
2020 年度事業報告 

Ⅰ 事業総括

当財団は、「常に人々の健康の増進と生活文化の向上に奉仕する」というサンスターグループの

社是の下、様々な口腔衛生の普及・研究支援活動を行うとともに糖尿病など生活習慣病予防のため

の啓発活動、人材育成、企業の健康経営への新たな知見提供なども行っております。しかしながら

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部の事業においては自粛または延期せざるを得ない

状況となり､特にその他事業(収益活動)は大きく計画から乖離する結果となりました。 

1．実施事業（公益活動） 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により学術講演事業、助成事業、調査･研究事業、臨床教育事

業の一部の事業を自粛または延期せざるを得ない状況となりました。 

学術講演事業では、高槻市民の「健康度」と「幸福度」の向上を図ることを目的に計画しており

ました市民講座を自粛いたしました。 

2 年間中断しておりました助成事業のひとつである金田博夫研究助成基金を再開し、歯科医師 1

名の留学助成を決定しました。一方、若手歯科医師の育成を目的としたシンポジウムの開催に向け

て社外の識者を交えた準備委員会の発足を計画しておりましたが、年度内には企画案を検討するに

留まり次年度へ持ち越すことになりました。その他の助成事業では、2020 年度も公益社団法人 日

本歯科衛生学会 学術賞（サンスター財団賞）に協賛しました。 

調査研究事業では、2020 年度も歯科専門分野の学会や講演会に当財団の歯科医師･歯科衛生士が

多数参加し､最新の研究成果や学術情報の収集に努めるとともに、日々の業務で得られた知見をま

とめ講演や学会発表を行いました。 

臨床教育事業では、2020 年度は一部の歯科衛生士養成機関の臨地教育は中止となりました。 

2．その他事業(収益活動)

歯科健診・保健指導事業及び歯科診療事業は緊急事態宣言等の影響により収益は低下したものの、

従業員、受診者いずれも感染の発症は認められず感染対策レベルが今まで以上に向上しました。な

お、2020 年度も大阪府・堺市・大阪市・兵庫県の小児慢性特定疾患治療研究事業指定診療所として

1型糖尿病患者の歯周病治療を行いました。 

 商品販売は、診療所では 2020 年度も受付と歯科衛生士が連動して歯ブラシ処方箋を提供するな

どの工夫をしましたが受診者の減少に伴い収益は低下しました。官公庁等の公的団体に各団体の福

利厚生の一環として販売している口腔ケア商品についても収益は減少しました。 

サンスターグループ社員及びその家族の健康維持･増進に関する事業を行う健康推進事業では、

事業会社が開催する新型コロナ対策会議に参画し、事業会社へのアドバイス、社員及びその家族へ

の感染対策情報提供とその徹底に取組みました。また、「健康経営優良法人 2020」の認定を 4 年連

続取得しました。さらに、京都大学とは引き続き心身健康道場での指導の中で行動変容を促す要因

や、指導による口腔衛生指標への影響を検証するための検討を行いました。 

財務面では、上記の事業活動により経常収益で 551,723 千円(計画 710,273 千円)、経常費用
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632,620 千円(計画 707,150 千円)、当期経常増減額（税引前）は▲80,897 千円(計画 3,123 千円)と

なりました。 

■財団経常収支実績 （単位：千円） 

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

経常収益 710,273 551,723 ▲158,550 694,338

経常費用 707,150 632,619 ▲74,531 690,648

当期経常増減額（税引前） 3,123 ▲80,896 ▲84,019 3,690

Ⅱ 事 業 報 告 

1.学術講演事業（別紙 実施事業区分別正味財産増減計算書 継続事業 ①学術講演）

高槻市民の「健康度」と「幸福度」の向上を図ることを目的に高槻市、高槻商工会議所、大阪医

科大と共同開催を予定しておりました高槻市民公開講座は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

観点から自粛いたしました。 

以上の結果、学術講演事業の事業収支は、経常費用 2,778 千円、当期経常増減額(税引前営業利

益)は▲ 2,721 千円となりました。 

■財団経常収支実績 （単位：千円） 

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

経常収益 0 57 57 0

経常費用 3,190 2,778 ▲412 2,969

当期経常増減額（税引前） ▲3,190 ▲2,721 469 ▲2,969 

2． 助成事業（別紙 実施事業区分別正味財産増減計算書 継続事業 ②助成活動） 

(1)金田博夫研究助成基金の 2020 年度海外留学受給者は、歯科医師 1名となりました。 

2009 年度から開始しました同研究助成では、すでに 14 名の受給者のハーバード大学医学部附属

ジョスリン糖尿病センターへの留学を助成しておりますが、10回目となる本年度は下記の留学助成

を決定しました。 

◆2020 度受給者(1名) 

歯科医師 鬼塚 理 （35 歳）

所  属    九州歯科大学   口腔機能学講座歯周病学分野 

研究課題*     マルチオミクスアプローチによる糖尿病の創傷治癒遅延の解明 

*研究課題は応募時のものです。 
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＊（参考）金田博夫研究助成基金（海外留学助成規程） 

糖尿病、糖尿病合併症の予防・治療を目指した基礎研究ならびに臨床への応用研究を支援する。

歯科分野、医科分野、栄養学分野、生化学分野等の若手研究者を対象として、当財団が指定する

海外の大学等研究機関に２年間留学する渡航費、ならびに滞在費を補助することにより、わが国

の医療及び国民の保健の向上に資することを目的として 2009 年度に創設されました。 

◆留学先 

米国マサチューセッツ州ボストン市ハーバード大学医学部附属ジョスリン糖尿病センター、ま

たは応募者が希望する他の医科系・歯科系研究機関 

◆助成内容 

留学期間は最長２年間とし、渡航費及び滞在費（2年間合計／11 万ドル＋100 万円）を支給する。 

なお、過去の受給者等詳細は、サンスター財団ホームページをご参照下さい。 

      （http://www.sunstar-foundation.org/aid/historical/） 

(2)同基金のサポートによる対外発表  

佐藤真理氏（北海道大学 大学院歯学研究院）の研究成果が PLOS Biology [1]に、また楠山譲

二氏(東北大学学際科学フロンティア研究所)の研究成果が Nature Metabolism[2]にて掲載され

ました。小塚氏は、留学体験記を日本の科学雑誌に投稿されました[3]。 

[1] Cell-autonomous light sensitivity via Opsin3 regulates fuel utilization in brown 

adipocytes 

Mari Sato1,2,3☯, Tadataka Tsuji1☯, Kunyan Yang1, Xiaozhi Ren4, Jonathan M. Dreyfuss5, 

Tian Lian Huang1, Chih-Hao Wang1, Farnaz Shamsi1, Luiz O. Leiria1,6,7, Matthew D. 

Lynes1, King-Wai Yau4, Yu-Hua Tseng1,8

1 Section on Integrative Physiology and Metabolism, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School, 

Boston, Massachusetts, United States of America, 2 Oral Biochemistry and Molecular Biology, Graduate 

School of Dental Medicine, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 3 JST, PRESTO, Kawaguchi, Japan, 

4 Solomon H. Snyder Department of Neuroscience, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, 

Maryland, United States of America, 5 Bioinformatics and Biostatistics Core, Joslin Diabetes Center, Harvard 

Medical School, Boston, Massachusetts, United States of America, 6 Department of Pharmacology, Ribeirao 

Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil, 7 Center of Research of Inflammatory 

Diseases, Ribeirao Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil, 8 Harvard Stem 

Cell Institute, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, United States of America 

☯ These authors contributed equally to this work.

PLOS Biology (2020 年)

[2] Effects of maternal and paternal exercise on offspring metabolism 

Joji Kusuyama1,2, Ana Barbara Alves-Wagner1,2, Nathan S. Makarewicz1, Laurie J. 

Goodyear1

1 Integrative Physiology and Metabolism Section, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA. 2 These 

authors contributed equally 

Joji Kusuyama, Ana Barbara Alves-Wagner. 

Nature Metabolism (2020 年) 
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 [3] 留学はしたほうがよい? ～ 留学のメリット・デメリット ～ 

小塚智沙代 理化学研究所 生命医科学研究センター 代謝エピジェネティクス YCIラボ  

日本内分泌学会雑誌  96(1):  221-221  2020 

(3)公益社団法人 日本歯科衛生学会 学術賞（サンスター財団賞）に協賛しました。 

本年度は、奨励賞 4名が授賞しました。  

  ・奨励賞 田島 香菜 ： 歯周病治療の定期健診における継続受診の要因に関する研究 

星合 愛子 ： 歯科衛生過程を用いて問題解決に取り組んだ放射線治療後患者の 

       1 症例 

小倉 早妃 ： がん化学療法患者に対する口腔衛生管理の実態調査 

船原 まどか： ブラッシング後の唾液中細菌数の推移 

       ―清拭(せいしき)と含嗽(がんそう)の効果について― 

＊（参考）日本歯科衛生学会学術賞 

日本歯科衛生学会の創立を記念し 2006 年に創設されました。学術賞は歯科衛生の向上と実践

に根ざした学術研究において優れた成果をあげ、人々の健康と福祉に寄与する研究に対し、そ

の功績を称え、表彰します。本学術賞は、学術論文賞（サンスター財団賞）と学術発表賞（公

益財団法人ライオン歯科衛生研究所賞）があります。 

以上の結果、助成事業の事業収支はサンスター株式会社から同事業に対する協賛寄付金等収入

11,600 千円、留学助成金などの経常費用 15,163 千円となり、当期経常増減額（税引前営業利益）

は▲3,563 千円となりました。 

■財団経常収支実績 （単位：千円） 

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

経常収益 15,816 11,600 ▲4,216 22,210

経常費用 18,059 15,163 ▲2,896 24,480

当期経常増減額（税引前） ▲2,243 ▲3,563 ▲1,320 ▲2,270 

3． 調査研究事業（別紙 実施事業区分別正味財産増減計算書 継続事業 ③調査研究） 

2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、ほとんどの学会がオンラインまたは誌上

での開催となりましたが、2020 年度も日本歯科衛生学会、日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会を

はじめとした歯科専門分野の学会や講演会に、当財団の歯科医師･歯科衛生士が多数参加し､最新の

研究成果や学術情報の収集に努めました。また､日々の臨床や予防業務で得られた知見をまとめ、

講演や学会発表を行いました。（その他活動詳細は別紙「Ⅳ．事業活動詳細報告の(4)～(5)」を参照）。 

以上の結果、調査研究事業における事業収支は、経常収益 720 千円、経常費用 4,014 千円となり、

当期経常増減額（税引前営業利益）は▲3,294 千円となりました。 
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■財団経常収支実績 （単位：千円） 

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

経常収益 540 720 180 540

経常費用 5,947 4,014 ▲1,933 4,973

当期経常増減額（税引前） ▲5,407 ▲3,294 2,113 ▲4,433 

4.臨床教育事業（別紙 実施事業区分別正味財産増減計算書 継続事業 ④臨床教育） 

新型コロナ感染症の影響により一部の歯科衛生士養成機関の臨地教育は中止となりましたが、4

校からの実習生計 12 名に対し､延べ 104 日間の臨地教育を行いました。 

以上の結果、臨床教育事業の事業収支は、歯科衛生士学校からの受講料収入 104 千円、経常費用

は 8,271 千円となり、当期経常増減額（税引前営業利益）は▲8,168 千円となりました。 

■財団経常収支実績 （単位：千円） 

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

経常収益 0 104 104 198

経常費用 10,155 8,271 ▲1,884 8,410

当期経常増減額（税引前） ▲10,155 ▲8,167 1,988 ▲8,212 

5.歯科健診・保健指導事業（別紙 実施事業区分別正味財産増減計算書 その他会計 ⑤歯科健診保健指導） 

新型コロナウイルス感染症の影響により産業歯科健診活動及び歯科保健活動の自粛・中止が相次

ぎ、本事業の件数は 285 件、対象者数は 39,726 人となりました（活動詳細は別紙「Ⅳ．事業活動詳

細報告の(1)～(3)」を参照）。 

(1)産業歯科健診・保健活動 

2020 年度の歯科健診事業は、前年より受託健康保険組合(事業主)は 14 減少し 18健保となり、受

診人数は前年より約 2万人減り、10,275 名となりました。そのような中、歯科に関する問診の回答

内容から口腔内の状態や歯科保健行動を判定し、個別化された保健指導の情報提供を行う「口腔内

診査を伴わない歯科健診プロラム」(お口ケア 30days トライアル)は前年より 1 健保増え、6 健保

17,113 名に実施しました。 

(2)8020 運動啓発などの歯科保健活動 

サンスター株式会社からの業務委託である｢健康日本 21」政策に準拠した歯科保健活動も、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から対面での活動を自粛せざるを得ない状況となりました

が、オンラインを活用しながら 23件 18,127 人に指導を行いました。その内容は口腔清掃指導だけ

でなく、口腔保健の重要性、歯周病と全身疾患との関わり、オーラルフレイル予防、糖尿病患者へ

のオーラルケア等多岐に亘るものでした。 
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(3)保育園・幼稚園・障がい児(者)施設・小中学校等の歯科保健活動 

乳幼児及びその保護者、児童、生徒に対しそれぞれの成長段階に合わせた歯科保健指導を、161

件、11,299 人を対象に行いました。新型コロナ感染症が問題視される前には、フッ化物塗布、フッ

化物洗口なども行いました。 

サンスター株式会社から委託された事業は、歯科医師会、教育委員会及び学校保健会の歯科保健

事業への参画、近畿エリアの保育園及び幼稚園の園児に対する紙芝居等を用いた歯科保健活動など

でした。実施に当たっては、対象人数を減らし指導回数を増やしたり、歯ブラシを口腔内に入れな

い指導などの工夫を行い「3密回避」「衛生管理」対策を徹底しました。また、2017 年より事業会社

(サンスターシンガポール)から毎年委託されているマレーシア日本人学校の幼稚部・小学生・中学

生への歯科保健活動は、今回はオンラインで実施しました。現地はロックダウン中で各家庭からの

参加となり家族で参加いただきました。 

以上の結果、歯科健診・保健指導事業における事業収支は、事業収益 108,018 千円、経常費用

130,991 千円となり、当期経常増減額（税引前利益）は▲22,973 千円となりました。 

■財団経常収支実績 （単位：千円） 

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

経常収益 203,965 108,018 ▲95,947 204,234

経常費用 180,018 130,992 ▲49,026 176,824

当期経常増減額（税引前） 23,947 ▲22,974 ▲46,921 27,410

6.歯科診療事業（別紙 実施事業区分別正味財産増減計算書 その他会計 ⑥歯科診療）

(1)歯科診療 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために 4月に発出された緊急事態宣言に対し、診療所では 

基礎疾患を持つ高齢者及び緊急性が低い方に対して受診の延期をお願いしました。また、来院予定

者からの予約の延期の連絡も少なくありませんでした。その結果、2020 年度の総受診者数は 2019

年度と比較すると約 5,000 人減少し 23,312 人となりました。そのうち新患数は 847 人でした。   

 2020 年度も大阪府・堺市・大阪市・兵庫県の小児慢性特定疾患治療研究事業指定診療所として延

べ 52人の 1型糖尿病患者の歯周病治療を行いました。 

(2)研究委託 

事業会社の製品である 0.3％塩化セチルピリジニウム口腔咽喉用スプレー剤に対する臨床評価及

び、同意いただいた患者の診療データを用いて糖尿病患者の歯周病治療における両疾患の関連性に

ついて検証し、学会で発表いたしました。

(3)商品販売 

千里診療所での受診者向け窓口商品販売では､2019 年と同様に商品展示スペースや待合室ディス

プレーを活用した商品紹介を行うとともに、受付･歯科衛生士が連動し､受診者に歯ブラシ処方箋を

提供するなどの取り組みを行いました。総受診者数の減少と比例して商品の提供数は減少しました

が、塩化セチルピリジニウム関連製品（デンタルリンスと 0.3％塩化セチルピリジニウム口腔咽喉
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用スプレー剤）を求められる方は増加致しました。 

以上の結果、歯科診療事業の事業収支は、260,771 千円の事業収益に対し、経常費用 282,316 千

円、当期経常増減額（税引前利益）は▲21,545 千円となりました。 

■財団経常収支実績 （単位：千円） 

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

経常収益 311,417 260,771 ▲50,646 284,749

経常費用 280,982 282,316 1,334 273,782

当期経常増減額（税引前） 30,435 ▲21,545 ▲51,980 10,967

7.商品販売（別紙 実施事業区分別正味財産増減計算書 その他会計 商品販売⑦） 

官公庁（独立行政法人 国立病院機構など）等の公的団体を対象に、各団体の福利厚生の一環と

して口腔ケア商品の企画提案、斡旋を積極的に推進してまいりましたが、本年度は新型コロナウイ

ルスの感染予防対策費として予算を使用された団体が少なくなかったため、事業収支は 5,635 千円

の事業収益となりました。仕入原価等の経常費用は 4,351 千円、当期経常増減額（税引前利益）は

1,284 千円となりました。 

■財団経常収支実績 （単位：千円） 

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

経常収益 8,000 5,635 ▲2,365 9,306

経常費用 6,267 4,351 ▲1,916 6,451

当期経常増減額（税引前） 1,733 1,284 ▲449 2,855

8.健康推進事業（別紙 実施事業区分別正味財産増減計算書 その他会計 ⑧健康推進） 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により計画を変更しながら社員の健康管理に取組みました。

オンラインを活用した研修の実施やオンライン禁煙プログラム導入など、コロナ禍においても活動

が継続できる方法に取組みました。また、事業会社が開催するコロナ対策会議に産業医と共に参加

し、事業会社へのアドバイス、社員及びその家族への感染対策情報提供とその徹底に取組みました。 

(1)企業のイメージアップへの貢献 

 経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人 2020」の認定を 4年連続で取得

し、「持続可能な企業の健康経営活動の評価」を得るとともに企業イメージアップに貢献しました。 

＊「健康経営優良法人 2020（大規模法人部門）」とは、経済産業省、日本健康会議が主催している

従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に取り組んでいる大規模法人を認定する制度

です。 
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(2）健康保険組合とのコラボヘルスの実施 

 サンスター健康保険組合から土室心身健康道場の運営委託を受け毎年実施していた新入社員研

修は新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止となりましたが、35歳時の節目研修はオンラ

インにて 2回開催しました。また特定保健指導対象者への QOL 改善研修は、新型コロナウイルス感

染症対策について十分留意しながら集合宿泊研修を 4回、オンライン研修を 5回開催し、社員の健

康増進に取り組みました。 

(3)土室心身健康道場を活用したエビデンスの取得 

 「宿泊型健康指導プログラムがもたらす行動変容及び、歯科健診結果についての解析」と題し、

当該プログラム参加者を対象に、行動変容をもたらす主たる要因について探索・検証、さらに口腔

の状態と健康状態の関連も検討するため、京都大学と委託研究を開始しました。 

(4) 土室心身健康道場における健康指導プログラムの外部展開 

 土室心身健康道場における、事業会社等と連携した社外のお客様対象の「サンスター健康道場体

験会」は、新型コロナウイルス感染拡大により 2 回のみの開催となりました(参加者 11 名)。一方

JR 南草津駅前に開設いたしましたびわこ心身健康道場では、併設の社会医療法人誠光会の南草津健

診センターから、特定保健指導の一環として歯科保健指導を受託し、口腔と全身の健康について指

導・啓発活動を実施しました。 

■財団経常収支実績 （単位：千円）

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

経常収益 155,532 149,449 ▲6,083 156,547

経常費用 146,366 129,136 ▲17,230 139,198

当期経常増減額（税引前） 9,166 20,313 11,147 17,349

9.法人会計（別紙 実施事業区分別正味財産増減計算書 法人会計） 

理事会・評議員会等の開催 

・2020 年度 第 1回理事会 

開 催 日： 2020 年 3 月 3 日（水） 決議の省略による開催 

決議事項： 2019 年度事業報告についての承認     

        同年度正味財産増減計算書及び貸借対照表、財産目録についての承認 

金田博夫研究助成基金選考委員の承認を求める件 

財団役員（理事）の一名追加の件 

        2020 年度定時評議員会招集についての承認 

・2020 年度 定時評議員会 

開 催 日： 2020 年 3 月 20 日（金） 決議の省略による開催 

決議事項： 2019 年度正味財産増減計算書及び貸借対照表、財産目録についての承認   

財団役員（理事）の一名追加についての承認 
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・2020 年度 第 2回理事会 

開 催 日： 2020 年 3月 23 日（月）  決議の省略による開催 

決議事項： 専務理事（業務執行理事）選定の承認 

・2020 年度 第 3回理事会 

開 催 日： 2020 年 11 月 5 日（木） 

開催場所： 京都ホテルオークラ（京都）

決議事項： 金田博夫研究助成基金 2020 年度 海外留学助成金受給者の承認 

2021 年度 事業計画についての承認 

金田博夫研究助成基金のサポート体制の変更についての承認 

出    席： 理事 7名（総数 8名）、監事 3名（総数 3名）他 

法人会計収支は、15,369 千円の寄付金等収入に対し、上記の理事会、評議員会等の会議運営、人

件費等 55,598 千円の管理費を計上。当期経常増減額（税引前営業利益）は▲40,229 千円となりま

した。 

■財団経常収支実績 （単位：千円） 

 予 算 実 績 差 異 前年実績 

受取寄付金他 15,003 15,369 366 16,554

管理費 56,166 55,598 ▲568 53,561

当期経常増減額（税引前） ▲41,163 ▲40,229 934 ▲37,007 

Ⅲ 寄付金収入 

1. 寄付金 

下記団体及び個人より合計 26,700 千円 の寄付金を受け取りました。 

 ・サンスター株式会社      11,600 千円 

 ・STARLECS 株式会社             15,000 千円 

・個人                                100 千円 

■当財団人員数(2020 年 12 月 31 日現在 常勤職員及び出向社員)  

千里歯科 

診療所 

予防 

事業部 

健康 

推進室 

事務局 合計 

歯科医師 5 人 5 人

歯科衛生士 18 人 13 人 1 人 32 人

保健師 3 人 3 人

事務職他 4 人 1 人 4 人 6 人 15 人

合計 27 人 14 人 8 人 6 人 55 人
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Ⅳ 事 業 活 動 詳 細 報 告 

(1) 産業歯科健診活動          

 ①企業・団体の事業所での歯科健診                              95 事業所      10,275 人 

 ②団体での通信講座による歯科健診・保健指導                     6 件      17,113 人 

                                  計 101 件  計 27,388 人 

(2)8020 運動啓発等の歯科保健活動  

 ①地域・保健所・歯科医師会等での歯科保健指導               5 件         167 人 

 ②企業での歯科保健指導          9 件         678 人 

 ③得意先・イベント等での歯科保健指導         4 件   124 人 

 ④社内行事等における歯科保健指導         5 件          70 人 

                                   計 23 件    計 1,039 人 

(3)保育園・幼稚園・障がい児(者)施設･小中学校等の歯科保健活動  

 ①保育園・幼稚園･母親教室における歯科保健指導       13 園       1,785 人 

 ②小・中学校における歯磨き指導・フッ化物塗布              93 校       8,764 人 

 ③高等学校における歯科保健指導                       1 校        50 人 

 ④海外の小学校等における歯科保健指導                 1 校      700 人 

                                   計 161 件  計 11,299 人 

                                                   (1)(2)(3)合計 計 285 件   計 39,726 人 

(4) 主な研究発表･講演 

6 月 北野高校同窓会六稜トークリレー(Web 開催)講演    福池 

9 月 第 15 回日本歯科衛生学会学術大会(誌上開催)ポスター発表 茨木・小原・塚原 

10 月 第 60 回日本母性衛生学会総会（Web 開催）口演  高島 

第 63 回秋季日本歯周病学会（Web 開催）ポスター発表 野田 

(5) 主な学会・講演会参加  

1 月  大阪府歯科衛生士会学術集会（大阪）          福池  

5 月 第 63 回春季日本歯周病学会(Web 開催)          野田・岡田・吉村 

6 月 第 31 回日本老年歯科医学会(Web 開催)             福池・篠田 

第 129 回日本補綴歯科学会（Web 開催）          鈴木 

 第 152 回日本歯科保存学会（Web 開催）          三宅 

 第 95 回日本医療機器学会（Web 開催）          野田 

9 月 第 15 回日本歯科衛生学会(誌上開催)                福池・野田・茨木 

岡藤・小原・塚原       

第 50 回日本口腔インプラント学会（Web 開催）         鈴木・岡田・吉村 

10 月 第 31 回日本審美歯科学会（Web 開催）          茨木 

第 63 回秋季日本歯周病学会（Web 開催）          福池・野田・岡田・吉村 

11 月 第 37 回日本障害者歯科学会(Web 開催)          杉田 
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日本口腔インプラント学会近畿北陸支部大会(Web 開催) 岡田・吉村 

    日本臨床歯周病学会関西支部大会（Web 開催）         鈴木・福池・野田・茨木 

                                    佐々木・田中・土本・橋本 

以上 
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