
サテライト教育講演：健康寿命の延伸における医科歯科連携の重要性
5月22日（水）17：30〜19：00　Ａ会場（ピアザホール）

吉川　敏一（ルイ・パストゥール医学研究センター理事長）
座長：佐藤　　勉（東海大学医学部基礎医学系生体構造機能学領域）

IADR次期会長特別講演（共催：国際歯科研究学会日本部会）： 
The impact of oral health on the nutritional wellbeing of older people

5月23日（木）11：00〜12：00　Ａ会場（ピアザホール）
Paula…Moynihan（Director…of…Food…and…Health…The…University…of…Adelaide）
座長：森田　　学（日本口腔衛生学会理事長）

クルージングセミナー１：口腔衛生分野におけるバイオアクティブ材料の可能
性を学術的・臨床的見地から考察する

5月23日（木）11：30〜13：00
　（乗船：11：00〜11：30，降船：14：30〜15：00）　琵琶湖汽船内

講師：野村　良太（大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座（小児歯科学教室））
　　　田村　宗明（日本大学歯学部細菌学講座）
　　　梶　美奈子（北海道医療大学病院歯科衛生部）

クルージングセミナー２：う窩のない未来のために 
～歯科診療所におけるう蝕マネジメントの実際～

5月24日（金）11：30〜13：00…
（乗船：11：00〜11：30，降船：14：30〜15：00）　琵琶湖汽船内

座長：桃井　保子（鶴見大学名誉教授 歯学部保存修復学講座）
講師：林　美加子（ACFF 日本支部理事長）
　　　井田　　亮（鶴見大学歯学部探索歯学講座）
　　　野邑　浩美（井田歯科東診療所）
　　　武内　博朗（鶴見大学歯学部探索歯学講座）
　　　柘植　紳平（岐阜県開業）

パネルディスカッション：口腔機能の改善を考慮した口腔衛生の向上を考える
5月23日（木）16：00〜18：00　Ａ会場（ピアザホール）

座長：高山　真一（滋賀県歯科医師会理事）
演者：姫野かつよ（タケウチ歯科クリニック歯科衛生士）
　　　石黒　幸枝（滋賀県歯科衛生士会）
　　　大西　啓之（滋賀県歯科医師会常務理事）

15



受賞講演
5月24日（金）9：00〜10：30　Ａ会場（ピアザホール）
日本口腔衛生学会学術賞LION AWARD受賞講演

竹内　研時（…九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野（現名古屋大学大学院医学系研究
科予防医学分野））

野村　義明（鶴見大学歯学部探索歯学講座）

日本口腔衛生学会論文奨励賞受賞講演
横井　　彩（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科社会環境生命科学専攻予防歯科学分野）
佐藤美寿々（新潟大学医歯学総合病院予防歯科）

日韓口腔衛生学会合同企画講演：高齢者における適切な口腔衛生状態の維持管
理法

5月24日（金）10：30〜12：00　A会場（ピアザホール）
座長：薄井　由枝（九州看護福祉大学看護福祉学部口腔保健学科）
演者：Hoi…In…Jung（Yonsei…University,…Korea）
　　　遠藤　眞美（日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座）

基調講演：滋賀県がなぜ平均寿命日本一になったか
5月24日（金）14：00〜16：00　A会場（ピアザホール）

　　　井下　英二（滋賀県衛生科学センター所長）
座長：花田　信弘（鶴見大学歯学部探索歯学講座）

シンポジウム１：地域歯科保健人材養成プログラムの概要と今後の在り方 
－口腔衛生学会専門医の創設を見据えて－（地域保健委員会企画）

5月23日（木）9：00〜11：00　A会場（ピアザホール）
座長：深井　穫博（深井保健科学研究所）
　　　安藤　雄一（国立保健医療科学院）
演者：深井　穫博（日本口腔衛生学会地域口腔保健委員会委員長）
　　　大内　章嗣（日本口腔衛生学会地域口腔保健委員会委員）
　　　小畑　充彦（和歌山県福祉保健部健康局健康推進課　口腔保健支援センター）
　　　岡田　寿朗（（公社）香川県歯科医師会常務理事）
　　　竹内　研時（名古屋大学大学院医学系研究科予防医学分野准教授）
　　　山本　龍生（…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・日本口

腔衛生学会認定医・指導医委員会委員長）
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シンポジウム２：防ぎ守る予防歯科，時代の潮流を読む（学術委員会企画）
5月23日（木）9：00〜11：00　B会場（大会議室）

座長：天野　敦雄（大阪大学歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科学教授）
演者：杉山　精一（（一社）日本ヘルスケア研究会代表，（医）清泉会杉山歯科医院院長）
　　　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教授）
　　　久保庭雅恵（大阪大学歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科学准教授）

シンポジウム３：歯科衛生士が行う「全身と関わる口腔健康管理」の実際（歯科
衛生士委員会企画）

5月23日（木）11：00〜13：00　B会場（大会議室）
座長：尾﨑　哲則（日本大学歯学部医療人間科学分野教授）
演者：田中　絵美（京都大学医学部附属病院歯科口腔外科歯科衛生士）
　　　前田さおり（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
　　　長岡さとみ（こがはしもと歯科医院）

シンポジウム４：Challenge and achievement of oral health in Asia by 2030 
-in line with SDGs-（2030年までにアジアの口腔保健が目指すもの－SDGs
を踏まえて－）

5月23日（木）14：00〜16：00　A会場（ピアザホール）
座長：宮﨑　秀夫（明倫短期大学）
演者：鷲見　　学（外務省国際協力局国際保健政策室）
　　　Paula…Moynihan（Food…and…Health,…The…University…of…Adelaide）
　　　小川　祐司（新潟大学大学院予防歯科学分野）

シンポジウム５：みんなで取り組む，障害者歯科保健施策
5月23日（木）14：30〜16：00　B会場（大会議室）

座長：若栗真太郎（滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課）
演者：戸梶　　敦（湖南地域障害者通所事業所歯科保健連絡会会長）
　　　浅田　　達（浅田歯科医院名誉院長）
　　　村西加寿美（一般社団法人滋賀県歯科衛生士会）

シンポジウム６：行政歯科専門職の喜怒哀楽
5月23日（木）16：00〜18：00　B会場（大会議室）

座長：井下　英二（滋賀県衛生科学センター所長）
演者：稲岡　智加（滋賀県東近江健康福祉事務所（東近江保健所））
　　　田所　大典（秋田県健康福祉部健康づくり推進課，秋田県口腔保健支援センター）
　　　河本　幸子（岡山市保健所健康づくり課）
　　　高澤みどり（市原市子ども未来部子育てネウボラセンター）
　　　遠藤　浩正（埼玉県東松山保健所長）
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シンポジウム７：認知症に対する口腔保健の予防的役割
5月24日（金）9：00〜10：30　B会場（大会議室）

座長：深井　穫博（口腔衛生学会地域口腔保健委員会委員長）
演者：山口　晴保（群馬大学名誉教授，認知症介護研究・研修東京センター）
　　　葭原　明弘（新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔保健学分野）
　　　平野　浩彦（東京都健康長寿医療センター専門副部長）

シンポジウム８：フッ化物応用をめぐる誤解を解く（フッ化物応用委員会企画）
5月24日（金）10：30〜12：00　B会場（大会議室）

座長：眞木　吉信（東京歯科大学衛生学講座）
　　　相田　　潤（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
演者：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）
　　　瀧口　俊一（宮崎県延岡保健所所長・全国保健所長会理事）
　　　鶴本　明久（鶴見大学歯学部地域歯科保健学教室）

シンポジウム９：個人を対象としたう蝕予防ガイドライン作成におけるクリニ
カルクエスチョンの設定（予防歯科臨床委員会企画）

5月24日（金）14：00〜16：00　B会場（大会議室）
座長：於保　孝彦（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野）
演者：小島　美樹（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
　　　玉木　直文（徳島大学大学院医歯薬学研究部予防歯学分野）
　　　谷口　奈央（福岡歯科大学口腔保健学講座）
　　　長田　恵美（鹿児島大学病院口腔保健科）

シンポジウム10：2026年以降に誕生する子供たちは生涯を通してう窩を作ら
ない～Alliance for a Cavity Free Future～

5月24日（金）16：00〜18：00　A会場（ピアザホール）
座長：柘植　紳平（つげ歯科医院院長）
　　　花田　信弘（鶴見大学歯学部探索歯学講座教授）
演者：林　美加子（ACFF 日本支部理事長）
　　　安藤　雄一（国立保健医療科学院統括研究官）
　　　桃井　保子（鶴見大学名誉教授 歯学部保存修復学講座）
　　　辻村　　傑（医療法人社団つじむら歯科医院理事長）

口腔衛生会誌　J…Dent…Hlth…69（Suppl.）,…2019

18



シンポジウム11：歯科保険医療における疾病リスク管理の拡充に何が必要か？
（学会あり方委員会企画）

5月24日（金）16：00〜18：00　B会場（大会議室）
座長：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教授）
　　　天野　敦雄（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教授）
演者：田口　円裕（厚生労働省医政局歯科保健課）　　
　　　牧野　利彦（（公社）本歯科医師会副会長）
　　　相田　　潤（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野准教授）　

ミニシンポジウム１：歯科口腔保健のたばこ対策の推進を考える（Ⅴ）「WHO
簡易タバコ介入（5As, 5Rs）の歯科臨床への統合」に準拠したe-learning展開
ワークショップ

5月22日（水）17：30〜19：00　B会場（大会議室）
　　　代表世話人：埴岡　　隆（福岡歯科大学口腔保健学講座教授）
ファシリテー…ター（グラント事業・学会委員会関係者）：埴岡　　隆，廣藤　卓雄，
　　　　　　　　　小島　美樹，渡辺　　猛，谷口　奈央，島津　　篤，内藤麻利江，
　　　　　　　　　牧園　照代，青山　　旬，川口　陽子，日野出大輔，尾﨑　哲則，
　　　　　　　　　山中　玲子，瀬川　　洋，細見　　環，田野　ルミ，千葉　逸朗，
　　　　　　　　　三宅　達郎，井下　英二，花田　信弘，小川　裕司，武井　典子，
　　　　　　　　　森田　　学

ミニシンポジウム２：研究者のための論文の書き方講習－今日から使える質向
上のイロハとは PART 2－

5月22日（水）17：30〜19：00　C会場（207会議室）
代表世話人・座長：安細　敏弘（九州歯科大学地域健康開発歯学分野教授）
　　　　　　演者：片岡　宏介（大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座）
　　　　　　　　　薄井　暁広（一般財団法人口腔保健協会編集部）
　　　　　　　　　竹下　　徹（九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野）

ミニシンポジウム３：歯科口腔保健施策はどう作られているか？　行政の歯科
職種の仕事

5月22日（水）17：30〜19：00…　D会場（204会議室）
代表世話人・座長：相田　　潤（東北大学大学院歯学研究科 兼 宮城県保健福祉部）
　　　　　　演者：高澤みどり（市原市子ども未来部子育てネウボラセンター）
　　　　　　　　　若栗真太郎（滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課）
　　　　　　　　　大島　克郎（日本歯科大学東京短期大学）
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ランチョンセミナー１：デンチャー装着者における義歯洗浄剤と義歯安定剤の
有効活用

5月23日（木）13：15〜14：15　B会場（大会議室）
池野　正幸（グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社）

ランチョンセミナー２：歯周病とアルツハイマー病の関連性 ～口腔ケアから始
まる認知症予防～

5月23日（木）12：15〜13：15　C会場（207会議室）
松下　健二（国立長寿医療研究センター・口腔疾患研究部）

ランチョンセミナー３：L8020乳酸菌とオーラルケア
5月23日（木）12：15〜13：15　D会場（204会議室）

二川　浩樹（広島大学大学院医歯薬保健学研究院口腔生物工学分野）

ランチョンセミナー４：患者満足度アップの口腔ケア
5月24日（金）12：15〜13：15　B会場（大会議室）

牧江　寿子（木原歯科医院）

ランチョンセミナー５：マルチイオン徐放能を備えたS-PRGフィラー 
―そのバイオアクティブ機能を修復と予防にいかす―

5月24日（金）12：15〜13：15　C会場（207会議室）
今里　　聡（大阪大学大学院歯学研究科歯科理工学教室教授）

ランチョンセミナー６：歯周病検診に唾液検査を使ってみませんか？ 
CPIから唾液検査へ　地域歯科医師会の試み

5月24日（金）12：15〜13：15　D会場（204会議室）
矢吹　義秀（東京都港区芝歯科医師会会員）

地域保健の推進に関わる人材育成講習会：地域歯科医師会からの事業提案能力
の向上を目指して

5月23日（木）14：00〜17：00　Ｃ会場（207会議室）
主　催：日本口腔衛生学会地域口腔保健委員会

地域歯科保健事業・活動　個別相談会
5月24日（金）14：00〜16：00　Ｃ会場（207会議室）

助言（相談対応）者：地域口腔保健委員会委員
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テーブルクリニック１：ICDASによる初期う蝕診断体験実習
5月24日（金）9：15〜10：00，15：30〜16：15
Ｅ会場（203会議室）テーブルＢ

角田衣理加（鶴見大学歯学部口腔微生物学講座）

テーブルクリニック２：唾液を用いた歯周病のスクリーニング検査の地域およ
び職域への展開

5月24日（金）9：15〜10：00，14：30〜15：15
Ｅ会場（203会議室）テーブルＤ

西辻　直之，古藤　真実（（公社）東京都港区芝歯科医師会）

テーブルクリニック３：Dental Drug Delivery System （3DS）の臨床応用を考える
5月24日（金）10：15〜11：00
Ｅ会場（203会議室）テーブルＡ

岡田　彩子 1,2），山田　秀則 1），花田　信弘 1）（1）鶴見大学歯学部探索歯学講座，2）鶴見大学歯
学部保存修復学講座）

テーブルクリニック４：PRG予防関連商品使用の実際とその効果 
（共催：株式会社松風）

5月24日（金）10：15〜11：00，15：30〜16：15
Ｅ会場（203会議室）テーブルＣ

梶　美奈子（北海道医療大学病院歯科衛生部）

テーブルクリニック５：次世代電解水を用いた口内除菌プログラム
5月24日（金）14：30〜15：15，15：30〜16：15
Ｅ会場（203会議室）テーブルＡ

根深　研一，マティン…カイルール（鶴見大学歯学部探索歯学講座）

テーブルクリニック６：臨床研究に必要な倫理と統計学入門
5月24日（金）13：15〜14：00，15：15〜16：00　Ｃ会場（207会議室）

杉﨑　正志（鶴見大学）

テーブルクリニック７：疫学・臨床研究のための統計入門
5月24日（金）14：15〜15：00　Ｃ会場（207会議室）

野村　義明（鶴見大学歯学部探索歯学講座）

企業セミナー１：ビーブランド；フッ化物製剤の網羅的解説
5月23日（木）14：00〜14：30　D会場（204会議室）

主催：株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
講師：本田　裕之（大阪営業所所長）
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企業セミナー２：フィリップス　ソニッケアー　音波歯ブラシの活用法
5月23日（木）14：30〜14：45　D会場（204会議室）

主催：株式会社フィリップス・ジャパン
講師：上村　泰子（株式会社フィリップス・ジャパン…歯科衛生士）

企業セミナー３：これから必要になる予防製品の紹介
5月23日（木）14：45〜15：00　D会場（204会議室）

主催：株式会社 P ＆ A

企業セミナー４：歯科医師アンケートから見えた現状と音波ハブラシ　ドルツ
の特徴

5月23日（木）15：00〜15：15　D会場（204会議室）
主催：パナソニック株式会社
講師：光安　優花（…パナソニック株式会社アプライアンス社コンシューマーマーケティング

ジャパン本部）

企業セミナー５：シュミテクトについて
5月23日（木）15：30〜15：45　D会場（204会議室）

主催：グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
講師：中久保浩平（…グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株

式会社エキスパートセールス）

企業セミナー６：今求められる予防とは
5月23日（木）16：00〜16：45　D会場（204会議室）

主催：株式会社モリタ

企業セミナー７：口臭ケアへの新提案　ブレスラボ～香りでごまかさない口臭
ケアのご提案～

5月23日（木）16：45〜17：00　D会場（204会議室）
主催：第一三共ヘルスケア株式会社
講師：西原　良介（第一三共ヘルスケア株式会社）

企業セミナー８：企業で取組む口腔保健活動：リステリン®の化粧室設置
5月23日（木）14：00〜14：15　E会場（203会議室）

主催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンシューマーカンパニー
講師：渡邊　佳奈（ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンシューマーカンパニー）

口腔衛生会誌　J…Dent…Hlth…69（Suppl.）,…2019
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企業セミナー９：3DSトレーと薬液について
5月23日（木）14：15〜14：30　E会場（203会議室）

主催：株式会社シケン

企業セミナー10：歯科から発信する生活習慣病予防！位相差顕微鏡を用いた新
たな患者説明方法

5月23日（木）14：30〜14：45　E会場（203会議室）
主催：有限会社イポナコロジー

企業セミナー11：ACFFの理念と今後の活動
5月23日（木）14：45〜15：15　E会場（203会議室）

主催：一般社団法人 ACFF 日本支部
講師：桃井　保子（鶴見大学歯学部名誉教授）

企業セミナー12：「健口」が健康への第一歩－3タイプの歯みがき剤からアプ
ローチ－

5月23日（木）15：45〜16：00　E会場（203会議室）
主催：昭和薬品化工株式会社
講師：山田　昌史（昭和薬品化工株式会社学術情報部）

企業セミナー13：バイオアクティブ新素材“S-PRGフィラー”の誕生とその予
防効果を紹介

5月23日（木）16：00〜16：30　E会場（203会議室）
主催：株式会社松風
講師：中塚　稔之（株式会社松風）

企業セミナー14：超高齢社会に対応した歯の健康をまもる新技術BioUnionテ
クノロジー

5月24日（金）9：30〜9：45　C会場（207会議室）
主催：株式会社ジーシー
　　　岡田　淳一（株式会社ジーシー　デンタルインフォメーションセンター）

企業セミナー15：フッ化物洗口を家庭でも実施するために～歯科医療従事者向
け保健指導ツールのご紹介～

5月24日（金）9：45〜10：00　C会場（207会議室）
主催：サンスター株式会社
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