日本老年歯科医学会第29回学術大会 一般ポスター採択結果
6月22日（金）ポスター展示時間 9：50～12：10、13：00～16：50 ポスター討論時間（奇数番号） 12:10～12：50
6月23日（土）ポスター展示時間 9：30～12：00、13：00～15：30 ポスター討論時間（偶数番号） 12:10～12：50 撤去 15:30～16：00

※ご発表についての奇数番号および偶数番号は演題番号をもとにご確認をお願いします。
受付番号

演題番号

所属機関

タイトル

C000020

P一般-001 伊藤 加代子

氏名

新潟大学医歯学総合病院口腔リハビリテーション科

介護保険施設利用者における口腔機能向上および栄養改善プログラムに関する質的研究

C000186

P一般-002 茂木 香苗

昭和大学歯科病院歯科衛生室

歯科衛生士のボランティア活動報告第2報

C000081

P一般-003 砂川 裕亮

医療法人社団

当院の歯科訪問診療を施行した摂食嚥下障害症例の概要

C000158

P一般-004 大森 望

遠藤歯科医院

C000002

P一般-005 森野 智子

静岡県立大学短期大学部

健常者における訓練飴の口腔機能向上に関する効果の検証

C000009

P一般-006 三浦 宏子

国立保健医療科学院

地域在住高齢者に対する口腔機能向上に向けた標準的指導法に関する系統的レビュー

C000019

P一般-007 山口 恵梨香

長崎大学病院義歯補綴治療室

食品周囲のトロミ変化が嚥下や咀嚼中の咬筋活動に及ぼす影響

C000050

P一般-008 大久保 真衣

東京歯科大学口腔健康学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室

超音波画像を用いた舌の厚さへの体位とプローブ保持方法の影響

C000060

P一般-009 山田 満憲

オーラルステーションデンタルクリニック

Oral Barthel Indexを用いた口腔衛生管理について

C000079

P一般-010 原 修一

九州保健福祉大学

在宅高齢者のオーラルディアドコキネシスに関連する歯科学的要因ー咬合に着目してー

C000116

P一般-011 内野 隆生

本庄市児玉郡歯科医師会

C000131

P一般-012 水谷 慎介

福岡歯科大学総合歯科学講座高齢者歯科学分野

歯科外来患者におけるMCIスクリーニング検査における各種バイオマーカーと口腔機能との関連

C000139

P一般-013 藤本 けい子

徳島大学大学院医歯薬学研究部

舌の厚み測定の臨床的意義の検討

C000145

P一般-014 星 美和

河北リハビリテーション病院セラピー部

脳梗塞または脳内出血による回復期リハビリテーション患者の口唇閉鎖力

C000149

P一般-015 沖 剛至

東京歯科大学老年歯科補綴学講座

抵抗訓練による口唇閉鎖力の向上効果の検討

C000162

P一般-016 田畑 理子

みんなの歯医者さん

在宅での嚥下機能訓練によって経管栄養から離脱した超高齢患者の1例

C000174

P一般-017 間納 美奈

こばやし歯科クリニック

地域歯科診療所における口腔機能低下症に対する「のみこみ外来」の取り組み−第１報：概要について−

C000175

P一般-018 大西 由夏

こばやし歯科クリニック

歯科診療所における口腔機能低下症に対する取り組み−第2報：中鎖脂肪酸油が有効であった１症例について−

C000176

P一般-019 池田 泰菜

こばやし歯科クリニック

歯科診療所における口腔機能低下症に対する取り組み−第3報：口腔機能低下に対する舌訓練の効果−

C000179

P一般-020 坂本 仁美

藤田保健衛生大学病院

食道癌術後の重度咀嚼嚥下障害と口腔機能低下に対して集約的に多職種支援を行った一例

C000227

P一般-021 赤沼 正康

療法人社団

C000261

P一般-022 新屋 俊明

独立行政法人国立病院機構都城医療センター歯科・口腔外科

舌苔付着の主観評価と舌背細菌数の関係

C000264

P一般-023 原 淳

岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

固形物咀嚼・嚥下時の高齢総義歯装着者の食物搬送動態

C000006

P一般-024 広瀬 芳之

公益社団法人東京都江戸川区歯科医師会

65歳以上を対象とする口腔機能健診に向けた江戸川区歯科医師会の取り組み

C000016

P一般-025 木森 久人

医療法人社団八洲会

化学療法の在宅患者における口腔粘膜炎への対応

C000032

P一般-026 井出 浩希

医療法人三紲会

嚥下内視鏡検査を用いた訪問歯科診療の誤嚥性肺炎抑制効果

C000044

P一般-027 井藤 克美

アペックス歯科クリニック

嚥下補助器具を用い多職種が連携して摂食嚥下機能を改善した症例

C000065

P一般-028 戸原 雄

日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科

当院におけるICT（Net4U)を用いた多職種連携への取り組み

C000067

P一般-029 石井 良子

宮城県リハビリテーション支援センター

宮城県における摂食嚥下障害に対応可能な病院数の地域格差について

C000080

P一般-030 稲用 昌之

医療法人社団

当院の歯科訪問診療における抜歯症例の概要

C000087

P一般-031 外山 敦史

愛豊歯科医師会

地区歯科医師会における摂食嚥下リハビリテーションの病診連携を目指した取り組み

C000089

P一般-032 武藤 直広

愛知県歯科医師会地域保健部

愛知県における医療介護連携のためのICTツールの普及状況

C000098

P一般-033 河野 葉子

町田市保健所

高齢者歯科口腔機能健診による口腔機能維持・向上への取り組み

C000109

P一般-034 今田 良子

東京医科歯科大学

C000112

P一般-035 安藤 麻里子

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

C000163

P一般-036 牧野 秀樹

医療法人社団

C000184

P一般-037 枝広 あや子

東京都健康長寿医療センター研究所

介護保険施設の経口摂取支援のプロセス評価による多職種連携の発展効果

C000195

P一般-038 日吉 美保

医療法人社団健由会

当院における歯科衛生士の取り組み<br />―第1報

C000197

P一般-039 中島 康人

公益社団法人藤沢市歯科医師会

当会高齢者専門外来における歯科技工士の役割

C000198

P一般-040 坂上 美奈子

公益社団法人藤沢市歯科医師会

当会高齢者専門外来における歯科衛生士の取り組み

C000204

P一般-041 渡邉 充春

わたなべ往診歯科

一歯科診療所での摂食機能療法の導入の試み

C000255

P一般-042 小関 優作

長崎大学

病棟歯科ラウンドの有効性に関する報告

C000262

P一般-043 井上 高暢

東京都

退院後に体重減少を起こした患者に対してMCTオイルを利用し栄養状態を回復させ機能改善が見られた症例

C000004

P一般-044 熊丸 優子

福岡リハビリテーション病院

亜急性期における脳梗塞患者の歯肉出血に関する検討

C000036

P一般-045 西澤 光弘

医療法人群栄会田中病院

精神疾患を伴う認知症高齢者の口腔内の実態と治療の問題点

C000037

P一般-046 豊下 祥史

北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野

軽度認知障害を有する高齢者の口腔機能に関する調査

C000051

P一般-047 梅本 丈二

福岡大学病院歯科口腔外科

パーキンソン病患者の嚥下障害と服薬状況に関する実態調査

C000061

P一般-048 奥森 直人

公益社団法人

日本歯科先端技術研究所

歯科医療施設における軽度認知障害検査の有用性 －評価対象とMoCA-Jスコアの相関ー

C000062

P一般-049 米山 俊之

公益社団法人

日本歯科先端技術研究所

歯科医療施設における軽度認知障害検査の有用性 ー被験者患者背景項目とMoCA-Jスコアの相関ー

C000078

P一般-050 橋本 岳英

朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

口腔機能維持管理体制を導入している高齢者施設における5年間の口腔内実態調査

C000094

P一般-051 尾崎 由衛

国立病院機構西別府病院

口腔機能低下症の評価が困難であった者に関する検討

C000122

P一般-052 田島 理矢子

一般社団法人名古屋市歯科医師会名古屋歯科保健医療センター

当センターにおける高齢障害患者の実態調査

C000128

P一般-053 岩崎 ひとみ

名古屋歯科保健医療センター

名古屋市在宅歯科医療連携室における訪問歯科診療の実態調査

C000130

P一般-054 今井 哲郎

北海道医療大学歯学部高齢者有病者歯科学分野

当院における歯科訪問診療患者の欠損歯列の病態についての推移調査

C000148

P一般-055 石井 隆哉

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター

高齢者医療センターにおけるアルツハイマー病患者の口腔内動態調査について

C000136

P一般-056 小野瀬 祐紀

東京歯科大学衛生学講座

食料品製造業従業者における根面う蝕の有病状況に関連する要因

C000182

P一般-057 田中 洋平

神奈川歯科大学

C000209

P一般-058 貴島 真佐子

社会医療法人

C000221

日本老年歯科医学会認定制度委員会

日本老年歯科医学会専門医制度に関する意識調査

C000228

P一般-059 松尾 浩一郎
P一般-060 朝田 和夫

東京都医療法人社団進和会あさだ歯科口腔クリニック

某特別養護老人ホーム入所者の服薬内容および口腔に関する副作用に関する調査

C000239

P一般-061 二村 綾音

宮本歯科

当院における訪問歯科診療の実態調査

C000246

P一般-062 瀧内 博也

福岡歯科大学総合歯科学講座高齢者歯科学分野

福岡市内の特別養護老人ホーム5施設の肺炎の発症の現状

C000252

P一般-063 糸田 昌隆

大阪歯科大学附属病院

大阪歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科開設から約半年間における患者属性の実態調査

C000101

P一般-064 恩田 健志

東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

口腔白板症組織および口腔扁平上皮癌組織における長寿遺伝子Ｓｉｒｔ1の発現状態

C000073

P一般-065 三宅 晃子

大阪歯科大学

代用甘味料とおからを応用した高齢者向けのソフトクッキーが齲蝕抑制に与える効果について

C000135

P一般-066 黒澤 友紀子

東京医科歯科大学

健康高齢者の頸部周囲長とオトガイ舌骨筋の関連性

C000156

P一般-067 三浦 慶奈

東京歯科大学

超音波エラストグラフィを用いた舌の硬さの検討

C000223

P一般-068 昆 はるか

新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野

訪問歯科診療を想定した姿勢条件が術者の上肢筋活動と患者の頸部筋活動に及ぼす影響

C000253

P一般-069 宮城 勇大

九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

老化が耳下腺および顎下腺機能へ及ぼす影響

C000268

P一般-070 田村 暢章

明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野

Aβ誘発性神経細胞死に対する抑制物質の探索

C000023

P一般-071 弘田 克彦

高知学園短期大学医療衛生学科歯科衛生専攻

歯周病原細菌に焦点をあてた誤嚥性肺炎重症化予防に関与する分子メカニズムの解析

C000042

P一般-072 上田 圭織

東京医科歯科大学高齢者歯科学分野

C000066

P一般-073 平塚 正雄

医療法人

C000088

P一般-074 小原 万奈

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

弁膜症手術後、心肺停止後の全身状態の変化により口腔内潰瘍の増悪・改善をみた一症例

C000097

P一般-075 関田 俊明

東京医科歯科大学

レーザー測距センサを用いた呼吸数の推定

C000142

P一般-076 浅尾 美沙

九州大学病院

静脈内鎮静法で対応した脳梗塞後認知機能低下を呈する2症例

C000210

P一般-077 早田 真由美

日本大学歯学部摂食機能療法学講座

誤嚥性肺炎発症メカニズムの解明；1

C000234

P一般-078 京坂 侑加

東京医科歯科大学高齢者歯科学分野

肺腺癌と転移性脳腫瘍を発症した高齢者に歯科治療を行った１症例

C000245

P一般-079 間宮 秀樹

藤沢市歯科医師会

地域歯科医師会診療所における、要介護高齢者歯科治療時の局所麻酔薬の選択理由

C000029

P一般-080 加藤 智崇

福岡歯科大学総合歯科学講座高齢者歯科学分野

災害歯科医療支援の理解調査および支援者養成の取り組みについて

C000053

P一般-081 田村 文誉

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック

感想文の内容分析による言語摂食嚥下リハビリテーション専門クリニックにおける臨床実習の教育効果

C000151

P一般-082 小野 圭昭

大阪歯科大学高齢者歯科学講座

高齢者疑似体験実習の学修効果に及ぼす因子 —性別と実習実施者の影響ー

C000167

P一般-083 藤原 千尋

NHO福山医療センター

『オーラルマネジメント委員会』の活動と効果 ―看護師が行う口腔ケア実践力の評価から―

C000169

P一般-084 圓山 優子

日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科

食支援に関わる多職種へのアンケート調査結果について

C000170

P一般-085 櫻木 加奈

日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科

本学3年生における介護技術実習の取り組み

C000173

P一般-086 藤井 航

九州歯科大学口腔保健学科地域・多職種連携教育ユニット

摂食嚥下障害患者に対するアプローチに関するリカレント教育（DEMCOP）の取り組み

C000172

P一般-087 大渡 凡人

公立大学法人 九州歯科大学

有病高齢者歯科治療におけるリスクマネジメントに関するリカレント教育(DEMCOP)の取り組み

C000171

P一般-088 円谷 英子

昭和大学歯科病院

訪問歯科衛生指導に関わる教育プログラム改定の取り組み

C000203

P一般-089 宇佐美 博志

愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座

シミュレーターによる高齢者の口腔内の状態の記録実習のための基礎的調査

C000205

P一般-090 遠藤 眞美

日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

某歯科大学歯学部4年生の生や死に対する知識および意識調査

C000218

P一般-091 酒井 克彦

東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座

他職種と共同で行う高齢者歯科臨床実習の教育効果の検討

C000249

P一般-092 園井 教裕

岡山大学歯学部

歯学部1年次生及び学士入学生を対象とした終末期医療に関する教育が学生のターミナルケア態度に与えた影響

C000257

P一般-093 杉本 太造

愛知学院大学歯学部在宅歯科医療学寄附講座

愛知学院大学歯学部

C000259

P一般-094 塚本 圭子

前田デンタルクリニック

在宅訪問診療に従事する歯科衛生士の育成を目的とした研修会実施報告

C000270

P一般-095 有友 たかね

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック

歯学部生への歯科訪問診療実習における地域医療に対する意識調査

秀和会

つがやす歯科医院

要介護高齢者の口腔清掃における歯ブラシサイズの検討
国際協力研究部

保健科学部

豊生会

訓練器具（エントレ）を用いた口腔機能トレーニングの実際と効果検証
口腔顎顔面補綴学分野

東苗穂にじいろ歯科クリニック

秀和会

つがやす歯科医院

特別養護老人ホームにおける経口摂取支援についての検討

回復期病院からシームレスな連携により訪問診療へ移行した摂食嚥下障害患者の一例

秀和会

高齢者歯科学分野

つがやす歯科医院

地域連携による脳卒中の摂食嚥下リハビリテーションの取り組み
某特別養護老人ホームにおけるミールラウンドに対する当院の取り組み

さくら歯科医院

歯科

定期的口腔衛生管理の際に摂食嚥下障害が疑われた1例―

経鼻経管栄養チューブの咽頭内交差と喉頭蓋との接触に関する調査
若弘会

わかくさ竜間リハビリテーション病院

口腔リハビリテーション科

医療保健学部
口腔健康科学講座

博仁会

福岡リハビリテーション病院

慢性期医療病院NSTにおける歯科介入の必要性と今後の課題

ステロイド性骨粗鬆症患者に抜歯および補綴治療を行った症例
歯科

高齢者歯科・全身管理歯科

歯学教育・国際交流推進センター

生活期の口腔ケア患者における循環動態の変動

在宅歯科医療学臨地実習の効果について

日本老年歯科医学会第29回学術大会 一般ポスター採択結果
6月22日（金）ポスター展示時間 9：50～12：10、13：00～16：50 ポスター討論時間（奇数番号） 12:10～12：50
6月23日（土）ポスター展示時間 9：30～12：00、13：00～15：30 ポスター討論時間（偶数番号） 12:10～12：50 撤去 15:30～16：00

※ご発表についての奇数番号および偶数番号は演題番号をもとにご確認をお願いします。
受付番号

演題番号

C000010

P一般-096 二宮 静香

氏名

所属機関
医療法人博仁会

タイトル

C000011

P一般-097 板木 咲子

医療法人ピーアイエー

退院要求と常食摂取に固執する前頭側頭型認知症患者に対し摂食嚥下訓練の効果と限界を示した1症例

C000014

P一般-098 下平 修

昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

頬骨インプラントを応用した上顎広範囲顎補綴治療の高齢期までの10年予後

C000055

P一般-099 木村 将典

日本大学歯学部摂食機能療法学講座

高齢者共同住宅の施設職員が連携して嚥下障害の対応に取り組み経口摂取可能となった一例

C000064

P一般-100 小泉 寛恭

日本大学歯学部歯科理工学講座

ヒト歯接着に対する各種表面処理材とセルフエッチングプライマーの併用効果および臨床経過報告

C000072

P一般-101 岸 さやか

（一社）仙台歯科医師会

顎骨壊死患者に対する在宅訪問歯科衛生士の関わり

C000090

P一般-102 鈴木 堅司

日本大学歯学部摂食機能療法学講座

重度な摂食機能障害患者において中心静脈栄養管理下での摂食嚥下リハビリテーションが功を奏した一例

C000092

P一般-103 稲富 みぎわ

医療法人社団秀和会

水巻歯科診療所

歯科治療を拒む認知症患者の１例

C000093

P一般-104 早川 里奈

医療法人社団秀和会

小倉南歯科医院

退院直後の歯科衛生士による指導の重要性について

C000106

P一般-105 堀川 菜穂子

遠藤歯科医院

C000108

P一般-106 竹内 純

一般社団法人巨樹の会

C000110

P一般-107 酒井 真悠

日本大学歯学部

C000123

P一般-108 百瀬 智彦

医療法人社団

C000141

P一般-109 内田 悠理香

大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部

初診時に診断的治療として禁食としたことが経口摂取の再開に繋がった症例

C000146

P一般-110 東中川 杏里

東京医科歯科大学

上顎全部床義歯の脱離と咀嚼障害を臼歯部人工歯置換により即日修理した一例

C000150

P一般-111 中山 渕利

日本大学歯学部摂食機能療法学講座

延髄梗塞後に胃瘻を造設した重度嚥下障害患者が2年後に常食摂取が可能となった一例

C000157

P一般-112 田中 康貴

日本歯科大学新潟病院

舌癌術後患者へ舌接触補助床、人工舌床を作製した一例

C000177

P一般-113 大西 香織

北海道大学

C000178

P一般-114 副田 弓夏

東京医科歯科大学

C000180

P一般-115 吉野 夕香

北海道医療大学病院地域連携室

緩和ケア病棟への入院希望の高齢舌癌患者に対してMSWが自己決定を支援した一例

C000192

P一般-116 宮原 琴美

東京医科歯科大学高齢者歯科学分野

関節リウマチ及び異常絞扼反射を有する患者に対して歯科治療を行った１症例

C000194

P一般-117 河合 陽介

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

問診中のモニタリングにより発作性上室性頻拍を同定、管理した症例

C000196

P一般-118 青木 綾

医療法人社団健由会

当院における歯科衛生士の取り組み

C000199

P一般-119 若尾 美知代

公益社団法人藤沢市歯科医師会

当会高齢者専門外来における歯科衛生士の取り組み

―第2報

セルフケア自立にむけたトレーニングに関して―

C000200

P一般-120 棚橋 亜企子

公益社団法人藤沢市歯科医師会

当会高齢者専門外来における歯科衛生士の取り組み

―第3報

口腔内写真を用いた口腔衛生指導に関して―

C000220

P一般-121 小山 岳海

公立能登総合病院

要介護高齢者の摂食嚥下機能と「ビタミンサポートゼリー」の適応について

C000244

P一般-122 高城 大輔

神奈川歯科大学

C000258

P一般-123 赤泊 圭太

日本歯科大学新潟病院訪問歯科口腔ケア科

C000043

P一般-124 石塚 真理子

三間歯科医院

C000111

P一般-125 三浦 和仁

北海道大学大学院歯学研究院

C000147

P一般-126 黒木 唯文

長崎大学歯科補綴学分野

義歯安定剤が義歯の維持力および咬合力に与える影響ー多施設無作為化比較試験ー

C000165

P一般-127 板津 遼子

国立長寿医療研究センター歯科口腔外科

口腔乾燥症患者のために新たに開発した義歯安定剤の物性評価

C000193

P一般-128 田中 裕子

牧田総合病院

口腔ケアの理解は看護と介護の質を上げるー看護補助者への口腔ケア研修の試みー

C000226

P一般-129 川勝 美里

東京医科歯科大学 高齢者歯科学分野

福岡リハビリテーション病院歯科

多職種連携で歯磨き指導を行った脳卒中患者の1症例

在宅訪問・障害者・休日夜間歯科診療所

認知症患者のメインテナンス治療の報告
原宿リハビリテーション病院歯科

摂食機能療法学講座

回復期病院歯科において大学附属病院歯科との医療連携により摂食嚥下リハビリテーションを行った一例
消化器疾患を有する嚥下障害患者に対する指導内容についての一症例

百瀬歯科医院

延命処置を望まれない誤嚥性肺炎患者に対し嚥下機能評価及び義歯作成を行い全量経口摂取可能となった1症例

訪問歯科口腔ケア科

大学院歯学研究院

下顎歯槽堤形成術後の顎義歯の維持安定に影響を与える因子の検討

大学院医歯学総合研究科

高齢者歯科学分野

さくら歯科医院

全身管理医歯学講座

全身管理高齢者歯科学分野

前立腺癌に対してデノスマブ投与後に下顎骨壊死が生じた１症例

―第２報 胃がん治療中の歯科訪問診療患者の1例―

静脈内鎮静法での歯科治療により臼歯部咬合の回復を図った重度アルツハイマー型認知症高齢者の一症例
筋萎縮性側索硬化症患者に対し訪問歯科診療を行った1例
在宅終末期患者における緩和ケアチームの一員としての取り組み

口腔健康科学分野

歯科・口腔外科（歯科）

高齢者歯科学教室 ビスホスホネート長期服用患者において薬物性歯肉増殖症の手術的対応を行った1例

有病高齢者の歯科治療中に心室性期外収縮を起こした 2 症例についての報告

