
一般社団法人日本老年歯科医学会 2016（平成 28）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 27回学術大会 

 日 時：2016（平成 28）年 6月 18日（土）～19日（日） 

場 所：アスティとくしま 

大会長：市川哲雄（徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野） 

 テーマ：口腔から超高齢社会の明るい未来を切り開く  

～口腔が果たす役割の再確認と啓発～ 

 

○特別講演  

「摂食嚥下機能と障害」 

座長 櫻井 薫（東京歯科大学） 

講師 椿原彰夫（川崎医療福祉大学学長） 

 

○教育講演  

「高齢者の栄養」 

座長 羽村 章（日本歯科大学） 

講師 中屋 豊（徳島大学名誉教授） 

 

○特別企画１ 

「豊かな超高齢社会のシステム作り：日本老年歯科医学会に期待すること」 

座長 佐藤裕二（昭和大学）、池邉一典（大阪大学） 

講師 秋野憲一（経済産業省）、小阪 亮 （厚生労働省） 

 

○特別企画 2  

「高齢者が生き生き生活するために」 

座長 下山和弘（東京医科歯科大学） 

講師 横石知二（株式会社いろどり取締役 徳島大学客員教授 

 

○日・台老年歯科医学会 合同シンポジウム  

「高齢者の食べる機能と認知症を考える」 

座長 小野高裕（国際渉外委員長，新潟大学）、原田和昭（ハラダ歯科医院） 

講師 遠藤眞美（日本大学松戸歯学部）、林 嘉澍（陽明大学） 

 

○シンポジウム 1  

「口腔機能と全身機能低下、フレイルとの関係を考える」 

座長 水口俊介（学術委員長，東京医科歯科大学） 

講師 平野浩彦（東京都健康長寿医療センター研究所） 

渡邊 裕（国立長寿医療研究センター） 、松尾浩一郎（藤田保健衛生大学） 

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）  

 

 

 

 



○シンポジウム 2  

「認知症高齢者の意思決定支援に関するエビデンスを考える」 

座長 市川哲雄（徳島大学） 

講師 杉澤秀博（桜美林大学）、園田 茂（藤田保健衛生大学）、服部佳功（東北大学） 

白山靖彦（徳島大学） 

追加発言 枝広あや子（東京都健康長寿医療センター研究所） 

 

○入門セミナー1 

「医療従事者のための社会福祉学入門」 

座長 松村英雄（日本大学） 

講師 柳沢志津子（徳島大学） 

 

○入門セミナー2 

「口腔機能を診る 1 〜咀嚼能力～」 

座長 上田貴之（東京歯科大学） 

講師 築山能大（九州大学） 

 

○入門セミナー3 

「口腔機能を診る 2 〜舌および周辺能力～」 

座長 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） 

講師 吉田光由（広島大学，3/1着任予定) 

 

○入門セミナー4 

「キャリア形成のための海外留学指南」 

座長 古屋純一（東京医科歯科大学） 

講師 松尾浩一郎（藤田保健衛生大学）、金澤 学（東京医科歯科大学） 

大岡貴史（明海大学） 

 

○ハンズオンセミナー1 

「口腔管理の実際 1 〜専門的口腔ケアの標準化～」 

座長 大野友久（国立長寿医療研究センター） 

講師 角 保徳（国立長寿医療研究センター）、藤田恵未（国立長寿医療研究センター） 

 

○ハンズオンセミナー2 

「口腔管理の実際 2 〜口腔咽頭吸引の理論と実践～」 

講師 菅 武雄（鶴見大学）、在宅歯科診療等検討委員会 

 

○若手ミニシンポジウム 

「老年歯科を支えるのは若手会員だ！」 

①認知症高齢者の摂食嚥下機能をいかに評価するか？ 

座長 吉川峰加（広島大学） 

講師 高橋賢晃（日本歯科大学）、深津ひかり（大阪大学）、森 隆浩（広島大学） 

 

②未来老年歯科の白熱教室 

座長 寺本浩平（寺本内科歯科クリニック） 

講師 横山雄士（横山歯科医院）、猪原 光（猪原歯科・リハビリテーション科） 

渡部 守（渡部歯科医院）、加藤智崇（福岡歯科大学） 

 

 

 



○歯科衛生士シンポジウム 

「老年歯周病学の確立を目指して」 

座長 那須郁夫（日本大学松戸歯学部）、藤原ゆみ（特定医療法人万成病院歯科） 

講師 米山武義（米山歯科クリニック）、永田俊彦（徳島大学） 

鈴木里保（米山歯科クリニック） 

 

（２）高齢者医療臨床研修会（学会主催セミナー） 

 日 時：2017（平成 29）年 3月 5日（日） 

場 所：東京歯科大学水道橋校舎新館 血脇ホール 

 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 

 

（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： 4回開催 

  支部 主催・共催・後援研修会・セミナー： 24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 31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 33, Issue 2～Volume 34, 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           42名 

② 認定医制度指導医      0名 

③ 認定医研修機関        0施設 

④ 専門医           2名 

⑤ 専門医制度指導医      0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 34名 

⑧ 認定歯科衛生士      5名 

 

４．研究の奨励及び研究業績の表彰 

（１）学会功労賞 

   山根 瞳（アポロ歯科衛生士専門学校校長） 

（２）老年歯科医学賞 

   『老年歯科医学』医歯薬出版 2015.10.5発行 

編集主幹：森戸 光彦 編集：山根 源之、櫻井 薫、羽村 章、下山 和弘 

柿木 保明 他多数 編集協力 

（３）優秀奨励論文賞（ライオンアワード） 

小谷 祐子（昭和大学歯学部高齢者歯科学講座） 

「若年有歯顎者と高齢無歯顎者の粘膜性状と疼痛閾値の関係」 

（『老年歯科医学』第 30巻 2号 P.68～79） 

 

 

 

 



（４）優秀口演賞 

馬場 拓朗（徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野） 

「オトガイ舌骨筋に着目した口腔機能低下予測因子の検討」  

佐川 敬一朗（日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学） 

「地域における嚥下調整食の実態調査」 

（５）優秀ポスター賞 

小原 由紀（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） 

「要介護高齢者の口腔機能および栄養状態の経年変化 －2 年間の縦断データの分析－」 

助川 顕士（医療法人原土井病院 歯科） 

「当科におけるミールラウンドへの取り組み」 

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介護予防研究チーム） 

「認知症高齢者に対する適時適切な歯科治療の提供に資する検討 ～FAST を基準に～」 

 

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。 

 ・日-台老年歯科医学会 合同シンポジウムの実施（第 27回学術大会） 

 

６．高齢者の保健・医療の向上の推進 

 ・平成 28年度厚生労働省老人保健事業「介護保険施設における歯科医師、歯科衛生士の

関与による適切な口腔衛生管理体制のあり方に関する調査研究事業」の実施。 

 

 ・「在宅歯科医療の基本的考え方 2016」の編纂。 

 

 ・学会見解論文の公表（「老年歯科医学」第 31巻 2号） 

  「高齢期における口腔機能低下－学会見解論文 2016年度版-」 

 

 ・学術委員会事業の公表（「老年歯科医学」第 31巻 2号） 

  「急性期病院入院高齢者における口腔機能低下と低栄養との関連性」 

 

 ・「口腔機能低下症」公表にあたる報道説明会の実施 

 

 ・「口腔機能低下症」（歯科医師向け）啓発フライヤーの作成と頒布 

 

 ・「くらしを支える高齢者歯科」（多職種向け）啓発パンフレットの作成と頒布 

 

 ・日本歯科医学会総会分科会プログラム「高齢者歯科医療を支える 3本の柱と 2本の鎹」

の企画・実施 

 

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 

① 定時社員総会：2016（平成 28）年 6月 18日 

（２）常任理事会 

① 第 1回：2016年 6月 17日（理事会併催） 

② 第 2回：2016年 8月 31日 

③ 第 3回：2016年 12月 8日 

④ 第 4回：2017年 3月 28日 

（３）理事会 

① 第 1回：2016年 6月 18日 

② 第 2回：2016年 7月 1 日（メール会議） 

③ 第 3回：2016年 8月 3 日（メール会議） 

④ 第 4回：2016年 9月 16日（メール会議） 

⑤ 第 5回：2016年 9月 27日（メール会議） 

⑥ 第 6回：2016年 11月 8日（メール会議） 

⑦ 第 7回：2016年 12月 8日 

⑧ 第 8回：2017年 2月 16日（メール会議） 

⑨ 第 9回：2017年 3月 13日（メール会議） 

（４）支部長会 

   日時：2016年 6月 18日（土） 

   場所：アスティとくしま 

   

（５）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。 

   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      ：2017年 2月 4日開催 

将来計画委員会  ：2017年 2月 4日開催 

プログラム委員会 ：2016年 8月 26日開催 

          2017年 2月 4 日開催 

以   上 



支部
開催
形態

名称 テーマ等 主催団体 共催等 会期 会場
研修
単位

DH認定
更新研修

1 北海道
共同
開催

北海道支部主催セミナー
「第15回北海道口腔ケアセミナー」

・オーラルフレイル
・認知症高齢者の食支援
・地域の食支援

共同開催：

北海道口腔ケア研究会
2016年5月7日（土）
12:00～16:40

 北海道自治労会館（北海道） 2 ○

2 奈良
共同
開催

奈良支部共催セミナー
「第3回在宅療養支援歯科診療所の施設基準講
習会」

要介護高齢者における食支援
共同開催：

奈良県歯科医師会
奈良県歯科衛生士会

2016年5月8日（日）
10:00～12:00

奈良県歯科医師会館（奈良） 1 ○

3 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」 口腔ケアと摂食嚥下の普及に向けた取り組み

東海オーラルマネジメント研究
会

2016年5月22日（日）
14:00～16:30

ウインクあいち小ホール
（愛知）

1 ○

4 石川 共催
石川支部共催セミナー
「金沢市歯科医師会 学術講演会」

食べる事に問題のある患者に歯科は何ができるの
か？ 金沢市歯科医師会

2016年7月24日（日）
9:30～12:00

石川県歯科医師会館2階
201・202研修室

1 ○

5
大阪
兵庫

後援 大阪・兵庫支部後援セミナー
「平成28年度医科歯科連携医療従事者育成事業研修会」

訪問歯科ガイダンス
－実習で学ぶ摂食嚥下障害へのアプローチ－

兵庫県歯科医師会
2016年8月28日（日）
12:30～17:00

兵庫県歯科医師会館（兵庫） ＿ ＿

6
栃木
茨城

共催 栃木・茨城 支部共催セミナー
「第5回北関東摂食嚥下リハビリテーション研究会」

小児の「食べる」を支えたい
北関東摂食嚥下リハビリ
テーション研究会

㈱フードケア
カレイド㈱

2016年8月28日（日）
12:30～16:40

茨城県立医療大学（茨城） 2 ＿

7
大阪
兵庫

後援
大阪・兵庫支部後援セミナー
「平成28年度夏の学術講演会」

在宅療養支援歯科診療所施設基準対応研修会 神戸市長田区歯科医師会
2016年8月27日（土）
15:00～18:00

新長田ピフレホール　会議室A
（兵庫）

＿ ＿

8 群馬 主催 群馬支部主催セミナー フレイルに関連して～義歯の内容も含めて～ 群馬県歯科医師会
2016年10月1日（土）
17:00～18:30

ホテルメトロポリタン高崎 1 ○

9 三重 後援
三重支部後援セミナー
「第1回三重口腔ケアフォーラム」

「急性期総合病院での口腔ケアー「食べる」を支
援する多職種協働による取り組みー」等

（一社）日本口腔ケア学会
2016年10月9日（日）
13:00～16:00

済生会松阪総合病院講堂
（三重）

＿ ＿

10 群馬 共催
栃木支部共催セミナー「第8回 佐野認知症研究
会」

・「認知機能が低下した患者に対して歯科医師の
視点から考えること～急性期、回復期病棟の実
態を中心に～」

佐野認知症研究会

佐野市医師会、佐
野歯科医師会、佐
野薬剤師会、佐野
市ケアマネジャー
連絡、エーザイ株
式会社

2016年10月14日（金）
19:20～21:00 佐野市勤労者会館 2F

1 ○

11
岡山
鳥取
香川

共催
岡山・鳥取・香川支部共催セミナー
「病院歯科介護研究会第19回総会・学術講演
会」

地域包括ケア　地域に密着する歯科だから、今、
そこで果たせること～人生の終焉まで寄り添う意
義とそのためのストラテジー～

病院歯科介護研究会
2016年10月16日（日）
9:30～16:00

岡山国際交流センター
 8Fイベントホール（岡山）

3 ○

12 愛媛 共催
愛媛支部共催セミナー
「第20回『口から食べたい』セミナー」

「口から食べたい」の原点に帰る 伊予歯科医師会・松前町
愛媛県歯科医師会
中予ブロック会

2016年10月16日（日）
9:30～16:00

松前総合文化センター（愛媛） 2 ○

13 福岡 共催
福岡支部共催セミナー
「第12回福岡摂食嚥下サポート研究会」

震災時のおける摂食嚥下サポート
福岡摂食嚥下サポート
研究会

2016年11月13日（日）
10：00～16：30

パピヨン24ガスホール 2 ○

14
山梨
静岡

共同
開催

山梨・静岡支部共同開催セミナー
 「『認知症と食』を考える 合同研修会」

認知症と食
共同開催：

認知症の人の食支援研究会、
摂食嚥下サポートやまなし

2016年12月4日（日）
14:00～17:55

「かいてらす」
山梨県地場産業センター3F

2 ○

2016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
形態

名称 テーマ等 主催団体 共催等 会期 会場
研修
単位

DH認定
更新研修

15 岩手 主催 岩手支部主催セミナー「摂食嚥下セミナー2016」
在宅訪問歯科診療における摂食嚥下リハビリ
テーションについて

2016年12月12日（月）
19:00～20:30

岩手医科大学附属病院
循環器医療センター 9階講義
室

1 ○

16
長崎
佐賀

共催
長崎・佐賀支部共催セミナー
「第9回 九州・山口 口腔ケアシンポジウム in 佐
賀」

超高齢社会に向けての着実な口腔ケア
をめざして～多職種連携から学ぶ口腔ケア～

NPO法人「オムスン」
口腔管理支援ネット

佐賀県歯科医師会
2016年12月18日（日）
10:00～17:00

メートプラザ佐賀
（佐賀勤労者総合福祉センター）

3 ○

17
兵庫
大阪

共催
兵庫・大阪支部セミナー「訪問歯科ガイダンス
（5）」

フレイルとオーラル・フレイルについて 兵庫県歯科医師会
2016年12月18日（日）
10:00～16:00

兵庫県歯科医師会館
 5階ホール

2 ○

18 岩手 主催 岩手支部主催セミナー「摂食嚥下セミナー2017」
・基本的な摂食嚥下リハビリテーションを含めた
高齢者の口腔機能管理について

2017年1月15日（日）
10:00～12:00

岩手医科大学附属病院循環
器医療センター 9階講義室

1 ○

19 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」

地域包括ケアにおける摂食嚥下リハビリテーショ
ンの和

東海オーラルマネジメント
研究会

2017年1月22日（日）
午前：10:00-12:15
午後：13:30-15:45

ウインクあいち　小ホール 1 ○

20 鹿児島 共催
鹿児島支部共催セミナー
「第9回日本義歯ケア学会学術大会」

・脳卒中のリハビリテーションと口腔との関連
・認知症との向き合い方 （仮題）
・軟質リラインの半世紀について

日本義歯ケア学会
2017年2月11日（土）
～12日（日）

鹿児島大学　学習交流プラザ
学習交流ホール

3 ○

21 岡山
共同
開催

第5回日本老年歯科医学会岡山支部セミナー
･口の機能を支えるために
・食べる楽しみを支える在宅医療
・在宅高齢者の食支援

共同開催：

岡山県、岡山大学病院、
岡山大学歯学部

2017年2月12日（日）
9:30～16:00

岡山大学歯学部棟4階
第一講義室および
第1臨床実習室

ＡＭ
/2Ｐ
Ｍ/1

○

22 千葉 主催
千葉支部主催セミナー「第1回公開研修セミ
ナー」

・健康長寿のためのよくわかる栄養学（仮題）
・低栄養を防ぐ献立と調理の工夫 （仮題）」

2017年2月19日（日）
13:00～16:30

千葉県歯科医師会館
2階ホール

2 ○

23 大阪 後援
大阪支部後援セミナー「在宅療養支援歯科診療
所の施設基準に係る研修会」

・かかりつけ歯科医としての口腔機能向上支援 大阪府歯科保険医協会
2017年2月25日（土）
18:00～20:00

保険医協同組合会館
5階M&Dホール

＿ ＿

24 滋賀 共催
滋賀支部共催セミナー
「第5回在宅歯科医療研修会」

・「オーラルマネジメントの取り組み～つなごう！
医科と歯科、つなげよう！病院から地域へ～」
・「多職種でつなぐ幸せの一口＝地域の食支援
　ステーションとして＝」

一般社団法人
湖東歯科医師会

2017年3月12日（日）
13:00～16:30

近江八幡市立総合
医療センター

2 ○



名称 会期 会場
研修
単位

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3月5日（日）
11：00～15：20

東京歯科大学水道橋校舎新
館
血脇記念ホール

3 －

名称 会期 会場
研修
単位

DH認定
更新研修

1 第3回歯科衛生士関連委員会主催セミナー 2016年6月19日（日）

 アスティとくしま（徳島） - ○

名称 主催団体 共催等 会期 会場
研修
単位

DH認定
更新研修

1 後援 NHKエデュケーショナル 市民公開シンポジウム
株式会社
NHKエデュケーショナル

2016年9月18日（日） 日経ホール（東京） - -

2 後援 第22回咀嚼と健康ファミリーフォーラム
特定非営利活動法人
日本咀嚼学会

2016年10月25日（火） 有楽町朝日ホール - -

3 後援 第24回日本慢性期医療学会 日本慢性期医療協会
2016年10月27日（木）
・28日（金）

石川県立音楽堂、
ホテル日航金沢（石川）

- -

4 後援 嚥下障害セミナー　～基礎・入門編～ 国際治療教育研究所
2017年3月25日（土）
・26日（日)

関内新井ホール - -

2016年度 日本老年歯科医学会 学会主催セミナー

2016年度歯科衛生士関係セミナー

2016年度 学会共催・後援セミナー


