2022 年 4 月 2 4 日（日） 第 1 会場

2022 年 4 月 2 4 日（日）
第１会場（看護学部講堂）
Keynote lecture

座長

11：20 〜 11：40

梅田 正博（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

医療科学専攻 展開医療科学講座 口腔顎顔面外科学分野）

KL1. For the future beyond COVID-19: Possibility of Oral health
○ Shinjiro Nozaki

World Health Organization Regional Office for the Western Pacific Manila, Philippines

共催セミナー 3

座長

浮村

11：45 〜 12：45

聡（大阪医科薬科大学病院

感染対策室）

SS3. 新型コロナウイルス感染症
○忽那 賢志

最近の話題

大阪大学大学院医学系研究科

感染制御学

共催：サンスター株式会社
特別講演

座長

13：25 〜 14：25

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
川又 均（獨協医科大学医学部 口腔外科学講座）

口腔外科学教室）

コロナ禍の中で一人の医師として思うこと
○鈴木 富雄

大阪医科薬科大学地域総合医療科学寄附講座

院内感染対策教育委員会講演（ICD 講習会）

座長

植野 高章（大阪医科薬科大学
木村 吉宏（市立ひらかた病院

医学部

感覚器機能形態医学講座

14：30 〜 16：00
口腔外科学教室）

歯科・口腔外科）

1. 耐性菌を考慮した歯科における抗菌薬の適正使用について
○井上 和也、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

2. 病院や介護施設での口腔ケア－感染対策どうしていますか－
○竹川 政範

旭川医科大学

歯科口腔外科学講座

16：20 ～ 17：00

スペシャルイブニングセミナー 2

座長

髙木 律男（新潟大学）

SE2. 口腔粘膜疾患の基礎知識
○北川 善政

北海道大学大学院歯学研究院

閉
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会

式

口腔診断内科学教室

17：00 〜

2021 年 4 月 2 4 日
（日） 第 2 会場

第２会場（第 3 講義室）
歯科衛生士のための教育セミナー 2

座長

9：20 〜 9：50

成瀬 麻衣子（大阪医科薬科大学

歯科口腔外科）

口腔ケアにおける多職種連携と共通認識
○金子 信子

学校法人平成医療学園

なにわ歯科衛生専門学校

シンポジウム 2「各分野のスペシャリストに聞く口腔ケア」

座長

栗田

浩（信州大学

医学部

9：55 〜 10：55

歯科口腔外科）

SY2-1. 顎関節症あるいは顎関節症予備軍に対するセルフキュア＆ケア
○濱田 良樹

鶴見大学

SY2-2. 口腔ケア
○岡

歯学部

口腔顎顔面外科学講座

歯科麻酔科医の立場から

俊一

日本大学

歯学部

歯科麻酔学講座

SY2-3. 歯科保存学分野の立場から
○西谷 佳浩

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

歯科保存学分野

SY2-4. 補綴治療と口腔ケア
○松香 芳三

徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔科学部門 臨床歯学系 顎機能咬合再建学分野

SY2-5. 口唇口蓋裂患者の口腔管理：衛生士、看護師が知って おくこと
○髙木 律男

新潟大学

看護部会講演

座長

11：00 〜 11：40

東野 督子（日本赤十字豊田看護大学）

口腔ケアに関する看護技術教育の実際と展望
○道重 文子

敦賀市立看護大学
大阪医科薬科大学

教育講演 4「歯科衛生士に必要な解剖」

座長

菅原 利夫（市立東大阪医療センター

11：45 〜 12：15
歯科・歯科口腔外科）

EL4. 歯科衛生士に必要な解剖
○平田 あずみ

大阪医科薬科大学

医学部

生命科学講座

解剖学教室
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共催セミナー 4

座長

12：20 〜 13：20

西川 美幸（大阪医科薬科大学病院
砂川 葵（大阪医科薬科大学病院

歯科口腔外科）
歯科口腔外科）

SS4. 口腔ケアを必要とする脳神経外科疾患について
○黒岩 敏彦

社会医療法人信愛会

畷生会脳神経外科病院

共催：株式会社メディカ・ライン
特別講演（第１会場サテライト配信）

座長

植野 高章（大阪医科薬科大学

川又

均（獨協医科大学医学部

医学部

13：25 〜 14：25
感覚器機能形態医学講座

口腔外科学教室）

口腔外科学講座）

コロナ禍の中で一人の医師として思うこと
○鈴木 富雄

大阪医科薬科大学地域総合医療科学寄附講座

高齢者歯科委員会講演

座長

14：30 〜 15：30

及川 ゆりこ（公益社団法人 日本介護福祉士会）
竹内 一夫（愛知学院大学歯学部 高齢者・在宅歯科医療学講座）

1. 在宅医療で介護福祉士に求められる口腔ケア
○糸田 昌隆

大阪歯科大学附属病院

口腔リハビリテーション科

2. 老健施設における多職種連携による口腔ケアの展望
〜大阪介護老人保健施設協会の取り組み
○光山

誠、糸田 昌隆、石本 淳也

医療法人敬英会
社会福祉法人敬英福祉会
公益社団法人全国老人保健施設協会
公益社団法人大阪介護老人保健施設協会
公益社団法人日本認知症グループホーム協会
一般社団法人和歌山県老人保健施設協会
大阪歯科大学
大阪大学 歯学部
立命館大学大学院経営管理研究科

3. 介護現場における口腔ケアの現状
○石本 淳也

社会福祉法人リデルライトホーム
一般社団法人熊本県介護福祉士会

共催：公益財団法人
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教育講演 5「超高齢社会における口腔ケア」

15：35 〜 16：35

急性期から在宅まで
−人生 100 年時代を支えるシームレスな口腔ケア−
座長

戸原

玄（東京医科歯科大学

摂食嚥下リハビリテーション学分野）

EL5-1. 急性期病院における口腔マネジメント体制の確立と地域連携について
○松村香織

公立八女総合病院

歯科口腔外科

EL5-2. 回復期病院で必要とされる口腔ケアとは
○鈴木 宏樹

医療法人井上会

篠栗病院

歯科

EL5-3. よりよい人生の最期を迎えていただくための在宅歯科診療における口腔ケア
－訪問歯科診療医の立場から－
○中尾

祐

医療法人福和会

別府歯科医院

訪問診療部

EL5-4. 在宅療養者に寄り添う口腔ケア
－訪問歯科衛生士の立場から－
○相川 嘉津子

医療法人福和会

別府歯科医院
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第３会場（第 4 講義室）
歯科衛生士のための教育セミナー 3

座長

矢島 美香（大阪医科薬科大学病院

8：55 〜 9：55
歯科口腔外科）

スタッフ教育のファーストステップ
○杉元 信代

株式会社 Himmel

在宅医療委員会講演

座長

10：00 〜 11：30

竹内 一夫（愛知学院大学

歯学部

高齢者・在宅歯科医療学講座）

1. 地域の終末医療に関する口腔ケアの実態調査について
○杉本 太造

医療法人紫陽 クリニックサンセール清里
日本口腔ケア学会 在宅医療委員会

歯科

2. 地域緩和ケアの現状と展望
○蘆野 吉和

日本ホスピス・在宅ケア研究会理事長

特別シンポジウム「各歯科医師会の医科歯科連携における現状と問題点」

座

長

登壇者

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
砂野 彰宏（一般社団法人 高槻市歯科医師会）
三木 秀治（一般社団法人
柏原 肇（一般社団法人
福島 昭彦（一般社団法人
北川 敏夫（一般社団法人

11：35 〜 12：15

口腔外科学教室）

吹田市歯科医師会）
摂津市歯科医師会）
茨木市歯科医師会）
枚方市歯科医師会）

SSY1. 周術期口腔ケアにおける病診連携
○砂野 彰宏

一般社団法人

高槻市歯科医師会

シンポジウム 3「市中病院における口腔ケア」

座長

澤木 康一（広島市立広島市民病院 歯科口腔外科・口腔ケアセンター・入院支援室）
藤井 博美（広島市立広島市民病院）

SY3-1. 皆で力を合わせて前進する口腔ケア
○藤井 博美

広島市立広島市民病院

SY3-2. 看護師の口腔ケア力を底上げしたい！
摂食嚥下障害看護認定看護師の立場から
○尾門

愛子

広島市立広島市民病院
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2021 年 4 月 2 4 日
（日） 第 3 会場

SY3-3. 最小の人数で最大の効果を！
当院における周術期口腔機能管理の取り組み

○若松 和子 1, 2, 3）、吉岡 洋祐 1, 2）、明石 翔 1, 2）、北山 美穂 1, 2, 3）、
三島 久美 1, 2, 3）、炭本 有希 1, 2）、中村 真弓 1, 2）、澤木 康一 1, 2, 3）
広島市立広島市民病院
広島市立広島市民病院
3
広島市立広島市民病院
1
2

歯科口腔外科
口腔ケアセンター
入院支援室

SY3-4. 多職種で取り組む脳卒中急性期からの早期口腔ケア介入
○佐藤 理恵

医療法人光臨会

荒木脳神経外科病院

SY3-5. 歯科の無い病院でも口腔ケアに取り組もう！
－看護師教育と歯科衛生士の役割－
○藤原 千尋

独立行政法人国立病院機構

福山医療センター

薬剤師部会 薬学部教員会議

15：15 〜 16：15

薬学教育における口腔領域の充実について考える
○山浦 克典（講演者・パネリスト）
慶應義塾大学

薬学部

○大山 順子（講演者・パネリスト）
九州大学大学院歯学研究院

○小澤 光一郎（パネリスト）

広島大学大学院医系科学研究科

○出石 啓治（パネリスト）

株式会社出石薬局 岡山県薬剤師会

教育講演 6「高槻市立口腔保健センターの設立とその経緯」

座長

中島 世市郎（大阪医科薬科大学

医学部

感覚器機能形態医学講座

16：20 〜 17：00
口腔外科学教室）

EL6. 高槻市立口腔保健センターの設立とその経緯
○尾﨑 貞宣、平尾 彰規、山口 千里
社団法人高槻市歯科医師会

高槻市立口腔保健センター
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