
  
一般社団法人日本老年歯科医学会 平成 26 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 25 回学術大会 

   日    時：平成 26 年 6 月 13 日（土）～14 日（日） 

   場    所：電気ビルみらいホール 

   大 会 長：柿木保明（九州歯科大学生体機能学講座老年障害者歯科学分野） 

     特別講演：「高齢者医療と緩和ケア」 

                佐藤 英俊 （佐賀大学医学部附属病院地域包括緩和ケア科診療教授） 

    教育講演：「認知症の予防･治療の最前線」 

         西野 憲史 （医療法人ふらて会西野病院理事長） 

    特別企画：「高齢者の口腔乾燥症への対応」 

         小笠原 正 （松本歯科大学障害者歯科学講座 教授） 

中村 誠司（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座  

顎顔面腫瘍制御学分野）教授 

佐藤 裕二（昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 教授） 

    ﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1：超高齢社会における高齢者の歯科診療を考える 

細矢 哲康 （鶴見大学歯学部歯内療法学講座） 

福島 正義（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔保健学分野） 

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

歯科口腔先端診療開発部） 

    ﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2：高齢者の口腔機能低下 

山本 健 （鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座／口腔機能診療科） 

上田 貴之 （東京歯科大学 有床義歯補綴学講座） 

渡邊 裕（国立長寿医療研究センター研究所） 

森戸光彦（鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座） 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 1：医科歯科連携における歯科の役割 

林田 裕 （特定医療法人北九州病院北九州中央病院・病院長） 

大渡 凡人（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 ） 

藤本 篤士 （医療法人溪仁会札幌西円山病院歯科） 

中村 真理（特定医療法人北九州病院八幡東病院・歯科衛生士） 

シンポジウム2：終末期高齢者における歯科の対応 

小原 由紀 （東京医科歯科大学大学院歯科医療行動科学分野） 

清水 哲郎 （東京大学大学院人文社会系研究科 死生学応用倫理センター上廣死生学講座） 

阪口 英夫 （医療法人尚寿会 大生病院 歯科口腔外科） 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ3：アジアにおける高齢者歯科の連携に向けて 

         黄 純徳 （高雄医科大学歯学部口腔衛生学（台湾）） 

Orapin Kaewplung（Chulalongkorn 大学歯学部歯科補綴学（タイ）） 

下山 和弘 （東京医科歯科大学歯学部） 

       



衛生士ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ：いつまでも自分の口から食べるために 

～食べるを支える歯科衛生士の力～ 

西川 利恵 （社会医療法人社団 三思会 東名厚木病院 歯科衛生士） 

梶原 美恵子（社会福祉法人正勇会 特別養護老人ホーム ソレイユ歯科衛生士） 

高野 ひろみ （高野歯科医院 歯科衛生士） 

西岡 心大（社団法人是真会 長崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 管理栄養士） 

 

ランチョンセミナー1   ハッピーエイジングを支える口腔漢方医学 

山口 孝二郎（鹿児島大学病院 口腔顎顔面センター口腔外科 

漢方診療センター診療） 

 

ランチョンセミナー2  精神症状がある人の口腔ケアと看護師の認識 

         髙橋  清美（学校法人日本赤十字学園 日本赤十字九州国際看護大学 

精神看護学） 

 

ランチョンセミナー3  症例に応じた周術期口腔ケア 

松尾 浩一郎（藤田保健衛生大学医学部歯科 教授） 

 

ランチョンセミナー4   生活の潤いは口の乾きへの対応から 

遠藤 眞美（九州歯科大学生体機能学講座 老年障害者歯科学分野） 

    

   演題数：215 題（課題口演 10 題、一般口演 51 題、ポスター発表 159 題、認定医

ポスター発表 13 題） 

    参加者数：1,238 名 

（２）研修会・セミナーの開催（別紙） 

  学会 主催   研修会・セミナー： 1 回開催 

  学会 共催・後援研修会・セミナー： 9 回開催 

  支部 主催・共催研修会・セミナー：19 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 29 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 

 

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          18 名 

② 認定医制度指導医     11 名 

③ 認定医研修機関        4 施設 

④ 専門医           9 名 

⑤ 専門医制度指導医      2 名 

⑥ 専門医研修機関       3 施設 

⑦ 摂食機能療法専門歯科医師 7 名 

⑧ 認定歯科衛生士      1 名 

（２）認定制度研修単位管理システムの導入 



４．研究の奨励及び研究業績の表彰 

（１）学会功労賞 

   植松 宏 名誉教授（東京医科歯科大学） 

下野 正基 名誉教授（東京歯科大学） 

野首 孝祠 名誉教授（大阪大学） 

平井 敏博 客員教授（北海道医療大学） 

（２）優秀奨励論文賞（ライオンアワード） 

森崎 直子 先生（近大姫路大学） 

「虚弱高齢者における摂食・嚥下機能の低下と健康関連 QOL との関連性」 

 （『老年歯科医学』第 28 巻 1 号 P.20～26） 

（３）優秀口演賞 

      渡邉 理沙 先生（藤田保健衛生大学病院） 

「緩和病棟患者における口腔合併症と死亡までの期間との関連性」 

 （『老年歯科医学』第 29 巻 2 号 P.87～88） 

村上 正治 先生（東京歯科大学） 

「日本人地域在住高齢者における咀嚼機能の低下がサルコぺニアの重度化に及ぼす                   

影響について」 

（『老年歯科医学』第 29 巻 2 号 P.88）  

（４）優秀ポスター賞 

   高城 大輔 先生（昭和大学歯学部） 

「地域在住高齢者の咀嚼機能低下と咀嚼困難感の背景因子の検討」 

（『老年歯科医学』第 29 巻 2 号 P.140） 

森下 志穂 先生（国立長寿医療研究センター） 

「地域在住高齢者を対象とした大規模口腔実態調査報告」 

（『老年歯科医学』第 29 巻 2 号 P.198-199） 

 

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。 

 ・台湾老年歯科医学会（会長・林 立民高雄医学大学名誉教授）との間で交流覚書の締

結した。 

 ・Gerodontology を本会公式英文誌とする契約を Wiley 社と結んだ。 

 

６．高齢者の保健・医療の向上の推進 

 ・日本歯科医学会プロジェクト研究の実施 

  「後期高齢者の口腔機能を改善する診療ガイドラインに関する研究」 

 

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リニューアル 

 

８．役員会および各種委員会の開催 

（１）総会 

① 定時社員総会：平成 26 年 6 月 13 日 

② 臨時社員総会：平成 26 年 5 月 28 日  

（２）理事会・常任理事会 

① 第 1 回：平成 26 年 5 月 23 日 

② 第 2 回：平成 26 年 6 月 12 日  

③ 第 3 回：平成 26 年 8 月 1 日 



④ 第 4 回：平成 26 年 9 月 24 日 

⑤ 第 5 回：平成 26 年 12 月 11 日 

⑥ 第 6 回：平成 27 年 3 月 25 日 

（３）各種委員会 

      法人運営委員会、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、在宅歯科医療問題検討委員会、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・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。 

 

９．日本老年学会会議への参加 

理事会     ：平成 27 年 1 月 31 日開催 

プログラム委員会：平成 27 年 1 月 31 日開催 

以   上 



日時 会場 内容 共催または後援団体

1
2014年6月14日（土）
10：00～15：00

福岡県福岡市電気ビル
みらいホール

ハンズオンセミナー「摂食・嚥下機能評価」
適切な評価に基づいた食支援の実践

平成２６年度 学会共催・後援セミナー

形態 日時 会場 内容 主催団体 共催・後援団体

1 後援
2014年4月6日（日）
9：30～17：00

東京医科歯科大学
歯科外来診療環境体制加算在宅療養支援歯科
診療所 施設基準研修会

歯科医療情報推進機構

2 後援
2014年8月9日（土）
13：00～17：00

東京医科大学病院本館 日本口腔看護研究会第2回東京地区セミナー 日本口腔看護研究会 ティーアンドケー株式会社

3 後援
2014年11月6日（木）
13：00～15：45

有楽町朝日ホール 第20回咀嚼と健康ファミリーフォーラム 日本咀嚼学会 日本歯科医師会等（多数団体）

4 後援
2014年12月7日（日）
9:30～16:00

松前総合文化センター（愛媛） 第18回「口から食べたい」講演会 伊予歯科医師会
愛媛県歯科医師会中予ブロック会
松前町

5 後援
2015年2月1日（日）
9:00～17:30

東京医科歯科大学
嚥下機能評価研修会
　～第7回PDN VEセミナー東京～

PEG・在宅医療研究会 日本摂食嚥下リハビリテーション委員会他

6 後援
2015年2月8日（日）
10:00～18:30

吹上ホール（愛知）
嚥下機能評価研修会
～第8回PDN VEセミナー名古屋～

PEG・在宅医療研究会 日本摂食嚥下リハビリテーション委員会他

7 後援
2015年2月15日（日）
9:00～17:30

石川県地場産業振興センター
嚥下機能評価研修会
～第9回PDN VEセミナー金沢～

PEG・在宅医療研究会 日本摂食嚥下リハビリテーション委員会他

8 後援
2015年2月21日（土）
　　　　　　　22日（日）

A共済ビル
カンファレンスホール（東京） 嚥下障害セミナー　～基礎・入門編～ 国際治療教育研究所 日本歯科医師会他

9 後援
2015年3月8日（日）
9:00～17:30

東京慈恵会医科大学
嚥下機能評価研修会
～第10回PDN VEセミナー東京～

PEG・在宅医療研究会 日本摂食嚥下リハビリテーション委員会他

平成２６年度歯科衛生士関係研修会
形態 日時 会場 内容 主催団体 共催・後援団体

1 共催

2014年4月6日（日）
　　　　 4月27日（日）
　　　　 5月11日（日）

東京医科歯科大学

1.基礎編
2.有病高齢者編
3.訪問診療編
4.摂食・嚥下リハビリテーション入門編
5.栄養ケアマネジメント編

歯科医療情報推進機構

平成２６年度 学会主催セミナー



支部 形態 日時 会場 内容 主催または共催団体 後援団体等

1 富山 共催
2014年4月20日（日）
9：30～12：00

富山県歯科医師会 超高齢社会の成立と社会学的問題点 富山県歯科医師会（主催）

2 北海道 共催
2014年5月10日（日）
12：45～16：45

北海道自治労会館 在宅療養を支える口腔ケアと食べる支援 北海道口腔ケア研究会

3 新潟 共催
2014年5月18日（日）
13：30～16：00

新潟大学歯学部講堂 介護保険と訪問診療の実際
新潟大学歯学部同窓会（主催）
新潟県歯科医師会

4 富山 共催
2014年6月15日（日）
9：30～12：00

富山県歯科医師会 知っておきたい口腔カンジダ症と粘膜疾患 富山県歯科医師会（主催）

5
大阪
兵庫

共催
2014年6月22日（日）
13：00～15：00

大阪府保険医
協同組合会館

在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る研修
会

大阪府歯科保険医協会
（主催）

6 岡山 主催
2014年6月22日（日）
10：00～15：30

岡山大学歯学部棟
訪問歯科診療を始めよう！
－敷居を下げてもリスク管理はしっかりと－

日本老年歯科医学会
香川支部・鳥取支部

岡山県歯科医師会・岡山県歯科衛生士会
病院歯科介護研究会・岡山大学歯学部

7
大阪
兵庫
徳島

共催
2014年8月24日（日）
10：00～12：30

アスティーとくしま
①高齢者の心身の特性 ②口腔機能の管理
③緊急時対応 など

徳島県保険医協会（主催）

8 富山 共催
2014年9月7日（日）
10：00～15：00

富山県歯科医師会

高齢患者の有する問題点とその対応
照会状の書き方、診療情報の分析、プロブレムリ
ストへの反映（演習）

富山県歯科医師会（主催）

9
大阪
兵庫

共催
2014年9月23日（日）
14：00～17：00

兵庫県保険医協会
要介護高齢者のQOL向上のため
－歯科訪問診療の留意点とアプローチ－

徳島県保険医協会（主催）

10
岡山
鳥取

共催
2014年10月12日（日）
9：00～17：00

岡山
コンベンションセンター

Advanced Care Planning −
「口腔ケアはスピリチュアルケア」を理解する

病院歯科介護研究会（主催）

11 大阪 共催
2014年10月19日（日）
10：00～16：00

大阪歯科大学
天満橋学舎 在宅歯科診療のスタートアップセミナー 大阪歯科大学 同窓会（主催）

12 香川 共催
2014年10月30日（木）
18：00～19：30

三豊市文化会館
口は命の入り口、魂の出口 －口腔ケアに係わる
多職種連携で地域の安心を築く－

香川県歯科医師会（主催）
三豊市介護サービス
事業者協議会（主催）

三豊・観音寺市医師会
香川県歯科衛生士会
観音寺市社会福祉協議会
三豊市地域包括支援センター

13 高知 共催
2014年11月9日（日）
10：10～15：00

総合あんしん
センター（高知）

超高齢社会の問題点と口腔機能管理の重要性：
日本老年歯科医学会とともに学ぶ

高知県歯科医師会（主催）

14 東京 共催
2015年2月1日（日）
10:00～16:00

東京医科歯科大学 高齢者歯科医療のシステム理解と実際
歯科医療情報推進機構
（主催）

厚生労働省

15 大阪 後援
2015年2月8日（日）
10:00～16:45

AP 大阪梅田茶屋町 高齢者歯科医療の問題点と対応
歯科医療情報推進機構
近畿・中部支部（主催）

16 東京 共催
2015年2月15日（日）
10:00～16:00

東京医科歯科大学 高齢者歯科医療のシステム理解と実際
歯科医療情報推進機構
（主催）

厚生労働省

17 長野 主催
2015年2月28日（土）
10:00～16:00

松本歯科大学 要介護高齢者への食事介助！

18 東京 共催
2015年3月1日（日）
10:00～16:00

東京医科歯科大学 高齢者歯科医療のシステム理解と実際
歯科医療情報推進機構
（主催）

厚生労働省

19 東京 共催
2015年3月15日（日）
10:00～16:00

東京医科歯科大学 高齢者歯科医療のシステム理解と実際
歯科医療情報推進機構
（主催）

厚生労働省

平成２６年度 日本老年歯科医学会 支部主催・共催・後援研修会リスト


