
演題番号 カテゴリ－ 名前 演題名

A1 基礎 佐藤　惇 エルゴチオネインの歯肉粘膜上皮細胞に対する遺伝子発現作用の網羅的解析

A2 基礎 山﨑　真美 抗細菌性ペプチドβ ディフェンシン2強発現によるケラチノサイトでの遺伝子発現の網羅的解析

A3 基礎 山田　朋弘 口腔扁平上皮の発癌におけるSPARCを介した細胞競合の関わり

A4 基礎 福井　暁子 口腔粘膜上皮細胞,線維芽細胞におけるRIG-Iを介した細胞内伝達機構の解析

A5 基礎 佐々木　三奈 ヒト正常上皮角化細胞(NHEK)の上皮間葉移行（EMT）に対する活性酸素の影響

A6 基礎 村山正晃 HIV-1陽性者の唾液中に存在するウイルスRNAの完全性について

A7 基礎 太田耕司 歯肉線維芽細胞の炎症性ケモカイン発現誘導に対するイトコナゾールの抑制作用の検討

A8 悪性腫瘍 井上 勝元 当科において過去42年間で診断した口腔顎顔面領域の悪性腫瘍574例の検討

A9 白板症 櫻井　仁亨 白板症871例の臨床的検討

A10 悪性腫瘍 鈴木 大貴 両側頬粘膜に多発した表在性Basal cell carcinomaを疑う一例

A11 悪性腫瘍 布施　佑磨 頬部に発生した脂肪肉腫の1例

A12 悪性腫瘍 奥井達雄 骨髄移植後の口腔GVHD患者に発生した多発性口腔扁平上皮癌の一例

A13 悪性腫瘍 坂田健一郎 頬部の皮下組織に発症した脂肪組織炎様Ｔ細胞リンパ腫の1例

A14 悪性腫瘍 小澤通子 急速な増大を示した髄外性形質細胞腫の1例

A15 悪性腫瘍 岸本　聡子 悪性リンパ腫の化学療法後に再燃を繰り返した潰瘍性口内炎の１例

A16 悪性腫瘍 米田雅一 オトガイ部の知覚異常を契機として診断されたバーキットリンパ腫の1例

A17 悪性腫瘍 牧野修治郞 顔面の知覚異常を主訴に受診した，顎口腔腫瘍の4例

A18 神経麻痺 田中達朗 下顎枝矢状分割術後の神経麻痺と下顎管の走行位置との関連性について

A19 唾液 小幡　亜希子 近赤外分光法による唾液分泌血行動態信号の計測手法検討

A20 唾液 松岡 紘史 ドライマウス患者の認知的特徴は口腔関連QOLのどの側面に影響するか？

A21 唾液 後藤　聡 新たな小唾液腺唾液量測定装置を用いた口唇小唾液腺唾液分泌量の評価

A22 唾液 佐藤しづ子 口腔乾燥感は総唾液分泌量よりも小唾液分泌量と関連する

A23 唾液 森　啓 口腔乾燥感を訴える義歯装着患者の唾液量変化について、初診時と補綴装置装着時の比較検討

A24 唾液 石田 孝文 シェーグレン症候群診断における口唇小唾液腺生検の意義について

A25 唾石 飯田 幸弘 両側上唇に生じた小唾液腺唾石症の１例

A26 良性腫瘍 清河年彦 舌縁部に生じた疣贅型黄色腫の1例

A27 良性腫瘍 國芳　秀晴 舌に発生した軟骨脂肪腫の１例

A28 水疱性疾患 遠藤弘康 剥離性歯肉炎から診断された粘膜類天疱瘡における上気道病変

A29 水疱性疾患 姫嶋　皓大 血清学的に病型診断し得た粘膜類天疱瘡の2例

A30 水疱性疾患 黄地健仁 当科における粘膜類天疱瘡の臨床的検討

A31 扁平苔癬 安田卓史 口腔扁平苔癬の臨床診断における診断精度に関する検討－ 第二報 －

A32 自己免疫 森　和久 歯科治療で改善をはかったSAPHO症候群49症例の臨床的検討－全身骨シンチ、予後、血中微量金属－

A33 炎症 木村　祐一郎 歯根嚢胞摘出後に軽快した肉芽腫性口唇炎の一例

A34 炎症 姜　良順 診断に苦慮した異物迷入による頬部蜂窩織炎の1例

A35 炎症 高畑　智文 不適合義歯が原因で口蓋に生じた腐骨の１例

A36 舌痛症 森陰　直広 舌痛症患者における温熱刺激による脳活動について

A37 舌痛症 螺良修一 低分子化フコイダンを用いた舌症状緩和（症例報告）

A38 患者動向 前川まゆき 明海大学病院初診科における過去2年の患者動向調査

A39 顎関節症 岡本康裕 クローズドロック症例に対するストレッチを目的としたマニピュレーションによる下顎運動の変化

A40 顎関節症 内田貴之 咬合の過高感を伴う変形性顎関節症に保存的療法で対応した１例

A41 顎関節症 山田　亜紀 顎関節症患者における唾液分泌量とストレスの関連



A42 顎関節症 有地 淑子 超音波江ラストグラフィを用いた咬筋硬度の評価

A43 矯正 中山直樹 Lundstromの区画分析を用いて叢生量を計測し改善した症例

A44 矯正 渡辺　隆史 多数歯埋伏を伴う鎖骨頭蓋異骨症患者に対して非外科的矯正治療にて咬合改善を行った1例

A45 矯正 松崎　浩成 矯正診断に基づいた前歯部審美修復

A46 MTM 宮崎　隆博 日常臨床に応用したＭＴＭの２症例

A47 歯 荒木正夫 多発性にみられる根尖性不透過性病変のX線学的検討と一考察

A48 再植 瀬田　誠 根尖病巣を伴った歯牙の再植の１例

B1 感染症 高野栄之 カンジダ検出イムノクロマトを用いた口腔カンジダ迅速検査法の有用性

B2 感染症 福永裕子 口腔カンジダ症における義歯の関与の診断

B3 感染症 李　進彰 顎放線菌症を疑わせた抜歯後感染症の1例

B4 感染症 小峰　一雄  PF新規乳酸菌による口腔細菌に対する有用性

B5 口内炎 小井田　奈美 同種骨髄移植後に生じたサイトメガロウイルス感染を伴った口内炎の１例

B6 口内炎 播磨 美樹 メトトレキサート長期服用高齢者に生じた重症粘膜炎の1例

B7 口内炎 門多 初 メトトレキサートによる汎血球減少を伴った多発性口内炎の２例

B8 口内炎 山口 晋司 再発性アフタに対するIrsogladine maleateの効果(家族歴と治療効果について第３報)

B9 潰瘍 秋山　修一 糖尿病患者の下唇に生じた難治性潰瘍の一例

B10 潰瘍 上野泰宏 抗リウマチ薬（ＭＴＸ）により生じた舌潰瘍の1例

B11 診査 米谷 裕之 音声入力を用いた口腔診査記録の試み-歯面単位の入力法の比較-

B12 診査 辰巳浩隆 難聴患者に対する音声入力文字表示システムの試み-話し言葉に対する音声認識率について-

B13 診査 多田 充裕 医療面接の教育に会話分析を用いた指導の試み

B14 診査 梅森　幸 歯科治療中の患者のストレス軽減のための事前スクリーニングの有用性

B15 味覚 山崎　裕 北海道大学病院口腔内科における味覚異常患者210例の臨床的検討

B16 味覚 小田　昌史 十二指腸における味受容体の発現様式

B17 味覚 金田直人 リアルタイムPCR法を用いた客観的味覚検査法の開発―第2報―

B18 医療安全 中島 丘 アンケートからみた地域歯科医師会会員・スタッフと研修歯科医の「医療安全」に係る意識の相違

B19 悪性腫瘍 渡辺　仁資 昭和大学横浜市北部病院における食道癌患者への周術期口腔管理の取り組み

B20 悪性腫瘍 川田朗史 秩父市健康祭りにおける口腔癌検診の実施概要報告

B21 悪性腫瘍 砂川　奈穂 口腔扁平上皮癌症例の術前超選択的動注化学放射線療法の効果と有害事象に関する検討

B22 悪性腫瘍 松本　紗弥佳 FDG-PETの早期像、遅延像を用いた腫瘍診断の検討

B23 嚢胞 此内　浩信 含歯性嚢胞の画像診断におけるMRIの有用性

B24 嚢胞 久富 美紀 非典型な形態を示した鼻口蓋管嚢胞の1例

B25 良性腫瘍 田部　士郎 両側上顎に発生した石灰化嚢胞性歯原性腫瘍の1例

B26 良性腫瘍 山田有佳 多発性骨髄腫に合併した口唇アミロイドーシスの1例

B27 血管腫 秋森 俊行 口腔領域の血管腫に対するNd-YAGレーザーの使用経験

B28 良性腫瘍 木下　英荘 青年期に増大し手術で摘出した頬粘膜リンパ管腫の1例


