
 

 

・9:30～17:00 一般演題（ポスター） ＜討論時間＞16:00～17:00                                      

 

セッション 臨床的統計 

Ｐ－１  当科における薬剤関連顎骨壊死に対する外科的治療の臨床的検討 

    ○片山雅文 1)  山田健太郎 1)  萩原僚一 1) 2)  引田正宣 3)  栗原絹枝 1) 2) 

稲川元明 1) 高崎義人 1) 

    1)国立病院機構高崎総合医療センター歯科口腔外科、2)東京歯科大学オーラルメディシン・口腔

外科学講座、3)東京歯科大学口腔顎顔面外科学 

 

Ｐ－２ 薬剤関連性顎骨壊死（MRONJ）症例の臨床的検討 

    ○野口夏代  大井一浩  川尻秀一 

    金沢大学大学院医薬保健学総合研究科がん医科学専攻がん細胞学講座細胞浸潤学分野（歯科口腔

外科） 

 

Ｐ－３ 九州歯科大学附属病院歯科放射線科・放射線部における画像検査の変遷 —過去と

現在の比較— 

    ○森本泰宏 松本 忍 鬼頭慎司 田中達朗 小田昌史 西村 瞬  

    九州歯科大学歯科放射線学分野︎ 

 

Ｐ－４ 当科で実施した病理組織学的検査の統計学的検討 
    ○宇津木千鶴1)  田村靖子2)  村上幸生2) 片山 直2)  町野 守1) 2) 

    1)医療法人石心会さやま総合クリニック歯科口腔外科、2)明海大学病院病態診断治療学講座総合

臨床歯科学分野 

 

Ｐ－５ パノラマエックス線写真による口蓋扁桃結石の検出率の検討 

○小田昌史  田中達朗  鬼頭慎司  若杉（佐藤）奈緒  松本（武田）忍  

大塚（岩脇）梢  西村 瞬  森本泰宏 

  九州歯科大学歯科放射線学分野 

 

セッション 診断に関わる基礎、画像・病理診断 

Ｐ－６ MRI・FLAIR画像のエナメル上皮腫への活用 

○此内浩信 1)  Irfan SUGIANTO1)  久富美紀 2)  村上 純 2)  藤田麻里子 3)  

藤原敏史 1)   難波友里 1)  浅海淳一 1) 2)3) 
1)岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野、2)岡山大学病院 歯科放射線・口腔診

断科、 3)歯科総合診断室 

Ｃ会場（歯科棟南３階：歯学部大会議室） 

 



 

Ｐ－７ 顎関節症による頭痛と筋筋膜痛の治療への反応における時間的関係について 

○河野晴奈  原 和彦  佐藤有華  近藤亜美  氏家陽子  小林あずさ 松川由美子  

椎木直人  今村佳樹  

日本大学歯学部口腔診断学講座 

 

Ｐ－８ 頸動脈石灰化所見の臨床的重要性と医科との連携 

○内田啓一1)  杉野紀幸1)  吉成伸夫2)  田口 明1)   

1)松本歯科大学 歯科放射線学講座、2)松本歯科大学 歯科保存学講座 

 

Ｐ－９ フラクタル次元を用いた歯冠形態特性の数値化 

○礪波健一1) 木村康之1) 則武加奈子1) 保母宏基2) 林 奨太1) 俣木志朗3) 

荒木孝二4) 

1)東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部 2)東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究

科教育メディア開発部 3)東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科医療行動科学分野 

4)東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯学教育システム評価学分野 

 

セッション 初診・教育 

Ｐ－10 東京医科歯科大学歯学部附属病院初診患者の来院動機について 

－健康調査票の分析－ 

○木村康之1)  礪波健一1)  則武加奈子1)  林 奨太1)  保母宏基2)  俣木志朗3) 

荒木孝二4) 

1)東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部、 2)東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究

科教育メディア開発学分野、 3)東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科医療行動科学分

野、4)東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯学教育システム評価学分野 

 

Ｐ－11 一般開業医でできるOralAppliance適応の診断  
○渡辺一成 

東京医科歯科大学 歯科総合診療部  

 

Ｐ－12 味覚障害患者に対する栄養管理サポートシステムの重要性について 

    第１報 味覚障害患者の栄養特性  

○日比野智香子 佐藤しづ子 笹野高嗣 

東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔診断学分野 

 

 



セッション 症例  

Ｐ－13 多発性単純性骨嚢胞の病態を呈した開花性骨性異形成症の一例 

○江頭寿洋1)  池田久住1)  三浦桂一郎1)  井 隆司1)  白石剛士1)  藤田修一2) 池

田 通2)  朝比奈泉1) 

1)長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科学分野、2)長崎大学大学院医歯薬学総合研

究科口腔病理学分野 

 

Ｐ－14 神経血管減圧術後に再発した口腔顔面疼痛症例の検討 

○平木文佳  岡田明子  本田智美  近藤亜美  阿部 郷  森蔭直広  今村佳樹 

日本大学歯学部口腔診断学講座 

 

Ｐ－15 Ｘ線所見不顕期を有する顎骨転移を認めた左上葉肺癌の１例 

○久富美紀1） 此内浩信2） 柳 文修1）3） 村上 純1） 岡田俊輔2） 岸本晃治4） 

佐々木朗4） 浅海淳一1）2）3） 

1）岡山大学病院歯科放射線・口腔診断科、2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科放射線学分野、 

3）岡山大学病院口腔検査・診断センター、4）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学

分野 

 

Ｐ－16 顎下リンパ節にみられた IgG4関連リンパ節症の 1例 
○宮腰昌明  吉川和人  清水六花  鎌口真由美  秦 浩信 佐藤 明  北川善政 

北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座口腔診断内科学教室 

 

Ｐ－17 左側頬部に発生した筋肉内脂肪腫の1例 
○高谷達夫1) 内田啓一2） 落合隆永3） 大木絵美1) 脇本仁奈1) 岩崎貴美1)4） 

杉野紀幸2） 富田美穂子1) 4） 吉成伸夫5)  篠原 淳6) 田口 明2） 

1)松本歯科大学病院口腔診断科、2）松本歯科大学歯科放射線学講座、3）松本歯科大学口腔病理

学講座、4）松本歯科大学社会歯科講座、5)松本歯科大学歯科保存学講座、6)松本歯科大学口

腔顎顔面外科学講座 

  

Ｐ－18 上顎洞内に広範囲に進展した Keratocystic Odontogenic Tumor の１例 

○大木絵美1)  内田啓一2）  落合隆永３)  高谷達夫1)  岩崎貴美1) 4）  脇本仁奈1) 

森 啓５)  杉野紀幸2）  富田美穂子1) 4）  吉成伸夫5)  篠原 淳6)  田口 明2） 

1)松本歯科大学病院口腔診断科、2）松本歯科大学歯科放射線学講座、3）松本歯科大学口腔病理

学講座、4）松本歯科大学社会歯科講座、5)松本歯科大学歯科保存学講座、6)松本歯科大学口

腔顎顔面外科学講座 

 



Ｐ－19 タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド剤（セファランチン® ）の投与によって改

善した口腔扁平苔癬の 1例 
○村上幸生  香村亜希子  川田朗史  松村正晃  丸山直美  小井戸美公  

岡田知之  田所瑞希  田村靖子  町野 守  片山 直 
明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野 

 

Ｐ－20 7本の過剰歯を認めた症例 

○藤原 亘  西山明宏  福田有美香  菅原圭亮  片倉 朗 

東京歯科大学口腔病態外科学講座 

 

Ｐ－21 下歯槽神経が歯根間を通る智歯抜歯 
○大竹千尋 1)  松田 哲1) 2）  儀保逸哉1)  飯倉拓也 1)  嶋田 淳3)  荒木久生2） 

1)明海大学PDI東京歯科診療所、2）明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラル・リハビリテー

ション学分野、3)明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学Ⅰ分野  

 

Ｐ－22 抜歯により発生した広範囲な皮下縦隔気腫の１例 
○脇本仁奈1)  内田啓一2） 高谷達夫1)  岩崎貴美1) 4） 森 啓5)  杉野紀幸2） 

富田美穂子1) 4） 吉成伸夫5)  篠原 淳5)  田口 明2） 

1)松本歯科大学病院口腔診断科、2）松本歯科大学歯科放射線学講座、3）松本歯科大学口腔病理

学講座、4）松本歯科大学社会歯科講座、5)松本歯科大学歯科保存学講座、6)松本歯科大学口

腔顎顔面外科学講座 

 

Ｐ－23 歯髄電気診にて反応を示した歯根嚢胞を伴った歯内歯の1例 

○堤 泰彦  

独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター 歯科口腔外科 

 

  

 


