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プログラム

13:00～13:10 開会式

13:10～14:10 教育講演 1
座長 臼渕 公敏（宮城県立がんセンター歯科）

川下 由美子（長崎大学口腔保健学）

がん治療のための口腔管理～COVID-19とドライマウスを配慮した口腔ケア～
阪井 丘芳（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学）

14:20～15:35 教育セミナー 共催：Meiji Seikaファルマ株式会社
「周術期口腔機能管理10年のあゆみ」

座長 曽我 賢彦（岡山大学病院医療支援歯科治療部）

秦 浩信（北海道がんセンター歯科口腔外科）

ES-1）がん専門病院における口腔機能管理の実際－院内歯科の役割とは－
石橋 美樹（大阪国際がんセンター歯科）

ES-2）周術期口腔機能管理の地域連携
澤木 康一（広島市立広島市民病院歯科口腔外科）

ES-3）開業医における周術期口腔機能管理
佐々生 康宏（ささお歯科クリニック口腔機能センター）

15:45～16:45 一般口演 1
座長 勝良 剛詞（新潟大学医歯学総合病院歯科放射線科）

李 篤史（近畿大学病院歯科口腔外科）

O1-1）歯ブラシの刷毛部の長さの違いによる開口量別歯垢除去効果

藤代 万由（岡山大学病院医療技術部歯科部門歯科衛生士室）、他

O1-2）携帯端末を用いた口腔ケアの試み

水谷 美枝子（虎の門病院歯科）

O1-3）がん緩和医療患者の長期的口腔ケアに対する取り組み

山本 友美（川崎医科大学総合医療センター歯科・口腔外科）、他

O1-4）頭頸部癌患者における強度変調放射線治療中の体重減少の予測因子の検討

松崎 秀信（岡山大学病院歯科・歯科放射線科部門）、他

O1-5）放射線性味覚障害モデルマウスの作製

泉 智基（愛媛大学医学部附属病院）、他

O1-6）造血幹細胞移植患者の口腔有害事象に対するオゾンウルトラファインバブ
ル水の効果

松田 悠平（東京医科歯科大学大院医歯学総合研究科生涯口腔保健衛

生学分野）、他

１日目 2022年12月17日（土）
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9:00～9:50 一般口演 2
座長 森 毅彦（東京医科歯科大学血液内科）

O2-1）骨髄移植後早期に口腔内限局性の急性GVHDを発症した一例

加藤 翼（東北大学病院口腔支持療法科）、他

O2-2）がん終末期における口腔衛生管理の自宅退院支援を行った1症例

福田 早莉（川崎医科大学附属病院歯科・口腔外科）、他

O2-3）小児悪性リンパ腫患者の口腔粘膜炎における口腔管理の有効性

倉又 七海（新潟大学医歯学総合病院診療支援部歯科衛生部門）、他

O2-4）頭頸部化学放射線治療における創傷被覆・保護剤の予防使用の有効性に関
する前向き観察

勝良 剛詞（新潟大学医歯学総合病院歯科放射線科）、他

10:00～11:00 特別講演
座長 向井 隆雄（川崎医科大学歯科総合口腔医療学）

妻木 浩美（静岡県立静岡がんセンター）

がん治療におけるチーム医療
細田 満和子（星槎大学共生科学部）

11:10～12:10 教育講演 2
座長 大亦 哲司（紀南病院歯科口腔外科）

榎本 明史（近畿大学病院歯科口腔外科）

薬剤関連顎骨壊死の最前線
岸本 裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科）

13:00～13:50 アフタヌーンセミナー 共催：テルモ株式会社
座長 上野 尚雄（国立がん研究センター中央病院歯科）

口腔粘膜炎対策に新たな選択肢を～ジェルクレア口腔用液の使用経験～

濵田 倫史（相良病院歯科口腔外科）

2日目 2022年12月18日（日）
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14:00～15:55 シンポジウム
「がん治療における多職種連携の現状と今後の課題～それぞれの専門的視点から～」

座長 久野 彰子（日本医科大学付属病院口腔科）

江戸 美奈子（北海道がんセンター）

SY-1）外来化学療法室での口腔ケアに対する取り組み

利根川 絹恵（埼玉医科大学国際医療センター外来化学療法室）

SY-2）多職種連携における管理栄養士の役割

藤井 理恵薫（神奈川県立がんセンター栄養管理科）

SY-3）がん薬物療法施行患者における口腔内症状の現状「薬剤師の立場から」

坂井 由紀（新潟大学医歯学総合病院）

SY-4）言語聴覚士の立場からみた多職種連携の現状と課題

横山 友徳（川崎医科大学附属病院リハビリテーションセンター）

SY-5）歯科衛生士が多職種と行うオーラルマネジメント－連携・協働・補完－
藤原 千尋（国立病院機構福山医療センター）

15:55～16:05 閉会式
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オンデマンド配信 一般Webポスター
座長 丹田 奈緒子（東北大学病院口腔支持療法科）

松田 悠平（東京医科歯科大学大院医歯学総合研究科生涯口腔保健衛生学分野）

WP-1）咽頭がん化学放射線療法（CDDP/RT）による口腔粘膜炎リスク因子調査

首田 千尋（金沢医科大学病院医療技術部）、他

WP-2）周術期口腔機能管理における動揺歯についての自己申告と歯科診察による客
観的評価の比較

森崎 華苗（川崎医科大学附属病院歯科・口腔外科）、他

WP-3）外来化学療法センターにおける歯科衛生士の活動

真木 礼（倉敷中央病院歯科）、他

WP-4）大阪国際がんセンター医科歯科連携フォーラムの取り組みと課題について

吉川 香織（大阪国際がんセンター歯科・口腔ケア委員会）、他

WP-5）頭頸部がん放射線治療患者への線量分布の活用について－看護師へのアンケ
ート調査

宮崎 正義（大阪国際がんセンター放射線腫瘍科）、他

WP-6）当院における造血幹細胞移植後患者のLUFU外来での口腔実態調査

浅野 千絵（国立がん研究センター中央病院歯科）、他

WP-7）非協力的な悪性リンパ腫患者に対し多職種連携により口腔衛生管理を継続で
きた1例

福田 早莉（川崎医科大学附属病院歯科・口腔外科）、他

WP-8）乳癌化学療法中の口腔粘膜炎対策における液体包帯（ジェルクレア®）の有
用性の検討

大迫 貴子（相良病院歯科口腔外科）、他

WP-9）術後乳がん症例における上肢機能障害の出現と電動歯ブラシによる歯肉炎予
防効果

下園 香菜（相良病院歯科口腔外科）、他

1. 一般Webポスター発表
公開期間：2022年12月17日（土）～ 2023年3月5日（日）
質問フォーム受付：2022年12月17日（土）～ 12月28日（水）

2. オンラインLIVE（Zoomウェビナー）講演の収録動画
12月24日（土）頃より順次公開を開始、2023年3月5日（日）まで公開予定

※すべてのプログラムがオンデマンド公開されるとは限りません。
あらかじめご承知おき願います。

オンデマンドプログラム公開日程


