第１８回口腔ケア学会総会・学術大会
第１回国際口腔ケア学会総会・学術大会
合同会議 プログラム
（敬称略、一部所属略）
2021 年 4 月 17 日（土）・18 日（日）
基調講演
東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学 教授
康永 秀生 「大規模データベースを用いた臨床研究～口腔ケアを中心に」
日時 令和 3 年 4 月 17 日（土） 14:00-14:50
座長

梅田 正博

特別賞受賞記念講演
公益財団法人 日本対がん協会会長、国立がんセンター 名誉総長
垣添 忠生 「高齢社会をイキイキ生きる」
日時 令和 3 年 4 月 17 日（土） 10:00-10:50
座長 夏目 長門
大会長講演（Presidential Symposium）
星 和人（Kazuto Hoshi）
日時

令和 3 年 4 月 18 日（日）10:30-10:50

特別企画「サンドウィッチマンと口腔ケアを考える」
サンドウィッチマン
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）14:10-14:40
座長 星 和人

Joint Symposium of ISOC and JSOC「世界に広がる口腔ケア」(E)
1. Masahiro Umeda
2. Evelyn Yi-Wen Chen (National Taiwan University, Taipei, TAIWAN)
3. Kayoko Yamamoto
4. P. Anantanarayanan（Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Meenakshiammal
Dental College）
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）11:00-12:20
Chair: Nagato Natsume

日本口腔ケア学会 30 周年記念式典
夏目 長門、鈴木 俊夫（日本口腔ケア学会前理事長）、岡部 繁男（東京大学医学部が
長）、髙戸 毅（東京大学名誉教授、日本口腔ケア学会元大会長）ほか
日時 令和 3 年 4 月 17 日（土） 9:00-9:50

国際口腔ケア学会記念式典（Inauguration Ceremony for ISOC）
(E)
国場 幸之助（衆議院議員）、國土 典宏（国立国際医療センター理事長）、小松本
（アジア病院連盟会長）ほか
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）9:40-10:30

悟

基調講演（Keynote Lecture）: 太田 嘉英（Yoshihide Ota）

教育講演 Educational Lecture（WEB）
相田 潤（Jun Aida）
東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 健康推進歯学分野 教授
東北大学 大学院歯学研究科歯学イノベーションリエゾンセンター 地域展開部門

シンポジウム

教授

3 件（4－5 人）

①「データから読み取る口腔ケア」
1. 大野 幸子（東京大学大学院医学系研究科 イートロス医学講座）
2. 栗田 浩
3. 五月女 さき子
4. 岸本 裕充
日時 令和 3 年 4 月 17 日（土） 15:00-16:20
座長 中村 誠司、栗田 浩
②歯科衛生士部会主催シンポジウム
「COVID-19 の Before・After について with COVID-19 へ立ち向かう歯科衛生士へのエー
ル」
〜歯科医院・病院・保健所・大学・在宅歯科医療の最前線から〜
1. 会沢 咲子（豊島区口腔保健センターあぜりあ歯科診療所）
2. 赤松 博子（医療法人樹会 いがらし歯科医院）
3. 市川 友紀子（東京都立多摩総合医療センター）
4. 羽賀 淳子（国分寺市健康推進課）
5. 伊藤 奏（東京医科歯科大学健康支援口腔保健衛生学分野）

日時

令和 3 年 4 月 17 日（土）

16:30-17:50

③「リハビリテーションとの連携」
1. 藤谷 順子（国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 リハビリテーション
科医長）
2. 米永 一理（東京大学大学院医学系研究科 イートロス医学講座）
3. 牧野 日和（愛知学院大学）
4. 高柳 久代（聖隷三方原病院リハビリテーション部）
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）16:20-17:40
座長 藤谷 順子（国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院）、川又 均（獨協
医科大学 医学部）

パネルディスカッション 2 件（3－4 人）
①「診療を行う際の装備と環境」
1. 杉山 明宏（言語聴覚士部会副部長、富士病院）
2. 石本 淳也（前日本介護福祉士会会長、熊本県介護福祉士会会長）
3. 丸岡 豊（国立国際医療研究センター・副院長）
4. 東野 督子（看護部会長 理事 日本赤十字豊田看護大学）
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）9:40-10:30
座長 杉山 明宏、丸岡 豊
②「新しい口腔ケア手技」
1. 佐伯 香織（看護部会委員、評議員 栄共済病院 がん専門看護師）
2. 伊澤 諒太（株式会社ハタプロ代表）
3. 山浦 克典（慶応義塾大学薬学部医療薬学・社会連携センター社会薬学部門）「口腔ケ
アにおける薬局薬剤師の役割」
4. 和田 ひとみ（口腔ケア支援グループ オーラルサポート代表）
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）14:50-15:40
座長 森 悦秀、佐伯 香織

ワークショップ３件
①「口腔ケアでの医療事故を防ぐ」
1. 岡安 麻里
2. 澤畑 勤（国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院）
3. 酒井 克彦（東京歯科大学 オーラルメディシン・病院歯科学講座 講師）
4. 池上 由美子 （がん感染症センター都立駒込病院 看護主任歯科衛生士）（内諾）

日時

令和 3 年 4 月 17 日（土）11:00-12:20

座長

片倉 朗、水谷聖子（看護、日本福祉大学看護学部）

②歯科衛生士部会主催ワークショップ
「COVID-19 の感染対策について知ろう！」
演者 宮 しほり
明海大学 PDI 浦安歯科診療所
日時 令和 3 年 4 月 17 日（土）15:00-15:50
座長 川名 美智子 (がん・感染症センター都立駒込病院看護部)
③「口腔ケアの難しい疾患」
1. 藤原 夕子
2. 大西 淑美（兵庫県立尼崎総合医療センター）
3. 石原 佳代子（日本赤十字豊田看護大学 摂食嚥下障害認定看護師）
4. 若林 宣江（誤嚥しやすい人の口腔ケア）
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）15:50-17:10
座長 森 良之、大西 淑美

コンセンサスカンファレンス
「妊婦における口腔ケア」
1. 鈴木 紀子
2. 入山 高行
3. 井村 英人
日時：令和 3 年 4 月 17 日（土）15:00-16:20
コーディネーター 鈴木 紀子、西條 英人
「透析患者の口腔ケア」
1. 柏﨑 晴彦
2. 高村 宏明
3. 原
巌
4. 前田 さおり
日時：令和 3 年 4 月 17 日（土）16:30-17:50
コーディネーター 柏﨑 晴彦
Consensus Conference③「Oral health care during the Covid-19 pandemic（コロナウイ
ルス感染と口腔ケア）」（E）
1. 山中 紗都（千葉県立保健医療大学）

2. 大田 知果（大阪医科大学）
3. 金岡 香里（千葉大学）
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）14:50-16:10
コーディネーター 植野 高章、沖永 敏則
マイ・メソッド セッション
座長 米永 一理「私のひと工夫」
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）11:00-12:20

部会関連 2 件
言語聴覚士部会（牧野）
口腔ケアの介助による腰痛を回避しよう～バイオメカニクスの基礎と姿勢～
1. 杉山 明宏 (公益社団法人 有隣厚生会 富士病院 リハビリテーション科
愛知学院大学大学院 心身科学研究科健康科学専攻)
2. 三島 大拓 (公益社団法人 有隣厚生会 富士病院 リハビリテーション科)
3. 関口 貴紀 (愛知学院大学大学院 心身科学研究科 健康科学専攻)
日時
令和 3 年 4 月 18 日（日）14:50-15:50
座長
牧野 日和
看護部会（東野）
看護部会主催教育講演
飯島 勝矢 （東京大学高齢社会総合研究機構）
日時
令和 3 年 4 月 17 日（土）9:00 -9:50

口腔乾燥症ガイドライン
中村 誠司
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）11:00-11:50
座長

田中 彰

感染対策教育委員会
根岸 明秀（国立病院機構 横浜医療センター 歯科口腔外科）
日時 令和 3 年 4 月 18 日（日）11:50-12:40
座長 木村 吉宏（市立ひらかた病院 歯科口腔外科）

