
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　【偶数】１５：００～１５：３０　【奇数】１５：３０～１６：００

ポスター１

77 髙橋　知佳

78 原  久美子

79 森下  志穂

80 山本  裕子

81 鈴木  恵

82 中山  玲奈

83 川添  朋子

84 青木  真美

85 田中  恵

86 鴻池  智恵

87 尾谷  始子

88 山川  万優

89 和氣坂  香織

  
ポスター２   

90 渡邉  梨奈

91 吉田  佳世

92 小川  玲奈

93 髙橋  美帆

94 安井  美夢

95 佐伯  歩美

96 八木  愛海

97 星川  明子

98 佐藤  琴花

99 高久  博未

100 荒井  志歩

101 茂垣  麻聡江

102 藤田  美枝子

幼児の口腔習癖と保護者の歯科保健行動との関連

某歯科医院における子どもの歯科保健に対する保護者の意識調査報告

思春期女子生徒における口腔保健行動と齲蝕および歯周病リスク検査の調査

ジュニアアスリートに対するスポーツデンタルハイジニスト介入の効果

歯科衛生士等による定期的なう蝕予防の情報提供が中学生の歯科保健行動に及ぼす効果の検討

乳幼児健康診査時の歯科保健質問紙調査の結果　－乳幼児う蝕と保護者の喫煙の関係－

自閉症による知的障害を伴う舌亜全摘後の患者の口腔衛生管理を多職種との連携で行った一症例

某障がい者施設における口腔保健管理普及事業の継続的介入について

入院中の教育と疼痛への配慮により口腔衛生への理解と口腔環境が改善した感染性心内膜炎の一例

個々に合わせた口腔ケアを多職種で共通認識にするための取り組み

日本と韓国の歯科衛生学生が考える将来像に関する基礎調査

ミールラウンドの遠隔支援における一評価指標としての嚥下時産生音の可能性

高速コントラアングルの切削音で脈拍数が減少する　－エアータービンハンドピースとの比較－

自然な笑顔を作るための表情筋マッサージの効果と生理的変化

市販の洗口剤の効果に関する比較

災害が口腔保健に及ぼす影響：システマティック・レビューによる検討

某歯科診療所における小児期の咀嚼機能と食・生活習慣の関連について

摂食機能療法を契機に重症心身障害児（者）の摂食に介入した3例の検討

日本歯科衛生学会第14回学術大会
会員発表プログラム

２０１９年９月１６日（月・祝）

地域在住高齢者の縦断的な調査によるオーラルフレイルの関連因子の検討

「参加者体験型口腔機能向上セルフトレーニングプログラム」の有効性の検討

通所介護施設の継続に影響する口腔機能および栄養に関する因子の検討

1073R-1乳酸菌で発酵したヨーグルトがインフルエンザウイルスに交叉する唾液IgAに与える影響

太陽電池（3枚)付酸化チタン内蔵音波振動式歯ブラシの歯垢付着抑制・除去効果

筋萎縮性側索硬化症（ALS）とALS以外の神経疾患の口腔内状況の比較

某市における障害者等歯科医療技術者養成研修会の取り組み　第3報 5年間の事業後の追跡調査報告

全身麻酔下障害者歯科治療の実態調査
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ポスター３   

103 藤田  浩美

104 石山  茉佑佳

105 大西  淑美

106 田島  香菜

107 花岡  愛弓

108 加藤  典子

109 高坂  由紀奈

110 小倉  早妃

111 大森  裕子

112 藤代  万由

113 鈴木  美智子

114 小粥  照子

115 髙橋  真紀

  
ポスター４   

116 永野  伸一

117 魚谷  美和

118 鹿林  七瀬

119 盛田  梨乃

120 浅野  千絵

121 五十嵐  麻奈三

122 木村  優子

123 堀之内  美帆

124 初見　梓

125 後藤  わかな

126 宮井  沙也加

127 東川  久代

128 平尾  直美

周術期等口腔機能管理における糖尿病患者の口腔内環境および療養行動変容に関する検討

化学放射線療法後の亜鉛欠乏を一因とした難治性口腔粘膜炎により様々な障害をきたした1例

同種臍帯血移植患者の口腔機能管理を行った1例

オンコサイト癌に対して治療を行った重度口腔乾燥患者に口腔衛生管理介入した1例　

手術予定の炎症性腸疾患患者の口腔評価

人工関節置換術における周術期口腔機能管理の取り組みと成果

周術期等口腔機能管理料（Ⅲ）の算定件数と専門的口腔清掃の実施回数との関連

某急性期病院における造血幹細胞移植患者に対する歯科衛生士の取り組み　－高齢者を中心に－

食道癌術前補助化学療法中のセルフケアの確立に難渋した一症例

食道癌周術期患者の口腔衛生状態を改善させ術後肺炎予防に貢献した一症例

分子標的薬併用放射線療法（BRT）中の頭頸部がん患者に対する口腔衛生管理を行った症例

口腔ケアワーキンググループ活動で向上した看護師の口腔観察への意識

栄養サポートチーム（NST）対象入院患者における口腔健康管理の課題

地域拠点病院における栄養サポートチームでの活動報告

開業医からみた口腔癌患者の経過　第7報 白板症から癌に進展した症例と、経過観察のみの症例

外来での口腔がん発見から在宅での看取りに至るまで10年間にわたり闘病生活に関った一例

歯科衛生士による中毒性表皮壊死症患者に対しての口腔衛生管理介入

某急性期病院における地域歯科医師会との周術期等口腔機能管理システムの経過報告

口腔内出血リスクの高い造血幹細胞移植患者の口腔健康管理に難渋した１例

食道癌術前化学療法中の口腔衛生管理が口腔粘膜炎の重症化を防ぎ歯科治療遂行に貢献した一症例

口腔がん周術期等口腔機能管理における歯科衛生士術前介入の実施状況と課題

がん治療前の歯科介入の有無は口腔衛生状態に影響する

歯科衛生士による歯科衛生士のためのがん口腔支持療法セミナーを開催して　－活動報告－

周術期の口腔健康管理における歯科衛生士への教育プログラムの構築と実施

某大学病院における周術期認定歯科衛生士育成への取り組みと課題について

急性期病院における周術期等口腔機能管理の取り組みについて
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ポスター５   

129 藤林  由利安

130 田島  理矢子

131 山本  温子

132 田野  ルミ

133 田野  ルミ

134 石田  菜穂子

135 髙田  仁美

136 堀越  悦代

137 天海  優希

138 後藤  百合

139 薦田  茜

140 中久木  康一

141 藤原  千尋

  
ポスター６   

142 君  賢司

143 佐藤  元美

144 栗原  和美

145 栗城  いづみ

146 大嶋  依子

147 金子  絵梨香

148 大森  彩

149 粕谷  和可菜

150 元山  彩良

151 齋藤  あゆみ

152 石井  京子某大学病院歯科周術期口腔支援センターの現状と地域医療連携の重要性

歯科大学附属病院における総合案内の取り組み　－3年間の集計結果から－

某歯科大学病院補綴科受診患者の来院時の血圧と申告血圧との差に関する検討

入院予定患者に配布する歯科受診申込書の有効性について

総合病院における骨粗鬆症リエゾンサービスと歯科衛生士の役割について

某大学病院における口腔保湿剤の認知度と指導実態に関する質問紙調査

周術期管理センター（仮称）の設立への経過と課題

インプラント周囲炎により外科的療法を行った１症例

某県における歯科衛生士の需要に関する調査報告

某歯科医師会による歯科のない病院への歯科医療従事者派遣事業に参加した歯科衛生士の活動報告

総合病院に勤務する歯科衛生士の活動報告　－歯科衛生士の業務内容と取り組み方－

総合病院に勤務する歯科衛生士の活動報告　－がん化学療法口腔ケアチームでの一症例－

被災地域外の歯科衛生士による初動支援の活動報告

災害時における口腔衛生管理の重要性の認識　－血液透析患者への意識調査－

平成30年7月豪雨災害に対する愛媛県における歯科支援　－経験から繋げられたことと残された課題－

某急性期病院における「歯科衛生士連絡書」の活用方法について

インプラント治療中および治療後に訪問診療を併用した１症例

インプラント周囲粘膜炎に罹患した患者に対して上部構造の修正で対応した１症例

某中規模病院における歯科口腔外科の取り組みについて

歯科衛生士の就業状況に基づく人材育成のあり方に関する分析　第2報 北海道地域における分析

復職支援・離職防止等推進事業から検討した歯科衛生士の研修について

離職対策検討目的に実施した卒後 3 年未満歯科衛生士への就労実態調査

新人歯科衛生士およびブランクのある歯科衛生士の教育支援について

歯科衛生士の就業状況に基づく人材育成のあり方に関する分析　第1報 九州地域における分析

3


