
日本老年歯科医学会第２9回学術大会　一般口演採択結果

受付番号 演題番号 発表日 発表時間 会場 氏名 カテゴリ 所属機関 タイトル

C000161 O1-1 9：40～10：10 第3会場 岩内 めぐみ
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
高齢者における口腔内細菌叢と腸内細菌叢の関連性

C000034 O1-2 9：40～10：10 第3会場 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
地域在住健常高齢者における摂食嚥下関連筋群の筋力と全身骨格筋量の関連について

C000129 O1-3 9：40～10：10 第3会場 谷口 裕重 藤田保健衛生大学医学部　歯科・口腔外科
食道刺激を利用した，ヒト嚥下運動を誘発する新たな手法の開発

―健常成人での検討―

C000155 O1-4 10：10～10：40 第3会場 Chantaramanee Ariya 東京医科歯科大学大学院高齢者歯科学分野 舌筋の加齢変化に対する輝度計測の有用性

C000251 O1-5 10：10～10：40 第3会場 塚原 明弘 昭和大学歯科病院　歯科補綴学講座 デンチャープラーク細菌叢の16S rRNAメタゲノム解析

C000267 O1-6 10：10～10：40 第3会場 井上 誠
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
咀嚼がもたらす摂食嚥下機能への影響

C000003 O1-7 10：50～11：20 第3会場 大内 謙太郎 篠栗病院 歯科診療中の循環動態に与える要因についての多変量解析

C000028 O1-8 10：50～11：20 第3会場 北川 栄二 JR札幌病院歯科口腔外科 ワルファリンとミコナゾールゲルの相互作用で広範な皮下出血をきたした一例

C000048 O1-9 10：50～11：20 第3会場 旭 吉直 社会医療法人大道会森之宮病院 高齢障害者に対して当院で実施した全身麻酔下歯科治療

C000242 O1-10 11：20～11：50 第3会場 臼渕 公敏 宮城県立がんセンター　歯科
歯科医院の口腔機能管理が頭頸部癌術後合併症を減らす

：頭頸部癌遊離組織再建手術術後合併症のリスク因子

C000250 O1-11 11：20～11：50 第3会場 樋口 雄大 松本歯科大学障害者歯科学講座 プロポフォールによる血圧低下は、中心動脈の器質的指標に関連する

C000230 O1-12 11：20～11：50 第3会場 小松 知子
神奈川歯科大学大学院

歯学研究科全身管理医歯学講座障害者歯科

高齢者オーラルフレイル予防の魚肉ペプチド臨床応用への基礎的検討

−歯科・栄養連携による新しい臨床展開−

C000095 O1-13 14：10～14：40 第2会場 横溝 一郎 有隣病院歯科口腔外科 重度認知症の高齢患者に院内外で医療連携を行った結果手術が成功し経過も確認できた1例

C000107 O1-14 14：10～14：40 第2会場 磯﨑 仁志 いそざき歯科医院
ー病診連携ー

歯科診療部門のない急性期病院への歯科訪問診療（統計的分析）について

C000166 O1-15 14：10～14：40 第2会場 寺尾 導子 医療法人臨生会吉田歯科分院 地域包括ケアシステムにおける歯科介入の有効性

C000188 O1-16 14：40～15：10 第2会場 山口 ひさ子 おざわ歯科クリニック 回復期病棟におけるOral Assessment Sheet (OAS)評価の信頼性と検討

C000208 O1-17 14：40～15：10 第2会場 渡邉 理沙 愛知県歯科衛生士会 在宅訪問診療に従事する歯科衛生士の現状とニーズに関する調査報告

C000235 O1-18 14：40～15：10 第2会場 稲川 元明
高崎総合医療センター

歯科（歯科麻酔）・嚥下機能評価／口腔ケアセンター
当院における栄養サポート外来の開設

C000056 O1-19 14：10～14：40 第3会場 那須 郁夫 北原学院歯科衛生専門学校 Bayesian Cohort Modelによる永久歯歯数の将来推計,歯科疾患実態調査資料を用いて

C000143 O1-20 14：10～14：40 第3会場 松村 えりか 大阪大学歯学部付属病院顎口腔機能治療部 在宅嚥下障害患者の服薬状況調査―歯科からのポリファーマシー対策―

C000189 O1-21 14：10～14：40 第3会場 尾崎 研一郎 足利赤十字病院 市中病院におけるがん周術期口腔機能管理患者（Ⅱ）の傾向と術後呼吸器感染症の調査

C000190 O1-22 14：40～15：10 第3会場 村上 正治 東京都健康長寿医療センター研究所 咬筋体積の簡易測定法の検討とサルコペニアとの関連性

C000201 O1-23 14：40～15：10 第3会場 金子 信子 医療法人おひさま会やまぐちクリニック 要介護高齢者の嗅覚機能と食事に関する調査報告 ―健常高齢者との比較ー

C000207 O1-24 14：40～15：10 第3会場 山口 麻子 昭和大学附属烏山病院歯科・歯科口腔外科
認知症病棟患者の口腔機能低下と老化に伴う要介護要因の調査

ーバイオ・サイコ・ソーシャルな視点からー

C000215 O1-25 15：10～15：40 第3会場 渡邉 功
京都府立医科大学大学院医学研究科

地域保健医療疫学
高齢期の食品摂取頻度に及ぼす咀嚼力の影響

C000240 O1-26 15：10～15：40 第3会場 田實 仁
医療法人仁慈会

太田歯科医院 訪問歯科診療センター

訪問嚥下診療において嚥下内視鏡を用いて摂食嚥下機能を評価し

食支援を行った680症例の報告

C000243 O1-27 15：10～15：40 第3会場 濱 芳央子 原土井病院　歯科 当院で胃瘻造設となった患者の状態と経口摂取の状況

C000045 O2-1 9：50～10：20 第3会場 星野 大地
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
介護老人福祉施設入所高齢者の摂食嚥下機能の簡易評価と死亡との関係:1年間の縦断調査

C000153 O2-2 9：50～10：20 第3会場 福武 元良 大阪大学大学院歯学研究科 高齢者における最大咬合力と3年後の低栄養との関連―SONIC Studyより―

C000183 O2-3 9：50～10：20 第3会場 長田 耕一郎 医療法人相生会金隈病院
早期口腔機能回復を目的とした術者主導の平均的両側性平衡が

付与された歯列を複製して行う治療用義歯作製法

C000202 O2-4 10：20～10：50 第3会場 原 豪志
東京医科歯科大学大学院  医歯学総合研究科

医歯学系専攻  老化制御学講座　高齢者歯科学分野
健常高齢者における舌圧と口腔周囲筋の関係

C000040 O2-5 10：20～10：50 第3会場 上村 優介 大阪歯科大学高齢者歯科学講座 舌の挙上訓練と舌圧の関連について

C000082 O2-6 10：20～10：50 第3会場 矢島 悠里
日本歯科大学

口腔リハビリテーション多摩クリニック
口腔機能低下に対する症型分類の試み

C000096 O2-7 11：00～11：30 第3会場 山口 浩平 東京医科歯科大学大学院　高齢者歯科学分野 咬合力に対する咬筋の量と質の関連性

C000120 O2-8 11：00～11：30 第3会場 飯塚 能成 本庄市児玉郡歯科医師会
要介護者等に対する訓練器具を用いた口腔機能トレーニングの

全身機能に及ぼす効果について

C000126 O2-9 11：00～11：30 第3会場 五十嵐 憲太郎 日本大学大学院松戸歯学研究科　有床義歯補綴学
口腔機能管理指標としての咬合支持と咀嚼機能との関連

―義歯装着時の機能的咬合支持の検討―

C000133 O2-10 11：30～12：00 第3会場 鈴木 宏樹 医療法人井上会篠栗病院 舌圧とRSSTを基準に咬合高径を決定した総義歯症例

C000137 O2-11 11：30～12：00 第3会場 岩島 佑希
北海道大学大学院歯学研究科

口腔健康科学講座　高齢者歯科学教室
当科における高齢者味覚障害患者の臨床的検討

C000140 O2-12 11：30～12：00 第3会場 佐藤 仁美
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
86歳の地域高齢者における口腔機能低下症の実態

C000206 O2-13 13：10～13：40 第3会場 大井 孝 東北大学大学院歯学研究科加齢歯科学分野 地域高齢者の最大咬合力と死亡リスクに関する長期コホート研究：鶴ヶ谷プロジェクト

C000222 O2-14 13：10～13：40 第3会場 白部 麻樹 東京都健康長寿医療センター研究所 終末期要介護高齢者の転帰と口腔状況との関係―特定地域悉皆調査に基づく検討―

C000236 O2-15 13：10～13：40 第3会場 堀井 宣秀 兵庫医科大学病院 丹波圏域在住高齢者における口腔機能低下症とフレイルとの関連性

C000238 O2-16 13：40～14：10 第3会場 鬼頭 紀恵 藤田保健衛生大学医学部歯科・口腔外科 咀嚼機能食品摂取における咀嚼活動と口腔機能低下との関連性

C000265 O2-17 13：40～14：10 第3会場 秋枝 俊江 松本歯科大学障害者歯科学講座 剥離上皮膜の有無と口腔・咽頭細菌叢 次世代シーケンスによる解析

C000266 O2-18 13：40～14：10 第3会場 仁紫 友貴 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 中年期以降の成人における地域歯科医院外来患者の口腔機能と栄養状態の関係

C000008 O2-19 14：20～14：50 第3会場 陣内 暁夫 医療法人井上会篠栗病院 当院における口腔内カンジダ菌検出要因の検討

C000047 O2-20 14：20～14：50 第3会場 久保 ゆか穂 日本大学歯学部付属歯科病院　摂食機能療法科 病識の乏しい高齢患者に対し，視覚素材を用いたことで摂食が可能になった一例

C000086 O2-21 14：20～14：50 第3会場 伊藤 ひとみ 福）桜友会　特別養護老人ホームほほえみ福寿の家
ミールラウンドの可視化により情報共有した食支援の1例

―食事観察サポートソフト「い～とみる」使用経験―

C000118 O2-22 14：50～15：30 第3会場 新井 絵理 北海道大学大学院歯学研究院高齢者歯科学教室 地図状舌、溝状舌を伴う舌痛症に対して、漢方薬が奏功した１例

C000152 O2-23 14：50～15：30 第3会場 末永 智美 北海道医療大学病院　歯科衛生部
服薬管理が困難な認知症高齢者に対する歯科訪問診療が多職種協働によって

可能となった１症例

C000256 O2-24 14：50～15：30 第3会場 小田 哲也 独立行政法人東京都健康長寿医療センター 同種末梢血幹細胞移植後の慢性GVHD 患者に発生した疣贅癌の1例

C000114 O2-25 14：50～15：30 第3会場 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2報）
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