
プログラム番号 発表プログラム・カテゴリ 姓 名 所属 演題

O一般-001 一般演題（口演） 介護・介護予防 本川 佳子
東京都健康長寿医療センター研究所 後期高齢者健診質問票の口腔機能項目と栄養指標の関連

O一般-002 一般演題（口演） 介護・介護予防 濱 芳央子
社会医療法人原土井病院　歯科

病棟職員による口腔ケアにユマニチュード®ケアを導入する効果
と課題　第2報

O一般-003 一般演題（口演） 介護・介護予防 竹内 倫子
岡山大学病院予防歯科 基本チェックリストの口腔機能3項目と口腔機能との関連

O一般-004 一般演題（口演） 介護・介護予防 杉田 武士
医療法人久保田歯科医院 歯科診療におけるMCI評価の臨床的意義の検討を行った２症例

O一般-005 一般演題（口演） 介護・介護予防 伊藤 和花菜
東北大学大学院歯学研究科加齢歯科学分野

地域高齢者における現在歯数および最大咬合力と要介護認定との
関連

O一般-006 一般演題（口演） 口腔機能 奥 菜央理
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座高齢者歯
科学・全身管理歯科学分野

地域在住高齢者の口腔機能と形態・運動機能の関連および舌圧訓
練器介入による効果の検討：糸島フレイル研究

O一般-007 一般演題（口演） 口腔機能 重本 心平
会津中央病院歯科口腔外科 高齢入院患者における舌圧と栄養リスクおよび食形態との関係

O一般-008 一般演題（口演） 口腔機能 小松 知子
神奈川歯科大学全身管理医歯学講座障害者歯科学

Down症候群の口腔機能検査によるオーラルフレイル研究―長崎
スタディー

O一般-009 一般演題（口演） 口腔機能 石井 美紀
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

高齢のど自慢参加者は生活の質と食べる機能が維持されているか

O一般-010 一般演題（口演） 口腔機能 野原 佳織
公益財団法人ライオン歯科衛生研究所

超高齢社会における口腔機能低下症の予防法の確立 －口腔乾燥の
新たな治療方法の確立に向けた5症例の検討－

O一般-011 一般演題（口演） 口腔機能 砂川 裕亮
医療法人社団秀和会つがやす歯科医院

<strong>当院の定期通院高齢者における口腔機能と骨格筋指数と
の関連</strong>

O一般-012 一般演題（口演） 口腔機能 白波瀬 龍一
医療法人社団秀和会つがやす歯科医院 当院の外来高齢患者における口腔機能と身体機能の関連について

O一般-013 一般演題（口演） 口腔機能 室谷 有紀
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

口腔機能低下症の診断基準の再考

O一般-014 一般演題（口演） 口腔機能 竹田 智帆
広島大学大学院　医系科学研究科　先端歯科補綴学研究室

脳卒中急性期の嚥下障害スクリーニングから見落とされる症例の
特徴

O一般-015 一般演題（口演） 口腔機能 朝比奈 滉直
松本歯科大学地域連携歯科学講座

経管栄養患者における剥離上皮膜と口蓋細菌叢　―次世代シーク
エンサーによる解析―　第二報　細菌叢への要因検索

O一般-016 一般演題（口演） 口腔機能 江頭 留依
福岡歯科大学総合歯科学講座高齢者歯科学分野

内科通院中の高齢者における口腔内の状況および生活習慣と脳萎
縮との関連

O一般-017 一般演題（口演） 口腔機能 小向井 英記
医療法人小向井歯科クリニック

現在機能歯数が20歯以上残存する地域高齢者における体格と口腔
機能の関係

O一般-018 一般演題（口演） 口腔機能 沖 剛至
東京歯科大学　老年歯科補綴学講座

トレーニング器具を用いた高齢者の口唇閉鎖訓練における効果的
な訓練時間および頻度

O一般-019 一般演題（口演） 口腔機能 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 摂食嚥下障害を主訴とする外来患者の口腔機能と栄養状態の関連

O一般-020 一般演題（口演） 口腔機能 菊地 さつき
新潟大学大学院医歯学総合研究科

全部床義歯装着者の義歯への満足度と咀嚼能力，食品摂取状況，
口腔関連QOLとの関連性

O一般-021 一般演題（口演） 口腔機能 畑中 幸子
昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 口腔機能低下症の検査項目と年齢との関係性

O一般-022 一般演題（口演） 連携医療・地域医療 藤原 千尋
NHO福山医療センター　歯科衛生室 患者入院支援・周術期管理チームにおける歯科衛生士の活動報告

O一般-023 一般演題（口演） 連携医療・地域医療 山本 祐士
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 小児歯科学分野

小型３Ｄカメラを応用した嚥下時における口唇動作と口腔期嚥下
時間の関連性の解明

O一般-024 一般演題（口演） 連携医療・地域医療 吉野 夕香
北海道医療大学病院地域連携室

歯科受診したひきこもり状態にある患者に対しソーシャルワーク
介入により医療へのアクセスを支援した一例

O一般-025 一般演題（口演） 連携医療・地域医療 小柴 慶一
朝霞地区歯科医師会

歯科を併設していない急性期病院での歯科往診治療15年の実態調
査<br />第2報　抜歯症例についての調査

O一般-026 一般演題（口演） 実態調査 森永 健三
福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野 地域歯科診療所外来患者における口腔機能の実態調査

O一般-027 一般演題（口演） 実態調査 道津 友里子
福岡大学病院歯科口腔外科摂食嚥下センター

福岡大学病院摂食嚥下センター開設後一年間における受診内容に
関する調査

O一般-028 一般演題（口演） 実態調査 山口 恵梨香
長崎大学病院口腔管理センター 長崎大学病院における口腔機能低下症の検査と診断

O一般-029 一般演題（口演） 実態調査 那須 郁夫
北原学院歯科衛生専門学校 Bayesian Cohort Model によるDMF歯数の Cohort 分析

O一般-030 一般演題（口演） 実態調査 恒石 美登里
日本歯科総合研究機構

レセプト情報・特定健診等情報データベースを用いた歯数とアル
ツハイマー型認知症との関連

O一般-031 一般演題（口演） 実態調査 五十嵐 公美
日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科

医科訪問診療が開始された患者における歯科的対応の必要性の検
討

O一般-032 一般演題（口演） 加齢変化・基礎研究 深澤 麻衣
日本大学歯学部　歯科補綴学第Ⅰ講座 脳の虚血状態に伴うIba-1の動態

O一般-033 一般演題（口演） 加齢変化・基礎研究 生田目 大介
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座 加齢が口腔内疼痛受容機構に及ぼす影響

O一般-034 一般演題（口演） 加齢変化・基礎研究 長澤 祐季
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

とろみ調整食品が栄養吸収に及ぼす影響　－ラットの発育を観察
した基礎的検討―

O一般-035 一般演題（口演） 加齢変化・基礎研究 後藤 哲哉
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　歯科機能形態学分野

歯の喪失は三叉神経中脳路核の神経細胞死を介し三叉神経運動核
の神経変性を生じる

O一般-036 一般演題（口演） 加齢変化・基礎研究 吉澤 彰
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

頚椎疾患患者の術後嚥下機能の運動学的解析 -年代と術式による
比較-

O一般-037 一般演題（口演） 加齢変化・基礎研究 奥村 拓真
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

慢性期摂食嚥下障害患者の摂食嚥下関連筋と四肢骨格筋および体
幹の筋量との関連

O一般-038 一般演題（口演） 全身管理・全身疾患 大島 亜希子
朝日大学医科歯科医療センター　歯科衛生部

胃瘻造設を拒否した筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者に対する
歯科的介入

O一般-039 一般演題（口演） 全身管理・全身疾患 大内 謙太郎
医療法人井上会　篠栗病院　歯科 病院歯科患者の血圧に与える要因

O一般-040 一般演題（口演） 全身管理・全身疾患 鎌田 春江
朝日大学歯学部口腔病態医療学講座　障害者歯科学分野

在宅での薬剤の形態調整、服薬指導によりQOLの改善をみたパー
キンソン症例

O一般-041 一般演題（口演） 全身管理・全身疾患 佐久間 要
日本歯科大学新潟生命歯学部　口腔外科学講座 入院下にて治療を要した超高齢者重症歯性感染症の3例

O一般-042 一般演題（口演） 教育 旭 吉直
社会医療法人大道会森之宮病院

<strong>救急蘇生法講習会参加者の講習会に関する意識調査
</strong>

O一般-043 一般演題（口演） 教育 野口 哲司
JAみなみ信州歯科診療所

歯学部生の介護保険施設での介護実習前後の高齢者に対するイ
メージの変化について

O一般-044 一般演題（口演） 症例・施設 加賀谷 昇
加賀谷歯科医院

関わりの中で[総義歯を有床義歯型PAPとして作製する技法]も用
いて口腔機能の改善を目指した症例

O一般-045 一般演題（口演） 症例・施設 橋詰 桃代
浜松市リハビリテーション病院　リハビリテーション部

誤嚥防止手術後の口腔内環境の変化により口腔衛生管理の介助が
不要となった2症例

O一般-046 一般演題（口演） 症例・施設 稲本 香織
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

当初，三叉神経痛が疑われ疼痛管理に難渋したARONJの1例

O一般-047 一般演題（口演） 症例・施設 亀井 智子
冨田歯科

施設入所者が脳梗塞再発後にミールラウンドを通した多職種連携
によりＡＤＬ及びＱＯＬが向上した症例

O一般-048 一般演題（口演） 症例・施設 別府 大嘉繁
東京都健康長寿医療センター

関節リウマチに対しトシリズマブを使用中の高齢患者に発症した
右側頬部蜂窩織炎の１例

O一般-049 一般演題（口演） 症例・施設 高橋 悠
日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座

高齢者に発症した広範囲にわたる上下顎骨放射線性顎骨壊死の1
例

O一般-050 一般演題（口演） 症例・施設 鰕原 賀子
日本歯科大学附属病院　口腔リハビリテーション科

<strong>認知症を発症した口底癌術後患者において口腔機能管理
を継続している一症例</strong>



O一般-051 一般演題（口演） その他 池村 直也
昭和大学歯科病院高齢者歯科学講座 義歯安定剤，保湿剤の口腔機能時を想定した維持力の経時的変化

O一般-052 一般演題（口演） その他 尾崎 公哉
北海道大学歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室 義歯に付着するカンジダに関する臨床的検討（第3報）

P一般-001 一般演題（ポスター発表） 介護・介護予防 朝田 和夫
医療法人社団 進和会 あさだ歯科口腔クリニック 口腔機能向上訓練方法としてブローイング訓練の応用

P一般-002 一般演題（ポスター発表） 介護・介護予防 村上 順彦
村上歯科医院

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた取り組み<br
/>第1報　歯科受診機会創出と連携の在り方について

P一般-003 一般演題（ポスター発表） 介護・介護予防 森田 一三
日本赤十字豊田看護大学

高齢者における臼歯部の咬合支持と舌口唇運動機能および嚥下機
能の関係

P一般-004 一般演題（ポスター発表） 介護・介護予防 椛木 奈賀子
医療法人社団健由会

当院における歯科衛生士の取り組み 第6報　地域支えあいセン
ターと連携した介護予防目的の講演について

P一般-005 一般演題（ポスター発表） 介護・介護予防 尾野 雄大
医療法人白櫻会小金沢歯科診療所

通所型サービスCにおける口腔機能向上プログラムの有効性の検
討

P一般-006 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 二宮 静香
医療法人博仁会　福岡リハビリテーション病院歯科 脳卒中回復期患者における舌圧と口腔状態およびADLとの関連性

P一般-007 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 日高 玲奈
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科地域・福祉口腔
機能管理学分野

若年者と高齢者の口腔機能の比較

P一般-008 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 清水 潤
島根県歯科医師会地域福祉部委員会

平成28年度島根県後期高齢者歯科口腔健診受診者における<br />
咀嚼能力とRSST変法の関係

P一般-009 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 靏岡 祥子
佐賀市立国民健康保険三瀬診療所 オーラルフレイルの自覚症状と他覚症状の相違に関する研究

P一般-010 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 堀部 耕広
東京歯科大学老年歯科補綴学講座

口腔機能低下症の咬合力検査に用いる感圧フィルムの違いの検討
第1報　各種フィルムによる測定値の相関関係

P一般-011 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 堀部 耕広
東京歯科大学老年歯科補綴学講座

口腔機能低下症の咬合力検査に用いる感圧フィルムの違いの検討
第2報　カットオフ値の妥当性

P一般-012 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 澤崎 巧
藤田医科大学　医学部　歯科・口腔外科学講座

地域高齢者における口腔機能低下症とサルコペニアとの関連性－
カムカム弁当複合プログラム（1）－

P一般-013 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 関本 愉
藤田医科大学　医学部　歯科・口腔外科学講座

カムカム弁当運動複合プログラムの口腔機能低下症への効果－カ
ムカム弁当複合プログラム（2）－

P一般-014 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 齋藤 寿章
島根県歯科医師会地域福祉部委員会

後期高齢者の咀嚼能力低下と体格指標（体格指数：BMI・下腿周
囲長：CC）・血中脂質との関連について

P一般-015 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 貴島 聡子
福岡医療短期大学歯科衛生学科

地域住民主体のコミュニティ形成支援のための口腔機能向上に関
する研究

P一般-016 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 玉井 斗萌
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

摂食嚥下障害患者におけるオトガイ舌骨筋の嚥下時収縮率と摂食
嚥下機能や全身との関連

P一般-017 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 西 恭宏
鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面補綴分野

補綴外来患者における口腔機能低下症の下位症状と身体的フレイ
ル指標の関連

P一般-018 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 山口 摂崇
北海道医療大学

介護保険施設女性入所者における脳血管疾患既往歴と口腔内指標
との関係

P一般-019 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 岩脇 有軌
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野

イソデシルガラクトシド配合泡沫状製剤の高齢者における有効性
の評価

P一般-020 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 高橋 利士
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

機械学習を用いた口腔機能低下症における各口腔機能検査の重要
度分析

P一般-021 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 荒川 いつか
日本歯科大学 新潟病院 総合診療科

地域在住高齢者と特別養護老人ホーム入所高齢者における口腔機
能訓練効果の検討

P一般-022 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 山中 大寛
北海道医療大学

介護保険施設入所者の既往歴とOral Assessment Guideによるス
クリーニング結果との関係

P一般-023 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 弘中 早苗
九州歯科大学　老年障害者歯科学分野

地域在住高齢者におけるオーラルフレイル，社会的フレイルと身
体的フレイルの関係

P一般-024 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 春田 梓
広島大学大学院　医系科学研究科　先端歯科補綴学研究室 地域在住高齢者における口唇閉鎖力の横断調査

P一般-025 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 中田 悠
東京歯科大学口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーショ
ン研究室

口腔機能精密検査前後における患者の口腔機能に対する認識およ
び関心の向上

P一般-026 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 間納 美奈
こばやし歯科クリニック

地域における健康教室をおこなっての気づき～1年後の縦断調査
から～

P一般-027 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 小原 由紀
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

高齢期の食欲が唾液分泌に与える影響の検討　―地域在住高齢者
における6年間の縦断研究―

P一般-028 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 福田 昌代
神戸常盤大学短期大学部 口腔保健学科

地域在住自立高齢者の口腔機能低下症と口腔関連QOLとの関連性
からの検討

P一般-029 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 泉野 裕美
梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科

地域在住自立高齢者における口腔機能低下症と身体機能との関連
性についての検討

P一般-030 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 渡部 友莉
東京歯科大学　口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテー
ション研究室

組織硬度計による、顎下部の硬さの測定

P一般-031 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 續木 アナスタシ
こばやし歯科クリニック　(東京都）

舌圧と開口力に関する筋肉量、握力および年齢との関連性につい
て

P一般-032 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 對木 將人
東京歯科大学　口腔健康科学講座　摂食嚥下リハビリテー
ション研究室

口腔内から超音波診断装置と組織硬度計を用いた舌の硬さの検討

P一般-033 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 目黒 郁美
日本大学大学院松戸歯学研究科歯学専攻博士課程　有床義
歯補綴学

口腔機能低下と低栄養の重複がフレイルに及ぼす影響：2年間の
縦断調査による検討

P一般-034 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 澤田 ななみ
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野 若年者と高齢者との間での口腔機能の比較

P一般-035 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 吉見 佳那子
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

口腔がん患者における片側頚部郭清術後の嚥下障害に影響する因
子の検討

P一般-036 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 山賀 栄次郎
東京医科歯科大学高齢者歯科学分野

無歯顎者における口腔機能低下症検査項目と主観的咀嚼能力，義
歯満足度および口腔関連QOLの関連

P一般-037 一般演題（ポスター発表） 口腔機能 飯田 崇
日本大学松戸歯学部　口腔健康科学講座　顎口腔機能治療
学分野

舌挙上運動のリハビリテーションが中枢神経系および末梢に及ぼ
す影響

P一般-038 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 鈴木 絢子
原宿リハビリテーション病院　歯科

歯科衛生士が中心となり多職種で口腔機能管理を行った１症例 ―
回復期脳卒中患者への対応―

P一般-039 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 前田 憲邦
前田歯科医院(島根県)

グルコセンサーを用いた咀嚼機能検査の値と各種食品群との関連
性について ～食の多職種連携を目指して～

P一般-040 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 品川 隆
平成横浜病院　歯科口腔外科 地域包括ケアシステムにおける骨髄異形成症候群患者の口腔管理

P一般-041 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 原田 真澄
医療法人博仁会　福岡リハビリテーション病院歯科

嚥下内視鏡検査を受けた回復期高齢患者の退院時における摂食嚥
下レベルとADLおよび栄養状態に関する検討

P一般-042 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 稲富 みぎわ
医療法人社団秀和会　水巻歯科診療所 認知症患者の義歯清掃指導経験

P一般-043 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 廣畠 広実
社会医療法人　若竹会　つくばセントラル病院歯科口腔外
科

牛久市口腔がん検診受診者におけるアンケート調査

P一般-044 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 東澤 雪子
公益社団法人藤沢市歯科医師会

「藤沢市在宅歯科医療地域連携室における業務報告と今後の展
望」<strong>　</strong>

P一般-045 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 小谷 朋子
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

高齢悪性脳腫瘍患者に対する周術期口腔機能管理の効果

P一般-046 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 佐藤 美紀
さくらばし歯科医院

病院と地域歯科診療所の協働により，シームレスな食支援を行っ
た一症例

P一般-047 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 添田 ひとみ
東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　老化制御学
講座　高齢者歯科学分野

在宅歯科医療におけるアウトカム確立に向けた研究デザインの提
案

P一般-048 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 上野 文敬
上野歯科医院 地域密着型総合病院との医科歯科連携の取組み～NSTを通じて～

P一般-049 一般演題（ポスター発表） 連携医療・地域医療 吉住 結
さいたま赤十字病院 口腔外科

さいたま赤十字病院における嚥下障害患者への口腔機能管理の取
り組み　第三報



P一般-050 一般演題（ポスター発表） 実態調査 柴田 佳苗
済生会八幡総合病院 急性期病院入院患者の口腔状態に影響を与える全身的因子

P一般-051 一般演題（ポスター発表） 実態調査 森田 奈那
東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座 東京歯科大学市川総合病院における口腔カンジダ症の臨床的検討

P一般-052 一般演題（ポスター発表） 実態調査 吉田 智和
小林製薬株式会社 義歯安定剤使用者の使用理由と使用時の主観評価

P一般-053 一般演題（ポスター発表） 実態調査 佐々木 みづほ
北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野 口腔機能と握力・サルコペニアの関連性について

P一般-054 一般演題（ポスター発表） 実態調査 三浦 宏子
国立保健医療科学院　国際協力研究部

歯科衛生士の就業状況と高齢者への口腔管理業務への意欲に関す
る分析

P一般-055 一般演題（ポスター発表） 実態調査 三重野 花菜
北海道医療大学歯学部高齢者・有病者歯科学分野

当院において歯科訪問診療を行った患者の欠損歯列の病態につい
ての３年間の年次推移

P一般-056 一般演題（ポスター発表） 実態調査 平場 晴斗
日本大学歯学部歯科補綴学第III講座

高齢者医療センターにおける認知症患者の残存歯数と義歯の使用
に関する疫学的検討

P一般-057 一般演題（ポスター発表） 実態調査 飯塚　 務
公益社団法人　葛飾区歯科医師会 某歯科診療所における近年の患者実態調査

P一般-058 一般演題（ポスター発表） 実態調査 鈴木 史彦
奥羽大学歯学部附属病院　地域医療支援歯科 要介護高齢者における喉頭侵入に関連する要因の検討

P一般-059 一般演題（ポスター発表） 実態調査 進藤 彩花
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

歯科的介入のない特別養護老人ホーム入所者の口腔内状況に関す
る実態調査

P一般-060 一般演題（ポスター発表） 実態調査 金子 信子
学校法人平成医療学園　なにわ歯科衛生専門学校

要介護高齢者の嗅覚機能と食欲に関する調査報告―臭気の種類と
食欲の関連についてー

P一般-061 一般演題（ポスター発表） 実態調査 橋本 岳英
岐阜県歯科医師会

介護施設入所者の口腔内状況と歯科衛生士の介入の効果に対する
検討

P一般-062 一般演題（ポスター発表） 実態調査 武藤 直広
愛知県歯科医師会

愛知県の在宅療養支援歯科診療所における訪問歯科診療機材の所
有状況ならびに購入検討状況　第２報

P一般-063 一般演題（ポスター発表） 実態調査 尾花 三千代
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

急性期と維持期における歯科ニーズに関する実態調査

P一般-064 一般演題（ポスター発表） 実態調査 野澤 一郎太
神奈川歯科大学大学院全身管理医歯学講座

オーラルフレイルと全身状態の関連性に関する研究<br />第3報
多変量解析による関連性からの検討

P一般-065 一般演題（ポスター発表） 実態調査 枝広 あや子
東京都健康長寿医療センター研究所

大都市に暮らす高齢者の口腔の健康：来場型健診参加者と訪問調
査参加者の比較から

P一般-066 一般演題（ポスター発表） 実態調査 田口 千恵子
日本大学松戸歯学部衛生学講座

千葉県における76歳高齢者歯科健康診査受診者の口腔機能低下の
状況

P一般-067 一般演題（ポスター発表） 実態調査 西澤 光弘
医療法人群栄会田中病院　歯科 当院歯科における後期高齢者の実態調査

P一般-068 一般演題（ポスター発表） 実態調査 松原 国男
北海道医療大学　歯科クリニック　地域支援医療科 歯科訪問診療における歯科医療従事者の診療姿勢に関する調査

P一般-069 一般演題（ポスター発表） 実態調査 武田 雅彩
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

介護保険施設における食形態に関連する因子の検討

P一般-070 一般演題（ポスター発表） 実態調査 五十嵐 憲太郎
日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座

地域在住高齢者の口腔機能低下の実態調査～パーセンタイル曲線
による描出～

P一般-071 一般演題（ポスター発表） 実態調査 梅本 丈二
福岡大学病院摂食嚥下センター 在宅パーキンソン病患者の運動障害と嚥下障害に関する実態調査

P一般-072 一般演題（ポスター発表） 実態調査 立柗 正志
クリニックサンセール清里 介護老人福祉施設における口腔ケア講習会の効果

P一般-073 一般演題（ポスター発表） 実態調査 仲宗根 敏幸
琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科 当科における口腔悪性腫瘍患者の臨床統計的検討

P一般-074 一般演題（ポスター発表） 実態調査 井尻 吉信
大阪樟蔭女子大学　健康栄養学部　臨床栄養学研究室

歯科診療所通院患者における「口腔機能低下症」と「食事」につ
いての実態調査

P一般-075 一般演題（ポスター発表） 実態調査 濱田 理愛
大阪大学 大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座顎口腔機
能治療学教室

口腔機能の低下を主訴に歯科外来を受診した高齢者の実態調査

P一般-076 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 尾田 友紀
広島大学病院　障害者歯科

Red Complexの菌保有者率および相対的菌保有率は，健常者と口
腔ケア困難者で違いがあるのか．

P一般-077 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 竜 正大
東京歯科大学老年歯科補綴学講座

DOMAC配合タブレットによる舌表面微生物数抑制効果の二重盲
検比較試験

P一般-078 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 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

サルコペニアと関連した嚥下障害が嚥下造影検査による嚥下器官
の動態に与える影響

P一般-079 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 小野寺 彰平
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座 全部床義歯の装着が摂食嚥下時の舌骨運動に与える影響

P一般-080 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 松本 卓巳
大阪歯科大学　歯学部　欠損歯列補綴咬合学講座 QCMシステムによるLPSの義歯床用材料表面への付着挙動の検討

P一般-081 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 三宅 晃子
大阪歯科大学　医療保健学部 無発泡性の義歯洗浄剤の洗浄効果の検討

P一般-082 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 髙橋 佑和
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座

口腔と下気道の炎症性疾患との関連<br />－<em>F.
nucleatum</em>による呼吸器からの炎症性サイトカイン誘導－

P一般-083 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 今井 健一
日本大学歯学部細菌学講座

口腔衛生状態とインフルエンザ<br />－口腔細菌によるインフル
エンザウイルス感染促進作用と重症化メカニズム－

P一般-084 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 前芝 宗尚
福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野 咬合不正による認知機能低下関連物質の発現変化について

P一般-085 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 堀之内 玲耶
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

義歯安定剤ユーザーに向けた試作義歯洗浄剤の洗浄効果の検討

P一般-086 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 松田 玲於奈
明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野 抗酸化剤の腫瘍選択性と神経保護作用の定量化による再検討

P一般-087 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 加藤 禎彬
東京歯科大学　口腔病態外科学講座

メタボローム解析を用いたSAM-P8マウス筋肉の老化関連代謝物
の探索

P一般-088 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 村上 智彦
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

義歯洗浄剤および洗口液が<em>Candida tropicalis</em> の増
殖抑制に及ぼす効果

P一般-089 一般演題（ポスター発表） 加齢変化・基礎研究 黒嶋 伸一郎
長崎大学生命医科学域（歯学系）口腔インプラント学分野

抗RANKL抗体とビスホスホネート製剤誘発性顎骨壊死様病変は免
疫病理所見が異なる

P一般-090 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 中濵 加奈子
社会医療法人 祥和会 脳神経センター大田記念病院 歯科診
療課

抗リウマチ薬の休薬と口腔衛生管理がメトトレキサート関連リン
パ増殖性疾患に奏功した症例

P一般-091 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 間宮 秀樹
藤沢市歯科医師会 心臓ペースメーカー使用患者に対する歯科用電気器具の影響

P一般-092 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 森 美由紀
東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科

当院高齢患者における抗血栓療法中の抜歯後出血リスク因子の解
析

P一般-093 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 陣内 暁夫
医療法人井上会篠栗病院歯科

非経口摂取患者の口腔乾燥 ～口腔ケアの効果と栄養投与経路によ
る比較～

P一般-094 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 弘田 克彦
高知学園短期大学歯科衛生学科

NETsに焦点をあてた歯周病と循環器系疾患に関する分子生物学的
研究

P一般-095 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 出分 菜々衣
松本歯科大学歯科保存学講座 高齢者の歯槽骨吸収率と総頸動脈分岐部石灰化との関連

P一般-096 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 内田 悠理香
岡山大学病院　医療支援歯科治療部

メトトレキサート過量内服に伴う重度口内炎に対し，本人のセル
フケア能力に配慮した対応策を行った一例

P一般-097 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 上田 圭織
東京医科歯科大学高齢者歯科学分野

感染性心内膜炎ハイリスク患者に対し抜歯および補綴治療を行っ
た症例

P一般-098 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 濵 陽子
一般社団法人広島県歯科医師会　広島口腔保健センター

広島口腔保健センターにおける高齢患者の歯科治療時の薬物的行
動調整法についての検討

P一般-099 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 奥村 拓真
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

舌癌術後高齢者の嚥下機能に関連する因子の検討

P一般-100 一般演題（ポスター発表） 全身管理・全身疾患 堀本 進
公益社団法人　藤沢市歯科医師会

認知症高齢者のモニター下歯科治療において頻脈性不整脈を認め
た1例



P一般-101 一般演題（ポスター発表） 教育 竹内 一夫
愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座

<strong>新たに導入した高齢者歯科学に関する臨床実習のプログ
ラム</strong>

P一般-102 一般演題（ポスター発表） 教育 薄井 由枝
九州看護福祉大学口腔保健学科

口腔がんスクリーニングを含めた口腔内外チェックの実施状況に
ついて

P一般-103 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 溝江 千花
福岡大学病院摂食嚥下センター

人工呼吸管理から離脱後、摂食機能療法を行い経口摂取再開に
至った一例

P一般-104 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 村田 志乃
公益社団法人渋谷区歯科医師会　渋谷区口腔保健支援セン
ター　プラザ歯科診療所

認知症終末期における食支援―家族の思いに寄り添い支援した一
症例

P一般-105 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 坂本 隼一
笠岡第一病院 レボフロキサシンによる固定薬疹が疑われた口腔粘膜疾患の１例

P一般-106 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 田中 章寛
東京都立心身障害口腔保健センター

摂食嚥下障害を有する進行性核上性麻痺患者に対して人生最終段
階まで口腔健康管理を行った一症例

P一般-107 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 高橋 恭彦
藤沢市歯科医師会

インプラントオーバーデンチャー治療によりQOLの向上が認めら
れた高齢患者の１例

P一般-108 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 棚橋 幹基
朝日大学障害者歯科 巨細胞性エプーリスを切除した知的能力障害者の１例

P一般-109 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 古賀 登志子
三ノ輪口腔ケアセンター 高齢者世帯への多職種との情報共有と口腔健康管理の重要性

P一般-110 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 木森 久人
医療法人社団　八洲会 100歳超の患者への新義歯作成の経験

P一般-111 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 木村 千鶴
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

コントロール不良の糖尿病患者に発症したカンジダ性味覚障害の
1例

P一般-112 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 中川 紗百合
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

当初、三叉神経痛と舌痛症の併発が疑われた小脳橋角部の類上皮
腫の1例

P一般-113 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 長澤 祐季
東京医科歯科大学高齢者歯科学分野

過度な糖質制限による減量で嚥下障害を発症した高齢者に栄養指
導と摂食嚥下リハビリテーションを行った一例

P一般-114 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 栗田 明日美
東京医科歯科大学高齢者歯科学分野 薬剤関連顎骨壊死（MRONJ)の患者に対して義歯を製作した症例

P一般-115 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 清水畑 誠
東京医科歯科大学　高齢者歯科学分野

デノスマブ投与患者における顎骨壊死の発症および治療を行った
症例

P一般-116 一般演題（ポスター発表） 症例・施設 出浦 恵子
でうら歯科医院

長期間の機能訓練で嚥下機能に改善が見られなかった高齢者に器
具を使った訓練が有効であった症例

P一般-117 一般演題（ポスター発表） その他 浅枝 麻夢可
神戸常盤大学短期大学部口腔保健学科

歯間ブラシの使用定着に性格特性および行動の意思が影響を与え
るかの検討

P一般-118 一般演題（ポスター発表） その他 原 良子
東京医科歯科大学大学院高齢者歯科学分野

慢性期施設入所の嚥下障害者における頸部への経皮的干渉波電気
感覚刺激の効果

P一般-119 一般演題（ポスター発表） その他 並河 大裕
大阪歯科大学　高齢者歯科学講座 高齢者舌苔細菌叢に与えるサルコペニアの影響

P一般-120 一般演題（ポスター発表） その他 村上 格
鹿児島大学病院義歯補綴科 口腔保湿剤の保管温度ならびにpHが抗真菌性に及ぼす影響

P一般-121 一般演題（ポスター発表） その他 白石 智久
株式会社ジーシー デンタルプレスケールⅡの加圧後の発色の経時変化に関する報告
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