
第 15回日本口腔機能水学会学術大会参加のご案内 

メインテーマ『 機能水キター！！ 水から始まる明日の健康 』 
 

◆総合案内 

会   期 2014年 3月 29日（土），30日（日） 

会   場 日本歯科大学 生命歯学部 100周年記念館 152講堂 

      〒102-8159 東京都千代田区富士見 1-9-20 TEL:03-3261-8311（代表） 

会   費 事前登録（会員）               6,000円（当日登録 7,000円） 

      事前登録（非会員）              10,000円（当日登録も同額） 

歯科衛生士，歯科技工士・学生（含大学院生）  3,000円（当日登録も同額） 

大 会 長 川村 浩樹（日本歯科大学 附属病院 総合診療科） 

準備委員長 青木 春美（日本歯科大学 生命歯学部 歯科理工学講座） 

主   催 日本口腔機能水学会 

後   援 (財)機能水研究振興財団、日本機能水学会、日本学術会議、日本臨床環境医学会、 

日本歯科人間ドック学会 

 

◆ご参加の皆様へ 

・学術大会の当日登録は 3月 29日(土) 13時から 16時 30分まで，3月 30日(日) ８時 30分から 15時

まで，受付（100周年記念館５階 151講堂）にて行います。 

・事前登録を済まされた方は，総合受付にて名札，学会誌（大会プログラム・抄録集）をお受け取り下

さい。 

・名札の下方に，参加費，懇親会費の領収証がついておりますが，経理処理上，別に領収証が必要な場

合には受付でお申し出下さい。 

・ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。 

・２日目のお昼に 100周年記念館５階 151講堂にて弁当を準備しております（参加費に含まれます）。 

 

◆座長の先生へのお願い 

・座長は発表者の研究内容について十分に検討し，質疑応答・討論・総括などを行い，発表を有意義な

ものにして下さい。 

・プログラムが所定の時間内に進行するようにお努め下さい。 

・次座長は 10分前までに所定の席にお越し下さい。 

 

◆発表者へのお願い 

・発表はパソコン用液晶プロジェクターの単写（スクリーン２台に同時映写：マウスポインター使用）

にて行っていただきます。発表するファイルは，Microsoft Office PowerPoint 2013以下（OS: Windows 

XP, Vista, Windows 8）用に作成し，PC受付に USB等でご提出下さい。 

・発表時刻 30分前までに，151講堂の PC受付へご提出下さい。 

・一般演題は，発表 12分，質疑応答３分です。 

・時間終了２分前にベル１回，終了時にベル２回，質疑応答終了時にベル３回でお知らせいたします。 

・発表時間は超過しないようにお願いいたします。 

・質疑は座長の指示に従い行って下さい。 

・次演者は，自身の発表開始 15分前に次演者席へお座り下さい。 

 

◆懇親会のお知らせ 

日 時 2014年 3月 29日（土）17時 30分～19時 

会 場 ホテルメトロポリタンエドモント ダイニングブッフェ 『ベルテンポ』 

会 費 5,000円（事前登録時にお申し込みいただくか，当日，会場受付にてお申し込み下さい） 

TEL:03-3261-8311


【来場案内】 

 

 

・JR総武線 「飯田橋」下車 西口（市ヶ谷寄り）より徒歩６分 
・東京メトロ東西線、有楽町線、南北線、都営大江戸線 

「飯田橋」下車 B2a出口より徒歩７分、A4出口より徒歩５分 

・東京メトロ半蔵門線、都営新宿線 

             「九段下」下車 １番出口より徒歩８分 

 

【会場案内】 

 

 

 

 

本館正門からお入りになり、 

エレベーターで５階までお昇り 

下さい。 

 



【学会場、企業展示場案内】 

 

100周年記念館、本館見取り図 

 

 

 

 

 

 



プログラム

13:00～16:30

総合受付 （100周年記念館５階151講堂）

13:50～14:00

開会挨拶 （100周年記念館５階152講堂）

日本口腔機能水学会会長　　佐藤　勉先生　（日本歯科大学　東京短期大学教授）

14:00～15:00

教育講演 （100周年記念館５階152講堂）

座長：塚崎　弘明先生

機能水総論：科学基盤と標準化

財団法人機能水研究振興財団

堀田　国元 先生

15:10～16:10

特別講演１ （100周年記念館５階152講堂）

座長：西田　哲也先生

電解酸性機能水の生物学的機能に関する研究

日本大学歯学部・病理学講座

浅野　正岳先生

16:20～17:00

理事会 （100周年記念館５階152講堂）

13:00～16:30

企業展示 （本館４階　理工学実習室）

17:30～19:00

懇親会 （ホテルメトロポリタンエドモント　ダイニングブッフェ『ベルテンポ』）

8:30～15:00

総合受付 （100周年記念館５階151講堂）

9:00～9:10

開会式 （100周年記念館５階152講堂）

挨拶 大会長 川村　浩樹（日本歯科大学附属病院　総合診療科）

来　賓 堀田　国元先生（財団法人 機能水研究振興財団常務理事・事務局長）

3月29日（土）

3月30日（日）



9:10～10:10

一般演題 （100周年記念館５階152講堂）

座長：溝上　修平先生

演題１（9:10～9:25）

微酸性電解水の消臭効果について

○白土　雅康

森永乳業株式会社装置開発研究所

演題２（9:25～9:40）

歯科用チェアユニットへの機能水の応用 Ｖｏｌ．4

＜電解水を使用したユニット保守の確立に向けて＞

○須藤　英俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ＮＯＡＨ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ（ノアデンタルクリニック）ノアデンタルクリニック

座長：小澤　寿子先生

演題３（9:40～9:55）

オゾンナノバブル水の各種耐性菌に対する殺菌効果の検討

○早雲　彩絵1)，荒川　真一2)，平松　啓一3)，眞野　喜洋4)，和泉　雄一5,6)

1)東京医科歯科大学 歯学部附属病院 歯周病外来
2)東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　生涯口腔保健衛生学分野
3)順天堂大学　医学部　細菌学講座
4)東京医科歯科大学 医学部附属病院 高気圧酸素治療部
5)東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科生体支持組織学講座　歯周病学分野
6)東京医科歯科大学大学 グローバルCOEプログラム 歯と骨の分子疾患科学の国際

　教育研究拠点

演題４（9:55～10:10）

HAコートインプラントに付着した有機化合物のNBW3による除去効果について

○杉澤　満1)，荒川　真一2)，早雲　彩絵3)，野崎　浩佑4)

1)杉澤歯科医院，2)東京医科歯科大学 大学院 生涯口腔保健衛生学分野
3)東京医科歯科大学歯学部附属病院 歯周病学外来
4)東京医科歯科大学 生体材料機能医学分野

10:30～11:30

特別講演２ （100周年記念館５階152講堂）

座長：鴨井　久一先生

口腔、消化管に注目した疾病治療

日本赤十字医療センター　アレルギー・リウマチ科

猪熊　茂子先生

11:30～12:00

総　会 （100周年記念館５階152講堂）

12:00～12:50

休　憩 （100周年記念館５階151講堂）　参加者に昼食を用意しております．

12:50～13:00

名誉会員証授与式（100周年記念館５階152講堂）



13:00～14:00

一般演題 （100周年記念館５階152講堂）

座長：田中　收先生

演題５（13:00～13:15）

金属の機能水浸漬に対する効果的な犠牲防食法の検討

○柏原　稔也，市川　哲雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　口腔顎顔面補綴学分野

演題６（13:15～13:30）

超小型電解オゾン水装置IN PUREの開発と今後の歯科口腔領域での展開

○佐々木邦康，花岡　裕二

株式会社デザイアン

座長：和泉　雄一先生

演題７（13:30～13:45）

紫外線に対するヒートショックプロテイン70の皮膚保護効果とオゾンジェル

○中尾　光良，水島　徹

慶應義塾大学薬学部

演題８（13:45～14:00）

電解酸性機能水の抗腫瘍活性が口腔上皮細胞による interleukin 8 産生に

及ぼす影響

○五條堀孝廣1)，浅野　正岳2,3)，太田　裕崇1)，西田　哲也4,5)，伊藤　公一6)，

　小木曾文内4,5)

1)日本大学大学院歯学研究科歯学専攻応用口腔科学分野
2)日本大学歯学部病理学教室
3)日本大学歯学部総合歯学研究所生体防御部門
4)日本大学歯学部保存学教室歯周病学講座
5)日本大学歯学部総合歯学研究所高度先端医療研究部門
6)日本大学歯学部

14:10～16:10

シンポジウム（100周年記念館５階152講堂）

座長：堀田　国元先生，芝　燁彦先生

「歯科領域における微酸性電解水の評価」（兼 機能水研究振興財団研修会）

シンポジウム１（14:10～14:25）

歯科医療における微酸性電解水の評価の総括

芝　燁彦1)，塚崎弘明2)

1)昭和大学名誉教授
2)昭和大学歯学部歯科補綴学講座

シンポジウム２（14:25～14:40）

微酸性電解水の位置付け

堀田　国元

機能水研究振興財団



シンポジウム３（14:40～15:00）

口腔内細菌に対する微酸性電解水の殺菌効果

佐藤　聡1)，伊藤　公一2)

1)日本歯科大学新潟生命歯学部歯周病学講座
2)日本大学歯学部

シンポジウム４（15:00～15:20）

ヒト天然歯，歯科用合金，歯科用ユニット水管路部材に対する微酸性電解水

の影響

青木　春美

日本歯科大学生命歯学部歯科理工学講座

シンポジウム５（15:20～15:40）

微酸性電解水清拭による顔面皮膚および口腔粘膜の殺菌効果について

舞田　健夫1)，田中　收2)

1)北海道医療歯科大学
2)バイオインプラントアカデミー

シンポジウム６（15:40～16:00）

歯科用ユニット水管路内に存在する細菌に対する微酸性電解水の殺菌効果

について

荒川　真一1)，早雲　紗絵2)，和泉　雄一2)，小澤　寿子3)

1)東京医科歯科大学大学院 生涯口腔保健衛生学分野
2)東京医科歯科大学大学院 歯周病学分野
3)鶴見大学歯学部歯内・歯周病学講座

16:10～

閉会式 （100周年記念館５階152講堂）

日本口腔機能水学会副会長　　岩本　宏先生

10:00～15:00

企業展示 （本館４階　理工学実習室）




