
特別講演1：花と健康
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：橋本　文雄（鹿児島大学農学部・大学院農林水産学研究科・大学院連合農学研究科教授）

特別講演2：Society5.0時代のヘルスケア
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：宇都由美子（鹿児島大学病院医療情報部特任教授・副病院長（特命））

受賞講演
　日本口腔衛生学会学術賞LION AWARD受賞講演

濵嵜　朋子（九州女子大学栄養学科）
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）

　日本口腔衛生学会論文奨励賞受賞講演
秋山　理加（九州歯科大学地域健康開発歯学分野）

シンポジウム1：WHOの口腔保健の決議を受けて 
：学術的視点から考えるフッ化物応用

座長：三宅　達郎（大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座）
　　　廣瀬　晃子（朝日大学保健医療学部総合医科学講座）
演者：相田　　潤（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）
　　　松山　祐輔（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科国際健康推進医学分野）
　　　濃野　　要（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）
　　　竹内　研時（東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野）

シンポジウム2：口腔衛生・予防歯科における基礎・疫学・臨床研究の未来
座長：片岡　宏介（徳島大学大学院医歯薬学研究部）
演者：坂中　哲人（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）
　　　吉松　英樹（大阪歯科大学大学院歯学研究科，歯学部口腔衛生学講座）
　　　入江浩一郎（明海大学歯学部社会健康科学講座口腔衛生学分野）
　　　大城　暁子（東京医科歯科大学病院）
　　　草間　太郎（…東北大学大学院歯学研究科歯学イノベーションリエゾンセンター地域展

開部門）
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シンポジウム3：生活習慣病と歯科口腔保健 
～コモンリスクアプローチとデータヘルスの観点を中心に～

座長：安藤　雄一（国立保健医療科学院・生涯健康研究部）
　　　佐々木　健（北海道上川総合振興局保健環境部保健行政室（上川保健所））
演者：鈴木　　淳（仙台市宮城野区保健福祉センター家庭健康課）
　　　文元　基宝（文元歯科医院）
　　　深井　穫博（深井歯科医院・深井保健科学研究所）

シンポジウム4：歯科保健行動を促す戦略を考える 
～個人レベルから集団レベルまで，健康行動を1ミリ変えるには～

座長：安細　敏弘（九州歯科大学地域健康開発歯学分野）
　　　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）
演者：小嶺　祐子（厚生労働省医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室）
　　　中村千賀子（NPO 法人健康と病いの語り…ディペックス・ジャパン）
　　　山根　承子（株式会社パパラカ研究所）
　　　河原　　章（一般社団法人日本保健指導協会）
　　　植野　正之（埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科）

シンポジウム5：ユニバーサル・へルス・カバレッジ達成のためにアジア諸国
での高齢者口腔保健をどう推進するか？ 
～日本の経験をアジア諸国へ～

座長：小川　祐司（国際交流委員会 / 新潟大学大学院医歯学総合研究科）
演者：原田有理子（世界保健機関（WHO）西太平洋地域事務局）
　　　岩﨑　正則（東京都健康長寿医療センター研究所）
　　　遠藤　眞美（日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座）
　　　髙世　尚子（国際交流委員会 / サンスター財団）

シンポジウム6：歯科禁煙支援をめぐる最近のトピックス
～基礎，臨床から公衆衛生まで～

座長：埴岡　　隆（福岡歯科大学口腔保健学講座口腔健康科学分野）
　　　小島　美樹（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
演者：埴岡　　隆（福岡歯科大学口腔保健学講座口腔健康科学分野）
　　　相田　　潤（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）
　　　井下　英二（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
　　　田野　ルミ（国立保健医療科学院生涯健康研究部）
　　　小島　美樹（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
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シンポジウム7：薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）を考える
～リスク因子の解明と予防歯科医の役割～

座長：梅田　正博（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）
演者：五月女さき子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔保健学分野）
　　　坂本　由紀（関西医科大学総合医療センター）
　　　大鶴　光信（長崎大学病院口腔外科）
　　　船原まどか（九州歯科大学歯学部口腔保健学科）

シンポジウム８：生涯を通じた口腔保健の推進～歯科衛生士が目指すもの～
座長：尾﨑　哲則（日本大学歯学部医療人間科学分野）
演者：田野　ルミ（国立保健医療科学院生涯健康研究部）
　　　高澤みどり（市原市保健福祉部保健センター）
　　　宮脇恵美子（鹿屋市地域包括支援センター）

ミニシンポジウム1：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 Ⅳ－

座長：内藤真理子（広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学研究室）
演者：友藤　孝明（朝日大学歯学部医療感染学講座社会口腔保健学分野）
　　　片岡　宏介（徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健福祉学分野）
　　　小松﨑　明（日本歯科大学新潟生命歯学部衛生学講座）

ミニシンポジウム２：「新型タバコ，特に加熱式タバコに関する注意喚起」を　
考える

演者：尾﨑　哲則（日本大学歯学部医療人間科学分野）
　　　小島　美樹（梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科）
　　　埴岡　　隆（福岡歯科大学口腔保健学講座口腔健康科学分野）
司会：小川　祐司（新潟大学大学院医歯学総合研究科）
参加者：禁煙推進委員会委員

共催セミナー１（協賛：ライオン歯科材株式会社・株式会社モリタ）：う蝕予防
セルフケアに寄与するフッ化物高滞留・徐放技術について

講師：今崎　麻里（ライオン株式会社研究開発本部オーラルケア研究所）

共催セミナー２（協賛：株式会社松風）：歯科医師＆歯科衛生士，皆でともに熱
く語ろう令和のペリオドントロジー

講師：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）
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一般口演

O–1… 全国市区町村の3…歳児歯科健診データによるう蝕・咬合異常等の自治体規模別比較と推移
○安藤雄一1），福田英輝2），田野ルミ1），山本貴文1），竹田飛鳥3）

1）国立保健医療科学院生涯健康研究部，2）国立保健医療科学院，3）国立保健医療科学院健康危機管理部

O–2… 協会けんぽ（全国健康保険協会）加入者の歯科口腔保健事業の実施形態等に関する調査研究
○上條英之1），大山　篤2），吉野浩一3），江口貴子4），鈴木誠太郎3），恒石美登里5），山本秀樹6），…

品田佳世子7），杉原直樹3）

1）東京歯科大学歯学部歯科社会保障学，2）（株）神戸製鋼所東京本社健康管理センター，3）東京歯科大学衛
生学講座，4）東京歯科大学短期大学，5）（公社）日本歯科医師会日本歯科総合研究機構，6）（公社）日本歯科
医師会，7）東京医科歯科大学医歯学総合研究科

O–3… Association…between…dental…accessibility…and…caries…in…3-year-old…children…using…GIS
○Huang…Zheqi1),…Kahori…Kawamura2),…Masanori…Matsui1),…Yukiko…Sakamoto1),…Takashi…Doi2),……

Tatsuro…Miyake2)

1)Graduate…School…of…Dentistry,…Osaka…Dental…University,…2)Department…of…Preventive…and…Community…
Dentistry,…Osaka…Dental…University

O–4… 日中両国の無糖飲料物市場の経時変化について
○Yang…Shijie1），土居貴士2），北山貴也1），河村佳穂里2），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

O–5… 一時保護所での活動概況報告　第一報～児童虐待への関わりを歯科保健から模索する～
○望月　司，戸張英男，小宮山和正，出浦恵子，阿部有孝，田中　入
（一社）埼玉県歯科医師会

O–6… 歯科受診率に対する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の影響
○竹田飛鳥1），高橋秀人2），安藤雄一3），福田英輝4）

1）国立保健医療科学院健康危機管理研究部，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，4）国立保健医療科学院口腔保健研究分野

O–7… コロナ禍前とコロナ禍における大学生の睡眠時ブラキシズムの検討（横断研究）
○江國大輔1），丸山貴之1），横井　彩1），福原大樹2），外山直樹1），澤田ななみ1），中原桃子1），…

角田伊知郎1），森田　学1）

1）岡山大学予防歯科学分野，2）岡山大学病院予防歯科

O–8… 睡眠時ブラキシズムの危険因子に関するコホート研究
○神野弘貴1），外山直樹2），江國大輔2），森田　学2）

1）岡山大学歯学部歯学科，2）岡山大学学術研究院医歯薬学域予防歯科学分野
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O–9… …下顎埋伏智歯抜歯に伴う抜歯部位感染に対するアモキシシリンと第三世代セファロスポリン系抗菌薬の…
予防効果
○佐藤美寿々1），石丸美穂2）

1）東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学分野，2）筑波大学医学医療系ヘルス
サービスリサーチ分野

O–10… 脳卒中と現在歯数および身体活動量の関連：魚沼コホート研究
○中村夢衣1,2），諏訪間加奈1），柴田佐都子1），岩㟢正則3），葭原明弘1）

1）新潟大学医歯学総合研究科口腔生命福祉学講座，2）公立藤岡総合病院診療支援部歯科衛生室，3）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

O–11… 健診受診者を対象としたう蝕と全身性のHelicobacter pylori菌感染との関連
○岩井浩明，東　哲司，米永崇利，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

O–12… 舌背への光線力学療法による口臭の改善効果の検討：ランダム化比較試験
○長崎潤一郎1），丸山貴之2,3），横井　彩2），江國大輔2），澤田ななみ2），森田　学2）

1）岡山大学歯学部歯学科，2）岡山大学学術研究院医歯薬学域予防歯科学分野，3）岡山大学歯学部先端領域
研究センター

O–13… りん酸酸性モノフルオロりん酸ナトリウム溶液（AP-MFP）によるエナメル質耐酸性の向上
○佐藤涼一，岩㟢美友，杉原直樹

東京歯科大学衛生学講座

O–14… アパタイトコーティングによる象牙質耐酸性強化法の検討
○岩㟢美友，佐藤涼一，杉原直樹

東京歯科大学衛生学講座

O–15… …ダブルDNAアジュバント経鼻投与による歯周病原菌感染動脈硬化モデルマウスの炎症性サイトカイン…
発現の影響
○吉松英樹1,2），片岡宏介3,4），小柳圭代1,3），Li…QiangYing1,3），小野圭昭2），河村佳穂里3），土居貴士3），…

三宅達郎3）

1）大阪歯科大学大学院歯学研究科，2）大阪歯科大学附属病院障がい者歯科，3）大阪歯科大学歯学部口腔衛
生学講座，4）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健福祉学分野

O–16… Candida albicansのDMBT1への結合に関わる菌体因子の解明
○瀬戸口大介，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
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ポスター発表

P–1… はじめての緊急事態宣言発令から大阪府民の受診控えはどのように変化したのか
○小山史穂子1），毛利泰士2）

1）大阪国際がんセンターがん対策センター，2）大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課

P–2… 新型コロナウイルス感染症拡大期の対面交流と笑いの頻度との関連
○木内　桜，竹内研時，草間太郎，小坂　健

東北大学大学院歯学研究科

P–3… 新型コロナウイルス感染症の3歳児歯科健康診査受診率への影響について
○種村　崇1,2），井上裕子1），古谷みゆき3），小畑充彦4），坂本友紀5），大城暁子1），財津　崇1），相田　潤1）

1）東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野，2）静岡県健康福祉部健康増進課，3）静岡県東部健康福祉…
センター，4）静岡市健康づくり推進課，5）浜松市健康増進課

P–4… COVID-19パンデミック以降に定期歯科検診を中断している者の特性：Web調査を用いた分析
○大島克郎1），三浦宏子2），田野ルミ3），福田英輝3）

1）日本歯科大学東京短期大学，2）北海道医療大学歯学部保健衛生学分野，3）国立保健医療科学院

P–5… COVID-19流行下の学校における歯磨きとフッ化物洗口の実施状況
○北村雅保1,2），齋藤俊行2）

1）和歌山県口腔保健支援センター，2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔保健学

P–6… 妊婦の口腔環境改善に関する課題の検討
○久保枝莉，坂本治美，福井　誠，日野出大輔

徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野

P–7… 千葉県内の妊婦歯科健康診査の実施状況について
○吉森和宏

千葉県衛生研究所健康疫学研究室

P–8… 成人の咀嚼状況の地域差に関する研究
○井下英二1），小島美樹1），真田依功子1），大森智栄1），槌谷三桂1），丸山直美1），柿野有美2），…

森崎市治郎1）

1）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科，2）梅花女子大学看護保健学研究科口腔保健学専攻

P–9… 都道府県別の主観的咀嚼能力の地域差と要因分析
○宮野貴士1），穴田貴久2），古田美智子3）

1）日産化学（株）企画本部，2）九州大学先導物質化学研究所ソフトマテリアル学際化学分野，3）九州大学
大学院歯学研究院口腔予防医学分野

P–10… 事業所従業員における集団歯科健診の受診状況と医療費の関係：縦断研究
○持田悠貴1），渕田慎也2），山本龍生1）

1）神奈川歯科大学歯学部社会歯科学系健康科学講座社会歯科学分野，2）神奈川歯科大学歯学部教育企画部
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P–11… 口腔の自覚症状と健診所見の一致性の検証
○清水　都1），小島美樹2），倉田　秀3），真田依功子1,2），井下英二2），森崎市治郎2）

1）梅花女子大学看護保健学研究科口腔保健学専攻，2）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科，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–12… 歯周疾患検診の受診率の経年変化について（第3報）
○榊原康人1），永田光映2）

1）名古屋市保健所東保健センター保健予防課，2）名古屋市健康福祉局健康部健康増進課

P–13… 歯科健診結果からみた成人期の歯科口腔に関する指標の推移：五島研究
○福田英輝1），川崎浩二2），五月女さき子3），川下由美子3），北村雅保3），岩㟢理浩4），林田秀明5），…

古堅麗子5），前田隆浩6），齋藤俊行3）

1）国立保健医療科学院，2）長崎大学病院地域医療連携センター，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）朝日大学病院摂食嚥下リハビリテーション学分野，5）長崎大学大学院医歯薬学総合研究
科地域医療学分野，6）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科総合診療学分野

P–14… …睡眠習慣と全身および口腔症状との関連性について…
─平成25年度国民生活基礎調査匿名データからの分析─
○横井康乃1），小松㟢　明2,3）

1）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科口腔環境保健学，2）日本歯科大学新潟短期大学，3）日本歯科大
学新潟生命歯学部衛生学講座

P–15… 飲酒習慣と口腔症状との関連性について
○小野幸絵1），小松㟢　明1,2），鴨田剛司1）

1）日本歯科大学新潟生命歯学部衛生学講座，2）日本歯科大学新潟短期大学

P–16… 歯の喪失による死亡リスク上昇における体重減少の媒介効果：高齢者を対象としたJAGESコホート研究
○草間太郎1），竹内研時1,2），木内　桜2），相田　潤3），近藤克則4,5），小坂　健2）

1）東北大学大学院歯学研究科歯学イノベーションリエゾンセンター地域展開部門，2）東北大学大学院歯学
研究科国際歯科保健学分野，3）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，4）千葉大学
予防医学センター社会予防医学研究部門，5）国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター

P–17… 前期高齢者におけるインターネット利用と歯間部補助用具の使用との関連
○野口有紀1），藤田美枝子1,2），種村　崇3），吉田直樹1），竹内研時2）

1）静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科，2）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野，3）静岡県健
康福祉部健康局健康増進課

P–18… 特別養護老人ホーム入居者の口腔清掃における自立状況と介護職員による口腔ケア介入の関係
○西條光雅，竹下　玲，松本　勝，入江浩一郎，深井智子，鈴木千晶，安井利一

明海大学歯学部社会健康科学講座
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P–19… 後期高齢者歯科健康診査結果を用いた健口余命の評価
○柿野有美1），井下英二2），小島美樹2），真田依功子1,2），大森智栄2），槌谷三桂2），丸山直美2），…

森崎市治郎2）

1）梅花女子大学看護保健学部研究科口腔保健学専攻，2）梅花女子大学看護保健学部口腔保健学科

P–20… 地域在住後期高齢者の臼歯部咬合支持喪失と10年間の生命予後
○田村浩平1），濃野　要2），小川祐司1）

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生命福祉学
講座

P–21… 自衛隊員における訓練期間中のブラッシング行動要因に関する研究
○廣島屋貴俊1），山下浩司2），於保孝彦1）

1）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科発生発達生育学講座予防歯科学分野，2）医療法人博友会ほうせんか
デンタルクリニック

P–22… 成人知的障がい者の口腔保健行動に関する実態調査
○野々山順也1），野々山　郁1,2），嶋㟢義浩1）

1）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座，2）野々山歯科医院

P–23… 特別支援学校における摂食支援活動の効果について
○田中　入，望月　司，大澤健祐，諏訪裕之

埼玉県歯科医師会地域保健部

P–24… 5年間の咀嚼能力の変化別にみた糖尿病発症率の比較
○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生涯健康研究部

P–25… 関節リウマチ患者の血清MMP-3と歯周状態との関連
○橋本周子1），橋本晋平2），嶋㟢義浩1）

1）愛知学院大学口腔衛生学講座，2）橋本整形外科クリニック

P–26… 肝機能と歯周病との関連性について
○楠　雄登1），古田美智子1），須磨紫乃1），品川　隆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）平成横浜病院歯科口腔外科

P–27… 成人男性における歯周病と脂肪肝およびその線維化との関連性
○森田十誉子1,2），山崎洋治1），山本高司1），中井久美子2,3），田中秀樹2,3），尾崎愛美2,3），川戸貴行2,3）

1）（公財）ライオン歯科衛生研究所，2）日本大学歯学部衛生学教室，3）日本大学歯学部総合歯学研究所機能
形態部門
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P–28… 2型糖尿病患者における脳梗塞発症リスクと歯周炎との関連
○田中　梓1），皆川久美子2），濃野　要3），小川祐司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）新潟大学医歯学総合病院，
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

P–29… 心臓弁膜症の術後合併症に対する周術期口腔機能管理を含めた因子探索研究
○基　敏裕，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

P–30… 糖尿病外来患者の血糖および体重コントロールに関連する因子の検討─…2年間のコホート研究より─
○吉岡昌美1），福井　誠2），柳沢志津子2），中江弘美1），十川悠香1），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学系

P–31… 医科から紹介された周術期口腔管理患者の口腔に対する意識について
○百々美奈1），石河理紗2），加藤　翼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予防歯科学分野，2）東北大学病院口腔支持療法科

P–32… 周術期のガム咀嚼トレーニングは胸部食道がん患者の咀嚼能力を維持・向上させる
○山中玲子1），白川靖博2,3），横井　彩4），中村吉秀1），難波奏人1,5），田辺俊介3），野間和広3），清水一好6），…

内田悠理香1），吉冨愛子1），丸山貴之4），江國大輔4），森田　学4）

1）岡山大学病院医療支援歯科治療部，2）広島市立広島市民病院外科，3）岡山大学病院消化管外科，4）岡山大
学学術研究院医歯薬学域予防歯科学分野，5）岡山大学病院周術期管理センター，6）岡山大学病院手術部

P–33… 化学療法患者の唾液および末梢血中白血球量と口腔粘膜炎発症の関連
○杉山由紀子1），小宅達郎2），佐藤華子1），阿部晶子1），岸　光男1）

1）岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野，2）岩手医科大学医学部内科学講座血液腫瘍内科分野

P–34… …造血細胞移植後に知覚過敏症を発症した患者にフォーム状フッ化物配合歯磨剤を使用して症状を軽減でき
た症例
○塚本葉子1,2），奥　菜央理2,3），谷　明日香2,3），岡留朝子1），水谷慎介2‒4）

1）九州大学病院医療技術部歯科衛生室，2）九州大学病院周術期口腔ケアセンター，3）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，4）九州大学大学院歯学研究院附属OBT
研究センター

P–35… 病院スタッフ・患者の口腔・手指におけるブドウ球菌種の分布状況と分子疫学的特徴
○廣瀬弥奈，福田敦史，藤田裕介，八幡祥子，松本大輔

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–36… 乳酸菌を利用した口腔インプラント周囲組織の新しい健康管理方法の検討
○伊藤竜太郎1），谷口祐介1），谷口奈央2,3），島津　篤2），内藤麻利江2），矢田部尚子2），田邊一成4），…

米田雅裕5），埴岡　隆2）

1）福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野，2）福岡歯科大学口腔保健学講座口腔健康科学分
野，3）福岡歯科大学口腔医学研究センター，4）たなべ保存歯科，5）福岡歯科大学総合歯科学講座総合歯科
学分野
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P–37… 口腔Candida量と有床義歯による補綴歯数との関連
○佐藤華子1），杉山由紀子1），矢野　明2），佐藤俊郎1），下山　佑3），岸　光男1）

1）岩手医科大学歯学部口腔医学講座予防歯科学分野，2）岩手生物工学研究センター生物資源研究部，
3）岩手医科大学微生物学講座分子微生物学分野

P–38… 口臭症患者に認められる揮発性硫黄化合物と口腔環境との関連性
○佐々木　泉1），福井　誠1,2），坂本治美1），玉谷香奈子2），日野出大輔1,2）

1）徳島大学医歯薬学研究部口腔保健衛生学分野，2）徳島大学病院歯科衛生室

P–39… 口臭症患者の口臭に対する不安と社会心理特性および口臭測定値との関連について
○深谷あゆ香1），財津　崇2），大城暁子2），足達淑子1），相田　潤2）

1）東京医科歯科大学病院歯科衛生保健部，2）東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野

P–40… 先延ばし行動と就寝時のスマートフォン依存傾向との関連について
○星野行孝，片岡正太，茂山博代，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–41… 公衆衛生学の講義形式の違いによる理解度，満足度，および試験成績の比較
○山崎　陸1），岩井浩明2），米永崇利2），東　哲司2），北井則行1），友藤孝明2）

1）朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野，2）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–42… 保健学習用教科書における口腔関連記載内容の調査─学習指導要領改訂に伴う変化─第一報　小学校編
○石黒　梓1,2），阿部智美1），玉木裕子1），荒川浩久3）

1）鶴見大学短期大学部歯科衛生科，2）日本歯科大学東京短期大学歯科衛生学科，3）神奈川歯科大学

P–43… 保健学習用教科書における口腔関連記載内容の調査─学習指導要領改訂に伴う変化─第二報　中学校編
○阿部智美1），石黒　梓1,2），玉木裕子1），荒川浩久3）

1）鶴見大学短期大学部歯科衛生科，2）日本歯科大学東京短期大学歯科衛生学科，3）神奈川歯科大学

P–44… 自治体Web公表のフッ化物洗口Q＆A集の系統的整理
○晴佐久　悟1），田浦勝彦2），石塚洋一3），筒井昭仁4），廣瀬晃子5），相田　潤6）

1）福岡看護大学基礎・基礎看護部門基礎専門分野，2）NPO法人日本フッ化物むし歯予防協会，3）東京歯科
大学衛生学講座，4）NPOウェルビーイング附属研究所，5）朝日大学保健医療学部総合医科学講座，6）東京
医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

P–45… 健康保険のデータと特定健診等情報を用いた歯周病・歯周治療と咀嚼状況の関連についての検討
○松岡紘史1），長澤敏行2），古市保志3），辻　昌宏4），三浦宏子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・代謝センター
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P–46… 第一大臼歯にセットした保険診療のメタルクラウンの生存率について
○吉野浩一，杉原直樹

東京歯科大学衛生学講座

P–47… 災害時に多職種とともに歯科保健支援を進めるための体制整備に必要とされることの検討
○中久木康一1），楠田美佳2），小栗智江子3），静間夕香4），柳澤智仁5），竹田飛鳥6），長　優子7），…

堀江　博8），福田英輝6），安藤雄一6）

1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野，2）熊本県県北広域本部保健福祉環境部，
3）愛知県保健医療局健康医務部健康対策課，4）東京都多摩小平保健所，5）東京都多摩立川保健所，6）国立保
健医療科学院，7）江戸川区健康部，8）奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課

P–48… 説明義務を争点とする医事訴訟判例分析─医科と歯科の比較─
○濱嵜朋子

九州女子大学栄養学科

P–49… 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　第3報
○岡田昌子1），大城暁子1,2），吉田直美1,3），品田佳世子1,4）

1）東京医科歯科大学病院歯科衛生士総合研修センター，2）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，3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医歯理工保健学専攻口腔健康教育学分野，
4）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医歯理工保健学専攻口腔疾患予防学分野

P–50… 舌苔細菌叢の加齢変化とその特徴の探索
○朝川美加李1），竹下　徹1,2），影山伸哉1），古田美智子1），竹内研時1,3），須磨紫乃1），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）九州大学大学院歯学研究院OBT研
究センター，3）東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学分野

P–51… 人工乳栄養児の口腔マイクロバイオームでは母親由来口腔細菌の占有比率が高い
○影山伸哉，古田美智子，竹下　徹，馬　佳楽，朝川美加李，山下喜久

九州大学口腔予防医学分野

P–52… 知覚過敏抑制材適用面にエアーアブレーションを使用した場合の象牙細管封鎖性について
○澤口由美子

P–53… 加熱式たばこ抽出物で長期間刺激した歯肉上皮細胞の網羅的遺伝子発現解析
○植原　治，三浦宏子

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

P–54… ヒト歯肉上皮細胞における抗癌剤による有害事象へのレスベラトロールの効果
○玉木直文，三木かなめ，伊藤博夫

徳島大学大学院医歯薬学研究部予防歯学分野

P–55… 超音波診断装置を用いた要介護高齢者の口腔機能評価
○石川健太郎1），山畑智也1,2），内海明美1），伊澤　光1），石崎晶子1），弘中祥司1）

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）医療法人社団智奈会上鶴間歯科医院
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P–56… 歯間部フッ化物濃度に対する異なるブラッシングルーティンの効果
○石塚洋一，杉原直樹

東京歯科大学衛生学講座

P–57… 新規口腔内フッ化物滞留徐放技術を活用した歯磨剤のフッ化物滞留性検討
○今崎麻里，山本幸司

ライオン株式会社研究開発本部オーラルケア研究所

P–58… 歯科治療に伴うエアロゾル発生抑制に対する口腔内バキュームの効果についての検討
○鈴木　到1），内山敏一2），小倉由希3），小嶋康世2），田口千恵子4），坂爪陽香4），脇田雅文4），平山聡司2），…

泉福英信5），深津　晶3），中村茂人4），水田　勝4），有川量崇4）

1）日本大学松戸歯学部小児歯科学講座，2）日本大学松戸歯学部保存修復学講座，3）日本大学松戸歯学部有
病者歯科検査医学講座，4）日本大学松戸歯学部衛生学講座，5）日本大学松戸歯学部感染免疫学講座
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