第 27 回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム

１１月 9 日（土）
9:00～11:00

会場

講

地下 1 階メインホール

ハンズオンセミナー（事前登録制；参加費が別途必要）

師

菅

武雄（鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座）

飯田良平（鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座）
「摂食・嚥下機能のメカニズムから機能評価まで（基礎編）」
（会場は 3 階第 2 会議室です）
11:00～11:05

開会の辞

大会長

小川

11:05～11:10

理事長挨拶

理事長

覚道健治

11:10～12:10

基調講演

座長

小川

匠

匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

「リハビリテーション歯科医学のこれまでとこれから」
森戸光彦（日本老年歯科医学会 理事長）
12:15～13:15

評議員会（3 階第 2 会議室）

13:15～14:00

総

会

14:00～14:15

休

憩

14:15～15:15

特別講演

座長

飯田良平（鶴見大学歯学部高齢者歯科学講座）

「神経筋疾患と摂食嚥下・口腔リハビリテーション」
野﨑園子（兵庫医療大学リハビリテーション学部・大学院医療科学研究科 教授）
＊本特別講演は，認定研修セミナーを兼ねて開催いたします（認定医ならびに認定
歯科衛生士資格の更新に必要な単位として 10 単位を取得できます）．
15:15～15:30
15:30～17:00

休

憩

シンポジウム①

「リハビリテーションとしての口腔ケア」
座長・シンポジスト：松尾浩一郎（藤田保健衛生大学 医学部歯科 教授）
シンポジスト：吉田

剛（高崎健康福祉大学 保健医療学部 理学療法学科 教授）

シンポジスト：佐藤由紀子（フリーランス歯科衛生士，愛歯科原田診療所）
17:30～19:00

懇親会（1 階センタープラザ）

１１月 10 日（日）
9:00〜9:27
座長

会場

地下 1 階メインホール

一般演題

田村文誉（日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック）

演題 1

介護老人保健施設における長期入所者の摂食・嚥下機能についての実態調査報告
1
特定医療法人社団若林会 介護老人保健施設 湘南わかば苑 言語聴覚室
2
鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座
○鈴木絵美 1，菅 武雄 2

演題 2

口腔ケアと連携
泉大津市歯科医師会
○小西康三

演題 3

高齢者の歯牙欠損状況と補綴物の種類，また彼らが歯科医師に求めているもの
－123 名のアンケート結果から推察されること－
千葉市 開業
○荻原 力

9:28〜10:04
座長

一般演題

田中順子（大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座）

演題 4

Immediate side shit の存在と，ear bow transfer に伴う誤差が影響する歯冠修復物
合着時の咬合干渉
和歌山市 内藤歯科
○内藤一成

演題 5

歯列模型の ABC コンタクトに関する咬合接触再現性 －咬合印象法と通法の比較－
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座
○林 亜紀子，覺道昌樹，藤井隆晶，向井憲夫，田中順子，田中昌博

演題 6

チタン QCM センサを利用したナノシート構造の解析
1
大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座，2 歯周病学講座，3 歯科保存学講座，
4
有歯補綴咬合学講座
○小正 聡 1，田口洋一郎 2，西田尚敬 3，邢 鶴琳 1，藤野智子 4，楠本哲次 4，
西崎 宏 1，田中昌博 4，岡崎定司 1

演題 7

口腔内ケアと磁性アタッチメントを使用した下顎インプラントオーバーデン
チャーの一症例
大分市開業 岸本歯科
○岸本満雄

１１月 10 日（日）

会場

10:04〜10:20

休

10:20〜10:56

一般演題

座長

地下 1 階メインホール

憩

重田優子（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

演題 8

回復期リハビリテーション病棟患者における MASA（The Mann Assessment of
Swallowing Ability）による摂食・嚥下機能評価の検討
1
社会医療法人 若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院
2
医療法人 高田歯科医院
○貴島真佐子１，今井美季子１，糸田昌隆１，高田秀秋２

演題 9

摂食・咀嚼・嚥下の一連動作における生体情報記録・解析
1
徳島大学病院歯科, 2 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部咬合管理
学分野
○田島登誉子１，重本修伺２，松香芳三２

演題 10

超音波診断装置を用いた可撤性部分床義歯装着後の経時的咀嚼時舌運動観察の
症例
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座
○覺道昌樹，藤野智子，向井憲夫，田中順子，田中昌博

演題 11

超高齢化社会の義歯のニーズを再考する ～訪問歯科診療の視点から～
¹医療法人明貴会 三条山口歯科医院，²大阪歯科大学 口腔外科学第二講座
○山下順司¹，山口貴史¹，覚道健治²

10:57〜11:23 一般演題
座長

水口

一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔機能制御学分野）

演題 12

転倒により骨折した認知症高齢者のリハビリテーション効果に補綴的介入が及
ぼす影響
¹大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座，
²社会医療法人 若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院
○田中睦都 1，糸田昌隆 2，貴島真佐子 2，田中順子 1，田中昌博 1

演題 13

血液透析患者の口腔乾燥改善に口腔機能訓練は有効か
1
社会医療法人川島会川島病院 歯科衛生室，2 徳島大学大学院ヘルスバイオサイ
エンス研究部口腔保健学講座口腔機能福祉学分野 ，３社会医療法人川島会川島病院
歯科口腔外科

○前田さおり 1,2，松山美和 2，板東高志３
１１月 10 日（日）
演題 14

会場

地下 1 階メインホール

入院中の要介護高齢者の残存歯数，栄養状態，日常生活動作が生命予後に及
ぼす影響
1
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 インプラント再生補綴学分野，
2
医療法人 紀典会 北川病院 歯科
○藤原 彩 1，上原淳二 2，水口 一 1，水口真実 1，大野 彩 1，縄稚久美子 1，
前川賢治 1，窪木拓男 1

11:24〜12:00 一般演題
座長

松山美和（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 口腔機能福祉学分野）

演題 15

演題 16

実験的口蓋床が音質評価に及ぼす影響
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野
○阿座上遼子，山村 理，浦田裕介，小川雅之，藤原

周

若年層における音声認識とオーラルディアドコキネシスとの関連
大阪歯科大学 総合診療・診断科
〇辰巳浩隆，小出 武，松本晃一，米谷裕之，辻 一起子，米田
大西明雄，樋口恭子

護，

演題 17

音声入力を用いた口腔診査記録の試み-乳歯列や混合歯列の入力時間の短縮1
大阪歯科大学 総合診療・診断科
2
関西医科大学
○米谷裕之 1 ，有田清三郎 2 ，小出 武 1 ，松本晃一 1 ，辻 一起子 1 ，
辰巳浩隆 1 ，米田 護 1 ，大西明雄 1 ，樋口恭子 1

演題 18

スプリント治療により，咬合改善がみられた片側性顎関節リウマチの 1 例
1

大阪歯科大学口腔外科学第二講座
京都府立医科大学 歯科
3
大阪市立大学医学部付属病院 内分泌・骨・リウマチ内科
4
大阪歯科大学歯科放射線学講座
○森 悠衣 1,2，岩崎春美 1，後藤仁志 3，後藤基宏 1，窪 寛仁 1，覚道健治 1，
秋山広徳 4，四井資隆 4，清水谷公成 4

2

12:10〜13:10
講

師

ランチョンセミナー（協賛：株式会社 松風）
重本修伺（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 咬合管理学分野）

「摂食・咀嚼・嚥下の客観的機能評価法の確立を目指して」
（会場は 2 階サブホールです）

１１月 10 日（日）
13:15～14:15
座長

会場

地下 1 階メインホール

教育講演
松香芳三（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部咬合管理学分野）

「嚥下機能が低下した高齢者の栄養管理 」
栢下 淳（県立広島大学人間文化学部健康科学科
14:15〜14:20
14:20～15：20

休

教授）

憩

シンポジウム②

「顎骨欠損における補綴療法，外科療法について」
座長：

中村善治（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座 准教授）

シンポジスト： 濱田良樹（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 教授）
佐藤洋平（鶴見大学歯学部有床義歯学講座 講師）
15:20〜15:30
15:30～17：00

休

憩

シンポジウム③

「口腔リハビリテーションはどこまできているか」
座長・シンポジスト：平野浩彦（東京都健康長寿医療センター研究所 専門副部長）
シンポジスト：稲本陽子（藤田保健衛生大学医療科学部 リハビリテーション学科 講師 ）
シンポジスト：澤島果林（医療法人社団 日心会総合病院 一心病院 リハビリ科）
17:00〜

閉会の辞

実行委員長

菅

武雄

