
サテライト教育講演：健康寿命の延伸における医科歯科連携の重要性
5月22日（水）17：30〜19：00　Ａ会場（ピアザホール）

吉川　敏一（ルイ・パストゥール医学研究センター理事長）
座長：佐藤　　勉（東海大学医学部基礎医学系生体構造機能学領域）

IADR次期会長特別講演（共催：国際歯科研究学会日本部会）： 
The impact of oral health on the nutritional wellbeing of older people

5月23日（木）11：00〜12：00　Ａ会場（ピアザホール）
Paula…Moynihan（Director…of…Food…and…Health…The…University…of…Adelaide）
座長：森田　　学（日本口腔衛生学会理事長）

クルージングセミナー１：口腔衛生分野におけるバイオアクティブ材料の可能
性を学術的・臨床的見地から考察する

5月23日（木）11：30〜13：00
　（乗船：11：00〜11：30，降船：14：30〜15：00）　琵琶湖汽船内

講師：野村　良太（大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座（小児歯科学教室））
　　　田村　宗明（日本大学歯学部細菌学講座）
　　　梶　美奈子（北海道医療大学病院歯科衛生部）

クルージングセミナー２：う窩のない未来のために 
～歯科診療所におけるう蝕マネジメントの実際～

5月24日（金）11：30〜13：00…
（乗船：11：00〜11：30，降船：14：30〜15：00）　琵琶湖汽船内

座長：桃井　保子（鶴見大学名誉教授 歯学部保存修復学講座）
講師：林　美加子（ACFF 日本支部理事長）
　　　井田　　亮（鶴見大学歯学部探索歯学講座）
　　　野邑　浩美（井田歯科東診療所）
　　　武内　博朗（鶴見大学歯学部探索歯学講座）
　　　柘植　紳平（岐阜県開業）

パネルディスカッション：口腔機能の改善を考慮した口腔衛生の向上を考える
5月23日（木）16：00〜18：00　Ａ会場（ピアザホール）

座長：高山　真一（滋賀県歯科医師会理事）
演者：姫野かつよ（タケウチ歯科クリニック歯科衛生士）
　　　石黒　幸枝（滋賀県歯科衛生士会）
　　　大西　啓之（滋賀県歯科医師会常務理事）
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受賞講演
5月24日（金）9：00〜10：30　Ａ会場（ピアザホール）
日本口腔衛生学会学術賞LION AWARD受賞講演

竹内　研時（…九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野（現名古屋大学大学院医学系研究
科予防医学分野））

野村　義明（鶴見大学歯学部探索歯学講座）

日本口腔衛生学会論文奨励賞受賞講演
横井　　彩（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科社会環境生命科学専攻予防歯科学分野）
佐藤美寿々（新潟大学医歯学総合病院予防歯科）

日韓口腔衛生学会合同企画講演：高齢者における適切な口腔衛生状態の維持管
理法

5月24日（金）10：30〜12：00　A会場（ピアザホール）
座長：薄井　由枝（九州看護福祉大学看護福祉学部口腔保健学科）
演者：Hoi…In…Jung（Yonsei…University,…Korea）
　　　遠藤　眞美（日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座）

基調講演：滋賀県がなぜ平均寿命日本一になったか
5月24日（金）14：00〜16：00　A会場（ピアザホール）

　　　井下　英二（滋賀県衛生科学センター所長）
座長：花田　信弘（鶴見大学歯学部探索歯学講座）

シンポジウム１：地域歯科保健人材養成プログラムの概要と今後の在り方 
－口腔衛生学会専門医の創設を見据えて－（地域保健委員会企画）

5月23日（木）9：00〜11：00　A会場（ピアザホール）
座長：深井　穫博（深井保健科学研究所）
　　　安藤　雄一（国立保健医療科学院）
演者：深井　穫博（日本口腔衛生学会地域口腔保健委員会委員長）
　　　大内　章嗣（日本口腔衛生学会地域口腔保健委員会委員）
　　　小畑　充彦（和歌山県福祉保健部健康局健康推進課　口腔保健支援センター）
　　　岡田　寿朗（（公社）香川県歯科医師会常務理事）
　　　竹内　研時（名古屋大学大学院医学系研究科予防医学分野准教授）
　　　山本　龍生（…神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座社会歯科学分野・日本口

腔衛生学会認定医・指導医委員会委員長）
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シンポジウム２：防ぎ守る予防歯科，時代の潮流を読む（学術委員会企画）
5月23日（木）9：00〜11：00　B会場（大会議室）

座長：天野　敦雄（大阪大学歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科学教授）
演者：杉山　精一（（一社）日本ヘルスケア研究会代表，（医）清泉会杉山歯科医院院長）
　　　弘中　祥司（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門教授）
　　　久保庭雅恵（大阪大学歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科学准教授）

シンポジウム３：歯科衛生士が行う「全身と関わる口腔健康管理」の実際（歯科
衛生士委員会企画）

5月23日（木）11：00〜13：00　B会場（大会議室）
座長：尾﨑　哲則（日本大学歯学部医療人間科学分野教授）
演者：田中　絵美（京都大学医学部附属病院歯科口腔外科歯科衛生士）
　　　前田さおり（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
　　　長岡さとみ（こがはしもと歯科医院）

シンポジウム４：Challenge and achievement of oral health in Asia by 2030 
-in line with SDGs-（2030年までにアジアの口腔保健が目指すもの－SDGs
を踏まえて－）

5月23日（木）14：00〜16：00　A会場（ピアザホール）
座長：宮﨑　秀夫（明倫短期大学）
演者：鷲見　　学（外務省国際協力局国際保健政策室）
　　　Paula…Moynihan（Food…and…Health,…The…University…of…Adelaide）
　　　小川　祐司（新潟大学大学院予防歯科学分野）

シンポジウム５：みんなで取り組む，障害者歯科保健施策
5月23日（木）14：30〜16：00　B会場（大会議室）

座長：若栗真太郎（滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課）
演者：戸梶　　敦（湖南地域障害者通所事業所歯科保健連絡会会長）
　　　浅田　　達（浅田歯科医院名誉院長）
　　　村西加寿美（一般社団法人滋賀県歯科衛生士会）

シンポジウム６：行政歯科専門職の喜怒哀楽
5月23日（木）16：00〜18：00　B会場（大会議室）

座長：井下　英二（滋賀県衛生科学センター所長）
演者：稲岡　智加（滋賀県東近江健康福祉事務所（東近江保健所））
　　　田所　大典（秋田県健康福祉部健康づくり推進課，秋田県口腔保健支援センター）
　　　河本　幸子（岡山市保健所健康づくり課）
　　　高澤みどり（市原市子ども未来部子育てネウボラセンター）
　　　遠藤　浩正（埼玉県東松山保健所長）
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シンポジウム７：認知症に対する口腔保健の予防的役割
5月24日（金）9：00〜10：30　B会場（大会議室）

座長：深井　穫博（口腔衛生学会地域口腔保健委員会委員長）
演者：山口　晴保（群馬大学名誉教授，認知症介護研究・研修東京センター）
　　　葭原　明弘（新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔保健学分野）
　　　平野　浩彦（東京都健康長寿医療センター専門副部長）

シンポジウム８：フッ化物応用をめぐる誤解を解く（フッ化物応用委員会企画）
5月24日（金）10：30〜12：00　B会場（大会議室）

座長：眞木　吉信（東京歯科大学衛生学講座）
　　　相田　　潤（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）
演者：高橋　信博（東北大学大学院歯学研究科口腔生物学講座口腔生化学分野）
　　　瀧口　俊一（宮崎県延岡保健所所長・全国保健所長会理事）
　　　鶴本　明久（鶴見大学歯学部地域歯科保健学教室）

シンポジウム９：個人を対象としたう蝕予防ガイドライン作成におけるクリニ
カルクエスチョンの設定（予防歯科臨床委員会企画）

5月24日（金）14：00〜16：00　B会場（大会議室）
座長：於保　孝彦（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野）
演者：小島　美樹（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
　　　玉木　直文（徳島大学大学院医歯薬学研究部予防歯学分野）
　　　谷口　奈央（福岡歯科大学口腔保健学講座）
　　　長田　恵美（鹿児島大学病院口腔保健科）

シンポジウム10：2026年以降に誕生する子供たちは生涯を通してう窩を作ら
ない～Alliance for a Cavity Free Future～

5月24日（金）16：00〜18：00　A会場（ピアザホール）
座長：柘植　紳平（つげ歯科医院院長）
　　　花田　信弘（鶴見大学歯学部探索歯学講座教授）
演者：林　美加子（ACFF 日本支部理事長）
　　　安藤　雄一（国立保健医療科学院統括研究官）
　　　桃井　保子（鶴見大学名誉教授 歯学部保存修復学講座）
　　　辻村　　傑（医療法人社団つじむら歯科医院理事長）
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シンポジウム11：歯科保険医療における疾病リスク管理の拡充に何が必要か？
（学会あり方委員会企画）

5月24日（金）16：00〜18：00　B会場（大会議室）
座長：山下　喜久（九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座口腔予防医学分野教授）
　　　天野　敦雄（大阪大学大学院歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科学教授）
演者：田口　円裕（厚生労働省医政局歯科保健課）　　
　　　牧野　利彦（（公社）本歯科医師会副会長）
　　　相田　　潤（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野准教授）　

ミニシンポジウム１：歯科口腔保健のたばこ対策の推進を考える（Ⅴ）「WHO
簡易タバコ介入（5As, 5Rs）の歯科臨床への統合」に準拠したe-learning展開
ワークショップ

5月22日（水）17：30〜19：00　B会場（大会議室）
　　　代表世話人：埴岡　　隆（福岡歯科大学口腔保健学講座教授）
ファシリテー…ター（グラント事業・学会委員会関係者）：埴岡　　隆，廣藤　卓雄，
　　　　　　　　　小島　美樹，渡辺　　猛，谷口　奈央，島津　　篤，内藤麻利江，
　　　　　　　　　牧園　照代，青山　　旬，川口　陽子，日野出大輔，尾﨑　哲則，
　　　　　　　　　山中　玲子，瀬川　　洋，細見　　環，田野　ルミ，千葉　逸朗，
　　　　　　　　　三宅　達郎，井下　英二，花田　信弘，小川　裕司，武井　典子，
　　　　　　　　　森田　　学

ミニシンポジウム２：研究者のための論文の書き方講習－今日から使える質向
上のイロハとは PART 2－

5月22日（水）17：30〜19：00　C会場（207会議室）
代表世話人・座長：安細　敏弘（九州歯科大学地域健康開発歯学分野教授）
　　　　　　演者：片岡　宏介（大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座）
　　　　　　　　　薄井　暁広（一般財団法人口腔保健協会編集部）
　　　　　　　　　竹下　　徹（九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野）

ミニシンポジウム３：歯科口腔保健施策はどう作られているか？　行政の歯科
職種の仕事

5月22日（水）17：30〜19：00…　D会場（204会議室）
代表世話人・座長：相田　　潤（東北大学大学院歯学研究科 兼 宮城県保健福祉部）
　　　　　　演者：高澤みどり（市原市子ども未来部子育てネウボラセンター）
　　　　　　　　　若栗真太郎（滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課）
　　　　　　　　　大島　克郎（日本歯科大学東京短期大学）
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ランチョンセミナー１：デンチャー装着者における義歯洗浄剤と義歯安定剤の
有効活用

5月23日（木）13：15〜14：15　B会場（大会議室）
池野　正幸（グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社）

ランチョンセミナー２：歯周病とアルツハイマー病の関連性 ～口腔ケアから始
まる認知症予防～

5月23日（木）12：15〜13：15　C会場（207会議室）
松下　健二（国立長寿医療研究センター・口腔疾患研究部）

ランチョンセミナー３：L8020乳酸菌とオーラルケア
5月23日（木）12：15〜13：15　D会場（204会議室）

二川　浩樹（広島大学大学院医歯薬保健学研究院口腔生物工学分野）

ランチョンセミナー４：患者満足度アップの口腔ケア
5月24日（金）12：15〜13：15　B会場（大会議室）

牧江　寿子（木原歯科医院）

ランチョンセミナー５：マルチイオン徐放能を備えたS-PRGフィラー 
―そのバイオアクティブ機能を修復と予防にいかす―

5月24日（金）12：15〜13：15　C会場（207会議室）
今里　　聡（大阪大学大学院歯学研究科歯科理工学教室教授）

ランチョンセミナー６：歯周病検診に唾液検査を使ってみませんか？ 
CPIから唾液検査へ　地域歯科医師会の試み

5月24日（金）12：15〜13：15　D会場（204会議室）
矢吹　義秀（東京都港区芝歯科医師会会員）

地域保健の推進に関わる人材育成講習会：地域歯科医師会からの事業提案能力
の向上を目指して

5月23日（木）14：00〜17：00　Ｃ会場（207会議室）
主　催：日本口腔衛生学会地域口腔保健委員会

地域歯科保健事業・活動　個別相談会
5月24日（金）14：00〜16：00　Ｃ会場（207会議室）

助言（相談対応）者：地域口腔保健委員会委員
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テーブルクリニック１：ICDASによる初期う蝕診断体験実習
5月24日（金）9：15〜10：00，15：30〜16：15
Ｅ会場（203会議室）テーブルＢ

角田衣理加（鶴見大学歯学部口腔微生物学講座）

テーブルクリニック２：唾液を用いた歯周病のスクリーニング検査の地域およ
び職域への展開

5月24日（金）9：15〜10：00，14：30〜15：15
Ｅ会場（203会議室）テーブルＤ

西辻　直之，古藤　真実（（公社）東京都港区芝歯科医師会）

テーブルクリニック３：Dental Drug Delivery System （3DS）の臨床応用を考える
5月24日（金）10：15〜11：00
Ｅ会場（203会議室）テーブルＡ

岡田　彩子 1,2），山田　秀則 1），花田　信弘 1）（1）鶴見大学歯学部探索歯学講座，2）鶴見大学歯
学部保存修復学講座）

テーブルクリニック４：PRG予防関連商品使用の実際とその効果 
（共催：株式会社松風）

5月24日（金）10：15〜11：00，15：30〜16：15
Ｅ会場（203会議室）テーブルＣ

梶　美奈子（北海道医療大学病院歯科衛生部）

テーブルクリニック５：次世代電解水を用いた口内除菌プログラム
5月24日（金）14：30〜15：15，15：30〜16：15
Ｅ会場（203会議室）テーブルＡ

根深　研一，マティン…カイルール（鶴見大学歯学部探索歯学講座）

テーブルクリニック６：臨床研究に必要な倫理と統計学入門
5月24日（金）13：15〜14：00，15：15〜16：00　Ｃ会場（207会議室）

杉﨑　正志（鶴見大学）

テーブルクリニック７：疫学・臨床研究のための統計入門
5月24日（金）14：15〜15：00　Ｃ会場（207会議室）

野村　義明（鶴見大学歯学部探索歯学講座）

企業セミナー１：ビーブランド；フッ化物製剤の網羅的解説
5月23日（木）14：00〜14：30　D会場（204会議室）

主催：株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
講師：本田　裕之（大阪営業所所長）
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企業セミナー２：フィリップス　ソニッケアー　音波歯ブラシの活用法
5月23日（木）14：30〜14：45　D会場（204会議室）

主催：株式会社フィリップス・ジャパン
講師：上村　泰子（株式会社フィリップス・ジャパン…歯科衛生士）

企業セミナー３：これから必要になる予防製品の紹介
5月23日（木）14：45〜15：00　D会場（204会議室）

主催：株式会社 P ＆ A

企業セミナー４：歯科医師アンケートから見えた現状と音波ハブラシ　ドルツ
の特徴

5月23日（木）15：00〜15：15　D会場（204会議室）
主催：パナソニック株式会社
講師：光安　優花（…パナソニック株式会社アプライアンス社コンシューマーマーケティング

ジャパン本部）

企業セミナー５：シュミテクトについて
5月23日（木）15：30〜15：45　D会場（204会議室）

主催：グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
講師：中久保浩平（…グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株

式会社エキスパートセールス）

企業セミナー６：今求められる予防とは
5月23日（木）16：00〜16：45　D会場（204会議室）

主催：株式会社モリタ

企業セミナー７：口臭ケアへの新提案　ブレスラボ～香りでごまかさない口臭
ケアのご提案～

5月23日（木）16：45〜17：00　D会場（204会議室）
主催：第一三共ヘルスケア株式会社
講師：西原　良介（第一三共ヘルスケア株式会社）

企業セミナー８：企業で取組む口腔保健活動：リステリン®の化粧室設置
5月23日（木）14：00〜14：15　E会場（203会議室）

主催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンシューマーカンパニー
講師：渡邊　佳奈（ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンシューマーカンパニー）
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企業セミナー９：3DSトレーと薬液について
5月23日（木）14：15〜14：30　E会場（203会議室）

主催：株式会社シケン

企業セミナー10：歯科から発信する生活習慣病予防！位相差顕微鏡を用いた新
たな患者説明方法

5月23日（木）14：30〜14：45　E会場（203会議室）
主催：有限会社イポナコロジー

企業セミナー11：ACFFの理念と今後の活動
5月23日（木）14：45〜15：15　E会場（203会議室）

主催：一般社団法人 ACFF 日本支部
講師：桃井　保子（鶴見大学歯学部名誉教授）

企業セミナー12：「健口」が健康への第一歩－3タイプの歯みがき剤からアプ
ローチ－

5月23日（木）15：45〜16：00　E会場（203会議室）
主催：昭和薬品化工株式会社
講師：山田　昌史（昭和薬品化工株式会社学術情報部）

企業セミナー13：バイオアクティブ新素材“S-PRGフィラー”の誕生とその予
防効果を紹介

5月23日（木）16：00〜16：30　E会場（203会議室）
主催：株式会社松風
講師：中塚　稔之（株式会社松風）

企業セミナー14：超高齢社会に対応した歯の健康をまもる新技術BioUnionテ
クノロジー

5月24日（金）9：30〜9：45　C会場（207会議室）
主催：株式会社ジーシー
　　　岡田　淳一（株式会社ジーシー　デンタルインフォメーションセンター）

企業セミナー15：フッ化物洗口を家庭でも実施するために～歯科医療従事者向
け保健指導ツールのご紹介～

5月24日（金）9：45〜10：00　C会場（207会議室）
主催：サンスター株式会社

23



一般口演
5月23日（木）9：00～10：12
Ｃ会場（207会議室）

　　　　座長：坂中哲人
O–1… TGF-β1…induced…connexin43…promotes…scar…formation

○Xiaoyan…Li1），Ujjal…Bhawal2），Lijia…Guo1），Yi…Liu1）

1）Department…of…Periodontics,…School…of…Stomatology,…Capital…Medical…University,…China,…2）Department…
of…Biochemistry…and…Molecular…Biology,…Nihon…University…School…of…Dentistry…at…Matsudo,…Japan

O–2… Sjögren’s…syndrome…in…SATB1…conditional…knockout…mice
○Ujjal…Bhawal1），Fengzhu…Zhang2），Yuriko…Tanaka3），Yumi…Ito4），Motonari…Kondo3），
　Kazumune…Arikawa5），Koichi…Hiratsuka1）

1）Department…of…Biochemistry…&…Molecular…Biology,…Nihon…University…School…of…Dentistry…at…Matsudo,…
2）Department…of…Anesthesiology,…Nihon…University…School…of…Dentistry…at…Matsudo,… 3）Department…
of…Molecular… Immunology,…Toho…University…School…of…Medicine,… 4）Division…of…Diagnostic…Pathology,…
Tsurumi…University…Dental…Hospital,…5）Department…of…Community…Oral…Health,…Nihon…University…School…
of…Dentistry…at…Matsudo

　　　　座長：晴佐久　悟
O–3… Preventive…effects…of…resveratrol…against…5-FU-induced…cytotoxic…reactions…in…HaCaT…cells

○Shu…Chen，Naofumi…Tamaki，Kaname…Miki，Hiro-O…Ito
Department…of…Preventive…Dentistry,…Institute…of…Biomedical…Sciences,…Tokushima…University…Graduate…
School

O–4… …Preliminary…study…on…electron…spin…resonance…(ESR)…dosimetry…using…the…teeth…of…cattle…affected…by…the…
Fukushima…Daiichi…Nuclear…Power…Plant…(FDNPP)…accident
○Kazuhiko…Inoue1），Ichiro…Yamaguchi2），Masahiro…Natsuhori3），Susumu…Imai1），Nobuhiro…Hanada1）

1）Department…of…Translational…Research,…Tsurumi…Dental…University,…School…of…Dental…Medicine,……
2）Department…of…Environmental…Health,…National… Institute…of…Public…Health,… 3）School…of…Veterinary…
Medicine,…Kitasato…University

　　　　座長：井上一彦
O–5… …Role…of…pantothenate…biosynthesis…in…starvation…response…and…biofilm…formation…of…Porphyromonas gingi︲

valis
○Akito…Sakanaka，Masae…Kuboniwa，Asuka…Ishikawa，Shota…Mayumi，Atsuo…Amano

Department…of…Preventive…Dentistry,…Osaka…University…Graduate…School…of…Dentistry
O–6… …Nurses’…performance…regarding…oral…assessment…and…dental…referral…for…inpatients…in…hospitals

○Satoru…Haresaku1），Souhei…Uchida1），Hisae…Aoki1），Kazuyuki…Akinaga1），Rie…Yoshida1），Keiko…Kubota1），
Fuyuko…Nakashima1），Emi…Kajiwara1），Mayumi…Monji1），Maki…Miyoshi1），Yayoi…Hara1），Toru…Naito2）

1）Fukuoka…Nursing…College,…2）Section…of…Geriatric…Dentistry,…Department…of…General…Dentistry,…Fukuoka…
Dental…College
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ポスター発表
5月23日（木）
展示：10：00〜16：40
討論：16：00〜16：40
ポスター会場：304・305会議室

P–1… ……1…歳 6 か月児健康診査における癒合歯萌出の 33 年間の推移と要因について
○高橋大郎1），栗田啓子1），沖野雄一郎2），本郷博久1），竹原順次1），兼平　孝1）

1）北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野予防歯科学教室，2）岡山県保健福祉部
P–2… …フッ化物洗口に対するイメージは利用する情報源の種類によって影響を受けるのか？：媒介分析による検討

○草間太郎，相田　潤，五十嵐彩夏，川村　桜，小坂　健
東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野

P–3… …職種と歯磨き習慣の関連
○野田武聖1），相田　潤2），草間太郎2），川村　桜2），星　真奈実2），小坂　健2）

1）東北大学歯学部，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野
P–4… …公共交通機関の利用と歯科受診の格差の関係

○川村　桜1），相田　潤1），草間太郎1），山本龍生2），近藤克則3‒5）

1）東北大学国際歯科保健学分野，2）神奈川歯科大学，3）千葉大学，4）国立長寿医療研究センター，5）日本福
祉大学

P–5… …乳幼児のう蝕経験に関する要因の検討
○木畠可南子1），邵　仁浩2），仲山智恵3），片岡正太4），角田聡子4），岩﨑正則4），安細敏弘4）

1）九州歯科大学大学院歯学研究科口腔保健学専攻，2）九州歯科大学歯学部口腔保健学科学際教育推進ユ
ニット，3）北九州市保健福祉局健康推進課，4）九州歯科大学歯学部歯学科地域健康開発歯学分野

P–6… …地域在住高齢者における咀嚼能力，食欲とダイナペニアとの関連
○廣島屋貴俊，岩﨑正則，角田聡子，安細敏弘

九州歯科大学地域健康開発歯学分野
P–7… …福岡市の妊婦歯科健診受診者における口腔の健康状態

○劉　中憲1），三島公彦1），鎮守信弘1），古田美智子2），晴佐久　悟3），岡部優花2），神田普爾1）

1）福岡市歯科医師会，2）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，3）福岡看護大学
P–8… …口腔衛生指標と唾液によるう蝕活動性試験項目との関連性

○定岡　直1），薦田　智2），川原一郎1,…3），土屋総一郎1），八上公利4），荒　敏明5）

1）松本歯科大学公衆衛生学講座，2）おのださんパークオレンジ歯科（山口県山陽小野田市），3）松本歯科大
学大学院健康増進口腔科学講座，4）松本歯科大学病院口腔インプラント科，5）松本歯科大学薬理学講座

P–9… …福島県における仮設住宅入居者を対象とした被災地口腔ケア推進事業
○瀬川　洋1），大橋明石1），南　健太郎1），池山丈二2）

1）奥羽大学歯学部口腔衛生学講座，2）福島県歯科医師会
P–10… …学校歯科健診の 23…年間の GO･G…の実態と精密検査について

○結城昌子1），村山敏明2），五十嵐　栄2），中川正晴2），廣瀬公治1）

1）奥羽大学歯学部口腔衛生学，2）山形県米沢市歯科医師会
P–11… …全身麻酔下手術前の診査における手術後肺炎発症のリスク因子

○稲井裕子1），野村義明2），寳田　貫1），花田信弘2），和田尚久1）

1）九州大学病院口腔総合診療科，2）鶴見大学歯学部探索歯学講座
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P–12… …業種と職場での受動喫煙状況の関連について
○五十嵐彩夏，相田　潤，草間太郎，小坂　健

東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野
P–13… …ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の交流人数と歯や歯ぐきの健康状態の関連

○山川裕生1），相田　潤2），草間太郎2），川村　桜2），星　真奈実2），小坂　健2）

1）東北大学歯学部，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野
P–14… …糖尿病患者の食行動と口腔環境との関連性

○吉岡昌美1），川島友一郎2），南　明香2），福井　誠3），柳沢志津子3），日野出大輔3）

1）徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科，2）社会医療法人川島会…川島病院，3）徳島大学大学院医歯薬学
研究部口腔保健学系

P–15… …歯学部学生による「KJ…法を用いた地域における歯科医師の役割」の考察
○土屋総一郎1），定岡　直1），川原一郎1,…2），薦田　智3），八上公利1,…2,…4），荒　敏明5）

1）松本歯科大学公衆衛生学講座，2）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座，3）おのださんパークオレ
ンジ歯科（山口県山陽小野田市），4）松本歯科大学病院口腔インプラント科，5）松本歯科大学薬理学講座

P–16… …地域在宅超高齢者の食事パターンと栄養状態，栄養素摂取量および嚥下との関連
○濱嵜朋子1），岩﨑正則2），角田聡子2），片岡正太2），濃野　要3），葭原明弘4），小川祐司3），安細敏弘2），
　宮﨑秀夫5）

1）九州女子大学栄養学科，2）九州歯科大学地域健康開発歯学分野，3）新潟大学大学院医歯学総合研究科予
防歯科学分野，4）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔保健学分野，5）明倫短期大学

P–17… …バス運転手における糖尿病，不眠度，食習慣および歯周病の関連（第一報）
○芹田千穂1,…2），片岡正太1），廣島屋貴俊1），茂山博代3），角田聡子1），福原正代4），正木千尋5），岩﨑正則1），

安細敏弘1）

1）九州歯科大学地域健康開発歯学分野，2）九州女子大学栄養学科，3）九州歯科大学口腔保健科，4）九州歯科
大学総合内科学分野，5）九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

P–18… …前期高齢者における食嗜好の変化に対する客観的要因と主観的要因について
○富永一道1,…2），土崎しのぶ3），濱野　強2,…4），安藤雄一5）

1）富永歯科医院，2）島根大学地域包括ケア教育研究センター，3）邑南町役場保健課，4）京都産業大学現代社
会学部健康スポーツ社会学科，5）国立保健医療科学院

P–19… …健康保険のデータを活用した歯周治療と循環器疾患の医療費との関係に関する研究
○石原　匠1），松岡紘史1），長澤敏行2），古市保志3），辻　昌宏4），千葉逸朗1）

1）北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野，2）北海道医療大学歯学部総合教育学系
臨床教育管理運営分野，3）北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系歯周歯内治療学分野，4）天使病
院糖尿病・代謝内科

P–20… …歯周組織状態と糖尿病発症との関係
○古田美智子1），竹内研時1），竹下　徹1），須磨紫乃1），品川　隆2），嶋﨑義浩3），山下喜久1）

1）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，2）平成横浜病院歯科口腔外科，3）愛知学院大学歯学部口
腔衛生学講座

P–21… …歯周組織状態と非ウイルス性の肝線維化の関連性について
○黒江　慧1），古田美智子1），竹内研時1），田中照彦1），須磨紫乃1），竹下　徹1），嶋﨑義浩2），品川　隆3），

山下喜久1）

1）九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座口腔予防医学分野，2）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講
座，3）平成横浜病院歯科口腔外科
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P–22… …動脈硬化と歯周病との関連：地域在住高齢者を対象とした横断研究
○佐藤美寿々1），岩﨑正則2），皆川久美子1），山賀孝之1），小川祐司3）

1）新潟大学医歯学総合病院予防歯科，2）九州歯科大学地域健康開発歯学分野，3）新潟大学大学院医歯学総
合研究科予防歯科学分野

P–23… …自家末梢血幹細胞移植患者の口腔ケアによる口腔粘膜炎障害の低減効果
○十川悠香1,…2），吉岡昌美1），福井　誠2），中村信元3），安倍正博3），日野出大輔2）

1）徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科，2）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野，3）徳
島大学大学院医歯薬学研究部血液・内分泌代謝内科学分野

P–24… …骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の治療法と治療成績に関する検討
○加納慶太1,…2），上根昌子3），土居貴士3），片岡宏介3），三宅達郎3）

1）宇治武田病院歯科・歯科口腔外科，2）大阪歯科大学大学院歯学研究科，3）大阪歯科大学歯学部口腔衛生
学講座

P–25… …口腔カンジダ症が Osteoprotegerin…血清濃度におよぼす影響についての検討
○小林美智代，清浦有祐

奥羽大学歯学部口腔感染免疫学分野
P–26… …歯周病原細菌による人工バイオフィルム形成に関する基礎的研究 3

○田中とも子，八重垣　健
日本歯科大学生命歯学部衛生学講座

P–27… …Streptococcus mutans によるヒト動脈内皮細胞の炎症誘導における DMBT1 の機能
○於保孝彦1），長田恵美2）

1）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科発生発達成育学講座予防歯科学分野，2）鹿児島大学病院発達系歯科
センター口腔保健科

P–28… …Streptococcus mutans…由来ナノ粒子によるバイオフィルム形成機構と抗体の誘導
○泉福英信1），岩淵佑介2）

1）国立感染症研究所，2）東京医科歯科大学歯学部障害者歯科学分野
P–29… …Aggregatibacter actinomycetemcomitans における細胞膨化致死毒度の分泌機構の解析

○鶴田圭伊子
広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔保健疫学

P–30… プラークのもつ硝酸還元活性・亜硝酸分解活性と酸産生活性抑制効果との関連
○山本祐慈1,…2），清水弘一2,…3），五十嵐公英2,…4），鷲尾純平2），高橋信博2）

1）医療法人明誠会やまもと歯科津田歯科診療所，2）東北大学大学院歯学研究科口腔生化学分野，3）しみず
小児歯科，4）東松島市鳴瀬歯科診療所

P–31… …根面う蝕予防のための個人トレーによるフッ化物歯面塗布法の開発（5）
○中向井政子1），石田直子2），大澤多恵子2），荒川勇喜3），中野貴文3），川村和章3），宋　文群3），荒川浩久2）

1）神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科，2）神奈川歯科大学，3）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔
科学講座

P–32… …納豆菌の摂取による腸管を起点とした口腔免疫機構の活性化
○小林良喜1），小林知世2），西川宗伸2），田口千恵子3），岡田祐輔3），永岡明記3），李　昌弘3），中村茂人3），

有川量崇3）

1）日本大学松戸歯学部感染免疫学講座，2）タカノフーズ株式会社，3）日本大学松戸歯学部衛生学講座
P–33… …ヒノキチオール経鼻投与後における老齢マウス唾液 IgA…抗体分泌の影響

○片岡宏介1,…2），國友栄治3），吉松英樹2），土居貴士1,…2），上根昌子1），三宅達郎1,…2）

1）大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座，2）大阪歯科大学大学院歯学研究科，3）小林製薬株式会社中央研究
所
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P–34… …口腔微生物に対する歯木ニーム抽出液と抗菌・抗真菌薬剤感受性の比較
○金山愛加1），笹部倫世1），山本　眸1），片岡宏介1‒3），吉松英樹3），小渕健二朗3），土居貴士1‒3），
　神　光一郎3,…4），上根昌子1,…2），三宅達郎1‒3）

1）大阪歯科大学，2）大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座，3）大阪歯科大学大学院歯学研究科，4）大阪歯科大
学医療保健学部

P–35… …口腔内状態に対する Lactobacillus rhamnosus…L8020…発酵物含有タブレットの有効性に関する単回摂取試
験
○尾崎　薫1），齋藤　静1），小阪英樹1），鈴木利雄1），二川浩樹2）

1）フジッコ株式会社研究開発部，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔生物工学分野
P–36… …低出力レーザー照射による STZ…誘発糖尿病ラットの AGE-RAGE…系に及ぼす影響

○田口千恵子1），内山敏一2），張　鳳洙3），バワール ウジャール4），平塚浩一4），渋谷　鑛3），有川量崇1）

1）日本大学松戸歯学部衛生学講座，2）日本大学松戸歯学部社会歯科（医療情報）学講座，3）日本大学松戸歯
学部歯科麻酔学講座，4）日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座

P–37… …唾液タンパク組成と全身状態の関連性
○渡辺俊吾1），岩永賢二郎1），百々美奈2），飯嶋若菜2），石河理紗2），玉原　亨1），加藤　翼1），織部令奈2），

丹田奈緒子2），小関健由1）

1）東北大学大学院歯学研究科口腔保健発育学講座予防歯科学分野，2）東北大学病院歯科部門予防歯科
P–38… …Interleukin-6…が脂肪細胞の血管新生因子の発現に及ぼす影響

○柴田知佳1,…2），中井久美子1,…2），尾崎愛美1,…2），柏木　勝1），小口久雄1），唐鎌史行1），北見　聡1），
　田中秀樹1），前野正夫3），川戸貴行1,…2）

1）日本大学歯学部衛生学講座，2）日本大学歯学部総合歯学研究所機能形態部門，3）学校法人日本大学
P–39… …ラット顎下腺における Nkcc1…および Atp1 発現リズム検討

○佐藤涼一1），鈴木誠太郎1），小野瀬祐紀1），江口貴子1,…2），石塚洋一1），杉原直樹1）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）東京歯科大学短期大学歯科衛生学科
P–40… …フッ化物配合歯磨剤の適正使用量に及ぼす影響　その 4…市販歯磨剤について

○福田雅臣，伊井久貴
日本歯科大学生命歯学部衛生学講座

P–41… …キトサン併用による骨補塡材 β-TCP…のフッ化物徐放性に関する予備的研究
○木本一成1,…2），古澤利武1,…2）

1）神奈川歯科大学大学院災害医療・社会歯科学講座，2）東北口腔インプラント研究会
P–42… …脱灰 – 再石灰化サイクルにおけるフッ化物の作用時期とその濃度がエナメル質の表面性状に与える影響

○犬飼順子，高阪利美
愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科

P–43… …The…role…of…low-level…sodium…fluoride…in…periodontal…inflammation
○Fengzhu…Zhang1），Ujjal…Bhawal2），Koh…Shibutani1）

1）Department…of…Anesthesiology,…Nihon…University…School…of…Dentistry…at…Matsudo,…Japan，2）Department…
of…Biochemistry…and…Molecular…Biology,…Nihon…University…School…of…Dentistry…at…Matsudo,…Japan

P–44… …ラットを用いた口腔粘膜の炎症性疾患モデル作製
○竹内麗理1），田口千恵子2），岡田祐輔2），永岡明記2），中村茂人2），李　昌弘2），岡田優一郎3），
　有川量崇2），平塚浩一1）

1）日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座，2）日本大学松戸歯学部衛生学講座，3）帝京大学医療技術
学部
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P–45… …Porphyromonas gingivalis…は，…呼吸器上皮細胞における肺炎球菌受容体 PAFR…の発現と肺炎球菌の付着
を促進する
○神尾宜昌

日本大学歯学部細菌学講座
P–46… …S-PRG…フィラーから徐放するマルチイオンが Candida albicans…に及ぼす抗菌効果について

○田村宗明1,…2），神尾宜昌1,…2）

1）日本大学歯学部細菌学講座，2）日本大学総合歯学研究所生体防御部門
P–47… …The…efficiency…of…Er:YAG…laser…in…the…treatment…of…chronic…periodontitis

○Juan…Du1），Lijia…Guo1），Ujjal…Bhawal2），Yi…Liu1）

1）Department…of…Periodontics,…School…of…Stomatology,…Capital…Medical…University,…China,…2）Department…
of…Biochemistry…and…Molecular…Biology,…Nihon…University…School…of…Dentistry…at…Matsudo,…Japan

P–48… …学校歯科保健活動の試み 7…─…CO・GO…に関するキャリブレーション研修会の効果について─
○山中　秀，片倉　修，谷村秀樹，立花智子，三穂乙暁，斉藤　淳，矢島正隆，華岡眞幸，長井博昭
（公社）東京都港区芝歯科医師会学校歯科医会

P–49… …唾液検査を用いた歯周病のスクリーニング検査による地域健康診断システム構築
○大祢貴俊1），上谷公之1），矢吹義秀1），福澤洋一1），古藤真実1），吉野浩和1），三穂乙暁1），西辻直之1），
　谷村秀樹1），長井博昭1），角田衣理加2），大塚良子3），岡本公彰3），岡田彩子4），山下万美子3），
　村田貴俊3），野村義明3），花田信弘3）

1）（公社）東京都港区芝歯科医師会，2）鶴見大学歯学部口腔微生物学講座，3）鶴見大学歯学部探索歯学講座，
4）鶴見大学歯学部保存修復学講座

P–50… …川越市における糖尿病に関わる医科歯科連携の試み　第 3 報〜共働による調査研究の概要報告〜
○望月　司1），深井智子2），皆川真哉3），竹下　玲2），田中　入4），安井利一2），草間　薫5）

1）（一社）川越市歯科医師会，2）明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野，3）（一社）川越市医師会，
4）（一社）埼玉県歯科医師会，5）明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野

P–51… …Relationship…of…halitosis…concern…with…oral…health…behaviors…and…knowledge…among…Myanmar…people
○Ei…Ei…Aung，Akiko…Oshiro，Takashi…Zaitsu，Yoko…Kawaguchi

Department…of…Oral…Health…Promotion,…Tokyo…Medical…and…Dental…University
P–52… …Oral…health…literacy…and…its…related…factors…among…middle…school…students…in…Myanmar

○Zar…Chi…Kyaw…Myint1,…2），Takashi…Zaitsu1），Akiko…Oshiro1），Yoko…Kawaguchi1）

1）Department…of…Oral…Health…Promotion,…Graduate…School…of…Medical…and…Dental…Sciences,…Tokyo…
Medical…and…Dental…University,…2）Department…of…Preventive…and…Community…Dentistry,…University…of…
Dental…Medicine,…Yangon,…Myanmar

P–53… …口臭患者の口臭値と舌苔中の細菌叢の検討
○大城暁子1,…2），斉藤智也1,…2），財津　崇1,…2），川口陽子1,…2）

1）東京医科歯科大学歯学部附属病院息さわやか外来，2）東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野
P–54… …家庭内フッ化物洗口習慣化促進のための保健指導の効果検証 2

○荒川浩久1），宋　文群2），川村和章2），宮田利郎3），宮田　茂3），中村哲弥3），大石俊一3），花岡　透3），
　楊箸明朗3），原　秀一3），松本好史3）

1）神奈川歯科大学，2）神奈川歯科大学大学院口腔科学講座口腔衛生学分野，3）一般社団法人横須賀市歯科
医師会
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5月24日（金）
展示：10：00〜17：00
討論：16：20〜17：00
ポスター会場：304・305会議室

P–55… …歯周病ラットにおける血清 miRNA…の肝臓 mRNA…への影響
○杉浦嘉雄1），米田俊樹1），藤森浩平1），丸山貴之2），宮井久敬1），小林暉政1），江國大輔1），友藤孝明3），
　森田　学1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野，2）岡山大学病院新医療研究開発センター，3）朝日
大学口腔感染医療学講座社会口腔保健学分野

P–56… …金属イオン含有製剤の使用における口臭抑制持続効果
○両角祐子1），高塩智子2），丸山昂介1），佐藤柚香里3），田中美希4），松田一成4），佐藤　聡1,…3,…5）

1）日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座，2）日本歯科大学新潟病院，3）日本歯科大学大学院新潟生命
歯学研究科歯周機能治療学，4）第一三共ヘルスケア株式会社，5）日本歯科大学新潟生命歯学部先端研究セ
ンター再生医療学

P–57… …地域歯科保健に関する臨地実習についての検討
○横井康乃，鴨田剛司，小松﨑　明，小野幸絵

日本歯科大学新潟生命歯学部衛生学講座
P–58… …第 7 次医療計画（2018 年度〜）における歯科の関わり

○恒石美登里1），山口武之1,…2），小玉　剛2），高野直久2），佐藤　保2），牧野利彦1,…2）

1）日本歯科総合研究機構，2）日本歯科医師会
P–59… …台湾における歯科衛生士養成教育の現状

○周　苒1），財津　崇1），大城暁子1），遠藤圭子2），白田千代子3），川口陽子1）

1）東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野，2）東京医科歯科大学大学院生涯口腔保健衛生学分野，3）東
京医科歯科大学大学院地域・福祉口腔機能管理学分野

P–60… …歯科衛生士に対する復職支援・離職防止等推進事業の展開
○渡邊洋子，岡田昌子，臼見莉沙，大城暁子，品田佳世子

東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科衛生士総合研修センター
P–61… …災害歯科保健医療体制研修会における演習の実施とその評価

○中久木康一1,…2），門井謙典2,…3），小玉　剛4），佐藤　保4）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野，2）日本災害時公衆衛生歯科研究会，3）兵
庫医科大学歯科口腔外科学講座，4）公益社団法人日本歯科医師会

P–62… …災害歯科保健医療研修における演習ツールの作成とその評価
○中久木康一1,…2），久保山裕子3），安田昌代4），星野由美5），武井典子3）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野，2）日本災害時公衆衛生歯科研究会，3）公
益社団法人日本歯科衛生士会，4）東京医科歯科大学歯学部附属病院口腔ケア外来，5）神奈川歯科大学短期
大学部歯科衛生学科

P–63… …整形外科患者に対する周術期等口腔機能管理の実態
○刑部　月1,…2），内海明美1），安藤有里子3,…4），菱本良平3,…4），柴田由美3,…5），渡瀬穂奈美3），木ノ内ひろ子3），

白倉香子4），浅井英之4），伊澤　光1），丸岡靖史4），弘中祥司1,…2）

1）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座口腔衛生学部門，2）昭和大学口腔ケアセンター，3）昭和
大学病院歯科・歯科口腔外科，4）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座地域連携歯科学部門，
5）昭和大学大学院保健医療学研究科
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P–64… …歯ブラシの刷毛面積の経時的変化と歯垢除去効果について
○兼保佳乃1），重石英生2），前原朝子2），三分一恵理3），杉山　勝2）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔健康科学専攻，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔健康
科学講座公衆口腔保健学，3）明海大学

P–65… …野宿生活者への歯科支援活動報告（第 5 報）─ 15 年にわたる歯科相談・無料診療・診療所建設・健康管理
○渡邉充春1,…2），安藤純夫2,…3）

1）わたなべ往診歯科，2）歯科保健研究会，3）安藤歯科
P–66… …ブラッククミンおよび殺菌剤のカンジダに対する抗真菌活性について

○石川正夫1,…2），村田貴俊2），岡本公彰2），泉福英信3），花田信弘2），渋谷耕司1）

1）OHS…研究所，2）鶴見大学歯学部探索歯学講座，3）国立感染症研究所細菌第1部
P–67… …Metagenomics…of…the…oral…and…intestinal…microbiome…from…volunteers…having…ibd…using…an…ngs…system

○ Khairul…Matin1–3），Ryoko…Otsuka4），Ayako…Okada4,… 5），Takatoshi…Murata4），Meu…Ariyoshi2,… 4），…
Toshimitsu…Fujii6），Kenichi…Nebuka1,…3,…7），Masayuki…Otsuki2），Junji…Tagami2），Mamoru…Watanabe6），
Nobuhiro…Hanada4）

1）Endowed…Department…of… International…Oral…Health…Science,…Tsurumi…University…School…of…Dental…
Medicine,… 2）Cariology…and…Operative…Dentistry,…Tokyo…Medical… and…Dental…University,… 3）Medoc…
International…Co.…Ltd.,…4）Department…of…Translational…Research,…Tsurumi…University…School…of…Dental…
Medicine,… 5）Department…of…Operative…Dentistry,…Tsurumi…University…School…of…Dental…Medicine,……
6）Department…of…Gastroentrology…and…Hepatology,…Tokyo…Medical…and…Dental…University,…7）Medical…
Corporation…Kenyukai…Kioicho…Plaza…Clinic

P–68… …Oral…health…status…and…oral…health…behaviors…of…Thai…population
○Jarassri…Srinarupat1,…2），Takashi…Zaitsu1），Aikiko…Oshiro1），Yoko…Kawaguchi1）

1）Department…of…Oral…Health…Promotion,…Graduate…School…of…Medical…and…Dental…Sciences,…Tokyo…
Medical…and…Dental…University，2）Bureau…of…Dental…Health,…Department…of…Health,…Ministry…of…Public…
Health,…Thailand

P–69… …特別養護老人ホーム入居高齢者における日常生活自立度と臼歯部咬合安定状況の関連について
○西條光雅，竹下　玲，深井智子，北　邦宏，安井利一

明海大学歯学部社会健康科学講座
P–70… …歯周疾患検診の受診率の経年変化について（第 2 報）

○榊原康人1），柏木雅宣2）

1）名古屋市保健所港保健センター保健予防課，2）名古屋市保健所熱田保健センター保健予防課
P–71… …高齢者の “ 口の乾き ” に関する症状の自覚と服用薬との関連〜某地区薬局での調査

○遠藤眞美，高柳篤史，野本たかと
日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P–72… …持続的な圧迫力は破骨細胞による骨無機質溶解を促進する
○松生理恵子1），田中秀樹2,…3），中井久美子2,…3），尾崎愛美2,…3），岡　仁2），原田修成2），飯田隆文2），
　前野正夫4），川戸貴行2,…3）

1）日本大学歯学部歯科矯正学講座，2）日本大学歯学部衛生学講座，3）日本大学歯学部総合歯学研究所機能
形態部門，4）学校法人日本大学

P–73… …私立高等学校における歯科保健活動状況に関する研究　その１…アンケート調査結果の概要
○川戸貴行1），福田雅臣2），田中英一3），武井典子4,…5），柘植紳平6）

1）日本大学歯学部衛生学講座，2）日本歯科大学生命歯学部衛生学講座，3）田中歯科クリニック，4）公益財団
法人日本歯科衛生士会，5）公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，6）一般社団法人日本学校歯科医会
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P–74… …地域在住障害者を対象とした歯科保健指導による介入効果
○上澤美津枝1,…2），財津　崇2），白田千代子3），川口陽子2）

1）東京都江戸川区健康部健康サービス課，2）東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野，3）東京医科歯科
大学大学院地域・福祉口腔機能管理学分野

P–75… …乳製品食品工場労働者の歯の酸蝕所見に関する調査
○小野瀬祐紀1），一本麻保子2），鈴木誠太郎1），久保秀二3,…4），高橋義一1,…5），石塚洋一1），佐藤涼一1），
　江口貴子1,…6），上條英之7），杉原直樹1）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）東京都歯科衛生士会，3）東京歯科大学老年歯科補綴学講座，4）久保歯科医院，
5）高橋歯科医院，6）東京歯科大学短期大学歯科衛生学科，7）東京歯科大学歯科社会保障学

P–76… …嚙むことに着目した口腔内装着装置とその効果─第 2 報─
○佐々木良紀1,…2），野村登志夫3），佐塚仁一郎4），佐藤　誠5）

1）東京歯科大学老年歯科補綴学講座，2）SASAKI…DENTAL…HEALTH…RESEARCH…and…TECHNOLOGY，
3）東京歯科大学衛生学講座，4）佐塚歯科医院，5）亀ヶ崎歯科医院

P–77… …レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いた骨粗鬆症患者と上気道炎患者の抜歯状況
について
○鈴木誠太郎1），吉野浩一1），高柳篤史1），石塚洋一1），佐藤涼一1），小野瀬祐紀1），上條英之2），杉原直樹1）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）東京歯科大学歯科社会保障学
P–78… …労働者を対象とした Implementation…Intention を組み入れた口腔健康教育の評価

○財津　崇，斉藤智也，大城暁子，川口陽子
東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野

P–79… …ネパール連邦首都カトマンズ近郊ゴダワリ市の母子保健活動自立への一歩
○白田千代子1,…2），根木規予子2,…3），深井穫博2,…4），中村修一2）

1）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，2）ネパール歯科医療協力会
（ADCN），3）中央歯科衛生士調理製菓専門学校歯科衛生士学校，4）深井保健科学研究所

P–80… …中学生を対象とした口臭意識調査
○斉藤智也，財津　崇，大城暁子，川口陽子

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野
P–81… …Relationship…between…self-perceived…oral…health…and…oral…health…status…among…12-year-olds…in…Vietnam

○Thi…Nhat…Vy…Nguyen1,…2），Takashi…Zaitsu1），Akiko…Oshiro1），Yoko…Kawaguchi1）

1）Department…of…Oral…Health…Promotion,…Graduate…School…of…Medical…and…Dental…Sciences,…Tokyo…
Medical…and…Dental…University,… 2）Faculty…of…Odonto-Stomatology,…Hue…University…of…Medicine…and…
Pharmacy,…Thua…Thien…Hue,…Vietnam

P–82… …血管内皮機能に対する歯周組織健康状態改善の有効性評価：ランダム化並行群間比較試験
○岡田彩子1,…2），村田貴俊1），有吉芽生1,…3），大塚良子1），山下万美子1），鈴木　恵4），青柳ひとみ5），
　植松裕美5），今村安芸子5），佐藤　勉4），マティン…カイルール3,…6,…7），花田信弘1）

1）鶴見大学歯学部探索歯学講座，2）鶴見大学歯学部保存修復学講座，3）東京医科歯科大学大学院う蝕制御
学分野，4）日本歯科大学東京短期大学歯科衛生学科，5）日本歯科大学附属病院歯科衛生士室，6）鶴見大学
歯学部国際保健学寄附講座，7）（株）メドックインターナショナル

P–83… …全身的な健康を歯科から考える “ 予防医学 ” としての概念を歯科へ「3DS…除菌外来」の試み
○山田秀則1），宮之原真由1），大塚良子1），石川芽生1），曽我部　薫1），岡田彩子2），武内博朗1），
　村田貴俊1），野村義明1），花田信弘1）

1）鶴見大学歯学部探索歯学講座，2）鶴見大学歯学部保存修復学講座
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P–84… …歯科補綴による咀嚼機能回復と保健指導の組合せは体組成と代謝マーカーに影響する
○武内博朗1,2），野村義明2），花田信弘2）

1）武内歯科医院，2）鶴見大学歯学部
P–85… …現在歯数と臼歯のかみ合わせに関する自己評価の妥当性について

○植野正之1,2），川口陽子2）

1）埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科，2）東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野
P–86… …人間ドック受診者における睡眠不足と咀嚼状態との横断的な関連

○尾崎裕大，東　哲司，友藤孝明
朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保健学分野

P–87… …電解中性水による洗口の口腔内細菌数への影響
○東　哲司，尾崎裕大，友藤孝明

朝日大学歯学部口腔感染医療学講座社会口腔保健学分野
P–88… …通いの場へ参加する地域高齢者における口腔機能と身体機能との関連

○三好早苗1,…2），齊藤　歩3），重石英生4），杉山　勝4）

1）竹原・豊田地区地域歯科衛生士会，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科，3）広島大学大学院医歯薬保
健学研究科口腔健康科学専攻，4）広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔健康科学講座公衆口腔保健学
研究室

P–89… …早期の歯の酸蝕症の診査方法の検討
○土居貴士1），上根昌子1），神　光一郎2），片岡宏介1），三宅達郎1）

1）大阪歯科大学口腔衛生学講座，2）大阪歯科大学医療保健学部
P–90… …う歯の重症度と発症部位との関連

○元根正晴，橋本正則，神　光一郎
大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科

P–91… …緑茶カテキン EGCg…配合食品での歯垢形成・付着抑制作用─ランダム化プラセボ対照二重盲検クロスオー
バー試験─
○安川然太1），小関　誠1），尾﨑哲則2）

1）太陽化学株式会社総合研究所，2）日本大学歯学部
P–92… …静岡市静岡歯科医師会における周術期等口腔機能管理推進への取り組み

○石井靖人，片山貴之，今村陽一郎，中島　還
静岡市静岡歯科医師会

P–93… …30 自治体における高齢者の歯数と口腔機能の地域差：日本老年学的評価研究
○持田悠貴1），山本龍生1），相田　潤2），渕田慎也1），田中道雄1），近藤克則3‒5）

1）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座社会歯科学分野，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科
保健学分野，3）千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門，4）国立長寿医療研究センター老年学評
価研究部，5）日本福祉大学

P–94… …児童養護施設職員への支援を通した入所児への歯磨き支援
○古川清香，小瀧由貴

神奈川県鎌倉保健福祉事務所
P–95… …一次歯科医療機関における障害者の受け入れ環境に関する調査

○久保祐美子1,…2），小島美樹2），泉野裕美2），森崎市治郎2）

1）神戸市立こうべ市歯科センター，2）梅花女子大学大学院看護保健学研究科口腔保健学専攻
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P–96… …東京都杉並区における傘寿者のコホート調査（第 1 報）現在歯数・咀嚼状況と死亡・要介護リスクの検討
○長田　斎1），安藤雄一2），田野ルミ3）

1）女子栄養大学短期大学部公衆衛生学研究室，2）国立保健医療科学院，3）国立保健医療科学院生涯健康研
究部

P–97… …1…歳 6…か月・3…歳児歯科健診結果における保護者の喫煙と小児のう蝕の関係について
○後藤拓朗1,2），古田美智子2），山下喜久2）

1）三豊総合病院歯科保健センター，2）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野
P–98… …東京都杉並区における傘寿者のコホート調査（第 2 報）…現在歯数・咀嚼状況等と医療・介護費との関連

○安藤雄一1），長田　斎2），田野ルミ3）

1）国立保健医療科学院，2）女子栄養大学短期大学部，3）国立保健医療科学院生涯健康研究部
P–99… …歯科医療機関における禁煙支援の現状と課題

○田野ルミ1），青山　旬2），尾﨑哲則3），玉置　洋1），横山徹爾1）

1）国立保健医療科学院，2）栃木県立衛生福祉大学校，3）日本大学歯学部
P–100… …薬剤関連顎骨壊死症例に対する保存治療の後方視的検討

○小西哲仁
国立がん研究センター東病院

P–101… …幼児における保育環境とう蝕発生との関係
○横井　彩，竹内倫子，江國大輔，森田　学

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野
P–102… …高校生の DMF…増加に関連する要因

○竹内倫子，澤田ななみ，田畑綾乃，森田　学
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野

P–103… …乳歯の発育障害の発現頻度と性別・出生体重・妊娠期間との関連について
○河本幸子1），森田　学2）

1）岡山市保健所健康づくり課，2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野
P‒104… …関節リウマチ患者の歯周状態と RA…重症度との関連

○橋本周子1），武藤昭紀1），出分菜々衣1），橋本晋平2），嶋﨑義浩1）

1）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，2）橋本整形外科クリニック
P–105… …う蝕活動性試験項目と歯肉炎との関連性（第 2 報）

○薦田　智1），定岡　直2），川原一郎2,…3），土屋総一郎2），八上公利4），荒　敏明5）

1）おのださんパークオレンジ歯科（山口県山陽小野田市），2）松本歯科大学公衆衛生学講座，3）松本歯科大
学大学院健康増進口腔科学講座，4）松本歯科大学病院口腔インプラント科，5）松本歯科大学薬理学講座

P–106… …一地域歯科医院における口腔機能に関する質問票の検討─ BMI・食欲・体重減少との関連─
○後藤　渚1），星　真奈実1,…2），志村匡代1），千葉順子1），楠本雅子1），相田　潤2）

1）pmj木町通デンタルクリニック，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野
P–107… …Ｋ刑務所女子受刑者に対する歯科保健活動

○黒瀬真由美1），山本美由希1），岩崎美幸1），村田英利子1），堀田佳美1），藤田あゆみ1），長浦寛子2），
　森田　学3）

1）PMJ歯科診療所，2）株式会社ピーエムジェー，3）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野
P–108… …急性期病院歯科口腔外科を起点とした脳神経疾患患者の口腔衛生管理に関する地域連携システムの構築

○生田芙美1），松本耕祐1,…2），古森孝英2）

1）JCHO神戸中央病院，2）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野
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