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一般社団法人日本老年歯科医学会 2017（平成 29）年度事業報告書 

 

一般社団法人日本老年歯科医学会は、会員相互および国内外の関連学会との連携協力を

行うことにより、会員の老年歯科医学に関わる研究ならびに知識の普及に貢献するととも

に、それにより高齢者の保健・医療の進歩・発展を図り、もってわが国の学術の発展と国

民の福祉に寄与するため、以下の事業を実施した。 

 

１．学術大会、その他各種学術集会の開催 

（１）第 28回学術大会 

 日 時：2017（平成 29）年 6月 14日（水）～16日（金） 

場 所：名古屋国際会議場 

大会長：櫻井 薫（東京歯科大学老年歯科補綴学講座） 

 テーマ：治し支える歯科医療 

 参加者数：1,928名 他招待者 

 

○特別講演  

「Personalized Aging: using genomics and technology to optimize healthy aging 

 - implications for oral health」 

座長 櫻井 薫（東京歯科大学） 

講師 Pinchas Cohen（Dean, USC Leonard Davis School of Gerontology 

Executive Director, Ethel Percy Andrus Gerontology Center 

University of Southern California） 

 

○教育講演  

「口腔乾燥症の基本的な診査・診断と治療」 

座長 岩佐 康行（原土井病院） 

講師 伊藤加代子（新潟大学医歯学総合病院） 

 

○入門セミナー1 

「フレイルとサルコペニアを理解する」 

座長 津賀 一弘（広島大学） 

講師 森 直治（愛知医科大学病院緩和ケアセンター） 

 

○入門セミナー2  

「歯科医師が知っておきたい栄養評価とその対応」 

座長 糸田 昌隆（大阪歯科大学） 

講師 前田 圭介（玉名地域保健医療センター） 

 

○入門セミナー3 

「高齢者の診療に必要な全身状態評価とその対応」 

座長 松尾浩一郎（ 藤田保健衛生大学） 

講師 深山 治久（東京医科歯科大学） 

 

 

 

 

 

 



○シンポジウム 1  

「化粧・整容療法―認知症・老化による機能的・外見的変化への対応―」 

座長 多田紗弥夏（新潟大学） 

   小林 直樹（万成病院歯科） 

講師 かづきれいこ（公益社団法人顔と心と体研究会理事長 REIKOKAZKI 主宰） 

野澤 桂子（国立がん研究センター中央病院）、角 保徳（国立長寿医療研究センター） 

 

○シンポジウム 2  

「老年歯科医学の卒前・卒後の一貫教育」 

座長 上田 貴之（ 東京歯科大学） 

講師 大渡 凡人（九州歯科大学）、森 孝之（文部科学省高等教育局医学教育課） 

田口円裕（厚生労働省医政局歯科保健課）、松尾浩一郎（藤田保健衛生大学） 

    

○シンポジウム 3 

「歯科と栄養が出会う時」 

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） 

講師 栢下 淳（県立広島大学）、田中弥生（駒沢女子大学）、猪原 光（猪原歯科） 

 

○学術委員会シンポジウム 

「「口腔機能低下症」について理解を深めよう」 

座長 水口 俊介（ 東京医科歯科大学）、松尾浩一郎（ 藤田保健衛生大学） 

講師 上田 貴之（東京歯科大学）、山本 健（鶴見大学）、池邉 一典（大阪大学）、 

   古屋 純一（東京医科歯科大学）、津賀 一弘（広島大学）、永尾 寛（徳島大学）、 

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） 

 

○学術用語委員会シンポジウム 

「歯科医学用語を考える  

―「口腔ケア」って何ですか？研究者，医療者，行政，市民の立場から」 

座長 眞木 吉信（ 東京歯科大学衛生学講座） 

講師 深山 治久（東京医科歯科大学）、三浦 宏子（国立保健医療科学院）、 

    喜島智香子（ファイザー株式会社） 

 

○支部組織・地域保健医療福祉検討委員会シンポジウム 

「地域歯科医療から学会の役割を再考する」 

座長 羽村 章（ 日本歯科大学）、平野 浩彦（ 東京都健康長寿医療センター） 

講師 佐々木 健（北海道保健福祉部健康安全局地域保健課）、 

山崎 猛男（宮城県歯科医師会）、高田 靖（東京都豊島区歯科医師会）、 

    大西 啓之（滋賀県歯科医師会） 

 

○歯科衛生士シンポジウム 

「地域包括ケアシステムと歯科衛生士の関わりを考える！  

―高齢者に寄り添い、支えるために―」 

座長 藤原 ゆみ（ 万成病院歯科）、那須 郁夫（ 日本大学松戸） 

講師 筒井 孝子（兵庫県立大学）、木村 年秀（まんのう町国民健康保険造田）、 

石黒 幸枝（米原市地域包括医療福祉センター「ふくしあ」） 

 

○ランチョンセミナー1 

「要介護高齢者の口腔機能・認知機能と QOL向上を目指す化粧・整容療法の開発」 

座長：田中 健児（ 有限会社Willmake143） 

講師 角 保徳（国立長寿医療研究センター歯科口腔先進医療開発センター） 



○ランチョンセミナー2 

「若々しい口元を保つスキンケア」 

座長 上田 貴之（ 東京歯科大学） 

講師 上田由紀子（ニュー上田クリニック） 

 

○ランチョンセミナー3 

「「ワイプ法とひとくち栄養法」による高齢者誤嚥性肺炎の予防効果」 

座長 下山 和弘（東京医科歯科大学） 

講師 東口 髙志（藤田保健衛生大学） 

 

○ランチョンセミナー4 

「洗口剤と保湿ジェルを使用した口腔ケアの実際」 

座長 大神浩一郎（東京歯科大学） 

講師 竜 正大（東京歯科大学） 

 

（２）高齢者医療臨床研修会（学会主催セミナー） 

 通算 第 2回 

 日 時：2017（平成 29年）10月 1日 

 場 所：ホテルメルパルク大阪 4階 ソレイユ 

 テーマ：高齢者の服用薬からわかること、モニタリングからわかること 

 

通算 第 3回 

日 時：2017（平成 29年）12月 10日 

場 所：ベルサール神保町アネックス  

テーマ：在宅高齢者等に対する歯科治療のリスク管理 

 

通算 第 4回 

日 時：2018（平成 30年）3月 18日 

場 所：JR博多シティ会議室（博多駅ビル内）  

テーマ：在宅高齢者等に対する歯科治療のリスク管理 

 

（３）研修会・セミナーの開催（別紙） 

 学会 共催・後援研修会・セミナー：5回開催 

 支部 主催・共催・後援研修会・セミナー：17回開催 

 歯科衛生士関係 研修会・セミナー：1回開催 

 

２.学会機関誌及びその他の出版物の刊行 

 ・日本老年歯科医学会機関誌［老年歯科医学］第 32巻 1～4号の発行 

  総説、原著、臨床報告、調査報告、教育ノート、ケアノート、紹介 等 

 ・日本老年歯科医学会公式英文誌「Gerodontology」 

                  Volume 34, Issue 2 ~ Volume 35, Issue 1 の発行 

 

３.高齢者の歯科医療及び健康に関する認定医の養成並びに認定 

（１）認定医、専門医、指導医（認定制度/専門医制度）、研修機関（認定医制度/専門医制

度）、摂食機能療法専門歯科医師の認定、公益社団法人日本歯科衛生士会への認定歯科

衛生士の推薦 

  ① 認定医             46名 

  ② 認定医制度指導医        0名 

  ③ 認定医研修機関         1施設 

  ④ 専門医             5名 



  ⑤ 専門医制度指導医        1名 

  ⑥ 専門医研修機関         0施設 

  ⑦ 摂食機能療法専門歯科医師    13名 

  ⑧ 認定歯科衛生士         8名 

 

４.研究の奨励及び研究業績の表彰 

（１）学会功労賞 

   井上 農夫男（北海道大学大学院歯学研究科 名誉教授） 

   森戸 光彦（鶴見大学 名誉教授） 

（２）老年歯科医学賞 

  「Relationship Between Frailty and Oral Function in Community-Dwelling 

ElderlyAdults.」 

Watanabe Y, Hirano H, Arai H, Morishita S, Ohara Y, Edahiro A, Murakami 

M,Shimada H, Kikutani T, Suzuki T 

J Am Geriatr Soc. 2017Jan;65(1):66-76 

（３）優秀奨励論文賞（ライオンアワード） 

   岡田 和隆（北海道大学大学院歯学研究科口腔健康科学講座高齢者歯科学教室） 

    「口腔カンジダ症における Candida albicansと Candida glabrataの混合感染の床

的検討 A Clinical Study of Candida albicans and Candida glabrataCo-infection 

of Oral Candidiasis」 

（『老年歯科医学』 31-3 ｐ.346-353） 

佐藤茉莉恵（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究家 高齢者歯科学分野） 

「高齢者に対する甲状軟骨部皮膚牽引が嚥下動態に及ぼす影響 Effectsof Thyroid 

Cartilage Skin Traction on Swallowing Function in Elderly People」 

（『老年歯科医学』 31-2 ｐ.100-107） 

（４）優秀課題口演賞 

齋藤 翔（東北大学大学院歯学研究科加齢歯科学分野） 

「地域在住高齢者において多数歯欠損は認知機能低下と関連する：大迫研究におけ

る 4年間の縦断的検討」 

森下志穂（東京都健康長寿医療センター研究所） 

「介護老人保健施設退所後の在宅療養継続に影響する因子の検討」 

（５）優秀ポスター賞 

白部麻樹（東京都健康長寿医療センター研究所） 

「アルツハイマー型認知症高齢者の嚥下機能低下に関連する予知因子の検討」 

加島正浩（公益社団法人 武蔵野市歯科医師会） 

「介護老人福祉施設における摂食支援カンファレンス 4年間の推移と今後の展開」 

五十嵐憲太郎（日本大学大学院松戸歯学研究科） 

    「都市部在住高齢者のフレイルと口腔機能低下との関連に関する検討」 

 

５．国内外における関連団体との交流 

・海外の老年関連学会との交流促進、会員への広報ならびに国内の老年関連学会との 

交流促進、会員への広報を実施した。 

 ・ECGとの協定締結 

 ・IAGG2017、ECG2017、IADR2017への参加 

 

 

 

 

 

 



６．高齢者の保健・医療の向上の推進 

 ・平成 30年度診療報酬改定「口腔機能低下症」への協力 

 

 ・平成 29年度厚生労働省老人保健事業「終末期を含む中重度の要介護高齢者における歯

科医療及び口腔衛生管理ニーズの実態及び歯科医師、歯科衛生士の関与のあり方に関

する調査研究事業」の実施。 

 

 ・日本歯科医学会 平成 29・30 年度プロジェクト研究「肺炎入院患者に対する舌圧測定

や摂食嚥下機能訓練による肺炎再発予防プログラムの開発」の実施（進行中） 

 

 ・日本歯科医学会連合 医療問題関連事業 調査研究 下記 3件の実施 

  「舌圧研究の最近のエビデンスの文献的考察」 

  「臼歯部咬合支持が歩行速度低下に及ぼす影響についての検討」 

  「新しい医療機器および技術の導入に関する資料収集および調査研究」 

 

 ・「Educational Principal of Gerodontology」（「老年歯科医学教育基準 2015」English Ver）

の編纂。 

 

 ・調査報告の公表（「老年歯科医学」第 32巻 2号） 

  「わが国の歯科大学・大学歯学部における老年歯科医学教育の実態」 

 

 ・調査報告の公表（「老年歯科医学」第 32巻 4号） 

  「わが国の歯科衛生士養成校における老年歯科医学教育の実態」 

 

 ・日本歯科衛生士会 認定歯科衛生士事業への協力 

 

７．その他、本法人の目的達成のために必要と認められる事業 

・広報活動 

①ニュースレター（年 4回）の発行 

②学会ホームページの運用 

 

８．役員会および各種委員会の開催 

（１）総会 

定時社員総会：2017（平成 29）年 6月 15日 

（２）常任理事会 

第 1回：2017年 5月 11日 

第 2回：2017年 6月 13日 

第 3回：2017年 9月 1日 

第 4回：2017年 12月 8日（メール会議） 

第 5回：2017年 12月 14日 

第 6回：2018年 1月 30日 

第 7回：2018年 3月 23日 

 

（３）理事会 

第 1回：2017年 4月 20日（メール会議） 

第 2回：2017年 6月 5 日（メール会議） 

第 3回：2017年 6月 13 日 

第 4回：2017年 7月 3日（メール会議） 

第 5回：2017年 8月 8日（メール会議） 

第 6回：2017年 11月 8日（メール会議） 



第 7回：2017年 11月 29日（メール会議） 

第 8回：2017年 12月 14日 

第 9回：2018年 3月 8日（メール会議） 

第10回：2018年 3月 27日（メール会議） 

 

（４）支部長会 

   日時：2017年 6月 16日（土） 

   場所：名古屋国際会議場 

   

（５）各種委員会 

      学術委員会、編集委員会、財務委員会、教育問題検討委員会、社会保険委員会、ガ

イドライン委員会、在宅歯科診療等検討委員会、摂食嚥下リハビリテーション委員

会、国際渉外委員会、広報委員会・研修委員会、学術用語委員会、歯科衛生士関連

委員会、認定制度委員会、認定資格検討委員会、研修機関認定委員会、認定試験実

施委員会、専門医試験問題作成委員会、多職種連携委員会、学会間連携委員会、表

彰委員会、規程委員会、倫理委員会、倫理審査委員会、支部組織・地域保健医療福

祉検討委員会、利益相反委員会 開催。 

   その他、委員会活動に付随する特任委員会、ワーキンググループ、打合せを実施 

 

９．日本老年学会会議への参加 

理事会      ：2018年 1月 27日開催 

将来計画委員会  ：2018年 1月 27日開催 

プログラム委員会 ：2018年 1月 27日開催 

国際学会招致委員会：2018年 3月 7日開催 

以   上 



名称 会期 会場 参加者数 共催・後援 等
研修
単位

施設基準
講習会

DH認定
更新研修

1
高齢者医療 臨床研修会
「高齢者の服用薬からわかること、モニタリングから
わかること」

2017年10月1日（日）
13：00～16：50

ホテル メルパルク大阪 89

共催：大阪支部、京都支部、
奈良支部、兵庫支部、和歌山
支部
後援：大阪、京都、奈良、兵
庫、和歌山 各府県歯科医師
会

3 ― ―

2
高齢者医療 臨床研修会
「在宅高齢者等に対する歯科治療のリスク管理」

2017（平成29年）12月10日
13：00～16：50

ベルサール神保町アネックス 130

共催：東京支部、神奈川支
部、埼玉支部、千葉支部
後援：東京、神奈川、埼玉、
千葉 各都県歯科医師会

3 ― ―

3
高齢者医療 臨床研修会
「在宅高齢者等に対する歯科治療のリスク管理」

2018（平成30年）3月18日
13：00～16：50

JR博多シティ会議室 105

共催：福岡支部、佐賀支部、
長崎支部、大分支部、熊本支
部、宮崎支部、鹿児島支部
後援：福岡、佐賀、長崎、大
分、熊本、宮崎、鹿児島 各県
歯科医師会

3
歯援診
か強診

―

名称 会期 会場 参加者数
研修
単位

DH認定
更新研修

1 第4回歯科衛生士関連委員会主催セミナー
2017年6月17日（土）
9:00～11:30（予定）

TKPガーデンシティ
名古屋新幹線口（愛知）

24 ― ○

名称 会期 主催団体 会場

後援 日本臨床歯周病学会 第35回年次大会 2017年6月24日（土）・25日（日)
特定非営利活動法人
日本臨床歯周病学会

大阪国際会議場
（グランキューブ大阪）

後援 第1回最期まで口から食べられる街づくりフォーラム
2017年9月3日（日）
10:00～16:30

新宿食支援研究会 東京富士大学　二上講堂

後援 第10回国際歯科審美学会 2017年9月14日（木）～16日（土） ＩＦＥＤ
富山国際会議場・
ANAクラウンプラザホテル富山

後援 第10回日本健康医療学会記念大会 2017年9月17日（日）・18日（月・祝）
一般社団法人
日本健康医療学会

ハリウッド大学院大学ホール
（港区六本木ヒルズ内）

後援 第23回咀嚼と健康ファミリーフォーラム 2017年10月23日（月）
特定非営利活動法人
日本咀嚼学会

有楽町朝日ホール

後援 第31回日本口腔リハビリテーション学会学術大会 2017年11月11日（土）～12日（日）
一般社団法人
 日本口腔リハビリテーション学会 昭和大学　旗の台キャンパス

2017年度 日本老年歯科医学会 学会主催セミナー

2017年度歯科衛生士関係セミナー

2017年度 学会共催・後援セミナー



支部
開催
形態

名称 テーマ等 主催団体 共催・後援 等 会期 会場
参加者

数
研修
単位

DH認定
更新研修

1 北海道 主催
北海道支部主催セミナー
「第16回北海道口腔ケアセミナー」

「看護師や介護者に知ってほしい口腔の知識と口腔ケ
ア」
「総合病院の口腔ケアにおいて看護師が担う役割」
「食べられる口を作る」
「訪問歯科における歯科技工士の役割とその隙間」

北海道口腔ケア研究会
(共同開催者）

後援：北海道医師会、北海道歯科
医師会、北海道看護協会、北海道
歯科衛生士会、上川中部地域歯
科保健推進協議会、旭川口腔ケア
普及研究会、北海道言語聴覚士
会、北海道歯科技工士会、北海道
栄養士会、株式会社ムトウ

2017年5月20日（土）
12:00～16:50

北海道自治労会館 188 2 ○

2 愛知 共催
愛知支部共催セミナー
「東海オーラルマネジメント研究会」

様々なステージにおけるオーラルマネジメント
東海オーラルマネジメント研
究会

後援：愛知県歯科医師会他
2017年7月16日（日）
13:00～16:30

ウインクあいち 大ホール 322 2 ○

3

長崎
宮崎
大分

鹿児島

共催
長崎・宮崎・大分・鹿児島支部共催セミナー
「第1回九州老年歯科フォーラム in 宮崎」

超高齢社会で求められる歯科医療とは？
～多職種連携を通じて～

㈳全国在宅療養支援歯科診療
所連絡会
NPO法人「オムスン」口腔管理
支援ネット

後援：宮崎県医師会他
2017年8月27日（日）
9:00～17:00

宮崎県歯科医師会会館 119 3 ○

4 長野 主催 長野支部主催セミナー「ミールラウンドを極める」 ミールラウンドを極める 後援：長野県栄養士会
2017年9月2日（土）
14:00～17:10

松本歯科大学 図書会館 82 2 ○

5 岡山 共催

岡山支部共催セミナー
「要介護高齢者の低栄養を防ぐための医師・歯科
医師と管理栄養士による口腔栄養関連サービス
の推進 第6回公開セミナー」

地域・在宅高齢者の「食」に寄り添う
岡山県
岡山大学病院
岡山大学歯学部

後援：岡山県医師会、岡山県歯科
医師会、岡山県栄養士会、岡山県
歯科衛生士会他

2017年9月3日（日）
9:30～15:30

湯原ふれあいセンター 44 2 ○

6
広島
山口
島根

合同
広島・山口・島根支部合同セミナー
「平成29年度日本老年歯科医学会広島・山口・島
根支部合同セミナー」

「在宅義歯難症例を噛める義歯にするマニュアル的対
処法」

後援：広島県歯科医師会、広島県
歯科衛生士会、福山市歯科医師
会

2017年10月1日（日）
13:30～15:00

福山市歯科医師会館アイボ
リーホール

54 1 ○

7 岡山 共催
岡山支部共催セミナー
「病院歯科介護研究会 第20回総会・学術講演
会」

健・美・食　 治し、支える歯科医療
〜対人援助を意識する〜

病院歯科介護研究会
共催：日本老年歯科医学会
　　　　香川支部
　　　　鳥取支部

2017年10月15日（日）
9:40～16:00

岡山国際交流センター8F イベ
ントホール

139 3 ○

8 愛媛 共催
愛媛支部共催セミナー
「第21回『口から食べたい』セミナー」

安全に食べるには 伊予歯科医師会
共催：松前町
後援：愛媛県 他

2017年10月22日（日）
9:30～16:00

松前町総合文化センター 257 3 ○

9 群馬 主催 群馬支部主催研修セミナー・シンポジウム 多職種連携の現状と問題点
共催：群馬県歯科医師会
後援：群馬県

2017年11月5日（日）
13:30～17:00

群馬県歯科医師会館
 4階第2会議室

60 2 ○

10 石川 共催
石川支部共催セミナー
「平成29年度金沢市歯科医師会市民公開講座」

いい歯の日 お口の健康フェスティバル 金沢市歯科医師会
後援：金沢市、石川県歯科医師
会、石川県歯科衛生士会

2017年11月12日（日）
10:00～12:00

石川県歯科医師会館 2F研修
室

120 1 ○

11 石川 共催
石川支部共催セミナー
「第10回石川県歯科医師会栄養士会連携研修
会」

地域包括ケアシステムで生きる歯科医師・栄養士の連
携
－歯科医師と歯科衛生士が栄養士と連携するために－

石川県歯科医師会
2017年11月26日（日）
10:00～13:00

石川県歯科医師会館 2F研修
室

115 2 ○

12 岡山 共催

岡山支部共催セミナー
「要介護高齢者の低栄養を防ぐための医師・歯科
医師と管理栄養士による口腔栄養関連サービス
の推進 第7回公開セミナー」

地域・在宅高齢者の「食」に寄り添う
岡山県
岡山大学病院
岡山大学歯学部

後援：岡山県医師会、岡山県歯科
医師会、岡山県栄養士会、岡山県
歯科衛生士会他

2017年12月3日（日）
9:30～15:30

井原市地場産業振興センター 99 2 ○

13 三重 後援
三重支部後援セミナー「第2回三重口腔ケア
フォーラム」

「高齢者の口腔ケア－歯科医師の視点から－」
「藤田保健衛生大学における口腔ケア－多職種協働に
よる取り組み－」
「口腔ケアに活かすユマニチュード®」

一般社団法人 日本口腔ケ
ア学会

2017年12月9日（土）13:00
～16:00

藤田保健衛生大学
七栗記念病院 七栗記念ホー
ル

― ― ―

14 岡山 共催

岡山支部共催セミナー
「要介護高齢者の低栄養を防ぐための医師・歯科
医師と管理栄養士による口腔栄養関連サービス
の推進 第8回公開セミナー」

地域・在宅高齢者の「食」に寄り添う
岡山県
岡山大学病院
岡山大学歯学部

後援：岡山県医師会、岡山県歯科
医師会、岡山県栄養士会、岡山県
歯科衛生士会他

2017年12月17日（日）
9:30～16:00

岡山大学歯学部棟 145 2 ○

15 愛知 共催
愛知支部共催セミナー「東海オーラルマネジメント
研究会」

地域連携で成功へと導く 周術期オーラルマネジメン
ト！

東海オーラルマネジメント研究
会

2018年1月21日（日）
13:30～17:00

ウインクあいち 大会議室 98 2 ○

2017年度 日本老年歯科医学会 支部主催・共催・後援セミナー リスト



支部
開催
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名称 テーマ等 主催団体 共催・後援 等 会期 会場
参加者

数
研修
単位

DH認定
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16 福岡 主催 福岡県歯科医師会館　大講堂

「高齢者の歯科診療　はじめの一歩」
「病態と自然治癒力を考慮した高齢者歯科診療につい
て」
「有病高齢歯科患者のリスクマネジメント－血液検査
データ、薬剤情報、心電図から有病高齢者の安全な歯
科治療を行うには－」
「周術期における高齢者の口腔健康管理」

後援：社会医療法人 原土井病院
2018年1月28日（日）
10:00～15:35 福岡県歯科医師会館　大講堂

75 2 ○

17 千葉 主催 千葉支部主催セミナー「第2回公開研修セミナー」 高齢者の健康長寿と栄養について
後援：千葉県歯科医師会、千葉県
歯科衛生士会

2018年2月11日（日）
13:00～16:30

千葉県歯科医師会館2階ホー
ル

100 2 ○

18 栃木 共催 口腔ケア研究会 市民公開講座 認知症と食～口から足利を元気に～ 足利歯科医師会

足利市、足利市医師会、足利薬剤
師会、足利衛生士会、あしかが介
護支援専門員連絡会、日本老年
歯科医学会 栃木支部

2018年3月24日（土）
14:00～17:00

足利市民プラザ小ホール 180 ― ○


