
 

一般社団法人日本老年歯科医学会 2021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。 

 本年度は COVID-19 感染拡大および感染防止に鑑みた会務ならびに事業の運営となった。 

また、会員の学会活動の利便性および効率的な会務運営を目的として、継続的なオンサイト

の活用に取り組んだ。 

 

１．学術大会、その他各種学術集会の開催 

（１）第 32回学術大会／第 31回日本老年学会総会 併催 

 日 時：2021年 6月 11日（金）～13日（日） 

形 式：Web開催 

大会長：河相 安彦（日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座 教授）  

 テーマ：人生 100年時代に老年歯科医学ができること 

WEBだけに、いつでも、「ど・こ・か・ら・で・も」 

WEBだけど、一体感を、そしてインタラクティブに  

 参加者数：1,660名 他招待者 

 

○特別講演 

「食のアーティスト・宮沢賢治～本当の食べものを求めて～」 

座長： 河相 安彦 （日本大学松戸歯学部 有床義歯補綴学講座） 

演者： ソコロワ山下 聖美 （日本大学藝術学部文芸学科） 

 

○教育講演 

「Oral health of older people in the United Kingdom and the impact of COVID-19」 

座長：松尾 浩一郎 （東京医科歯科大学大学院 地域・福祉口腔機能管理学分野） 

多田 紗弥夏 （Faculty of Dentistry/ National University of Singapore） 

演者： 

「Improving the oral health of older adults in the united Kingdom」 

Vicki Jones and Mili Doshi （British Society of Gerodontology） 

 

○愛知県医師会・愛知県歯科医師会ジョイントセッション 

「フレイル予防・介護予防のためのフレイル・認知機能と口腔機能の視点」 

座長：武部 純 （愛知学院大学歯学部 有床義歯学講座） 

冨田 健嗣 （一般社団法人愛知県歯科医師会地域保健部） 

演者： 

「愛知県における 75 歳以上のフレイルリスク者の現状と愛知県医師会の取り組み」 

松浦 誠司 （公益社団法人愛知県医師会） 

「口腔機能低下の実態と関連する諸因子」 

内堀 典保 （一般社団法人愛知県歯科医師会） 

 

○特別シンポジウム 

「人生 100 年時代に向けての歯科的ロードマップ」 

座長：河相 安彦 （日本大学松戸歯学部 有床義歯補綴学講座） 

水口 俊介 （東京医科歯科大学大学院 高齢者歯科学分野） 

演者： 

「人生 100 年時代に向けての歯科的ロードマップの構築と課題」 

河相 安彦 （日本大学松戸歯学部 有床義歯補綴学講座） 



 

「人生 100 年時代に向けて小児期から実践すべき歯科戦略について」 

朝田 芳信 （鶴見大学歯学部 小児歯科学講座） 

「成人期の歯科 ( 歯周病 ) の立場から : 介護予防としての歯周病治療の必要性と健康寿

命延伸へ向けた歯周病抑制」 

吉成 伸夫 （松本歯科大学 歯科保存学講座 ( 歯周 )） 

「管理栄養士の立場から：超高齢社会における歯科と栄養の連携」 

本川 佳子 （東京都健康長寿医療センター研究所） 

「口腔と長寿の文献レヴュー：健康長寿社会の実現を目指す戦略を支える歯科的エビデン

スの充実に向けて」 

岩崎 正則 （東京都健康長寿医療センター研究所） 

「高齢者歯科の立場から：超高齢期における歯と口腔機能の問題点」 

池邉 一典 （大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者

歯科学分野） 

 

○シンポジウム 1 

「口腔機能の生理的老化と病的老化」 

座長：池邉 一典 （大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・ 

高齢者歯科学分野） 

吉田 光由 （広島大学医系科学研究科 先端歯科補綴学） 

演者： 

「生理的・病的老化とフレイル・サルコペニア」 

杉本 研 （川崎医科大学 総合老年医学） 

「加齢に伴う口腔機能低下と大脳皮質機能」 

井上 富雄 （昭和大学歯学部 口腔生理学講座） 

「口腔機能低下症・オーラルフレイルにおける口腔機能の老化の考え方」 

上田 貴之 （東京歯科大学 老年歯科補綴学講座） 

 

○シンポジウム 2 

「IoT・AI や遠隔機器を活用した医療・保健活動における関連用語について」 

座長： 大神 浩一郎 （東京歯科大学・千葉歯科医療センター） 

演者： 

「口腔リハビリテーション多摩クリニックにおける IoT・AI や遠隔機器を活用した医療・

保健活動日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニックが実践する ICT を用いた

教育および診療への応用について」 

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） 

「歯科診療行為を科学するマイデンタル AI の構築」 

野崎 一徳 （大阪大学歯学部附属病院） 

 

○シンポジウム 3 

「ウィズ・コロナにおける新しい在宅歯科医療のあり方」 

座長：佐藤 裕二 （昭和大学歯学部 高齢者歯科学講座） 

小玉 剛 （公益社団法人 日本歯科医師会） 

演者： 

「「歯科訪問診療における感染予防策の指針 2021 年版」策定の経緯と目的」 

猪原 健 （敬崇会 猪原歯科・リハビリテーション科） 

「「歯科訪問診療における感染予防策の指針 2021 年版」の解説」 

河野 雅臣 （東京医療保健大学） 

「大学の立場から：歯科訪問診療の実態と課題」 

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） 

 



 

「地域歯科クリニックの立場から：歯科訪問診療の実態と課題 ～山梨県・山梨県歯科医師

会事業の紹介～」 

花形 哲夫 （山梨県歯科医師会 花形歯科医院） 

 

○シンポジウム 4 

「百寿者（centenarian）に訊く健康づくり ～歯科が支援できることを考える～」 

座長：渡部 芳彦 （東北福祉大学健康科学部医療経営管理学科） 

演者： 

「健康長寿のために口腔機能が果たす役割̶TOOTH 研究結果からの考察̶」 

飯沼 利光 （日本大学歯学部 歯科補綴学第Ⅰ講座） 

「高齢者、百寿者の幸福感・心理的 well-being を支える老年的超越」 

増井 幸恵 （東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム） 

「「8020 その先」－ 多職種連携における歯科の立ち位置の視点で考える」 

岩佐 康行 （原土井病院 歯科 / 摂食・栄養支援部） 

 

○シンポジウム 5 

「認知症の人の口を支えるために」  

座長： 平野 浩彦 （東京都健康長寿医療センター 歯科口腔外科） 

演者： 

「認知症医療・ケアにおける医科歯科連携・多職種連携」 

井藤 佳恵 （東京都健康長寿医療センター 認知症支援推進センター） 

「令和３年度介護報酬改定からの提言」 

髙田 淳子 （厚生労働省老健局老人保健課） 

「認知症の本人と家族が体験した歯科医療、歯科医療が体験した認知症、その先にあるもの」 

枝広 あや子 （東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と精神保健研究チーム 認知

症と精神保健） 

「認知症高齢者に対する歯科治療についての診療ガイドラインを用いた歯学部教育」 

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） 

 

○シンポジウム 6 

「老年歯科医学の観点からの目指すべき病院歯科像」 

座長： 大野 友久 （浜松市リハビリテーション病院） 

岩佐 康行 （原土井病院 歯科 / 摂食・栄養支援部） 

演者： 

「高齢者対応型病院歯科普及の必要性と、回復期病床を持つ病院での歯科の果たすべき役

割」 

大野 友久 （浜松市リハビリテーション病院） 

「病院機能とリンクして地域医療に貢献する高齢者歯科を目指して」 

岩佐 康行 （原土井病院 歯科 / 摂食・栄養支援部） 

「周術期口腔管理を通して考える高齢者歯科医療」 

松尾 浩一郎 （東京医科歯科大学大学院 地域・福祉口腔機能管理学分野） 

「市中急性期病院でのリハビリテーション科歯科としての活動、医科歯科連携」 

尾﨑 研一郎 （足利赤十字病院 リハビリテーション科） 

「陵北病院における病院歯科活動」 

阪口 英夫 （医療法人永寿会 陵北病院） 

 

○シンポジウム 7 

「地域歯科医療シンポジウム：「COVID-19 で語ろう～どう高齢者を支えるのか～」」  

座長： 糸田 昌隆 （大阪歯科大学） 

平野 浩彦 （東京都健康長寿医療センター 歯科口腔外科） 



 

演者： 

「コロナ禍における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施や介護予防事業の対応」 

秋野 憲一 （札幌市保健福祉局） 

「都市部において ICTを活用することで多職種連携が奏功してCOVID-19に対処できてい

る例」 

高田 靖 （公益社団法人 東京都豊島区歯科医師会） 

「訪問病院でのクラスター経験　̶地域コミュニティ COVID-19 対応の立場から̶」 

木村 年秀 （まんのう町国民健康保険造田歯科診療所） 

「ECMO センターにおける摂食嚥下リハビリテーションの経験」 

梅本 丈二 （福岡大学病院摂食嚥下センター） 

 

○国際シンポジウム 

「The Role of Gerodontology in the Centenarian Era - Toward the International 

Consensus -」  

座長：松尾 浩一郎 （東京医科歯科大学大学院 地域・福祉口腔機能管理学分野） 

多田 紗弥夏 （Faculty of Dentistry/ National University of Singapore） 

演者： 

「Approach to the Centenarian Era from the dentistry in Japan」 

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） 

Murali Srinivasan （Center for Dentistry, University of Zurich） 

「 The Role of Gerodontology in the Centenarian Era- An USA Contribution to 

theInternational Consensus」 

Leonardo Marchini （The University of Iowa College of Dentistry and Dental Clinics） 

「The Role of Gerodontolgy in the Centenarian-Era: toward the InternationalConsensus, 

- “the inductive perspective of Taiwan” -」 

Andy Yen-Tung Teng （ Taiwan Academy of Geriatric Dentistry (TAGD) & 

KaohsiungMedical University, Taiwan, ROC.） 

 

○歯科衛生士シンポジウム 

「認知症の人への歯科衛生士の関わり～口腔健康管理を通して～」 

座長：藤原 ゆみ （（一社）岡山県歯科衛生士会） 

阪口 英夫 （医療法人永寿会 陵北病院） 

演者： 

「歯科衛生士が口腔健康管理という専門性を通じて認知症の人にできること、そして求め

られていること」 

枝広 あや子 （東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と精神保健研究チーム 認知

症と精神保健） 

「地域のつながりで認知症高齢者の「望む暮らし」を守れ！」 

丸岡 三紗 （まんのう町国民健康保険造田歯科診療所） 

「認知症の人への歯科衛生士の関わり～口腔健康管理を通して～」 

渡辺 三恵子 （世田谷区社会福祉事情団芦花ホーム） 

「管理栄養士による在宅の食支援～認知症へのアプローチ～」 

時岡 奈穂子 （特定非営利活動法人はみんぐ南河内 認定栄養ケア・ステーションからふる） 

 

○Meet the President：理事長とランチ & しゃべり場 -ON LINE 

 

○スポンサードセッション 1 

「口腔機能を維持増進する義歯と義歯ケア」 

演者：水口 俊介 （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） 

 



 

○スポンサードセッション 2 

「チェアサイドで実践する！口腔機能の低下への対応とお食事指導」 

座長：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） 

演者：上田 貴之 （東京歯科大学 老年歯科補綴学講座） 

 

○スポンサードセッション 3 

「口腔内環境を見える化する̶細菌カウンタの臨床応用のすすめ̶」 

演者：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） 

 

○スポンサードセッション 4 

「高齢者の口腔内環境改善を目指した超高齢社会における S-PRG フィラー含有材料の応

用」 

座長：水口 俊介 （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） 

演者：水口 俊介 （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） 

猪越 正直 （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） 

 

○スポンサードセッション 5 

「新型コロナ禍の在宅医療の現場から～医科と歯科のよりよい連携のために～」 

座長：中澤 桂一郎 （利根歯科診療所） 

演者：佐々木 淳 （医療法人社団 悠翔会） 

 

 

課題口演 ２カテゴリ、優秀ポスター審査 ３部門、 

スポンサードセッション ５件 

日本老年学会総会合同セッション 

 

（２）学会主催セミナー／オンライン Live開催 

 ①高齢者医療臨床研修会 

 ・2021年 9月 10日（金） 

  認知症患者への対応について～歯科、口腔と認知症との関わり～ 

講師：道川 誠（名古屋市立大学医学部 神経生化学 教授） 

 ・2022年 3月 18日（金） 

有病高齢者の緊急時の対応 

前田 茂 教授（東京医科歯科大学大学院歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野） 

 ②オンライン Live研修会 

 ・2021年 10月 29日（金）／多職種連携委員会 

地域における栄養管理～管理栄養士と繋がろう 

講師：前田佳予子（管理栄養士／武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 教授） 

・2022年 1月 21日（金）／在宅歯科医療委員会 

コロナ禍における在宅訪問の実践的対策 

篠原弓月先生（口腔栄養サポートチームレインボー，歯科衛生士） 

 

 ③歯科衛生士セミナー／歯科衛生士関連委員会 

 ・2021年 12月 12日（日） 

歯科衛生士が行うポリファーマシー対策 

講師：野原幹司 （大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部 准教授） 

 ・2022年 2月 27日（日） 

歯科衛生士が行う高齢者への食事指導のことはじめ 

講師：尾関麻衣子（日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 管理栄養士） 

 



 

（３）その他の研修会・セミナーの開催 

 学会 共催・後援研修会・セミナー：11回開催 

 支部 主催・共催・後援研修会・セミナー：8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 36巻 1～4号、supplement 号 

の発行 

  総説、原著、臨床報告、調査報告、認定医症例レポート 等 

 ・日本老年歯科医学会公式英文誌「Gerodontology」 

                  Volume 38, Issue 2 ~ Volume 39, 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、研修機関、摂食機能療法専門歯科医師の認定 

  ① 認定医              31名 

  ② 専門医              25名 

  ③ 指導医              6名 

  ④ 研修機関             1施設 

  ⑤ 摂食機能療法専門歯科医師     8名 

 

（２）認定資格者への研修および更新認定 

 

（３）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および事業協力 

認定歯科衛生士 2名 

 

４.研究の奨励及び研究業績の表彰 

（１）令和３年度厚生労働省老人保健事業 

「施設系サービス利用者等の口腔衛生等の管理に関する調査研究事業」 

 

（２）日本歯科医学会プロジェクト研究 

「高齢者の医療・地域連携に貢献する高齢者対応型病院歯科の普及に向けた調査・研究」 

 

（３）日本歯科医学会連合 医療問題関連事業 

「65歳以上の肺炎入院患者に対する歯科管理効果の調査研究」 

 

（４）関係団体等における調査事業等への協力 

 

（５）学会功労賞 

  櫻井  薫（東京歯科大学 名誉教授） 

下山 和弘（東京医科歯科大学 名誉教授） 

 

（６）老年歯科医学賞（渡邉郁馬賞） 

「訪問診療での歯科臨床／在宅歯科医療をさらに高める Clinical Questions と Questions 

& Answers」 

戸原玄・中川量晴 編／一般社団法人 日本老年歯科医学会 監修／医歯薬出版 

 

 

 

 

 

 



 

（７）優秀奨励論文賞（ライオンアワード） 

・澤 幸子（公仁会 鹿島病院（島根）） 

Occlusal support is associated with nutritional improvement and recovery of physical 

function in patients recovering from hip fracture 

Yukiko Sawa Jun Kayashita Hiroki Nikawa 

Gerodontology Volume37, Issue1-March 2020-Pages 59-65 

 

・釘宮嘉浩（東京歯科大学老年歯科補綴学講座） 

Rate of oral frailty and oral hypofunction in rural community‐dwelling older Japanese 

individuals 

Yoshihiro Kugimiya, Yutaka Watanabe, Takayuki Ueda, Keiko Motokawa, 

Maki Shirobe, Kentaro Igarashi, Daichi Hoshino, Tomofumi Takano, 

Kaoru Sakurai, Yu Taniguchi, Akihiko Kitamura, Shoji Shinkai, Hirohiko Hirano 

Gerodontology Volume37, Issue4-December 2020-Pages 342-352 

 

（８）優秀課題口演賞 

「地域包括ケアシステム」 

 中村純也／医療法人社団関田会 ときわ病院 歯科口腔外科 

地域包括ケア病棟入院患者における口腔環境と在宅復帰困難の関連について 

「口腔機能低下症」 

宮下大志（日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学） 

嚥下障害患者における嚥下造影検査で観察される嚥下動態とサルコペニアとの関連性 

 

（９）優秀ポスター賞 

「一般部門」 

目黒郁美（日本大学大学院松戸歯学研究科歯学専攻 有床義歯補綴学） 

要介護高齢者における義歯不使用に関連する因子の検討 

 

今井健一（日本大学歯学部 細菌学講座） 

なぜ口腔細菌の誤嚥で肺炎が悪化するのか？─歯周病原菌による MUC5AC 発現とムチ

ン産生の誘導─ 

 

「地域歯科医療部門」 

 板橋志保（（一社）仙台歯科医師会 在宅訪問・障害者・休日夜間歯科診療所） 

訪問歯科診療における「液状化検体細胞診（LBC）」の使用経験 

 

「歯科衛生士部門」 

 畑山千賀子（新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野） 

自立高齢者における口腔機能低下症と咀嚼行動：パイロットスタディ 

 

５．国内外における関連団体との交流 

 ・IAGG2023 日本開催への準備協力 

 ・European College of Gerodontology (ECG) 2021での交流 

・台日老年歯科医学会との交流協定の更新 

・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。 

 

 

 

 



 

６．高齢者の保健・医療の向上の推進 

１）指針等 

  歯科訪問診療における感染予防策の指針 2021年版および 2022年版 

  口腔ケアリーフレットおよび高齢者施設職員向け口腔ケアの手引き 

在宅高齢者歯科医療教育基準 

在宅歯科医療の基本的考え方 2022 

 

２）ステートメントの公表 

  歯科における訪問診療を示す学術用語に関する本会としての考え方の公表 

論文中の高齢者に関する英文表記についての公表 

 

３）診療参加型臨床実習マニュアルの作成 

摂食嚥下障害のスクリーニング検査 

 

４）編集または監修 協力 

老年歯科医学 第 2版 

 

５）その他 

  口腔機能低下症とオーラルフレイルに関するワークショップ 

  歯科衛生士オンライン交流会 

 

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／Web会議 

（１）総会 

定時社員総会：2021年 5月 29日 

 

（２）常任理事会 ＊メール会議 

  2021年 

第 1回 4月 20日、 第 2回 5月 28日、 第 3回 6月 28日、 第 4回 7月 16日＊ 

第 5回 7月 20日、第 6回 8月 31日、第 7回 9月 8日＊、第 8回 11月 5日 

第 9回 12月 10日 

2022年 

第 10回 1月 11日＊、第 11回１月 25日＊、第 12回 2月 8日 

 

（３）理事会 ＊メール会議 

  2021年 

第 1回 4月 21日＊、第 2回 4月 30日＊、第 3回 5月 27日＊、第 4回 5月 28日 

第 5回 7月 15日＊、第 6回 7月 21日 、第 7回 9月 30日、第 8回 10月 7日＊ 

第 9回 11月 8日＊、第 10回 12月 8日＊、第 11回 12月 10日 

2022年 

第 12回 1月 14日＊、第 13回 2月 3日＊、第 14回 3月 29日＊ 

 

（４）支部長会 

   北海道・東北 9月 27日、関東 9月 28日、東海 10月 19日、近畿 10月 8日 

   中国・四国 10月 19日、九州 9月 9日 

   全国版日時 11月 9日 



 

（５）各種委員会 

      学術委員会、編集委員会、財務委員会、教育委員会、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、専門医試験問題委員会、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・地域保健医療福祉委員会、利益相反委員会、特任（病院歯科）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      ：2021年 6月 10日、2022年 1月 29日開催 

将来計画委員会  ：2022年 1月 29日開催 

学会あり方委員会 ：2021年 5月 25日、7月 13日 

国際学会招致委員会：2021年 6月 10日、2022年 2月 16日  

          

 以上 



2021年度 日本老年歯科医学会 学会主催セミナー

1）高齢者医療臨床研修会

名称 会期 会場 参加申込者数 共催・後援 等
研修
単位

DH認定
更新研修

第10回高齢者医療臨床研修会
認知症患者への対応について～歯科、口腔と認知症との関わり～
講師：道川　誠
名古屋市立大学医学部　神経生化学

2021年9月10日（金） Web開催 218名 － 6 ○

第11回高齢者医療臨床研修会
有病高齢者の緊急時の対応
講師：前田　茂
東京医科歯科大学大学院歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野

2022年3月18日（金） Web開催 390名 － 6 ○

2）オンラインLiveセミナー

名称 会期 会場 参加申込者数 共催・後援 等
研修
単位

DH認定
更新研修

多職種連携委員会企画
「管理栄養士の業務や地域における取り組み－歯科との連携－」
講師：前田佳予子
武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 教授，
日本在宅栄養管理学会 理事長

2021年10月29日（金） Web開催 226名 － 6 ○

在宅歯科医療委員会企画
「コロナ禍における在宅訪問の実践的対策」
講師：篠原弓月
口腔栄養サポートチームレインボー，歯科衛生士

2022年1月21日（金） Web開催 255名 － 6 ○



3）歯科衛生士セミナー

名称 会期 会場 参加申込者数 共催・後援 等
研修
単位

DH認定
更新研修

第9回歯科衛生士関連委員会主催セミナー
「歯科衛生士が行うポリファーマシー対策」
講師：野原幹司
大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部

2021年12月12日（日） Web開催 274名 － 6 ○

第10回歯科衛生士関連委員会主催セミナー
「歯科衛生士が行う高齢者への食事指導のことはじめ」
講師：尾関麻衣子
日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック　管理栄養士

2022年2月27日（日） Web開催 248名 － 6 ○

名称 会期 主催団体
研修
単位

DH認定
更新研修

後援：
公益社団法人日本補綴歯科学会 第130回学術大会

2021年6月18日（金）～20日（日）
公益社団法人
日本補綴歯科学会

― ―

後援：世界口腔保健学術大会記念「第26回口腔保健シンポジウム」 2021年7月4日（日）
公益社団法人
日本歯科医師会

― ―

後援：第13回日本健康医療学会 総会・学術大会 2021年9月26日（日）
一般社団法人
日本健康医療学会

― ―

後援：第29回日本慢性期医療学会 2021年10月14日（木）～15日（金）
一般社団法人
日本慢性期医療協会

― ―

後援：第16回・第17回共催 日本神経摂食嚥下・栄養学会学術集会
大阪大会

2021年10月16日（土）
日本神経摂食嚥下・
栄養学会

― ―

Web開催

2021年度 学会共催・後援セミナー

会場

Web開催

Web開催

建長寺　広真閣・大供堂
Web開催

Web開催



名称 会期 主催団体
研修
単位

DH認定
更新研修

会場

後援：NPO法人 PDN主催セミナー
「第27回嚥下機能評価研修会」

2021年11月21日（日）
NPO法人 PDN
（Patient Doctors
Network）

― ―

後援：公益財団法人 8020推進財団学術集会
「第19回フォーラム8020」

2021年12月6日より配信
公益財団法人
8020推進財団

― ―

後援：第27回咀嚼と健康ファミリーフォーラム 2021年12月1日（水）～31日（金）
特定非営利活動法人
日本咀嚼学会

― ―

後援：日本義歯ケア学会第14回学術大会 2022年3月6日（日） 日本義歯ケア学会 ― ―

後援：NPO法人 PDN主催セミナー
「第28回嚥下機能評価研修会」

2022年3月20日（日）
NPO法人 PDN
（Patient Doctors
Network）

― ―

後援：NPO法人 PDN主催セミナー
「第3回口腔機能低下・嚥下障害と栄養管理に関するセミナー」

2022年3月1日～31日
NPO法人 PDN
（Patient Doctors
Network）

― ―東京慈恵会医科大学

東京慈恵会医科大学

Web開催

Web開催

Web開催

東京慈恵会医科大学



2021年度 日本老年歯科医学会 支部主催・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 岐阜 共催
岐阜支部共催セミナー
「岐阜県 多"食"種連携研究会」

多“食”種連携のいま，そし
て未来

岐阜県 多“食”種連携研究
会

共催
岐阜県歯科医師会、岐阜県言語聴覚
士会、岐阜県看護協会、岐阜市薬剤師
会、 岐阜県栄養士会、岐阜県理学療
法士会、岐阜県歯科衛生士会

2021年4月11日（日） 朝日大学 359名 4 ○

2 埼玉 主催 埼玉支部 Webセミナー
非経口摂取患者に診られる
口腔内の状況とその対応方
法について

日本老年歯科医学会埼玉
支部

後援
日本病院歯科口腔外科連絡協議会

2021年5月27日（木） Web開催 6000 4 ○

3
北海
道

主催
北海道支部主催セミナー
「第20回北海道口腔ケアセミナー」

認知症と共に生きる人のた
めに私たちが出来ること～
口・食・生活の支援～

日本老年歯科医学会北海
道支部、
北海道口腔ケア研究会

後援：
北海道医師会、札幌市医師会、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、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

2021年5月29日（土） Web開催 170名 4 ○

4 奈良 主催
奈良支部主催セミナー
「高齢者の食支援と低栄養予防」研修
会

高齢者の食支援と低栄養
予防

日本老年歯科医学会奈良
支部

共催：奈良県歯科医師会、奈良県歯科
衛生士会

2021年6月27日（日） 奈良県歯科医師会 61名 4 ○

5
鹿児
島

後援 鹿児島支部後援セミナー
第4回 摂食嚥下リハビリ
テーション研修講座 初級
コース

鹿児島大学大学院医歯学
総合研究科 口腔顎顔面補
綴学分野、リハビリテーショ
ン医学分野

共催：鹿児島大学大学院医歯学総合研
究科 地域連携高齢者歯科医療学セン
ター
後援：鹿児島県歯科医師会、鹿児島大
学歯学部同窓会

2021年9月8日
～11月24日

Web開催
鹿児島大学

― ― ―

6 岡山 共催 岡山支部共催「病院歯科介護研究会 第23回総会・学術講演会」

多職種ではじめる脳卒中地域
連携
〜脳卒中・循環器病対策基本
法2019施行を受けて口腔管理
はどうあるべきか〜

病院歯科介護研究会

共催：日本老年歯科医学会 岡山支部
後援：日本認知症ケア学会, 日本認知症学
会，日本精神科看護協会，日本慢性期医
療協会，日本病院歯科口腔外科協議会，
岡山県

2021年11月7日（日） Web開催 110名 4 ○

7 三重 後援 三重支部後援セミナー「東海オーラルマネジメント研究会」地域で支える障がい児者への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ニュートリー株式会社 2022年2月20日（日） Web開催 ― ― ―

8 鹿児島 後援 鹿児島支部後援セミナー「第1回 栄養の基礎研修講座」栄養の基礎研修講座 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野
共催：鹿児島大学 大学院医歯学総合研究
科，地域連携高齢者歯科医療学センター
後援：鹿児島県歯科医師会

2022年2月2日
～3月9日

Web開催 ― ― ―


