
プログラム 

 

11 月 10 日（土）10:00～12:00              会場：５F 504 会議室 

 

 

10:00～12:00 

認定医研修セミナー（事前登録制：参加費が別途必要） 

        座長：紺井拡隆先生（大阪歯科大学附属病院 臨床研修教育科） 

 

「最新！周術期の口腔ケア・オーラルマネジメント」  

講師：岸本裕充先生（兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 教授） 

 

 

 

11 月 10 日（土）13:00～ 18:00                           会場：２F 芸術劇場 

 

 

13:00～13:30 

会員総会 

 

 

13:30～13:45 

開会の辞    大会長：前田照太先生 

 

 

13:50～14:30               

一般口演１ 

        座長：村上賢一郎先生（赤穂市民病院 歯科口腔外科） 

 

 

演題１ 

QCMセンサを利用した義歯洗浄剤の洗浄効果の検討 

〇田代悠一郎 1，三宅晃子 2，松本卓巳 1，小正 聡 1，吉峰茂樹 1，小正 裕 2，岡崎定司 1 

1大阪歯科大学 欠損歯列補綴咬合学講座 

2大阪歯科大学 医療保健学部 口腔工学科 

 

 



演題２ 

新潟大学医歯学総合病院味覚外来の臨床統計 

○船山さおり１，伊藤加代子１，井上 誠１、２ 

１新潟大学医歯学総合病院 口腔リハビリテーション科 

２新潟大学医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野 

 

演題３ 

昭和大学歯科病院口腔リハビリテーション科における平成 29年度の患者集計 

〇高橋浩二，伊原良明，野末真司 

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 

 

演題４ 

地域在住高齢者における口腔機能低下症の割合の実態調査 

○鬼頭紀恵 1，松尾浩一郎 1，貴島真佐子 2，糸田昌隆 3 

１藤田医科大学医学部 歯科・口腔外科学講座 

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 

３大阪歯科大学 医療保健学部 口腔保健学科 

 

 

14:35～15:15 

一般口演２ 

        座長：松香芳三先生（徳島大学大学院医歯薬学研究部 顎機能咬合再建学分野） 

 

 

演題５ 

義歯床用レジンに含まれたチタンアパタイトの抗菌効果 

○佐藤 航 1，吉田康夫 2，小正 聡 1，長谷川義明 2，岡崎定司 1 

1大阪歯科大学 欠損歯列補綴咬合学講座 

2愛知学院大学歯学部 微生物学講座 

 

演題６ 

舌の挙上訓練と舌圧の関連について 

○上村優介 1，楠 尊行 2，奥野健太郎 2，川本章代 2，髙橋一也 2 

1大阪歯科大学大学院歯学研究科 高齢者歯科学専攻 

2大阪歯科大学 高齢者歯科学講座 

 

 

 



演題７ 

アルカリ処理したナノジルコニアとナノ構造析出純チタン金属表面上の硬組織分化誘導関連の遺伝子発

現の比較 

〇小正 聡 1，西崎真理子 1，寺田知里 1，Chen Luyuan1，波床真依 1，Yin Derong1，高尾誠二 1，楠本哲

次 2，西崎 宏 2，吉峰茂樹 1，小正 裕 2，岡崎定司 1 

1大阪歯科大学 欠損歯列補綴咬合学講座 

2大阪歯科大学 医療保健学部 口腔工学科 

 

演題８ 

一流スポーツ選手の運動能向上と歯科治療 

その１：水泳ジャンプ(3mシンクロ飛板飛込)における咬合重心の必要性 

〇中村昭二，小笠原芳晃，中村学爾，間所克矢，門井謙典，後藤吉一 

医）エヌアール 日本生体咬合研究所 

 

 

15:20～16:00 

一般口演３ 

        座長：山内六男先生（朝日大学） 

 

 

演題９ 

高齢者におけるアイトラッカーを用いた食品の嗜好と視線との関連の解明 

○安井由香，田中順子，田中昌博 

大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座 

 

演題 10 

精神科病棟における窒息事故の実態調査 

〇野末真司，伊原良明，髙橋浩二 

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 

 

演題 11 

要介護高齢者の根面う蝕の発生および重症度の変化に関する前向きコホート研究 

〇徳本佳奈 1，大野 彩 2，三野卓哉 1，逢坂 卓 1，沼本 賢 1，黒﨑陽子 1，小山絵理 1，天野友貴１，

樋口隆晴１，前川賢治 1，窪木拓男 1 

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岡山大学病院 新医療研究開発センター 

 

 



演題 12 

超音波診断装置を用いた咀嚼と押しつぶしの舌運動の観察 

○松尾信至，覺道昌樹，今井敦子，田中順子，田中昌博 

大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座 

 

 

16:05～16:45 

一般口演４ 

        座長：菅 武雄先生（鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座） 

 

 

演題 13 

口腔期嚥下失行患者への多職種介入の一例 

〇齋藤芳理子 1，櫻井希恵 1，猪股有耶加 2，猪股伸彦 3，高橋由希子４ 

公立黒川病院 看護師 1，理学療法士 2，作業療法士 3，言語聴覚士 4 

 

演題 14 

在宅 ALS 患者への PLP を用いた多職種連携の構音リハビリテーション経験（症例報告） 

○下本真里絵 1, 菅 武雄 2 

1汐田総合病院 リハビリテーション課 

2鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座 

 

演題 15 

松下記念病院における周術期口腔機能管理の推移 

○香川紗里子 1、吉本仁 1、宮由紀子 2、蠅庭秀也 3、覚道健治 3、中嶋正博 3 

１松下記念病院 歯科口腔外科 

２大阪歯科大学歯学研究科(口腔外科学専攻) 

３大阪歯科大学 口腔外科学第二講座 

 

演題 16 

施設，在宅療養支援診療所，歯科診療所との連携構築により，誤嚥性肺炎で入院した患者が，退院後，円

滑に経口摂取へ移行できた症例 

〇林 宏和１，林 里美１，小菅早知子２，中濵瑛太郎３ 

１医療法人 林歯科医院 

2グッドタイムリビング大阪ベイ 

３かもめクリニック 

 

 



17:00~18:00 

特別講演１ 

        座長：高橋浩二先生（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） 

 

「～“口のリハビリテーションの薦め”～地域包括ケア時代、医科・歯科連携システムの構築を！」 

講師：栗原正紀先生（長崎リハビリテーション病院 理事長・院長） 

 

 

 

18:30~20:00 

懇親会（ANA クラウンプラザ９階ローズマリー） 

 

 

 

11 月 11 日（日）9:00~11:55                  会場：２F 芸術劇場 

 

 

9:00~9:30 

一般口演 5 

                座長：吉田光由先生（広島大学大学院医歯薬学総合研究科 先端歯科補綴学） 

 

 

演題 17 

歯科-医科連携によるトータルフレイル・ケアの取り組みについて 

○樋山めぐみ 1，岡本佳明 1，樋山伸二 1，沖原朱美 1，朝日綾子 1，松野頌平 2，塩津由紀子 1，山本理恵

1，森田雅子３，狩谷明美 4，松石頼明５，東 幸仁６ 

１医療法人 社団 湧泉会 ひまわり歯科 

２医療法人メディエフ寺嶋歯科 歯と口の機能支援センターみのお 

３大阪大学大学院医学系研究科博士後期課程 

４県立広島大学 保健福祉学部 

５医療法人恒和会 松石病院 

６広島大学 未来医療センター 

 

 

 

 

 



演題 18 

舌癌高線量率組織内照射後急性期粘膜反応からみた周術期口腔機能管理 

〇秋山広徳１ 森 悠衣２ 覚道健治３ 中嶋正博３ 小滝真也１ 四井資隆１ 清水谷公成１ 

１大阪歯科大学 歯科放射線学講座 

２一般財団法人 住友病院 口腔・顎センター （歯科） 

３大阪歯科大学 口腔外科学第二講座 

 

演題 19 

大阪市立総合医療センターにおける周術期口腔機能管理の取り組み 

○溝畑和恵，佐野寿哉，大石建三 

大阪市立総合医療センター 口腔外科 

 

 

9:35~10:05 

一般口演６ 

        座長：長谷川信乃先生（朝日大学歯学部 口腔構造機能発育学講座 小児歯科学分野） 

 

 

演題 20 

高齢者向けの抗う蝕性の嗜好品の開発について 

〇三宅晃子 1，小正 聡 2，田代悠一郎 2，松本卓巳 2，吉峰茂樹 2，西崎 宏 1，岡崎定司 2，小正 裕 1 

1大阪歯科大学 医療保健学部 口腔工学科 

2大阪歯科大学 欠損歯列補綴咬合学講座 

 

演題 21 

介護食に使用される増粘剤に関する検討 

○遠藤高弘 

北海道勤労者歯科医療協会 

 

演題 22 

介護食品および介護食器具等に関する情報提供 

〇伊藤加代子１，辻村恭憲２，真柄 仁３，井上 誠１-3 

１新潟大学医歯学総合病院 口腔リハビリテーション科 

２新潟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 

３新潟大学医歯学総合病院 摂食嚥下機能回復部 

 

 

 



10:10~10:50 

一般口演７ 

        座長：田中順子先生（大阪歯科大学 有歯補綴咬合学講座） 

 

 

演題 23 

歯の自家移植に関する臨床的検討 

○大槻榮人 1、2，川上正良 2，川上哲司 2 

1医療法人社団おおつき会 大槻歯科医院 

2奈良県立医科大学 口腔外科学講座 

 

演題 24 

軽度のアルツハイマー型認知症患者に行ったインプラント補綴の一症例 

〇岸本満雄 

大分市 岸本歯科 

 

演題 25 

臨床報告 医科歯科総合医療 “交通事故に伴う全身症状（いわゆる鞭打ち症状、事故後遺障害）への

歯科からの対応” その１；口腔外傷と全身症状との因果関係 

〇中村昭二１，小笠原芳晃１，中村学爾１，間所克矢１，門井謙典１，後藤吉一１，山内六男２， 

市橋研一３ 

１医）エヌアール 日本生体咬合研究所 

２朝日大学歯学部口腔機能修復学講座 歯科補綴学分野 

３市橋クリニック 

 

演題 26 

症例報告 医科歯科総合医療 “交通事故に伴う全身症状（いわゆる鞭打ち症状）への歯科からの対

応” （その２）有歯顎健常者に伴う口腔外傷の診断と治療 

〇中村昭二，小笠原芳晃，中村学爾，間所克矢，金子卓也，鹿野久代，玉川秀泰，門井彩花 

医）エヌアール 日本生体咬合研究所 

 

 

10:55~11:55 

教育講演 

        座長：前田照太先生（大阪歯科大学附属病院 臨床研修教育科） 

 

「健康寿命の延伸に貢献できる口腔リハビリテーション―修復系におけるあなたの貢献度は―」 

講師：山下 敦先生（岡山大学名誉教授 大阪歯科大学名誉客員教授） 



11 月 11 日（日）9:00~10:50              会場：２F プロコフィエフホール 

関連専門職認定研修セミナー 

        座長：菊池優子先生（大阪歯科大学附属病院 臨床研修教育科） 

 

「オーラルフレイルから口腔機能低下症を考える～エビデンス構築のため必要なこと～」 

講師：小原由紀先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔健康教育学分野） 

 

 

 

11 月 11 日（日）12:00~13:00                             会場：5Ｆ 504 会議室 

ランチョンセミナー 

        座長：糸田昌隆先生（大阪歯科大学 医療保健学部 口腔保健学科） 

 

「超高齢社会で輝く歯科のプレゼンス！」 

講師：松尾浩一郎先生（藤田医科大学医学部 歯科・口腔外科 教授） 

 

 

 

11 月 11 日（日）13:10~16:10                 会場：２F 芸術劇場 

 

 

13:10~14:50 

基調講演 

        座長：覚道健治先生（大阪歯科大学 口腔外科第二講座） 

 

「歯科保険医療の現状と今後の展開」 

講師：田口円裕先生（厚生労働省 医政局歯科保険課長） 

 

シンポジウム 

        座長：田口円裕先生（厚生労働省 医政局歯科保険課長） 

           覚道健治先生（大阪歯科大学 口腔外科第二講座 

 

テーマ：「地域包括ケアでの歯科医療、口腔機能・口腔リハビリテーションの展開」 

～口腔機能低下症と周術期口腔機能管理について～ 

 

シンポジスト： 

「小児口腔機能管理のポイントと今後」－乳児型嚥下と成熟型嚥下－ 

田村康夫先生（朝日大学副学長・教授（前小児歯科学教授）） 



「口の終い方ー8020の先に見えてきたもの、歯科は不健康寿命をどう支えるかー」 

菊谷 武先生（日本歯科大学 教授 口腔リハビリテーション多摩クリニック 院長 

大学院生命歯学研究科 臨床口腔機能学） 

「周術期口腔管理からみえる連携のポイント」 

松尾浩一郎先生（藤田医科大学医学部 歯科・口腔外科学講座 教授） 

 

 

15:00~16:00 

特別講演２ 

     座長：井上 誠先生（新潟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） 

 

「リハビリテーション治療：運動療法と装具療法の実際」 

講師：梅本安則先生（和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 講師） 

 

 

16:00~ 

閉会の辞 

 

 

      

 


