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【小児・学齢期における口腔保健】

P-1 3歳児乳歯う蝕に関与する1歳6か月児健診時点での要因の分析 坂本　治美

　

【周術期等口腔機能管理】 　

P-2 周術期等口腔機能管理における動揺歯の実態報告 鈴木　結衣

P-3 糖尿病を有する不安定狭心症患者に対する周術期等口腔機能管理 井指　李咲

P-4 某急性期病院における周術期等口腔機能管理の現状と介入効果の検討 山口　茉佑子

P-5 免疫チェックポイント阻害剤関連重症筋無力症患者の口腔機能管理の1例 春日　佳織

P-6 某大学病院における中咽頭癌に対して放射線治療を行った患者への口腔健康管理の１例 髙松　菜未

P-7 某大学病院小児科病棟への周術期等口腔機能管理システムの構築と今後の課題 寺野　くらら

P-8 血管柄付き前腕皮弁による舌再建手術症例の術後経過および歯科衛生介入の課題 藤田　浩美

P-9 骨吸収抑制剤投与患者へ対する周術期等口腔機能管理構築方法についての検討 金子　富士恵

P-10 全身麻酔手術患者における歯科衛生士による術前口腔内スクリーニングの有用性について 松本　友恵

　

【有病者への口腔健康管理】 　

P-11 糖尿病患者における舌口唇運動機能低下の要因の検討 山口　絵里

P-12 難病患者に対して口腔機能の低下予防を試みた１例 濵元　一美

P-13 粘膜類天疱瘡患者に対して口腔衛生管理を施行した１例 近藤　真由美

P-14 動機付け面接法 (PMI)を活用した歯科保健指導が奏功した生体腎移植術前患者の一症例 川田　菜々子

P-15 某特定機能病院における陽子線治療による口腔粘膜炎に対する周術期等口腔機能管理について 大坪　牧子

P-16 某大学病院ICU口腔ケアラウンドの過去13ヵ月間の実態調査 橋本　美代子

P-17 急性期脳卒中の患者に対して歯科衛生士が早期に介入した摂食機能療法の取り組み 堀越　悦代

P-18 急性期から回復期にかけて歯科衛生士が歯科医師と共に介入した脳梗塞の1症例 本木　真結

P-19 訪問歯科診療におけるスティーブンス・ジョンソン症候群への対応 平澤　利子

　

【障害者への口腔健康管理】 　

P-20 口唇口蓋裂児を持つ母親の心理 －歯科衛生士による介入や心理的支援のあり方の検討－ 青山　友里花

P-21 某障害者福祉施設通所知的障害者の実行機能を考慮した歯磨き指導の効果 小川　友里奈

P-22 コロナ禍での地域歯科医療連携 －中断した訪問歯科診療の再開から継続介入している1症例－ 髙田　佳子

　

【高齢者への口腔健康管理】 　

P-23 地域在住高齢者における複合型介護予防教室参加後の口腔および身体機能の変化 川村　佳美

P-24 高齢者の転倒と身体機能および口腔機能との関連性 福田　昌代

P-25 前期高齢者の口腔筋機能療法（MFT）のポッピング訓練による最大舌圧増加に関する評価 川西　順子

　

【多職種連携・地域連携】 　

P-26 某療養型病院歯科診療所における多職種連携と歯科衛生士の取り組み 壽川　明音

P-27 大学附属病院における歯科衛生士の業務実態と多職種連携に関する意識調査 横山　滉介

P-28 介護予防における地域高齢者との関わりについて ー松前町での取組みー 北岡　千恵

P-29 某介護老人保健施設において最期まで安全に口から食べることができた終末期ケアの1症例 武藤　久子

P-30 某特別養護老人ホームにおける口腔健康管理 －介護職員への指導の効果－ 澤田　美佐緒

P-31 歯科標榜のない病院における医科歯科医療連携の取り組み 武田　美輪
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【教育】 　

P-32 歯科衛生士をめざす学生における行動変容を促すコミュニケーションスキルの実態 重見　有紀

P-33 医療系女子大学生のキャリアコンピテンシーの醸成に影響する要因 破魔　幸枝

P-34 広島大学歯学部口腔健康科学科口腔保健学専攻のオンライン国際交流プログラムの取り組み 西村　瑠美

P-35 某大学口腔保健学科生の臨床実習前後における自己教育力習得に関する意識調査 織田　千恵

P-36 某大学口腔保健学科生の臨床実践能力習得に関する意識調査 瀬戸口　祐子

P-37 県歯科衛生士会が実施した認定歯科衛生士・指導者育成プログラムにおける評価方法の検討 藤田　未来

P-38 広島県歯科衛生士会における会員拡大へ向けた取り組み　第2報 新人研修会について 相見　礼子

　

【復職支援・離職防止】 　

P-39 歯科衛生士研修センターにおける研修生の傾向と今後の課題 髙田橋　美幸

P-40 歯科衛生士リカレント研修センターにおける研修生の教育指標への影響因子 大矢　幸慧

　

【活動報告ほか】 　

P-41 口腔外科新規開設病院での口腔衛生管理の現況と今後の課題 中西　優実

P-42 某急性期病院の入院患者に対するオーラルフレイルラウンドの取り組み 宮本　敦子

P-43 急性期病院における入院患者に対する口腔内評価システムの構築について 杉本　友香

P-44 某市立病院における口腔ケアラウンドチームの活動報告 －電子カルテのシステム構築－ 浜崎　容子

P-45 某病院の療養・リハビリテーション病棟における歯科衛生士による定期的な口腔衛生管理の導入 一二三　菜々子

P-46 歯科矯正用アンカースクリュー植立時に使用する器材管理方法の構築による業務改善 塩士　真由

P-47 新型コロナウイルス感染症クラスターが発生した住宅型施設における歯科衛生士の活動報告 桝井　悦子

P-48 某地域医療支援病院における口腔衛生管理の標準化への取り組み －手順と物品の選定基準の作成－ 横山　ゆき乃

P-49 兵庫県歯科衛生士センターの活動報告 岩﨑　小百合

　

【調査報告】 　

P-50 通所サービス利用者の歯科医療ニーズの実態および歯科衛生士によるアセスメントの有用性の検討 小原　由紀

P-51 在宅で療養する医療的ケア児者に関与する歯科衛生士の実態調査 水上　美樹

P-52 成人健常者の舌圧と握力との関連性 畑田　晶子

P-53 某大学病院の母親学級における口腔保健に関する意識調査 千神　八重子

P-54 大学生における口腔保健行動の現状と集団への効果的な歯科保健啓発の検討 北林　珠奈

P-55 デンタルフロスの仕様の違いが歯間清掃具未使用者の継続使用に与える影響 倉光　祥平

P-56 口腔清掃習慣と口臭の関連について 赤塚　彩乃

P-57 都道府県歯科衛生士会における成人、事業所の歯科口腔保健事業の従事状況等に関する調査研究 江口　貴子

P-58 某歯科大学附属病院のコロナ禍における歯科衛生士のヒヤリハットレポートの分析および意識調査 上野　美奈

P-59 某口腔保健センターのコロナ禍における訪問歯科診療の取り組み 蛯谷　明希

P-60 コロナ禍でのマスク着用が口腔内環境に及ぼす影響に関する意識調査 成行　稔子

P-61 コロナ禍における某総合病院歯科での口腔衛生管理の取り組みについて 内山　今日子

P-62 コロナ禍における口腔保健および食生活への意識や行動の変化について 廣田　優子

P-63 女子受刑者の口腔衛生における国際比較 森本　奈津美

P-64 歯科衛生士をめざす学生の加熱式タバコを含めた喫煙およびスマホ依存に対する認識 正木　優妃乃

P-65 愛媛県歯科衛生士会会員の加熱式タバコを含めた喫煙状況と喫煙に対する認識に関する研究 林　友理香

P-66 臨床実習前の歯科衛生学生の身体疲労 花谷　早希子



P3
日本歯科衛生学会第17回学術大会

会員発表プログラム（ポスター発表）
　

【調査報告】 　

P-67 某急性期病院における歯科開設の効果 竹田　由香理

P-68 急性期病院入院患者のオーラルフレイルに関する調査 －重症度，医療・看護必要度評価者の視点－ 石川　由美

P-69 入院期間の長期化による二次性サルコペニアと口腔機能低下に関する検討 青木　理佐

P-70 歯科衛生士のメインテナンス時の観察部位と口腔白板症の発症部位の比較検討 山本　佳津子

P-71 NST対象患者の栄養からみた歯数との関連 山村　真由美

P-72 広島県歯科衛生士会における会員拡大へ向けた取り組み　第1報 入会者と退会者の動向調査 相見　礼子

　

【実験研究】 　

P-73 サブソニックブラシの消耗による人工プラーク残存率および圧縮強度の変化 岩橋　杏奈

P-74 スケーリング時における最適な作業面高の検討 丸山　直美

P-75 電動歯ブラシによるプラークの除去効果 高林　桂奈

P-76 大型太陽電池付酸化チタン内蔵歯ブラシの口腔清掃効果に関する検証 鈴木　恵

P-77 歯周病関連細菌の過剰な菌体外DNA結合タンパク質が宿主免疫機構に与える影響 福井　かおり

P-78 咽頭の炭酸刺激が嚥下誘発に与える影響 槌谷　三桂

P-79 研磨用バーおよびコンポジットレジンの種類の違いによる着色比較 神原　真彩

P-80 マウス二瓶選択法による舌咽神経領域に発現する脂肪酸受容体の機能解析 永井　由美子

P-81 スマートフォンの汚染状況と効果的な清掃方法の検討 渡辺　朱理

　

【学生研究】

P-82 若年成人を対象とした口腔内感覚と栄養摂取状況との関連の検討 佐々木　美緒

P-83 口腔ケア用保湿剤およびポビドンヨード含有ゲルを用いたブラッシング方法の検討 －予備研究－ 加藤　美結

P-84 ブラッシング時の唾液中細菌数増加抑制を目的としたブラッシング方法の検討 －予備研究－ 山根　万奈

P-85 歯ブラシの価格と交換頻度の関係および口腔保健行動への影響 内田　真唯

P-86 小児の口腔習癖と養育者のストレスとの関係について 田中　美咲

P-87 永久歯における萌出遅延の要因について：システマティックレビューによる検討 桑原　弓季

P-88 摂食嚥下障害看護認定看護師による口腔ケアに関する取り組みと歯科衛生士との連携に関する調査 寺前　美生

P-89 顎変形症患者の顎矯正手術後の口腔ケアと歯科衛生士の関わり 加藤　夢乃

P-90 新人看護師における歯科・口腔ケア関連情報の認知度に関する調査 田中　桜子

P-91 エアタービンによる模型歯牙切削時における飛沫の飛散状況に関する研究 重田　茉穂

P-92 医療系大学新入生のオーラルヘルスリテラシーと口腔保健行動 吉田　奈永


