2022 年 4 月 2 3 日
（土） 第 1 会場

第 19 回日本口腔ケア学会総会 ･ 学術大会
プログラム
2022 年 4 月 2 3 日（土）
第１会場（看護学部講堂）
開会式ならびに大会長挨拶

8：40 〜 9：00

大会長指名推薦講演

座長

9：00 〜 10：00

植野 高章（大阪医科薬科大学

医学部

感覚器機能形態医学講座

口腔外科学教室）

多職種連携で周術期等口腔健康管理の次の扉を 開けよう！
○別所 和久

京都大学大学院医学研究科

感覚運動系外科学講座

口腔外科学分野

摂食嚥下リハビリテーション委員会

座長

竹内 一夫（愛知学院大学

歯学部

10：05 〜 11：15
高齢者・在宅歯科医療学講座）

摂食嚥下機能と嚥下食との対応
○牧野 日和

愛知学院大学

心身科学部

コンセンサスカンファレンス 1「薬剤師と口腔ケア」

コーディネーター

山浦 克典（慶應義塾大学 薬学部
出石 啓治（株式会社出石薬局）

11：20 〜 12：20

医療薬学・社会連携センター社会薬学部門）

CC1-1. 本コンセンサスカンファレンスの目的と歯科医師が薬剤師へ
期待する事に関する調査報告
○山浦 克典、岩田 紘樹、林
慶應義塾大学

薬学部

直子

医療薬学・社会連携センター

社会薬学部門

CC1-2. 病院薬剤師の口腔ケアに対する業務の現状と薬剤師だ からこそ出来る
患者への貢献
○松尾 宏一

福岡大学

薬学部

CC1-3. 薬剤のスペシャリストで医療のゼネラリストである薬剤師による
口腔からの健康増進
○大山 順子、森

悦秀

九州大学大学院歯学研究院

総

会

口腔顎顔面病態学講座

口腔顎顔面外科学分野

12：30 〜 13：00
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共催セミナー 1

座長

13：20 〜 14：20

中山 サツキ（大阪医科薬科大学病院 看護部）

SS1. ‘STOP ！メディケーションエラー’〜口腔外科領域の報告事例より〜
○西原 雅美

大阪医科薬科大学病院

薬剤部

共催：株式会社モリタ
シンポジウム「大学病院における口腔ケア」

座長

14：25 〜 15：25

三島 克章（山口大学大学院医学系研究科 歯科口腔外科学講座）
前田 茂（東京医科歯科大学 歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野）

SY1-1. 宮崎大学医学部附属病院周術期口腔ケアセンターにおける医科歯科連携と
口腔機能管理の実態
○山下 善弘

宮崎大学

医学部

感覚運動医学講座

顎顔面口腔外科学分野

SY1-2. 岡山大学病院頭頸部がんセンターにおける顎骨再建後のインプラントと
口腔ケアの重要性
○水川 展吉 1）、武田 斉子 1）、木股 敬裕 2）、松本 洋 2）、安藤 瑞生 3）、
丸山 貴之 4）、佐々木禎子 5）、田中 祐貴 6）、上田 明広 7）、飯田 征二 1）
岡山大学病院
岡山大学病院
3
岡山大学病院
4
岡山大学病院
5
岡山大学病院
6
岡山大学病院
7
岡山大学病院
1
2

口腔外科（顎口腔再建外科部門）、頭頸部がんセンター
形成外科、頭頸部がんセンター
耳鼻咽喉科、頭頸部がんセンター
予防歯科部門、頭頸部がんセンター
歯科衛生士室、頭頸部がんセンター
補綴歯科部門、頭頸部がんセンター
歯科技工室、頭頸部がんセンター

SY1-3. 千葉大学医学部附属病院における新型コロナウイルス感染症蔓延下の
周術期口腔ケア
○鵜澤 一弘、宮本

勲

千葉大学医学部附属病院

歯科・顎・口腔外科

SY1-4. 福岡大学病院 ECMO センターでの口腔衛生管理
○近藤 誠二

福岡大学
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コンセンサスカンファレンス 2「糖尿病患者における口腔ケア」

コーディネーター

15：30 〜 16：40

夏目 長門（愛知学院大学

歯学部 口腔先天異常学研究室
愛知学院大学歯学部附属病院 口腔ケア外来
一般社団法人 日本口腔ケア学会）

成瀬 桂子（愛知学院大学

歯学部

内科学講座）

SS2-1. 糖尿病併存疾患としての歯周病
－糖尿病内科医から見 たその本当の怖さと対処法－
○成瀬 桂子

愛知学院大学歯学部

内科学講座

SS2-2. 歯周病と糖尿病に関する潮流から
○稲垣 幸司

愛知学院大学短期大学部

歯科衛生学科

SS2-3. 専門的口腔ケアに際して糖尿病スクリーニングの実施に向けた取り組み
第 2 報 一般人の歯科医師による糖尿病スクリーニング検査希望について
○鶴田 祥平 1）、三輪 亮輔 1）、速水 佳世 3）
紅 順子 1）、成瀬 桂子 4）、夏目 長門 1, 2, 3）
愛知学院大学
愛知学院大学
3
一般社団法人
4
愛知学院大学
1
2

歯学部 口腔先天異常学研究室
歯学部附属病院 口腔ケア外来
日本口腔ケア学会
歯学部 内科学講座

口腔ケア医療安全管理委員会講演

座長

16：45 〜 17：45

夏目 長門（愛知学院大学

歯学部 口腔先天異常学研究室
愛知学院大学歯学部附属病院 口腔ケア外来
一般社団法人 日本口腔ケア学会）

口腔ケアの医療安全管理とその普及
○片倉

朗

東京歯科大学

口腔病態外科学講座
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第２会場（第 3 講義室）
一般演題口演 1「臨床研究 1」

座長

橋谷

進（宝塚市立病院

9：00 〜 9：40
歯科口腔外科）

O-1. 当院における周術期口腔機能管理後手術加算の算定状況に関する調査
○四戸希久世 1）、丸岡

豊 1, 2）、近藤順子 1）、高鍋雄亮 1, 3）、墓田真弥 1）、西條詩織 1）

国立国際医療研究センター病院 歯科・口腔外科
2
東京医科歯科大学大学院 顎口腔外科顎分野
3
東京医科大学 口腔外科学分野
1

O-2. 口腔粘膜炎に対するエピシル ® 口腔溶液の効果や有効性について
○岡﨑葉菜 1）、武田大介 2）、西井美佳 1）、村川智美 1）、
片山めぐみ 1）、澤田麻衣子 1）、楠元順哉 2）、明石昌也 2）
1
2

神戸大学医学部附属病院 医療技術部 リハビリ・歯科部門
神戸大学大学院医学研究科 外科系講座口腔外科学分野

O-3. 頭頸部がん放射線療法における口腔カンジダ症に対する
ミコナゾール貼付薬の有効性について

○西井美佳 1）、楠元順哉 2）、村川智美 1）、岡崎葉菜 1）、片山めぐみ 1）、
澤田麻衣子 1）、武田大介 2）、明石昌也 2）
1 神戸大学医学部付属病院 医療技術部
2 神戸大学大学院医学研究科外科系講座

リハビリ・歯科部門
口腔外科学分野

O-4. 海外医療援助における手術室同伴入室に 対する患者と家族の思い
○江㞍晴美 1）、鷲見亜紀子 2）、古賀章子 3）、國本美穂 2）、菅野 香 4）、
、井村英人 5）、新美照幸 5）、Tran Le Duy6）、
馬場礼三 1）、速水佳世 5）
7）
Nguyen Minh Ngjia 、野本周嗣 8）、夏目長門 5）
中部大学 生命健康科学部
北海道大学病院
3
広瀬病院
4
元 北海道大学病院
5
愛知学院大学 歯学部 口腔先天異常学研究室
6
Nguyen Dinh Chieu General Hospital Ben Tre Province, Vietnam
7
日本口唇口蓋裂協会
8
愛知学院大学 歯学部 外科学講座
1
2

O-5. 専門的口腔ケア介入は頭頸部癌患者の放射線 性顎骨壊死を予防し得るか
○藤原昂夢、和久井崇大、俵藤 俊暉、上村亮太、大谷紗織、
長谷川智則、福本正知、泉 さや香、川又 均
獨協医科大学

医学部

口腔外科学講座

一般演題口演 2「臨床研究 2」

座長

9：45 〜 10：25

松村 達志（和歌山県立医科大学

歯科口腔外科）

O-6. 当院周術期口腔ケアセンターにおける血液がん に対する移植患者への専門
的口腔衛生管理の 実態調査
○中村友梨、馬場園恵、甲斐真貴子、杉尾珠美、米良英里子、蔵満ありさ、
坂元真采、濱砂 陽、上笹貫絵里、福井丈仁、野海健太、平山聞一、
清宮弘康、金氏 毅、永田順子、山下善弘
宮崎大学
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O-7. 当院の造血器腫瘍患者に対する周術期口腔 機能管理の検討

○石田あかね 1）、光本尚子 1）、新井真梨恵 1）、藤下陽平 2）、和田裕介 3）、水谷雅英 2）
和泉市立総合医療センター
和泉市立総合医療センター
3
和泉市立総合医療センター
1
2

看護部
歯科口腔外科
血液内科

O-8. A 病棟在院中に経鼻胃管挿入患者が経口摂取へ移行した実態調査
○島田千尋、内間

光、飯島哲子、前田美穂、赤坂祐希

埼玉医科大学国際医療センター

看護部

O-9. 歯磨き習慣と歯周病リスクは密接に関係する
○阿部雅修 1, 2）、三谷明久 2）、柳元伸太郎 2）、星
1
2

和人 1）

東京大学医学部附属病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科
東京大学 保健・健康推進本部

O-10. 宮崎大学医学部附属病院周術期口腔ケアセン ターにおける頭頸部がん患者
の非経口摂取期 間口腔ケアの取り組みおよび患者動態の調査
○蔵満ありさ、中村友梨、馬場園恵、甲斐真貴子、杉尾珠美、米良英里子、
坂元真采、濵砂 陽、上笹貫絵里、山下祐典、福井丈仁、野海健太、
平山聞一、清宮弘康、金氏 毅、永田順子、山下善弘
宮崎大学

医学部感覚運動医学講座

顎顔面口腔外科学分野

教育講演 1「妊婦に対する口腔ケア」

座長

鈴木 紀子（順天堂大学

10：55 〜 11：35

医療看護学部）

EL1. ニューノーマルな齲蝕予防法を探索する
－ primary-primary prevention としての周産期口腔ケア－
○仲井 雪絵

静岡県立大学短期大学部

歯科衛生学科

教育講演 2「骨粗鬆症と歯科Ｘ線検査」

座長

有吉 靖則（市立ひらかた病院

11：40 〜 12：20

歯科口腔外科）

EL2. 骨粗鬆症と歯科Ｘ線検査
○勝又 明敏

朝日大学

歯学部

歯科放射線学分野

共催セミナー 2

座長

星

13：20 〜 14：20

和人（東京大学医学部附属病院

口腔顎顔面外科・矯正歯科）

SS2. いま改めて考えよう口腔カンジダ症と口腔ケア
〜ヒノキチオールのカンジダ抑制効果〜
○田中

彰

日本歯科大学

新潟生命歯学部

口腔外科学講座

共催：イーエヌ大塚製薬株式会社
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歯科衛生士部会講演

座長

14：25 〜 15：25

池上 由美子（がん感染症センター都立駒込病院

看護部）

患者・家族と共に考えるアドバンス・ケア・プランニング
○佐伯 香織

国家公務員共済組合連合会

横浜栄共済病院

薬剤師部会企画

15：25 〜 16：25

薬剤師のための口腔ケアの基礎知識（口腔ケア認定資格（薬剤師）5 級相当）
○大山 順子

九州大学大学院歯学研究院

口腔顎顔面病態学講座

口腔顎顔面外科学分野

言語聴覚士部会講演

座長

16：30 〜 17：30

源間 隆雄（札幌麻生脳神経外科病院
杉山 明宏（公益社団法人有隣厚生会

リハビリテーション部
富士病院

言語聴覚科）

リハビリテーション科）

1. 急性期における言語聴覚士が行う口腔ケア
○笠井 幸子

京都府立医科大学附属北部医療センター

2. 言語聴覚士が行う機能的口腔ケアに基づいた治療戦略
○海東 健太 1）、杉山 明宏 2, 3）

順天堂大学医学部附属静岡病院 リハビリテーション科
公益社団法人有隣厚生会 富士病院 リハビリテーション科
3
日本口腔ケア学会 言語聴覚士部会
1
2

3. 在宅療法支援病院での「食べる」につながる口腔ケア
○清水 朋美

社会医療法人財団

慈泉会

相澤東病院

4. 訪問歯科介入と連携し口腔ケア自立を目指した症例
○谷本 理恵

医療法人社団一功会

フェニックス加古川記念病院

5. 利用者に提案を受け入れてもらうための在宅支援の在り方
〜訪問の言語聴覚士より〜
○大橋 三広

株式会社東京リハビリテーションサービス

東京リハビリ訪問看護ステーション East

スペシャルイブニングセミナー 1

座長

17：35 〜 18：15

真野 隆充（大阪医科薬科大学

医学部

感覚器機能形態医学講座

口腔外科学教室）

SE1. 口腔ケア実践に必要な皮膚科の知識 〜口腔粘膜疾患を中心に〜
○森脇 真一

大阪医科薬科大学
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第３会場（第 4 講義室）
一般演題口演 3「臨床研究 3」

座長

9：00 〜 9：50

明石 昌也（神戸大学大学院医学研究科

外科系講座口腔外科学分野）

O-11. 薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の治療成績と 追跡調査による長期経過の検討
○俵藤俊暉、長谷川智則、福本正知、泉
獨協医科大学

医学部

口腔外科学講座

さや香、和久井崇大、川又

均

O-12. 患者サポートセンターと連携した周術期口腔 機能管理の取り組み
○藤井佳奈、麻生万裕美、中尾美恵、倉本裕子、上田菜未子、
清水航治、佐武明日香、濱口千裕、玉井伴樹、平石幸裕
日本赤十字社和歌山医療センター

歯科口腔外科

O-13. 専門的口腔ケアを介入したスティーブンス・ジョンソン症候群の 2 例
○坂東千雅、片桐萌華、大井一浩、篠島

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科
外科系医学領域顎顔面口腔外科学分野

悠、川尻秀一

歯科口腔外科

O-14. 周術期患者の唾液中細菌数の変化に関連する因子の検討
○田辺亜莉紗 1）、坂本由紀 1）、大塚喜彦 2）
、森山真紀子 1）、
3）
4）
船原まどか 、五月女さき子 、梅田正博 5）、兒島由佳 6）
関西医科大学総合医療センター 歯科口腔外科
医療法人社団湘南誠心会 パーク歯科クリニック
3
九州歯科大学 歯学部 口腔保健学科
4
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔保健学分野
5
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
6
関西医科大学附属病院 歯科口腔外科
1
2

O-15. 10 年以上歯科受診歴のない患者の特徴分析

○東條すみれ 1）、日野聡史 2）、尾澤みなみ 1）、河本裕美子 1）、
児島さやか 2）、徳善紀彦 2）、栗林伸行 2）、内田大亮 2）
1
2

愛媛大学医学部附属病院
愛媛大学医学部附属病院

診療支援部
歯科口腔外科・矯正歯科

O-16. 当科における終末期患者への周術期口腔機能 管理の検討
○甘利

景、近藤英司、高橋

信州大学病院

絢、酒井洋徳、山田慎一、栗田

歯科口腔外科

一般演題口演 4「臨床研究 4」

座長

中村 康典（鹿児島医療センター

浩

9：55 〜 10：30
歯科口腔外科）

O-17. 重度の口腔内多発潰瘍を認めた Stevens- Johnson 症候群の
口腔内管理を行った 1 例
○和崎里佳、田尾智子、西
紀南病院

歯科口腔外科

円、中川幹子、宮原知也、木本奈津子、大亦哲司

O-18. 下顎骨骨髄炎が大腿骨頭慢性骨髄炎の誘発因子の一部であると考えられた 1 例
〜当院周術期管理センターでの取り組みについて〜
○池田哲也 1, 2）、日里見貴史 1, 2）、湯本愛実 1）、手塚里奈 1, 2）、福本春菜 1）、
秋葉真由 1）、佐藤 瞳 1）、小沼緋奈子 1）、宇都宮紀子 1）、齋藤康一郎 1）
1
2

杏林大学医学部付属病院
日本歯科大学生命歯学部

耳鼻咽喉科・顎口腔外科
口腔外科学講座
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O-19. 周術期管理センターにて口腔評価を行うこと で口腔癌が検出された 2 例
○佐藤 瞳 1）、池田哲也 1, 2）、湯本愛実 1）、手塚里奈 1, 2）、福本春菜 1）、
秋葉真由 1）、小沼緋奈子 1）、里見貴史 1, 2）、宇都宮紀子 1）、齋藤康一郎 1）
1
2

杏林大学医学部付属病院
日本歯科大学生命歯学部

耳鼻咽喉科・顎口腔外科
口腔外科学講座

O-20. 口腔ケア・咽頭ケアの徹底によって誤嚥性 肺炎を防いだ症例の経過報告
○源間隆雄
医療法人札幌麻生脳神経外科病院 リハビリテーション部言語聴覚科

一般演題口演 5「症例報告・基礎研究」

座長

新崎

章（愛知学院大学

歯学部

10：35 〜 11：15

口腔先天異常学研究室）

O-21. 歯肉出血を契機として特発性血小板減少性紫斑病と診断された
患者の口腔ケアの 1 例
○倉本裕子、麻生万裕美、中尾美恵、藤井佳奈、上田菜未子、
清水航治、佐武明日香、濱口千裕、玉井伴樹、平石幸裕
日本赤十字社和歌山医療センター

歯科口腔外科

O-22. HIV 関連原発性脳悪性リンパ腫を発症した AIDS 患者に対して
口腔機能管理を行った 1 例
○湯淺麻衣子、尾崎清香、高野敬子、山下翔平、松下
関西労災病院

歯科口腔外科

豊、原田丈司

O-23. 口腔カンジダ症にヒノキチオール含有口腔ケア用ジェル（ヒノーラ ®）を
使用した終末期がんの 3 例
○下園香菜、下田平貴子、江部由香里、川畑麻優、濵田倫史
社会医療法人博愛会相良病院

歯科口腔外科

O-24. 周術期口腔機能管理の介入により判明した原発性上顎歯肉癌の１例
○工藤佑喜、山下みゆき、田中輝美
市立宇和島病院

歯科口腔外科

O-25. 一般人の歯科医師による糖尿病スクリーニング検査希望について
○鶴田祥平

医療法人鸞翔会

一般演題口演 6「臨床研究 5」

座長

11：20 〜 12：10

別所 和久（京都大学大学院医学研究科

感覚器運動系外科学講座

口腔外科学分野）

O-26. 当科においてウイルス性口内炎と診断した症例の診断・治療の妥当性の検討
○八木沢就真 1）、俵藤俊暉 1）、志村美智子 1, 2）、長谷川智則 1）、大島 遼 1, 3）、
小宮山雄介 1）、福本正知 1）、泉 さや香 1）、和久井崇大 1）、川又 均 1）
獨協医科大学 医学部口腔外科学講座
佐野厚生総合病院 歯科口腔外科
3
菅間記念病院 歯科口腔外科
1
2

O-27. 当院における口腔ケアの現状および歯科衛生士の活動状況

○出水夏恵、鈴木 滋、小川朱紅、松下祥子、寺地友梨、山本琢也、
岡本健二朗、田坂ゆかり、上田眞道、角谷有吏子、水間庸介、若野敬太、
畑 美緒、井原健太、原田一生、大林建矢、小早川大地、松村達志
和歌山県立医科大学
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O-28. 殺菌性含嗽剤による造血器悪性腫瘍の治療時の口腔常在菌による
血流感染の予防効果
○山口泰平 1）、下神
1
2

梢 2）

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 予防歯科学分野
鹿児島大学病院臨床技術部 歯科衛生部門

O-29. 新規循環器デバイス治療を受ける患者に対する
周術期等口腔機能管理の臨床的検討

○荻澤良治 1）、増田千夏 2）、岡本瑠海 2）、川上珠吏 2）、田中みやび 2）、西川祐子 2）、
田口智栄子 2）、川上麻美 2）、堀 さやか 1）、姜 良順 1）、村山 敦 1）、首藤敦史 1）
1
2

医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科
医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 看護部 歯科衛生士

O-30. 歯科診療所の糖尿病スクリーニングに向けた取り組み（第一報）
一般人の糖尿病の認知について
○三輪亮輔 1, 2, 3）、鶴田祥平 1, 2, 3）、速水佳世 2, 3）、紅 順子 2）、
Tselmuun Chinzorig2）、井村英人 1, 2, 3）、成瀬桂子 4）、夏目長門 1, 2, 3）
愛知学院大学歯学部附属病院 口腔ケア外来
愛知学院大学歯学部附属病院 口腔先天異常学研究室
3
一般社団法人日本口腔ケア学会
4
愛知学院大学歯学部附属病院 内科
1
2

O-31. 言語聴覚士と歯科衛生士による多職種連携により
嚥下訓練が円滑に遂行できた 1 例
○小池匡子、神長

医療法人徳洲会

瞳、坂井七海、竹内玲奈、小笠原佳苗、古谷由衣、佐野次夫
東京西徳洲会病院

歯科口腔外科

一般演題口演 7「取り組み 1」

座長

13：20 〜 14：00

高尾 宜久（神戸薬科大学）

O-32. 周術期口腔機能管理の効率化に向けた体制 強化多職種連携における取り組み
○濱川恵理子 1, 2）、長浜妙子 2, 3）、玉那覇 星 3）、大城美智子 3）、仲里
幸喜奈緒子 3）、仲西奈緒 3）、又吉 亮 2, 3）、中村博幸 2, 3, 4）

緑 3）、

琉球大学病院 看護部
琉球大学病院 口腔管理センター
3
琉球大学病院 歯科口腔外科
4
琉球大学大学院研究科 顎顔面口腔機能再建学講座
1
2

O-33 鎌ケ谷総合病院における摂食嚥下支援チームの立ち上げ
○中嶌麻依子、杉田美和、中谷明子、岸野
山口智恵、小山 潤、久木留宏和、三橋
鎌ケ谷総合病院

楓、佐藤千佳、
寛、星 健太郎

歯科口腔外科 / 口腔ケアセンター

O-34. 看護学生への口腔ケアの啓発を目指した 3 か年モデル事業
〜初年次評価 第 2 報

○江㞍晴美 1）、鈴木紀子 2）、石原佳代子 3）、大野晶子 4）、大谷喜美江 5）、
佐伯香織 6）、道重文子 7）、米澤知恵 8）、東野督子 3）、水谷聖子 4）
中部大学 生命健康科学部保健看護学科
順天堂大学 医療看護学部
3
日本赤十字豊田看護大学 看護学部
4
日本福祉大学 看護学部
5
四日市看護医療大学 看護医療学部看護学科
6
国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院
7
元大阪医科大学 看護学部
8
藍野大学 医療保健学部看護学科
1
2
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O-35. 歯科衛生士病院臨床実習に対する学生の意識調査
○磯貝由佳、黒柳範雄
碧南市民病院

口腔ケアセンター

O-36. 新型コロナウイルス感染流行下における当院での感染対策の取り組み
○嶋吉 咲、吉田 剛、田村享子、服部由起子、田中絵美、
竹島万貴、吉永志津加、前川美咲、吉田乃梨加、別所和久
京都大学大学院医学研究科

感覚運動系外科学講座

口腔外科学分野

教育講演 3「歯科医師の労働衛生コンサルタント活動」

座長

14：25 〜 15：25

米永 哲朗（大阪歯科労働衛生コンサルタント協議会）

EL3. 歯科医師の労働衛生コンサルタント活動

○米永哲朗、安田恵理子、小出紀子、大窪康修
大阪歯科労働衛生コンサルタント協議会

一般演題口演 8「取り組み 2」

座長

15：30 〜 16：10

山内 智博（がん・感染症センター

都立駒込病院

歯科口腔外科）

O-37. Oral Condition Scale（OCS）導入後における実施状況と今後の課題（第 2 報）
○梶川美紗、長瀨未来、高下晶子、小川乃里子、中川まなみ
一宮市立市民病院

看護局

O-38 一宮市立市民病院における看護師による口腔アセスメント方法
（Oral Condition Scale）導入後の状況報告

○所 友希 1, 2）、平松裕子 1, 2）、浅野実里 1）、三浦まどか 1）、梶川美紗 2）、
中川まなみ 2）、草田典子 2）、齊田昂佑 1）、奥村嘉英 1, 2）、中村友保 1）
1
2

一宮市立市民病院 歯科口腔外科
一宮市立市民病院 オーラルサポートチーム

O-39. コロナ禍における当院（歯科診療所）の感染予防対策
○森

建輔

北生協歯科

歯科

O-40. 当科における COVID-19 に留意した口腔管理の現状
○中道瑛司 1）、都筑亜矢子 2）、後藤美鈴 2）、小原
新阜宏平 3）、松下嘉泰 1）、西川雅也 1）

豪 3）、

公立西知多総合病院 歯科口腔外科
公立西知多総合病院 診療支援科
3
名古屋大学大学院医学系研究科 頭頚部・感覚器外科学講座
1
2

顎顔面外科学

O-41. 当院（特定領域がん診療連携拠点病院）における歯科口腔外科開設後の
周術期口腔機 能管理の現状

○濵田倫史 1）、下田平貴子 1）、下園香菜 1）、川畑麻優 1）、小峰歩美 2）、太良哲彦 3）
社会医療法人博愛会
社会医療法人博愛会
3
社会医療法人博愛会
1
2
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一般演題口演 9「取り組み 3・その他」

座長

針谷 靖史（医療法人渓仁会

16：15 〜 16：50

手稲敬渓仁会病院

O-42. 関西医科大学附属病院
口腔ケア介入について
○外山裕貴、兒島由佳

関西医科大学附属病院

歯科口腔外科）

歯科口腔外科・口腔ケアセンターの
歯科口腔外科

O-43 口腔外科病棟における看護師の術後口腔ケアに関する認識調査
○永松知夏、出口史歩、原田有菜、藤岡智恵子
九州大学病院

北棟 7 階 1 病棟

O-44. 口腔粘膜炎に対する電動歯ブラシの活用を 考える

○尾山 綾 1, 2）、小森美香 1, 2）、蓑輪伽奈 1, 2）、宮本晴香 1, 2）、渋谷
山城貴愛 1, 2）、小林淳一 1, 2）、沖田美千子 1, 2）、針谷靖史 1, 2）
1
2

医療法人渓仁会
医療法人渓仁会

手稲渓仁会病院
手稲渓仁会病院

舞 1, 2）、

歯科口腔外科
周術期口腔ケアセンター

O-45. 和泉市立総合医療センターにおける周術期口腔機能管理の状況について
○光本尚子 1）、藤下陽平 2）、石田あかね 1）、新井真梨恵 1）、 水谷雅英 2）
1
2

和泉市立総合医療センター
和泉市立総合医療センター

看護部
歯科口腔外科

歯科衛生士のための教育セミナー 1

16：55 〜 17：25

口腔インプラント外科手術におけるサージカルアシスタントの基本
○大田 知果

大阪医科薬科大学病院

歯科口腔外科
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第 4 会場（WEB 会場）
Web 一般演題口演 1「臨床研究 1」

座長

9：00 〜 9：40

源間 隆雄（札幌麻生脳神経外科病院

WO-1.

周術期口腔ケアは消化器外科術後の感染性および
非感染性合併症を予防する
○延原

浩 1）、眞次康弘 2, 3）、伊藤圭子 2）

県立広島病院
2
県立広島病院
3
県立広島病院
1

WO-2.

リハビリテーション科）

歯科・口腔外科
栄養管理科
消化器・乳腺・移植外科

口腔粘膜潰瘍の疼痛による摂食障害を認めた患者に対して
口腔健康管理を行った１例

○吉永志津加、山中茂樹、田村享子、服部由起子、田中絵美、竹島万貴、
嶋吉 咲、前川美咲、吉田乃梨加、桐澤知子、別所和久
京都大学医学部附属病院 京都大学大学院医学研究科
感覚運動系外科学講座 口腔外科学分野

WO-3.

A 病院における看護師の口腔ケア方法の実態と課題

○杉山理恵 1）、佐藤憲明 1）、太田美千代 1）、鈴木智恵子 1）、
高澤理奈 2）、原田枝里 2）、久野彰子 2）
1
2

WO-4.

日本医科大学付属病院
日本医科大学付属病院

看護部
口腔科

セレコキシブが原因と考えられた口腔粘膜病変を伴う薬疹患者に対して
口腔ケア介入を行った 1 例
○石川華香 1）、引地和美 1）、大石裕子 1）、飯塚優佳 1）、森
伊澤和倫 2）、中谷 嶺 2）、池田 悠 3）、尾田誠一郎 4）

正次 2）、

焼津市立総合病院 診療技術部外来技術科歯科担当
焼津市立総合病院 歯科口腔外科
3
焼津市立総合病院 皮膚科
4
自治医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座
1
2

WO-5.

カテキンによる口腔内細菌および口臭の抑制作用に関する検討
○板井俊介 1, 2）、米永一理 1, 2）、外崎奏汰 1, 2）、
大野幸子 1）、渡辺林治 1）、星 和人 2）
1
2

東京大学大学院医学系研究科
東京大学大学院医学系研究科

イートロス医学講座
感覚・運動機能医学講座

Web 一般演題口演 2「臨床研究 2」

座長

江㞍 晴美（中部大学

WO-6.

保健看護学科

成人看護学）

歯科医師に対するエピシル認識度調査

○山川真美、藤居泰行、山川 樹、森光麗子、石野いつき、河野愛実、細田恵美、
柴原由紀、池畑美紀子、杉崎リサ、仲井孝之、田村知子、近津大地
歯科口腔外科・矯正歯科

統合失調症を有する舌癌患者の周術期口腔機能管理の経験
○高橋直子、向井紗耶香、鈴木遥香、楠名友紀、高見三紀子、
山本真沙恵、藤浪 恒、寺沢史誉、伊藤洋平、佐々木 惇、
柏原 捷、長谷川令賀、村瀬楓子、鈴木健太
岡崎市民病院
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9：45 〜 10：25

生命健康科学部

東京医科大学病院

WO-7.

口腔顎顔面外科学

歯科口腔外科

2021 年 4 月 2 3 日
（土） 第 4 会場

WO-8.

歯科治療時に発生するエアロゾル中の SARS-CoV-2 検出と臨床的意義
○大谷紗織、小宮山雄介、川又
獨協医科大学

WO-9.

医学部

均

口腔外科学講座

当院における嚥下スクリーニングシート（EAT-10）の活用実態について ①
○奥田竜二 1）、桐澤知子 1）、福原紫津子 1）、山本博充 2）、別所和久 1）
1
2

京都大学医学部附属病院
山本歯科口腔外科医院

歯科口腔外科

WO-10. 当院における嚥下スクリーニングシート（EAT-10）の活用実態について ②
○桐澤知子 1）、奥田 竜二 1）、福原紫津子 1）、山本博充 2）、別所和久 1）
1
2

京都大学医学部附属病院
山本歯科口腔外科医院

歯科口腔外科

Web 一般演題口演 3「臨床研究 3」

座長

10：30 〜 11：10

高木 正和（静清リハビリテーション病院）

WO-11. 夜間口腔乾燥症に対する治療による睡眠の質への効果
○奥野健太郎 1, 2）、真砂彩子 1）、姫嶋皓大 3）、髙橋一也 1）
大阪歯科大学 高齢者歯科学講座
大阪歯科大学附属病院 睡眠歯科センター
3
阪歯科大学 口腔外科第一講座
1
2

WO-12. 看護学生への口腔ケアの啓発を目指した 3 か年モデル事業
〜第１報 初年次活動報告

○石原佳代子 1）、東野督子 1）、水谷聖子 2）、江㞍晴美 3）、大谷喜美江 4）、
大野晶子 2）、佐伯香織 5）、鈴木紀子 6）、道重文子 7）、米澤知恵 8）
日本赤十字豊田看護大学 看護学部
日本福祉大学 看護学部
3
中部大学 生命健康科学部保健看護学科
4
四日市看護医療大学 看護医療学部看護学科
5
国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院
6
順天堂大学 医療看護学部
7
元大阪医科大学 看護学部
8
藍野大学 医療保健学部看護学科
1
2

WO-13. 笹井歯科医院で行っている往診における感染対策の取り組み
○笹井保之

大阪医科薬科大学病院

歯科口腔外科

WO-14. 消化器癌手術前後のオキシドールによる舌苔清掃効果：
無作為化第Ⅱ相試験の結果

○栗原和美 1）、五月女さき子 1, 2）、大鶴光信 1, 3）、林田 咲 1, 3）、
鳴瀬智史 1, 3）、森下廣太 1, 3）、川下由美子 2）、船原まどか 4）、
齋藤俊行 2）、梅田正博 1, 3）、谷口英樹 1, 5）
日本赤十字社長崎原爆病院 歯科口腔外科
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔保健学分野
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
4
九州歯科大学 歯学部 口腔保健学科
5
日本赤十字社長崎原爆病院 乳腺・内分泌外科
1
2
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Web 一般演題口演 4「臨床研究 4」

座長

中島 世市郎（大阪医科薬科大学

11：15 〜 11：50
医学部

感覚器機能形態医学講座）

WO-15. 当科の周術期口腔機能管理における抜歯術の実施状況
○川野晃誠、大井一浩、片桐萌華、坂東千雅、
深川友里恵、篠島 悠、小林 泰、川尻秀一
金沢大学

歯科口腔外科

WO-16. 抗精神病薬服用者の唾液量

○木村吉宏、黒松由貴、濵田
市立ひらかた病院

敦、有吉靖則

口腔外科

WO-17. 当院緩和ケア病棟入院患者に対する口腔機能管理の検討
○浜田

敦、黒松由貴、木村吉宏、有吉靖則

市立ひらかた病院

口腔外科

WO-18. The effect of heat treatment to blast/acid- etched dental Ti implants
clinically used, on apatite formation
○小倉綾乃、中野旬之、植野高章
大阪医科薬科大学

医学部

口腔外科学教室

WO-19. 当院における新型コロナウィルス感染症の感染対策
手指衛生実施の現状

○吉田美和 1）、仲川洋介 2）、木下小百合 1）、綿松静香 1）、
伊地知由賀 1）、久留野紀子 3）、畠中利英 1）、桐田忠昭 2）
奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター
奈良県立医科大学 口腔外科学講座
3
奈良県立医科大学附属病院 感染管理室
1
2

Web 一般演題口演 5「臨床研究 5 ／症例報告 1」

座長

大橋 祐生（岩手医科大学歯学部

14：25 〜 15：05

口腔顎顔面再建学講座

口腔外科学分野）

WO-20. 急性白血病の化学療法中に緑膿菌感染を生じた口腔粘膜潰瘍の１例
○老月

恵、山口百々穂、高塚団貴、藤原久美子、山田慎一、野口

富山大学 学術研究部医学系

歯科口腔外科学講座

誠

WO-21. 病院統合後の周術期口腔機能管理の現状を踏まえた今後の課題
○都筑亜矢子 1）、後藤美鈴 1）、小原 豪 3）、新阜宏平 3）、
中道瑛司 2）、松下嘉泰 2）、西川雅也 2）

公立西知多総合病院 診療支援科
公立西知多総合病院 歯科口腔外科
3
名古屋大学大学院医学系研究科 頭頚部・感覚器外科学講座
1
2

顎顔面外科学

WO-22. 放射線照射前の顎骨嚢胞摘出により放射線性顎骨壊死を
予防しえた下咽頭癌の 1 例
○坂元

裕、林田

咲、大森景介、三好太郎、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

WO-23. 米永歯科医院で行っている往診における感染対策の取り組み
○岩本奈々、米永崇利

大阪医科薬科大学病院

口腔外科

WO-24. 要介護者の歯科インプラントの使用状況調査
○岩本奈々、米永崇利
医療法人米永会
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Web 一般演題口演 6「症例報告 2 ／取り組み 1」

座長

根岸 明秀（国立病院機構横浜医療センター

15：10 〜 15：50

歯科口腔外科）

WO-25. 2 泊 3 日の嚥下評価入院で経鼻経管栄養から経口摂取に移行した 1 例
○永井浩美

北医療生活協同組合

北病院

WO-26. 口腔ケアにより食事摂取量の増加を図ったスティーブンス ·
ジョンソン症候群の一例
○石見香穂 1）、田部有子 1）、藤井信行 2）
1
2

鳥取大学医学部附属病院
鳥取大学医学部附属病院

診療支援技術部
歯科口腔外科

歯科口腔外科技術領域

WO-27. 訪問歯科介入と連携し口腔ケア自立を目指した 症例
○谷本理恵

医療法人社団一功会

フェニックス加古川記念病院

リハビリテーション科

WO-28. 当院病棟看護師による口腔管理の現状と今後 の課題について
〜過去のアンケート調査との比較〜
○山本奈津美、荒木弘子、泊 紀美、木田莉里佳、
橘谷玲香、岩本哲也、野村 城二
伊勢赤十字病院

歯科口腔外科

WO-29. 会津医療圏における口腔機能管理に対する会津中央病院歯科口腔医療
センターと会津若松歯科医師会との医療連携
○重本心平 1）、宮島
1
2

久 1, 2）、高橋順子 1）、小柴

会津中央病院 歯科口腔外科
会津若松歯科医師会

誠 2）、遠藤秀樹 2）

Web 一般演題口演 7「取り組み 2 ／その他」

座長

藤本 伸一（公立邑智病院

15：55 〜 16：25

歯科）

WO-30. 2 型糖尿病患者の口腔管理支援のための看護ガイドの有用性の質的検討
○工藤理恵、柴山大賀、阿部吉樹、日高紀久江
筑波大学

医学医療系

WO-31. 大阪府の中核市における歯科口腔保健の取組み
○高橋宏実

枚方市役所

健康福祉部

健康増進・介護予防担当

WO-32. かしまクリニック歯科で行っている往診における感染対策の取り組み
○溝渕 祥、高橋彩香、米永崇利、山本佳代子、中島世市郎
大阪医科薬科大学病院歯科口腔外科

WO-33. かしまクリニック歯科における口腔ケア介入の取り組み
○髙橋彩香、溝渕祥、米永崇利、山本佳代子、中島世市郎
大阪医科薬科大学

歯科口腔外科
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