
市民公開講座：攻める健康法～さらなる高みを目指して～
5月18日（金）15：30～16：15
Ａ会場（大ホール）

三浦雄一郎（プロスキーヤー・クラーク記念高等学校校長）
座長：三浦　宏子（国立保健医療科学院国際協力研究部長）

受賞講演
5月19日（土）9：30～10：30
Ａ会場（大ホール）
日本口腔衛生学会学術賞LION AWARD受賞講演

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）
岩㟢　正則（九州歯科大学地域健康開発歯学分野准教授）

日本口腔衛生学会論文奨励賞受賞講演
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）
米田　俊樹（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野助教）

特別講演1：すべての国民が等しく医療を受けるために
─現場からの医療改革─

5月20日（日）9：30～10：30
Ａ会場（大ホール）

上　　昌広（医療ガバナンス研究所）
座長：森田　　学（日本口腔衛生学会理事長）

特別講演2：すべての人が鼻呼吸で元気生活～こんなに怖い口呼吸～
5月20日（日）13：30～14：30
Ａ会場（大ホール）

今井　一彰（みらいクリニック）
座長：千葉　逸朗（第 67 回日本口腔衛生学会学会長）

シンポジウム1：すべての高齢者の口腔ケアを多職種連携で
5月19日（土）10：30～12：00　
Ａ会場（大ホール）

座長：角　　保徳（国立長寿医療研究センター歯科口腔先進医療開発センターセンター長）
演者：米山　武義（米山歯科クリニック）
　　　松浦　信一（北見市松浦歯科医院）
　　　村松　真澄（札幌市立大学看護学部）
　　　文字山穂瑞（東京西の森歯科衛生士専門学校，西東京口腔ケアステーション）
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シンポジウム2：すべての患者に安心・安全な歯科医療を 
～イチからわかる肝疾患の基本～

5月19日（土）10：30～12：00　
B会場（小ホール）

座長：天野　敦雄（大阪大学大学院歯学研究科予防歯科学教授）
演者：長尾由実子（佐賀大学医学部臓器相関情報講座教授）
　　　大越　章吾（日本歯科大学新潟生命歯学部内科学講座教授）
　　　齋藤　貴史（山形大学医学部臨牀看護学講座教授）

シンポジウム3：すべての人にカリエスマネジメントを
5月19日（土）13：15～14：45
A会場（大ホール）

座長：杉山　精一（日本ヘルスケア歯科学会代表）
演者：杉山　精一（日本ヘルスケア歯科学会代表）
　　　花田　信弘（鶴見大学歯学部探索歯学講座教授）
　　　名生　幸恵（日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座講師）
　　　斉藤　　仁（日本ヘルスケア歯科学会副代表，札幌市開業）
　　　林　美加子（…大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座教授（歯科保存学教

室））

シンポジウム4：すべての子どもたちをう蝕フリーに 
─う蝕を平均値で考えない─

5月19日（土）14：45～16：15　
A会場（大ホール）

座長：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）
演者：松本伊智朗（北海道大学大学院教育学研究院教授）
　　　岩田真紀代（厚生労働省医政局歯科保健課歯科医療専門官）
　　　秋野　憲一（…札幌市保健福祉局保健所母子保健・歯科保健担当部長，元北海道保健福

祉部地域保健課主任技師）
　　　木暮　ミカ（明倫短期大学歯科衛生士学科教授）
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シンポジウム5：Challenge for human resource development and professional 
career management in line with global trends and needs（国際社会に活躍
できる口腔保健専門家の育成に向けて）

5月20日（日）10：30～12：00
Ａ会場（大ホール）

座長：小川　祐司（新潟大学大学院医歯学総合研究科准教授）
演者：Shinjiro…Nozaki（…External…Relation…Officer,…WHO…Centre…for…Health…Development…

（WHO…Kobe…centre;…WKC）
　　　Baek…Il…Kim（Present…Research…Vice…Dean…of…Yonsei…University…College…of…Dentistry）
　　　池田　憲昭（国立国際医療研究センター国際医療協力局）…

シンポジウム6：すべての歯科衛生士が一生誇りをもって行える業務に向けて
『歯科衛生士は一生の仕事です』

5月20日（日）13：30～15：00
B会場（小ホール）

座長：尾㟢　哲則（日本大学歯学部医療人間科学分野教授）
演者：石井　拓男（東京歯科大学短期大学学長）
　　　武藤　智美（北海道歯科衛生士会）
　　　武井　典子（公益財団法人ライオン歯科衛生研究所研究開発室副主席研究員）

シンポジウム7：すべてのがん患者さんが口腔の症状で困らないように 
～がん支持療法としての口腔ケア～

5月20日（日）15：00～16：30
A会場（大ホール）

座長：上野　尚雄（国立がん研究センター中央病院歯科医長）
演者：上野　尚雄（国立がん研究センター中央病院歯科医長）
　　　勝良　剛詞（新潟大学医歯学総合病院歯科放射線科病院准教授）
　　　山中　紗都（千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科講師）
　　　高田　博美（国立がん研究センターのがん疼痛認定看護師）
　　　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）

シンポジウム8：すべての成人・高齢者へのフッ化物応用
5月20日（日）15：00～16：30
B会場（小ホール）

座長：眞木　吉信（東京歯科大学衛生学講座教授）
演者：眞木　吉信（東京歯科大学衛生学講座教授）
　　　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）
　　　晴佐久　悟（福岡看護大学基礎看護部門准教授）
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ミニシンポジウム
5月18日（金）17：30～19：00

ミニシンポジウム1：予防歯科臨床の拡大に向けた経済的側面からの提言
C会場（講堂）

代表世話人：於保　孝彦（…鹿児島大学大学院医歯薬学総合研究科発生発達成育学講座予防歯
科学分野教授）

　　　演者：小島　美樹（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科教授）
　　　　　　黒瀬真由美（PMJ 歯科診療所）

ミニシンポジウム2：女性のためのキャリアパス 
～男性にもぜひ知ってほしい！リケジョと日本の未来～

諸室Ａ（401）
代表世話人：江國　大輔（岡山大学大学院医歯薬総合研究科予防歯科学分野准教授）
　　　演者：久保庭雅恵（…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分

野准教授）
　　　　　　古川　清香（鎌倉保健福祉事務所主査）
　　　　　　岡崎　惠子（朝日医療大学校歯科衛生学科学科長）

ミニシンポジウム3：すべての歯科学生に禁煙教育を
諸室Ｂ（402）

　　　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：…埴岡　　隆（PL），広藤　卓雄（PM），小島　美樹（PM），渡辺　　猛，…

谷口　奈央，島津　　篤，内藤麻利江，牧園　照子，青山　　旬，…
川口　陽子，日野出大輔，尾㟢　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

ミニシンポジウム4：学校歯科保健におけるフッ化物応用を考えるⅡ
諸室Ｃ（403）

代表世話人：木本　一成（神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座准教授）
　　　　　　深田　孝宏（…島根県松江市歯科医師会副会長．松江市立来待小・宍道中学校歯

科医）
　　　演者：木本　一成（神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座准教授）
　　　　　　佐々木　健（北海道上川総合振興局保健行政室）
　　　　　　深田　孝宏（…島根県松江市歯科医師会副会長．松江市立来待小・宍道中学校歯

科医）
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モーニングセッション1：すべての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─

5月19日（土）8：30～9：30
C会場（講堂）

座長：内藤真理子（広島大学口腔発達機能学教授）
演者：安細　敏弘（九州歯科大学地域健康開発歯学分野教授）
　　　薄井　暁広（一般財団法人口腔保健協会編集部）
　　　友藤　孝明（朝日大学歯学部社会口腔保健学分野教授）

モーニングセッション2：すべての国民の口腔の健康増進に寄与する疫学研究
を行うために

5月20日（日）8：30～9：30
C会場（講堂）

座長：松岡　紘史（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准教授）
演者：古田美智子（九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野助教）

ランチョンセミナー1：口腔細菌の化学的コントロールの現状と未来
5月19日（土）12：05～13：05
C会場（講堂）

講師：山下　喜久（九州大学大学院歯学研究院教授）

ランチョンセミナー2：健全な口腔内環境を目指した新たな予防方法の紹介
S-PRGフィラー応用製品が発現するバイオアクティブ効果への期待と臨床応用
5月19日（土）12：05～13：05
諸室Ａ（401）

講師：伊藤　修一（…北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野准教
授）

　　　梶　美奈子（北海道医療大学病院歯科衛生部）

ランチョンセミナー3：インプラント周囲炎からの脱却 
─メインテナンスツールの選択法─

5月19日（土）12：05～13：05
諸室Ｃ（403）

講師：柏井　伸子（有限会社ハグクリエイション）
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ランチョンセミナー4：歯科の緊急課題-根面う蝕への対応
5月20日（日）12：00～13：00
C会場（講堂）

講師：吉山　昌宏（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科保存修復学分野教授）

ランチョンセミナー5：フッ化物洗口50年の歩み
5月20日（日）12：00～13：00
諸室Ｃ（403）

講師：小林　清吾（…NPO 日本フッ化物むし歯予防協会理事，元日本大学松戸歯学部教授（公
衆予防歯科学））
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一般口演
5月19日（土）
Ｂ会場（小ホール）

13：15～14：03
　　　　座長：小川祐司
O–1… Development…of…new…screening…method…to…detect…proximal…dental…caries…using…fluorescence…imaging

○Eun-Soo…Kim1），Eun-Song…Lee1），Si-Mook…Kang1），Eun-Ha…Jung1），Elbert…de…Josselin…de…Jong2,3），……
Hoi-In…Jung1），Baek-Il…Kim1）

1）Department…of…Preventive…Dentistry…&…Public…Oral…Health,…BK…21…PLUS…Project…Yonsei…University…
College…of…Dentistry，2）Department…of…Health…Services…Research,…University…of…Liverpool，3）Inspektor…
Research…Systems…BV

O–2… Potential…of…fluorescence…color…for…detection…of…residual…resin-based…orthodontic…adhesive
○Gyung-Min…Kim，Bo-Ra…Kim，Eun-Song…Lee，…Elbert…de…Josselin…de…Jong，Baek-Il…Kim

Department…of…Preventive…Dentistry…&…Public…Oral…Health,…BK…21…PLUS…Project,…Yonsei…University…
College…of…Dentistry,…Seoul,…Korea

O–3… Evaluation…of…the…immediate…effects…of…the…simplified…oral…exercise
○Hyo-Jung…Kim，Joo-Young…Lee，Eun-Song…Lee，Baek-Il…Kim

Department…of…Preventive…Dentistry…&…Public…Oral…Health,…BK…21…PLUS…Project,…Yonsei…University…
College…of…Dentistry,…Seoul,…Korea

O–4… Photochemical…treatment…and…assessment…of…tooth…bleaching…using…QLF…technology
○Joo-Young…Lee，Eun-Song…Lee，Si-Mook…Kang，Baek-Il…Kim

Department…of…Preventive…Dentistry…&…Public…Oral…Health,…BK…21…PLUS…Project,…Yonsei…University…
College…of…Dentistry,…Seoul,…Korea

14：04～14：51
　　　　座長：小関健由
O–5… 断面調査による3…歳児の重度う蝕のリスク要因の検討について

○中山佳美1,…2）

1）北海道釧路保健所，2）札幌医科大学医学部公衆衛生学講座
O–6… Comparison…of…knowledge…and…attitudes…of…oral…healthcare…among…nursing…and…oral…healthcare…students

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

1）Fukuoka…Nursing…College，2）Section…of…Geriatric…Dentistry,…Department…of…General…Dentistry,…Fukuoka…
Dental…College

O–7… 幼児の初期う蝕の動態
○土居貴士1），神　光一郎2），上根昌子1），片岡宏介1），木村明祐3），三宅達郎1）

1）大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座，2）大阪歯科大学医療保健学部，3）木村歯科医院
O–8… 大学生における口腔関連QOL…の変化に影響を及ぼす因子の検討―縦断研究―

○佐保　輝，竹内真由，稲生智秋，Islam…Md…Monirul，杉浦嘉雄，外山直樹，内田瑶子，横井　彩，…
谷口綾乃，片岡広太，米田俊樹，東　哲司，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
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14：52～15：39
　　　　座長：川口陽子
O–9… 成人における歯肉炎症と肥満との関連性についての横断研究

○鈴木誠太郎1），小野瀬祐紀1），吉野浩一1），高柳篤史1），石塚洋一1），佐藤涼一1），江口貴子1,…2），…
一本麻保子3），久保秀二4），高橋義一1,…5），村松　淳6），上條英之7），杉原直樹1）

1）東京歯科大学衛生学講座，2）東京歯科大学短期大学歯科衛生学科，3）雪印メグミルク株式会社人事部人
事労務グループ歯科相談室，4）久保歯科医院，5）高橋歯科医院，6）神奈川県，7）東京歯科大学歯科社会保障
学

O–10… 脂肪肝と歯周病との関連：人間ドック受診者を対象にした横断研究
○友藤孝明1），岩㟢理浩1），廣瀬晃子1），大橋たみえ1），磯㟢篤則2）

1）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，2）朝日大学歯科衛生士専門学校
O–11… 川越市における糖尿病に関わる医科歯科連携の試み　第2報～アンケート調査後の追加研究について～

○望月　司1），深井智子2），竹下　玲2），安井利一2），田中　入3），皆川真哉4）

1）（一社）川越市歯科医師会，2）明海大学，3）（一社）埼玉県歯科医師会，4）（一社）川越市医師会
O–12… メタボリックシンドロームの発症と歯科健診受診との関連：5…年間の後ろ向きコホート研究

○田中照彦1），竹内研時1），古田美智子1），須磨紫乃1），竹下　徹1），嶋㟢義浩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

15：40～16：27
　　　　座長：葭原明弘
O–13… 納豆摂取と歯の喪失との関連：地域在住閉経後女性を対象とした縦断研究

○佐藤美寿々1），岩㟢正則2），皆川久美子1），葭原明弘3），宮㟢秀夫4）

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
合研究科口腔保健学分野，4）新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野

O–14… 高次生活機能の加齢に伴う変化の軌跡と歯の本数の関連についての縦断研究
○岩㟢正則1），佐藤美寿々2），皆川久美子2），安細敏弘1），葭原明弘3），小川祐司2），宮㟢秀夫2）

1）九州歯科大学地域健康開発歯学分野，2）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座予防歯科学
分野，3）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命福祉学講座口腔保健学分野

O–15… 非接触舌・口腔運動認識システムを用いた口腔機能向上プログラムの介入効果
○大岡貴史1），高野梨沙2），安井利一2）

1）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，2）明海大学歯学部社会健康科
学講座口腔衛生学分野

O–16… 在宅超高齢者の栄養状態と栄養素摂取量との関連
○濱嵜朋子1），岩㟢正則2），角田聡子2），片岡正太2），濃野　要3），葭原明弘4），安細敏弘2），宮㟢秀夫3）

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
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Ｃ会場（講堂）

13：52～14：39
　　　　座長：片岡宏介
O–17… Streptococcus mutans…刺激によるヒト動脈内皮細胞からのDMBT1…の誘導

○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

O–18… 歯周病を随伴する遺伝疾患の細胞モデルの作成
○竹内洋輝，山賀俊介，天野敦雄

大阪大学大学院歯学研究科予防歯科学教室
O–19… 象牙芽細胞様細胞株における亜鉛曝露による細胞応答（小胞体ストレス応答による検討）

○軽部裕代
早稲田大学理工学術院先進理工学研究科共同先端生命医科学専攻

O–20… PCR法を用いた新規歯周病菌測定装置の開発
○泉井秀介1），関根伸一1），天野敦雄2）

1）大阪大学歯学部附属病院予防歯科，2）大阪大学大学院歯学研究科予防歯科

14：40～15：27
　　　　座長：山本龍生
O–21… かみ合わせ数と睡眠時間との関連の横断研究

○小山史穂子1,…2），相田　潤2），小坂　健1,…2）

1）東北大学東北メディカル・メガバンク機構，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野
O–22… 自己申告歯数の妥当性研究：J-MICC…Study京都フィールド

○松井大輔1），渡邉　功1），岩井浩明2），山本俊郎2），金村成智2）

1）京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学，2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔
科学

O–23… 地域保健・健康増進事業報告による乳幼児歯科健康診査集計結果の問題点について
○森谷俊樹

岩手県保健福祉部
O–24… 平成28…年歯科疾患実態調査における協力状況について

○安藤雄一1），柳澤智仁2），岩㟢正則3），北村雅保4），竹内倫子5），玉置　洋6）

1）国立保健医療科学院，2）渋谷区恵比寿保健相談所，3）九州歯科大学地域健康開発歯学分野，4）長崎大学大
学院医歯薬学総合研究科口腔保健学，5）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野，6）国立保健
医療科学院医療・福祉サービス研究部

15：28～16：27
　　　　座長：弘中祥司
O–25… 頭頸部への放射線治療における口腔カンジダ症発症と関連因子の検討

○川下由美子1），船原まどか2），五月女さき子1），齋藤俊行3），梅田正博1,…4）

1）長崎大学病院周術期口腔管理センター，2）九州歯科大学歯学部口腔保健学科，3）長崎大学大学院医歯薬
学総合研究科口腔保健学分野，4）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野
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O–26… 肝移植待機患者の抜歯後出血に関する臨床的検討
○五月女さき子1），川下由美子1），船原まどか2），梅田正博1,…3）

1）長崎大学病院周術期口腔管理センター，2）九州歯科大学口腔保健学科，3）長崎大学大学院医歯薬学総合
研究科口腔腫瘍治療学分野

O–27… 口腔HPV…感染の危険因子およびHPV…陽性口腔癌の分子生物学的特徴
○重石英生1），太田耕司2），杉山　勝1）

1）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，2）広島大学大学院医歯薬
保健学研究科口腔外科学研究室

O–28… 唾液中揮発性有機化合物の分子情報に基づく非侵襲的口腔がん診断の可能性
○安細敏弘1），茂山博代1），角田聡子1），岩㟢正則1），片岡正太1），邵　仁浩2），粟野秀慈3）

1）九州歯科大学地域健康開発歯学分野，2）九州歯科大学口腔保健学科，3）九州歯科大学クリニカルクラー
クシップ開発学分野

O–29… 長期間の病診連携・口腔衛生管理を行い腐骨分離から治癒に至ったBRONJ…の1例
○原田祥二1,…2），藤田真理3），池田美子4），原田晴子5），兼平　孝2），本多丘人2）

1）原田歯科，2）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，3）北海道医療大学歯学部
口腔生物学系微生物学分野，4）池田歯科クリニック，5）札幌北楡病院歯科

5月20日（日）
Ｂ会場（小ホール）

10：30～11：18
　　　　座長：安藤雄一
O–30… かかりつけ歯科医の性別による患者の歯科保健行動の違い

○竹内研時1），野口有紀2），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）静岡県立大学短期大学部歯科衛生
学科

O–31… 郡市区歯科医師会における地域医療連携の状況
○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）（公社）日本歯科医師会
O–32… 深い歯周ポケットを非外科的処置により維持してきた症例　歯間ブラシ法

○笹原妃佐子1），西村瑠美2），深田恵里3），二川浩樹1）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究科口腔健康科学講座口腔生物工学，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口腔発達機能学，3）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

O–33… 歯肉出血と主観的健康感の固定効果分析
○相田　潤1），古田美智子2），嶋㟢義浩3），安藤雄一4），宮㟢秀夫5），神原正樹6），深井穫博7）

1）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野，2）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，3）愛
知学院大学歯学部口腔衛生学講座，4）国立保健医療科学院，5）新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科
学分野，6）大阪歯科大学，7）公益財団法人8020推進財団
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Ｃ会場（講堂）

10：30～11：18
　　　　座長：於保孝彦
O–34… 恒暗飼育ラット顎下腺における時計遺伝子プロファイルの作成

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

1）東京歯科大学衛生学講座，2）東京歯科大学短期大学歯科衛生学科
O–35… 持続的な圧迫力は破骨細胞の分化を促進する

○松生理恵子1），田中秀樹2,…3），中井久美子2,…3），岡　仁2），原田修成2），飯田隆文2），高橋由美2），…
前野正夫2），清水典佳1），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

O–36… Porphyromonas gingivalis…の代謝産物シトルリンを介した栄養共生系の探索
○坂中哲人，久保庭雅恵，石川明日香，眞弓昌大，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分野
O–37… 樹状細胞誘導型経鼻DNA…アジュバントによる鼻腔・呼吸器での歯周病菌由来抗原特異的免疫応答性

○小渕健二朗1），片岡宏介2），上根昌子2），土居貴士2），神　光一郎3），三宅達郎2）

1）大阪歯科大学大学院歯学研究科，2）大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座，3）大阪歯科大学医療保健学部
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ポスター発表（展示）
5月19日（土）8：00～17：30
5月20日（日）9：00～16：30
ポスター発表（討論）
演題番号奇数：5月19日（土）16：30～17：30
演題番号偶数：5月20日（日）15：30～16：30
P–1… 歯科衛生士専門学校生のエイズに関する認識調査：2013年度と2017年度との比較

○廣瀬晃子，岩㟢理浩，小澤亨司，大橋たみえ，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講座

P–2… 歯科訪問診療において口腔健康管理を主体として実施している歯科診療所の特性
○大島克郎1），三浦宏子2）

1）日本歯科大学東京短期大学，2）国立保健医療科学院
P–3… 歯科衛生士教育における模擬患者の違いによる実習効果の比較

○木村優子1），江國大輔2），森田　学2），太田正美1）

1）学校法人本山学園インターナショナル岡山歯科衛生専門学校，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–4… 訪問歯科診療において歯科衛生士が行う口腔管理業務に関する調査
○三澤麻衣子1,…2），尾㟢哲則1,…2）

1）日本大学歯学部医療人間科学分野，2）日本大学歯学部総合歯学研究所社会歯学研究部門
P–5… Oral…health…status…and…oral…health…behaviors…among…school…children…in…Myanmar

○Zar…Chi…Kyaw…Myint，Thwin…Kaung…Myat，Takashi…Zaitsu，Akiko…Oshiro，Masayuki…Ueno，Yoko…
Kawaguchi
Department…of…Oral…Health…Promotion,…Graduate…School…of…Medical…and…Dental…Sciences,…Tokyo…Medical…
and…Dental…University

P–6… 学童期における週一回法による450 ppmのフッ化物洗口のう蝕予防効果
○岩㟢理浩1），廣瀬晃子1），旭　律雄1），大橋たみえ1），磯㟢篤則2），友藤孝明1）

1）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，2）朝日大学歯科衛生士専門学校
P–7… 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1

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

1）神奈川歯科大学大学院口腔科学講座口腔衛生学分野，2）一般社団法人横須賀市歯科医師会
P–8… 日本における集団応用でのフッ化物洗口に関する実態調査（2016…年）～都道府県格差が拡がる～

○木本一成1），深田孝宏2），田浦勝彦2），宮㟢秀夫3,…4），山内皓央2）

1）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座，2）NPO法人日本フッ化物むし歯予防協会（NPO日F），
3）新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野，4）WHO…口腔保健協力センター

P–9… 児童養護施設入所児童に対するセルフチェックを取り入れた歯科保健指導の効果について
○杉山　勝，重石英生，深田恵里

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–10… 中学校における，生徒が主体的に行う新しい健康教育プログラム＜3年間プログラム後の質的評価＞

○川又俊介1,…2），大持　充1,…2），吉岡慎太郎1,…2），桝本雄次1,…2），星岡賢範1–3），柏木伸一郎1,…2），松岡奈保子1,…2），…
中村譲治1–3），鶴本明久1,…3）

1）市民活動団体SORA，2）NPO法人ウェルビーイング，3）鶴見大学歯学部地域保健学教室
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P–11… 学校歯科健診の事後措置を考える─COに対する22年間の米沢市歯科医師会の取り組み─
○五十嵐　栄1），村山敏明1），中川正晴1），廣瀬公治2）

1）山形県米沢市歯科医師会，2）奥羽大学歯学部口腔衛生学
P–12… 多数の乳歯う蝕を有する児童に対するフッ化物洗口の永久歯う蝕抑制効果に関する検討

○石原　匠1），松岡紘史1），藤田裕介2），房川亜友美2），近藤有紀2），福田敦史2），齊藤正人2），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口腔構造・機
能発育学系小児歯科学分野

P–13… 乳児期における口腔細菌叢の変化に及ぼす母乳の影響
○森嶋清二1），武田　香1），城　隆太郎2），山　和馬3），丸山真達2），堤　康太2），石原央子2），河野有里1），…

眞木吉信1）

1）公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，2）ライオン株式会社オーラルケア研究所，3）ライオン株式会社
先進解析科学研究所

P–14… 1歳6か月児健康診査における萌出歯数の33年間の推移と関連する要因について
○三好健太郎，高橋大郎，栗田啓子，本郷博久，竹原順次，兼平　孝

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
P–15… 福岡市の妊婦歯科健診の現況について

○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），神田晋爾1）

1）一般社団法人福岡市歯科医師会，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–16… 日本人世帯と外国人世帯の1…歳6…か月児う蝕有病者率の比較

○榊原康人1），小島真一2），嶋㟢義浩3）

1）名古屋市港保健所保健予防課，2）名古屋市港区歯科医師会，3）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
P–17… 乳幼児のう蝕発生に関する1…歳6…か月児歯科健診の有効性について

○本田茂代1），邵　仁浩2），仲山智恵3），片岡正太4），角田聡子4），岩㟢正則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–18… 養育者の主観的口腔健康感と5…歳児のう蝕との関連
○野口有紀1），石川　昭2）

1）静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科，2）あい歯科クリニック
P–19… 歯科診療室における乳児期からのフッ化物応用を含んだ乳歯う蝕予防プログラムの効果

○星岡賢範1–4），川又俊介1–3），大持　充1,…2），吉岡慎太郎1,…2），桝本雄次1,…2），松岡奈保子1,…2），柏木紳一郎1,…2），…
中村譲治1,…2），鶴本明久1–3）

1）市民活動団体SORA，2）NPO法人Well-Being，3）ほしおか歯科医院，4）鶴見大学歯学部地域保健学教室
P–20… Effects…of…oral…health…education…in…Myanmar…preschool…children…and…guardians

○Thwin…Kaung…Myat，Takashi…Zaitsu，Masayuki…Ueno，Yoko…Kawaguchi
Department…of…Oral…Health…Promotion,…Graduate…School…of…Medical…and…Dental…Sciences,…Tokyo…Medical…
and…Dental…University

P–21… 小児に対する呼吸トレーニングの効果
○森下真行1），森田　学2），佐保　輝2）

1）もりした歯科クリニック，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–22… 親子歯磨きケア時の行動，意識に対する動機づけの影響

○太田博崇1），平野正徳1），樫田航太郎2），横手弘宣3），伊野波美恵子1）

1）ライオン株式会社快適生活研究所，2）ライオン株式会社コンシューマーナレッジセンター，3）ライオン
株式会社オーラルケア事業部
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P–23… …小児期の自覚症状認識と通院状況との関連性について
… ─平成22年国民生活基礎調査匿名データからの考察─

○田中聖至1），小松㟢　明2），小野幸絵2），関本恒夫1）

1）日本歯科大学新潟生命歯学部小児歯科学講座，2）日本歯科大学新潟生命歯学部衛生学講座
P–24… 幼児の歯列の成長に関する調査─前歯部の被蓋と歯列幅の変化について─

○村上史子1），田中秀樹1,…2），中井久美子1,…2），佐藤節子1），菅谷敦人1），木村明美1），吉原由嗣1），…
本橋正史1），前野正夫1），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
P–25… 保育園での唾液・歯垢検査に基づいたう蝕ハイリスクアプローチに関する検討

○武田　香1），森嶋清二1），河野有里1），眞木吉信1,…2）

1）公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，2）東京歯科大学衛生学講座
P–26… 幼児の初期う蝕活動性の実態

○上根昌子1），土居貴士1），神　光一郎2），片岡宏介1），福原隆久1），木村明祐3），三宅達郎1）

1）大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座，2）大阪歯科大学医療保健学部，3）木村歯科医院
P–27… …唾液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～平成29年度までの実施結果

報告～
○上谷公之1），大祢貴俊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），小石　健2），大塚良子2），岡田彩子2），岡本公彰2），野中衣理加3），村田貴俊2），…
野村義明2），花田信弘2）

1）（公社）東京都港区芝歯科医師会，2）鶴見大学歯学部探索歯学講座，3）鶴見大学歯学部細菌学講座
P–28… 血糖コントロールが良好な2…型糖尿病患者における尿アルブミン値と歯周病との関連

○田中道雄，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）

P–29… 成人における歯肉出血および歯周ポケットの有無に関する要因分析
○種村　崇，財津　崇，植野正之，川口陽子

東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野
P–30… 成人集団における歯肉退縮の有病状況と関連要因

○小野瀬祐紀1），一本麻保子2），鈴木誠太郎1），久保秀二2,…3），高橋義一1,…2,…4），村松　淳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）雪印メグミルク株式会社人事部人事労務グループ歯科相談室，3）久保歯科医
院，4）高橋歯科医院，5）神奈川県，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–31… セルフレポートによる歯周病有病者の検出についての検討
○皆川久美子1），葭原明弘2），佐藤美寿々1），深井穫博3,…4），安藤雄一4,…5），嶋㟢義浩4,…6），古田美智子4,…7），…

相田　潤4,…8），神原正樹4,…9），宮㟢秀夫1,…4）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野，2）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔保健学分
野，3）公益財団法人8020推進財団，4）公益財団法人8020推進財団調査研究事業検討会，5）国立保健医療科
学院，6）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，7）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，8）東北大
学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野，9）大阪歯科大学名誉教授

P–32… 砂糖の摂取と歯周病の関連について：システマティックレビュー
○草間太郎1），相田　潤1），五十嵐彩夏1），山本貴文1），池田登顕1），佐藤遊洋1），山元絹美1），三浦宏子2），…

小坂　健1）

1）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野，2）国立保健医療科学院国際協力研究部
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P–33… 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（第一報）
○有吉芽生1,…2），村田貴俊1），岡田彩子1），大塚良子1），山下万美子1），鈴木　恵3），青柳ひとみ4），…

植松裕美4），今村安芸子4），佐藤　勉3），マティン…カイルール2,…5,…6），花田信弘1）

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

P–34… 塩化セチルピリジニウム配合洗口液を併用したプラークコントロールの効果（無作為化比較試験）
○財津有未，岩崎　都，加藤啓介，高世尚子

サンスター株式会社研究開発部
P–35… 歯周病メンテナンス期における崩壊性顆粒配合歯磨剤の効果

○杉原直樹1），石塚洋一1），佐藤涼一1），鈴木誠太郎1），小野瀬祐紀1），江口貴子1,…2），高柳篤史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–36… 友人の数が現在歯数にあたえる影響

○伏見国拡1），相田　潤2），佐藤遊洋2），池田登顕2），杉山賢明2），坪谷　透2），小山史穂子2,…3），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，3）東北大学東北メディカル・メガ
バンク機構地域医療支援部門地域口腔健康科学分野

P–37… 口臭のリスク診断に有用な新しい唾液成分と口腔機能の検査項目の探索
○谷口奈央1），藤本暁江2），渡辺　猛1），島津　篤1），内藤麻利江1），廣藤卓雄2），埴岡　隆1）

1）福岡歯科大学口腔保健学講座，2）福岡歯科大学総合歯科学講座
P–38… 舌清掃指導とSRP…によって口臭の改善をみた一症例

○亀田麻未1），二川祐子1），白石奈々子1），佐々木江美1），鈴木基之1），眞木吉信1,…2）

1）公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，2）東京歯科大学衛生学講座
P–39… 病院歯科口腔外科における各種特殊感染症の検出に関する検討

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

P–40… 歯科受診患者における歯の喪失に関わる要因についての検討
○齋藤瑞季1），嶋㟢義浩1,…2），深井穫博2,…3），古田美智子2,…4），相田　潤2,…5），安藤雄一2,…6），宮㟢秀夫2,…7），…

神原正樹2,…8）

1）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，2）公益財団法人8020推進財団，3）公益財団法人8020推進財団調査
研究事業検討会，4）九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野，5）東北大学大学院歯学研究科国際歯科
保健学分野，6）国立保健医療科学院，7）新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野，8）大阪歯科大
学名誉教授

P–41… 若者における健康格差への取り組み　“…健康格差の現状を知り，アプローチを考える”
○吉岡慎太郎1,…2），大持　充1,…2），桝本雄次1,…2），星岡賢範1–3），川又俊介1,…2），松岡奈保子1,…2），柏木伸一郎1,…2），

鶴本明久1,…3），中村譲治1,…2）

1）市民活動団体SORA，2）NPO法人ウェルビーイング，3）鶴見大学歯学部地域保健学教室
P–42… 長崎県の島嶼地域における歯科疾患の実態：五島研究

○北村雅保1），岩㟢理浩1），古堅麗子1），小山善哉1），林田秀明2），福田英輝1），川崎浩二3），前田隆浩4），…
齋藤俊行1）

1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔保健学，2）長崎大学病院総合歯科診療部，3）長崎大学病院地域
医療連携センター，4）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学
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P–43… 嚙むことに着目した口腔内装着装置とその効果─その基礎的検討─
○佐々木良紀1,…2），野村登志夫3）

1）東京歯科大学老年歯科補綴学講座，2）SASAKI…DENTAL…HEALTH…RESEARCH…and…TECHNOLOGY，
3）野村歯科医院

P–44… e-learningによる口腔セルフチェックシステムの開発
○川口陽子1），遠藤圭子2），白田千代子3），斉藤智也1），金澤利哉1），大城暁子1），財津　崇1），植野正之1），

吉田裕貴子4），杉本龍太郎4）

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，4）株式会社…ai-Health

P–45… 長期間（35…年）にわたり定期的な口腔衛生管理を行い良好に経過している1症例
○野邑浩美1,…2），井田　亮1,…2），山田秀則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）井田歯科東診療所
P–46… 地域住民の歯の喪失要因に関する後ろ向きコホート研究

○野々山順也，嶋㟢義浩
愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座

P–47… 歯ブラシ刷毛の毛開き面積の新評価法の開発と歯ブラシ使用後の面積変化
○兼保佳乃1），重石英生2），深田恵里2），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

P–48… 職域成人における前歯部根面う蝕の有病状況と関連要因
○持田悠貴1），山本龍生1），川村和章1），宋　文群1），大澤多恵子2），渕田慎也1），荒川浩久1）

1）神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座，2）神奈川歯科大学
P–49… 金融業の男性の予防を目的とした定期的な歯科受診状況について

○吉野浩一1），鈴木誠太郎1），小野瀬祐紀1），江口貴子1），佐藤涼一1），石塚洋一1），高柳篤史1），上條英之2）

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–50… 某健康保険組合の被保険者を対象とした医療費に関する分析

○植野正之1），大城暁子2），財津　崇1），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）東京医科歯科大学歯学部附属病院息さわやか外来
P–51… 労働者の健康関連QOL…と口腔保健状況との関連について

○財津　崇，金澤利哉，斉藤智也，Thwin…Kaung…Myat，Zar…Chi…Kyaw…Myint，大城暁子，竹原祥子，…
植野正之，川口陽子
東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野

P–52… 顎関節症状と労働パフォーマンスとの関連について
○財津　崇1），斉藤智也1），西山　暁2），植野正之1），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口腔顔面痛制御学分野
P–53… 男女におけるPC…使用時間と顎関節症との関連─企業調査から

○西山　暁，中山玲奈
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野

P–54… 企業就労者におけるブラキシズムに影響を及ぼす要因の検討
○中山玲奈1），白田千代子2），西山　暁1）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野，2）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
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P–55… 「よく嚙める」を重視した事業所歯科健診プログラムの開発
○三島公彦，劉　中憲，鎮守信弘，神田晋爾

一般社団法人福岡市歯科医師会
P–56… 口臭に関わる職業関連要因について

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

P–57… 就業時間と症状認識・通院状況との関連性について─平成22年国民生活基礎調査匿名データからの考察─
○小松㟢　明，小野幸絵，鴨田剛司

日本歯科大学新潟生命歯学部衛生学講座
P–58… 労働者の口臭の有無と関連する要因について

○杉村日向子1），財津　崇2），斉藤智也2），金澤利哉2），大城暁子2），植野正之2），川口陽子2）

1）東京医科歯科大学歯学部歯学科，2）東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野
P–59… 職域歯科健診の継続受診による歯周疾患の予防効果について

○時岡早苗1,…2），西尾久英3），山本三千子1），柳澤振一郎4），古森孝英2）

1）兵庫県庁職員健康管理センター歯科診療所，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，
3）神戸大学大学院医学研究科地域社会医学・健康科学講座疫学分野，4）姫路独協大学薬学部医療薬学科

P–60… 販売・営業職と事務職での口腔内の状態および口腔保健行動の比較
○石塚洋一1），吉野浩一1），佐藤涼一1），鈴木誠太郎1），小野瀬祐紀1），江口貴子1,…2），高柳篤史1），…

上條英之3），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，3）東京歯科大学歯科社会保障学
P–61… 職業性ストレスと歯牙喪失の関連：J-SHINE…からの横断研究

○佐藤遊洋，坪谷　透，相田　潤，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–62… 口気中の揮発性有機化合物について
○金澤利哉，斉藤智也，大城暁子，財津　崇，植野正之，川口陽子

東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野
P–63… 奥羽大学における禁煙支援教育の効果検証

○瀬川　洋，大橋明石，廣瀬公治
奥羽大学歯学部口腔衛生学講座

P–64… 喫煙者の口腔ケアと歯周組織の健康状態との関連性について
○岡田彩子1），村田貴俊1），有吉芽生1,…2），大塚良子1），山下万美子1），鈴木　恵3），青柳ひとみ3），…

植松裕美4），今村安芸子4），佐藤　勉3），マティン…カイルール2,…5,…6），花田信弘1）

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

P–65… 日本の歯科医療へのWHO簡易タバコ介入法の統合導入研修プログラム開発
○埴岡　隆1），廣藤卓雄1），谷口奈央1），小島美樹2），小川祐司3）

1）福岡歯科大学医科歯科総合病院総合歯科，2）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科，3）新潟大学大学
院医歯学総合研究科口腔健康科学講座予防歯科学分野

P–66… 加熱式タバコ使用と社会経済状況の関連について
○五十嵐彩夏1,…2），相田　潤1），草間太郎1），坪谷　透1），杉山賢明1），山本貴文1），小坂　健1）

1）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野，2）茨城県保健福祉部保健予防課
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P–67… 居宅・施設・病院で歯科衛生士が選択する口腔ケア用品の使用状況とその理由
○吉岡昌美1），柳沢志津子1），白山靖彦2），日野出大輔3）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健福祉学分野，2）徳島大学大学院医歯薬学研究部地域医療福祉学
分野，3）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野

P–68… 過疎地域と都市近郊地域に居住する高齢者の口腔衛生に関する意識調査
○藤川君江1），広瀬公治2），白戸亮吉1）

1）日本医療科学大学保健医療学部，2）奥羽大学歯学部口腔衛生学講座
P–69… タブレット端末を用いた歯科健診用オーラルディアドコキネシス評価アプリケーションの開発

○三浦宏子1），原　修一2）

1）国立保健医療科学院国際協力研究部，2）九州保健福祉大学保健科学部
P–70… 入院高齢者の口腔と退院時日常生活活動との関連

○奥村秀則
独立行政法人国立病院機構東名古屋病院歯科口腔外科

P–71… 地域在住高齢者における咀嚼機能と低栄養の関連性の男女差の検討
○須磨紫乃1），古田美智子1），竹内研時1），竹下　徹1,…2），柴田幸江1），嶋㟢義浩3），二宮利治4），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）九州大学大学院歯学研究院OBT研究センター，3）愛知
学院大学歯学部口腔衛生学講座，4）九州大学大学院医学研究院衛生公衆衛生学分野

P–72… 介護老人施設入居者の栄養摂取形態と日常生活自立度の関連性の検討（第二報）
○西條光雅1），松本　勝2），竹下　玲1），深井智子1），宮澤　慶1），北　邦宏1），佐伯真弓1），岡崎由佳1），…

野澤一郎太1），安井利一1）

1）明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野，2）明海大学歯学部社会健康科学講座スポーツ歯学分
野

P–73… 地域高齢者の口腔機能と住民運営の通いの場への参加期間との関係
○三好早苗1,…2），深田恵里3），重石英生3），杉山　勝3）

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口腔健康科学専攻，3）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–74… 介護予防教室参加者の舌圧，栄養状態および骨格筋指数の関連について
○出分菜々衣，武藤昭紀，野々山順也，橋本周子，齊藤瑞季，嶋㟢義浩

愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
P–75… 徳島県那賀町における口腔ケア実施の実態調査と支援職員への口腔ケア研修会の取り組み

○藤原奈津美1），尾崎和美1），柳沢志津子1），瀬山真莉子2），松村祐希2），河野りか2），白山靖彦1）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部，2）徳島大学大学院口腔科学教育部口腔保健学専攻
P–76… …高齢者におけるβ3アドレナリンレセプター遺伝子多型と血清中抗Porphyromonas gingivalis抗体価との関

連
○金子　昇1），葭原明弘2），濃野　要1），渡辺真光1），宮㟢秀夫1）

1）新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座予防歯科学分野，2）新潟大学大学院医歯学総合研究
科口腔生命福祉学講座口腔保健学分野

P–77… 施設入所高齢者にみられる全身のサルコペニアと口腔機能の低下との関係
○角田聡子1），廣島屋貴俊1），岩㟢正則1），邵　仁浩2），片岡正太1），芹田千穂1），巴　美樹3），安細敏弘1）

1）九州歯科大学歯学部地域健康開発歯学分野，2）九州歯科大学口腔保健学科学際教育推進ユニット，3）九
州女子大学栄養学科

P–78… 施設高齢者における現在歯数に関連する因子の検討
○岩佐康行1），須磨紫乃2），古田美智子2），竹内研時2），山下喜久2）

1）原土井病院歯科，2）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
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P–79… 全身疾患と歯科診療に関する意識調査と口腔内の状態および歯科受療行動との関連
○高野梨沙1,…2），大岡貴史3），竹下　玲1），安井利一1）

1）明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野，2）高野歯科医院，3）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

P–80… がん治療周術期における口腔内環境の変化―1症例報告　第2報
○大塚良子1），今井　奬1），岡田彩子1），有吉芽生1），菊地朋宏1），宮之原真由1），曽我部　薫1），…

村田貴俊1），マティン…カイルール2,…3），野村義明1），花田信弘1），桃井保子4），熊谷　崇5）

1）鶴見大学歯学部探索歯学講座，2）鶴見大学歯学部国際保健学寄附講座，3）株式会社メドックインターナ
ショナル，4）鶴見大学歯学部保存修復学講座，5）医療法人社団日吉歯科診療所

P–81… …Ａ大学病院障害者歯科において15年以上の疾患管理を行った患者のDMF歯数と受診状態の関連について
○森　貴幸1），山本龍生2），森田　学3）

1）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター，2）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，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–82… 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（第五報）
○山田秀則，岡田彩子，宮之原真由，曽我部　薫，村田貴俊，武内博朗，野村義明，花田信弘

鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–83… 食道がん患者の周術期口腔管理が術後経過に及ぼす要因についての分析

○稲井裕子1），寶田　貫1），野村義明2），花田信弘2）

1）九州大学病院口腔総合診療科，2）鶴見大学大学院歯学研究科探索歯学講座
P–84… 壮年期における口腔状態と消化器健診所見との関連解析

○小島美樹1），天野敦雄2），倉田　秀3）

1）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科，2）大阪大学大学院歯学研究科予防歯科学教室，3）三井住友銀
行大阪健康サポートセンター大阪歯科診療所

P–85… 消化器癌患者における周術期口腔機能管理中の口腔内細菌数の変化の検討
○重石英生，杉山　勝

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–86… 非肥満者における歯周病と心血管リスク因子との関連性に関する横断研究

○森田十誉子1,…2），山崎洋治1），藤春知佳1），前野正夫2），川戸貴行2）

1）公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，2）日本大学歯学部衛生学講座
P–87… The…association…between…sleep…types…and…negative…oral…symptoms…in…adolescents

○Eun-Sil…Choi，So-Jung…Mun
Department…of…Dental…Hygiene,…Wonju…College…of…Medicine,…Yonsei…University,…Wonju,…Republic…of…
Korea

P–88… …特定健診における咀嚼能力（現在歯数，グミ咀嚼検査値）と糖尿病（DM）・サルコペニアの関連性について
○富永一道1,…2），土崎しのぶ3），安藤雄一4）

1）富永歯科医院，2）島根大学地域包括ケア教育センター（CoHRE），3）邑南町役場保健課，4）国立保健医療
科学院

P–89… Oral…health…status…of…hospitalized…patients
○Ree…Lee,…So-Jung…Mun,…Eun-Sil…Choi,…Sun-Young…Han

Department…of…Dental…Hygiene,…Graduate…School,…Yonsei…University
P–90… 海外研修による英語力と英語学習意欲の変化

○竹原祥子1,…2），川口陽子1）

1）東京医科歯科大学健康推進歯学分野，2）東京女子医科大学衛生学公衆衛生学第二講座
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P–91… 国際協力に関する歯科医学生の意識調査～国際協力に興味のある学生を対象に～
○遠藤眞美1），竹内麗理2），有川量崇3），平塚浩一2），野本たかと1）

1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座，2）日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座，3）日本大学松
戸歯学部公衆予防歯科学講座

P–92… 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の30…年の歩み
○白田千代子1），根木規予子2），深井穫博3），中村修一4）

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）中央歯科衛生士調理製菓
専門学校歯科衛生学科，3）深井研究所，4）ネパール歯科医療協力会

P–93… 行政や関係諸団体と連携した静岡市静岡歯科医師会の災害時歯科保健対策の取り組み
○今村陽一郎，片山貴之，中島　還，石井靖人，川下　考
（一社）静岡市静岡歯科医師会

P–94… 静岡市の災害時歯科保健医療対策について
○服部　清

静岡市保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課静岡市障害者歯科保健センター
P–95… 平成28年台風第10…号豪雨災害における歯科保健医療活動の支援について

○森谷俊樹1），大黒英貴2），佐藤　保2）

1）岩手県保健福祉部，2）一般社団法人岩手県歯科医師会
P–96… 舌苔中の細菌構成と口臭との関連の検討

○大城暁子1,…2），斉藤智也1,…2），金澤利哉1,…2），財津　崇1,…2），植野正之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–97… チンパンジー口腔におけるコアマイクロバイオームの解析

○岡本公彰1），宮之原真由1），野村義明1），今井　奬1），齋藤　渉2），桃井保子2），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
P–98… 口腔粘膜の炎症性疾患の動物モデル開発

○竹内麗理1），田口千恵子2），有川量崇2），那須郁夫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公衆衛生学講座
P–99… チモキノンのFusobacterium nucleatum混合バイオフィルムに対する効果

○多田彩乃1），石川正夫2,…3），渋谷耕司2），桑原知巳1）

1）香川大学医学部分子微生物学講座，2）OHS研究所，3）鶴見大学歯学部探索歯学講座
P–100… ブラッククミンおよび殺菌剤のFusobacterium nucleatum…のメチルメルカプタン産生に及ぼす影響

○石川正夫1,…2），村田貴俊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–101… 舌苔中の細菌および口臭に対する口中ケアタブレットの有効性の検討

○松村佑季1），日野出大輔1），土井登紀子1），坂本治美1），河野りか1），吉岡昌美2），滝井　寛3），朝熊弘樹3）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野，2）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健福祉学
分野，3）江崎グリコ株式会社健康科学研究所

P–102… プラークのもつ硝酸還元活性と亜硝酸還元活性
○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
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P–103… …Role…of…stromal…cell-derived…factor…1…alpha…and…CXCR4…in…Porphyromonas gingivalis…induced…periodontal…
inflammation
○Fengzhu…Zhang1）,…Ujjal…K.…Bhawal2）,…Chieko…Taguchi3）,…Kazumune…Arikawa3）,…Ikuo…Nasu3）,……

Hirohisa…Arakawa4）,…Koh…Shibutani1）

1）Department…of…Anesthesiology,…Nihon…University…School…of…Dentistry…at…Matsudo,… 2）Department…of…
Biochemistry…and…Molecular…Biology,…Nihon…University…School…of…Dentistry…at…Matsudo,…3）Department…
of…Preventive…and…Public…Oral…Health,…Nihon…University…School…of…Dentistry…at…Matsudo,…4）Department…
of…Oral…Health,…Graduate…School…of…Dentistry,…Kanagawa…Dental…University

P–104… 口腔内歯周病菌結合阻害能を有するヒト唾液タンパク由来ペプチドの至適温度の検討
○片岡宏介1），小渕健二朗2），土居貴士1），神　光一郎3），上根昌子1），加納慶太2），三宅達郎1）

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）大阪歯科大学医療保健学部
P–105… ミュータンスレンサ球菌のバイオフィルム形成・エナメル質脱灰に及ぼすサイクロデキストランの効果

○今井　奬1），岡田彩子1），中島聡美2），花田信弘1）

1）鶴見大学歯学部探索歯学講座，2）日新製糖株式会社事業開発部
P–106… 骨芽細胞の骨基質タンパク分解酵素とそのインヒビター発現に及ぼす硫化水素の影響

○中井久美子1,…2），柏木　勝1），小口久雄1），唐鎌史行1），鳥越博貴1），両角　旦1），北見　聡1），柴田知佳1），
田中秀樹1,…2），前野正夫1,…2），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
P–107… 迅速性と簡便性に優れたミュータンス連鎖球菌を標的とした唾液検査の検討

○島津　篤1），鶴田圭伊子2），深田恵里2），西村瑠美2），内藤麻利江1），渡辺　猛1），谷口奈央1），…
杉山　勝2），埴岡　隆1）

1）福岡歯科大学口腔保健学講座口腔健康科学，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究科
P–108… 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（4）

○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），堀　穣3），荒川浩久3）

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
科学講座口腔衛生学分野

P–109… フッ化物配合歯磨剤の適正使用量に及ぼす影響 第3報 使用誤差要因に関する研究
○中山瑞稀1），一木志帆1），宇田川伊吹1），神田みなみ1），林　美澄1），渡部由理佳1），伊井久貴2），…

福田雅臣1）

1）日本歯科大学生命歯学部，2）日本歯科大学生命歯学部衛生学講座
P–110… 歯周組織における加齢に伴う酸化ストレスの増加に対するコーヒー摂取の影響

○小林暉政1），東　哲司1），杉浦嘉雄1），宮井久敬1），米田俊樹1），丸山貴之2），江國大輔1），友藤孝明3），…
森田　学1）

1）岡山大学歯学部予防歯科学講座，2）岡山大学病院新医療研究開発センター，3）朝日大学社会口腔保健学
分野

P–111… 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2
○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–112… コーヒーが口腔常在細菌の生育に及ぼす影響に関する研究

○緒方康二，竹下　徹，柴田幸江，山下喜久
九州大学大学院歯学研究院口腔予防医学分野

P–113… ヴェジクルを利用したさまざまな口腔細菌によるバイオフィルム形成戦略
○泉福英信

国立感染症研究所細菌第一部
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P–114… 象牙質う蝕細菌Propionibacterium acidifaciensのう蝕原性の解明
○小幡純子，於保孝彦

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
P–115… 健康寿命の延伸を図る新たな歯槽骨再生法の検討

○伊井久貴，八重垣　健
日本歯科大学生命歯学部衛生学講座
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学生ポスター発表（展示）
5月19日（土）8：00～17：30
5月20日（日）9：00～16：30
学生ポスター発表（討論）
5月19日（土）16：30～17：30
学生ポスター発表（表彰式）
5月20日（日）14：30～15：00

PS–1… う蝕予防情報の入手元とフッ化物洗口に対する認識の関連について
○伊勢　円1），相田　潤2），杉山賢明2），草間太郎2），池田登顕2,…3），坪谷　透2），小山史穂子2,…4），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，3）仙台青葉学院短期大学リハビリ
テーション学科理学療法学専攻，4）東北大学東北メディカル・メガバンク機構地域医療支援部門地域口腔
健康科学分野

PS–2… 主観的な噛み合わせと認知機能の関連性
○有馬実咲1），相田　潤2），草間太郎2），杉山賢明2），坪谷　透2），小山史穂子2,…3），山本龍生4），…

近藤克則5,…6），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，3）東北大学東北メディカル・メガバ
ンク機構地域医療支援部門地域口腔健康科学分野，4）神奈川歯科大学大学院歯学研究科社会歯科学分野，
5）千葉大学予防医学センター社会予防医学分野，6）国立長寿医療研究センター老年学評価研究部

PS–3… 加熱式タバコ使用と禁煙への関心および禁煙行動の関連について
○坪井裕紀1），相田　潤2），五十嵐彩夏2），草間太郎2），杉山賢明2），坪谷　透2），小山史穂子2,…3），…

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，3）東北大学東北メディカル・メガ
バンク機構地域医療支援部門地域口腔健康科学分野

PS–4… 小学生の歯肉セルフチェック能力を向上させる健康教育の試み
○平野恵子1），財津　崇2），静間夕香2），斉藤智也2），金澤利哉2），大城暁子2），植野正之2），川口陽子2）

1）東京医科歯科大学歯学部歯学科，2）東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野
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