プログラム
11 月 19 日（土）
10：30-12：00

第２会場（１階 第１会議室）

認定医研修セミナー
「口腔機能低下症をどのように日常臨床に位置付けるか」
講師：渡邊 裕（北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室）

12：10-13：10

第１会場（２階 講堂）

社員総会

13：15-13：20

第１会場（２階 講堂）

開会の辞
大会長：山崎 裕（北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室）

13：25-14：25

第１会場（２階 講堂）

特別講演
「地域薬局と小樽もったいない博物館
―よき看取りのできる地域は良き子育てのできる地域―」
座長：山崎 裕（北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室）
講師：秋野治郎（株式会社メディカルシステムネットワーク 代表取締役副社長）

14：35-15：29

第１会場（２階 講堂）

一般口演１
座長：大岡貴史（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）
前川賢治（大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座）
口演 1-1 グルタミン酸誘導体ナールスゲン含有マウスジェルの臨床的有用性の検証
〇永久景那 1，今井美季子 1，貴島真佐子 1,2，中川麻衣子 3，佐々木裕之 3，糸
田昌隆 1
1

大阪歯科大学附属病院 口腔リハビリテーション科

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

株式会社ニッシン 開発本部 開発グループ 材料開発チーム

口演 1-2 札幌市歯科口腔保健推進条例に関連してフッ素のとらえ方を総合的に検証する
〇遠藤高弘
医療法人北海道勤労者歯科医療協会 にしく歯科診療所
口演 1-3 欠損補綴治療が高齢者の食品摂取の多様性や摂取可能食品に与える影響
○坂本和基 1，大野 彩 2，三野卓哉 1，黒﨑陽子 2，下村侑司 1，大森 江 3，
樋口隆晴 3，小山絵理 3，徳本佳奈 1，縄稚久美子 3，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

3

岡山大学病院 歯科・口腔インプラント科部門

口演 1-4 大気圧窒素プラズマ処理が純チタン金属材料の骨形成に与える影響について
○閆 思璠，小正 聡，李 敏，上り口晃成，岡崎定司，前川賢治
大阪歯科大学 欠損歯列補綴咬合学講座
口演 1-5

ナノ構造制御したチタン薄膜コーティング PEEK 材料の生体適合性
〇小正 聡 1，高尾誠二 1，楠本哲次 2，西崎 宏 2，岡崎定司 1，前川賢治 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

口演 1-6

PMMA にチタンアパタイトを導入し抗菌性を付与した新規義歯床用材料の創
製
〇田代悠一郎 1，松本卓巳 1，三宅晃子 2，小正 聡 1，前川賢治 1
1

大阪歯科大学 歯学部 欠損歯列補綴咬合学講座

2

大阪歯科大学 医療保健学部

15：39-16：42

第１会場（２階 講堂）

一般口演２
座長：石田 瞭（東京歯科大学摂食嚥下リハビリテーション研究室）
岸本裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

口演 2-1 日中覚醒時に高頻度のブラキシズムを行っていた症例
〇中島利徳 1，山口泰彦 2

口演 2-2

1

北海道大学病院 クラウン・ブリッジ歯科

2

北海道大学大学院歯学研究院 冠橋義歯補綴学教室

デジタル技術を活用した上下顎総義歯製作について
〇佐伯和紀 1，松下貴惠 2, 山崎 裕 2,道田共博 1
1

北海道大学病院 生体技工部

2

口演 2-3

北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野高齢者歯科学教室

PX（Patient eXperience：患者経験価値）の思考を用いて、対患者コーチング
を組み立てる
〇濱田浩美
１

口演 2-4

幌西歯科

咽頭後壁の骨隆起による器質的嚥下障害に対して完全側臥位法を導入した一例
〇北川栄二
JR 札幌病院 歯科口腔外科

口演 2-5 長期生存乳癌患者の薬剤関連顎骨壊死に対して腐骨上義歯により口腔機能維持
を目指した 2 例
〇國井信彦 1，小野木宏仲 3，佐々木敏博 4，今待賢治 1.2，秦 浩信１
1

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター歯科口腔外科

2

北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学

3

歯科小野木医院

4

医療法人社団ささき歯科医院

口演 2-6 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死患者に対して歯科訪問診療にて口腔衛生管理を継続
した１例
〇作田妙子 1，仲澤裕次郎 1, 2，高橋賢晃 1, 2，田村文誉 1, 2，菊谷 武 1, 2
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

口演 2-7 胃瘻造設、気管切開を受けた要介護者に見られた口蓋部の瘻孔の対応に苦慮した
症例
〇平安英子¹,² 村松 淳

3, 4

¹KAZU デンタルクリニック
²（一社）沖縄県歯科衛生士会宮古支部
3

村松労働衛生コンサルタント事務所・研究所

4

昭和大学歯学部・スペシャルニーズ口腔医学講座・顎関節症治療学部門

16：50-17：50
基調講演
「歯科医学・医療を展開するイノベーションの積み木とは」
座長：覚道健治（大阪歯科大学）
講師：住友雅人（日本歯科医学会 会長）

第１会場（２階 講堂）

11 月 20 日（日）
9：00-10：30

第２会場（１階 第１会議室）

認定関連専門職研修セミナー
「口腔機能低下症アップデート」
講師：松下貴惠（北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室）

9：00-10：12

第１会場（２階 講堂）

一般口演３
座長：藤原 周（朝日大学歯学部 口腔機能修復学講座 歯科補綴学分野）
伊原良明（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔機能リハビリテー
ション医学部門）
口演 3-1 紹介患者における「自覚症状の出現頻度」と「口腔機能低下症」との関連性
〇栗山陽菜１，横矢隆二２，長屋優里菜１，市川清香¹，野村玲奈¹，岩尾 慧
２

，服部景太２，友藤孝明³，藤原 周２，４

¹朝日大学医科歯科医療センター 歯科衛生部
²朝日大学歯学部 包括支援歯科医療部
³朝日大学歯学部 口腔感染医療学講座 社会口腔保健学分野
⁴朝日大学歯学部 口腔機能修復学講座 歯科補綴学分野
口演 3-2 訪問診療における ICT ツールの有用性についての検討
〇長屋優里菜 1,横矢隆二 2,栗山陽菜 1,市川清香 1,野村玲奈 1,小嶋千栄子 3,
岩尾 慧 2,服部景太 2,藤原 周 2, 3
1

朝日大学医科歯科医療センター 歯科衛生部

2

朝日大学医科歯科医療センター 包括支援歯科医療部

3

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座 歯科補綴学分野

口演 3-3 在宅診療下における義歯使用に関連する因子
〇菊谷武、古屋裕康、高橋賢晃、戸原雄、田中公美、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
日本歯科大学口腔リハビリテーション科

口演 3-4 タブレット端末を用いて撮影した口腔内動画上での多職種による口腔環境評価
の有用性
〇柳原有依子

1

，鈴木啓之

1

，古屋純一

2,3

，中川量晴

3

，中根綾子 3 ，

瀬戸さやか 4，戸原 玄 3，水口俊介 1
１

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野

２

昭和大学 歯学部 高齢者歯科学講座

３

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
4

東京医科歯科大学病院 看護部

口演 3-5 急性期・回復期・生活期の高齢者に対する歯科訪問診療の実態調査
○戸田山直輝，向井友子，原 隆蔵，畑中幸子，古屋純一
昭和大学歯学部高齢者歯科学講座
口演 3-6

緩和ケア対象癌終末期患者の食形態決定に影響を及ぼす因子の検討
○鈴木啓之 1，古屋純一 2,3，戸原玄 3，水口俊介 1
1

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 高齢者歯科学分野

2

昭和大学 歯学部 高齢者歯科学講座

3

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
口演 3-7

甲状腺癌術後患者における全身状態、口腔・嚥下機能の経時的変化及び相関関
係についての検討
〇山本みなみ，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機能リハビリテーション
医学部門

口演 3-8

高齢口腔がん治療後患者の QOL についての調査報告
〇柴田由美 1 原田由香 2 木村有子 1 飯泉嘉基 2 高橋浩二 2,3
1

昭和大学歯科病院 歯科衛生室・昭和大学大学院保健医療学研究科

2

昭和大学歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔機能リハビリテーショ

ン医学部門
3

医療法人徳洲会館山病院口腔機能リハビリテーションセンター

10：22-11：25

第１会場（２階 講堂）

一般口演 4
座長：菅 武雄（鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座）
糸田昌隆（大阪歯科大学附属病院 口腔リハビリテーション科）
口演 4-1 舌の体性感覚が咀嚼運動に及ぼす影響
〇林浩基 1,島田明子 1, 2,楠尊行 1,髙橋一也 1
1

大阪歯科大学高齢者歯科学講座

2

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野

口演 4-2 超音波診断装置を用いた各食品摂取時の舌運動動態の検討
〇谷口晃平，覺道昌樹，松尾信至，安井由香，今井敦子，田中順子，柏木宏介
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座
口演 4-3 新規開発された電極と既存電極の同等性の検討
〇伊原 良明、山本 みなみ、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 口腔機能リハビリテーシ
ョン医学部門
口演 4-4

嚥下障害判定における嚥下前後に産生された意識下呼気音の周波数領域のカッ
トオフ値の有効性に関する検討
○野末真司 1，服部正真 1，伊原良明 1，山本みなみ 1，髙橋浩二 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機能リハビリテーション

医学部門
2

口演 4-5

医療法人徳洲会館山病院口腔機能リハビリテーションセンター

発音異常と口唇閉鎖力の関連についての検討
〇長谷川信乃１、佐野祥美２、大島亜希子３、田村康夫１、齋藤一誠１
１

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

２

藤田医科大学医学部形成外科（小児歯科・矯正歯科）

３

朝日大学医科歯科医療センター歯科衛生部

口演 4-6

3 軸加速度センサを応用した下顎活動量の測定の信頼性ならびに解釈可能性に
関する研究
〇大森あかね 1，貴島真佐子 2,3，柏木宏介 4，大塚佳代子 2，糸田昌隆 3

口演 4-7

1

大阪歯科大学大学院医療保健学研究科（口腔科学専攻）

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

4

大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座

高齢摂食嚥下障害患者における舌および軟口蓋の口腔細菌数の検討
〇鵜木叶恵 1,2，貴島真佐子 2,3，柏木宏介 4，三宅晃子 5，糸田昌隆 3
¹大阪歯科大学大学院医療保健学研究科（口腔科学専攻）
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
4

大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座

5

大阪歯科大学 医療保健学部 口腔工学科

11：35-12：35

第１会場（２階 講堂）

スポンサードセッション（サンスター株式会社）
「オーラルフレイル：高齢者の口を支える視点」
座長：山崎 裕（北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室）
講師：平野浩彦（東京都健康長寿医療センター 歯科口腔外科・研究所）

13：15-14：45

第１会場（２階 講堂）

シンポジウム
「ライフステージから口腔健康を考える」
座長：高橋一也（大阪歯科大学高齢者歯科学講座）
「各ライフステージにおける口腔へのアプローチ」
高橋耕一（医療法人社団秀和会 つがやす歯科医院（北海道帯広市）
）
「小児から高齢者の矯正治療の役割」
金子知生（北海道大学病院高次口腔医療センター）
「北海道における口腔の健康づくり～地域連携を目指した保健所の取組について～」
本田和枝（北海道保健福祉部健康安全局地域保健課）

14：55-15：55

第１会場（２階 講堂）

教育講演
「食べる」を支援する地域連携 ～「のみこみ安心ネット・札幌」の活動を中心に～
座長：菊谷 武（日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
日本歯科大学口腔リハビリテーション科）
講師：橋本茂樹（札幌渓仁会リハビリテーション病院）

16：00-16：05

第１会場（２階 講堂）

閉会の辞
実行委員長：渡邊 裕（北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 高齢者歯科学教室）

