
プログラム番号 プログラム 氏  名 所            属 演題

認定P-01 認定医審査ポスター 田村厚子
タムラアツコ

たむら歯科医院
（東京医科歯科大学歯学部
高齢者歯科学分野）

繰り返す脳梗塞による摂食嚥下障害が代替
栄養と歯科的介入で改善が見られた１例

認定P-02 認定医審査ポスター 吉田早織
ヨシダサオリ

東京医科歯科大学歯学部附属病院
進行性核上性麻痺患者に対する摂食嚥下リ
ハビリテーションを行った一症例

認定P-03 認定医審査ポスター 並木千鶴
ナミキチヅル 医療法人社団 立靖会

ラビット歯科
舌の口蓋押しあて訓練が舌骨の挙上動態に
及ぼす影響

認定P-04 認定医審査ポスター 今田良子
イマダリョウコ

コンパスクリニック赤羽
偽性球麻痺を呈した摂食嚥下障害患者に対
して継続した摂食嚥下リハビリテーションで
経口摂取を確立した１例

認定P-05 認定医審査ポスター 小原万奈
オバラマナ 東京医科歯科大学

歯学部附属病院

咽後膿瘍発症後に著明な舌下神経麻痺を生
じた患者に対し摂食嚥下リハビリテーション
を行った一症例

認定P-06 認定医審査ポスター 黒澤友紀子
クロサワユキコ

東京医科歯科大学
下腿周囲長の地域在住の要介護高齢者に
対する嚥下機能評価の有用性

認定P-07 認定医審査ポスター 真柄仁
マガラジン

新潟大学大学院医歯学総合研究科
摂食嚥下リハビリテーション学分野
（新潟大学医歯学総合病院
摂食嚥下機能回復部）

延髄外側症候群後の遷延した嚥下障害に対
応した一症例

認定P-08 認定医審査ポスター 伊原良明
イハラヨシアキ

昭和大学歯学部
ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ口腔医学講座
リハビリテーション医学部門

重度嚥下障害患者に対して完全側臥位での
直接訓練を指導した１例

認定P-09 認定医審査ポスター 五十嵐公美
イガラシクミ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

多摩クリニック
多職種連携により一部経口摂取が可能と
なった一例

認定P-10 認定医審査ポスター 白野美和
シロノミワ 日本歯科大学新潟病院

総合診療科
下顎骨区域切除後の補綴治療と嚥下機能
評価を実施した一症例

認定P-11 認定医審査ポスター 圓山優子
マルヤマユウコ 日本歯科大学新潟病院

訪問歯科口腔ケア科

摂食嚥下障害を認めた脳梗塞既往患者に対
して嚥下体操の指導を行い誤嚥の頻度が減
少した1例

認定P-12 認定医審査ポスター 田下雄一
タシモユウイチ 昭和大学歯科病院

口腔リハビリテーション科

中咽頭癌術後、全身状態を考慮し、摂食嚥
下訓練を行うことにより、経口摂取開始可能
となった一例

認定P-13 認定医審査ポスター 石田晃裕
イシダアキヒロ

松崎ファミリー歯科矯正歯科
（東京歯科大学
老年歯科補綴学講座）

口腔乾燥を伴った義歯安定不良による咀嚼
障害に対して、補綴治療および口腔機能訓
練を行い改善した症例

認定P-14 認定医審査ポスター 山澄尚大
ヤマズミショウタ

こばやし歯科クリニック
多数歯残根状態患者の歯冠補綴治療前後
の口腔機能及び咀嚼機能を比較した症例

認定P-15 認定医審査ポスター 多田剛之
タダタケユキ

ＪＡにじ歯科診療所
Von Recklinghausen病を有する患者に義歯
作成を行い口腔機能の改善が認められた一
症例

認定P-16 認定医審査ポスター 伊東亜希子
イトウアキコ

鶴見大学歯学部附属病院
患者の心理的な背景に配慮し，口腔リハビリ
テーションによる機能改善を図った無歯顎患
者の一例

認定P-17 認定医審査ポスター 鈴木宏樹
スズキヒロキ

篠栗病院 歯科 口腔機能低下症患者の一例

認定P-18 認定医審査ポスター 廣田秀逸
ヒロタシュウイツ

廣田歯科医院
口腔機能低下を呈する要介護高齢者に対し
て補綴治療を行った一症例

認定P-19 認定医審査ポスター 津川恵里子
ツガワエリコ

東京医科歯科大学歯学部
高齢者歯科学分野
（東京医科歯科大学
歯学部付属病院）

歯性感染症から縦隔炎に至った全身疾患を
有する高齢者の１例

認定P-20 認定医審査ポスター 金子聖子
カネコセイコ

東京医科歯科大学歯学部附属病院
（東京医科歯科大学
高齢者歯科学分野）

骨髄異形成症候群患者における骨髄移植の
口腔内管理

認定P-21 認定医審査ポスター 石井悠佳里
イシイユカリ 東京歯科大学

老年歯科補綴学講座
全身疾患を伴う重度歯周炎による咀嚼障害
に対して補綴治療を行った症例

認定P-22 認定医審査ポスター 平井杏里
ヒライアンリ 東京医科歯科大学

歯学部附属病院
バイアスピリン服用下で抜歯後止血困難で
あった症例

認定P-23 認定医審査ポスター 南慎太郎
ミナミシンタロウ

東北大学病院総合歯科診療部
抗凝固療法中の患者に補綴前処置として多
数歯抜歯を行った症例

認定P-24 認定医審査ポスター 仲澤裕次郎
ナカザワユウジロウ 日本歯科大学口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

多摩クリニック 臨床口腔機能学

誤嚥性肺炎後に胃瘻造設となった入院患者
が、在宅往診、外来受診へ移行し経口摂取
を再開した一例



認定P-25 認定医審査ポスター 髙野智史
タカノトモフミ 東京歯科大学

老年歯科補綴学講座

中咽頭悪性リンパ腫化学療法後の軟口蓋欠
損に軟口蓋栓塞子を適用して嚥下・発音障
害を回復した症例

認定P-26 認定医審査ポスター 石井良子
イシイリョウコ 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
進行性核上性麻痺による摂食嚥下障害に対
し訪問歯科診療を行った１例

認定P-27 認定医審査ポスター 小野雄大
オノユウダイ

阪和第二泉北病院歯科口腔外科
悪性腫瘍併発骨吸収抑制薬関連顎骨壊死
の治療経験

認定P-28 認定医審査ポスター 安藤麻里子
アンドウマリコ 東京医科歯科大学

歯学部附属病院
食に対する希望を実現することで在宅での
段階的摂食訓練が奏功した1症例

認定P-29 認定医審査ポスター 髙阪貴之
コウサカタカユキ 大阪大学歯学部附属病院

咀嚼補綴科
認知症患者に対し早期に義歯製作を行うこと
で栄養状態の改善を認めた一症例

認定P-30 認定医審査ポスター 鍵福祐子
カギフクユウコ 東京医科歯科大学

高齢者歯科学分野
多職種連携により脳梗塞再発後の回復期に
摂食嚥下リハビリテーションを行った1症例

認定P-31 認定医審査ポスター 三輪俊太
ミワシュンタ

三輪歯科医院
多発性脳梗塞の既往を有する患者に対して
舌接触補助床の製作を行い食事中の誤嚥
が減少した症例

認定P-32 認定医審査ポスター 大森友花
オオモリトモカ

昭和大学歯科病院
脳出血後遺症を有する患者に歯科訪問診療
を行いQOLの改善をはかった症例

認定P-33 認定医審査ポスター 佐藤友紀美
サトウユキミ 鶴見大学歯学部附属病院

高齢者歯科学講座
多職種連携により経口摂取を継続すること
ができたレビー小体型認知症患者の一症例

認定P-34 認定医審査ポスター 森田達
モリタスグル

医療法人社団登豊会 近石病院 歯科・口腔外科
食思不振を呈するアルツハイマー型認知症
患者に対し、多職種で介入し栄養状態が改
善した症例

認定P-35 認定医審査ポスター 髙木幸子
タカキサチコ

ビハーラ花の里病院 歯科
左半側空間無視により義歯着脱が困難で
あった一症例

認定P-36 認定医審査ポスター 石原雅恵
イシハラマサエ

昭和大学歯科病院
アルツハイマー型認知症を有する患者に, 多
職種連携の歯科診療を行った症例

認定P-37 認定医審査ポスター
ｷﾀﾞﾓﾓﾖ

來田百代

大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座
高齢者歯科学分野

多職種連携を行い，栄養状態の改善が得ら
れた症例

認定P-38 認定医審査ポスター 伊藤誠康
イトウマサヤス 日本大学松戸歯学部

有床義歯補綴学講座
義歯製作により顔貌・咀嚼機能が改善し
QOLが向上した一症例

認定P-39 認定医審査ポスター 三木春奈
ミキハルナ

岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
インプラント再生補綴学分野

義歯による咀嚼障害を訴えた後期高齢者に
歯科介入を行った1症例

認定P-40 認定医審査ポスター 片山昇
カタヤマノボル

医療法人 宇治山田歯科医院
要介護の可能性にも配慮しインプラント支持
による可撤性義歯を用いて咬合支持回復を
行った1症例

認定P-41 認定医審査ポスター 黄地健仁
オウチタケヒト 慶應義塾大学医学部

歯科・口腔外科学教室

インプラント埋入後長期にわたる咀嚼障害と
歯科治療に対する不安を伴った高齢患者の
1例

認定P-42 認定医審査ポスター 齋藤壮
サイトウタケシ

東京歯科大学老年歯科補綴学講座
義歯適合不良による歯科来院が下咽頭癌の
早期発見につながった症例

認定P-43 認定医審査ポスター 野村太郎
ノムラタロウ 岩手医科大学歯学部

補綴・インプラント学講座

舌部分切除後の高齢者に対して舌の機能印
象を用いた下顎義歯によって準備期障害を
代償した症例

認定P-44 認定医審査ポスター 小林利也
コバヤシトシヤ

辻堂デンタルクリニック
Narrative Based Medicineに重きをおいて
行った総義歯作製の１症例

認定P-45 認定医審査ポスター 久保田智彦
クボタトモヒコ

社会福祉法人若楠 若楠療育園
すれ違い咬合を有する脳性麻痺患者に義歯
を製作した一例

認定P-46 認定医審査ポスター 藤本けい子
フジモトケイコ 徳島大学大学院医歯薬学研究部

口腔顎顔面補綴学分野
長期義歯使用高齢者に対して全部床義歯の
新製により機能回復を図った症例

認定P-47 認定医審査ポスター 吉嵜太朗
ヨシザキタロウ

吉崎歯科医院
独居超高齢者に対し義歯の作成を緊急に
行った１症例

認定P-48 認定医審査ポスター 都築尊
ツヅキタケシ 福岡歯科大学咬合修復学講座

有床義歯学分野
全部床義歯の調整により低栄養と口腔関連
QOLの改善を行った一症例



認定P-49 認定医審査ポスター 佐々木宗輝
ササキムネテル

長崎大学大学院
医歯薬学総合研究科
口腔インプラント学分野

高齢者における不適合義歯の使用に起因す
る口腔関連QOLの低下に対して補綴処置に
て回復した症例
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