖脂肪酸とビタミンＤを含有するオイルの効果の検討
○有川量崇1），谷野　弦2），田口千恵子1），竹内麗理3），小林良喜4），内山敏一5），Ujial…K.…Bhawal3），
　河野善治5），那須郁夫1）

1）日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学講座，2）名戸ヶ谷病院，3）日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学
講座，4）日本大学松戸歯学部微生物免疫学講座，5）日本大学松戸歯学部社会歯科学講座

P–17… 口臭症の患者における口臭有無と舌苔中の細菌数の関連について
○大城暁子，金澤利哉，財津　崇，植野正之，川口陽子

東京医科歯科大学歯学部健康推進歯学分野
P–18… 東北大学病院周術期口腔管理センターにおける診療の動向

○百々美奈，玉原　亨，渡辺俊吾，田中篤史，加藤　翼，畠山博之，髙橋志麻，石川元洋，高栁久与，
丹田奈緒子，小関健由

東北大学大学院歯学研究科予防歯科学分野
P–19… 地域住民の口腔保健の実施状況の10年間の経時変化

○渡辺俊吾，玉原　亨，百々美奈，田中篤史，加藤　翼，畠山博之，髙橋志麻，石川元洋，高栁久与，
丹田奈緒子，小関健由

東北大学大学院歯学研究科予防歯科学分野
P–20… 包括的乳歯う蝕対策へ向けての質問紙調査～乳児の保護者におけるう蝕に関する心配事とその実態～

○星岡賢範1-3），大持　充1,…2），吉岡慎太郎1,…2），桝本雄次1,…2），川又俊介1,…2），松岡奈保子1,…2），中村譲治1,…2），
鶴本明久1,…3）

1）市民活動団体SORA，2）NPO法人well-being，3）鶴見大学歯学部地域歯科保健学教室
P–21… 球形樹脂微粒子含有人工ガムによる咀嚼効率と健康状態に関する自己評価との関連

○金澤利哉，財津　崇，植野正之，川口陽子
東京医科歯科大学健康推進歯学分野

P–22… う蝕活動性試験項目と歯肉炎との関連性
○薦田　智1），内川竜太朗2,…3），定岡　直4），川原一郎1,…4），富田美穂子2,…5），土屋総一郎5），八上公利1,…5）

1）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座，2）松本歯科大学大学院顎口腔機能制御学講座，3）松本歯科
大学保存学第二講座，4）松本歯科大学口腔衛生学講座，5）松本歯科大学社会歯科学講座
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P–23… …在宅療養支援歯科診療所における訪問歯科衛生士数の違いによる訪問歯科診療体制および多職種連携状況
の違い
○外山敦史

愛知県歯科医師会地域保健部
P–24… 入院中の筋萎縮性側索硬化症患者の口腔内状況

○中山玲奈1），松田千春2），西山　暁1），白田千代子3）

1）東京医科歯科大学大学院口腔顔面痛制御学分野，2）公益財団法人東京都医学総合研究所運動・感覚シス
テム研究分野，3）東京医科歯科大学大学院口腔疾患予防学分野

P–25… 千葉県歯・口腔保健計画の策定前後における市町村で実施する歯科保健事業の変化について
○吉森和宏

千葉県健康福祉部医療整備課
P–26… フッ化物配合歯磨剤の適正使用量に及ぼす影響　第2報　個人の使用量のばらつき要因に関する研究

○犬山依志行1），南　ひかる1），伊井久貴2），福田雅臣2）

1）日本歯科大学生命歯学部，2）日本歯科大学生命歯学部衛生学講座
P–27… 労働者の健康診断結果と口腔保健状況との関連について

○財津　崇1），金澤利哉1），静間夕香1），大城暁子1），竹原祥子2），植野正之1），川口陽子1）

1）東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野，2）東京医科歯科大学統合国際機構グローバル企画・推進部
門

P–28… 要介護高齢者における義歯の装着と認知機能との関連
○須磨紫乃1），古田美智子1），竹内研時1），岩佐康行2），山下喜久1）

1）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，2）社会医療法人原土井病院歯科
P–29… 介護老人施設入居者の栄養摂取形態と日常生活自立度の関連性の検討（第一報）

○西條光雅1），松本　勝2），末續真弓1），岡崎由佳1），野澤一郎太1），安井利一1）

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

P–30… ホワイトカラーにおけるメタボリックシンドロームと歯周病の関連性
○石塚洋一1），小野瀬祐紀1），鈴木誠太郎1），一本麻保子3），佐藤涼一1），江口貴子1），吉野浩一1），
　高柳篤史1），上條英之2），杉原直樹1）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）東京歯科大学歯科社会保障学，3）雪印メグミルク株式会社人事部人事労務
グループ歯科相談室

P–31… 高齢者施設入所者における現在歯数が発熱に及ぼす影響
○岩佐康行1），須磨紫乃2），古田美智子2），竹内研時2），山下喜久2）

1）社会医療法人原土井病院歯科，2）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野
P–32… 長崎県歯科疾患実態調査にみる現在歯数の経年的推移

○北村雅保1），重政昭彦2），古堅麗子1），小山善哉1），川下由美子3），福本恵美子4），田浦勝彦5），
　園田央亙1），岩㟢理浩1），林田秀明6），川崎浩二7），福田英輝1），齋藤俊行1）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔保健学，2）長崎県福祉保健部国保・健康増進課口腔保健支援セ
ンター，3）長崎大学病院周術期口腔管理センター，4）仙台市健康福祉局保健衛生部，5）長崎県口腔保健支
援センター，6）長崎大学病院総合歯科診療部，7）長崎大学病院地域医療連携センター

P–33… 歯科口腔保健に関する介護予防事業における参加状況の地域差：JAGES…プロジェクト横断研究
○田中道雄1），山本龍生1），相田　潤2），渕田慎也1），近藤克則3–5）

1）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座社会歯科学分野，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科
保健学分野，3）千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門，4）国立研究開発法人国立長寿医療研究
センター，5）日本福祉大学健康社会研究センター
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P–34… 婚姻状態と現在歯数の関連：横断研究
○福井ゆかり，佐藤遊洋，相田　潤，坪谷　透，小山史穂子，杉山賢明，松山祐輔，山本貴文，
　五十嵐彩夏，小坂　健

東北大学歯学部国際歯科保健学分野
P–35… 中学生の歯周病に関するアンケート調査と歯科健康診査結果の比較と検討

○目々澤雅子1,…2），後藤田宏也3），田邉美恵1），須田かおる1），勝山千恵子1），松根健介2），河野善治2）

1）医療法人社団茜遥会みやび歯科，2）日本大学松戸歯学部社会歯科学（歯科医療管理学）講座，3）日本大学
松戸歯学部公衆予防歯科学講座

P–36… 3歳児う蝕有病割合の茨城県内格差の推移：地域相関研究（2005－2013年）
○五十嵐彩夏1,…2），相田　潤1），坪谷　透1），杉山賢明1），小山史穂子1），松山祐輔1），佐藤遊洋1），
　山本貴文1），小坂　健1）

1）東北大学歯学研究科国際歯科保健学分野，2）茨城県保健福祉部保健予防課
P–37… わが国における無歯科医地区等の現状に関する検討

○神　光一郎，上根昌子，土居貴士，高山由希，片岡宏介，白石雅照，奥村　信，小林正憲，三宅達郎
大阪歯科大学口腔衛生学講座

P–38… 現在歯数に着目した高齢者施設での食と栄養指導システムの構築
○曽我部　薫，野村義明，村田貴俊，花田信弘

鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–39… 生活・収入状況と症状評価との関連性について－平成22…年国民生活基礎調査匿名データによる検討－

○鴨田剛司，小松㟢　明，小野幸絵
日本歯科大学新潟生命歯学部衛生学講座

P–40… 在宅医療利用高齢者における舌圧と骨格筋量の減少の関連
○廣島屋貴俊1），岩㟢正則1），角田聡子1），邵　仁浩1），酒井理恵2），濱嵜朋子3），石田昌嗣4），平良　祥4），

松本研一4），筒井修一4），安細敏弘1）

1）九州歯科大学地域健康開発歯学分野，2）東亜大学健康栄養学科，3）九州女子大学栄養学科，4）豊前築上歯
科医師会

P–41… 定期的な歯科受診に関連する労働環境要因についての検討
○鈴木誠太郎1），杉山精一2），岡本昌樹3），高柳篤史1），吉野浩一1），石塚洋一1），佐藤涼一1），小野瀬祐紀1），

江口貴子1,…4），上條英之5），杉原直樹1）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）医療法人社団清泉会杉山歯科医院，3）おかもと歯科医院，4）東京歯科大学短
期大学歯科衛生学科，5）東京歯科大学歯科社会保障学

P–42… 歯科診療所における定期的な成人歯科健診の有用性に関する研究
○二川祐子1），白石奈々子1），大江未久1），河野有里1），佐々木江美1），鈴木誠太郎2），眞木吉信1,…2）

1）公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，2）東京歯科大学衛生学講座
P–43… 歯科医院の定期受診患者における歯周組織状態に関与する全身の健康状態の検討

○古田美智子1,…2），深井穫博2,…3），相田　潤2,…4），嶋㟢義浩2,…5），安藤雄一2,…6），宮㟢秀夫2,…7），神原正樹2,…8），
　山下喜久1）

1）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，2）公益財団法人8020推進財団調査研究事業検討会，3）公
益財団法人8020推進財団，4）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野，5）愛知学院大学歯学部口腔
衛生学講座，6）国立保健医療科学院，7）新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野，8）大阪歯科大
学名誉教授
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P–44… 神奈川県における「地域口腔ケア連携推進事業」の取り組み（第3報）～モデル病院への口腔ケア支援結果～
○田村　彩1），古川清香2），中條和子3），長島聡美4），渡辺晃子5），北原　稔6）

1）神奈川県平塚保健福祉事務所，2）神奈川県鎌倉保健福祉事務所，3）神奈川県保健福祉局保健医療部健康
増進課，4）神奈川県鎌倉保健福祉事務所三崎センター，5）神奈川県厚木保健福祉事務所，6）神奈川県小田
原保健福祉事務所足柄上センター

P–45… 1歳6か月および3歳児のう蝕原因細菌の検出率と有病者率の検討
○武田　香1），森嶋清二1），眞木吉信1,…2）

1）公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，2）東京歯科大学衛生学講座
P–46… 乳児期における口腔細菌叢の多様性の変化について

○森嶋清二，武田かおり，河野有里，眞木吉信
公益財団法人ライオン歯科衛生研究所

P–47… 地域高齢者の口腔Candida…菌分布の経年的変化と菌量との関連
○佐藤俊郎1），須田美樹1），阿部晶子1），南　健太郎1），相澤文恵2），坂田清美3），岸　光男1）

1）岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野，2）岩手医科大学教養教育センター人間科学科心理
学・行動科学分野，3）岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座

P–48… 地域住民における歯科受診状況と口腔の状態との関連
○野々山順也，齋藤瑞季，橋本周子，出分菜々衣，武藤昭紀，嶋㟢義浩

愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
P–49… 歯科患者集団の口腔を含めた健康状態と保健行動…～地域住民集団との比較～

○安藤雄一1），古田美智子2,…3），深井穫博2,…4），相田　潤2,…5），嶋㟢義浩2,…6），宮㟢秀夫2,…7），神原正樹2,…8）

1）国立保健医療科学院，2）公益財団法人8020推進財団調査研究事業検討会，3）九州大学大学院歯学研究院口
腔予防医学分野，4）公益財団法人8020推進財団，5）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野，6）愛
知学院大学歯学部口腔衛生学講座，7）新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野，8）大阪歯科大学
名誉教授

P–50… メタボリックシンドロームの発症と歯周病および口腔保健行動との関連：5…年間の後ろ向きコホート研究
○田中照彦1），竹内研時1），古田美智子1），須磨紫乃1），竹下　徹1），嶋㟢義浩2），品川　隆3），山下喜久1）

1）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，2）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，3）平成横浜病院
歯科口腔外科

P–51… 高齢者の定期歯科健診に関連する要因
○江口貴子1,…2），多田美穂子2），白鳥たかみ2），小野瀬祐紀1），鈴木誠太郎1），佐藤涼一1），石塚洋一1），
　吉野浩一1），高柳篤史1），杉原直樹1）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）東京歯科大学短期大学歯科衛生学科
P–52… 歯科保健行動と心血管代謝リスク指標の陽性化との関連性に関するコホート研究

○森田十誉子1,…2），山崎洋治1），藤春知佳1），稲葉　卓1），川戸貴行2），前野正夫2）

1）公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，2）日本大学歯学部衛生学講座
P–53… …福岡市歯科節目健診（歯周疾患検診）協力医の節目健診に関する意識・実態調査～2013年と2016年の調査

比較～
○三島公彦1），鎮守信弘1），晴佐久　悟1,…2），古田美智子1,…3），岡部優花3），熊澤榮三1）

1）福岡市歯科医師会，2）福岡看護大学，3）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野
P–54… 名古屋市の1歳6か月児齲蝕有病者率に関する検討

○榊原康人1），小島真一2），嶋㟢義浩3）

1）名古屋市港保健所保健予防課，2）名古屋市港区歯科医師会，3）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
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P–55… マルチレベル分析による三重県でのう蝕地域格差に関する要因調査
○山崎　亨1），芝田登美子3），英　礁子1），奥野ゆたか4），笽島　茂1,…2）

1）三重大学大学院医学系研究科公衆衛生・産業医学分野，2）三重大学医学部附属病院疫学センター，3）三
重県鈴鹿保健所保健衛生室健康増進課，4）三重県健康福祉部健康づくり課

P–56… 兵庫県における妊婦の歯科口腔保健行動と歯科健診に関する意識調査
○時岡早苗1-3），西尾久英4），柳澤振一郎5），山本三千子2），古森孝英1）

1）神戸大学大学院医学研究科外科系講座・口腔外科学分野，2）職員健康管理センター職員診療所・歯科口
腔外科，3）兵庫県健康福祉部健康局健康増進課（歯科口腔保健担当），4）神戸大学大学院医学研究科地域
社会医学・健康科学講座疫学分野，5）姫路獨協大学薬学部医療薬学科

P–57… …小学生の保護者における子どもの健康診断結果の認識と歯科に関する意識および受診行動との関連について
○島津　篤，杉山　勝

広島大学大学院医歯薬保健学研究院公衆口腔保健学
P–58… 社内歯科相談室の利用に関連する要因

○小野瀬祐紀1），一本麻保子2），鈴木誠太郎1），石塚洋一1），久保秀二2,…3），高橋義一2,…4），村松　淳2,…5-7），
　佐藤涼一1），江口貴子1,…8），上條英之9），杉原直樹1）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）雪印メグミルク株式会社人事部人事労務グループ歯科相談室，3）久保歯科
医院，4）高橋歯科医院，5）村松労働衛生コンサルタント事務所，6）昭和大学医学部衛生学公衆衛生学講座・
衛生学部門，7）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座・顎関節治療学部門，8）東京歯科大学短期
大学歯科衛生学科，9）東京歯科大学歯科社会保障学

P–59… 残業時間と未処置歯う蝕との関連について
○吉野浩一1），石塚洋一1），佐藤涼一1），鈴木誠太郎1），小野瀬祐紀1），江口貴子1），高柳篤史1），杉原直樹1），

上條英之2）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）東京歯科大学歯科社会保障学
P–60… 歯肉出血を有する歯磨き恐怖症患者に対して歯科衛生過程に基づく良好なモチベーション維持の症例

○高阪利美，竹市幸代，古川絵理華，犬飼順子
愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科

P–61… 26年間効果的に推移した歯科口腔衛生指導の1例
○鈴木基之

公益財団法人ライオン歯科衛生研究所
P–62… 身長と現在歯数との関連について

○植野正之，川口陽子
東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野

P–63… 健康に良いと信じるライフスタイルの追求により歯の酸蝕を惹起した症例とその行動変容
○村上多惠子，加藤一夫，成田直樹，加藤尚一，嶋㟢義浩

愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
P–64… 非接触舌・口腔運動認識システムを用いた口腔機能向上プログラムの試み

○大岡貴史1），高野梨沙2），安井利一2）

1）明海大学歯学部機能保存回復学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野，2）明海大学歯学部社会健康科
学講座口腔衛生学分野
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P–65… …対人援助に基づいた傾聴内容は終末期認知症高齢者の多職種カンファレンスにおける看取りの判断の一助
になる
○目黒道生1–3），久保克行1,…2,…4），澤田弘一2,…4,…5），金盛久展4,…6），三上隆浩7）

1）鳥取市立病院地域医療総合支援センター生活支援室，2）鳥取市立病院歯科，3）鳥取市立病院リハビリテー
ション部，4）岡山大学病院歯周科，5）鏡野町国民健康保険上斎原歯科診療所，6）新庄村国民健康保険歯科
診療所，7）飯南町立飯南病院歯科口腔外科

P–66… 病院歯科外来における取り組み　第2報小児リハビリ患者への歯科支援活動
○塩崎明帆1），曽我部麻里1），丹　光江1），黒瀬真由美2）

1）社会医療法人同心会西条中央病院，2）PMJ歯科診療所
P–67… 全身的な健康を歯科から考える“予防医学”としての概念を歯科へ『3DS除菌外来』の試み（第四報）

○山田秀則，岡田彩子，宮之原真由，曽我部　薫，村田貴俊，武内博朗，野村義明，花田信弘
鶴見大学歯学部探索歯学講座

P–68… がん治療周術期における口腔内環境の変化－1症例報告－
○大塚良子1–3），今井　奬1），阿部　繭2），岡田彩子1），有吉芽生1），菊地朋宏1），村田貴俊1），
　マティン　カイルール1），野村義明1），花田信弘1），桃井保子3），熊谷　崇2）

1）鶴見大学歯学部探索歯学講座，2）医療法人社団日吉歯科診療所，3）鶴見大学歯学部保存修復学講座
P–69… 口腔衛生介入を施行した頭頸部がん患者の放射線性骨壊死の後方視的検討

○小西哲仁
国立がん研究センター東病院歯科

P–70… 九州大学病院における臨床研修歯科医のための周術期口腔管理研修について
○稲井裕子，寶田　貫

九州大学病院口腔総合診療科
P–71… 臨床研修歯科医師に対する大学附属病院病棟での口腔ケアに関する自験内容の検討

○石川健太郎1,…2），内海明美1,…2），久保田一見1,…2），石崎晶子1,…2），村上浩史1,…2），弘中祥司1,…2）

1）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門，2）昭和大学口腔ケアセンター
P–72… 高校生の歯肉の健康状態に関するセルフチェック能力

○静間夕香，財津　崇，植野正之，川口陽子
東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野

P–73… 福岡県12歳児のう蝕の有病状況と地域の社会経済状態との検討
○岡部優花，竹内研時，古田美智子，山下喜久

九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座口腔予防医学分野
P–74… …中学校における，生徒が主体的に行う新しい健康教育プログラム<PRECEDE-PROCEEDモデルにもとづ

く評価>
○川又俊介1,…2），大持　充1,…2），吉岡慎太郎1,…2），桝本雄次1,…2），星岡賢範1–3），松岡奈保子1,…2），中村譲治1,…2），
　鶴本明久2,…3）

1）市民活動団体SORA，2）NPO法人ウェルビーイング，3）鶴見大学歯学部地域保健学教室
P–75… 学校歯科健診の事後措置は地域歯科医療として対応しよう－「米沢方式｣ を検証する－

○結城昌子1），山田雄大2），村山敏明2），廣瀬公治1）

1）奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，2）山形県米沢市歯科医師会
P–76… 根面う蝕予防のための個人トレーによるフッ化物歯面塗布法の開発（3）

○中向井政子1），石田直子2），大澤多恵子3），荒川勇喜4），中野貴文4），堀　穣4），荒川浩久4）

1）神奈川歯科大学短期大学歯科衛生学科，2）神奈川歯科大学附属横浜クリニック，3）神奈川歯科大学，4）神
奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座口腔衛生学分野
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P–77… 中学生における口腔内状態と生活習慣の関連（第4報）多数のう蝕のある生徒の生活習慣
○高柳篤史1,…2），遠藤眞美3），佐藤涼一2），三上直一郎4），山岸　敦5），石塚洋一2），鈴木誠太郎2），
　小野瀬祐紀2），江口貴子2），上條英之6），杉原直樹2）

1）高柳歯科医院，2）東京歯科大学衛生学講座，3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座，4）ミカミ歯科医院，
5）花王（株）感性科学研究所，6）東京歯科大学歯科社会保障学

P–78… オーダーメイドトレーによるフッ化物ゲル塗布法（HA）のフッ化物回収率試験3
○堀　穣，宋　文群，川村和章，中野貴文，長谷川拓哉，荒川浩久

神奈川歯科大学大学院口腔科学講座口腔衛生学分野
P–79… 千葉市における幼稚園児の歯科保健行動とう蝕有病状況

○永井由美子1），野田ひかる1），安部晴美2），眞木吉信3）

1）東京歯科大学歯科衛生士専門学校，2）東京歯科大学千葉病院歯科衛生士部，3）東京歯科大学衛生学講座
P–80… ブラッククミン種子精油の口臭産生菌のメチルメルカプタン産生に及ぼす影響

○石川正夫1），村川拓士2），村田貴俊3），花田信弘3），渋谷耕司1）

1）OHS研究所，2）稲畑香料株式会社応用研究部，3）鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–81… グルコース添加によるプラークの硝酸還元活性の増加と酸産生活性の抑制

○山本祐慈
医療法人明誠会やまもと歯科津田歯科診療所

P–82… CRPはFcγ受容体を介して脂肪細胞のp38MAPKのリン酸化とMMPとTIMPの発現を誘導する
○中井久美子1,…2），田中秀樹1,…2），柏木　勝1），唐鎌史行1），高橋由美1），川戸貴行1,…2），前野正夫1,…2）

1）日本大学歯学部衛生学講座，2）日本大学歯学部総合歯学研究所機能形態部門
P–83… ラットによる口内炎モデルの開発

○竹内麗理1），田口千恵子2），有川量崇2），内山敏一3），河野善治4），那須郁夫2），平塚浩一1）

1）日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座，2）日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学講座，3）日本大学
松戸歯学部医療情報学講座，4）日本大学松戸歯学部歯科医療管理学講座

P–84… 歯周病原細菌による人工バイオフィルム形成に関する基礎的研究
○田中とも子，八重垣　健

日本歯科大学生命歯学部衛生学講座
P–85… 唾液中microRNAと歯周病の重症度との関連

○藤森浩平1），米田俊樹1），友藤孝明1），江國大輔1），東　哲司1），丸山貴之2），町田達哉1），水野裕文1），
　森田　学1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野，2）岡山大学病院新医療研究開発センター
P–86… 粉末タイプフッ化物洗口剤（900ppmF）の溶解性について

○宋　文群1），川村和章1），石黒　梓2），中向井政子3），大澤多恵子4），荒川浩久1）

1）神奈川歯科大学大学院口腔科学講座口腔衛生学分野，2）鶴見大学短期大学部歯科衛生科，3）神奈川歯科
大学短期大学部歯科衛生学科，4）神奈川歯科大学

P–87… 脱灰－再石灰化の処理サイクル時間とフッ化物添加がエナメル質表面の性状に与える影響
○犬飼順子，竹市幸代，高阪利美

愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科
P–88… ラットにおける実験的歯周炎がメタボリックシンドローム指標と肝臓に及ぼす影響

○田中秀樹1,…2），中井久美子1,…2），森田十誉子3），山崎洋治3），岡　仁1），小口久雄1），原田修成1），
　川戸貴行1,2），前野正夫1,…2）

1）日本大学歯学部衛生学講座，2）日本大学歯学部総合歯学研究所機能形態部門，3）公益財団法人ライオン
歯科衛生研究所
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P–89… フッ化物配合口腔保湿剤によるエナメル質再石灰化効果の基礎的研究
○南　健太郎，稲葉大輔，岸　光男

岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野
P–90… ヒト歯垢のヒト動脈内皮細胞におけるサイトカイン産生誘導能の検討

○長田恵美，於保孝彦
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科発生発達成育学講座予防歯科学分野

P–91… 十勝産ワインパミス成分の歯周疾患予防効果
○植原　治1），藤田真理2），松岡紘史1），千葉逸朗1）

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口腔生物学系
微生物学分野

P–92… 老齢マウスにおける市販発酵食品摂取による抗菌性ペプチドの誘導について
○田口千恵子1），小林良喜2），河野哲郎3），有川量崇1），中山竜司1），竹内麗理4），Ujjal…K.…Bhawal…4），
　内山敏一5），那須郁夫1）

1）日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学講座，2）日本大学松戸歯学部微生物免疫学講座，3）日本大学松戸歯
学部解剖学2講座，4）日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座，5）日本大学松戸歯学部社会歯科（医
療情報）学講座

P–93… Aggregatibacter actinomycetemcomitansの細胞膨化致死毒素の完成に関わる酵素の解明
○鶴田圭伊子

広島大学大学院医歯薬保健学研究院口腔発達機能学
P–94… フッ化物含有知覚過敏治療剤の歯根象牙質脱灰抑制効果

○川村和章1），中野貴文1），國松雄一2），向井義晴2），荒川浩久1）

1）神奈川歯科大学大学院口腔科学講座口腔衛生学分野，2）神奈川歯科大学大学院口腔機能修復学講座う蝕
制御修復学分野

P–95… 乳歯エナメル質を用いたESR線量計測
○山田雄大1,…3），五十嵐　栄1），中川正晴1），宮澤忠蔵2）

1）山形県米沢市歯科医師会，2）福島県立総合衛生学院，3）プリリー歯科クリニック
P–96… 間葉系幹細胞におけるクロモグラニンA発現と動態について

○定岡　直1），内川竜太郎2,…3），薦田　智4），川原一郎1,…4），富田美穂子3,…5），土屋総一郎5），八上公利5）

1）松本歯科大学口腔衛生学講座，2）松本歯科大学大学院顎口腔機能制御学講座，3）松本歯科大学保存学第
二講座，4）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座，5）松本歯科大学社会歯科学講座

P–97… 幼児の歯列の成長に関する調査～特に乳歯列の幅について～
○村上史子1），田中秀樹1,…2），中井久美子1,…2），飯田隆文1），北見　聡1），川戸貴行1,…2），前野正夫1,…2）

1）日本大学歯学部衛生学講座，2）日本大学歯学部総合歯学研究所機能形態部門
P–98… e–ラーニングシステムを活用した，間接保健指導の有効性評価

○田口可奈子，藤春知佳，久保田好実，深谷瑠美
公益財団法人ライオン歯科衛生研究所

P–99… Liquid…Carrier…Type…3DSトレーを用いた殺菌洗口液の細菌学的・臨床的効果
○岡田彩子1），有吉芽生1,…2），曽我部　薫1），大塚良子1,…3），宮之原真由1），村田貴俊1），
　マティン　カイルール1,…4,…5），花田信弘1）

1）鶴見大学歯学部探索歯学講座，2）東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野，3）鶴見大学歯学部保存修復
学講座，4）鶴見大学歯学部国際保健学寄附講座，5）ハイクロテックメディカルジャパン（株）

P–100… 受動喫煙と子どものう蝕との関連性－疫学観察研究の統合評価－
○小島美樹1），田中景子2），谷口奈央3），埴岡　隆3）

1）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科，2）愛媛大学大学院医学系研究科疫学・予防医学講座，3）福岡
歯科大学口腔保健学講座
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P–101… 奥羽大学歯学部学生の喫煙状況と禁煙教育効果
○大橋明石，瀬川　洋

奥羽大学歯学部口腔衛生学講座
P–102… 喫煙開始年齢と学歴との関連

○伊藤　奏1），野口有紀2）

1）埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科口腔保健科学専攻，2）静岡県公立大学法人静岡県立大学短
期大学部歯科衛生学科

P–103… 潜在歯科衛生士の復職の意思に関する要因の検討
○向井田　克1），三善　潤1），赤坂栄里子1），西郷慶悦1），大黒英貴1），前川秀憲1），佐藤　保1），野村義明1,…2）

1）（一社）岩手県歯科医師会，2）鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–104… 歯科衛生士の職務上の悩みと労働意欲の関連性の検討

○三善　潤1），向井田　克1），赤坂栄里子1），西郷慶悦1），大黒英貴1），前川秀憲1），佐藤　保1），野村義明1,…2）

1）（一社）岩手県歯科医師会，2）鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–105… 歯科衛生士の業務内容と労働意欲の関連性の検討

○赤坂栄里子1），向井田　克1），三善　潤1），西郷慶悦1），大黒英貴1），前川秀憲1），佐藤　保1），
　野村義明1,…2）

1）（一社）岩手県歯科医師会，2）鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–106… 災害時の歯科診療記録の提案～熊本地震における対応記録より～

○中久木康一1,…2），北原　稔3），渕田慎也2），門井謙典2,…4），田上大輔5），小玉　剛6），佐藤　保6）

1）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分野，2）神奈川歯科大学大学院歯学研究科横須
賀・湘南地域災害医療歯科学研究センター，3）神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター，4）兵庫医
科大学歯科口腔外科学講座，5）（一社）熊本県歯科医師会，6）（公社）日本歯科医師会

P–107… 東日本大震災支援活動～継続的な歯科保健活動を目指して～第2報
○茂木　香1），岩崎美幸1），山本美由希1），中村由美子1），藤田あゆみ1），楠本雅子2），千葉順子2），
　田村彩衣3），森下愛子3），佐藤勤一4），長浦寛子5），黒瀬真由美1）

1）PMJ歯科診療所，2）pmj木町通デンタルクリニック，3）医療法人ウェルネス小畑歯科医院，4）医療法人み
どり歯科医院，5）株式会社ピー・エム・ジェー

P–108… 東日本大震災被災地医療費窓口負担免除による歯科診療所の患者動向への影響
○五十嵐公英1），山本祐慈2），清水弘一3）

1）東松島市鳴瀬歯科診療所，2）津田歯科診療所，3）しみず小児歯科
P–109… トンガ王国の歯科保健啓発週間での取り組み

○遠藤眞美1,…2），竹内麗理2,…3），河村康二2,…4），河村サユリ2,…4），内田千鶴2,…4），横山恭子2,…4），田口千恵子2,…5），
　小林清吾2,…6），平塚浩一3），野本たかと1）

1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座，2）南太平洋医療隊，3）日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学
講座，4）カワムラ歯科医院，5）日本大学松戸歯学部公衆予防歯学講座，6）日本大学

P–110… カンボジアの中学生における前歯部と臼歯部でのう蝕有病率の経年変化
○町田賢太郎1,…2），松平文朗2,…3），矢吹一峰2,…4），山田秀則2,…3）

1）市ヶ谷．歯科，2）SCHEC，3）鶴見大学歯学部探索歯学講座，4）医療法人歯鏡会矢吹歯科
P–111… ネパールにおける幼児のう蝕予防に対する対策の試み－第2報－

○白田千代子1），深井穫博2），中村修一3）

1）東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科，2）深井保健科学研究所，3）ネパール歯科医療協力会
P–112… 海外研修参加による英語力の変化

○竹原祥子1），川口陽子2）

1）東京医科歯科大学統合国際機構，2）東京医科歯科大学医歯学総合研究科健康推進歯学分野
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P–113… 日本の保健医療に対する外国人患者の満足度
○Blizniuk…Anastasiya，財津　崇，植野正之，川口陽子

東京医科歯科大学健康推進歯学分野
P–114… Effectiveness…of…oral…health…education…on…12-year-old…school…children…in…Myanmar

○Zar…Chi1…Kyaw…Myint,2），Takashi…Zaitsu1），Masayuki…Ueno1），Yoko…Kawaguchi1）

1）Department…of…Oral…Health…Promotion,…Tokyo…Medical…and…Dental…University，2）Preventive…and…
Community…Dentistry…Department,…University…of…Dental…Medicine,…Yangon

P–115… Relationship…between…dental…caries…and…oral…health…behaviors…in…Myanmar
○Thwin…Kaung…Myat，Takashi…Zaitsu，Masayuki…Ueno，Yoko…Kawaguchi

Department…of…Oral…Health…Promotion,…Graduate…School…of…Medical…and…Dental…Sciences,…Tokyo…Medical…
and…Dental…University
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