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11 月 5 日（土）C会場
11：30～12：00 口腔機能・摂食嚥下リハビリテーション 1 座長：石 田 　 瞭

O-1-1 在宅訪問における摂食機能療法を行った重症心身障害児の初診時全身状況と摂食嚥下機能発達
状況の検討

 ○元開 早絵1）・町田 麗子1）・児玉 美穂1）・田村 文誉1，2）・古屋 裕康1，2）・新藤 広基1）・ 
伊藤 瑞希1，2）・菊谷 武1，2）

 1）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
 2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック

O-1-2 疾患特性を考慮したことで摂食嚥下訓練が急速に進んだ Williams 症候群患者の一例
 ○市山 晴代1）・松村 えりか1）・田中 信和1）・野原 幹司2）・阪井 丘芳2）

 1）大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部
 2）大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座顎口腔機能治療学教室

O-1-3 人工呼吸器離脱後に嚥下訓練を早期介入することで医原性サルコペニアを予防した 1 例
 ○水谷 早貴1）・谷口 裕重2）・岩瀬 陽子1）

 1）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
 2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野

12：05～12：35 口腔機能・摂食嚥下リハビリテーション 2 座長：村 田 尚 道

O-2-1 小児在宅歯科と教育の連携を目指して 
―よりよい食支援のための特別支援学校と歯科医院との地域連携モデル『給食相談』―

 ○松野 頌平1，2）

 1）医療法人メディエフ寺嶋歯科医院
 2）箕面市

O-2-2 重症心身障害児者施設における呼吸サポートチーム（RST）活動に歯科が果たす役割について
 ○伊堂寺 良子・渡邊 亮太・古賀 智子・上村 由美・山西 博道
 枚方療育園枚方総合発達医療センター

O-2-3 色素性乾皮症患者の口腔問題に関する調査研究
 ○吉見 佳那子・中川 量晴・中根 綾子・戸原 玄
 東京医科歯科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

11 月 6 日（日）B会場
10：05～10：55 基礎研究 座長：李 　 昌 一

O-3-1 障害特性に配慮した用具選択のための基礎的研究　第 1 報 
―ブラッシング時の荷重と清掃効率の関連性―

 ○白田 翔平1）・遠藤 眞美1）・地主 知世1）・栗原 将太1）・山岸 敦2）・高柳 篤史1，2）・野本 たかと1）

 1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 2）東京歯科大学衛生学講座
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O-3-2 唾液腺筋上皮細胞特異的転写因子の検索
 ○姜 世野1）・嘉手納 未季1）・馬目 瑶子1）・佐藤 ゆり絵1）・後藤 未来1）・松島 瞳2）・ 

渡来 真央2）・安藤 茜3）・中村 夏野1）・小野 慎之介1）・徳増 梨乃1）・船津 敬弘2）

 1）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門
 2）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
 3）昭和大学歯学部全身管理歯科学講座歯科麻酔科学部門

O-3-3 障害特性に配慮した用具選択のための基礎的研究　第 2 報 
―歯ブラシの毛先形態による清掃効率への影響―

 ○地主 知世1）・遠藤 眞美1）・白田 翔平1）・三枝 美穂1）・山岸 敦2）・高柳 篤史1，2）・野本 たかと1）

 1）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 2）東京歯科大学衛生学講座

O-3-4 社会的孤立による活動性低下を緩和する要因―モデルラットでの基礎的検討―
 ○中川 量晴・吉見 佳那子・石井 美紀・戸原 玄
 東京医科歯科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

O-3-5 不死化 Down 症候群永久歯歯根膜由来細胞の STR 解析
 ○紀田 優和子・浅川 剛吉・伏見 直子・池田 理沙・高橋 万莉・新田 雅一・船津 敬弘
 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座

11：10～11：50 心理・発達 座長：船 津 敬 弘

O-4-1 感覚過敏性はアレキシサイミアと歯科恐怖の関係を媒介する
 ○小川 美香・野上 堅太郎
 福岡歯科大学診断・全身管理学講座麻酔管理学分野

O-4-2 診療室の改築による環境変化に伴う自閉スペクトラム症患児の受診レディネスの変化
 ○田中 亜生1，2）・渡辺 麻衣子2）・平井 研吾2）・小島 健太郎2）・丹羽 佳世子2）・本田 貴子3）・ 

安部 晴美3）・荒井 亮2）・今井 裕樹2）・本間 宏実2）・辻野 啓一郎2）・櫻井 敦朗2）・新谷 誠康2）

 1）東京都立心身障害者口腔保健センター
 2）東京歯科大学小児歯科学講座
 3）東京歯科大学千葉歯科医療センター歯科衛生士部

O-4-3 自閉スペクトラム症患者における歯科受診適応レディネスの検討
 ○松岡 陽子1，2，3）・倉重 圭史4）・毛利 志乃1，2）・梶 美奈子5）・片山 博道1，2）・芝田 憲治2）・ 

齊藤 正人4）・山田 亜矢3）・福本 敏3，6）

 1）四日市市歯科医療センター
 2）四日市歯科医師会
 3）東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野
 4）北海道医療大学口腔構造機能発育学系小児歯科学分野
 5）北海道医療大学病院歯科衛生部
 6）九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学小児口腔医学分野

O-4-4 歯科衛生士の介入支援が知的能力障害と家族の意欲を向上し，口腔内環境を改善させた 1 症例
 ○徳井 文1）・小園 知佳1）・吉田 結梨子2）・尾田 友紀2）・中岡 美由紀1）・岡田 芳幸2）

 1）広島大学病院診療支援部歯科部門
 2）広島大学病院障害者歯科
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14：40～15：20 臨床統計 座長：小 松 知 子

O-5-1 当院障害者歯科センターでの口腔機能低下症に関する調査・検討
 ○芳地 祐梨1）・伏見 麻央1）・大西 香織1）・重田 里菜1）・佐山 真由美1）・楠木 奈央1）・ 

花岡 淑世1）・竹山 彰宏2）・樋口 仁3）・中井 史4）・大林 由美子4）・三宅 実4）

 1）かがわ総合リハビリテーションセンター
 2）竹山矯正歯科医院
 3）岡山大学病院歯科麻酔科
 4）香川大学医学部歯科口腔外科学講座

O-5-2 パンデミック突入から WITH コロナ時代へ―当科の対応と臨床統計的考察―
 ○野口 智康・大多和 由美・福田 謙一
 東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室

O-5-3 在宅移行後の 18 トリソミーに対する歯科訪問診療についての検討
 ○高井 理人1，2）・八若 保孝3）

 1）医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ
 2）北海道大学病院小児・障がい者歯科
 3）北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野小児・障害者歯科学教室

O-5-4 先天性，後天性神経・筋疾患患者の口腔解明に関する実態調査
 ○篠原 光代1）・塩田 智美2）・安部 信平3）・渡邊 紗衣1）・生木 俊輔4）

 1）順天堂大学医学部歯科口腔外科学研究室
 2）順天堂大学医学部呼吸器内科
 3）順天堂大学医学部小児科
 4）日本大学歯学部口腔外科学教室第二講座

15：20～15：50 症例報告 1 座長：中村由貴子

O-6-1 認知機能低下を伴う下顎骨病的骨折に対して姑息的治療が奏功した一例
 ○小野 龍太郎1）・雨宮 傑2，3）・山本 俊郎3）・金村 成智3）

 1）京都府立医科大学附属北部医療センター歯科口腔外科
 2）京都中部総合医療センター歯科・歯科口腔外科
 3）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学

O-6-2 沖縄県立北部病院の障がい者（児）歯科治療における開業歯科医院との連携の実態について
 ○牧 諒1，8）・小松 泰典2，9）・比嘉 努3）・幸地 真人3）・澤田 南海子3）・山本 雅史4）・仲間 錠嗣5）・ 

眞喜屋 睦子6）・木村 智弘7）・島村 和宏8）・山崎 信也9）

 1）沖縄県立北部病院
 2）沖縄県立精和病院歯科
 3）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科
 4）沖縄県立中部病院歯科口腔外科
 5）沖縄県立八重山病院歯科口腔外科
 6）オアシス歯科医院
 7）こうげん歯科医院
 8）奥羽大学大学院歯学研究科小児歯科学
 9）奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科
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O-6-3 神経線維腫症 1 型（レックリングハウゼン病）を有する患者に口腔衛生管理を行った 1 例
 ○和木田 敦子1）・時数 智子1）・神田 拓2）・福谷 多恵子3）・尾田 友紀4）・中岡 美由紀1）・ 

岡田 芳幸4）

 1）広島大学病院診療支援部歯科部門
 2）県立広島病院歯科・口腔外科
 3）広島大学大学院医系科学研究科口腔腫瘍制御学
 4）広島大学病院障害者歯科

15：50～16：20 症例報告 2 座長：原 野 　 望

O-7-1 顎裂部未閉鎖による呼気鼻漏出に対し顎裂部栓塞子を付与したバルブ型スピーチエイドを 
用いた両側唇顎口蓋裂の 1 例

 ○中西 あゆみ・伊原 良明・野末 真司・林 皓太
 昭和大学歯科病院口腔機能リハビリテーション科

O-7-2 高次脳機能障害をともなう口蓋裂患者への口腔リハビリテーション
 ○高橋 育美1）・町田 麗子1）・丹野 咲貴3）・鰕原 賀子1）・田村 文誉1，2）・菊谷 武1，2）

 1）日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科
 2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック
 3）日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座

O-7-3 脳卒中患者にセルフケアの準備プロセスから多職種でアプローチした症例
 ○加藤 紀穂1）・金森 大輔2）・坂口 貴代美1）・岡本 美英子3）・椎名 哲郎3）・横手 大輝5）・ 

辻 詩織4）・園田 茂5）

 1）藤田医科大学七栗記念病院歯科
 2）藤田医科大学医学部七栗記念病院歯科
 3）藤田医科大学医学部歯科口腔外科
 4）藤田医科大学七栗記念病院リハビリテーション部
 5）藤田医科大学医学部リハビリテーション医学Ⅱ講座


