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基礎研究

P-1-1 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞における Porphyromonas gingivalis 外膜小胞による影響
 ○矢口 学1）・田中 陽子1）・野村 宇稔2）・桑原 紀子3）・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）日本大学大学院松戸歯学研究科
 3）日本大学松戸歯学部感染免疫学講座

P-1-2 ラマン分光法を用いた神経細胞とシュワン細胞の共培養系におけるミエリンの分子イメージング
 ○足立 圭司1）・中尾 恵理子1）・高松 美香1）・足立 哲也1）・木下 竜太1，2）・赤根 光宣1，3）・ 

大迫 文重1）・山本 俊郎1）・金村 成智1）

 1）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
 2）康生会クリニック
 3）済生会滋賀県病院歯科

P-1-3 特別養護老人ホーム入居者における Candida 属菌種の分布と施設内伝播の調査
 ○梅澤 幸司・林 佐智代・野本 たかと
 日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-1-4 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞における IL-1 ファミリー遺伝子発現のアンバランスさ
 ○田中 陽子1）・矢口 学1）・野村 宇稔2）・桑原 紀子3）・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）日本大学大学院松戸歯学研究科
 3）日本大学松戸歯学部感染免疫学講座

P-1-5 Down 症候群由来歯肉線維芽細胞におけるプロテアーゼ活性化受容体の過剰発現
 ○野村 宇稔1）・田中 陽子2）・矢口 学2）・桑原 紀子3）・野本 たかと2）

 1）日本大学大学院松戸歯学研究科
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座
 3）日本大学松戸歯学部感染免疫学講座

P-1-6 演題取り下げ

P-1-7 免疫機構にかかわるケモカイン CXCL14 の解析についての検討
 ○赤坂 徹1）・小松 知子1）・森本 佳成2）・買原 一郎3）・買原 玲子3）

 1）神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野
 2）神奈川歯科大学全身管理歯科学講座高齢者歯科学分野
 3）たがみ歯科医院
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P-1-8 口腔内で使用可能なポータブル超音波顕微鏡による，う蝕象牙質の診断
 ○長沼 由泰1）・高橋 温1）・高橋 正敏2）・星 久美1）・貴田岡 亜希1）・佐々木 啓一3）・ 

水田 健太郎1，4）

 1）東北大学病院障がい者歯科治療部
 2）東北大学大学院歯学研究科歯科生体材料学分野
 3）東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野
 4）東北大学大学院歯学研究科歯科口腔麻酔学分野

P-1-9 ストレス経験により誘発されたセントラルコマンドが循環動態に与える影響と亜酸化窒素吸入
による修飾

 ○宮崎 裕則・西尾 良文・森本 雅子・山口 久穂・宮原 康太・朝比奈 滉直・吉田 結梨子・ 
尾田 友紀・岡田 芳幸

 広島大学病院障害者歯科

医療実態

P-2-1 歯科診療室併設の某特別養護老人ホームにおける歯科治療に関する実態調査
 ○山田 茂貴1，4）・野田 恵未1，2）・鈴木 佐和子2，3）・玄 景華1）・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）社会福祉法人アパティア福祉会
 3）豊橋市こども発達センター
 4）医療法人良美会

P-2-2 当院障害者歯科におけるインシデント影響要因の調査報告
 ○田崎 園子1）・原 麻莉1）・尾崎 茜1）・重松 愛子1）・今村 彩香1）・利光 拓也1）・縄田 和歌子2）・ 

天野 郁子1）・小島 寛1）

 1）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野
 2）福岡歯科大学医科歯科総合病院歯科衛生士部

P-2-3 障がい者歯科診療に対する中核市への移行の影響について 
―当部における 10 年間の臨床統計をもとに―

 ○原 久永・寺村 仁美・奥野 英志・宮崎 真一郎
 枚方休日急病歯科診療所障がい者（児）歯科部

P-2-4 一次医療機関における 5 年間の障害者歯科診療の実態調査
 ○渡辺 匡1，2）・佐藤 文香1）・西山 和彦2）・川邉 裕美2）・岡部 愛子2）・三國 文2）・出井 鮎美2）・ 

小松 知子2）

 1）ことぶき歯科医院
 2）神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野

P-2-5 医療的ケア児入所施設内歯科における 5 年間の医療安全対策活動の検討
 ○林 英子1）・山本 美幸1）・藤原 里依子1，2）・清水 香織2）・前田 茂3）・三島 克章1，2）

 1）鼓ヶ浦こども医療福祉センター
 2）山口大学大学院医学系研究科歯科口腔外科学講座
 3）東京医科歯科大学歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
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P-2-6 高齢化する障害者の歯科疾患の実態調査
 ○林 佐智代・稲田 穣・大塚 義顕・鈴木 史人・稲木 涼子・内田 淳・加賀谷 昇・ 

名原 行徳・村田 尚道・岩崎 昭憲・久保田 智彦・荒井 千春・相田 貴絵
 日本障害者歯科学会高齢化対策委員会

P-2-7 当院における訪問歯科診療 10 年間の実態調査
 ○水野 和子・和田 智仁・高木 理史・白波瀬 明子・吉本 美枝・徳地 正純
 医療法人純康会徳地歯科医院

P-2-8 循環器科栄養サポートチーム対象患者の実態と歯科受診後の変化
 ○後藤 申江・谷地 美貴・田代 早織・御代田 浩伸
 宮城県立こども病院歯科口腔外科・矯正歯科

P-2-9 当院における障害児（者）の周術期等口腔機能管理の実態調査
 ○土田 佳代1，2）・綾野 理加1）・三宅 実2）・中川 茉奈美1）・岩崎 昭憲1）

 1）独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター
 2）香川大学医学部歯科口腔外科学講座

P-2-10 当科における全身麻酔下集中歯科治療の実態調査―申請から実施までの待機期間の検討―
 ○鈴木 杏奈1，2）・高野 知子1，2）・勝畑 妙江子2）・佐藤 美緒2）・杉山 郁子2，3）・望月 美穂2）・ 

野口 萌2）・川瀬 清美2）・杉田 武士2，4）・宮城 敦2）・小松 知子1）・池田 正一2）

 1）神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野
 2）神奈川歯科大学附属横浜クリニック小児・障がい者歯科
 3）神奈川歯科大学歯科診療支援学講座高度先進歯科メンテナンス学分野
 4）神奈川歯科大学麻酔科学講座高度先進麻酔科学分野

P-2-11 某口腔保健センターにおける来院中断要因に関するアンケート
 ○堀越 咲葵1，2）・田中 純子1）・関野 仁1）・横田 英子1）・前田 知美1）・岩佐 美里1）・小暮 弘子1）・ 

大塚 菜月1）・下重 千恵子2）・湯澤 伸好2）・井上 惠司1，2）

 1）東京都立心身障害者口腔保健センター
 2）公益社団法人東京都歯科医師会

P-2-12 Down 症候群長期管理症例の臨床的検討
 ○岩佐 昌典1）・宮本 美紀子1）・早石 典子1）・齋藤 浩一1）・味寺 孝治1）・村崎 敏也1）・ 

坂下 寿人1）・坂野 正仁1）・水島 秀元1）・多田 伸一郎1）・遠矢 東誠1）・梅田 健吾1）・ 
大野屋 雅寛1）・佐野 和生1，2）・山本 有一郎1）

 1）福井口腔保健センター
 2）福井県在宅口腔ケア応援センター

P-2-13 当院における過去 6 年間の薬物的行動調整法の検討
 ○切石 健輔1）・鮎瀬 てるみ1）・米山 香織1）・眞方 信明1）・倉田 眞治2）・鮎瀬 卓郎2）・ 

喜多 慎太郎3）・河井 真理4）

 1）長崎大学病院特殊歯科総合治療部
 2）長崎大学病院麻酔生体管理科
 3）キタ忍歯科医院
 4）かわい歯科クリニック
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P-2-14 当歯科衛生センターにおける障害者歯科診療の動態調査
 ○小林 顕1）・花島 直樹1）・宮崎 晴朗1）・町田 貴敏1）・三澤 壮太郎1）・佐々木 淳1）・大谷 良1）・ 

中島 咲帆2）・飯領田 采奈2）・宇佐見 智里2）・村松 健司2）・内川 喜盛2）

 1）公益社団法人東京都板橋区歯科医師会
 2）日本歯科大学附属病院小児歯科

P-2-15 障害者入所施設における歯科健診の実施状況と口腔内の状況について
 ○大城 康全1）・山口 さやか2）・重枝 昭広2）・田中 純子2）・丹野 理枝1）・村井 智子1）・ 

石井 裕子1）・坂本 眞理子1）・渡邊 麻里子1）・木下 滋彦1）

 1）公益社団法人渋谷区歯科医師会
 2）東京都立心身障害者口腔保健センター

P-2-16 COVID-19 感染拡大が施設入所者の歯科受診に与えた影響
 ○砂川 恵・新垣 花絵・松本 早世・赤嶺 あきな・小禄 克子
 沖縄県歯科医師会沖縄県口腔保健医療センター

P-2-17 当科における過去 7 年間での全身麻酔下歯科治療の実態調査
 ○白倉 佳奈1）・西俣 はるか1）・伊藤 李香2）・木下 沙沙子1）・近藤 好夫1）・日高 聖2）・ 

西口 美由季1）・田上 直美1）

 1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児歯科学分野
 2）長崎大学病院小児歯科

P-2-18 障がい者施設への巡回歯科健診受診者と健常成人との口腔内状況の比較
 ○古田 摂夫・橋本 岳英・大澤 将也・小野木 泉・川瀬 淳子・田島 実和・椎名 麻里子・ 

田村 真衣・高橋 真紀・寺町 祥江・櫻井 泰伸・阿部 義和
 岐阜県歯科医師会

P-2-19 病院歯科における全身麻酔下歯科治療の実態調査
 ○三澤 寛晃1）・渡邊 伸也2）・伊藤 香織1）・藤倉 國尚1）・蓮池 祥江1）・三浦 雅明1）・ 

三輪 全三1）・池田 正一1）

 1）亀田総合病院歯科
 2）亀田総合病院歯科口腔外科

P-2-20 当診療所における聴覚障害者に対する 12 年間の実態調査
 ○高橋 恭彦1，2）・渡辺 真人1）・間宮 秀樹1）・堀本 進1）・小野 勝1）・平山 勝徳1）・茂木 信道1）・ 

椎木 佳子2）・菊地 幸信1）・飯島 由佳1）・和田 光利1）・片山 正昭1）

 1）藤沢市歯科医師会
 2）高橋歯科クリニック

P-2-21 当センターにおける日帰り全身麻酔実施患者の肥満に関する実態調査
 ○濱 陽子1）・宮内 美和1）・大石 瑞希1）・保田 紗夜1）・沖野 恵梨1）・新谷 宏規2）・ 

鈴木 淳司2）・大石 憲一2）・早乙女 裕彦2）・盛實 俊也2）・三好 敏朗2）・山中 史教2）・ 
上川 克己2）・山崎 健次2）

 1）広島口腔保健センター
 2）広島県歯科医師会
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P-2-22 当院障害者歯科における初診患者についての実態調査
 ○荒木 麻美1，2）・飯田 夏妃1，2）・稲垣 絹世1，2）・加古 駿輔1，2）・浜島 康祐1，2）・玄番 千夏子1，2）・ 

林 勇輝1，2）・堀部 森崇1，2）・名和 弘幸1，2）

 1）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座
 2）愛知学院大学歯学部附属病院障害者歯科

臨床統計

P-3-1 当センター歯科における静脈内鎮静法下歯科治療の実態調査 
―第 2 報　嘔吐抑制に関する投与量の検討―

 ○神野 成治1，2）・稲田 穰1，2，6）・三宅 真帆1）・山崎 てるみ1）・中島 敦3）・松本 勝洋1，2）・ 
南淵 翔平1，2）・押野 広美1）・伊藤 美由紀1）・鈴木 忍1）・玉木 順子1，4）・内宮 洋一郎1，5）・ 
原田 達也2）

 1）島田療育センター
 2）原田歯科医院
 3）そうか光生園
 4）稲城歯科
 5）おうちで歯科
 6）東京医科歯科大学（TMDU）小児歯科学・障害者歯科学分野

P-3-2 障害者歯科治療における対応法についての保護者への意識調査 
―テキストマイニングを用いた分析―

 ○加藤 喜久1，5）・木村 敬次リチャード2）・友利 浩一郎3）・我那覇 生純4）・藤井 航5）

 1）沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター
 2）リチャード歯科
 3）上地歯科医院
 4）阿蘇きずな歯科医院・宇城きずな歯科医院
 5）九州歯科大学口腔保健学科多職種連携推進ユニット

P-3-3 当小児歯科診療所における障害児（者）の実態調査
 ○山本 あふい1）・吉岡 忍2，3，4）

 1）なかよし小児歯科
 2）旭川地域歯科医療連携室
 3）道北口腔保健センター
 4）道北圏域在宅歯科医療連携室

P-3-4 全身麻酔・静脈麻酔を用いた行動調整に特化した障害者歯科診療所における通院時間と 
患者満足度に関する調査

 ○新田 晏菜1）・藤川 順司1）・田中 健司2）・納城 葵1）・長硲 成美1）・岡野 百恵1）・ 
加野 絵里子1）・松尾 麻希1）・操田 優美1）・廣瀬 陽介1）

 1）一般社団法人堺市歯科医師会堺市重度障害者歯科診療所
 2）たなかデンタルクリニック
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P-3-5 千葉市総合保健医療センターにおける過去 29 年間の初診患者年齢の推移について
 ○諸隈 正和1，2）・福田 謙一1，3）・上野 博康1）・小林 由加子1）・小峯 悠晄尚1）・菊池 章宏1）・ 

宍倉 一郎1）・細井 裕介1）・永井 一宗1）・出川 博美1，4）・谷村 久美子1，4）・野口 智康1，3）・ 
楠本 美紀1）・齊藤 浩司1）

 1）一般社団法人千葉市歯科医師会
 2）諸隈歯科医院
 3）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）
 4）公益財団法人千葉市保健医療事業団

P-3-6 当センター歯科における初診障害児・者の 4 年間の実態調査 
―薬物的行動調整下歯科治療に関して―

 ○島田 真菜美・能崎 晋一・丸川 浩平
 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター歯科口腔外科

P-3-7 歯科医師会口腔保健センターにおける患者動向調査―県内，県外患者の比較―
 ○富田 直也1，2）・村田 隆弘1，2）・斉藤 崇1，2）・福田 優1，2）・高野 淳志2，5）・林 佳奈2，4）・ 

岩渕 佑介2，4）・三坂 亜矢子2）・大澤 房代2）・栗原 杏奈2）・稲田 穣2，3）

 1）一般社団法人館林邑楽歯科医師会
 2）一般社団法人館林邑楽歯科医師会館林邑楽歯科医療センター
 3）社会福祉法人日本心身障害児協会島田療育センター
 4）東京医科歯科大学障害者歯科学分野
 5）公立館林厚生病院歯科口腔外科

P-3-8 地域における障碍者の咬合支持域について―障害別の比較―
 ○森 貴幸・野島 靖子・関 愛子・高盛 充仁・脇本 仁奈・西崎 和佳奈・山本 昌直・ 

東 倫子・劉 法相・山瀬 裕子・三谷 裕子・瀬尾 達志・江草 正彦
 岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター

P-3-9 当院における日帰り全身麻酔の統計的検討と障害者歯科への応用
 ○早川 佳男1）・阿部 佳子1）・鈴木 將之2）・矢島 愛美1）・河原 博1）

 1）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座
 2）横浜市歯科保健医療センター

P-3-10 歯科診療空間における環境汚染に関与する口腔内由来の微生物の同定
 ○阪本 敬1）・関根 伸一2，3）・松本 夏1）・佐伯 直哉1）・神前 圭吾1）・村上 旬平1）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）大阪大学歯学部附属病院予防歯科学教室
 3）大手前短期大学歯科衛生学科
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P-3-11 小児在宅歯科医療における多職種協働ネットワーク構築に関する研究　 
―第 2 報：神奈川県内障害児発達支援事業所における意識調査―

 ○小松 知子1）・宋 文群2）・永村 宗護3）・有輪 理彦3）・大澤 智子3）・桑名 裕一郎3）・ 
戸田 真司4）・松澤 直子1）・萩原 大1）・鎌田 有一朗1）・李 昌一5）・井野 智6）・櫻井 孝7）

 1）神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野
 2）神奈川歯科大学健康科学講座口腔保健学分野
 3）神奈川県歯科医師会
 4）神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科
 5）神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野
 6）神奈川歯科大学歯科補綴学講座有床義歯補綴学分野
 7）神奈川歯科大学画像診断学講座画像診断学分野

P-3-12 障害者歯科診療所への常勤歯科医の配置と診療日を増加した影響について
 ○飯嶋 和斗1）・川口 潤1，2）・赤岩 けさ子1）・齋藤 俊夫1）・一戸 達也1，2）

 1）さざんか特殊歯科診療所
 2）東京歯科大学歯科麻酔学講座

P-3-13 1 歳半から 6 歳児の口腔機能発達に関する保護者の主観的評価に関するアンケート
 ○山田 裕之1，2）・田村 文誉1，2）・作田 妙子1）・水上 美樹1）・田中 祐子1）・礒田 友子1，2）・ 

保母 妃美子1，2）・宮城 航1，2）・菊谷 武1，2）

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

P-3-14 Down 症候群患者の歯周病リスクに関する構成細菌の変化―初診時と半年後の比較検討―
 ○高盛 充仁1）・前田 茂2）・森 貴幸1）・野島 靖子1）・東 倫子1）・山本 昌直1）・関 愛子1）・ 

脇本 仁奈1）・沢 有紀1）・西崎 和佳奈1）・劉 法相1）・山瀬 裕子1）・三谷 裕子1）・ 
半井 桜子1）・江草 正彦1）

 1）岡山大学スペシャルニーズ歯科センター
 2） 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医歯学専攻口腔機能再構築学講座歯科麻酔・ 

口腔顔面痛制御学分野

P-3-15 当センターにおける現状と課題―第 1 報　受診患者の実態調査―
 ○日永 智子1）・山川 摩利子1）・山崎 千晶1）・難波 亜弥1）・三笘 貴司1，2）・山室 宰1，2）・ 

榮 静1）・徳冨 由紀1）・前淵 隆子1）・山口 八重子1）・藏本 和咲3）・吉田 知代子4）・ 
松本 信久2）・椿 誠1，2）

 1）熊本県歯科医師会口腔保健センター
 2）熊本県歯科医師会
 3）熊本市中央区保健子ども課
 4）蔵本歯科医院

P-3-16 当センターにおける現状と課題―第 2 報　新規受診患者の実態調査―
 ○山崎 千晶1）・山川 摩利子1）・難波 亜弥1）・三笘 貴司1，2）・山室 宰1，2）・榮 静1）・ 

徳冨 由紀1）・日永 智子1）・前淵 隆子1）・山口 八重子1）・藏本 和咲3）・吉田 知代子4）・ 
松本 信久2）・椿 誠1，2）

 1）熊本県歯科医師会口腔保健センター
 2）熊本県歯科医師会
 3）熊本市中央区保健子ども課
 4）蔵本歯科医院
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P-3-17 地域開業医における全身麻酔および静脈内鎮静を用いた歯科治療の実態調査
 ○嶋田 光矩・西中村 亮・樋山 めぐみ・前川 友紀・中本 陽子・馬場 篤子・岡本 佳明
 医療法人社団湧泉会ひまわり歯科

P-3-18 移転・充実した障害者歯科診療所開設 2 年間の診療実態
 ○春木 隆伸1，2）・三木 直樹1，2）・山根 尚弥2，4）・佐藤 太一1，2）・小河 宏行1，2）・藤波 徹1，2）・ 

神坂 学1，2）・田中 秀幸1，2）・向井 千久1，2）・橋井 公三郎1，2）・覚道 知樹1，4）・加藤 裕彦1，4）・ 
村上 旬平1，3）

 1）あかしユニバーサル歯科診療所
 2）（一社）明石市歯科医師会
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科診療部
 4）大阪歯科大学歯学部歯科麻酔学講座

対応法

P-4-1 歯科診療にてチェーンブランケットを活用した 2 症例
 ○中村 恵子・松下 沙紀・菅 桃花・田中 聡美・米花 佳代子・中村 由貴子
 大阪発達総合療育センター南大阪小児リハビリテーション病院

P-4-2 自閉スペクトラム症児の行動調整について
 ○国吉 初枝1）・友利 浩一郎1）・幸喜 奈緒子2）・上地 智博1）

 1）上地歯科医院
 2）琉球大学附属病院歯科口腔外科

P-4-3 著しく不協力な自閉スペクトラム症者におけるトレーニング完了，未完了の要因
 ○鈴木 香保利1，2，3）・小笠原 正1，2）・深見 圭子1）・本多 陽子1）・内藤 抄織1）・村松 直子1）・ 

磯貝 陽子1）

 1）西尾市障害者歯科診療所
 2）よこすな歯科クリニック
 3）松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座

P-4-4 強度行動障害患者の入院における問診用紙の作成―病棟看護師との連携―
 ○廣瀬 満理奈1）・加藤 篤1）・永坂 梨奈1）・鴨狩 たまき1）・田中 恵1）・森田 麻希1，2）・ 

渋谷 恭之1，2）

 1）愛知県医療療育総合センター中央病院歯科部
 2） 名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科

学分野

鎮静法

P-5-1 一般開業歯科医院における笑気吸入鎮静法および静脈内鎮静法下歯科治療症例の検討
 ○渡邊 麻里子1）・渡辺 敏光1）・磯貝 文彦2）・伏見 直子3）・中野 寛子1）

 1）マリコ歯科クリニック
 2）いそがい歯科クリニック
 3）昭和大学歯科病院小児歯科教室
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P-5-2 痛み恐怖を有する自閉スペクトラム症児の抜歯に静脈内鎮静法が有効であった一症例
 ○松本 勝洋1，2）・原田 達也1）・山本 詩織1）・三宅 真帆2）・山崎 てるみ2）・玉木 順子2）・ 

内宮 洋一郎2）・稲田 穣1，2）・神野 成治1，2）

 1）原田歯科医院
 2）日本心身障害児協会島田療育センター

P-5-3 障がい者の静脈内鎮静法下歯科治療が歯科衛生士の唾液中α-アミラーゼ値に及ぼす影響
 ○作 陽子1）・後藤 隆志1，2）・安藤 正憲1）・石黒 慎太郎1）・扇 照人1）・川崎 雅敏1）・ 

長谷川 良広1）・畑佐 学1）・牧 宏行1）・小林 万里子1）・酒井 美穂1）・名超 美登利1）・ 
吉川 志保1）・櫻井 学2）・上村 誠一郎1）

 1）一宮市口腔衛生センター
 2）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科麻酔学分野

P-5-4 新型コロナウィルス感染拡大の影響による静脈内鎮静法の薬物使用量の変化
 ○掬川 智美1）・阿部 佳子2）・平山 展大3）・河野 孝栄1）・錦織 直哉1）・安西 由充1）・金子 亮1）・ 

夏目 宗治1）・廣田 るり子1）・弘中 祥司4）・朝田 芳信3）・河原 博2）

 1）小田原市歯科二次診療所
 2）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座
 3）鶴見大学歯学部小児歯科学講座
 4）昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座

P-5-5 薬物行動療法を用いた歯科治療に関する 2 次医療担当医の意識調査
 ○有輪 理彦1）・西山 和彦1，2）・阿部 英子1）・松本 好史1）・宮城 敦2）

 1）三浦半島地域障害者歯科診療所
 2）神奈川歯科大学

P-5-6 地域障害者歯科診療所で行った静脈内鎮静法の検討
 ○大隅 省1，2）・森 篤志1，2）・浅野 敬太1，2）・三宅 洋彰1，2）・村田 起一1，2）・安形 友良1，2）・ 

大久保 善正1，2）・中島 啓太1，2）・羽田野 敬彦1，2）・松本 弥之1，2）・松井 香苗1，2）・ 
鈴木 佐和子2）・安田 順一3）・玄 景華3）

 1）豊橋市歯科医師会
 2）豊橋市休日・夜間障害者歯科診療所
 3）朝日大歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

P-5-7 2 次医療機関における小児障害者歯科患者に対する静脈内鎮静法症例の検討
 ○間宮 秀樹1）・堀本 進1）・榎本 雅宏1）・高橋 恭彦1）・小野 勝1）・飯島 由佳1）・阿部 佳子2）・ 

河原 博2）・和田 光利1）・片山 正昭1）

 1）藤沢市歯科医師会
 2）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座

P-5-8 高齢患者に対する静脈内鎮静法の安全性についての検討
 ○宮内 美和1）・濱 陽子1）・大石 瑞希1）・保田 紗夜1）・沖野 恵梨1）・新谷 宏規2）・鈴木 淳司2）・ 

大石 憲一2）・早乙女 裕彦2）・盛實 俊也2）・三好 敏朗2）・山中 史教2）・上川 克己2）・ 
山崎 健次2）

 1）広島口腔保健センター
 2）広島県歯科医師会
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全身麻酔

P-6-1 偽サリドマイド症候群患者への全身麻酔による歯科治療経験
 ○菊池 和子・久慈 昭慶・小瀬川 遼・磯部 可奈子・栃内 貴子・高満 幸宜・熊谷 美保・ 

森川 和政
 岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学・障害者歯科学分野

P-6-2 繰り返す誤嚥性肺炎のため胃瘻造設した West 症候群の全身麻酔下歯科治療の経験
 ○佐藤 璃奈1）・今井 知行1）・関口 雅也1）・南木 小杏也1）・玉野井 喬1）・今井 彩乃1）・ 

木村 楽1）・北條 健太郎1，2）・吉田 健司1）・冨田 修1）・箱崎 麗子2）・宮嶋 唯2）・ 
佐々木 重夫2）・川合 宏仁1）・山崎 信也1）

 1）奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科
 2）奥羽大学歯学部附属病院地域医療支援歯科

P-6-3 分類不能型免疫不全症を有する患児に対する全身麻酔下での全顎的歯科治療を行った一例
 ○安部 勇志・鈴木 千裕・松村 朋香・高橋 賢・脇田 亮・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

合併疾患・全身管理

P-7-1 重度循環器疾患を有する知的能力障害者の歯科治療時の周術期管理経験
 ○森本 佳成1）・小松 知子1）・赤坂 徹1）・林 恵美1）・萩原 大1）・宮本 晴美2）・横山 滉介2）・ 

多田 千晶3）・飯田 恵理3）・高野 宏二3）

 1）神奈川歯科大学全身管理歯科学講座
 2）神奈川歯科大学歯科診療支援学講座
 3）埼玉県歯科医師会口腔保健センター

P-7-2 術前診察での喘鳴より嚥下内視鏡検査で喉頭軟化症診断に至った症例の検討
 ○鈴木 史人1）・佐藤 會士3）・高野 裕史5）・大野 由夏2）・高木 沙央理2）・高橋 正人4）・ 

鈴木 兼一郎5）・伊東 慶介5）・大谷 亜紀子1）・小長谷 光2）

 1）国立病院機構あきた病院秋田神経難病医療センター歯科
 2）明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野
 3）愛知学院大学歯学部麻酔学講座
 4）埼玉医科大学病院麻酔科
 5）秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

P-7-3 成人先天性心疾患を有する Down 症候群患者の抜歯後に感染性心内膜炎から脳膿瘍を発症し
た症例

 ○大植 香菜1）・尾田 友紀2）・向井 明里3）・好中 大雅1）・小田 綾1）・高橋 珠世1）・今戸 瑛二3）・ 
清水 慶隆3）・岡田 芳幸2）・吉田 充広1）

 1）広島大学病院歯科麻酔科
 2）広島大学病院障害者歯科
 3）広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学
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P-7-4 開口障害を伴う多系統萎縮症患者に対し亜酸化窒素吸入鎮静法下に歯科治療を行った 1 例
 ○高橋 珠世1）・向井 明里2）・今戸 瑛二2）・小田 綾1）・大植 香菜1）・尾田 友紀3）・清水 慶隆2）・ 

岡田 芳幸3）・吉田 充広1）

 1）広島大学病院口腔再建外科（歯科麻酔科）
 2）広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学研究室
 3）広島大学病院口腔健康発育歯科（障害者歯科）

P-7-5 当院緩和ケアセンターのがん終末期患者における口腔状態の変化
 ○岡本 美英子1）・金森 大輔2）・坂口 貴代美3）・田中 紘子4）・加藤 紀穂3）・蟹江 仁美4）

 1）藤田医科大学医学部歯科・口腔外科学講座
 2）藤田医科大学医学部七栗歯科
 3）藤田医科大学七栗記念病院歯科
 4）藤田医科大学病院歯科・口腔外科

症例報告

P-8-1 非血縁者間骨髄移植（HLA-DRB1 座不適合）患者に慢性口腔 GVHD 発症リスクを考慮し 
長期に口腔健康管理を実施した一症例

 ○坂口 由季1）・遠井 政行2）・足達 淑子1）・樺沢 勇司3）・岩本 勉4）

 1）東京医科歯科大学病院歯科衛生保健部
 2）東京医科歯科大学大学院生涯口腔保健衛生学分野
 3）東京医科歯科大学大学院健康支援口腔保健衛生学分野
 4） 東京医科歯科大学大学院口腔機能再構築学講座小児歯科学・障害者歯科学分野

P-8-2 複数過剰歯抜歯を行った Pitt-Hopkins 症候群の 1 例
 ○中川 誠仁1，2）・笠井 昌樹子1）・畔柳 知恵子1）・清水 みお1）・松田 哲文1）・中西 環2）・ 

村上 旬平3）

 1）（一社）尼崎市歯科医師会尼崎口腔衛生センター
 2）大阪歯科大学口腔外科学第一講座
 3）大阪大学歯学部障害者歯科治療部

P-8-3 自閉スペクトラム症患者に対する 20 年間の口腔健康管理
 ○岡 雅子1，2）・廣瀬 陽介3）・藤川 順司2，3）・太田 香1）・山東 理沙1）・星野 佑典1）・ 

竹岡 高志1）・小畑 文也1）

 1）医療法人ウェルネス小畑歯科医院
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 3）一般社団法人堺市歯科医師会堺市重度障害者歯科診療所

P-8-4 矯正治療中に矯正装置の誤飲を認めた 22q11.2 欠失症候群の一例
 ○奥 猛志1）・大内山 晶子1）・志岐 晶子2）

 1）医療法人おく小児矯正歯科
 2）リチャード歯科
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P-8-5 初めての歯科受診で多数歯う蝕を呈した自閉スペクトラム症患者に対する歯科治療の一症例
 ○星野 佑典1）・岡 雅子1，2）・山東 理沙1）・竹岡 高志1）・小畑 文也1）

 1）医療法人ウェルネス小畑歯科医院
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

P-8-6 誤飲した鋳造歯冠修復物を下部消化管内視鏡にて回収した失語症の 1 例
 ○手島 渉
 公立みつぎ総合病院歯科

P-8-7 Eisenmenger 症候群患者への歯科訪問診療での口腔衛生管理の経験
 ○小南 奈央1）・福井 智子1）・古屋 裕康1，2）・加藤 真莉1）・中山 裕子1）・関 麻衣子1）・ 

炬口 木里子1）・小野 菜月1）・久保 彩月1）・水野 利恵1）・山内 豪之1，3）

 1）杉並区歯科保健医療センター
 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）東京都杉並区歯科医師会

P-8-8 不登校で歯科診療へも非協力であった児の受診行動の変化がみられた一例
 ○久保 彩月1）・福井 智子1）・嘉手納 未季1，2）・久保 周平1）・姜 世野1，2）・加藤 真莉1）・ 

中山 裕子1）・関 麻衣子1）・炬口 木里子1）・小野 菜月1）・小南 奈央1）・水野 利恵1）・ 
山内 豪之1，3）

 1）杉並区歯科保健医療センター
 2）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
 3）東京都杉並区歯科医師会

P-8-9 ミトコンドリア病患者の歯科治療経験
 ○鳥居 孝・西田 尚史・菅野 栄子
 鳥居歯科医院

P-8-10 乳歯列期の West 症候群児のブラキシズム予防にマウスガードを応用した一例
 ○佐藤 絵美1）・田中 紀美2）・井上 博1）

 1）医療法人 HIMAWARI 歯科診療所ひまわり
 2）医療法人 HIMAWARI ReBon Dental Clinic

P-8-11 COVID-19 の感染対策によって非協力となった Down 症候群患者の一例
 ○白井 弘三1）・今井 裕樹2）・櫻井 敦朗2）・松浦 信幸3）・菊田 高行1）・内田 博之1）・ 

戸坂 清二1）・原田 達也1）・桜井 真理1）・丸山 清孝1）・横田 達哉1）・新井 嘩子1）・ 
宮川 慎二郎1）・新谷 誠康2）・一戸 達也4）

 1）公益社団法人東京都八南歯科医師会
 2）東京歯科大学小児歯科学講座
 3）東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座
 4）東京歯科大学歯科麻酔学講座

P-8-12 おしゃぶり型マウスピースを適用した滑脳症の一症例
 ○坂井 謙介・松永 奈津紀
 医療法人隼和会坂井歯科医院
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P-8-13 歯性感染後に根形成がみられた Angelman 症候群の一例
 ○加川 千鶴世1）・岡 琢弓2）・永井 春菜1）・中川 雄介1）・佐々木 重夫3）・島村 和宏1）

 1）奥羽大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野
 2）親と子のデンタルクリニック
 3）奥羽大学歯学部附属病院地域医療支援歯科

P-8-14 視覚聴覚二重障害患者の顎下隙膿瘍を併発した顎下腺唾石症の一例
 ○松原 誠1）・瓜生 和貴2）・岡部 靖子2）・黒田 亜美2）・松原 礼子2）・鈴田 弓実2）・ 

伊藤 さと美2）・高田 和恵2）・山岸 絹枝2）・鴻池 千里2）・片浦 貴俊2）・長江 麻帆2）・丹羽 忍2）

 1）松波総合病院歯科口腔外科
 2）名古屋歯科保健医療センター

P-8-15 長期的口腔管理を行った遺伝性感覚・自律神経ニューロパチー（HSAN）5 型患者の一例
 ○大島 邦子1）・坂本 裕里子2）・筒井 亜香里2）・近藤 淳子2）・早崎 治明1）

 1）新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野
 2）新潟大学医歯学総合病院診療支援部歯科衛生部門

P-8-16 脳性麻痺患者の全身麻酔下歯科治療に担当歯科衛生士が一貫した介入を行った一例
 ○加藤 尚子1）・冨江 華織2）・長谷川 士朗2）

 1）公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院看護部
 2）公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院歯科口腔外科

P-8-17 麻酔前投薬の麻酔導入中の嘔吐により換気困難となった小児全身麻酔の 1 例
 ○今井 有蔵1，2）・倉田 行伸2）・岸本 直隆2）・田中 裕3）・弦巻 立2）・金丸 博子2）・ 

佐藤 由美子3）・山本 徹2）・小山 祐平2）・氏田 倫章2）・沢田 詠見2）・瀬尾 憲司2）

 1）獨協医科大学医学部口腔外科学講座
 2）新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔学分野
 3）新潟大学医歯学総合病院歯科麻酔科

P-8-18 強迫性障害患者の歯科治療経験
 ○近藤 有秀1）・松崎 哲1）・島崎 士1，2）・松崎 文子1）・賀川 千瑛1，2）・粂川 悦子1）・ 

木下 知恵美1）・望月 園枝1）

 1）まつざき歯科クリニック
 2）TMG あさか医療センター歯科口腔外科

P-8-19 脱落乳歯が食道に停留した重症心身障害児の 2 症例
 ○中村 由貴子1）・福島 康祐2）・松下 沙紀1）・菅 桃花1）・田中 聡美1）・中村 恵子1）・ 

米花 佳代子1）

 1）大阪発達総合療育センター南大阪小児リハビリテーション病院
 2）神戸医療生協生協なでしこ歯科小児・障がい者治療部

P-8-20 周期性嘔吐症を有するアンジェルマン症候群患者に口腔管理を行った 1 症例
 ○高野 宏二・久保 弘子・高野 恵実・多田 千晶・塚脇 香苗・佐々木 隆子・清水 千代子・ 

飯田 恵理・富田 早央里・君塚 沙紀・青柳 里沙・矢作 真衣・阿部 有孝・大島 修一
 埼玉県歯科医師会口腔保健センター
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P-8-21 Down 症候群患児に対して全身麻酔下ガマ腫開窓処置を行った 1 例
 ○高橋 康男・岡田 弥佳・肥沼 順子・佐藤 康子・武井 浩樹
 埼玉県立小児医療センター小児歯科

P-8-22 ご褒美パズルを工夫したことで診療室入室に繋がった自閉スペクトラム症児の一例
 ○笹山 澪1）・竹谷 史帆1）・川添 由貴2）・道満 朝美1）・高木 景子1）・百瀬 深志1）・三島 信之1）・ 

西村 ななみ1）・岸本 沙樹1）・秋山 茂久3）

 1）神戸市立こうべ市歯科センター
 2）大阪大学附属病院歯科麻酔科
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

P-8-23 長期に口腔管理を行なっている自閉スペクトラム症患者の 1 症例
 ○鈴木 千里・丸山 健・大野 勝弘・岡 義郎・市川 博文・野島 隆・鍋田 伸郎・ 

犬塚 聖子・林 育子・伊藤 しのぶ・原田 恵理子・森田 麻有・鳥居 ゆきみ・菅 絵理・ 
高橋 実希

 岡崎歯科総合センター

P-8-24 負の学習の消去にフラッディング法が有効であった症例
 ○金杉 紀明1）・横田 祐司1）・上田 豊1）・石渡 利幸1）・船田 淳子1）・毛利 徹1）・前田 亮1）・ 

鈴木 淳子1）・市川 敬一1）・新見 嘉邦2）・梅津 糸由子2）・猪俣 英理3）・遠藤 眞美3）・ 
野本 たかと3）・佐藤 和義1）

 1）公益社団法人東京都足立区歯科医師会口腔保健センター
 2）日本歯科大学生命歯学部小児歯科学講座
 3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-8-25 Down 症候群患者におけるブラッシング指導の 11 年間の継続管理症例
 ○林 浩司1）・奈良 清加2）・齋藤 教子3）・宮下 照展4）

 1）医療法人はやし歯科医院
 2）なら歯科医院
 3）齋藤歯科医院
 4）医療法人 YY 会摂食支援センターミヤシタデンタルクリニック

P-8-26 就労を機に自立に向けた口腔衛生指導を行った Down 症候群患者の一例
 ○山井 美香1）・大多和 由美1，2）・野村 美奈1）・西連寺 寿恵1）・鈴木 伶菜1）・半沢 篤1，2）・ 

村居 幸夫1）・榊 正幸1）

 1）（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸
 2）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

P-8-27 自閉スペクトラム症患者に生じた歯原性角化嚢胞の 1 例
 ○竹内 純一郎1）・寺岡 駿1）・松田 佳子1）・阿江 香織1）・大村 佐智代1）・細見 潤子1）・ 

清水 大介2）・高野 貴司2）・木本 明3）

 1）兵庫県立丹波医療センター歯科口腔外科
 2）公立豊岡病院麻酔科
 3）神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

P-8-28 Cockayne 症候群患者の長期口腔管理を経験した 1 例
 ○君 雅水1，2）・神庭 優衣2）・角田 望2）・石橋 奈美2）・加川 千鶴世2）・島村 和宏2）

 1）きみ歯科・口腔外科クリニック
 2）奥羽大学大学歯学部成長発育歯学講座小児歯科学分野
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P-8-29 口腔のセルフケアを目指した軽度知的能力障害者に対する口腔清掃指導の一例
 ○小山 璃子1）・池口 洋子1）・米村 美奈子1）・廣松 滋幹1，2）・大場 庸助1，2）・甲田 航1，2）・ 

鵜飼 智1，2）・木村 亮一1，2）・佐藤 太一1，2）・箕浦 孝昭1，2）・梅澤 幸司3）・野本 たかと3）・ 
大多和 実1，2）

 1）北区障害者口腔保健センター
 2）東京都滝野川歯科医師会
 3）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-8-30 思春期早発症を診断された医療的ケア児の早期前歯部交換期の 1 症例
 ○木村 敬次リチャード1）・砥上 京子1）・志岐 晶子1）・原 麻莉2）・佐藤 綾子3）・加藤 喜久4）

 1）リチャード歯科
 2）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野
 3）九州大学病院小児歯科・スペシャルニーズ歯科
 4）一般社団法人沖縄県歯科医師会沖縄県口腔保健医療センター

P-8-31 当科を受診した FGF23 関連低リン血症性くる病患児の 7 例について
 ○飛嶋 かおり・太田 那菜・藤田 紀江・山本 知由・加納 欣徳
 あいち小児保健医療総合センター歯科口腔外科

P-8-32 全身麻酔下で歯科治療を行った Myhre 症候群患者の 1 例
 ○安藤 早礎1）・下田 麻央1）・財間 達也1，2）・湯崎 敬子1）・村上 旬平1）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）財間歯科医院

P-8-33 自閉症スペクトラム障害児に対する全身麻酔下歯科治療において保隙装置まで装着した 1 例
 ○林 佳奈1）・楠本 康香2）・杉本 明日菜2）・岩本 勉2）・岩田 こころ3）・平和田 智佳3）・ 

相田 貴絵1）・岩淵 祐介1）・為永 里紗1）・外園 智唯4）・濱 文奈4）・鈴木 朋1）・中村 盛幸1）・ 
稲田 穣4，5）・前田 茂6）

 1）東京医科歯科大学病院障害者歯科外来
 2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野
 3）東京医科歯科大学病院小児歯科
 4）江戸川区口腔保健センター
 5）社会福祉法人日本心身障害児協会島田療育センター
 6）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野

P-8-34 小児在宅歯科医療の摂食機能療法における体成分分析器の使用経験
 ○村田 尚道・沖原 朱美・岡本 佳明
 医療法人社団湧泉会ひまわり歯科

P-8-35 Freeman-Sheldon 症候群の成人患者の一例
 ○高野 知子1，2）・新倉 啓太2）・高瀬 幸子2，3）・山田 千恵2）・植松 里奈2）・宮崎 敬子2，4）・ 

グリーナン せつゑ2）・小松 知子1）・池田 正一2）

 1）神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野
 2）神奈川歯科大学附属横浜クリニック小児・障がい者歯科
 3）神奈川歯科大学高度先進歯科メンテナンス学分野
 4）心身障害児総合医療療育センター歯科
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P-8-36 Tourette 症候群と診断されていた咬傷の見られた神経有棘赤血球症の一例
 ○市川 愛希子1）・村上 旬平1）・中島 好明1）・石田 啓1）・齋藤 晴人1）・村山 高章2）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）宇治武田病院歯科・歯科口腔外科

P-8-37 薬物乱用歴のある患者の歯科治療経験
 ○相田 貴絵1）・楠本 康香2）・岩渕 佑介1）・星合 泰治4）・林 佳奈1）・為永 里紗1）・ 

杉本 明日菜2）・篠塚 修2）・渡邊 麻里子1）・星合 愛子2）・秦 史子5）・前田 茂3）・岩本 勉2）

 1）東京医科歯科大学病院
 2）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野
 3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野
 4）東京都立府中療育センター
 5）群馬県立小児医療センター

P-8-38 重症心身障害児者長期入所施設における口腔ケアカードの活用
 ○鈴木 由美子1）・西村 康1）・水津 美鶴2）・佐貫 千夏2）・小澤 正明1）

 1）十愛療育会横浜医療福祉センター港南
 2）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科

P-8-39 Ehlers-Danlos 症候群患者 2 例の歯科治療経験
 ○馬目 瑶子1）・嘉手納 未季1）・姜 世野1）・佐藤 ゆり絵1）・小野 慎之介1）・中村 夏野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

P-8-40 日本語でのコミュニケーションが困難な自閉スペクトラム症患者の一例
 ○藤田 紀江1，2）・野口 智子1）・西村 美ナ美1）・飛嶋 かおり2）・富田 喜美雄1）・加納 欣徳2）・ 

名和 弘幸1，3）

 1）愛知歯科医療センター
 2）あいち小児保健医療総合センター
 3）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座

P-8-41 脳出血後遺症からブローカ失語になった患者との関わり
 ○加賀谷 昇・小林 美生・齊藤 怜子・池 弘美・植田 美知子・高橋 由理・瀧本 眞弓
 加賀谷歯科医院

P-8-42 てんかん発作誘発因子に対して配慮を行った一症例
 ○中村 恵理子1）・櫻井 剛史2）・田中 誠一2）・岡本 正志2）・加藤 宏明2）・宇於崎 隆3）・ 

牧野 真也3）・貴舩 真澄1）・三谷 好江2）・村松 保子4）・山本 千代美5）・塚本 真由奈6）・ 
夫 才成4）・安田 順一7）・玄 景華7）

 1）さくらい歯科医院
 2）小笠掛川歯科医師会
 3）磐周歯科医師会
 4）中東遠総合医療センター歯科口腔外科
 5）医療法人社団順風会宇於崎歯科医院
 6）医療法人社団瑞歯スマイル歯科
 7）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野
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P-8-43 フラッシュバックを頻発する解離性同一性障害患者に対し静脈内鎮静法を用いて歯科治療を
行った症例

 ○朝比奈 滉直1，2）・村上 康彦2）・山上 裕介2）・大崎 麻未2）・岡田 芳幸1）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）松本歯科大学地域連携歯科学講座

P-8-44 施設入所児における行動変容の 1 症例
 ○眞武 幸枝1）・吉良 真奈美1）・眞武 俊寿1）・寺田 ハルカ2）・平塚 正雄3，4）

 1）眞武歯科医院
 2）医療法人発達歯科会おがた小児歯科医院
 3）沖縄県歯科医師会立口腔保健医療センター
 4）福岡歯科大学総合歯科学講座訪問歯科センター

P-8-45 口腔内所見から壊血病の診断に至った自閉スペクトラム症児の 1 例
 ○山本 晋也
 北九州市立総合療育センター

P-8-46 Mulvihill-Smith syndrome 患児の永久歯への交換に伴う経時的な変化についての一例
 ○趙 継美1，2）・八若 保孝2）

 1）北海道大学大学院歯学院口腔機能学講座小児・障害者歯科学教室
 2）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

P-8-47 緊急事態宣言中に全身麻酔下歯科治療を優先した重度肺動脈弁逆流症を有する症例
 ○清原 悠貴・高木 沙央理・河野 亮子・安藤 槙之介・大野 由夏・小長谷 光
 明海大学歯学部病態診断治療学講座歯科麻酔学分野

P-8-48 Noonan 症候群を合併する患者の静脈内鎮静法管理下での対応について
 ○山口 秀紀1）・吉崎 里香1）・卯田 昭夫1）・鈴木 正敏1）・林 佐知代2）・野本 たかと2）

 1）日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-8-49 歯科治療中にメタルインレーを誤飲し内視鏡下で摘出した自閉スペクトラム症患者の一例
 ○寺尾 香織1）・矢島 愛美1，2）・小林 冴子1，3）・阿部 佳子1，2）・井坂 在峰1）・田中 克佳1）・ 

中嶋 智仁1）・伊奈 幹晃1）・荒木 信清1）・桔梗 知明1）・島根 恭代1）・朝田 芳信3）・ 
河原 博1，2）・田村 昌三1）

 1）公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会口腔衛生センター歯科診療所
 2）鶴見大学歯学部歯科麻酔学講座
 3）鶴見大学歯学部小児歯科学講座

P-8-50 体温調節障害を合併した Apert 症候群患者に対する全身麻酔経験
 ○金子 瑠実1，2）・黒田 由紀子2）・黒田 真右2）・佐々木 陽子2，3）・黒田 英孝2，4）

 1）東京歯科大学歯科麻酔学講座
 2）ホワイト歯科クリニック
 3）埼玉医科大学国際医療センター麻酔科
 4）神奈川歯科大学麻酔科学講座歯科麻酔学分野
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P-8-51 マウスピースを使用した脳性麻痺患者が家庭での不適切な対応により歯列に問題を生じた症例
 ○久保田 智彦・田中 瞳・寳亀 幸子・池田 香織・久保 栞・佐々木 あやの・緒方 麻記
 社会福祉法人若楠療育医療センター若楠療育園

P-8-52 抗てんかん薬の変更後に歯周炎が顕著に増悪した知的能力障害患者の一例
 ○林田 ゆり子1）・田上 直美2）・川崎 華子3）・富永 孝志1）・釜崎 陽子4）・鮎瀬 卓郎1）

 1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野
 2）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児歯科学分野
 3）長崎大学病院特殊歯科総合治療部
 4）長崎県口腔保健センター

P-8-53 食事介助中のてんかん発作によりスプーンが口腔底部に刺入した一例
 ○大房 航1）・本田 彩1）・有田 和未1）・星合 泰治1）・重松 司朗2）・笹尾 真美1）

 1）東京都立府中療育センター
 2）東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科

P-8-54 当院の障害者歯科治療におけるヒヤリハット事例
 ○関口 雅也1）・南木 小杏也1）・玉野井 喬1）・佐藤 璃奈1）・今井 彩乃1）・木村 楽1）・ 

安部 将太1）・北條 健太郎1）・吉田 健司1）・冨田 修1）・島村 和宏2）・佐々木 重夫3）・ 
鈴木 史彦1）・川合 宏仁1）・山崎 信也1）

 1）奥羽大学歯学部附属病院歯科麻酔科
 2）奥羽大学歯学部附属病院小児歯科
 3）奥羽大学歯学部附属病院障害者歯科

P-8-55 向精神薬内服の歯科恐怖症患者に対してミダゾラムを使用した鎮静麻酔で苦慮した 1 例
 ○小川 雄右・野村 幸乃・中川 皓嵩・中川 美奈・橋本 沙奈重・渡邊 理恵子・川手 愛友・ 

餌取 里紗・杉浦 優里菜・榊原 裕子
 おがわ歯科口腔外科・矯正歯科

P-8-56 若年期に発症したアルツハイマー型認知症患者に対する歯科での取り組みの一例
 ○駒形 悠佳1，2）・礒田 友子1，2）・水越 新人1）・田中 公美1，2）・市川 陽子1，2）・佐藤 貴信1，2）・ 

石川 唯1，2）・山田 幸1，2）・富田 浩子1）・菊谷 武1，2）

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

P-8-57 知的能力障害を伴う重度肥満患者の日帰り全身麻酔における安全性を考慮した周術期対応
 ○吉崎 里香1）・山口 秀紀1）・田中 陽子2）・梅澤 幸司2）・野本 たかと2）

 1）日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座
 2）日本大学松戸歯学部障害者歯科学講座

P-8-58 COL4A1 遺伝子異常の患児に対し全身麻酔下に抜歯を行った 1 例
 ○杉本 有加1）・森 佳乃1，2）・山本 朱美1，2）・宮本 順美1，2）・加藤 千明1，2）・兵頭 美穂2）・ 

高崎 義人1，2）・旭 吉直1，2）・大道 士郎1，2）

 1）社会医療法人大道会ボバース記念病院
 2）社会医療法人大道会森之宮病院
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P-8-59 ナノ銀イオンコーティングの可徹性義歯への応用
 ○増子 昌一郎1）・西村 康4）・井澤 圭詞1）・水津 美鶴1）・佐貫 千夏1）・内田 真美子1）・ 

清水 雄1）・清川 あゆみ1）・榮 健臣1）・清水 政紀1）・本多 亮1）・石毛 碧1）・芳沢 恒祐1）・ 
花谷 重守1，3）・關田 俊介1，2）

 1）鶴見大学歯学部附属病院障害者歯科
 2）鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
 3）鶴見大学短期大学部歯科衛生科
 4）社会福祉法人十愛療育会横浜医療福祉センター港南

P-8-60 視覚支援を中心とした歯科衛生士の介入により協力状態の向上がみられた Down 症候群児の一例
 ○窪谷 凪紗1）・草間 里織1）・五十嵐 悠2）・山口 真奈2）・杉山 智美2）・船津 敬弘2）・鈴木 恵美1）

 1）昭和大学歯科病院歯科衛生室
 2）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座

P-8-61 歯科診療中に見られたてんかん発作様の動きを契機に低カルシウム血症と診断された自閉スペ
クトラム症の一症例

 ○小坂 美樹・吉原 圭子・西畑 愛・萩原 麻美
 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院

P-8-62 高齢認知症患者が歯牙を誤飲し，精査により金属製クリップの誤飲まで判明した一症例
 ○畦崎 史恭・田村 仁孝・南 暢真・布谷 陽子・中西 智佳子・藤 喜久雄
 小松病院歯科口腔外科

P-8-63 在宅訪問歯科診療にて連携ノートを使用し摂食機能療法を行なった 1 例
 ○半井 桜子1）・綾野 理加1，3，4）・福井 美恵1）・仮谷 亜希子1，2）

 1）医療法人社団華城会はなふさ歯科医院
 2）医療法人社団華城会はなふさこどもデンタルクリニック
 3）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 4）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座

P-8-64 下唇への咬傷がみられた Joubert 症候群患者の 1 例
 ○弘田 真実1）・藤代 千晶2）・笠川 あや1）・岡本 和樹1）・村上 旬平1）・秋山 茂久1）

 1）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 2）独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター障がい者歯科

P-8-65 誤嚥性肺炎をおこした高齢脳性麻痺患者を 40 年間にわたり長期口腔管理した一例―第二報―
 ○小林 冴子1）・井阪 在峰2）・成山 明具美1）・小森 幸道2）・小林 和弘2）・赤尾 眞理2）・ 

山﨑 茂2）・飯嶌 大典2）・倉本 弘樹2）・谷 みのり2）・島根 恭代2）・山本 由紀2）・寺尾 香織2）・ 
朝田 芳信1）・田村 昌三2）

 1）鶴見大学歯学部小児歯科学講座
 2）公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会口腔衛生センター歯科診療所

P-8-66 ビタミン D 欠乏性くる病患者においてアルファカルシドール製剤治療により歯髄腔の大きさ
に変化が認められた症例

 ○萩原 麻美・小坂 美樹・吉原 圭子・西畑 愛
 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院
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P-8-67 上顎前歯部における歯根の異常吸収を認めた歌舞伎症候群の一例
 ○松島 瞳1）・馬目 瑶子2）・嘉手納 未季2）・徳増 梨乃2）・下村 直史1）・船津 敬弘1）

 1）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
 2）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

P-8-68 呼吸管理のための口蓋閉鎖床を作製した 13 トリソミーの極低出生体重児の 1 例
 ○岩瀬 陽子1）・大島 亜希子2）・前田 知馨代1）・行岡 正剛1）・棚橋 幹基1）・野田 恵未1）・ 

安田 順一1）・齊藤 一誠3）・玄 景華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）朝日大学医科歯科医療センター歯科衛生部
 3）朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野

P-8-69 歯科診療の適応に変化が認められた自閉スペクトラム症患者の 1 症例
 ○吉原 圭子・小坂 美樹・西畑 愛・萩原 麻美
 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院

P-8-70 絶食の困難な自閉スペクトラム症患者の全身麻酔下歯科治療に環境変化が有効であった症例
 ○寺元 平1）・水野 和子2）・赤嶺 あきな1）・松本 早世1）・仲島 瑠菜1）・砂川 恵1）・平塚 正雄1）

 1）沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター
 2）徳地歯科医院

P-8-71 在宅歯科介入により口腔健康管理を成しえた人工呼吸器管理患児の 1 症例
 ○安田 昌代1）・今野 歩1）・川田 理絵1）・武居 まゆみ1）・鈴木 將之1）・加藤 一宏2）・向山 仁2）・ 

木村 貴美2）・堀元 隆司2）・吉田 直人2）

 1）横浜市歯科保健医療センター
 2）一般社団法人横浜市歯科医師会

P-8-72 COVID-19 罹患により治療を延期した高度肥満を伴う自閉スペクトラム症児に対する周術期
管理

 ○小田 綾1）・大植 香菜1）・尾田 友紀2）・今戸 瑛二3）・高橋 珠世1）・向井 明里3）・清水 慶隆3）・ 
岡田 芳幸2）・吉田 充広3）

 1）広島大学病院歯科麻酔科
 2）広島大学病院障害者歯科
 3）広島大学大学院医系科学研究科歯科麻酔学

P-8-73 乳歯列期に潰瘍性歯肉炎を発症した高 IgE 症候群の 1 例
 ○柿野 聡子・長弘 茂樹・井上 佳怜・黒厚子 璃佳・高橋 玄・田中 眞実・岩本 勉
 東京医科歯科大学医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野

P-8-74 てんかん発作による転倒により歯の破折を繰り返す知的能力障害患者に服薬管理で対応した 1 例
 ○西尾 良文・宮崎 裕則・宮原 康太・森本 雅子・山口 久穂・朝比奈 滉直・古谷 千晶・ 

吉田 結梨子・尾田 友紀・岡田 芳幸
 広島大学病院歯学部障害者歯科
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P-8-75 歯科診療で Tell-Show-Do-Review が奏功した自閉スペクトラム症児の 1 症例
 ○木村 敬次リチャード1）・砥上 京子1）・志岐 晶子1）・原 麻莉2）・野上 堅太郎3）・佐藤 綾子4）・ 

加藤 喜久5）

 1）リチャード歯科
 2）福岡歯科大学成長発達歯学講座障害者歯科学分野
 3）福岡歯科大学診断・全身管理学講座麻酔管理学分野
 4）九州大学病院小児歯科・スペシャルニーズ歯科
 5）一般社団法人沖縄県歯科医師会沖縄県口腔保健医療センター

P-8-76 日帰り全身麻酔の術後悪心・嘔吐予防にオンダンセトロンを使用した症例
 ○原野 望1，2）・亀谷 綾花1，2）・茂山 幸代1，2）・黒岩 きりこ1，2）・安藤 瑛香1，2）・渡邉 誠之1，2）

 1）九州歯科大学歯科侵襲制御学分野
 2）九州歯科大学附属病院あんしん科

P-8-77 生体肝移植後のミトコンドリア DNA 枯渇症候群患者の全身麻酔下歯科治療
 ○高山 扶美子1）・小笠原 貴子1）・佐藤 綾子1）・後藤 満帆2）

 1）九州大学病院小児歯科・スペシャルニーズ歯科
 2）九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座歯科麻酔学分野

P-8-78 自傷行為の悪化により医療福祉連携の中断を余儀なくされた de Lange 症候群の患者の 1 例
 ○森本 雅子1）・尾田 友紀1）・古谷 千昌1）・朝比奈 滉直1）・宮崎 裕則1）・宮原 康太1）・ 

山口 久穂1）・西尾 良文1）・吉田 結梨子1）・緒方 克也2）・岡田 芳幸1）

 1）広島大学病院障害者歯科
 2）社会福祉法人 JOY 明日への息吹

P-8-79 精神疾患を有する患者のインプラントメインテナンスの長期経過
 ○井下田 繁子1）・飯島 守雄2）・玉木 大之1）・鈴木 正敏3）・卯田 昭夫3）・山口 秀紀3）

 1）日本大学松戸歯学部口腔インプラント学講座
 2）日本大学松戸歯学部有床義歯学講座
 3）日本大学松戸歯学部歯科麻酔学講座

P-8-80 乳歯根尖病巣が原因で発症した多発性脳膿瘍の 1 症例
 ○菊入 崇1）・高橋 静香2）・長谷 賢知1）・石山 未紗1）・白川 哲夫1）

 1）日本大学歯学部小児歯科学講座
 2）北海道大学大学院歯学研究院小児・障害者歯科学

P-8-81 脳梗塞後遺症右片麻痺患者に舌圧検査を応用し口腔衛生改善を試みた 1 例
 ○児玉 綾子・若尾 美知代・池田 千絵・高橋 恭子・岩田 早苗・似鳥 純子・奥冨 紀子・ 

高野 薫・小野寺 純子・高橋 澄子・飯島 由佳・松川 純子・渡辺 真人・平山 勝徳・ 
片山 正昭

 藤沢市歯科医師会

P-8-82 家族を介した歯科保健指導により，良好な多職種連携が得られ口腔衛生状態が改善した重度知
的障害患者の 1 例

 ○黒住 友香1）・小園 知佳1）・宮崎 裕則2）・吉田 結梨子2）・尾田 友紀2）・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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P-8-83 Down 症候群患児に対して矯正治療前に口腔筋機能療法（MFT）が奏功した一例
 ○保井 芙未加・春木 隆伸
 （医）はるき小児・矯正・歯科

P-8-84 重度知的障害者患者の家族に作成した歯科保健説明書によって施設職員の口腔衛生管理が改善
した一例

 ○田邉 都寧1）・小園 知佳1）・吉田 結梨子2）・尾田 友紀2）・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

P-8-85 COVID-19 感染拡大により病院受診が困難であった患者に対し，訪問歯科診療で静脈内鎮静
法を用いて抜歯を行った 1 例

 ○山形 和彰・山形 歌奈絵
 青山歯科医院

P-8-86 リップバンパーを用いて著明な唾棄行為を改善したモワット・ウィルソン症候群患者の 1 例
 ○山口 久穂・吉田 結梨子・宮原 康太・宮崎 裕則・古谷 千晶・西尾 良文・森本 雅子・ 

尾田 友紀・岡田 芳幸
 広島大学病院障害者歯科

P-8-87 自閉スペクトラム症患者の治療到達点を探る―口腔機能を考慮した補綴治療の試み―
 ○枡富 健二・邉見 蓉子・前野 彩花・枡富 由佳子
 枡富歯科医院

P-8-88 筋強直性ジストロフィー患者の歯科治療経験
 ○深水 篤・吉武 博美・甲斐 悠希・藤高 若菜・川島 みなみ・吉富 貴博・徳美 愛・ 

平野 理帆・伊東 隆利
 医療法人伊東会伊東歯科口腔病院

口腔機能

P-9-1 高齢者における低舌圧の関連因子
 ○藤田 優子
 九州歯科大学健康増進学講座口腔機能発達学分野

P-9-2 当院での新型コロナウイルス感染者とオーラルフレイル進行の関連性
 ○浜田 尚香
 医療法人浜田会洛北病院歯科

P-9-3 口腔機能発達不全症のある非症候群性頭蓋縫合早期癒合症の患児に筋機能訓練を行った 1 例
（第 2 報）

 ○吉田 美香子1）・女ヶ沢 美貴2）・椚山 莉江1）・星野 倫範1）

 1）明海大学歯学部
 2）明海大学病院歯科衛生部
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摂食嚥下リハビリテーション

P-10-1 地域障害者歯科診療所における摂食嚥下指導患者の実態について
 ○小林 文隆1）・花岡 新八1）・下重 千恵子1）・西村 正美1）・金子 雅一1）・林 昭彦1）・ 

土生 健史1）・大久保 和久1）・大崎 住江1）・大槻 祐子1）・岩崎 槙2）・野本 麻里子1）・ 
久保寺 友子2）・池田 正一2）・向井 美惠3）

 1）一般社団法人中野区歯科医師会スマイル歯科診療所
 2）神奈川歯科大学総合歯科学講座
 3）ムカイ口腔機能研究所

P-10-2 幼児期から順調な経口摂取が行えた CHARGE 連合の一例
 ○大岡 貴史1）・山口 さやか2）・田中 章寛1，2）・横田 英子2）・進藤 彩花1）・上田 智也1）・ 

岡澤 仁志1）・草野 緑1）・重枝 昭広2）

 1）明海大学歯学部機能保存回復学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野
 2）東京都立心身障害者口腔保健センター

P-10-3 摂食嚥下障害専門外来における偏食に対する取り組み
 ○礒田 友子1）・田村 文誉1，2）・山田 裕之1，2）・高橋 賢晃1，2）・保母 妃美子1，2）・駒形 悠佳1，2）・ 

水上 美樹1）・加藤 陽子1，2）・佐藤 志穂1，2）・作田 妙子1）・田中 祐子1）・西澤 加代子1）・ 
菊谷 武1，2）

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

P-10-4 当院における摂食嚥下外来診療の実態調査
 ○船木 泰佑・大坪 昴平・今濱 優希・大槻 昇平・村田 尚道・岡本 佳明
 医療法人社団湧泉会ひまわり歯科

P-10-5 オンラインを活用した摂食嚥下障害児・者への相談・支援の有用性の検討
 ○萩原 大1）・小松 知子1）・横山 滉介2）・赤坂 徹1）・並木 千鶴1）・福富 もか2）・新倉 悠里2）・

李 昌一3）・井野 智4）

 1）神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野
 2）神奈川歯科大学歯科診療支援講座歯科メインテナンス学分野
 3）神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野
 4）神奈川歯科大学歯科補綴学講座有床義歯補綴学分野

P-10-6 演題取り下げ

P-10-7 新規開発した携帯 2 段湾曲内視鏡の気管後壁観察に対する有用性と信頼性の検討
 ○玉井 斗萌・吉見 佳那子・奥村 拓真・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

P-10-8 障がい者支援施設に入所する知的障害者における摂食嚥下障害の特徴
 ○前川 享子1，2）・綾野 理加2，3）・山本 昌直2）・東 倫子2）・中宗 薫2）・劉 法相2）・高盛 充仁2）・ 

山瀬 裕子2）・森 貴幸2）・野島 靖子2）・関 愛子2）・脇本 仁奈2）・江草 正彦2）

 1）プライムホスピタル玉島
 2）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 3）昭和大学歯学部小児成育歯科学講座
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口腔衛生・予防・保健指導

P-11-1 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の口腔状態の経時的変化に関する調査
 ○二宮 静香1，2）・藤井 航3）・山口 喜一郎1）・原田 真澄1）・長友 祐子1）

 1）医療法人博仁会福岡リハビリテーション病院歯科
 2）九州歯科大学大学院歯学研究科歯学専攻
 3）九州歯科大学歯学部口腔保健学科多職種連携推進ユニット

P-11-2 総合支援学校児童・生徒の「よい歯のコンクール」参加への取り組み 
―学校歯科医師・歯科衛生士として「医療と福祉の連携」―

 ○林 英子1）・山本 美幸1）・清水 香織2）・藤原 里依子1，2）・三島 克章1，2）

 1）鼓ヶ浦こども医療福祉センター
 2）山口大学大学院医学系研究科歯科口腔外科学講座

P-11-3 開設 6 年目を迎えた重症心身障害者入所施設職員の口腔ケアに関する考え方
 ○森 真弓1）・名和 弘幸1，2）・加古 俊輔2）・林 勇輝1，2）・堀部 森崇1，2）・上村 治1）

 1）社会福祉法人杏嶺会一宮医療療育センター
 2）愛知学院大学歯学部小児歯科学講座

P-11-4 アルツハイマー型認知症患者に心理的アプローチを導入し口腔衛生状態が改善された 1 症例
 ○一尾 智郁1，2）・松岡 陽子1，3）・毛利 志乃1，3）・辻 恭子1）・秋山 泰範1，4）・木村 貴之1，3）・ 

片山 博道1，3）・芝田 憲治3）

 1）四日市市歯科医療センター
 2）三重県立公衆衛生学院
 3）四日市歯科医師会
 4）愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室

P-11-5 複合現実を用いた介助歯磨きスキル遠隔指導システムの開発
 ○伊藤 嵩晃1）・佐々木 誠1）・猪狩 和子2）・佐々木 啓一3）

 1）岩手大学大学院総合科学研究科バイオ・ロボティクス分野
 2）東北大学病院障がい者歯科治療部
 3）東北大学大学院歯学研究科

P-11-6 COVID-19 パンデミック下における特別支援学校での歯科保健指導について 
―動画視聴による取り組み―

 ○今野 めぐみ・澤田 育子・長谷川 美穂・長坂 陽子・石島 さやか・高山 歩里・小島 真一
 小島歯科医院

P-11-7 歯周病に罹患した Down 症候群患者へのアプローチにより改善がみられた 1 例
 ○田中 聡美・菅 桃花・松下 沙紀・中村 恵子・米花 佳代子・中村 由貴子
 大阪発達総合療育センター南大阪小児リハビリテーション病院

P-11-8 地域開業医における障害者施設入所者に対する歯科検診の実施に関する報告
 ○風呂 沙由里・佐々木 梨乃・佐藤 陸・永島 望充・重本 まどか・村上 諒・渡邊 みな・ 

樋山 めぐみ・岡本 佳明
 医療法人社団湧泉会ひまわり歯科
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P-11-9 地域歯科医師会と障がい者施設における口腔保健に対する地域連携の取り組みについて
 ○浅野 英成・橋本 岳英・良盛 典夫・中嶌 誠治・渡邊 和也・成田 光利・林 哲次・ 

高田 陽司・奥田 孝・萩野 賢・阿蘇 崇之・勝野 雄司・阿部 義和
 岐阜県歯科医師会

P-11-10 知的障害者福祉施設における支援者の口腔保健支援の負担感に関する調査
 ○吉田 歩未1）・中村 由紀2）・大島 邦子2）・中島 努2）・笹川 祐輝2）・早崎 治明2）

 1）新潟大学医歯学総合研究科口腔生命福祉学講座
 2）新潟大学医歯学総合研究科小児歯科学分野

P-11-11 成人知的障害者の口腔保健行動に関わる要因の検討
 ○野々山 順也1）・野々山 郁1，2）・嶋崎 義浩1）

 1）愛知学院大学歯学部口腔衛生学講座
 2）野々山歯科医院

P-11-12 発達支援外来に通院中の小児に対する歯科検診の開始
 ○白井 知恵子1）・北 ふみ2）

 1）倉敷中央病院リバーサイド歯科
 2）そらまめ歯科

P-11-13 在宅で医療的ケアを受けている障害児者に関わる歯科衛生士の業務実態と課題
 ○田中 恵1，6）・水上 美樹2，6）・吉本 美枝3，6）・鈴木 厚子4，6）・田中 祐子2，6）・小坂 美樹5，6）・ 

田村 文誉2，6）・菊谷 武2，6）

 1）愛知県医療療育総合センター中央病院
 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）大阪歯科大学大学院保健学研究科
 4）原宿リハビリテーション病院
 5）社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院歯科
 6）小児在宅歯科医療研究会

P-11-14 笑気吸入鎮静法導入前後の保護者の不安と効果に対するイメージの変化
 ○渡 真由子1）・中野 将志2）・神田 拓3）・尾田 友紀4）・盛実 俊哉5）・岡田 芳幸4）

 1）呉口腔保健センター
 2）広島大学病院口腔健康発育歯科小児歯科
 3）県立広島病院歯科・口腔外科
 4）広島大学大学院口腔健康発育歯科障害者歯科
 5）呉市歯科医師会

P-11-15 重症心身障害児の口腔内を守る取り組み 
―児童発達支援・放課後等デイサービスでの歯科衛生士の役割―

 ○城川 真由美
 NPO 法人ゆめのめデイケアルームフローラ

P-11-16 重症心身障害児（者）における口腔乾燥を考える 
―口腔保湿剤の形状の違いによる効率的な使用方法の検討―

 ○永坂 梨奈1）・田中 恵1）・鴨狩 たまき1）・廣瀬 満里奈1）・森田 麻希1，2）・加藤 篤1）・渋谷 恭之2）

 1）愛知県医療療育総合センター中央病院歯科部
 2）名古屋市立大学大学院医学研究科口腔外科学分野
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地域医療

P-12-1 千葉県における障害福祉施設利用者の受入歯科診療所についての調査検討
 ○平 健人・堀角 達朗・坂口 豊・宗田 友紀子・朝蔭 綾子・吉澤 健太郎・西尾 可苗・ 

萩原 大輔・中林 隆・荒木 誠
 千葉県歯科医師会

P-12-2 当科障害者歯科治療における一次・二次医療機関との良好な連携治療の一例
 ○服部 政義1）・吉川 浩郎1，2）

 1）島根大学医学部附属病院歯科口腔外科
 2）吉川歯科クリニック

P-12-3 某歯科医師会における障害者歯科診療トレーニング・セミナーへの取り組み Part 9 
―地域医療連携のために―

 ○斎藤 豪1）・江草 正彦1，2）・上村 勝人1）・福岡 隆治1）・船曵 洋司1）・森 慎吾1）・馬越 通崇1）・
尾山 正高1）・栗栖 律子1）・西木戸 博史1）・吉本 智人1）・大森 潤1）・伊藤 政之3）・柴田 恵子4，5）・
戸田 貴美子4）

 1）一般社団法人倉敷歯科医師会
 2）岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター
 3）千葉県立佐原病院特殊歯科
 4）一般社団法人岡山県歯科衛生士会
 5）医療法人高志会柴田病院

P-12-4 障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症予防を踏まえた口腔ケアに関する意識調査
 ○永井 梨菜1）・中嶋 智子1）・大久保 典子1）・飯野 さかえ1）・那須 大介2）・三野 元崇3）・ 

高野 梨沙7）・伊藤 寿典4）・関野 麗子5）・黒木 洋祐1）・山口 武人6）・大岡 貴史7）・内田 淳1）

 1）埼玉県立嵐山郷医療部歯科
 2）埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科
 3）三野歯科医院
 4）日本大学歯学部小児歯科学講座
 5）日本大学歯学部歯科麻酔学講座
 6）埼玉県社会福祉事業団皆光園
 7）明海大学歯学部機能保存回復学講座摂食嚥下リハビリテーション学分野

P-12-5 障害者歯科にかかわる歯科衛生士育成のための活動報告 
―第二報　新型コロナウイルス（COVID-19) 感染症流行下での対応―

 ○小柴 慶一1）・木賀 雄太2）・萩原 勝雄1）・杉山 英雄1）・矢尾 喜三郎1）・門脇 寿也1）・ 
小林 雅人1）・小野 晃弘1）・陽野 載紀1）・阿部 有孝1）・高野 宏二1）・佐々木 隆子1）・ 
多田 千晶1）・桑原 栄1）・大島 修一1）

 1）埼玉県歯科医師会
 2）医療法人社団慶學会こしば歯科医院

P-12-6 障害者歯科専門診療所の新築移転について―第 1 報　内覧会の重要性について―
 ○安井 雪枝1）・山口 武人1）・横山 瑛里香1）・福永 貴子1）・明戸 真由美1）・池田 良美1）・ 

勝又 陽子1）・黒木 洋祐2）・内田 淳2）

 1）埼玉県社会福祉事業団皆光園
 2）埼玉県社会福祉事業団嵐山郷
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P-12-7 障害者専門歯科診療所の新築移転について―第 2 報　医療サービスの変化について―
 ○谷田 奈実1）・浦田 千晶1）・櫨 万紀子1）・山口 武人1）・長谷 賢知2）・白川 哲夫2）・ 

武田 ひとみ3）・岡 俊一3）

 1）埼玉県社会福祉事業団皆光園
 2）日本大学歯学部小児歯科学講座
 3）日本大学歯学部歯科麻酔学講座

P-12-8 施設入所者支援において新設された，口腔衛生管理加算と口腔衛生管理体制加算への取り組み
 ○小西 郁理1）・上鶴 卓也1）・吉良 利沙1）・西島 実希1）・我那覇 生純1，2）・緒方 綾華2）・ 

渡邊 久美子2）

 1）医療法人社団きずな会阿蘇きずな歯科医院
 2）医療法人社団きずな会宇城きずな歯科医院

P-12-9 当院スペシャルニーズ外来における受診患者の実態調査
 ○三木 貴子1）・大郷 英里奈1）・小原 理絵1）・渡辺 麻莉1）・岸田 修1）・飯島 裕子1）・ 

山本 直子1）・鄭 信二1）・藤村 梨恵子1）・東浦 正也1）・児玉 秀樹1）・杉岡 伸悟2）

 1）西宮北口歯科口腔外科
 2）シティータワー神戸三宮歯科

P-12-10 当センターにおける障害者歯科医療の現状と展望―障害者歯科治療に関する意識調査から―
 ○勝連 義之1）・上地 智博1）・砂川 英樹1）・真喜屋 睦子1）・喜屋武 望1）・長嶺 忍1）・ 

友寄 清喜1）・寺元 平1）・水野 和子2）・長嶺 和希3）・加藤 喜久1）・平塚 正雄1）

 1）沖縄県歯科医師会立沖縄県口腔保健医療センター
 2）徳地歯科医院
 3）ながみね歯科

P-12-11 障害者支援施設における施設職員の口腔ケア技術向上への地区歯科医師会の取り組み 
―「わくらす口腔ケアマイスター制度」の構築―

 ○加島 正浩1）・辰野 隆1）・高橋 怜子2）・鈴木 健太郎1）

 1）公益社団法人東京都武蔵野市歯科医師会
 2）社会福祉法人武蔵野障害者地域支援生活ステーションわくらす武蔵野

P-12-12 障害者歯科診療所の市立病院敷地内への移設拡充にともなう患者層の変化
 ○山根 尚弥1，3）・後藤 あゆみ1）・保西 有希子1）・寺本 早苗1）・春木 隆伸2）・三木 直樹2）・ 

佐藤 太一2）・竹内 薫子4）・覚道 知樹4）・村上 旬平3）・秋山 茂久3）・加藤 裕彦4）

 1）あかしユニバーサル歯科診療所
 2）（一社）明石市歯科医師会
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 4）大阪歯科大学歯学部歯科麻酔学講座

P-12-13 当センターの来院患者および家族の高齢に伴う歯科受診への影響 
―連携ネットワークの構築にむけて―第 2 報―

 ○毛利 志乃1，2）・松岡 陽子1，2）・柘植 信哉1，2）・木村 貴之1，2）・南川 亜紀1）・一尾 智郁1）・ 
大久保 久美子1）・田中 玲子1）・芝田 憲治1，2）・片山 博道1，2）

 1）四日市市歯科医療センター
 2）四日市歯科医師会
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P-12-14 スペシャルニーズを要する患者の全身麻酔下治療の実態調査
 ○船原 隆一郎1，2）・橘 進彰1，2，3）・八谷 奈苗1，2）・木本 明2，3）

 1）地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院口腔外科
 2）神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科
 3）加古川歯科保健センター

P-12-15 地域における障害者歯科保健の推進・障害者歯科臨床見学事業について
 ○石黒 千代栄1）・山田 亮子1）・土屋 信人2）・楯 泰昌2）・豊里 晃2）・松井 宏2）・五十嵐 友樹2）・

木戸 寿明2）

 1）一般社団法人新潟県歯科医師会障害者歯科センター
 2）一般社団法人新潟県歯科医師会

P-12-16 当市歯科センターの地域連携と今後の取り組み
 ○竹野々 暁子1，2，3）・田路 知香子1，2，3）・溝井 康雄1，4）・山内 義之1，2，4）

 1）芦屋市歯科センター
 2）山内歯科口腔外科
 3）兵庫県歯科衛生士会
 4）芦屋市歯科医師会

P-12-17 地域開業医における病診連携の実態
 ○渡邊 みな・馬場 篤子・前川 友紀・久保 尚也・岡本 佳明
 医療法人社団湧泉会ひまわり歯科

P-12-18 移転・拡充した障害者歯科診療所に対する市歯科医師会会員のニーズおよび満足度アンケート
調査

 ○佐藤 太一1，2）・三木 直樹1，2）・春木 隆伸1，2）・村上 旬平2，3）・加藤 裕彦2，4）・山根 尚弥2，3）・ 
小河 宏行1，2）・向井 千久1，2）・神坂 学1，2）・田中 秀幸1，2）・橋井 公三郎1，2）・井筒 大輔1，2）・ 
美田 佳壽彦1，2）・藤波 徹1，2）

 1）明石市歯科医師会
 2）あかしユニバーサル歯科診療所
 3）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部
 4）大阪歯科大学歯科麻酔学講座

P-12-19 当施設における 2 年間の障害児の受診実態に関する臨床疫学的検討
 ○佐々木 康成1，2）・西野 祐子3）・植村 真理子1）・加藤 仁美1）

 1）医療法人メディスタイル葉山こどものための歯医者さん
 2）地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター臨床研究所
 3）医療法人メディスタイル逗子こどものための歯医者さん
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学生教育

P-13-1 歯科衛生士学生が持つ障害者歯科臨床に対する印象の分析 
―人材育成に向けた講義および臨床実習の検討―

 ○佐藤 瑞樹1）・熊井 鈴子1）・鈴木 奈穂1）・福島 圭子1）・久木留 宏和1，5）・星野 立樹1，3）・ 
五味 暁憲1，4）・斉藤 崇1）・辻野 啓一郎1，2）・新谷 誠康2）・一戸 達也3）

 1）群馬県歯科医師会群馬県歯科総合衛生センター
 2）東京歯科大学小児歯科学講座
 3）東京歯科大学歯科麻酔学講座
 4）群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座
 5）鎌ヶ谷総合病院歯科口腔外科

P-13-2 歯科大学附属口腔リハビリテーション専門某クリニックでの訪問実習が歯学部生の意識に与え
る影響

 ○黒田 直希・山田 裕之・駒形 悠佳・加藤 陽子・仲澤 裕次郎・戸原 雄・宮下 大志・ 
南 ひかる・波田野 朱里・田村 文誉・菊谷 武

 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック

その他

P-14-1 高位頸動脈病変に対する頸動脈血栓内膜剥離術時の歯科介入
 ○内藤 慶子・蓜島 桂子・白井 貴子・刑部 悦代・武塙 香菜
 浜松医療センター歯科口腔外科

P-14-2 当会主催による，喀痰吸引研修会受講者の意識調査について
 ○朝比奈 義明・鈴木 雄一郎・富田 喜美雄・南 全・武藤 直広・上野 智史・籾山 正敬・ 

小川 雄右・森田 知臣・宮本 佳宏・日置 章博・山中 佑介・丹羽 浩・冨田 健嗣・内堀 典保
 愛知県歯科医師会

P-14-3 障害に配慮した歯科医院における診療室以外の工夫と改良点
 ○北 ふみ
 そらまめ歯科

P-14-4 当センターにおける院内での急病発生時の対応について
 ○道満 朝美1）・秋山 茂久2）・十川 栄理子1）・岸本 沙樹1）・荻田 雄紀1）・杉村 智行1）・ 

百瀬 深志1）・高木 景子1）

 1）神戸市立こうべ市歯科センター
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部

P-14-5 当センターの災害対策マニュアル作成と避難訓練の取り組み
 ○烏野 明香1）・道満 朝美1）・世木 仁美1）・高木 景子1）・十川 栄理子1）・澁谷 瑠里1）・ 

丸橋 伸行1）・百瀬 深志1）・秋山 茂久2）

 1）神戸市立こうべ市歯科センター
 2）大阪大学歯学部附属病院障害者歯科治療部


