
ポスター発表　Ｄ会場（６F 展示場）

ポスター討論時間 　演題番号　【奇数】１５：３０～１６：００　【偶数】１６：００～１６：３０

ポスター１

1 石垣　敦子

2 奥村　美雪

3 奥村　美雪

4 福田　昌代

5 福田　昌代

6 泉野　裕美

7 溝部　潤子

8 笹井  洋実

9 清水  けふ子

10 大関  慧子

11 長屋  優里菜

12 小宮山  ひろみ

13 瓶原  明身

  
ポスター２   

14 吉福  美香

15 松尾  由佳

16 谷  裕枝

17 菅野  洋子

18 山口  ひさ子

19 畑田  晶子

20 山田  弘江

21 塚田  しげみ

22 武藤  久子

23 川野  知子

24 岡  和江

25 泉本  美穂

26 水谷  雅子

某市地域包括ケアシステムにおける急性期病院歯科衛生士の役割と今後の課題

介護老人保健施設デイケアでのミニ講話による歯科保健指導の長期取り組み

地域での能力発揮を見据えた高齢者施設勤務歯科衛生士の取り組みに関する考察

介護老人保健施設における軽度認知症患者に注目した口腔のケアに対する介助必要度

高齢者施設職員が歯科衛生士に求めるニーズを啓発する必要性

介護技能コンテスト参加者の口腔ケア支援に対する意識と実態　－質問紙調査の結果－

在宅歯科医療連携室における口腔衛生管理推進への取り組み

日本歯科衛生学会第14回学術大会
会員発表プログラム

中年期における口腔機能低下と食事に関する実態調査

多職種と連携した地域リハビリテーション支援事業の取り組み　第２報「お口健やか教室」

某町における包括介護予防教室の取り組み　－口腔から多職種へ発信できること－

特別養護老人ホーム職員の口腔ケア技術の習得状況把握のために口腔ケアチェック表を用いて

歯科標榜のない病院のリハビリテーション科に所属する歯科衛生士の活動報告　

地域在住自立高齢者における食事時の自己認識と口腔機能との関連性

「よく噛む」自覚と口腔機能との関連性　－成人と高齢者の比較から－

２０１９年９月１５日（日）

地域在住自立高齢者における口腔機能プログラム介入効果の検討　－台湾調査から－

歯周病安定期治療（SPT）受診者のオーラルフレイルの考察　－スクリーニング法構築にむけて－

某歯科診療所通院中の高齢者に対して行った口腔機能低下症の有病率等の検討

多職種における口腔管理のシステム化　－OHATを活用した継続的評価と運用－

某養護老人ホームでの歯科衛生士による口腔保健介入効果

A介護老人福祉施設における食支援に向けての調査

地域ケア会議専門職派遣体制構築事業　第１報　地域ケア会議における歯科衛生士の意識調査

地域ケア会議専門職派遣体制構築事業　第2報　地域ケア会議に他職種が歯科衛生士に求めること

地域ケア会議専門職派遣体制構築事業　第3報　地域ケア会議に参加する意義とその評価

職域口腔保健活動における咀嚼能力検査の試み

施設職員に対する歯科衛生士の口腔健康管理に関する調査

自立支援型地域ケア会議における助言内容の検討
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ポスター３   

27 竹下  萌乃

28 布野  彩香

29 田中  健一

30 羽田  里絵

31 小川  俊夫

32 江田  幸代

33 近藤  瑛里

34 小野  まどか

35 倉持  恵美

36 尼嵜  純子

37 山崎  涼子

38 臼井  麻衣

39 竹之内  茜

  
ポスター４   

40 松本  厚枝

41 秋山  恭子

42 小川  由紀子

43 田村  真里奈

44 伊藤  ひとみ

45 田辺  亜莉紗

46 佐山  真由美

47 青海  美保

48 小野  玲子

49 岩瀬  果菜

50 松岡  陽子

51 木戸  みどり

52 長谷川  純代

顆粒状清掃剤を配合した歯磨剤が口腔状態に与える影響

グリセロリン酸カルシウムがフッ化ナトリウムによる再石灰化能に与える影響

電動，手用歯ブラシによる模型の人工プラーク除去に関する研究

プラークを定性的に可視化する光源に対する考察

ミュータンス菌バイオフィルムの脱離について　第5報 バイオフィルム脱離関連遺伝子の検索

個人に合わせたフッ化物配合歯磨剤の選択に関する研究　－希釈による付着性への影響－

アロマオイルの香り刺激と唾液腺マッサージが唾液分泌に与える影響

頻回な咀嚼の安静時唾液流量とメンタルヘルスに与える影響

歯科衛生学生の多職種連携教育への興味・学習内容に関する調査

歯科衛生士養成機関の学生に対する障害者歯科臨床実習前後の意識調査

養成校間の絆と歯科衛生士会の理解を深める取り組み　－指導者等講習会を反映した学生部研修会－

味覚唾液反射による唾液分泌と唾液アミラーゼ活性の関係

ツボ刺激を応用した唾液分泌量の変化について

口腔保健カウンセリング実習の教育評価　－歯科衛生学生に自己肯定意識尺度を用いて－

臨床実習前・後の歯科衛生士学生の障害者歯科に対する意識調査

歯科衛生士学校における新たな実習教材の活用について

某歯科大学歯科衛生士研修センターの概要と同大学附属病院勤務の歯科衛生士の意識調査

三重県歯科衛生士会主催の講習会受講者の喫煙に関する質問紙調査

香川県歯科衛生士会員の喫煙に関する質問紙調査

歯科衛生士をめざす学生の喫煙，受動喫煙に対する認識と口腔内所見との関係

愛知県歯科衛生士会主催の研修会受講者の喫煙に関する質問紙調査

ペン/パームグリップ両対応ハンドル薄型ヘッド歯ブラシのプラーク除去効果

脱灰－再石灰化におけるフッ化物作用時期とその濃度がヒトエナメル質表面の硬度に与える影響

義歯床用粘膜調整材表面のバイオフィルムの形態観察とオゾン水の洗浄効果

教養科目として置いた歯科科目を選択した学生の意識について

摂食嚥下リハビリテーション臨床実習における歯科衛生士学生の学びと教育的効果
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２０１９年９月１５日（日）

  
ポスター５   

53 林  美里

54 松本  梨那

55 木村  ひとみ

56 山田  あゆ未

57 神之田  理恵

58 桑田  千尋

59 渡辺  朱理

60 古川  敏子

61 長谷川  千佳

62 萩野  由

63 青柳  ひとみ

64 小林  美生

65 山腰  睦美

  
ポスター６   

66 奥河  知恵

67 佐藤  佳奈枝

68 掛川  由美子

69 佐藤  陽子

70 松尾  菜生

71 福田　  綾

72 野口  有紀

73 古峪  恭子

74 富田  澪奈

75 山本  明日香

76 西田  果麟

患者の心理的要望を受けてラッピングによるバリアーを解除した経緯

病識と口腔衛生への関心が乏しい先天性第Ⅶ因子欠乏症患者に対する口腔衛生管理の一例

某急性期病院における人工呼吸器装着により口腔有害事象を認めた患者の一症例

行動科学理論に基づく歯科保健指導のためのカリキュラム　第４報 評価法の検討

某市新成人の歯科保健行動と生活習慣の質問紙調査からの報告

臨床実習におけるインシデントおよびアクシデントの実態調査

認定歯科衛生士制度における研修実績の報告

習慣的嗜好飲料としての砂糖入りコーヒーが及ぼす口腔環境への影響と指導介入効果

血管内皮機能に対する歯周組織健康状態改善の有効性評価　第2報 有効性の検討

ラバーダムシートによる背景色が歯の色調選択時に与える影響

滅菌器材の管理方法についての検討

オーラルケア用乳酸菌含有食品の口腔内細菌に対する作用について

超音波洗浄機による洗浄効果の検討

ピオクタニンブルー色素を応用した就寝前洗口による口腔内細菌抑制持続効果について

歯の歯根部の漂白作用に関する研究

歯科矯正装置に対する口腔清掃補助用具の清掃効果　－ATP測定法による検証－

某中規模病院歯科口腔外科における物品管理業務の効率化

消毒薬と市販洗口剤の殺菌効果に関する考察

洗口液の口腔内細菌に対する抗菌効果

日本人女性における口腔および歯の形態学的観察

某歯科医院における院内託児利用状況の報告

口腔健康状態と自殺願望との関連

口唇閉鎖機能と口腔周囲の形態との関係

クアラルンプール日本人学校における歯科保健指導の有用性について 
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