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基礎研究

P-A-1 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞における PDLIM2 発現の低下
 ○矢口 学1）・田中 陽子1）・佐久間 圭1）・野村 宇稔2）・市川 一國2）・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）日本大学大学院松戸歯学研究科

P-A-2 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞における IL-4 に対する炎症メディエーターの細胞内シグナ
ル伝達異常

 ○佐久間 圭1）・田中 陽子1）・矢口 学1）・野村 宇稔2）・市川 一國2）・小野 晃弘1）・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）日本大学大学院松戸歯学研究科

P-A-3 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞における MMP 発現への IL-4 の影響
 ○根岸 浩二1）・田中 陽子2）・矢口 学2）・佐久間 圭2）・野村 宇稔1）・市川 一國1）・比嘉 桂子1）・ 

野本 たかと2）

 1）日本大学大学院松戸歯学研究科
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-A-4 Ⅱ型 P.g 由来タンパク分解酵素による Down 症候群由来歯肉線維芽細胞への影響
 ○野村 宇稔1）・田中 陽子2）・矢口 学2）・佐久間 圭2）・市川 一國1）・桑原 紀子3）・野本 たかと2）

 1）日本大学大学院松戸歯学研究科
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 3）日本大学松戸歯学部感染免疫学講座

P-A-5 ストレス経験により誘発されたセントラルコマンドが循環動態に与える影響
 ○宮崎 裕則1）・宮原 康太1）・時数 智子2）・安田 陽香2）・古谷 千昌1）・渡 真由子3）・高島 慎輔1）・ 

尾田 友紀1）・岡田 芳幸1）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）広島大学病院診療支援部歯科部門
 3）呉口腔保健センター

P-A-6 経管栄養者におけるう窩表層の細菌叢 16SrRNA 解析による検討
 ○小笠原 正1）・秋枝 俊江1）・朝比奈 滉直1）・島田 茂2）・島田 裟彩3）・植松 紳一郎4）・ 

勝又 たまき4）・谷口 誠5）・吉田 明弘6）

 1）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座
 2）ちむわざ歯科
 3）琉球大学病院歯科口腔外科
 4）植松歯科医院
 5）口腔常在微生物叢解析センター
 6）松本歯科大学口腔細菌学講座
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P-A-7 防湿が不十分な環境における充填用グラスアイオノマーセメントの物性評価
 ○長沼 由泰1）・高橋 正敏2）・高橋 温1）・佐々木 啓一1）

 1）東北大学病院障害者歯科治療部
 2）東北大学大学院歯学研究科歯科生体材料学分野

P-A-8 イントロン内の配列が転写因子 Trps1 の発現に関与する
 ○佐伯 直哉1）・藤川 順司1，2）・中島 好明1）・赤松 由佳子1）・村上 旬平1）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）堺市重度障害者歯科診療所

P-A-9 ブラッシング時の荷重が清掃性に与える影響―歯ブラシの毛先形態の違いに関するモデル評
価―

 ○地主 知世1）・遠藤 眞美1）・山岸 敦2）・高柳 篤史1，2）・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）東京歯科大学衛生学講座

医療実態

P-B-1 本学における化学療法や放射線治療による粘膜炎に対する口腔ケアの実態
 ○山本 俊郎1）・中川 真希1）・中井 敬1）・大藪 桃子1，2）・木下 竜太1，3）・中尾 恵理子1）・ 

白杉 迪洋1）・佐藤 良樹1）・足立 哲也1，4）・足立 圭司1）・赤根 光宣1，5）・大迫 文重1）・雨宮 傑1，6）・ 
中村 亨1，7）・金村 成智1）

 1）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
 2）宇治武田病院歯科・口腔外科
 3）康生会クリニック歯科口腔外科
 4）京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院歯科
 5）済生会滋賀県病院歯科
 6）京都中部総合医療センター歯科口腔外科
 7）宇治徳洲会病院歯科口腔外科

P-B-2 某市立保健福祉センター歯科診療所における障害者歯科診療 20 年間の実態調査
 ○吉富 啓一1）・木山 富早恵2）・森岡 千恵子2）・足立 隆信1）・上田 恭史1）・平野 勝之1）・ 

古玉 克平1）・宮原 岳史1）・吉川 伸1）・中川 猛1）

 1）（一社）寝屋川市歯科医師会
 2）寝屋川市立保健福祉センター歯科診療所

P-B-3 障害者歯科医療を地域で支えるための取り組みについて
 ○姜 世野1）・嘉手納 未季1）・馬目 瑶子1）・佐藤 ゆり絵1）・栗谷 未来1）・伊原 良明2）・船津 敬弘3）

 1）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門
 2）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
 3）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
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P-B-4 当診療所における受診患者に対する意識調査
 ○川瀬 淳子1）・橋本 岳英1）・渡邊 和也1）・成田 光利1）・田中 繁寿1）・櫻井 泰伸1）・仲尾 賢一4）・ 

小野木 泉1）・椎名 麻里子2）・青木 尚美2）・良盛 典夫1）・安田 順一3）・玄 景華3）・阿部 義和1）

 1）岐阜県歯科医師会
 2）岐阜県歯科衛生士会
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
 4）静岡済生会総合病院歯科口腔外科

P-B-5 当院障害者歯科におけるインシデントの分析
 ○田崎 園子1）・原 麻莉1）・重松 愛子1）・前濱 和佳奈1）・尾崎 茜1）・今村 彩香1）・原田 真澄1）・

樋口 勝規2）・小島 寛1）

 1）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野
 2）福岡歯科大学医科歯科総合病院

P-B-6 当院障害者歯科センターの最近 15 年における実態調査
 ○島田 裟彩1）・加藤 大貴3）・後藤 新平2）・片岡 恵一1）・後藤 尊広1）・牧志 祥子3）・又吉 亮1）・ 

中村 博幸3）

 1）琉球大学病院歯科口腔外科
 2）琉球大学病院障害者歯科センター
 3）琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座

P-B-7 当歯科衛生センターにおける他医療機関への紹介患者の動態
 ○鎌田 弘明1）・金子 治2）・小林 顕2）・佐野 裕士2）・三澤 壮太郎2）・町田 貴敏2）・大谷 良2）・

佐々木 淳2）・巻 竜也1）・白瀬 敏臣1）・内川 喜盛1）

 1）日本歯科大学附属病院小児歯科
 2）公益社団法人東京都板橋区歯科医師会

P-B-8 二次障害者歯科診療所移転後の受診者の適応行動に関する調査
 ○西山 和彦1，2）・有輪 理彦1）・中村 哲弥1）・原 崇1）・舛田 明徳1）・花岡 透1）・西崎 靖仁1）・ 

井上 宜生1）・宮田 茂1）・宮田 利郎1）・平嶺 倫子1）・阿部 英子1）・半澤 栄一1）・松本 好史1）・ 
宮城 敦2）

 1）三浦半島地域障害者歯科診療所
 2）神奈川歯科大学

P-B-9 当センターにおける初診患者の実態調査
 ○天野 郁子・池見 佳子・山下 里織
 大分県口腔保健センター

P-B-10 当センター歯科衛生士が初診予約用紙を活用した予約システムの検討
 ○野杁 明美1，3）・小林 邦枝1，3）・麻見 千登世1，3）・上石 恵里1，3）・赤間 ひとみ1，3）・由利 啓子1，3）・ 

山崎 てるみ2）・阿部 恵一3）

 1）日本歯科大学附属病院歯科衛生士室
 2）日本歯科大学附属病院小児歯科
 3）日本歯科大学附属病院スペシャルニーズ歯科センター
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P-B-11 当センターの問診表改訂への取り組み
 ○赤松 明香1）・道満 朝美1）・十川 栄理子1）・高木 景子1）・藤田 琴美1）・笹山 澪1）・杉村 智行1）・ 

安井 仁司1）・秋山 茂久1，2）

 1）神戸市立こうべ市歯科センター
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

臨床統計：医療実態

P-Ca-1 某回復期リハビリテーション病院における脳卒中患者の咬合支持状態と義歯使用状況の調査
 ○山口 喜一郎・二宮 静香・原田 真澄・平塚 正雄
 医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科

P-Ca-2 当院障害者歯科における患者高齢化の実態調査
 ○古谷 千昌1）・宮崎 裕則1）・宮原 康太1）・時数 智子2）・和木田 敦子2）・溝田 結日2）・ 

高島 慎輔1）・林内 優樹1）・尾田 友紀1）・岡田 芳幸1）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）広島大学病院診療支援部歯科部門

P-Ca-3 一時保護所における被虐待児童の歯種別う蝕有病率に関する報告
 ○野上 有紀子・中村 由紀・築野 沙絵子・鈴木 絢子・笹川 祐輝・五月女 哲也・清川 裕貴・ 

朴沢 美生・岩瀬 陽子・齊藤 一誠・早崎 治明
 新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野

P-Ca-4 A 大学病院障害者歯科初診患者の長期変化に関する回顧的調査―1980 年代より 10 年ごとの傾
向について比較する―

 ○森 貴幸
 岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター

P-Ca-5 当院における小児がん患者への周術期等口腔機能管理の実態調査
 ○山口 知子1）・久保田 一見2）・刑部 月2）・石川 健太郎2）・松浦 光洋3）・江並 沙羅3）・ 

松原 こずえ3）・幸田 優美3）・弘中 祥司1，2）

 1）昭和大学口腔ケアセンター
 2）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
 3）昭和大学藤が丘病院歯科・歯科口腔外科

P-Ca-6 当科において全身麻酔下歯科治療を受けた患者の実態調査
 ○新倉 啓太1）・高野 知子1，2）・勝畑 妙江子1）・鈴木 杏奈1）・中小路 美緒1）・宮崎 敬子1，3）・ 

グリーナン せつゑ1）・齋田 菜緒子4）・杉田 武士2，4）・有坂 博史2，4）・池田 正一1）

 1）神奈川歯科大学附属横浜クリニック小児・障害者歯科
 2）神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座
 3）心身障害児総合医療療育センター歯科
 4）神奈川歯科大学附属横浜クリニック麻酔科・歯科麻酔科
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P-Ca-7 地域の歯科医師会会員の障害者歯科に対する意識調査　第一報　歯科衛生士の確保のために
 ○鈴木 香保利1，2）・井上 雅貴1）・小笠原 正2）・今村 恭也1）・藤田 尚臣1）・山本 浩貴1）・ 

深見 圭子1）・荻野 咲1）・石野 洋美1）・本多 陽子1）

 1）西尾市障害者歯科診療所
 2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

P-Ca-8 障害者支援施設における 25 年間の全身麻酔下歯科治療の実態調査
 ○関野 麗子1，2）・黒木 洋祐2）・那須 大介2，3）・三野 元崇2，4）・大久保 典子2）・飯野 さかえ2）・ 

永井 梨菜2）・中嶋 智子2）・内田 淳2）

 1）日本大学歯学部歯科麻酔学講座
 2）埼玉県立嵐山郷医療部歯科
 3）埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科
 4）三野歯科医院

P-Ca-9 こども病院における 5 年間の全身麻酔下歯科治療の実態
 ○廣藤 早紀・柳田 憲一
 福岡市立こども病院小児歯科

P-Ca-10 当科におけるスペシャルニーズ患者の全身麻酔下治療における統計学的検討
 ○竹内 薫子1）・大下 修弘1）・内田 琢也1）・吉田 啓太1）・加藤 裕彦1，2）

 1）大阪歯科大学歯学部歯科麻酔学講座
 2）あかしユニバーサル歯科診療所

P-Ca-11 当センター障がい者歯科における全身麻酔法と静脈内鎮静法についての実態調査
 ○棚橋 幹基1）・安田 順一1）・太田 恵未1）・徳倉 圭1）・玄 景華1）・岸本 敏幸2）・後藤 隆志2）・ 

櫻井 学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
 2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野

P-Ca-12 当県における静脈麻酔，静脈内鎮静法下での歯科治療の実態調査
 ○中川 直子1）・望月 慎恭1）・冨士 岳志1）・朝比奈 伯明1）・朝比奈 滉直1）・田村 瞬至1）・ 

山上 裕介1）・村上 康彦1）・大崎 麻末1）・山口 裕加1）・岩崎 仁史2）・蓜島 弘之1）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）なわ歯科医院

臨床統計：地域医療・口腔機能・その他

P-Cb-1 当県における障害のある方の歯科治療等に係る歯科医療機関調査
 ○松本 健太郎・青木 誠・藤江 明彦・谷口 優子・吉川 浩郎
 一般社団法人島根県歯科医師会東部口腔保健センター

P-Cb-2 重症心身障害児・者施設における 9 年間の歯科的実態調査
 ○山東 理沙・岡 雅子・上田 智恵子・湯崎 敬子・竹岡 高志・小畑 文也
 医療法人ウェルネス小畑歯科医院



（ 23 ）

ポスター発表

P-Cb-3 某地域歯科診療支援病院における初診患者の実態調査―第二報―
 ○白井 貴子・蓜島 桂子・内藤 慶子・武塙 香菜・刑部 悦代
 浜松医療センター

P-Cb-4 障害福祉サービス事業所利用者における歯磨き状況と定期的歯科受診との関連性
 ○星 久美1，2）・高橋 温1）・相田 潤3）・長沼 由泰1）・貴田岡 亜希1）・猪狩 和子1）・佐々木 啓一1，2）

 1）東北大学病院障害者歯科治療部
 2）東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野
 3）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野

P-Cb-5 知的能力障害児における歯科定期受診の有無，フッ素塗布状況とう蝕経験との関連について
 ○中山 朋子1）・前濱 和佳奈1）・緒方 麻記1）・中嶋 真理子1）・田崎 園子1）・尾崎 茜1）・ 

原 麻莉1）・水谷 慎介2，3）・小島 寛1）

 1）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野
 2）九州大学大学院歯学研究院付属 OBT 研究センター
 3）九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座高齢者歯科学・全身管理歯科学分野

P-Cb-6 当センターで全身麻酔下歯科治療のため三次医療機関へ紹介した患者の実態調査―保護者アン
ケートより―

 ○黒田 由香里1）・立浪 康晴1）・向野 正子1）・山越 智津子1）・大平 千尋1）・城岸 美悠1）・ 
土肥 妙子2）・影近 瑞穂2）・金田 渚2）・石川 亨1）・藤井 達郎1）・佐伯 亮太1）・宮本 暦1）・ 
水野 二郎1）・小笠原 正3）

 1）富山県歯科保健医療総合センター
 2）富山歯科総合学院
 3）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

P-Cb-7 障害者歯科における補綴物装着率の加齢変化に対する検討―平成 28 年全国歯科疾患実態調査
との比較―

 ○若林 侑加1）・尾田 友紀2）・安田 陽香1）・古谷 千昌2）・宮原 康太2）・宮崎 裕則2）・ 
高島 慎輔2）・中岡 美由紀1）・岡田 芳幸2）

 1）広島大学病院診療支援部歯科部門
 2）広島大学病院障害者歯科

P-Cb-8 障害者における義歯の使用可否に影響を及ぼす因子の検討
 ○安田 陽香1）・尾田 友紀2）・若林 侑加1）・古谷 千昌2）・宮原 康太2）・宮崎 裕則2）・ 

高島 慎輔2）・中岡 美由紀1）・岡田 芳幸2）

 1）広島大学病院診療支援部歯科部門
 2）広島大学病院障害者歯科

P-Cb-9 当科における初診患者の実態調査
 ○吉松 英樹・田中 佑人・伊達岡 聖・越野 沙紀・沖垣 舞・小野 圭昭
 大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
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P-Cb-10 某特別支援学校教職員に対する食事介助に関するアンケート
 ○杉山 知子1）・住田 まさ子2）・玄 景華3）

 1）杉山歯科医院
 2）伊藤歯科医院
 3）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

P-Cb-11 歯科医院における針刺し・切創等の分析
 ○蓜島 桂子・内藤 慶子・武塙 香菜・白井 貴子・刑部 悦代・樋口 有佳里
 浜松医療センター

P-Cb-12 障害者の可撤式義歯対応における臨床経験からの考察
 ○森主 宜延1，2）・森主 真弓1）

 1）もりぬし小児歯科医院
 2）独立行政法人国立病院機構都城医療センター

対応法

P-D-1 氷山モデルを用いた自閉症スペクトラム障害患者への対応症例
 ○篠田 則子・渡辺 真人・山本 夏彦・丹羽 由佳子・日野 和枝・池田 弥生・冨樫 留美・ 

田中 光代・深川 直子・佐藤 幸子・小城 哲治・小林 利也・風間 智之・渡邊 奈美子・ 
片山 正昭

 藤沢市歯科医師会

P-D-2 デンタルチェアを用いないで行うトレーニングから通法での健診へ移行できる要因：自閉スペ
クトラム症児と Down 症候群児との比較

 ○大西 智之・金高 洋子・藤原 富江・田井 ひとみ・中井 菜々子・久木 富美子・浜田 尚香・
樂木 正実

 大阪急性期・総合医療センター障がい者歯科

P-D-3 系統的レビューによる感覚過敏の脱感作法の現状についての検証
 ○山田 裕之1）・田村 文誉1）・加藤 篤2）・猪狩 和子3）・江草 正彦4）・玄 景華5）・高井 理人6）・ 

野本 たかと7）・弘中 祥司8）・町田 麗子9）

 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）愛知県療育医療総合センター
 3）東北大学病院障害者歯科治療部
 4）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 5）朝日大学歯学部障害者歯科
 6）医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ
 7）日本大学松戸歯学部障害者歯科
 8）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
 9）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
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P-D-4 物理的行動調整法と薬物的行動調整法（静脈内鎮静法・全身麻酔法）での診療時ストレスの比
較

 ○田中 純子1）・重枝 昭広1）・小田 泰之2）・勝俣 正之2）・山崎 一男1，2）・新井 敬3）・湯川 慎太郎4）

 1）東京都立心身障害者口腔保健センター
 2）公益社団法人東京都歯科医師会
 3）平井歯科医院
 4）市来歯科医院

P-D-5 歯科用レジン誤飲・誤嚥時における MDCT による検出精度の検討
 ○望月 慎恭1）・冨士 岳志1）・朝比奈 伯明1）・朝比奈 滉直1）・田村 瞬至1）・村上 康彦1）・ 

山上 裕介1）・中川 直子1）・大崎 麻末1）・山口 裕加1）・内田 清美2）・三井 美幸2）・ 
田中 春菜2）・小林 恵奈2）・蓜島 弘之1）

 1）松本歯科大学地域連携歯科学講座
 2）松本歯科大学病院歯科衛生士室

P-D-6 当センターでのインシデント事例に基づいた患者情報管理体制についての検討
 ○竹内 優佳1）・藤田 千紘1）・武居 まゆみ1）・浅川 剛吉3）・澤味 規1）・今野 歩1）・水野 貴誠1）・

三浦 誠1）・杉山 紀子2）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会
 3）昭和大学歯学部小児育成歯科学講座

合併疾患・全身管理

P-E-1 2 次医療機関における高齢障害者患者に対する静脈内鎮静法の検討
 ○間宮 秀樹・堀本 進・高橋 恭彦・山本 夏彦・橋本 富美・似鳥 純子・松川 純子・ 

和田 光利・片山 正昭
 藤沢市歯科医師会

P-E-2 高度肥満を伴う自閉スペクトラム症患者の全身麻酔経験
 ○小柳 裕子・関野 麗子・里見 ひとみ・北山 稔恭・岡 俊一
 日本大学歯学部歯科麻酔学講座

P-E-3 演題取り下げ

P-E-4 当センターにおける日帰り全身麻酔法術前血液検査結果の実態調査―第 3 報：薬剤種類数との
関連について―

 ○関口 五郎1）・重枝 昭広1）・横田 英子1）・平林 幹貴1）・田中 純子1）・小田 泰之2）・ 
勝俣 正之2）・山崎 一男1，2）

 1）東京都立心身障害者口腔保健センター
 2）公益社団法人東京都歯科医師会
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P-E-5 喉頭気管分離術（LTS）を施行した重症心身障害児（者）の口腔内細菌数についての検討 
―経口・非経口摂取期間による検討―

 ○加藤 篤1）・田中 恵1）・横山 善弘1）・永坂 梨奈1）・鴨狩 たまき1）・森田 麻希1，2）・渋谷 恭之2）

 1）愛知県医療療育総合センター
 2）名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形態医学講座口腔外科学分野

P-E-6 歯科治療時におけるアルコ－ル関連障害群患者の自律神経解析
 ○井上 裕之1，5）・長谷 則子2）・井出 桃3）・李 昌一4）・角田 晃3）・宮城 敦3）・小松 知子5）・ 

横山 滉介5）・西村 康3）・長谷 徹3）・柿木 保明6）

 1）国立病院機構久里浜医療センター歯科
 2）神奈川歯科大学歯学部
 3）神奈川歯科大学短期大学部
 4）神奈川歯科大学大学院横須賀・湘南地域災害医療歯科学研究センター・ESR 研究室
 5）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
 6）九州歯科大学老年障害者歯科学分野

P-E-7 精神遅滞を伴う小児の 1 型糖尿病患者の周術期管理経験
 ○田原春 早織・城 尚子・黒田 依澄・奥村 陽子・佐藤（朴） 曾士
 愛知学院大学歯学部麻酔学講座

症例報告：対応法

P-Fa-1 鋭利な歯科用器具の受け入れに難渋した ASD 患者の 1 症例
 ○石塚 あかね・永尾 康・久保 英範・山地 知子・水田 朋子・島崎 涼佳・三浦 雅明
 埼玉県総合リハビリテーションセンター

P-Fa-2 CHARGE 症候群患者への歯科的対応
 ○石垣 孝司郎1）・清水 雄1）・石毛 碧1）・本多 亮1）・榮 健臣1）・内田 真美子1）・佐貫 千夏1）・ 

荒川 裕美1）・花谷 重守2）・寒河江 明美3）・笠原 文夏3）・黒瀬 由喜子3）・西村 康1）・ 
小澤 正明1）

 1）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
 2）鶴見大学短期大学部歯科衛生科
 3）鶴見大学歯学部附属病院歯科衛生士部

P-Fa-3 歯科恐怖症をもつ知的能力障害者に行動変容を行った 1 例
 ○鈴木 奈穂1）・佐藤 瑞樹1）・熊井 鈴子1）・福島 圭子1）・久木留 宏和1，3）・小杉 謙介1，4）・ 

斉藤 崇1）・辻野 啓一郎1，2）・横尾 聡4）・新谷 誠康2）・一戸 達也3）

 1）群馬県歯科医師会群馬県歯科総合衛生センター
 2）東京歯科大学小児歯科学講座
 3）東京歯科大学歯科麻酔学講座
 4）群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座
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P-Fa-4 ブラッシング指導と患者の環境の変化により口腔衛生状態が改善した知的能力障害者の 1 例
 ○熊井 鈴子1）・佐藤 瑞樹1）・鈴木 奈穂1）・福島 圭子1）・久木留 宏和1，3）・小杉 謙介1，4）・ 

斉藤 崇1）・辻野 啓一郎1，2）・横尾 聡4）・新谷 誠康2）・一戸 達也3）

 1）群馬県歯科医師会群馬県歯科総合衛生センター
 2）東京歯科大学小児歯科学講座
 3）東京歯科大学歯科麻酔学講座
 4）群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座

P-Fa-5 Down 症候群患者の歯周病に対する 24 年間の継続管理症例
 ○中神 正博1，2）・鎌田 真砂史1，3）・吉田 幸司1）・藤家 恵子1）・麻柄 真也1）・長谷川 雅一1）・ 

佐野 栄作1）・花房 千重美1）・高瀬 ひかり1）・西尾 由香里1）・伊東 宏1）・上月 康司1）・ 
井堂 信二郎1）・岡村 康祐1）・緒方 克也4）

 1）加古川歯科保健センター
 2）山脇歯科医院
 3）カマダ歯科クリニック
 4）社会福祉法人 JOY 明日への息吹

P-Fa-6 聴覚過敏を伴った自閉スペクトラム症に試みた歯科治療の一症例
 ○山之内 文彦1）・五十嵐 尚美2）・茂呂 裕康3）

 1）やまのうち歯科医院
 2）とちぎ歯の健康センター
 3）栃木県歯科医師会

P-Fa-7 口腔内の自傷行為の防止に苦慮した Lesch-Nyhan 症候群の 1 例
 ○佐藤 ゆり絵1）・嘉手納 未季1）・馬目 瑶子1）・姜 世野1）・栗谷 未来1）・下村 直史2）・ 

新田 雅一2）・船津 敬弘2）

 1）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門
 2）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座

P-Fa-8 Weaver 症候群男児の口腔所見について
 ○友利 浩一郎・国吉 初枝・幸喜 奈緒子・崎原 美奈子・上地 智博
 上地歯科医院

P-Fa-9 高度肥満を伴う自閉スペクトラム症患者の歯科治療導入へのトレーニング経験
 ○大石 瑞希1）・岡田 紗夜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

P-Fa-10 行動障害のある自閉スペクトラム症患者の全身麻酔下歯科治療の 1 症例
 ○木村 敬次リチャード・志岐 晶子・砥上 京子・藤田 真以
 リチャード歯科
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P-Fa-11 多数歯う蝕を有する自閉症スペクトラム障害の被虐待児に対し，歯科トレーニングを行った一
症例

 ○益子 恵1，2）・紺野 有紀子1，2）・山上 香1，2）・三田村 治郎2）・仙名 あかね1，3）・山本 亜紀2，4）・ 
江面 陽子1，5）

 1）国際医療福祉リハビリテーションセンターなす療育園
 2）国際医療福祉大学クリニック健康管理センター
 3）ともファミリー歯科
 4）自治医科大学付属病院歯科口腔外科
 5）医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック

P-Fa-12 1 回 4 時間のブラッシングを 1 日に複数回行う強迫性障害患者の行動変容の 1 例
 ○高瀬 ひかり1）・中神 正博1，2）・花房 千重美1）・鎌田 真砂史1，3）・伊東 宏1）・藤家 恵子1）・ 

吉田 幸司1）・井堂 信二郎1）・岡村 康祐1）・橘 進彰1，4）・中谷 雅秀1）・川守 政雄1）・ 
淺原 周平1）・加茂 なつみ1）・緒方 克也5）

 1）加古川歯科保健センター
 2）山脇歯科医院
 3）カマダ歯科クリニック
 4）加古川中央市民病院
 5）社会福祉法人明日への息吹

P-Fa-13 2q37 欠失症候群患児に対する口腔管理の一例
 ○櫻井 敦朗・棚瀬 稔貴・田村 梨恵・木村 基善・本間 宏実・新谷 誠康
 東京歯科大学小児歯科学講座

P-Fa-14 乳児型異染性白質ジストロフィーの歯科治療経験
 ○林 佐智代・江口 采花・野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-Fa-15 環状 14 番染色体症候群患者の歯科治療経験
 ○天野 郁子・池見 佳子・山下 里織
 大分県口腔保健センター

P-Fa-16 成人の自閉スペクトラム症患者に施設と連携したトレーニングで通法下での歯科治療を行えた
一例

 ○岡本 由莉1，2）・伊藤 美咲1）・市川 愛希子1）・中島 好明1）・安藤 早礎1）・村上 旬平1）・ 
秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部障害者歯科治療部
 2）医療法人リヒタント岡本歯科診療所
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P-Fa-17 下唇の咬傷から蜂窩織炎を起こした Lesch－Nyhan 症候群患児への歯科的対応
 ○野島 靖子1）・綾野 理加1）・森 貴幸1）・関 愛子1）・山本 昌直1）・東 倫子1）・劉 法相1，2）・ 

高盛 充仁1，2）・前川 享子1，3）・後藤 拓朗1，4）・小林 幸生1，5）・半井 桜子1，6）・下野 賢吾1，7）・ 
江草 正彦1）

 1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 2）岡山大学歯学部歯科麻酔・特別支援歯学分野
 3）プライムホスピタル玉島
 4）三豊総合病院
 5）岡山赤十字病院
 6）はなふさこどもデンタルクリニック
 7）土屋歯科医院

症例報告：鎮静法・全身麻酔

P-Fb-1 ゴーシェ病患者に対する静脈内鎮静法下での歯科治療の一例
 ○水野 貴誠1）・篠原 健一郎3）・平山 若葉1）・上村 美月1）・竹内 優香1）・松根 健介4）・ 

砂田 勝久3）・三浦 誠1）・杉山 紀子2）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会
 3）日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座
 4）日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座

P-Fb-2 笑気吸入鎮静下での抜歯時に縫合針を誤飲した障害者患者の 1 例
 ○深水 篤・吉富 貴博・川島 みなみ・吉武 博美・甲斐 悠希・杉本 志・徳美 愛・伊東 隆利
 伊東歯科口腔病院

P-Fb-3 意識下歯科治療困難な一卵性双生児の Cornelia de Lange 症候群患者を全身麻酔下で管理した
症例

 ○吉田 健司・佐藤 光・今井 彩乃・与那城 夢乃・木村 楽・小汲 大二郎・安部 将太・ 
北條 健太郎・冨田 修・川合 宏仁・山崎 信也

 奥羽大学歯学部歯科麻酔学分野

P-Fb-4 オトガイ下部に外歯瘻を発症した自閉スペクトラム症患者の 1 症例
 ○芳沢 恒祐1）・水津 美鶴1）・清河 あゆみ1）・清水 政紀1）・中岡 裕美1）・二瓶 樹1）・ 

藤田 菜津子1）・植木 泰光1）・板阪 深紀2）・若松 春菜2）・長野 孝俊3）・關田 俊介4）・ 
石津 直子5）・西村 康1）・小澤 正明1）

 1）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
 2）鶴見大学歯学部附属病院歯科衛生士部
 3）鶴見大学歯学部歯周病学講座
 4）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座
 5）横浜療育医療センター歯科
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P-Fb-5 手術室全身麻酔下で智歯抜歯を行った prune belly 症候群の 1 例
 ○長束 智晴1）・塚田 裕樹1）・宮崎 敬子2）・高橋 光1）・高久 勇一朗1）・佐藤 陽子3）・ 

坂口 由妃3）・半沢 篤4）・福田 謙一4）・市川 雄二1）

 1）東京都保健医療公社豊島病院歯科口腔外科
 2）心身障害児総合医療療育センター歯科
 3）東京都保健医療公社豊島病院看護部
 4）東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室

P-Fb-6 手術歴がある鏡-緒方症候群患児の麻酔経験
 ○坂水 愛理1，2）・矢口 絵莉香1，2）・濱口 眞輔2，3）

 1）獨協医科大学医学部口腔外科学講座
 2）獨協医科大学病院麻酔部
 3）獨協医科大学医学部麻酔科学講座

P-Fb-7 気管軟化症に対して長期気管切開の既往がある知的障害患者への気管挿管に 3D プリンターが
有効であった 1 例

 ○星野 立樹1）・小鹿 恭太郎2）・橘 継国1）

 1）東京歯科大学市川総合病院麻酔科
 2）東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科

P-Fb-8 Brachman-de Lange 症候群同胞例の歯科治療経験
 ○角田 望1）・島村 和宏1）・神庭 優衣1）・石橋 奈美1）・沼倉 哲也1）・岡 琢弓1，2）・加川 千鶴世1）

 1）奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野
 2）親と子のデンタルクリニック

P-Fb-9 トリコチオジストロフィー患者の歯科治療に対する周術期管理経験
 ○田中 裕1）・齊藤 陽子2）・弦巻 立3）・倉田 行伸3）・金丸 博子1）・瀬尾 憲司3）

 1）新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科
 2）新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野
 3）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野

症例報告：合併疾患・全身管理

P-Fc-1 全身麻酔下歯科治療を契機に Duchenne 型筋ジストロフィー保因者と判明した自閉スペクト
ラム症患者の 1 症例

 ○大嶋 瑛1）・千葉 真子1）・市川 怜那1）・石田 圭吾2，3）・瀬下 愛子1）・楠 幸代1）・若井 美佳1）・
木下 樹1）

 1）群馬県立小児医療センター歯科・障害児歯科
 2）群馬県健康福祉部保健予防課
 3）群馬県歯科口腔保健支援センター
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P-Fc-2 知的能力障害を伴う単心房単心室の患者の歯科治療経験
 ○相田 貴絵1）・楠本 康香2）・鈴木 朋1）・星合 泰治1）・有福 愛美1）・野末 杏奈1）・林 佳奈1）・ 

竹内 陽平2）・田村 昌平1）・渡邊 麻里子1）・岩淵 佑介2）・篠塚 修2）・脇田 亮3）・岩本 勉2）

 1）東京医科歯科大学歯学部附属病院スペシャルケア外来
 2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野
 3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科麻酔・生体管理学分野

P-Fc-3 上顎洞穿孔を認めた成人スチル病患者に対する外科的処置の 1 例
 ○松本 夏1）・中村 亨1）・大迫 文重2）・山本 俊郎2）・金村 成智2）

 1）医療法人徳洲会宇治徳洲会病院歯科口腔外科
 2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学

P-Fc-4 認知症患者の習慣性顎関節脱臼に対し行ったチタンミニプレートによる Buckley-Terry 法に
ついて

 ○加納 慶太1，2）・大薮 桃子1）・村山 高章1）・山本 俊郎2）・金村 成智2）・秋山 茂久3）・ 
森崎 市治郎4）

 1）宇治武田病院歯科・歯科口腔外科
 2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 4）梅花女子大学看護保健学部

P-Fc-5 ビスホスホネート製剤による口内炎が疑われた重症心身障害者の 1 例
 ○伊堂寺 良子・新寶 理子・渡邊 亮太・山西 博道
 枚方療育園枚方総合発達医療センター

P-Fc-6 エベロリムス服用の結節性硬化症患者に対する歯科治療の 1 例
 ○宮原 康太1）・古谷 千昌1）・宮崎 裕則1）・安田 陽香2）・若林 侑加2）・高島 慎介1）・林 文子1）・

尾田 有紀1）・岡田 芳幸1）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）広島大学病院診療支援部

P-Fc-7 歯科治療時の Gag reflex を契機に食道裂孔ヘルニアの発見に至った症例
 ○岡村 知彦1）・吉松 英樹1）・大下 修弘2）・田中 佑人1）・小野 圭昭1）

 1）大阪歯科大学附属病院障がい者歯科
 2）大阪歯科大学歯科麻酔学講座

P-Fc-8 Potocki-Lupski 症候群の歯科治療経験
 ○脇田 亮1）・横田 達哉2）・中島 淳1）・鈴木 朋3）・菊田 高行2）・内田 博之2）・宮川 慎二郎2）・ 

新井 曄子2）・桜井 真理2）・白井 弘三2）・戸坂 清二2）・時田 英紀2）・丸山 清孝2）・ 
小長谷 光4）・篠塚 修3）

 1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
 2）東京都八南歯科医師会休日・障害者歯科八王子市診療所
 3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
 4）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
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症例報告：口腔機能・摂食・心理発達

P-Fd-1 精神的ストレスにより口腔習癖が増悪してインプラント補綴に難渋した知的能力障害患者の 1 例
 ○久保田 智彦1）・田中 瞳1）・寳亀 幸子1）・池田 香織1）・西中 奈々1）・久保 栞1）・ 

佐々木 あやの1）・上原 みゆき2）

 1）社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園
 2）社会福祉法人若楠青葉園

P-Fd-2 脳性麻痺患者に磁性アタッチメントを利用したオーバーデンチャーを応用した 1 例
 ○尾田 友紀1）・古谷 千昌1）・宮原 康太1）・宮崎 裕則1）・高島 慎輔1）・和木田 敦子2）・ 

渡 真由子2）・溝田 結日2）・神田 拓3）・吉田 啓太4）・小田 綾5）・向井 友宏5）・須田 修二6）・ 
入舩 正浩5）・岡田 芳幸1）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）広島大学病院診療支援部歯科衛生部門
 3）広島大学病院顎口腔外科
 4）広島大学病院口腔再建外科歯科麻酔科
 5）広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門歯科麻酔学
 6）尾田歯科クリニック

P-Fd-3 終末期脳腫瘍患者に対して摂食指導を行った一例
 ○山本 昌直1）・村田 尚道1，2）・前川 享子1，3）・東 倫子1）・綾野 理加1）・劉 法相1）・野島 靖子1）・

関 愛子1）・高盛 充仁1）・森 貴幸1）・江草 正彦1）

 1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 2）医療法人社団湧泉会ひまわり歯科
 3）プライムホスピタル玉島歯科

P-Fd-4 自発性の減退がみられた自閉スペクトラム症患者に対する支援
 ○平山 若葉1）・川田 理絵1）・武居 まゆみ1）・小澤 正明2）・武藤 光央3）・篠木 麗1）・今野 歩1）・

杉山 紀子3）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
 3）横浜市歯科医師会

症例報告：口腔衛生・予防・保健指導

P-Fe-1 長期間通院している知的能力障害者の口腔衛生指導を実施した 1 例
 ○島根 恭代1）・小平 裕恵2）・桔梗 知明1）・横田 悠里3）・中嶋 智仁1）・小森 幸道1）・ 

伊奈 幹晃1）・山崎 茂1）・倉本 弘樹1）・赤尾 眞理1）・小林 和弘1）・井阪 在峰1）・田中 教順1）・
端山 智弘1）・河原 博4）

 1）公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会口腔衛生センター歯科診療所
 2）鶴見大学歯学部小児歯科学講座
 3）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
 4）鶴見大学歯学部麻酔学講座



（ 33 ）

ポスター発表

P-Fe-2 口腔ケアの早期介入を行なった在宅酸素療法患児の 1 症例
 ○岡野 恭子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）・ 

鎌田 有一朗1）・徐 完植1）・田中 味香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
 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

P-Fe-3 介助磨きの拒否が強い精神発達遅滞児に口腔衛生指導を行っている症例
 ○登尾 優樹・和氣坂 香織・吉川 詩野・田中 聡美・中村 恵子・米花 佳代子・中村 由貴子
 大阪発達総合療育センター

P-Fe-4 8p-症候群に Coffin-Lowry 症候群を合併した患者に対し長期口腔管理を行った 1 症例
 ○麻生 綾子1）・高瀬 幸子1）・高野 知子1，2）・杉山 郁子1）・望月 美穂1）・山田 千恵1）・ 

植松 里奈1）・熊坂 純雄1）・齋藤 良幸1）・池田 正一1）・
 1）神奈川歯科大学附属横浜クリニック小児・障害者歯科
 2）神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座

P-Fe-5 筋萎縮性側索硬化症患者に対してアドバンス・ケア・プランニングに基づき口腔ケアマネジメ
ントを行った 1 症例

 ○高田 和恵・瓜生 和貴・山岸 絹枝・伊藤 さと美・鈴田 弓実・松原 礼子・黒田 亜美・ 
冨田 健嗣・丹羽 忍・小川 さおり・岡部 靖子

 名古屋歯科保健医療センター

P-Fe-6 非症候群性頭蓋縫合早期癒合症患児の 1 例
 ○吉田 美香子1）・女ヶ沢 美樹2）・星野 倫範1）

 1）明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野
 2）明海大学病院歯科衛生部

P-Fe-7 化学放射線療法中の頭頚部癌患者における周術期口腔機能管理に難渋した一症例
 ○藤川 由美1）・宮垣 有希1）・寺岡 友佳1）・足立 圭司1，2）・大迫 文重1，2）・山本 俊郎1，2）・ 

金村 成智1，2）

 1）京都府立医科大学附属病院歯科
 2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学

P-Fe-8 薬物性歯肉増殖症の重度脳性麻痺患者に対し、歯肉切除術を行った一症例
 ○山上 香1，2）・紺野 有紀子1，2）・益子 恵1，2）・三田村 治郎2）・菊地 公治1，3）・山川 道代4）・ 

江面 陽子1，5）

 1）国際医療福祉リハビリテーションセンターなす療育園
 2）国際医療福祉大学クリニック健康管理センター
 3）医療法人文光会スペシャルニーズセンター
 4）国際医療福祉大学病院歯科口腔外科
 5）医療法人社団江面医院えづら歯科クリニック
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P-Fe-9 自閉症を伴う長期定期健診受診者の経過症例
 ○清水 有紀1）・文元 基宝1）・日高 孝子1）・房 人惠1）・中島 好明1）・小谷 隆久3）・大本 博樹2）

 1）文元歯科医院
 2）大阪歯科大学附属病院障害者歯科
 3）こたに歯科医院

P-Fe-10 生活習慣指導により口腔衛生状態が改善した知的障害者の一症例
 ○福富 もか1）・宮本 晴美1）・新倉 悠里1）・赤坂 徹2）・西山 和彦2）・高満 幸宜2）・出井 鮎美2）・

三國 文2）・田邊 千晶3）・村井 朋代2，4）・小松 知子2）・森本 佳成5）

 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）ピース歯科
 4）梅花女子大学口腔保健学科
 5）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座

P-Fe-11 行動変容を用いて口腔管理を行った Jacobsen 症候群患者の 1 症例
 ○田中 味香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）・ 

鎌田 有一朗1）・徐 完植1）・岡野 恭子1）・児玉 真理1，2）・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
 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

P-Fe-12 肥満体型の知的能力障がい者（自閉傾向）へシュガーコントロールを指導した 1 例
 ○池田 千絵1）・首藤 亜紀子1）・小國 望1）・菊地 幸信1）・永村 宗護1）・高橋 恭彦1）・ 

松川 純子1）・橋本 富美1）・阿部 佳子2）・河原 博2）・茂木 信道1）・片山 正昭1）

 1）公益財団法人藤沢市歯科医師会
 2）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座

症例報告：地域医療・生活支援

P-Ff-1 筋萎縮性側索硬化症の患者に対する 15 年間の口腔管理について
 ○岡 雅子1，2）・上田 智恵子1）・山東 理沙1）・湯崎 敬子1）・竹岡 高志1）・小畑 文也1）

 1）医療法人ウェルネス小畑歯科医院
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

P-Ff-2 対応困難な自閉症患者に対して行った地域連携による継続的口腔管理について―二次医療機関
としての役割を考える―

 ○阿部 孝枝1，3）・佐藤（松山） 順子1，3）・井上 麗奈1，3）・赤柴 絵美1，3）・土屋 信人2）・上路 敬一3）・
松井 大介3）

 1）新潟市口腔保健福祉センター
 2）デンタルクリニックツチヤ
 3）一般社団法人新潟市歯科医師会
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P-Ff-3 長期口腔内管理を行った Rett 症候群患者の一例
 ○松本 光治郎1）・三好 俊子1）・小西 久美子1）・片山 みゆき1）・田窪 里香1）・井出 三輪子1）・ 

三好 規子1，4）・二宮 まり子1）・山本 加代1）・花澤 郁恵3）・樋口 仁3）・西岡 信治1，2）・ 
是澤 恵三1，2）

 1）愛媛県歯科医師会・愛媛県口腔保健センター
 2）愛媛県歯科医師会
 3）岡山大学病院歯科麻酔科
 4）順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座

P-Ff-4 CAD/CAM 技術を応用して製作した複製義歯により早期に義歯を製作した症例
 ○新井 是英・田中 佑人・小野 圭昭
 大阪歯科大学附属病院障がい者歯科

P-Ff-5 自閉スペクトラム症男児の偏食改善に関わった 1 例
 ○飛嶋 かおり・太田 那奈・藤田 紀江・山本 知由・加納 欣徳
 あいち小児保健医療総合センター歯科口腔外科

P-Ff-6 訪問診療下における医療的ケア児の継続的口腔管理経験
 ○外園 智唯1）・濱 文奈1）・岩渕 晴美1）・瀧澤 英子1）・井原 和恵1）・金栗 勝仁2）・福田 喜則2）・

竹内 陽平2）・古川 隆彦2）・田村 朗2）・清水畑 倫子2）・岡本 和久2）・中島 信2）

 1）江戸川区口腔保健センター
 2）公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

症例報告：その他

P-Fg-1 長期口腔管理を行った Cornelia de Lange 症候群の一例
 ○嘉部 曉1）・石川 裕子2）・安田 一成1）・中村 美紀1）・原 哲夫1）・鐘ヶ江 稔1）・風間 敏禎1）・ 

芳賀 定3）・嘉手納 未季4）・船津 敬弘5）・板垣 孝軌1）・吉田 敏英1）

 1）公益社団法人東京都目黒区歯科医師会
 2）八雲あいアイ館歯科診療所
 3）芳賀デンタルクリニック湘南
 4）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門
 5）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座

P-Fg-2 de Lange 症候群の歯科治療経験
 ○林 佳奈1）・楠本 康香2）・鈴木 朋1）・星合 泰治1）・有福 愛美1）・野末 杏奈1）・相田 貴恵1）・ 

木下 陽介1）・渡邊 麻里子1）・岩淵 佑介2）・篠塚 修2）・脇田 亮3）・岩本 勉2）

 1）東京医科歯科大学歯学部附属病院スペシャルケア外来
 2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野
 3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野

P-Fg-3 近歯科で抜歯をしたものの原因が急性心筋梗塞による非歯原性歯痛で緊急カテーテル治療を
行った症例

 ○佐伯 英里子・田村 仁孝・南 暢真・布谷 陽子・田中 亮太朗・藤 喜久雄
 医療法人協仁会小松病院歯科口腔外科
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P-Fg-4 反芻癖とブラキシズムを有する Down 症候群患者の咬合再構成
 ○富永 孝志1）・田上 直美1）・鮎瀬 てるみ1）・切石 健輔1）・米山 香織1）・眞方 信明2）・ 

川崎 華子2）・釜崎 陽子3）・長田 豊3）・鮎瀬 卓郎2）

 1）長崎大学病院特殊歯科総合治療部
 2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野
 3）長崎県口腔保健センター

P-Fg-5 Apert 症候群の周術期口腔衛生管理を行った 1 例
 ○横山 恭子・成瀬 正啓
 神奈川県立こども医療センター

P-Fg-6 自閉症スペクトラム障害児に継続的な口腔衛生管理を行った一例
 ○橋本 富美・平野 昌保・間宮 秀樹・鈴木 聡行・高橋 恭彦・野村 勝則・渡邊 奈美子・ 

榎本 雅宏・岡田 実緒・安部 圭祐・松川 純子・池田 千絵・児玉 綾子・片山 正昭
 公益社団法人藤沢市歯科医師会

P-Fg-7 歯周組織再生剤を用いた歯周組織外科手術によって抜歯が回避できた自閉スペクトラム症の 1 例
 ○田中 陽子・矢口 学・野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-Fg-8 咬舌を伴うチック障害の一例
 ○下田 麻央・村上 旬平・笠川 あや・中島 好明・阪本 敬・深澤 映美・岡本 由莉・秋山 茂久
 大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

口腔機能・摂食嚥下リハビリテーション

P-G-1 触覚過敏の脱感作法に関する日本障害者歯科学会会員の現状について
 ○田村 文誉1）・加藤 篤2）・猪狩 和子3）・石黒 光4）・江草 正彦5）・尾崎 由衛6）・玄 景華7）・ 

小坂 美樹8）・後藤 申江9）・高井 理人10）・野本 たかと11）・弘中 祥司12）・町田 麗子13）・ 
山田 裕之1）

 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）愛知県療育医療総合センター
 3）東北大学病院障害者歯科治療部
 4）一般社団法人全国重症児デイサービスネットワークひろがり
 5）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 6）医療法人丸尾歯科歯科医院丸尾崎
 7）朝日大学歯学部障害者歯科
 8）東京小児療育病院
 9）宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科
 10）医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ
 11）日本大学松戸歯学部障害者歯科
 12）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
 13）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
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P-G-2 脳性麻痺患者に対し側頭筋筋活動測定装置を用いた睡眠時ブラキシズムの定量解析を行った 1
例

 ○大植 香菜1）・尾田 友紀2）・古谷 千晶2）・高橋 珠世1）・好中 大雅1）・向井 明里3）・今戸 瑛二3）・
向井 友宏1）・小田 綾1）・菊池 友香1）・河内 貴弘3）・吉田 充広1）・岡田 芳幸2）・入舩 正浩3）

 1）広島大学病院歯科麻酔科
 2）広島大学病院障害者歯科
 3）広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学講座

P-G-3 高次脳機能に対する舌運動の効果―fMRI による解析―
 ○小松 知子1）・大塚 剛郎2）・谷口 紀江3）・松澤 直子1）・重藤 良太4）・近藤 達郎5）・石田 瞭6）・

長谷 徹7）・森本 佳成8）・李 昌一9）

 1）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座障害者歯科
 2）神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座歯科矯正学分野
 3）神奈川歯科大学大学院顎顔面病態診断治療学講座
 4）医療法人歯科重藤
 5）みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家
 6）東京歯科大学口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室
 7）神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科
 8）神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座
 9）神奈川歯科大学横須賀・湘南地域災害医療歯科学研究センター酸化ストレス／ESR 研究室

P-G-4 某口腔保健センターにおける摂食外来開設 5 年の実態調査
 ○横田 祐司1）・猪俣 英理2）・上田 豊1）・石渡 利幸1）・船田 淳子1）・毛利 徹1）・前田 亮1）・ 

鈴木 淳子1）・市川 敬一1）・古庄 研策1）・梅津 糸由子3）・新見 嘉邦3）・遠藤 眞美2）・ 
野本 たかと2）・湊 耕一1）

 1）公益社団法人東京都足立区歯科医師会
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 3）日本歯科大学附属病院小児歯科

P-G-5 発達障害児の口腔機能に関する質問票の有用性の検討
 ○高橋 摩理・内海 明美・石崎 晶子・冨田 かをり・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

P-G-6 特別支援学校の給食指導における地域格差是正を目的とした Web ページの作成
 ○猪俣 英理・遠藤 眞美・地主 知世・野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-G-7 高解像度マノメトリーを用いた咬合状態が違う脳性麻痺者の嚥下動態の検討
 ○太田 恵未・棚橋 幹基・安田 順一・玄 景華
 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

P-G-8 健常高齢者における舌圧と頭部前方位との関連性
 ○玉井 斗萌・原 豪志・並木 千鶴・中川 量晴・中根 綾子・吉見 佳那子・戸原 玄
 東京医科歯科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
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P-G-9 高齢者における喉頭位と嚥下機能の関連―手指による簡易的嚥下スクリーニングの考案―
 ○田村 瞬至・蓜島 弘之・望月 慎恭・冨士 岳志・朝比奈 伯明・山上 裕介・朝比奈 滉直・ 

村上 康彦・中川 直子・大崎 麻末・山口 裕加
 松本歯科大学地域連携歯科学講座

P-G-10 18 トリソミーに対する摂食指導と摂食機能発達の検討
 ○元開 早絵1）・町田 麗子1）・児玉 実穂1）・礒田 友子2）・高橋 賢晃1）・田村 文誉2）

 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

P-G-11 オリエンテーションにおける新入職員への摂食指導
 ○上村 裕子1）・加藤 直子1）・井上 吉登2）・宮城 敦3）

 1）みなと舎ライフゆう
 2） 神奈川歯科大学口腔統合医療学講座小児歯科学分野
 3）神奈川歯科大学

口腔衛生・予防・保健指導

P-H-1 親子通園事業所における保健指導の実態調査
 ○新垣 花絵・砂川 恵・松本 早世・宮城 愛美・上原 由和・知念 すみれ・大山 こずえ・ 

仲島 瑠菜・赤嶺 あきな・小禄 克子・水野 和子・真境名 勉
 沖縄県歯科医師会沖縄県口腔保健医療センター

P-H-2 視覚障害児・者の口腔健康教育に使用できる歯列模型の実用化推進
 ○小八木 圭以子1）・村上 旬平2）・頭山 高子3）・大西 愛3）・森崎 市治郎2，4）

 1）大阪大学歯学部附属歯科技工士学校
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 3）大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科
 4）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科

P-H-3 重症心身障害児（者）における濃厚流動食摂取における歯科的リスクの検討
 ○田中 恵1）・永坂 梨奈1）・鴨狩 たまき1）・森田 麻希 1，2）・横山 善弘1）・加藤 篤1）・渋谷 恭之2）

 1）愛知県医療療育総合センター中央病院
 2）名古屋市立大学病院歯科口腔外科

P-H-4 DNAR 指示 ARDS 患者で鼻口用メインストリーム方式によるカプノグラフ測定が有用であっ
た 1 例

 ○鈴木 史人1）・大野 由夏2）・高木 沙央理2）・小長谷 光2）

 1）国立病院機構あきた病院歯科麻酔・障害者歯科
 2）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野

P-H-5 回復期脳卒中患者の口腔状態と栄養状態および ADL 帰結との関連性
 ○平塚 正雄・二宮 静香・山口 喜一郎・原田 真澄
 医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科
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P-H-6 重症心身障害者における口腔アセスメントシート Oral Health Assessment Tool 日本語版
（OHAT-J）の作成と信頼性の検討

 ○原 徳美
 国立病院機構西別府病院歯科

P-H-7 当院で使用している患者説明用文書について
 ○北 ふみ・植村 あゆみ
 そらまめ歯科

P-H-8 障害者歯科診療における環境設定のための嗅いとストレスの関連調査
 ○和田 真実1）・関根 伸一 1，2）・ 笠川 あや1）・財間 達也1）・藤川 順司1）・下田 麻央1）・ 

赤松 由佳子1）・佐伯 直哉1）・村上 旬平1）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）大手前短期大学歯科衛生学科

P-H-9 障害者施設に勤務する施設職員への環境臭調査
 ○笠川 あや1）・関根 伸一 1，2）・ 和田 真実1）・財間 達也1）・藤川 順司1）・安藤 早礎1）・ 

赤松 由佳子1）・佐伯 直哉1）・下田 麻央1）・村上 旬平1）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）大手前短期大学歯科衛生学科

地域医療（1）

P-Ia-1 当センターにおける後方連携の取り組み
 ○上村 美月1）・大野 伸子1）・武居 まゆみ1）・根本 ちさと1）・清水 政紀2）・加藤 一宏2）・ 

吉田 直人2）・水野 貴誠1）・三浦 誠1）・杉山 紀子2）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）横浜市歯科医師会

P-Ia-2 当科における全身麻酔下での障害者歯科治療の現状と課題―第二報―
 ○服部 政義1）・吉川 浩郎1，2）

 1）島根大学医学部附属病院歯科口腔外科
 2）吉川歯科クリニック

P-Ia-3 当センターにおける医療安全管理―インシデント事例の検証―
 ○遠矢 東誠1）・齋藤 浩一1）・宮本 美紀子1）・早石 典子1）・山下 治人1）・伊藤 祐一郎1）・ 

中村 克宏1）・坂野 正仁1）・多田 伸一郎1）・水島 秀元1）・大野屋 雅寛1）・梅田 健吾1）・ 
岩佐 昌典1）・佐野 和生1，2）・山本 有一郎1）

 1）福井口腔保健センター
 2）福井県在宅口腔ケア応援センター
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P-Ia-4 一般開業医での衣服の着脱が可能な自閉スペクトラム症児への歯科治療時の抑制に関する意識
調査（第二報）

 ○横田 誠 1，2）・小笠原 正2）・大藪 まどか1）・岡本 彩女1）・岡田 雛子1）・広浜 さつき1）・ 
小國 晶子1）

 1）横田歯科医院
 2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

P-Ia-5 障害者施設における高齢化の調査報告
 ○内田 敦・坂口 豊・鈴木 真子・相田 剛・堀角 達朗・青木 洋大・宗田 友紀子・朝蔭 綾子・

吉澤 健太郎・荒木 誠
 千葉県歯科医師会

P-Ia-6 開業歯科医院における開院から 3 年間のスペシャルニーズ対応を必要とした患者の受診状況
 ○三木 武寛
 みき歯科三越通りクリニック

P-Ia-7 障害者歯科体験後における歯科医療従事者の意識調査
 ○井上 雅貴1）・今村 恭也1）・山本 浩貴1）・藤田 尚臣1）・小笠原 正2）・鈴木 香保利2）

 1）西尾市障害者歯科診療所
 2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

P-Ia-8 市内初の入所型障害者支援施設における歯科的需要と歯科医師会の取り組み
 ○加島 正浩・辰野 隆・蒲池 史郎・鈴木 健太郎
 公益社団法人東京都武蔵野市歯科医師会

地域医療（2）

P-Ib-1 地域障害者歯科診療所の歯科診療における感染予防の取り組みについて
 ○岩崎 槙1）・花岡 新八1）・小木曽 周1）・土田 和彦1）・大崎 住江1）・野本 麻里子1）・ 

大槻 祐子1）・久保寺 友子1）・向井 美惠2）・池田 正一3）

 1）一般社団法人東京都中野区歯科医師会スマイル歯科診療所
 2）ムカイ口腔機能研究所
 3）神奈川歯科大学総合歯科学講座

P-Ib-2 当地区歯科医師会会員の障害者歯科に関する意識調査および某歯科診療所への協力状況 
―2007 年度と 2019 年度との比較―

 ○丹野 理枝1）・田中 純子3）・村田 志乃1，2）・山下 徹2）・篠原 一也2）・木下 滋彦2）・ 
坂本 眞理子2）・高橋 佳子2）・村井 智子1）・石井 裕子1）・重枝 昭広3）・山口 さやか3）・ 
関野 仁3）・壱岐 千尋3）・長田 博史2）

 1）渋谷区口腔保健支援センタープラザ歯科診療所
 2）公益社団法人渋谷区歯科医師会
 3）東京都立心身障害者口腔保健センター
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P-Ib-3 A 歯科診療所開設までの道のり
 ○春木 隆伸1，2）・三木 直樹1，2）・ 佐藤 太一1，2）・ 小河 宏行1，2）・藤波 徹1，2）・神坂 学1，2）・ 

田中 秀幸1，2）・向井 千久1，2）・橋井 公三郎1，2）・長江 麻帆2）・村上 旬平1，3）・覚道 知樹2）・ 
山根 尚弥1，3）・加藤 裕彦1，4）

 1）あかしユニバーサル歯科診療所
 2）（一社）明石市歯科医師会
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科診療部
 4）大阪歯科大学歯学部歯科麻酔学講座

P-Ib-4 摂食時に動画の視聴を必要とした精神運動発達遅滞を有する小児摂食の嚥下支援の一例
 ○谷口 聡子1）・久保田 一見1，2）・松川 綾子1）・南 菜穂子1）・松風 雅子1）・金山 奈央子1）・ 

服部 清1）

 1）静岡市障害者歯科保健センター
 2）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

P-Ib-5 特別支援教育に携わる教員の摂食機能に関する知識や給食指導に対する意識調査
 ○遠藤 眞美・地主 知世・猪俣 英理・根岸 浩二・岡田 多輝子・三枝 優子・村上 芽梨・ 

野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-Ib-6 三重県内障害児（者）入所施設での歯科に関する実態把握調査の結果について
 ○武山 一1）・齋藤 弘1）・岩崎 均1）・山根 典子1）・笠井 悠未1）・村田 賢司1）・加藤 千明1）・ 

中村 友亮1）・大杉 和司2）

 1）公益社団法人三重県歯科医師会障害者歯科センター
 2）公益社団法人三重県歯科医師会

P-Ib-7 障がい児への予防歯科事業
 ○日高 孝子1，2）・文元 基宝1，2）・清水 有紀1，2）・房 人惠1，2）・中島 好明1，2）・小谷 隆久1）・森岡 敦1）

 1）NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ
 2）文元歯科医院

P-Ib-8 障がい児の予防歯科の取り組み―コミュニケーションツール作成―
 ○房 人惠1，2）・文元 基宝1，2）・日高 孝子1，2）・清水 有紀1，2）・中島 好明1）・小谷 隆久1）・森岡 敦1）

 1）NPO 法人関西ウェルビーイングクラブ
 2）文元歯科医院

P-Ib-9 障害者施設を対象とした口腔ケア実地研修事業について
 ○石黒 千代栄1）・山田 亮子1）・土屋 信人2）・楯 泰昌2）・豊里 晃2）・松井 宏2）・五十嵐 友樹2）・

木戸 寿明2）

 1）新潟県歯科医師会障害者歯科センター
 2）新潟県歯科医師会
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P-Ib-10 当会施設訪問関連事業における取り組みについて　第 3 報　継続治療のためのコミュニケー
ションツール活用について

 ○松川 純子・奥富 紀子・岩澤 洋子・橋本 富美・児玉 綾子・池田 千絵・高野 薫・ 
似鳥 純子・小野寺 純子・高橋 恭子・岩田 早苗・高橋 恭彦・山本 夏彦・渡辺 真人・ 
片山 正昭

 藤沢市歯科医師会

学生教育・その他

P-J-1 高校生への「歯科衛生士」職種紹介事業への取り組み―職業人講話「一粒の種まき」事業を通
しての福祉歯科医療の紹介―

 ○飯田 景子1）・住田 まさ子1）・朝比奈 義明2）・本多 豊彦1）

 1）本多ファミリー歯科
 2）あさひな歯科

P-J-2 歯科衛生士学生に対する障害者歯科臨床実習前後の意識調査
 ○一尾 智郁1）・松岡 陽子1）・毛利 志乃1）・筑田 純子1）・太田 康子1）・南川 亜紀1）・ 

春日 美智子1）・川合 祐衣1）・大久保 久美子1）・田中 玲子1）・柘植 信哉1，2）・片山 博道1，2）・ 
鈴木 聡1，3）・芝田 憲治2）

 1）四日市市歯科医療センター
 2）四日市歯科医師会
 3）愛知学院大学歯学部口腔先天異常学教室

P-J-3 障害者歯科実習における歯科衛生士学生の意識調査―不安要因についての検討―
 ○山地 知子・水田 朋子・石塚 あかね・島崎 涼佳・久保 英範・永尾 康・三浦 雅明
 埼玉県総合リハビリテーションセンター歯科診療部

P-J-4 障害者歯科従事者に対する障害者に関わる教育や経験についてのアンケート
 ○鬼頭 昭吉1）・村上 旬平1）・米倉 裕希子2）・稲原 美苗3）・新家 一輝4）・高橋 綾5）・竹中 菜苗6）・

藤代 千晶1）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）関西福祉大学教育学部
 3）神戸大学人間発達環境学研究科
 4）名古屋大学医学系研究科
 5）大阪大学 CO デザインセンター
 6）大阪大学キャンパスライフ健康支援センター

P-J-5 当センターにおける障害者歯科医療の現状と展望（第一報）―17 年間の地域協力医研修会の変
遷から―

 ○真喜屋 睦子1）・石川 末子1）・垣花 賢1）・木村 智弘1）・米須 敦子1）・湖城 秀久1）・友寄 清喜1）・
松島 一夫1）・松川 隆也1）・中根 のぞみ2）・伊波 徹3）・波平 真樹4）・新谷 晃代1）・真境名 勉1）

 1）沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター
 2）のぞみ歯科クリニック
 3）伊波歯科医院
 4）下地中央歯科医院
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P-J-6 某歯科医師会における障害者歯科診療トレーニング・セミナーへの取り組み　Part 7
 ○江草 正彦1，2）・下野 賢吾1，5）・森 貴幸1）・野島 靖子1）・山本 昌直2）・森 慎吾2）・上村 勝人2）・

玉川 秀樹2）・福岡 隆治2）・船曵 洋司2）・西木戸 博史2）・小見山 信2）・伊藤 政之3）・ 
柴田 恵子4）・戸田 貴美子4）

 1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 2）一般社団法人倉敷歯科医師会
 3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 4）一般社団法人岡山県歯科衛生士会
 5）土屋歯科医院

生活支援

P-K-1 軽度知的能力障害を伴う脳梗塞後遺症患者に対し歯科衛生士による居宅療養管理指導を通じて
生活支援を行った症例

 ○加藤 真莉1）・飯島 裕之1，2）・福井 智子1）・河村 木里子1）・中山 裕子1）

 1）杉並区歯科保健医療センター
 2）一般社団法人東京都杉並区歯科医師会

P-K-2 歯科治療前後の認知症患者の介護負担度について
 ○田中 佑人・吉松 英樹・岩山 和史・小野 圭昭
 大阪歯科大学附属病院障がい者歯科

P-K-3 障害者歯科における学際的チームによる親支援の実践
 ○村上 旬平1）・米倉 裕希子2）・高橋 綾3）・稲原 美苗4）・新家 一輝5）・竹中 菜苗6）・森崎 志麻1）・

鬼頭 昭吉1）・藤代 千晶1）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）関西福祉大学教育学部
 3）大阪大学 CO デザインセンター
 4）神戸大学大学院人間科学研究科
 5）名古屋大学大学院医学系研究科
 6）大阪大学キャンパスライフ健康支援センター

P-K-4 障害者歯科から家族支援を考える
 ○水野 和子・長嶺 和希・寺元 平・砂川 英樹・勝連 義之・真喜屋 睦子・上地 智博・ 

長嶺 忍・喜屋武 望・真境名 勉
 沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター

P-K-5 大災害時の歯科保健医療に関する障害者団体の意識調査
 ○服部 清・河瀬 聡一朗・秋山 茂久・足立 了平・猪狩 和子・久保山 裕子・大黒 英貴・ 

中久木 康一・宮下 直也
 一般社団法人日本障害者歯科学会災害対策委員会
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COVID-19

P-L-1 当センターにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の院内感染防止対策
 ○藤崎 史帆1）・道満 朝美1）・荻田 雄紀1）・成清 綾1）・柴田 真生1）・西村 ななみ1）・杉村 智行1）・

安井 仁司1）・秋山 茂久1，2）

 1）神戸市立こうべ市歯科センター
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

P-L-2 新型コロナウィルス感染症拡大に伴い障がい児に対して D to P with D（Doctor to Patient 
with Doctor）を行った一例

 ○佐藤 志穂1）・田村 文誉1，2）・五十嵐 公美1，2）・菊谷 武1，2，3）

 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）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
 3）日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学

P-L-3 COVID-19 に対する当診療所の対策
 ○三宅 宏之1）・鈴木 徹1）・木村 文洋1）・山本 寿則1）・前川 理人1）・阿部 恵理1）・齋藤 菜緒1）・

木村 一美1）・新田 理恵1）・畑山 まり子1）・河瀬 瑞穂2）・河瀬 聡一朗1）

 1）石巻歯科医師会石巻障がい児・者歯科診療所
 2）いしのまき訪問歯科クリニック

P-L-4 ウィズコロナ時代に向けてのオンライン診療導入への取り組み
 ○樋山 めぐみ・沖原 朱美・中本 陽子・船木 泰佑・風呂 沙由里・嶋田 光矩・高橋 優太朗・

久保 尚也・前川 友紀・西中村 亮・村田 尚道・岡本 佳明
 医療法人社団湧泉会ひまわり歯科

P-L-5 COVID-19 感染拡大に伴い小児在宅診療患者に対して実施したオンラインによる小児摂食指導
 ○町田 麗子1）・古屋 裕康2）・高橋 賢晃1）・児玉 実穂1）・元開 早絵1）・永島 圭悟2，3）・ 

塩原 裕一朗1）・田村 文誉2）・菊谷 武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

P-L-6 COVID-19 の感染予防を目的とした訪問診療中断が高齢者施設入所中の患者に与える影響
 ○仲澤 裕次郎1，2）・西澤 加代子1，2）・冨岡 孝成1，2）・駒形 悠佳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

P-L-7 COVID-19 感染拡大下における小児在宅歯科医療の課題
 ○田村 文誉1，2）

 1）小児在宅歯科医療研究会
 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


