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〔特別講演 1〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 1会場　10：50～ 11：50

座長　大阪大学歯学研究科口腔外科学第一教室 古　郷　幹　彦

SL1）TGF- βシグナルとがん：最近の研究と今後の展望
 東京大学医学系研究科分子病理学 宮　園　浩　平

〔特別講演 2〕
LIVE配信 11月 14日（日）　　第 1会場　10：50～ 11：50

座長　東京医科歯科大学顎口腔外科学分野 原　田　浩　之

SL2）COVID-19 のこれまで，そしてこれから
 独立行政法人地域医療機能推進機構理事長 尾　身　　　茂

〔教育講演〕
LIVE配信 11月 12日（金）　　第 1会場　13：10～ 14：10

座長　福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野 池　邉　哲　郎

EL）臓器再生への展望
 東京医科歯科大学統合研究機構／横浜市立大学コミュニケーション・デザイン・センター／
 シンシナティ小児病院オルガノイドセンター／シンシナティ小児病院消化器部門・発生生物学部門 武　部　貴　則

〔海外招聘講演 1〕
LIVE配信 11月 12日（金）　　第 1会場　10：50～ 11：50

座長　信州大学医学部歯科口腔外科 栗　田　　　浩

IL1） Management Oral Cancer in Taiwan, from Prevention, Screening, 
to Clinical Treatment

 Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, Shin Kong 
 Wu Ho-Su Memorial Hospital, Fu-Jen University, Taipei, Taiwan HAO Sheng-Po

〔海外招聘講演 2〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 1会場　13：10～ 14：10

座長　名古屋大学頭頸部感覚器外科学講座 日　比　英　晴

IL2） Challenges and Innovations for Mandibular and Maxillary Reconstruction: 
Biology Meets Technology

 Hannover Medical School, Hannover, Germany　　GELLRICH Nils-Claudius

〔関連学会理事長講演〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 1会場　14：20～ 15：20

座長　奈良県立医科大学口腔外科学講座 桐　田　忠　昭

PL）COPD をご存知ですか？
 高知大学呼吸器・アレルギー内科学／日本呼吸器学会 横　山　彰　仁
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〔シンポジウム 1〕
LIVE配信 11月 12日（金）　　第 1会場　8：50～ 10：40

「顎変形症治療の新たな展開」
座長　東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 高　野　正　行
　　　洛和会音羽病院京都顎変形症センター 横　江　義　彦

SY1-1）私たちの行っている顎矯正手術の現状と未来
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 渡　邊　　　章

SY1-2）術野のマーキングを行うための人体に安全な材料を用いた医療機器認証マーカーの開発
 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院歯科・口腔外科／
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 丸　岡　　　豊

SY1-3）バーチャルリアリティ，AR（拡張現実），空間再現技術の顎変形症治療への応用
 神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座 板　宮　朋　基

SY1-4）顎変形症治療の認定医育成への取り組み
 洛和会音羽病院京都顎変形症センター 横　江　義　彦

〔シンポジウム 2〕
LIVE配信 11月 12日（金）　　第 1会場　15：30～ 17：30

「顎関節脱臼の治療 / 習慣性顎関節脱臼　ベストな治療法は何か？」
座長　東京医科歯科大学顎顔面外科学分野 依　田　哲　也
　　　東京女子医科大学歯科口腔外科学講座 岡　本　俊　宏

SY2-1）習慣性顎関節脱臼に対する開口訓練と上関節腔洗浄療法
 東京医科歯科大学顎顔面外科 高　原　楠　旻

SY2-2）習慣性顎関節脱臼患者に対する顎関節腔ならびに周囲組織への自己血注射療法
 大阪歯科大学歯学部口腔外科学第一講座 吉　田　博　昭

SY2-3）どんな治療法があるか―顎関節隆起切除術―
 奈良県立医科大学口腔外科学講座 川　上　哲　司，他

SY2-4）習慣性顎関節脱臼に対する関節隆起増高術と顎関節脱臼防止帽による開口制限
 愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座 小　木　信　美
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〔シンポジウム 3〕
LIVE配信 11月 12日（金）　　第 2会場　8：50～ 10：50

「口腔外科における上顎再建の展望」
座長　埼玉医科大学国際医療センター形成外科 去　川　俊　二
　　　大阪大学第二口腔外科 鵜　澤　成　一

SY3-1）上顎悪性腫瘍に対する集学的治療 ―良好な QOS を目指して―
 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター口腔腫瘍外科 上　田　倫　弘，他

SY3-2）上顎顎義歯の限界と解決策
 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座／
 日本大学歯学部付属歯科病院顎顔面補綴科 大　山　哲　生

SY3-3）上顎部亜全摘に対する前腕皮弁による再建：成功するための戦略
 がん・感染症センター都立駒込病院形成再建外科 寺　尾　保　信，他

SY3-4）上顎切除症例における自家遊離組織移植の検討
 自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 杉　浦　康　史，他

SY3-5）自科再建導入における上顎亜全摘後再建
 大分赤十字病院歯科口腔外科 平　井　英　治，他

SY3-6）当院における上顎切除後の外科的再建
 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 莇生田　整　治，他

〔シンポジウム 4〕
LIVE配信 11月 12日（金）　　第 2会場　13：10～ 15：10

「頸部郭清術の最前線」
座長　東海大学医学部専門診療学系口腔外科学 太　田　嘉　英
　　　独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター口腔腫瘍外科 上　田　倫　弘

SY4-1）症例に応じた頸部郭清術の選択
 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター口腔腫瘍外科 新　山　　　宗，他

SY4-2）Neck Dissection for Oral Cavity Carcinoma : Any Dawn in the Mist?
 Chi Mei Medical Center, Liouying, Tainan, Taiwan CHIANG Wei-Fan

SY4-3）当科における治療的頸部郭清術
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 富　岡　寛　文，他

SY4-4）私たちがおこなっている頸部郭清術
 東海大学医学部専門診療学系口腔外科学 佐々木　剛　史，他

SY4-5）予防的頸部郭清術の適応と術式上注意すべきポイント
 九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野 土　生　　　学
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〔シンポジウム 5〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 1会場　8：50～ 10：50

「新型コロナウイルス（COVID-19）対策の現状とこれから」
座長　福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野 池　邉　哲　郎
　　　東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科 星　　　和　人

SY5-1）医学部病院の歯科口腔外科における COVID-19 対策
 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 岸　本　裕　充

SY5-2）新型コロナウイルス対策の現状とこれから―歯学部附属病院での取り組み―
 九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野 冨　永　和　宏

SY5-3）神戸市立医療センター中央市民病院における COVID-19 対策の取り組み
 神戸市立医療センター中央市民病院 竹　信　俊　彦

SY5-4）歯科口腔外科診療における新型コロナウイルス感染リスクの実態
 信州大学医学部歯科口腔外科 栗　田　　　浩

SY5-5）歯科用高速切削機器使用時に発生する微粒子の可視化実験による検討
 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院歯科・口腔外科／
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 丸　岡　　　豊

SY5-6）口腔外科治療における新型コロナウイルス感染症対策
 東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科 星　　　和　人

〔シンポジウム 6〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 2会場　8：50～ 10：50

「難治性骨髄炎の治療」
座長　北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室 北　川　善　政
　　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野 梅　田　正　博

SY6-1）下顎 MRONJ の骨切除範囲の決定　～予後不良因子は何か～
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野 林　田　　　咲，他

SY6-2）放射線性下顎骨壊死に対する PENTOCLO 療法
 横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科 廣　田　　　誠

SY6-3）びまん性硬化性顎骨骨髄炎に対する診断と治療
 北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室 浅　香　卓　哉

SY6-4）非細菌性顎骨骨髄炎の診断と治療　全身疾患との関連を含めて
 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 野　口　一　馬，他
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〔シンポジウム 7〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 2会場　13：10～ 15：10

「がん微小環境の理解から迫る革新的治療法開発への試み」　共催：先端歯学国際教育研究ネットワーク
座長　東京医科歯科大学病態生化学分野 渡　部　徹　郎
　　　北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野
　　　血管生物分子病理学教室 樋　田　京　子

SY7-1）Hippo シグナルによる舌がんの発症および進展の制御
 神戸大学医学研究科分子細胞生物学分野 前　濱　朝　彦，他

SY7-2）口腔扁平上皮がん細胞の上皮間葉移行を標的とした新規治療薬の開発
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科病態生化学分野　　井上 カタジナ アンナ，他

SY7-3）がんにおける血管の役割とがんの悪性化
 北海道大学大学院歯学研究院血管生物分子病理学 間　石　奈　湖，他

SY7-4）がん微小環境の免疫評価のトランスレーショナルリサーチ
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子免疫学分野 東　　　みゆき

SY7-5）第三世代がん治療用 HSV-1 G47 Δを用いた低侵襲口腔がん治療の開発
 大阪大学医学部附属病院歯科治療室／大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室／
 東京大学医科学研究所先端医療研究センター先端がん治療分野 内　橋　俊　大，他

SY7-6）口腔癌の難治性を導く微小環境変化とそのターゲッティング
 横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・矯正歯科 来　生　　　知

〔シンポジウム 8〕
LIVE配信 11月 14日（日）　　第 1会場　8：45～ 10：45

「外来口腔外科手術」
座長　国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科 吉　川　博　政
　　　社会医療法人耳鼻咽喉科麻生北見病院歯科口腔外科 鈴　木　豊　典

SY8-1）水平歯根破折歯の治療
 社会医療法人耳鼻咽喉科麻生北見病院歯科口腔外科 鈴　木　豊　典

SY8-2）重度歯周炎に罹患した歯に対する EMD を応用した歯周組織再生療法について
 船越歯科歯周病研究所 柴　戸　和夏穂

SY8-3）歯の移植の可能性と限界
 松本歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 芳　澤　享　子

SY8-4）ラヌーラの一次治療 
 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター歯科口腔外科 秦　　　浩　信

SY8-5）外来での口腔外科手術における抗菌薬の適正使用
 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 岸　本　裕　充
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〔シンポジウム 9〕
LIVE配信 11月 14日（日）　　第 1会場　13：50～ 15：50

「顔面外傷手術のための顎顔面骨への外科的アプローチ」
座長　鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 濱　田　良　樹
　　　島根大学医学部歯科口腔外科学講座 管　野　貴　浩

SY9-1）An Introduction of Surgical Approaches to Midface Fracture
 National Yang Ming Chiao Tung University Hospital, Yi-Lan, Taiwan TU Hsi-Feng

SY9-2）中顔面骨（NOE も含めて）へのアプローチについて
 名古屋第一赤十字病院 大　岩　伊知郎

SY9-3）顎顔面骨折におけるナビゲーションサージェリーや術中 CT 評価の有用性
 香川県立中央病院歯科口腔外科 助　川　信太郎，他

SY9-4）下顎骨骨折手術における口外法アプローチ：顔面神経との関係性を再考する
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室 今　井　智　章，他

SY9-5）下顎骨関節突起骨折に対する内視鏡支援下アプローチと骨折後の顎関節腔内の炎症性変化
 東北大学大学院歯学研究科 野　上　晋之介

〔シンポジウム 10〕
LIVE配信 11月 14日（日）　　第 2会場　8：45～ 10：25

「インプラント関連外科手術を再考する」
座長　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 朝比奈　　　泉
　　　広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学 武　知　正　晃

SY10-1）骨補填材の現状
 広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学 武　知　正　晃

SY10-2）ソケットグラフトによる歯槽堤保存術の実際
 医療法人社団新樹会豊嶋歯科医院 豊　嶋　健　史

SY10-3）骨組織再生誘導法（GBR 法）の現在
 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／
 長崎大学病院口腔外科・顎顔面インプラントセンター 朝比奈　　　泉

SY10-4）骨再生における自家骨の有用性
 白鳥歯科インプラントセンター 白　鳥　清　人

SY10-5）インプラント周囲への軟組織マネージメント
 医療法人社団洛歯会／京都府立医科大学大学院医学研究科法医学教室 中　田　光太郎
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〔シンポジウム 11〕
LIVE配信 11月 14日（日）　　第 2会場　13：50～ 15：20

「再生医療実用化の最新動向」
座長　株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	 畠　　　賢一郎
　　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　硬組織疾患基盤研究センター	 住　田　吉　慶

SY11-1）培養自家骨膜細胞による顎骨再生　―歯科再生医療実用化の取り組み―
	 新潟大学医歯学総合病院高度医療開発センター先進医療開拓部門	 永　田　昌　毅

SY11-2）インプラント型再生軟骨を用いた唇裂鼻変形の治療
	 東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科	 星　　　和　人

SY11-3）難治性口腔疾患に対する高機能細胞 E-MNC による治療開発
	 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科硬組織疾患基盤研究センター	 住　田　吉　慶，他

SY11-4）位置依存的な骨格筋の再生制御機構
	 熊本大学発生医学研究所筋発生再生分野	 小　野　悠　介

SY11-5）脂肪組織幹細胞と多血小板血漿を用いた歯周組織再生の臨床研究実施状況と今後の課題
	 順天堂大学革新的医療技術開発研究センター	 飛　田　護　邦，他

SY11-6）実用化・産業化を目的とした再生医療の現状と課題
	 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	 畠　　　賢一郎

〔シンポジウム 12〕
LIVE配信 11月 14日（日）　　第 3会場　8：45～ 10：35

「顎再建のゴール　Part 2」
座長　大阪医科薬科大学医学部感覚機能形態医学講座口腔外科学教室	 植　野　高　章
　　　宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野	 山　下　善　弘

SY12-1）腸骨を用いた顎骨再建の流儀
	 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座	 川　口　浩　司

SY12-2）当科における遊離肩甲骨複合皮弁移植による下顎再建
	 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野	 平　井　秀　明，他

SY12-3）当科における顎再建の strategy
	 奈良県立医科大学口腔外科学講座	 上　田　順　宏，他

SY12-4）QOL 向上を目指した顎骨再建・機能回復アプローチ
	 宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野	 金　氏　　　毅

SY12-5）積層造形人工骨フルカスタム・チタンデバイスを用いた顎再建への挑戦 ２
	 大阪医科薬科大学医学部感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室	 中　野　旬　之，他

SY12-6）下顎再建のゴール～形成外科の立場から～
	 名古屋大学大学院医学系研究科形成外科学	 橋　川　和　信
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〔日独合同シンポジウム〕
LIVE配信 11月 12日（金）　　第 2会場　15：30～ 18：30

「Clinical & Translational Research on Oral Cancer」
座長　鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 濱　田　良　樹
　　　フライブルク大学医学部口腔・顎顔面外科 大　島　俊　之

IS1-1） Free Flap Reconstruction Following Ablative Tumor Surgery in Oral 
Cancer – Options, Results, Donorsite Morbidity and Life Quality

　　　　　　　　　　 Department OMS-Surgery / Plastic Surgery, 
 Medical University of Jena, Jena, Germany　　SCHULTZE-MOSGAU Stefan

IS1-2） Neck Dissection in Oral Cancer in Germany – Results of a Nationwide Survey at 
Oral and Maxillofacial Surgery University and Teaching Hospitals

 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
 Federal Armed Forces Hospital, Koblenz, Germany PABST Andreas，他

IS1-3） Sentinel Lymph Node Biopsy in Early Stages of Oral Squamous Cell 
Carcinoma Using the Receptortargeted Radiotracer 99mTc-tilmanocept

 Charité – Universitätsmedizin Berlin, Corporate Member of 
 Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, 
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Berlin, Germany DOLL Christian，他

IS1-4） HGF/Met Signaling Contributes to an Immunosuppressive Phenotype in 
Head and Neck Squamous Cell Carcinoma : Preclinical and Clinical Findings

 Department of Oral and Maxillofacial Plastic Surgery, 
 University Hospital Würzburg, Würzburg, Germany　　HARTMANN Stefan，他

IS1-5） Immune Checkpoints in Oral Cancer - Role in Cancer Initiation and 
Progression and Translational Use for Multimodal Therapy

 Department of Maxillofacial Surgery, University Hospital Erlangen, 
 Erlangen, Germany WEBER Manuel，他

IS1-6） Relationship between the Immunohistological Examination and Fluorescence 
Visualization of Oral Squamous Cell Carcinoma

 東京歯科大学口腔病態外科学講座 菅　原　圭　亮，他

IS1-7） T Cell Receptor Repertoire Analysis in Oral Cancer : Implications 
for New Immunotherapy

 東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科 熊　谷　賢　一

IS1-8） Tumor-associated Neutrophils Affect the Clinical Efficacy of Nivolumab in 
Oral Cancer Patients

 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野／
 富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座 冨　原　　　圭，他
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〔日韓合同シンポジウム〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 3会場　8：50～ 10：50

「Current Progress in Comprehensive Management for Cleft Lip and Palate　
口唇口蓋裂包括的治療の最近の進歩」

座長　愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座 栗　田　賢　一
　　　College of Dentistry, 
　　　Gangneung-Wonju National University, Korea PARK Young-Wook

IS2-1）Principles and Techniques in Primary Repair for Cleft Lip and Nose
 Yonsei University College of Dentistry & Hospital, 
 Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery, Seoul, Korea JUNG Young-Soo

IS2-2）A New Perspective of Primary Lip Plasty for Children with Unilateral Cleft Lip
 大阪母子医療センター口腔外科 山　西　　　整

IS2-3）Current Considerations of Palatoplasty
 Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, 
 Chonnam National University, Gwangju, Korea PARK Hongju

IS2-4） Surgical Strategy and Three-dimensional Results of Secondary Correction of 
Cleft Lip Nose Deformity

 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野 中　村　典　史

〔口腔三学会合同シンポジウム〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 1会場　15：30～ 17：10

「唾液腺癌の診断と治療　Up to date」
座長　愛知学院大学歯学部口腔病理学 ･ 歯科法医学講座 前　田　初　彦
　　　東京歯科大学口腔病態外科学講座 片　倉　　　朗

JS-1）唾液腺腫瘍病理・近年の知見―WHO 組織分類と細胞診ミラノシステム―
 藤田医科大学医学部病理診断学／ばんたね病院病理診断科 浦　野　　　誠

JS-2）唾液腺癌の画像診断
 長崎大学・医歯薬学総合研究科・口腔診断情報科学分野 角　　　美　佐

JS-3）唾液腺癌の臨床的検討
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 道　　　泰　之，他

JS-4）唾液腺癌に対する全身治療
 国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター 多　田　雄一郎
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〔病院歯科口腔外科シンポジウム〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 2会場　15：30～ 17：20

「病院歯科口腔外科における顎顔面外傷診療の連携構築」
座長　北斗病院歯科口腔外科 牧　野　修治郎
　　　名古屋医療センター歯科口腔外科 宇佐美　雄　司

HSY-1）顎顔面外傷治療における救急搬送時からの外傷口腔外科医としての治療参画
 医療法人徳洲会東京西徳洲会病院 佐　野　次　夫

HSY-2）顎顔面外傷診療の連携構築と若手口腔外科医の育成：顎顔面外傷センター立ち上げ後経過
 島根大学医学部歯科口腔外科学講座／
 島根大学医学部附属病院顎顔面外傷センター 管　野　貴　浩

HSY-3）顎顔面外傷における他科との連携による早期手術治療と気道管理の重要性
 香川県立中央病院歯科口腔外科 助　川　信太郎，他

HSY-4）病院歯科口腔外科における顎顔面外傷診療の連携構築
 名古屋第一赤十字病院 大　岩　伊知郎

〔市民公開講座〕
LIVE配信 11月 14日（日）　　第 3会場　13：45～ 14：45

「解決しましょう！歯とお口のトラブル」
座長　東京医科歯科大学顎口腔外科学分野 原　田　浩　之

OL-1）歯を失った時―インプラント治療と歯の移植について―
 東京医科歯科大学口腔再生再建学分野・インプラント外来 丸　川　恵理子

OL-2）これって口内炎？―知っておきたい口腔粘膜の病気―
 東京医科歯科大学顎口腔外科学分野 津　島　文　彦
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〔ミニレクチャー 1〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML01）安全な頸部郭清術を目指して～初心者が陥りやすいピットフォールとその対策～
 日本歯科大学附属病院口腔外科 猪　俣　　　徹

〔ミニレクチャー 2〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML02）治療方針を示唆する PET 所見の判断岐路
 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 長谷部　充　彦

〔ミニレクチャー 3〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML03）安全・確実に行う頸部郭清術　～術者を目指す若手へ～
 東京医科大学口腔外科学分野 長谷川　　　温

〔ミニレクチャー 4〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML04）下顎枝矢状分割術の術式に合わせた効果的な骨接合法と顎間固定法の選択
 東京歯科大学市川総合病院口腔病態外科学講座 山　本　雅　絵

〔ミニレクチャー 5〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML05）デジタル支援の顎変形症治療 : 吸収性プレート対応のカッティングデバイス
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 渡　邊　　　章

〔ミニレクチャー 6〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML06）術中に困らない，顎変形症の術前のマネージメント　～手術の成功は術前に決まる～
 東海大学医学部専門診療学系口腔外科学／東海大学医学部付属八王子病院口腔外科 濱　田　裕　嗣

〔ミニレクチャー 7〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML07）安心確実に行える下顎枝矢状分割術
 東京医科大学口腔外科学分野 濱　田　勇　人

〔ミニレクチャー 8〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML08）IVRO，SSRO，ILRO の基本術式と各術式の選択基準について
 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座 越　沼　伸　也
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〔ミニレクチャー 9〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML09）唇顎口蓋裂顎裂部骨移植術における治療戦略とコツ
 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座口腔外科学第一教室 横　田　祐　介

〔ミニレクチャー 10〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML10）口唇口蓋裂治療を始めるために
 旭川医科大学医学部歯科口腔外科学講座 吉　田　将　亜

〔ミニレクチャー 11〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML11）エビデンスに基づいた口唇形成術設計の考え方
 大阪母子医療センター口腔外科 山　西　　　整

〔ミニレクチャー 12〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML12）耳前側頭アプローチによる顎関節開放手術  臨床解剖と術式の実際
 大阪歯科大学歯学部口腔外科学第二講座 覚　道　健　治

〔ミニレクチャー 13〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML13）顎関節症に対する顎関節徒手的授動術と自己開口訓練のコツ
 大阪歯科大学歯学部口腔外科第一講座 吉　田　博　昭

〔ミニレクチャー 14〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML14）顎関節徒手的授動術，パンピング，関節腔洗浄療法の手技と適応
 赤穂市民病院歯科口腔外科 村　上　賢一郎

〔ミニレクチャー 15〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML15）骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の基本と治療に対する考え方
 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座／
 東京女子医科大学先端生命医科学研究所 貝　淵　信　之

〔ミニレクチャー 16〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML16）歯性感染症が拡がる経路とその対処法
 九州大学病院顎口腔外科 大　部　一　成
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〔ミニレクチャー 17〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML17）今，求められている歯科における抗菌薬の適正使用
 鹿児島大学病院口腔顎顔面センター口腔外科 比地岡　浩　志

〔ミニレクチャー 18〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML18）病態生理からみた難治性歯性上顎洞炎の治療戦略
 群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座 横　尾　　　聡

〔ミニレクチャー 19〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML19）手術部位感染（SSI）に対する予防抗菌薬の考え方
 東京歯科大学市川総合病院／東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 栗　原　絹　枝

〔ミニレクチャー 20〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML20）口腔外科手術時の抗菌薬・鎮痛薬の適正使用
 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 岸　本　裕　充

〔ミニレクチャー 21〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML21）機能修復のための脂肪注入技術
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室 磯　村　恵美子

〔ミニレクチャー 22〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML22）下顎骨骨折のサージカルテクニック
 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座 佐々木　　　亮

〔ミニレクチャー 23〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML23）リポジショニングデバイスを応用した下顎骨区域切除術について
 日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座 小　林　英三郎

〔ミニレクチャー 24〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML24）エコーガイド下での安全な PICC 挿入とその管理について
 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院歯科口腔外科 栗　本　聖　之
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〔ミニレクチャー 25〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML25）目立たない手術創痕をめざして
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室 松　永　和　秀

〔ミニレクチャー 26〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML26）マイクロスコープを用いた歯根端切除術（広範囲に進展した歯根囊胞への適用）
 群馬大学医学部附属病院歯科口腔・顎顔面外科 小　川　　　将

〔ミニレクチャー 27〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML27）顕微鏡視下での歯根端切除を行ってみよう
 愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室 南　　　克　浩

〔ミニレクチャー 28〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML28）上顎洞底挙上術の基本術式と継発症対策
 明海大学歯学部付属明海大学病院 嶋　田　　　淳

〔ミニレクチャー 29〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML29）周術期気道管理の要点（スキルマップによる制度作り）
 愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座 合　田　啓　之

〔ミニレクチャー 30〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML30）臨床歯科栄養学からみる食べること
 海老名総合病院歯科口腔外科 石　井　良　昌

〔ミニレクチャー 31〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML31）閉塞性睡眠時無呼吸症への口腔装置を用いた治療法の Daily dental treatment への応用
 大阪医科薬科大学医学部感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室 中　島　世市郎

〔ミニレクチャー 32〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML32） 咀嚼と嚥下のメカニズムを知る ～口腔・咽頭から脳の役割まで～
 公立能登総合病院歯科口腔外科 長　谷　剛　志



41

特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム

〔ミニレクチャー 33〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML33）心肺蘇生と心血管治療のための最新のガイドライン　2020
 聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院歯科口腔外科 石　井　宏　昭

〔ミニレクチャー 34〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML34）気管切開術，輪状甲状靭帯切開のポイント
 社会医療法人高清会高井病院口腔外科 玉　置　盛　浩

〔ミニレクチャー 35〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML35）再確認しよう，口腔顔面痛のイロハ
 北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室 佐　藤　　　淳

〔ミニレクチャー 36〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML36）歯科心身症患者の診かた～ BMS・口腔内異常感症を中心に～
 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態顎分野口腔診断内科学教室口腔内科 坂　田　健一郎

〔ミニレクチャー 37〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML37）口腔乾燥症の概念，分類と診断および唾液分泌促進薬の使い方
 国際医療福祉大学病院歯科口腔外科 岩　渕　博　史

〔ミニレクチャー 38〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML38）我々口腔外科医もポケットエコーを使ってみたい！
 日本歯科大学新潟病院口腔外科 赤　柴　　　竜

〔ミニレクチャー 39〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML39）口腔粘膜病変に対する蛍光観察装置の応用
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 大　野　啓　介

〔ミニレクチャー 40〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML40）矯正歯科と口腔外科の collaboration
 恵佑会札幌病院口腔顎顔面外科 松　沢　祐　介
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〔ミニレクチャー 41〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML41）口腔外科・病院歯科医師のための骨粗鬆症リエゾンサービス医科歯科連携講座
 東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座／東京歯科大学口腔がんセンター 鈴　木　大　貴，他

〔ミニレクチャー 42〕
オンデマンドコンテンツ配信

ML42）臨床研究の進め方
 神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科／
 神戸大学医学部附属病院臨床研究推進センター 筧　　　康　正
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〔ビデオレクチャー 1〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL01）進行上顎歯肉癌に対する原発巣・頸部一塊切除術
 奈良県立医科大学医学部口腔外科学講座 山　川　延　宏

〔ビデオレクチャー 2〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL02）頸部郭清術の手術手技：肩甲舌骨筋上頸部郭清術
 筑波大学医学医療系臨床医学域顎口腔外科学 山　縣　憲　司

〔ビデオレクチャー 3〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL03）安心安全な顎変形症手術：後戻りをどう予防するか？ 最良な上下顎位置の決定について
 日本大学歯学部口腔外科学第 1 講座 外　木　守　雄

〔ビデオレクチャー 4〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL04）顎裂部骨移植術および腸骨採取における要点
 東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科 成　田　理　香

〔ビデオレクチャー 5〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL05）イラストと動画でみる口蓋形成術－粘膜弁法を用いた口蓋形成術のポイント－
 愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座 中　山　敦　史

〔ビデオレクチャー 6〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL06）有病高齢者の習慣性顎関節脱臼に対する外科療法のポイント
 高知大学医学部歯科口腔外科学講座 北　村　直　也

〔ビデオレクチャー 7〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL07）自家骨移植術における脛骨骨髄採取法のポイント
 愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座 伊　東　　　優

〔ビデオレクチャー 8〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL08）下顎骨関節突起骨折への観血的整復固定術 High-perimandibular アプローチ
 島根大学医学部歯科口腔外科学講座 奥　井　達　雄
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〔ビデオレクチャー 9〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL09）審美領域上顎前歯部におけるチタンメッシュを用いた骨造成
 日本大学歯学部口腔外科学第Ⅱ講座 生　木　俊　輔

〔ビデオレクチャー 10〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL10）ICG カメラを用いた完全生着するオーダーメイド大胸筋皮弁デザインと再建時の工夫
 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 江　口　貴　紀

〔ビデオレクチャー 11〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL11）口腔外科医が知って得する形成外科の基本手技！～縫合法とキズアトの修正法～
 群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座／
 群馬大学医学部附属病院形成外科 牧　口　貴　哉

〔ビデオレクチャー 12〕
オンデマンドコンテンツ配信

VL12）癌転移研究における動物モデルマウスの利用法とそのコツ
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室 森　田　祥　弘
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〔ランチョンセミナー 1〕
LIVE配信 11月 12日（金）　　第 1会場　12：05～ 12：55

座長　横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学 光　藤　健　司

LS1）PD-1 抗体の適正使用：治療シークエンスと有害事象管理
 国立がん研究センター中央病院頭頸部・食道内科 本　間　義　崇

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 / 小野薬品工業株式会社

〔ランチョンセミナー 2〕
LIVE配信 11月 12日（金）　　第 2会場　12：05～ 12：55

座長　医療法人刀圭会帯広協立病院口腔外科 鄭　　　漢　忠

LS2）唾液腺癌の病理診断―個別化治療戦略を見据えて―
 東京医科大学人体病理学分野 長　尾　俊　孝

共催：中外製薬株式会社

〔ランチョンセミナー 3〕
LIVE配信＋ライブ録画アーカイブ配信 11月 12日（金）　　第 3会場　12：05～ 12：55

「当院における最新の取り組み」
座長　和歌山県立医科大学歯科口腔外科学講座 松　村　達　志

LS3-1）下顎切除および下顎再建における最新の取り組み
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 島　本　裕　彰 

LS3-2）我々の顎矯正手術における最新の取り組み
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 渡　邊　　　章

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

〔ランチョンセミナー 4〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 1会場　12：10～ 13：00

「顎矯正手術における Sonopet iQ の有用性」
座長　東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 髙　橋　　　哲

LS4-1）失敗しない下顎枝矢状分割術　―ソノペット iQ の有用性―
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 成　田　真　人

LS4-2）鶴木クリニック医科歯科における SonopetiQ および Universal CMF series の利用手順紹介
 鶴木クリニック医科・歯科 鶴　木　三　郎

共催：日本ストライカー株式会社
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〔ランチョンセミナー 5〕
LIVE配信＋ライブ録画アーカイブ配信 11月 13日（土）　　第 2会場　12：10～ 13：00

「コラーゲン使用人工骨「ボナーク®」の臨床例について」
座長　山形大学医学部附属病院歯科口腔外科 飯　野　光　喜

LS5-1）新規骨補填材　ボナーク®（OCP/collagen）の使用感と長期経過
 長崎大学病院口腔外科 朝比奈　　　泉

LS5-2）片側性唇顎口蓋裂の顎裂部への OCP/Collage 移植の長期観察
 鹿児島大学口腔顎顔面外科 中　村　典　史

共催：東洋紡株式会社

〔ランチョンセミナー 6〕
LIVE配信 11月 13日（土）　　第 3会場　12：10～ 13：00

座長　群馬大学大学院医学系研究科
　　　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座 横　尾　　　聡

LS6）がんゲノム医療時代の頭頸部癌薬物療法
 東京医科歯科大学がん先端治療部・がんゲノム診療科 加　納　嘉　人

共催：メルクバイオファーマ株式会社

〔ランチョンセミナー 7〕
LIVE配信＋ライブ録画アーカイブ配信 11月 14日（日）　　第 2会場　11：55～ 12：45

「コラーゲン製品を用いた外科症例の検討」
座長　国際医療福祉大学三田病院 矢　郷　　　香

LS7-1）歯科口腔外科領域におけるコラーゲン製医療材料の応用
 東京慈恵会医科大学附属病院 林　　　勝　彦

LS7-2）口腔顎顔面領域における，コラーゲン製品の臨床応用
 東京大学医学部附属病院 西　條　英　人

共催：オリンパステルモバイオマテリアル株式会社



47

ノ
ミ
ネ
ー
ト
口
演

優秀口演発表賞　ノミネート演題 1　基礎的研究　LIVE配信 11月 12日（金）　第 3会場　8：50～ 9：50
座長　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 朝比奈　　　泉
　　　愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座 内　田　大　亮

NO1-1）高悪性度口腔扁平上皮癌の遺伝子変異と治療標的の探索
 愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座 徳善　紀彦，他

NO1-2）口腔扁平上皮癌の骨吸収様式を決定する IL-7 の役割
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室 山下　翔平，他

NO1-3）ダイレクトリプログラミングを用いたマウス線維芽細胞から唾液腺細胞誘導の試み
 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 堅田　凌悟，他

NO1-4）シングルセル解析を用いた疾患特異的 T・B 細胞の同定による IgG4 関連疾患の病態解明
 九州大学歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野 村上　祐香，他

NO1-5）放射線耐性口腔癌細胞由来細胞外小胞は miR-503-3p / BAK 軸を介し放射線耐性を賦与する
 熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 山名　啓介，他

優秀口演発表賞　ノミネート演題 2　臨床的研究　LIVE配信 11月12日（金）　第 3会場　10：10～ 11：10
座長　久留米大学医学部歯科口腔医療センター 楠　川　仁　悟
　　　自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 森　　　良　之

NO2-1）口腔癌における免疫治療選択バイオマーカーと予後因子としての ICOS+ Treg の有用性
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室 梶川ひとみ，他

NO2-2）蛍光観察を用いた口腔がんのスクリーニング―AI への応用―
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 森川　貴迪，他

NO2-3）包括的口腔癌ゲノム解析による癌抑制型マイクロ RNA を基盤とした新規治療標的分子探索
 千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座 永塚啓太郎，他

NO2-4）歯科治療により発生するエアロゾル粒子の飛散状況に関する研究【第 2 報】
 国立国際医療研究センター歯科・口腔外科 高鍋　雄亮，他

NO2-5）より効果的な周術期口腔機能管理とは？ ；介入の期間と頻度を明らかにする臨床研究
 総合南東北病院口腔外科 西川　真央，他
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口演 1　基礎　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東京医科大学口腔外科学分野 近　津　大　地

O01-01）顎下腺発育における低酸素誘導因子 HIF の役割
 大阪大学大学院歯学研究科高次脳口腔機能学講座顎口腔機能治療学教室 木村　友昌，他

O01-02）軟骨内骨化を介した骨再生に適したヒト間葉系幹細胞の培養条件および足場材料の検討
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子発生学分野 山崎新太郎，他

O01-03）新たに開発された骨補填材 3 次元多孔質β -TCP/PDLLA の顎顔面骨への応用に関する検討
 島根大学医学部歯科口腔外科学講座 都田絵梨奈，他

O01-04）In vitro での骨リモデリング再現系における細胞動態の 2 光子顕微鏡観察
 東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科矯正歯科 小口　修矢，他

O01-05）希少糖によるマウス樹状細胞の機能調節
 香川大学医学部歯科口腔外科学講座 髙尾健二郎，他

口演 2　悪性腫瘍（基礎）1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野 中　村　誠　司

O02-01）Ets ファミリー分子による EMT 関連転写因子の発現調節について
 山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系歯科口腔外科学講座 市川　　舞，他

O02-02）口腔癌に対する PAK4 阻害による免疫学的修飾作用の解析
 富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座 高塚　団貴，他

O02-03）E3 ユビキチンリガーゼ Riplet は口腔癌に対する PD-1 阻害療法の抗腫瘍効果を抑制する
 熊本大学生命科学研究部歯科口腔外科講座 岩本明日香，他

O02-04）臨床的放射線耐性口腔癌細胞における ISG20 および GBP1 の高発現
 東北大学病院歯科顎口腔外科 宮下　　仁，他

口演 3　悪性腫瘍（基礎）2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　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 佐々木　　　朗

O03-01）シャペロン依存性オートファジーが口腔扁平上皮癌の浸潤に寄与する分子機序の解明
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 井神　優太，他

O03-02）口腔扁平上皮癌に対する SOCS-1 遺伝子治療の有用性について
 高知大学医学部歯科口腔外科学講座 中谷　貴恵，他

O03-03）酪酸によるエピゲノム変化を介した口腔癌の細胞制御機序の解明
 熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 永尾　優果，他

O03-04）頸部リンパ節転移における口腔癌微小環境の癌ゲノミクス解析を用いた包括的検討
 弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座 古舘　　健，他

口演 4　悪性腫瘍（基礎）3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　金沢大学大学院顎顔面口腔外科 川　尻　秀　一

O04-01）2D 培養と 3D 培養，xenograft を用いた舌がん代謝の比較
 社会医療法人誠光会草津総合病院歯科口腔外科 村上　翔子，他

O04-02）スニチニブの口腔粘膜上皮細胞に対するアポトーシス誘導作用の解析
 広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学 深田　翔平，他

O04-03）GATA6 は口腔扁平上皮癌細胞の上皮間葉転換（EMT）に関与している
 大阪大学歯学部第二口腔外科（修復系） 髙山　　峻，他
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口演 5　再生医療（基礎）　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東京女子医科大学口腔顎顔面外科学分野 古　賀　陽　子

O05-01）放射線性障害唾液腺に対する Effectively Mononuclear Cell（E-MNC）治療の機序解析
 長崎大学生命医科学域顎口腔再生外科学分野 本間　　遼，他

O05-02）生分解性マグネシウム（Mg）合金製ネイルのウサギ頭蓋骨における分解挙動
 東北大学歯学部大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 柳沢　佑太，他

O05-03）血液および骨髄液濃縮材料が歯肉線維芽細胞と骨芽細胞に及ぼす影響
 日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座 小栁　昌央，他

O05-04）BMP9 は SMAD シグナル経路を介して Notch エフェクター分子である Hes1 を誘導する
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野 成　　昌奐，他

O05-05）骨髄微小環境における間葉系間質細胞の転写およびエピゲノム解析による特性解明
 東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科 金澤三四朗，他

O05-06）「自己多層化」歯髄幹細胞シートを用いた安全かつ臨床的な新規骨再生法の開発
 日本歯科大学生命歯科学講座 望月　真衣，他

口演 6　悪性腫瘍（臨床）1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座 里　見　貴　史

O06-01）Deep Learning を用いた咬筋評価による口腔がん患者の新規予後予測法の検討
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室 阪本　勝也，他

O06-02）再発 / 転移口腔癌における全身性炎症マーカーとセツキシマブ治療効果に関する検討
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野 鳴瀬　智史，他

O06-03）当科における PDT 施行患者の長期経過に関する臨床的検討
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科室 楢原　　峻，他

O06-04）下顎歯肉扁平上皮癌における破骨細胞誘導因子および画像診断学的因子を用いた治療戦略
 群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科講座 清水　崇寛，他

O06-05）口腔粘膜の癌化予測に対する micronucleus assay の有用性の検討
 別府医療センター歯科口腔外科 川村　和弘，他

口演 7　悪性腫瘍（臨床）2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面疾患制御学分野 杉　浦　　　剛

O07-01）SCC 患者の血中循環腫瘍細胞（CTC）と腫瘍細胞由来血中循環遊離 DNA（ctDNA）の解析
 鹿児島大学病院口腔顎顔面センター口腔外科 東　友太郎，他

O07-02）口腔扁平上皮癌における intermediate risk 症例の臨床的検討
 兵庫県立がんセンター口腔外科 松井　太輝，他

O07-03）口腔癌手術患者の予後予測における mGPS, PNI, GNRI の有用性について
 北海道がんセンター 林　　　信，他

O07-04）翼突下顎縫線は口腔がん後方進展例の切除における指標となる
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野 大鶴　光信，他

O07-05）頸部郭清術を行った pN+ 口腔扁平上皮癌症例における頸部制御率の検討
 東海大学医学部付属病院歯科口腔外科 星元　康嵩，他
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口演 8　悪性腫瘍（臨床）3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座 小　林　　　恒

O08-01）遊離皮弁再建術を伴う口腔がん手術の SSI について
 東海大学八王子病院口腔外科 唐木田一成，他

O08-02）当科における 85 歳以上の口腔扁平上皮癌患者の臨床的統計学的検討
 獨協医科大学医学部口腔外科学講座 大島　　遼，他

O08-03）高齢扁平上皮癌患者の根治的治療に関する臨床的検討
 大分大学医学部歯科口腔外科学講座 河野　辰行，他

O08-04）転移性口腔腫瘍の臨床的検討
 東北大学大学院歯学研究科顎顔面口腔外科学分野 三浦桂一郎，他

O08-05） Concordance of Pre- and Postsurgery TNM and UICC-Status in Patients with 
Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC)

　　　　Department of Oral, Cranio-Maxillofacial and Plastic Facial Surgery, 
Goethe University Frankfurt, Germany　　THOENISSEN Philipp，他

口演 9　悪性腫瘍（臨床）4　オンデマンドコンテンツ配信
座長　筑波大学医学医療系臨床医学域顎口腔外科学 山　縣　憲　司

O09-01）当科における根治的治療を行った口腔扁平上皮癌 T4b 症例の臨床的検討
 東海大学医学部付属病院口腔外科 田村　優志，他

O09-02）当科における下顎歯肉扁平上皮癌の術後再発転移症例に関する臨床的検討
 大分赤十字病院歯科口腔外科 西川　　健，他

O09-03）上歯肉・硬口蓋扁平上皮癌に対する外科的治療の再発様式の検討
 埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科 榎木祐一郎，他

O09-04）口腔癌切除後の顎口腔欠損をオトガイ下皮弁変法術式で再建した症例に関する臨床的検討
 島根大学医学部歯科口腔外科学講座 狩野　正明，他

口演 10　悪性腫瘍（症例）1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野 永　易　裕　樹

O10-01）上顎癌進展により蝶形骨翼状突起切除を余儀なくされた 2 例
 社会福祉法人三井記念病院 矢木鴻太朗

O10-02）頸部郭清術を行わない口腔後方切除において頰分割アプローチを行った 3 例
 下関市立市民病院 細井　俊輔，他

O10-03）鎖骨上動脈島状皮弁（SCAIF）を用いて再建を行った口腔癌の 2 例
 埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科 塘田　健人，他

O10-04）両側頰粘膜弁により再建を行った口底癌の 1 例
 防衛医科大学校病院 木村　　康，他

口演 11　悪性腫瘍（症例）2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　富山大学歯科口腔外科学講座 野　口　　　誠

O11-01）内頸動脈塞栓術を要した再発舌癌の 1 例
 東京医科大学口腔外科学分野 長谷川　温，他

O11-02）慢性 GVHD 経過観察中に，舌 3 か所に発生した同時性多発舌扁平上皮癌の一例
 山形大学医学部歯科口腔・形成外科講座 粕谷　賢志，他
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O11-03）同時性両側舌癌の一例
 東京女子医科大学東医療センター歯科口腔外科 矢野　　尚，他

O11-04）妊婦に発症した舌癌の一例
 自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 薄井　宏真，他

O11-05）高齢者の上顎歯肉に生じた紡錘細胞扁平上皮癌の 1 例
 豊橋市民病院歯科口腔外科 早川　依里，他

口演 12　悪性腫瘍（症例）3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　奈良県立医科大学口腔外科学講座 山　川　延　宏

O12-01）口腔領域に生じた悪性黒色腫の 2 例
 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 大前　尭之，他

O12-02）抗レトロウイルス療法中に生じた口蓋カポジ肉腫の一例
 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター歯科口腔外科 荒川美貴子，他

O12-03）歯肉腫瘤を契機に診断された口腔内および全身のリンパ節に多発したカポジ肉腫の 1 例
 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔顎顔面外科学分野 長野　公喜，他

O12-04）上顎歯肉癌頸部リンパ節後発転移に甲状腺乳頭癌転移が同時に認められた 1 例
 日本歯科大学新潟病院口腔外科 本間　彰人，他

O12-05）上顎洞内に発生した神経内分泌癌の 1 例
 東京西徳洲会病院口腔外科 守谷亜沙人，他

口演 13　悪性腫瘍（症例）4　オンデマンドコンテンツ配信
座長　千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座 鵜　澤　一　弘

O13-01）下顎に生じた炎症性筋線維芽細胞腫瘍の 1 例
 岐阜大学大学院医学研究科口腔外科学分野 武内　勝章，他

O13-02）下歯槽神経周囲にみとめた明細胞性歯原性癌の一例
 沖縄徳洲会千葉西総合病院口腔外科 菊地　崇剛，他

O13-03）上顎骨に発生した幻影細胞性歯原性癌の 1 例
 群馬大学医学部附属病院歯科口腔・顎顔面外科 田村沙弥子，他

O13-04）生検で確定診断が得られず，手術検体で硬化性歯原性癌の診断に至った 1 症例
 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座 町田　好聡，他

O13-05）囊胞裏層上皮の一部に扁平上皮癌を認めた歯原性角化囊胞の 1 例
 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎顔面口腔外科 井手健太郎，他

口演 14　再建 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　関東労災病院歯科口腔外科 堀　江　彰　久

O14-01）CT による腸骨・脛骨海綿骨細片採取量の予測の可能性
 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 長谷部充彦，他

O14-02）下顎区域切除後の再建法の比較
 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院歯科口腔外科 長縄　憲亮，他

O14-03）3D プリントによる下顎骨区域切除用 Patient-Specific Instrument
 九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野 大谷　泰志，他

O14-04）患者適合型生体内固定プレートで下顎骨再建を行った 1 例
 北海道医療大学歯学部生体機能病態学系顎顔面口腔外科顎分野 原田　文也，他
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O14-05）骨性再建を行った上顎腫瘍の 2 例
 大分大学医学附属病院口腔外科学講座 篠田　茉央

口演 15　再建 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座 横　尾　　　聡

O15-01）インプラント治療を有利に行うための腓骨皮弁再建を工夫した 1 例
 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 森寺　邦康，他

O15-02）CAD/CAM と MR 手術支援を併用し下顎骨再建術を行った 1 例
 東京歯科大学口腔病態外科学講座 小谷地雅秀，他

O15-03）当科における TruMatch CMF reconstruction system の使用経験
 東京医科大学口腔外科学分野 戸口　未咲，他

O15-04）Trumatch Ⓡ CMF Reconstruction System により下顎骨再建を行ったエナメル上皮腫の 1 例
 防衛医科大学校病院歯科口腔外科 森原　弘章，他

O15-05）下顎萎縮症に対し TruMatch Reconstruction System にて絶対的歯槽堤形成術を行った症例
 国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科 佐藤　豊彦，他

O15-06） “Three-Piece" Patient-Specific Titanium Implant for Temporo-Orbito-Zygomatic 
Reconstruction: A Novel Design for Simultaneous Reconstruction of Bone and Soft Tissue

　　　　　　　　　　School of Mechanical Engineering, College of Engineering, 
University of Tehran, Tehran, Iran　　KARIMPOUR Morad，他

口演 16　悪性腫瘍（薬物療法）1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 野　村　武　史

O16-01）当科における PCE（PTX，CBDCA，Cmab）導入化学療法の投与経験
 社会医療法人母恋日鋼記念病院歯科口腔外科 水野　貴行，他

O16-02）PCE 療法が著効した高度進展上顎洞癌の 1 例
 北斗病院歯科口腔外科 森本　真弘，他

O16-03）PTX+Cmab 療法により長期 CR を維持している切除不能再発リンパ節転移の 1 例
 日本歯科大学新潟生命歯学部顎口腔全身関連治療学 町田　東子，他

O16-04）口腔領域にみられたがん化学療法誘発性末梢神経障害（CIPN）の検討
 伊勢赤十字病院 中村真之介，他

O16-05）ぺムブロリズマブ使用中に生じたスティーブンス・ジョンソン症候群の 1 例
 関西労災病院歯科口腔外科 松下　　豊，他

口演 17　悪性腫瘍（薬物療法）2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東京医科大学口腔外科学分野 長谷川　　　温

O17-01）口腔扁平上皮癌における免疫チェックポイント阻害薬の治療成績
 東京医科歯科大学医学部附属病院がん先端治療部がんゲノム診療科 野地　理夏，他

O17-02）免疫チェックポイント阻害薬後療法の臨床的検討
 恵佑会札幌病院歯科口腔外科 高後　友之，他

O17-03）ペンブロリズマブが著効した下顎歯肉癌再発症例
 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院口腔外科 加藤　智弘，他

O17-04）信州大学ならびに関連施設における免疫チェックポイント阻害剤の使用経験
 信州大学医学部歯科口腔外科学教室 酒井　洋徳，他
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O17-05）口腔扁平上皮癌に対するニボルマブの効果と好中球 / リンパ球比に関する研究
 富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座 立浪　秀剛，他

口演 18　先天異常 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 髙　橋　　　哲

O18-01）両側性唇顎口蓋裂における口唇外鼻形態の短期的経過
 大阪母子医療センター口腔外科 大槻　浩一，他

O18-02）片側裂に対する初回口唇形成術で用いるノルドホッフ点の信頼性についての検討
 大阪母子医療センター口腔外科 藤林　えみ，他

O18-03）4D-CT による口蓋裂患者の鼻咽腔閉鎖機能検査法の臨床応用―裂型による特徴―
 藤田医科大学医学部歯科・口腔外科学講座 小林　義和，他

O18-04）顎裂部への自家脱灰象牙質顆粒移植の術後成績の検討
 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔顎顔面外科学教室 田中　宗一，他

O18-05）中間顎骨切り併施顎裂部骨移植術における中間顎固定法の工夫
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科 外内えり奈，他

口演 19　先天異常 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東京大学医学部口腔顎顔面外科学 西　條　英　人

O19-01）口蓋裂症例におけるポリ-D,L-乳酸（PDLLA）メッシュプレートを使用した治療経験
 宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野 平山　聞一，他

O19-02）北海道大学病院における粘膜下口蓋裂ならびに先天性鼻咽腔閉鎖不全症例の言語成績
 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学講座口腔顎顔面外科学教室 青海　哲也，他

O19-03）7 本の埋伏歯を認めた Hajdu-Cheney 症候群の 1 例
 札幌医科大学医学部口腔外科学講座 都倉　尭明，他

O19-04）歯の交換期異常から診断に至った家族性大腸腺腫症の 1 例
 長岡赤十字病院歯科口腔外科 飯田　明彦，他

O19-05）口腔内の多発性腫瘤を契機に診断に至った Cowden syndrome の 1 例
 亀田総合病院歯科口腔外科 高田　　満，他

口演 20　先天異常（症例）　オンデマンドコンテンツ配信
座長　新潟大学組織再建口腔外科学分野 小　林　正　治

O20-01）顎骨腫瘍摘出術を施行した Freeman-Sheldon 症候群の 1 例
 名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科学分野 小林　寛子，他

O20-02）舌の神経線維腫を伴った von Recklinghausen 病の 1 例
 岐阜市民病院歯科口腔外科 北村　　優，他

O20-03）口腔内に発症した Madelung 病（良性対称性脂肪腫症）の 1 例
 東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 神坂　雪乃，他

O20-04）口蓋に発生した木村病の 1 例
 社会医療法人母恋日鋼記念病院歯科口腔外科 鎌田　弘毅，他

O20-05）マルファン症候群患者の閉塞性睡眠時無呼吸症に対し，口腔内装置を用いて加療した一例
 近畿大学病院歯科口腔外科 木下　優子，他
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口演 21　顎変形症 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再建外科学分野 飯　田　征　二

O21-01）有限要素解析法を用いた Le Fort I 型骨切り術の固定法
 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科 佐世　　暁，他

O21-02）当科における MOJ システムに関する臨床調査
 亀田総合病院歯科口腔外科 山口明日香，他

O21-03）顎変形症患者の顔貌写真に対する人工知能を用いた解析の試み
 金沢医科大学顎口腔外科講座 加藤　崇雄，他

O21-04）中顔面軟組織改善のための Le Fort I 型骨切り術デザインの効果に関する検討
 神奈川歯科大学附属横浜クリニック高度先進口腔外科 小枝小栗聡子，他

O21-05）顎矯正手術後の金属製骨接合材除去に関する臨床的検討
 東京歯科大学口腔病態外科学講座 加藤　禎彬，他

口演 22　顎変形症 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面外科学分野 森　　　悦　秀

O22-01）東京歯科大学水道橋病院における顎矯正手術の臨床的検討
 東京歯科大学口腔病態外科学講座 二階堂純彦，他

O22-02）豊田厚生病院歯科口腔外科における 13 年間の顎矯正手術症例の臨床的検討
 豊田厚生病院歯科口腔外科 河合　孝真，他

O22-03）下顎枝矢状分割術における手術部位感染は術後 12 時間の予防抗菌薬投与で予防し得るか
 愛知学院大学歯学部附属病院顎顔面外科学講座 安藤　道代，他

O22-04）歯科矯正治療終了後に顎矯正手術が適応と診断され再治療を要した症例の検討
 日本大学歯学部口腔外科学第１講座 隈部　貴子，他

O22-05）Hemifacial Microsomia 成人に対して backward distraction osteogenesis を併用した 1 例
 東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科学分野 大竹　義雄，他

口演 23　顎変形症（症例）　オンデマンドコンテンツ配信
座長　北海道医療大学歯学部 志　茂　　　剛

O23-01）初診時に先端巨大症を疑い，治療後に顎矯正手術をおこなった 1 例
 中部ろうさい病院歯科口腔外科 小嶋　一輝，他

O23-02）下顎骨線維性異形成症を合併した骨格性下顎前突症に対し下顎枝矢状分割術を行った 1 例
 浜松医科大学医学部歯科口腔外科学講座 秋山　順長，他

O23-03）顎矯正手術後 11 日目に発症した遅発性鼻出血の 1 例
 昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門 倉澤　侑也，他

O23-04）脳梗塞の周術期と併行し治療を行った陳旧性顎関節脱臼の 1 例
 千葉西総合病院口腔外科 井口　直彦，他

O23-05）菌血症により生じたと思われる急性化膿性顎関節炎の 1 例
 奥羽大学歯学部口腔外科学講座 山崎　北斗，他

口演 24　唾液腺疾患 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学 光　藤　健　司

O24-01）遺伝子検査により確定診断に至った頰粘膜に発生した粘表皮癌の 1 例
 京都府立医科大学大学院医科学研究科歯科口腔科学 中尾恵理子，他
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O24-02）長期間放置した口蓋腫瘤から発生した多形腺腫由来筋上皮癌の 1 例
 武蔵野赤十字病院特殊歯科・口腔外科 山根　正之，他

O24-03）口蓋に発生した上皮筋上皮癌の 1 例
 昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科部門 筑田洵一郎，他

O24-04）口蓋に発生したパジェット様進展を示す唾液腺導管癌の 1 例
 熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 本田　裕一，他

O24-05）EWSR1-ATF1 融合遺伝子の同定により診断し得た明細胞癌の一例
 広島大学病院顎・口腔外科 檜垣　美雷，他

口演 25　唾液腺疾患 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学 住　友　伸一郎

O25-01）口蓋腺に発生した上皮筋上皮癌の一例
 東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科 桒原　正浩，他

O25-02）歯肉頰移行部から頰部にかけて発生し，反応性骨形成を伴った筋上皮腫の 1 例
 市立宇和島病院歯科口腔外科 工藤　佑喜，他

O25-03）演題取下

O25-04）上唇に発生した多形性腺腫の一症例
 横浜南共済病院口腔外科 岡村　将宏，他

O25-05）頰粘膜に生じた大型な肉芽腫を形成した唾液腺炎の 1 例
 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院歯科・歯科口腔外科 鈴木　崚平，他

口演 26　唾液腺疾患 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野 山　田　浩　之

O26-01）ラヌーラに対する硬化療法の臨床的検討
 明海大学歯学部病態診断治療講座口腔顎顔面外科学分野 鯨井　健矢，他

O26-02）顎下線唾石により生じた貯留囊胞の 1 例
 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 水野　翔太，他

O26-03）耳下腺の散在性石灰化像を契機に診断に至ったシェーグレン症候群の 2 例
 東京品川病院歯科・口腔外科 石本　沙織，他

O26-04）シェーグレン症候群に併発した頰粘膜 AA アミロイドーシスの 1 例
 川崎市立川崎病院歯科口腔外科 長嶺　宏樹，他

口演 27　COVID-19 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　神戸大学口腔外科 明　石　昌　也

O27-01）歯科治療により発生するエアロゾル粒子の飛散状況に関する研究【第 1 報】
 国立国際医療研究センター病院歯科・口腔外科 八木翔太郎，他

O27-02）レーザーライトシートを用いたエアロゾルの可視化とその動態解析
 藤田医科大学医学部歯科・口腔外科学講座 金　　珉廷，他

O27-03）微量唾液を検体とした SARS-CoV-2 迅速診断の可否に関する検討
鶴見大学歯学部口腔内科学講座　　戸田（徳山）麗子，他

O27-04）手術時の飛沫拡散防止デバイスの開発およびその運用についての報告
 苫小牧市立病院歯科・歯科口腔外科 村田　　翼，他
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O27-05）COVID-19 重症例における歯科的介入の報告
 苫小牧市立病院歯科・歯科口腔外科 日笠　絋志，他

口演 28　COVID-19 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東海大学医学部付属八王子病院口腔外科 唐木田　一　成

O28-01）人工呼吸器管理中の重症 COVID-19 肺炎患者に対して抜歯術を施行した 1 例
 東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科 山川　　樹，他

O28-02）COVID-19 による病院休診の影響
 新潟県厚生連上越総合病院歯科口腔外科 桑原　　徹，他

O28-03）ドイツに於ける歯科および口腔顎顔面外科領域への Covid パンデミックの影響
 フランクフルト大学口腔顎顔面外科 大島　俊之，他

O28-04）COVID-19 蔓延下での歯科心身症患者の受療動向 : 当科初診患者の臨床統計的検討
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科心身医学分野 須賀　隆行，他

口演 29　MRONJ 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　三重大学大学院医学系研究科口腔・顎顔面外科学分野 新　井　直　也

O29-01）MRONJ の臨床的検討
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 清水　六花，他

O29-02）当科における骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の臨床統計学的検討
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面疾患制御学分野 田畑　博章，他

O29-03）当科における薬剤関連顎骨壊死に対する術式選択とその予後の関係について
 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 武田　裕利，他

O29-04）デノスマブの休薬と破骨細胞の形態回復の関連性
 関西医科大学附属病院歯科口腔外科 澤田　俊輔，他

O29-05）放射線性下顎骨壊死患者における病的骨折までの期間
 神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野 大堀　浩明，他

口演 30　MRONJ 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　大阪歯科大学口腔外科学第二講座 中　嶋　正　博

O30-01）骨吸収抑制薬（ARA）使用中患者の抜歯における歯槽骨蛍光観察
 九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野 土生　　学，他

O30-02）がん患者の骨転移に対する高用量骨吸収抑制薬前の歯科介入に関する臨床的検討
 九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野 吉賀　大午，他

O30-03）骨吸収抑制薬関連顎骨壊死予防に関する山口県委託事業開始から 3 年経過後の再評価
 地域医療機能推進機構徳山中央病院歯科口腔外科 村木　祐孝，他

O30-04）ベバシズマブによって生じた MRONJ の 3 例
 国立病院機構北海道がんセンター歯科口腔外科 今待　賢治，他

O30-05）眼窩内膿瘍を併発した超高齢者の薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の一例
 日本歯科大学新潟生命歯学部顎口腔全身関連治療学 花田　大地，他

口演 31　MRONJ 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科 矢　郷　　　香

O31-01）MRONJ を契機に上顎洞炎を発症し，口腔内消炎手術と鼻内視鏡下副鼻腔手術を行った 1 例
 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座 山田　理人，他
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O31-02）骨吸収抑制薬関連顎骨壊死に対しテリパラチドと外科療法を併用した 1 例
 大阪急性期・総合医療センター 矢田　光絵，他

O31-03）多血小板フィブリン（PRF）を併用することで治癒を得られた左側上顎 MRONJ の 1 例
 国立病院機構千葉医療センター歯科口腔外科 高原　利和，他

O31-04）アレンドロン酸による難治性舌潰瘍の一例
 静岡市立清水病院口腔外科 福田　　諒，他

O31-05）若年者に発症した慢性無菌性下顎骨骨髄炎の 1 例
 公立西知多総合病院歯科口腔外科 松下　嘉泰，他

口演 32　抜歯 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　公立学校共済組合九州中央病院歯科口腔外科 堀之内　康　文

O32-01）局所麻酔下の智歯抜歯時における痛み軽減を目的とした VR の活用
 佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 山下　佳雄，他

O32-02）高齢者智歯抜歯に関する多施設共同後ろ向き観察研究 予防的智歯抜歯の有効性について
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座口腔腫瘍治療学分野 古川　浩平，他

O32-03）ステロイド薬服用患者における智歯抜歯時の臨床統計学的検討
 日本大学医学部附属板橋病院歯科口腔外科 髙山　裕正，他

O32-04）下顎智歯の加齢変化と抜歯後のオトガイ神経領域知覚異常との関係
 名古屋第二赤十字病院歯科口腔外科 坂倉　寛紀，他

O32-05）レセプトデータを用いた抗血栓療法患者における抜歯後出血の分析 ―LIFE Study―
 医療法人社団関田会ときわ病院歯科口腔外科 中村　純也，他

口演 33　抜歯 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　高知大学医学部歯科口腔外科学講座 山　本　哲　也

O33-01）解剖体頭部 CT による舌神経 3 次元的走向と筋間隙との関係性の解明
 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野 勝見　祐二，他

O33-02）AI を用いた下顎第三大臼歯抜歯に伴うオトガイ神経障害のハイリスク CT 所見の解析
 富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座 大内　　崚，他

O33-03）下顎智歯位置分類のための Deep Learning の有用性
 香川県立中央病院歯科口腔外科 助川信太郎，他

O33-04）当科における下顎智歯抜歯症例における有病者患者の臨床統計学的検討
 日本大学医学部附属板橋病院歯科口腔外科 川埜　天平，他

O33-05）下顎智歯抜歯における臼後管の臨床的検討
 名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科学分野 中村　健人，他

口演 34　抜歯 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　福井大学学術研究院医学系部門医学領域感覚運動医学講座
　　　歯科口腔外科学分野 吉　村　仁　志

O34-01）腹部大動脈瘤に伴う慢性 DIC が原因と考えられた抜歯後出血の 1 例
 市立宇和島病院歯科口腔外科 井上　史基，他

O34-02）血友病 B 患者に対し半減期延長型凝固因子製剤を使用した抜歯の経験
 近畿大学病院歯科口腔外科 川口　美紅，他

O34-03）エミシズマブ投与中のインヒビター保有重症血友病 A 患者に抜歯を施行した 1 例
 奈良県立医科大学口腔外科学講座 矢多佐知子，他
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O34-04）エミシズマブ投与中のインヒビター保有先天性血友病 A 患者に対し抜歯術を施行した一例
 名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座顎顔面外科学 太田　優也，他

O34-05）下顎第二大臼歯と第三大臼歯の歯冠が正対した水平埋伏歯の 2 例
 福井総合病院 木下　英荘，他

口演 35　偶発症　オンデマンドコンテンツ配信
座長　岩手医科大学口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野 宮　本　郁　也

O35-01）歯科用バーが迷入した上顎洞内医原性異物の 1 例
 春日井市民病院 野村　紗希，他

O35-02）全身麻酔手術直後に特発性心室細動が出現し除細動を行った顎矯正手術患者の 1 例
 独立行政法人労働者安全機構横浜労災病院歯科口腔外科 高橋　康輔，他

O35-03）寒天印象剤が上顎洞に迷入した 1 例
 聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院歯科口腔外科 野中　　咲，他

O35-04）鋭利な歯科治療器具の誤飲後に初期対応を誤った 1 例
 刈谷豊田総合病院歯科口腔外科 深谷　真希，他

O35-05）当科で経験した皮下気腫 10 例の検討
 名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科学分野 鍋田　剛志，他

口演 36　外傷　オンデマンドコンテンツ配信
座長　大阪労災病院歯科口腔外科 吉　岡　秀　郎

O36-01）下顎骨関節突起頭部骨折における吸収性骨接合材の生体力学的検討
 香川県立中央病院歯科口腔外科 助川信太郎，他

O36-02）県立広島病院歯科・口腔外科にて加療を行った中顔面骨折の臨床的検討
 県立広島病院歯科・口腔外科 上田　結芽，他

O36-03）第二世代生体吸収性プレート（PLLA/PGA 共重合体）の骨接合での術後合併症に関する検討
 島根大学医学部歯科口腔外科学講座 管野　貴浩，他

O36-04）顔面多発骨折におけるミラーリング 3D 実態模型の有用性
 香川県立中央病院歯科口腔外科 長谷川利聡，他

O36-05）関節突起骨折に対する High perimandibular approach の有用性の評価
 愛知医科大学病院歯科口腔外科 岩田　侑真，他

口演 37　外傷他　オンデマンドコンテンツ配信
座長　横浜労災病院歯科口腔外科 亀　井　和　利

O37-01）台風による墜落外傷での下顎骨多発骨折を生じた患者を多診療科連携により治療した 1 例
 熊本大学病院災害医療教育研究センター 内藤　久貴，他

O37-02）下顎頭の頭蓋内陥入の 1 例
 大阪急性期・総合医療センター歯科口腔外科 山田　龍平，他

O37-03）下顎骨骨折に使用した u-HA/PLLA プレートに対して遅発性異物反応が見られた 1 例
 香川県立中央病院歯科口腔外科 山本　和泉，他

O37-04）下顎頭に生じた巨細胞腫の 1 例
 広島大学病院顎・口腔外科 伊藤奈七子，他

O37-05）下顎枝から頭蓋骨に連続した骨腫により重度開口障害が生じた 1 例
 東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科 柏木　美樹，他
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口演 38　骨髄炎　オンデマンドコンテンツ配信
座長　九州歯科大学口腔内科学分野 吉　岡　　　泉

O38-01）智歯歯胚の感染に起因した Garre の骨髄炎の 1 例
 松江赤十字病院歯科口腔外科 井田すみれ，他

O38-02）パミドロネート投与が奏効したびまん性硬化性下顎骨骨髄炎の 1 例
 大阪歯科大学附属病院口腔外科第一講座 河野多香子，他

O38-03）びまん性硬化性下顎骨骨髄炎に対するゾレドロネート投与に関する臨床的検討
 東海大学医学部専門診療学系口腔外科学 鈴木　崇嗣，他

O38-04）SAPHO 症候群の診断契機となったびまん性硬化性下顎骨骨髄炎の 1 例
 東京慈恵会医科大学歯科学教室 寺本　慎也，他

O38-05）著明な骨形成が得られた下顎骨骨髄炎の 1 例
 宮崎県立日南病院歯科口腔外科 鹿嶋　光司，他

口演 39　血液疾患 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　獨協医科大学医学部口腔外科学講座 川　又　　　均

O39-01）左側下顎骨に生じた単一臓器限局型ランゲルハンス細胞組織球症の一例
 JCHO 京都鞍馬口医療センター歯科口腔外科 太田　貴久，他

O39-02）乳児の硬口蓋に生じたランゲルハンス細胞組織球症の一例
 大阪大学歯学部附属病院口腔外科学第一教室 外川　健史，他

O39-03）耳下腺に発生した悪性リンパ腫の 2 例
 横浜市立みなと赤十字病院歯科口腔外科 中島　雄介，他

O39-04）Numb Chin 症候群を契機に濾胞性リンパ腫の形質転換が判明した 1 例
 厚生連高岡病院歯科口腔外科 阿部幸二郎，他

O39-05）MTX 休薬により自然寛解した口蓋 MALT リンパ腫の 1 例
 大阪急性期・総合医療センター歯科口腔外科 谷口　弘樹，他

口演 40　血液疾患 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　福山市民病院歯科口腔外科 目　瀬　　　浩

O40-01）MRONJ 加療中に生じた広範囲におよぶ MTX-LPD の 1 例
 埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科 牛窪　健太，他

O40-02）抜歯後出血にて判明した急性前骨髄性白血病の 1 例
 大阪府済生会千里病院歯科口腔外科 金崎　朋彦，他

O40-03）インプラント埋入後出血を契機に診断に至った本態性血小板血症の 1 例
 東京都立墨東病院歯科口腔外科 石川　早紀，他

O40-04）自己免疫性後天性凝固第 XIII 因子欠乏症（AiF13D）患者の抜歯経験
 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野 宮原　佑佳，他

O40-05）口蓋粘膜移植術後の異常出血を契機に明らかになった後天性第 13 因子欠乏症の 1 例
 宮崎県立延岡病院歯科口腔外科 山本　哲彰，他

口演 41　血液疾患 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室 北　川　善　政

O41-01）舌に発生した T 細胞性メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1 例
 福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座 中村　真輔，他
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O41-02）下顎歯肉に発生したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1 例
 大阪市立総合医療センター口腔外科 佐野　寿哉，他

O41-03）抗リウマチ薬に起因した EBV 陽性皮膚粘膜潰瘍の 1 例
 明海大学歯学部病態診断学講座口腔外科学 田川　裕也，他

O41-04）メトトレキサート服用患者の上顎歯肉に認めた骨壊死を伴う EBV 陽性粘膜皮膚潰瘍の一例
 富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座 前田　　智，他

O41-05）口腔難治性潰瘍を主訴に当科を受診した EBVMCU の 2 例
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野 大森　景介，他

口演 42　顎関節　オンデマンドコンテンツ配信
座長　近畿大学病院歯科口腔外科 濱　田　　　傑

O42-01）顎関節脱臼 361 例に関する臨床的検討
 金沢医科大学病院歯科口腔科 山内　陽太，他

O42-02）当科における顎関節強直症に対する外科的治療とその治療成績
 東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科学分野 江副　祐史，他

O42-03）ORIF 術後下顎頭吸収に対し TMJ リプレイスメントシステムⓇにて顎関節置換を行った 1 例
 日本大学歯学部口腔外科第１講座 佐藤　貴子，他

O42-04）下顎頭を取り囲む滑膜性軟骨腫症
 久留米大学医学部歯科口腔医療センター 中村　守厳，他

O42-05）肝性脳症を契機に発症したと考えられた陳旧性顎関節脱臼の 1 例
 公益財団法人豊郷病院歯科口腔外科 藤居　孝文，他

口演 43　感染症　オンデマンドコンテンツ配信
座長　福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座 近　藤　誠　二

O43-01）鹿児島大学病院歯科における経口抗菌薬の使用動向
 鹿児島大学病院口腔顎顔面センター口腔外科 野間　優作，他

O43-02）頸部重症感染症により術後 ICU 管理を必要とした三例
 町田市民病院歯科口腔外科 鈴村　一慶，他

O43-03）早期確定診断に苦慮した三叉神経第三枝帯状疱疹の 1 例
 利根保健生活協同組合生協みなかみ歯科 坂田　龍義

O43-04）脳内に再発した顎放線菌症の一例
 大垣市民病院歯科口腔外科 辻　　秀明，他

O43-05）自覚症状に乏しく，また社会情勢のため診断に時間を要した敗血症性肺塞栓症の 1 例
 公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病院 寺邊　健人，他

口演 44　血管奇形・血管腫 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 中　山　秀　樹

O44-01）オレイン酸モノエタノールアミンによる硬化療法が奏効した上唇静脈奇形の 1 例
 滋賀医科大学医学部附属病院 冨岡　大寛，他

O44-02）外科的切除を行った深在性静脈奇形の 3 例
 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔顎顔面外科学分野 山門　成美，他

O44-03）歯肉出血を契機に発見された下顎動静脈奇形の一例
 久留米大学医学部歯科口腔医療センター 野村　英壽，他
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O44-04）下顎骨皮質骨内に発生した血管腫の 1 例
 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター歯科口腔外科 石田　　翔，他

O44-05）口底部に発現した巨大な海綿状血管腫の 1 例
 東京西徳洲会病院歯科口腔外科 松本　学知，他

口演 45　血管奇形・血管腫 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　大阪歯科大学口腔外科学第一講座 井　関　富　雄

O45-01）口腔粘膜に発生した被角血管腫の一例
 和歌山県立医科大学歯科口腔外科学講座 畑　　美緒，他

O45-02）舌に発生した神経損傷の既往のない切断神経腫の 1 例
 東京医科大学茨城医療センター 都丸怜奈子，他

O45-03）下唇に生じた神経鞘腫の 1 例
 神奈川歯科大学附属横浜クリニック臨床科学系口腔外科学講座高度先進口腔外科学分野 石井　　滋，他

O45-04）High perimandibular approach を併用して摘出した異所性埋伏智歯の 1 例
 埼玉医科大学医学部歯科・口腔外科学教室 高久　裕紀，他

O45-05）口腔外科疾患を有する刑務所受刑者の臨床的検討
 豊田厚生病院歯科口腔外科 兼子　隆次，他

口演 46　歯原性腫瘍 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　大分大学医学部歯科口腔外科 河　野　憲　司

O46-01）頰部に生じた extragingival peripheral ameloblastoma の 1 例
 大分大学医学部歯科口腔外科 野口香緒里，他

O46-02）術後に再発をきたしたエナメル上皮線維歯牙腫の 1 例
 三重大学大学院医学研究科生命科学専攻臨床医学系講座口腔・顎顔面外科分野 奥田　悠大，他

O46-03）下顎に発生した扁平歯原性腫瘍の 1 例
 兵庫県立丹波医療センター歯科口腔外科 竹内純一郎，他

O46-04）上顎に生じた象牙質形成性幻影細胞腫の 1 例
 京都市立病院歯科口腔外科 渡辺　猛寛，他

O46-05）下顎骨に発症した複雑性歯牙腫を伴う歯原性線維腫の 1 例
 篠ノ井総合病院歯科口腔外科 草深　佑児，他

口演 47　歯原性腫瘍 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　札幌医科大学医学部口腔外科学講座 宮　崎　晃　亘

O47-01）実物大臓器立体模型にて術前シミュレーションを行った上顎類腱型エナメル上皮腫の 1 例
 沖縄県立中部病院歯科口腔外科 銘苅　泰明，他

O47-02）術前の軟組織 Simulation による整容面に配慮した切除を行った歯原性粘液腫の 1 例
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室 栗岡　恭子，他

O47-03）下顎前歯部に生じた単囊胞型エナメル上皮腫の 1 例
 岸和田徳洲会病院歯科口腔外科 村山　　敦，他

O47-04）肺転移をきたした転移性エナメル上皮腫の 1 例
 旭川赤十字病院歯科口腔外科 岡田　益彦，他

O47-05）右側下顎智歯部に発生したエナメル上皮線維歯牙腫の 1 例
 会津中央病院歯科口腔外科 吉開　義弘，他
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口演 48　歯原性腫瘍 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 長　尾　　　徹

O48-01）兄弟間に発生した歯牙腫の 1 例
 奥羽大学歯学部付属病院口腔外科 神林　直大，他

O48-02）過剰歯に隣接して発生した developing odontoma の 1 例
 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 市川はるの，他

O48-03）巨大な複雑性歯牙腫の 1 例
 順天堂大学医学部附属順天堂医院歯科口腔外科 菅原佳奈子，他

O48-04）クレプトマニアにより巨大化したエナメル上皮腫の 1 例
 日本赤十字社和歌山医療センター歯科口腔外科 清水　航治，他

O48-05）病病連携下に反復処置法で治療を行った下顎エナメル上皮腫の 1 例
 釧路赤十字病院歯科口腔外科 森谷　康人，他

口演 49　囊胞 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔顎顔面外科学教室 大　廣　洋　一

O49-01）鼻歯槽囊胞を再考する ―CT，MRI 所見と術中所見の比較―
 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院歯科口腔外科 山城　貴愛，他

O49-02）下顎智歯部含歯性囊胞に関する臨床的検討
 市立ひらかた病院歯科口腔外科 有吉　靖則，他

O49-03）Gorlin 症候群診断遺伝子パネルを用いた歯原性角化囊胞の解析
 東京歯科大学口腔病態外科学講座 秀島　　樹，他

O49-04）下顎枝矢状分割術を用いた顎骨内病変へのアプローチ法の検討
 帝京大学医学部形成・口腔顎顔面外科学講座 中野　　優，他

O49-05）機械学習を用いた歯根端切除術後予後予測モデルの検証
 香川県立中央病院歯科口腔外科 藤村　　愛，他

口演 50　囊胞 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　鶴見大学歯学部口腔内科学講座 佐　藤　　　徹

O50-01）翼突下顎隙に進展した歯原性角化囊胞の 3 例
 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔顎顔面外科学分野 水田　修平，他

O50-02）上顎洞に進展した歯根囊胞に対して鼻内視鏡を用いて手術を行った 2 例
 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座 白井　悠貴，他

O50-03）最終治療から 20 年以上経過し再発した腺性歯原性囊胞の 1 例
 日本歯科大学附属病院口腔外科 田中　惇平，他

O50-04）顎変形症治療を契機に発見された巨大な口底部類皮囊胞の 1 例
 雲南市立病院歯科口腔外科 小池　尚史，他

O50-05）下顎に発生した腺性歯原性囊胞の 1 例
 鳥取赤十字病院 竹内　優子，他

口演 51　粘膜疾患　オンデマンドコンテンツ配信
座長　鶴見大学歯学部口腔内科学講座 里　村　一　人

O51-01）尋常性天疱瘡 17 例の診断に関する検討
 自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 尾田誠一郎，他
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O51-02）難治性口内炎患者が婦人科受診を契機にベーチェット病の診断に至った 1 例
 沖縄県立北部病院歯科口腔外科 澤田　茂樹，他

O51-03）難治性口腔粘膜病変を契機に線状 IgA 水疱性皮膚症の確定診断を得た一例
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室 加島　佳奈，他

O51-04）肉芽腫性口唇炎と診断した 11 年後にクローン病を併発した 1 例
 自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 月村　久恵，他

O51-05）下唇に生じた表在性粘液囊胞の 1 例
 広島大学病院口腔再建外科顎・口腔外科 大林　史誠，他

口演 52　粘膜疾患・その他　オンデマンドコンテンツ配信
座長　福岡歯科大学口腔腫瘍学分野 平　木　昭　光

O52-01）上唇に生じた形質細胞性口唇炎の 1 例
 独立行政法人地域医療推進機構滋賀病院歯科口腔外科 森　　敏雄，他

O52-02）口内炎を初発に偶然発見された再発性多発性軟骨炎の一例
 東京医科大学口腔外科学分野 三木　　惠，他

O52-03）TS-1 が奏効した口腔乳頭腫症の 1 例
 八尾市立病院歯科口腔外科 西村　奈穂，他

O52-04）下顎神経支配領域の知覚鈍麻を契機に発見された多発性脳静脈性血管奇形の 1 例
 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野 坂本　泰基，他

O52-05）災害時の多職種連携に向けた歯科医療従事者への教育の試み
 熊本大学病院災害医療教育研究センター 内藤　久貴，他

口演 53　周術期・その他 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　国際医療福祉大学病院歯科口腔外科 岩　渕　博　史

O53-01）血液悪性腫瘍患者におけるエピシル口腔用液使用前後の比較検討
 広島大学病院顎・口腔外科 福谷多恵子，他

O53-02）周術期口腔機能管理患者に関するアンケート調査
 北播磨総合医療センター口腔機能管理センター 二星　明奈，他

O53-03）当科における術前周術期等口腔管理における抜歯症例の検討
 中津市民病院歯科口腔外科 高橋　喜浩，他

O53-04）急性脳卒中患者の歯科による口腔ケア介入による誤嚥性肺炎予防の臨床的検討
 宮崎県立日南病院歯科口腔外科 鹿嶋　光司，他

O53-05）新型コロナウイルス感染拡大が口腔がん患者心理および看護に与える影響
 東京医科歯科大学歯学部附属病院看護部 林　　知美，他

口演 54　周術期・その他 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　石川県立中央病院歯科口腔外科 宮　田　　　勝

O54-01）気管内挿管時の歯の保護用の口腔内装置に関する検討
 日本赤十字社医療センター歯科口腔外科 川俣　　綾

O54-02）周術期口腔管理患者に発見された口腔粘膜病変の 2 例
 北播磨総合医療センター口腔機能管理センター 村上　友麻，他

O54-03）SF とアライナー矯正治療で治療を行った SAS 症例の術後経過
 スマイルイノベーション矯正歯科 渡辺　仁資，他

O54-04）舌接触補助床にて経口摂取可能となった脳血管障害患者の 1 例
 会津中央病院歯科口腔外科 重本　心平，他
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O54-05）顎骨内病変との鑑別が困難であったオトガイ部シリコンインプラントの一例
 春日井市民病院歯科口腔外科 大竹　啓太，他

口演 55　良性腫瘍（症例）　オンデマンドコンテンツ配信
座長　名古屋市立大学大学院医学研究科口腔外科学 渋　谷　恭　之

O55-01）下顎骨に生じた黄色肉芽腫の 1 例
 TMG あさか医療センター歯科口腔外科 青砥　祥子，他

O55-02）ステロイド局所注入療法を行った顎骨中心性巨細胞肉芽腫の 2 例
 三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻臨床医学系講座口腔顎顔面外科学分野 朽名　智彦，他

O55-03）上唇に生じた血管平滑筋腫の 1 例
 焼津市立総合病院歯科口腔外科 福田　修平，他

O55-04）下唇に生じた血管筋腫の 1 例
 滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座 坂本　雄紀，他

O55-05）舌根部に発生した骨性分離腫の 1 例
 市立岸和田市民病院歯科口腔外科 植埜　修司，他

口演 56　その他（症例）1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 野　口　忠　秀

O56-01）オトガイ孔直視下に無水エタノールブロックを行った三叉神経痛患者の 2 例
 信州上田医療センター歯科口腔外科 上原　　忍，他

O56-02）アンジオテンシン変換酵素阻害薬の長期内服患者に生じた血管性浮腫の 1 例
 済生会横浜市東部病院歯科口腔外科 雨宮　剛志，他

O56-03）網膜動脈分岐閉塞症および急性脳梗塞を来たした巨細胞性動脈炎の 1 例
 杏林大学医学部耳鼻咽喉科学教室・顎口腔外科 湯本　愛実，他

O56-04）幼児における歯肉出血を伴う壊血病の 3 例―食生活習慣の病歴聴取の重要性―
 あいち小児保健医療総合センター歯科口腔外科 加藤かりん，他

O56-05）掻爬により骨新生を認めた Osteoporotic Bone Marrow Defect の 1 例
 東京慈恵会医科大学歯科学教室 松浦　望未，他

口演 57　その他（症例）2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東海大学医学部専門診療学系口腔外科学領域 青　木　隆　幸

O57-01）女児の壊疽性膿皮症により生じた口角部瘢痕に対する修正手術
 あいち小児保健医療総合センター歯科口腔外科 加納　欣德，他

O57-02）特発的に発症した咬筋内血腫の 1 例
 東京医科大学医学部口腔外科学分野 池畑　直樹，他

O57-03）咬筋内に生じた dystrophic calcification の 1 例
 紀南病院歯科口腔外科 辻　　麻美，他

O57-04）舌痛の改善に伴い，唾液の COR 濃度が減少した BMS の 1 例
 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学講座口腔診断内科学教室 近藤　優理絵，他

O57-05）低亜鉛血症を伴う二次性 Burning mouth syndrome の検討
 北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学講座口腔診断内科学教室 岡田　真依，他
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口演 58　その他（症例）3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　日本大学歯学部口腔外科学第Ⅱ講座 金　子　忠　良

O58-01）上顎臼歯部歯肉に発生した骨形成性エプーリスの 1 例
 福井総合病院歯科口腔外科 西畑　貴喜，他

O58-02）上顎に発生した透析アミロイドーシスの 1 例
 兵庫県立尼崎総合医療センター歯科口腔外科 長野　有悟，他

O58-03）未治療梅毒患者に見られた上下顎の巨大な義歯性線維腫の 1 例
 大阪歯科大学口腔外科学第一講座 谷口　諒至，他

O58-04）フラップ手術時のリグロスⓇ使用を契機として頰部に発生した浸潤性脂肪腫の一例
 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院歯科口腔外科 川村　晃平，他

O58-05）舌に生じた顆粒細胞腫の 2 例
 大分大学医学部歯科口腔外科学講座 内田　佳奈，他

口演 59　その他（臨床的研究）　オンデマンドコンテンツ配信
座長　神奈川歯科大学先進歯科医療センター 河　奈　裕　正

O59-01）喪失歯数と血漿 B 型ナトリウム利尿ペプチド値の関連についてのコホート研究
 京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野 福原紫津子，他

O59-02）頰脂肪体有茎移植による口腔内欠損閉鎖症例の臨床的検討
 新百合ヶ丘総合病院歯科口腔外科 増田　智丈，他

O59-03）Application of a Novel Wire Obturator for a Large Dentigerous Cyst
 済生会横浜市南部病院 青木　紀昭，他

O59-04）インプラント周囲炎と診断した後，撤去症例となったリスク因子の検討
 広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学 二宮　嘉昭，他

O59-05）下歯槽神経即時再建に神経再生誘導チューブと大耳介神経を用いた神経修復術の 1 例
 東京歯科大学口腔病態外科学講座 山本　裕義，他
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優秀ポスター発表賞　ノミネート演題 1　基礎 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　日本歯科大学附属病院口腔外科 松　野　智　宣

NP1-1）口腔扁平上皮癌における c-Met の役割について
 明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 塩野　隼也，他

NP1-2）口腔扁平上皮癌の足場依存性，非依存性増殖においてデスモグレイン 3 は逆の効果を示す
 東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 稲田潤一郎，他

NP1-3）頭頸部扁平上皮癌における癌抑制型 microRNA が制御する癌促進型遺伝子の探索
 千葉大学大学院医学研究院口腔科学講座 峯村　　周，他

NP1-4）TAM 由来 CCL20 はヒト口腔扁平上皮癌細胞における抗腫瘍因子 CXCL14 の発現を抑止する
 青森県立中央病院歯科口腔外科 武田　　啓，他

NP1-5）口腔癌における腫瘍関連マクロファージの分化誘導に関わる浸潤 T 細胞の検討
 明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 森　　一将，他

NP1-6）OSCC から産生される IL-8 と SerpinE1 は腫瘍随伴マクロファージへの分化を促進する
 九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野 甲斐　一希，他

優秀ポスター発表賞　ノミネート演題 2　基礎 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　日本大学歯学部口腔外科学第 II 講座 米　原　啓　之

NP2-1）IDO1 を介した Trp-kynurenine-AhR シグナル活性化は OSCC の幹細胞性の向上を誘導する
 福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野 安西　寛真，他

NP2-2）CD169 の高発現は口腔扁平上皮癌において抗腫瘍免疫を活性化させる
 熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 川口　　翔，他

NP2-3）細菌由来 LPS による口腔扁平上皮癌培養細胞の悪性度の変化
 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 大森　雄司，他

NP2-4）運動による口腔癌細胞の生着・増殖抑制および生存期間の延長には myokine が関与する
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野 吉村　卓也，他

NP2-5）唾液中 CPLANE1 の口腔扁平上皮癌の診断スクリーニングとしての有用性
 名古屋第一赤十字病院歯科 上田　　整，他

NP2-6）EB ウイルス関連腫瘍のがん微小環境における炎症性細胞浸潤メカニズムの解析
 藤田医科大学医学部歯科口腔外科 渡辺　崇広，他

優秀ポスター発表賞　ノミネート演題 3　基礎 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　神奈川歯科大学口腔外科学講座 鈴　木　健　司

NP3-1）頭頸部放射線治療後の唾液腺障害に対する新規細胞治療法の開発
 千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科 笠松　厚志，他

NP3-2）iPS 細胞を利用した顎骨再生療法の開発と疾患特異的 iPS 細胞の活用
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 加藤　　宏，他

NP3-3）Rapamycin によるオートファジーの活性化と下歯槽神経損傷後の早期神経再生誘導
 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 稲田大佳暢，他

NP3-4）唾液腺の発達・再生におけるΔ Np63-Nrep axis の役割
 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野 山村　佳子，他

NP3-5）抗 RANKL 抗体が下顎骨周囲軟組織へ及ぼす影響
 東京医科大学口腔外科学分野 河野　通秀，他

NP3-6）オスフェリオン ® のビスフォスフォネート吸着作用を利用した新規 BRONJ 予防法の開発
 奈良県立医科大学口腔外科学講座 舟山　直希，他
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優秀ポスター発表賞　ノミネート演題 4　基礎 4　オンデマンドコンテンツ配信
座長　昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 代　田　達　夫

NP4-1）自然リンパ球を介したチタンアレルギー免疫応答の解明
 東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科 熊谷　賢一，他

NP4-2）ラット唾液腺介在部導管への線維芽細胞の密接的局在
 明海大学病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 小野澤　豪，他

NP4-3）味蕾再生過程における舌上皮幹細胞 Bmi1 の発現
 奈良県立病院機構奈良県総合医療センター口腔外科 髙橋　佑佳，他

NP4-4）変形性関節症の制御―モノカルボン酸トランスポーター -1 の重要な役割―
 昭和大学歯学部顎顔面口腔外科学講座 田中　元博，他

NP4-5）除皮質動脈灌流標本を用いた嚥下関連神経活動におけるイミダプリルの作用メカニズム
 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科 守谷　　崇，他

NP4-6）3D プリンターにて作製した PEEK 製顎骨再建フレームを用いた骨再建法の可能性
 日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座 米山　勇哉，他

優秀ポスター発表賞　ノミネート演題 5　臨床 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 福　田　雅　幸

NP5-1）当科開設後 40 年間の新分類（WHO: 2017 年）による歯原性腫瘍の臨床統計的検討
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野 小野　裕右，他

NP5-2）当科における Stage II 舌癌の検討
 埼玉県立がんセンター口腔外科 八木原一博，他

NP5-3）頰粘膜癌に対し全層植皮を行った症例の臨床的検討
 静岡市立静岡病院 大山　厳雄，他

NP5-4）下顎骨に発生した原発性骨内癌の臨床病理学的検討 ～ CT 画像所見に着目して～
 東京医科歯科大学医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 黒嶋　雄志，他

NP5-5）機械学習を用いた口腔検診時の視線 data 解析による診断技術確立の試み
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室 内田　修爾，他

優秀ポスター発表賞　ノミネート演題 6　臨床 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　浜松医科大学医学部歯科口腔外科学講座 増　本　一　真

NP6-1）口腔癌患者予後予測における骨格筋指数（SMI）や筋肉内脂肪（IMAT）の有用性の検討
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野 高山　大生，他

NP6-2）口腔扁平上皮癌患者の予後予測における weighted lymph node ratio の有用性
 筑波大学医学医療系臨床医学域顎口腔外科学 山縣　憲司，他

NP6-3）インテグリンバイオマーカーの有用性に関する研究―多施設共同前向き観察研究結果―
 信州大学医学部歯科口腔外科学講座 嶋根　　哲，他

NP6-4）口腔扁平上皮癌における高内皮細静脈と臨床的因子との関連
 北海道大学大学院歯学研究院血管生物分子病理学教室 新山　　宗，他

NP6-5）頭頸部がんの放射線療法中の唾液メタボロミクスプロファイルの経時変化
 国立がん研究センター中央病院歯科 八岡和歌子
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優秀ポスター発表賞　ノミネート演題 7　臨床 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野 別　所　和　久

NP7-1）顎矯正手術の術後併発症に全身麻酔法が与える影響
 佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 合島怜央奈，他

NP7-2）当科における口唇裂・口蓋裂患者の手術内容に関する 15 年間の臨床統計的検討
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科分野 佐井　新一，他

NP7-3）微小開窓法を施行したガマ腫 104 例の臨床的検討
 医療法人伊東会伊東歯科口腔病院 野口　大輔，他

NP7-4）下顎埋伏智歯抜歯術におけるアモキシシリン術前投与の手術部位感染予防効果
 仙台市立病院歯科口腔外科 樋口　景介

NP7-5）下顎埋伏智歯抜歯後のオトガイ神経領域知覚異常 : 発症予測モデルの構築と検証
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室 西元　彩乃，他

優秀ポスター発表賞　ノミネート演題 8　臨床 4　オンデマンドコンテンツ配信
座長　山口大学大学院医学系研究科歯科口腔外科学講座 三　島　克　章

NP8-1）上顎部分切除後の顎義歯による美容的顔貌回復 非接触型三次元表面形状装置による解析
 埼玉よりい病院歯科口腔外科 神戸　智幸，他

NP8-2）不正咬合と密接に関係する全身疾患のスクリーニング
 東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚・運動機能医学講座口腔顎顔面外科学 阿部　雅修，他

NP8-3）Covid-19 緊急事態宣言下における顎顔面骨骨折に対する影響
 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座 富樫　　悠，他

NP8-4）当院で入院加療を行った新型コロナウイルス感染症患者における味覚・嗅覚障害について
 常滑市民病院歯科口腔外科 秋田　貴子，他

NP8-5）術野近傍に設置した口腔外サクションによる術中飛沫拡散抑制効果に関する検討
 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座（口腔外科学第一教室） 松川　　誠，他

NP8-6）ATP 測定法による回転切削器具使用時の飛沫発生状況についての調査
 東海大学医学部付属八王子病院 高橋　美穂，他

優秀ポスター発表賞　ノミネート演題 9　臨床 5　オンデマンドコンテンツ配信
座長　佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 山　下　佳　雄

NP9-1）当科を受診した過去 5 年間における掌蹠膿疱症患者の臨床学的検討
 山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系歯科口腔外科学講座 吉澤　邦夫，他

NP9-2）Porphyromonas gingivalis が口腔におけるヘリコバクター・ピロリ菌に及ぼす影響
 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座口腔外科学第二教室 西山今日子，他

NP9-3）口腔内血管奇形に対するポリドカノール硬化療法の有効性と安全性について
 筑波大学医学医療系顎口腔外科学 福澤　　智，他

NP9-4）外科的治療をおこなった上顎骨膜反応陽性薬剤性顎骨壊死症例の検討
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔腫瘍治療学分野 大鶴　光信，他

NP9-5）生体内吸収性骨接合材を用いて 4 年後に感染を生じた 1 例の病理組織学的分析
 射水市民病院歯科口腔外科 高桜　大輔，他
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ポスター 1　基礎研究　再生医学 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東邦大学医学部口腔外科学教室 関　谷　秀　樹

P01-01）In vitro における骨再生誘導材 OCP/Collagen の骨分化誘導メカニズムの解析
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科 成　　昌奐，他

P01-02）テリパラチド併用リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体の骨再生能に関する評価
 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 纐纈　　衆，他

P01-03）長期吸収性 GBR メンブレンの in vivo 分解性試験
 株式会社ジーシー 坂口　祐亮，他

P01-04）炭酸アパタイト顆粒と魚うろこコラーゲンの複合化による新規骨補填材の開発
 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野 工藤　景子，他

P01-05）皮質骨由来間葉系間質細胞による自発的スフェロイドの特性と骨再生治療への応用
 松本歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 李　　憲起，他

P01-06）骨細胞は低出力超音波パルスによる骨折治癒において主に応答する
 医療法人東札幌病院歯科口腔外科 清水　達哉，他

ポスター 2　基礎研究　再生医学 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　埼玉医科大学医学部口腔外科学教室 佐　藤　　　毅

P02-01）マウス骨芽細胞における機械感受性 Piezo1/TRPV4 チャネルの機能発現
 東海大学医学部付属病院専門診療学系口腔外科学領域 永井佐代子，他

P02-02）Vitro と Vivo 評価での Ultraviolet 照射β - リン酸三カルシウムの骨代替材としての検討
 山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系歯科口腔外科学講座 諸井　明徳，他

P02-03）αTCP/ ゼラチンスポンジ複合体を足場とした脱分化脂肪細胞による骨再生の試み
 大阪歯科大学大学院歯学研究科口腔外科専攻 妻野　誠仁，他

P02-04）ROCK 阻害薬が骨延長術治癒に及ぼす影響
 名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座顎顔面外科学 坪井　亮仁，他

P02-05）G-CSF の骨リモデリング微小環境への影響
 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 押谷　将之，他

P02-06）口腔粘膜由来幹細胞様ケラチノサイトを用いた新規粘膜再生医療戦略
 日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座 宮澤　敦子，他

ポスター 3　基礎研究　悪性腫瘍 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座 中　城　公　一

P03-01）口腔扁平上皮癌の免疫療法における TGF- β阻害剤の有用性
 愛知学院大学顎顔面外科学講座 近藤祐太朗，他

P03-02）OSCC 細胞株における PTX+Cmab の PTEN および NF- κ B による抗腫瘍効果増強に関する検討
 日本歯科大学新潟生命歯学研究科顎口腔全身関連治療学 依田　雅貴，他

P03-03）Docetaxel・γ -tocotrienol 併用による口腔扁平上皮癌細胞株に及ぼす抗腫瘍効果の検討
 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野 可児　耕一，他

P03-04）Hsp90 inhibitor による抗腫瘍効果
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 岩﨑　敬大，他

P03-05）口腔扁平上皮における HGF/c-Met 経路と PD-L1 発現の関係について
 大阪歯科大学大学院歯学研究科口腔外科学専攻 阪本　　主，他
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P03-06）マウス扁平上皮癌に対するレンバチニブの有用性評価に関する研究
 旭川医科大学医学部歯科口腔外科学講座 矢島　優己，他

ポスター 4　基礎研究　悪性腫瘍 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 後　藤　満　雄

P04-01）短鎖脂肪酸誘導 Ca9-22 細胞死にはヒストンのアセチル化亢進が必要である
 日本大学大学院歯学研究科口腔構造機能学分野 上道　一輝，他

P04-02）TPD52 は低酸素下の口腔扁平上皮癌細胞で HIF1 非依存的に亢進し細胞死抵抗性に関与する
 昭和大学歯学部口腔外科学講座 安部　勇蔵，他

P04-03）悪性黒色腫に対するヘッジホッグシグナル阻害剤 GANT61 の作用機構の解明
 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野 平木　大地，他

P04-04）癌微小環境における Hedgehog シグナルの局在とその役割の解析
 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学分野　　SHAMSOON Karnoon，他

P04-05）免疫チェックポイント阻害薬が奏効した口腔扁平上皮癌の発現変動遺伝子解析
 東海大学医学部付属病院専門診療学系口腔外科学 大澤　侑子，他

ポスター 5　基礎研究　悪性腫瘍 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室 松　永　和　秀

P05-01）口腔扁平上皮癌患者における cfDNA は原発巣を反映しているか？
 東海大学医学部口腔外科 内堀　雅博，他

P05-02）マルチプレックス免疫蛍光染色による舌扁平上皮癌の免疫プロファイリング解析
 東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・分子免疫学分野　　DAROONPAN Pissacha，他

P05-03）口腔扁平上皮癌における IL-6 阻害薬による放射線感受性効果の検討
 熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 有田　英生，他

P05-04）p53 変異頭頸部扁平上皮癌に対する TRAIL と温熱療法を併用した治療法
 名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座顎顔面外科学 小原　　豪，他

P05-05）口腔がん細胞に対する抗がん剤および過酸化水素とマイルドハイパーサーミアの併用効果
 明海大学歯学部口腔顎顔面外科学分野 田川　裕也，他

ポスター 6　基礎研究　その他 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　帝京大学医学部形成・口腔顎顔面外科学講座 市ノ川　義　美

P06-01）エナメル上皮腫における未分化能持続に関連する因子について
 東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面口腔外科学分野 黒田佳奈子，他

P06-02）頭蓋顔面骨の発達異常を伴う骨 Paget 病の原因遺伝子と病態の解明
 琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座 白川　純平，他

P06-03）シェーグレン症候群唾液腺における JAK1 および JAK2 の発現解析
 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野 青田　桂子，他

P06-04）嗅脳溝と中大脳動脈を基点としたラットの体部位局在地図について
 日本大学歯学部大学院口腔構造機能学分野 桐原　祐喜，他

P06-05）不確縫線核が嚥下活動と呼吸活動に与える影響
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科第一教室 小林　夏子，他
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ポスター 7　基礎研究　その他 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野 片　桐　　　渉

P07-01）Gorlin 症候群患者由来 iPS 細胞の上皮細胞分化誘導と紫外線照射時の反応
 東京都保健医療公社多摩北部医療センター歯科口腔外科 森田　奈那，他

P07-02）低酸素環境下における骨細胞はオートファジーによって細胞死が抑制される
 昭和大学歯学部口腔外科学講座 栗原　　舞，他

P07-03）パラジウムアレルギー交差反応マウスモデルにおける T 細胞免疫応答の解明について
 東芝林間病院歯科口腔外科 重松　宏昭，他

P07-04）不死化小唾液腺由来上皮細胞の樹立と白血球遊走因子の発現
 広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学 鳴瀬　貴子，他

P07-05）In vitro における半夏瀉心湯構成ハーブ 7 種のフリーラジカル除去作用
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 本多　佑名，他

ポスター 8　基礎研究　その他 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 山　内　健　介

P08-01）Gli1 陽性歯根膜細胞は抜歯窩治癒過程において歯槽骨形成に寄与する
 北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系組織再建口腔外科学 藤井　彩貴，他

P08-02）チタン材料を留置したラット顎骨に対するビスフォスフォネートおよびデキサメタゾンの影響
 東京女子医科大学先端生命医科学研究所 西巻　和広，他

P08-03）新規骨伝導性生体吸収性を有する u-HA/PLLA/PGA プレートの有用性に関する検討
 島根大学医学部歯科口腔外科学講座 石塚　真士，他

P08-04）骨形成促進機能と高精密適合性を有するフルカスタム顎骨再建チタンデバイス開発
 大阪医科薬科大学医学部感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室 井上　和也，他

P08-05）電子ビーム積層造形法による顎骨再建用カスタムメイドチタンメッシュトレーの基礎研究
 岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野 星　　　勲，他

ポスター 9　基礎研究　その他 4　オンデマンドコンテンツ配信
座長　日本歯科大学新潟病院口腔外科 山　口　　　晃

P09-01）院内感染対策における感染症対策用防水型キーボードの有用性に関する検討
 鶴見大学歯学部口腔内科学講座 寺田　知加，他

P09-02）口腔顎顔面外科解剖研究会の設立 : 口腔外科と解剖の接点が持つ意義と将来への展望
 テュレーン大学医学部脳神経外科学講座 岩永　　譲，他

P09-03）口腔外科領域における切削器具がもたらす浮遊エアロゾルの可視化と感染防護基準の検討
 東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科学分野 梶田　倫功，他

ポスター 10　臨床研究　悪性腫瘍 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　岐阜大学医学部口腔外科学 加　藤　恵　三

P10-01）当科における舌扁平上皮癌の治療成績に関する臨床病理学的検討
 鹿児島大学病院口腔顎顔面センター口腔外科 土橋　宏輝，他

P10-02）当科における過去 5 年間の口腔扁平上皮癌の治療成績に関する臨床病理学的検討
 鹿児島大学病院口腔顎顔面センター口腔外科 米田　雅一，他

P10-03）当科における 10 年間の AYA 世代口腔癌患者についての臨床的検討
 自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 薄井　　直，他
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P10-04）進行舌癌（T3,4 症例）に対する逆行性超選択的動注化学放射線療法の検討
 新潟県立中央病院歯科口腔外科 武田　幸彦，他

P10-05）当科における口腔癌に対するセツキシマブの有効性に関する検討
 埼玉県立がんセンター 角谷　宏一，他

P10-06）当科における口腔内唾液腺癌 37 例の臨床病理学的検討
 埼玉県立がんセンター 柴田　恵里，他

ポスター 11　臨床研究　悪性腫瘍 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座 吉　田　遼　司

P11-01）当科における過去 10 年の悪性リンパ腫の臨床統計的検討
 岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野 小幡　健吾，他

P11-02）過去 2 年間における当科でのメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患に関する検討
 新潟県立中央病院口腔外科 田村　隆希，他

P11-03）頭頸部がん術後再建術後の局所再発に対する重粒子線治療の安全性について
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 QST 病院 伊川　裕明

P11-04）口腔がん術後高齢者における身体機能，口腔機能および社会参加の実態
 新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命福祉学講座口腔保健学分野 小田島あゆ子，他

P11-05）入院を契機に発見された顎口腔領域悪性腫瘍の 4 例
 総合病院土浦協同病院歯科口腔外科 佐藤　　昌，他

ポスター 12　臨床研究　悪性腫瘍 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　高知大学医学部歯科口腔外科学講座 北　村　直　也

P12-01）意思決定が難しい高齢患者に発症した口腔がんの対応について
 医療法人社団喜生会新富士病院歯科 田邉　陽子，他

P12-02）当施設における単独緩和ケアの臨床的検討
 三菱神戸病院口腔外科 黄　　文蘇，他

P12-03）頸部リンパ節転移の診断における超音波検査の有用性
 岐阜大学大学院医学系研究科口腔外科学分野 石田　和久，他

P12-04）口腔扁平上皮癌の予後予測における予後推定栄養指数の有用性
 名古屋掖済会病院歯科口腔外科 阿部　　厚，他

P12-05）頭頸部がん放射線治療用口腔内装置の当院における使用状況
 三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻臨床医学系講座口腔顎顔面外科学分野 永田　　心，他

ポスター 13　臨床研究　唾液腺腫瘍　オンデマンドコンテンツ配信
座長　公立昭和病院歯科口腔外科 福　與　晋　邦

P13-01）顎下腺腫瘍の臨床的検討
 昭和大学頭頸部腫瘍センター 勝田　秀行，他

P13-02）当院における多形腺腫の病理組織学的検討
 日本大学松戸歯学部口腔外科学講座 林　　國雄，他

P13-03）口腔顎顔面領域に発生した脂肪腫 36 例についての臨床的検討
 高知大学医学部歯科口腔外科学講座 仙頭　慎哉，他

P13-04）当科で治療を行った線維骨性病変の長期的予後について
 福島県立医科大学歯科口腔外科 金子　哲治，他
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ポスター 14　臨床研究　囊胞　オンデマンドコンテンツ配信
座長　明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 2 重　松　久　夫

P14-01）当科における歯原性角化囊胞の臨床的検討
 岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野 齋藤　勇起，他

P14-02）顎骨内囊胞性病変に対する隣在歯固定 tube による減圧療法の検討
 岐阜県立多治見病院歯科口腔外科 柴田　章夫，他

P14-03）粘液囊胞に対する微小開窓法を行った 7 例
 日高病院歯科口腔外科 関原　啓智，他

P14-04）内視鏡支援下歯根端切除術の予後因子に対する臨床的検討
 香川県立中央病院口腔外科 清水理恵子，他

P14-05）口底類皮 / 類表皮囊胞摘出術における術式選択アルゴリズムの提案
 大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻顎口腔病因病態制御学講座口腔外科学第二教室 上野　祥夫，他

ポスター 15　臨床研究　再建手術　オンデマンドコンテンツ配信
座長　山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座 飯　野　光　喜

P15-01）下顎骨切除後におけるチタンメッシュトレーと PCBM による下顎骨再建症例の臨床的検討
 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 高野　裕史，他

P15-02）下顎再建におけるカスタムメイドプレートの使用経験
 国立病院機構大阪医療センター口腔外科 金山　宏幸，他

P15-03）TruMatch Reconstruction システムを用いて下顎骨再建を行った顎口腔腫瘍術後の 1 例
 大分県済生会日田病院歯科口腔外科 武井　雄介，他

P15-04）歯原性角化囊胞再発に対しサージカルガイドとカスタムプレートによる再建を行った 1 例
 藤沢市民病院歯科口腔外科 小山　千佳，他

P15-05）下顎用カスタムメイドプレートによる下顎再建を施行した石灰化囊胞性歯原性腫瘍の 1 例
 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター歯科口腔外科 新井　俊弘，他

P15-06）下顎骨の骨吸収抑制薬関連顎骨壊死に対しカスタムメイドプレートで再建を行った症例
 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 小畑　協一，他

P15-07）関節頭付きプレートとメッシュトレーを併用して PCBM 移植により下顎を再建した 1 例
 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 吉岡　徳枝，他

ポスター 16　臨床研究　周術期管理 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　東京都立大塚病院口腔科 田　中　潤　一

P16-01）当科における 15 年間の中央手術室で行われた手術症例の臨床統計的観察
 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 西山　明慶，他

P16-02）当院における静脈内鎮静法の臨床統計的観察 ―歯科恐怖症症例について―
 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 麸谷　圭昭，他

P16-03）金沢医療センターにおける小児への薬物的行動調整下歯科口腔外科診療の実態
 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター歯科口腔外科 丸川　浩平，他

P16-04）インプラント関連手術患者に循環作動薬を使用した血圧・心拍管理に関する臨床的評価
 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 岩間　亮介，他

P16-05）心臓血管疾患手術患者における口腔内細菌数と術後合併症の関係：後方視的コホート研究
 島根大学医学部歯科口腔外科学講座 大迫　里江，他

P16-06）鹿児島医療センターでの経カテーテル大動脈弁置換術に対する周術期口腔機能管理の現状
 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター歯科口腔外科 本庄　希江，他
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ポスター 17　臨床研究　周術期管理 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　がん・感染症センター都立駒込病院歯科口腔外科 山　内　智　博

P17-01）横浜労災病院周術期管理チームにおける周術期口腔ケアの取り組み
 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科・口腔外科 渡辺　　駿，他

P17-02）高齢入院患者における舌口唇運動機能と栄養リスク状態との関係
 会津中央病院歯科口腔外科 重本　心平，他

P17-03）EAT-10 を用いたスクリーニングの有用性およびリスク因子の検討
 独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院 小池　亜弥，他

P17-04）食道癌患者における口腔内細菌叢の解析による診断・治療予測因子の同定に向けて
 広島大学病院口腔総合診療科 西　　裕美，他

P17-05）当院の医療連携について
 沖縄県立北部病院歯科口腔外科 百々健一郎，他

ポスター 18　臨床研究　MRONJ 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　香川大学医学部歯科口腔外科学 三　宅　　　実

P18-01）当科における薬剤関連顎骨壊死患者の臨床学的検討
 仙台医療センター歯科口腔外科 齋藤あいみ，他

P18-02）薬剤関連性顎骨壊死 Stage2 以上の患者における治療法選択に関する検討
 筑波大学医学医療系顎口腔外科学 澤田石玲衣，他

P18-03）BMA 投与開始前に歯科介入したにも関わらず ARONJ を発生した 16 症例の検討
 岡崎市民病院 長谷川令賀，他

P18-04）外科療法を実施した薬剤関連顎骨壊死患者の QOL 調査
 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 宗像花楠子，他

ポスター 19　臨床研究　MRONJ 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野 冨　永　和　宏

P19-01）歯槽骨骨密度と薬剤関連顎骨壊死の関連
 大阪歯科大学大学院歯学研究科口腔外科学専攻 濱田　翔央，他

P19-02）骨吸収抑制薬関連顎骨壊死患者における好中球 / リンパ球比に関する予備的検討
 三重大学大学院医学系研究科口腔・顎顔面外科学 黒原　一人，他

P19-03）高分解能 3 次元 MRI による顎骨骨髄炎の診断：CT および骨シンチグラフィーとの比較
 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 永井　宏和，他

P19-04）AROMJ を含む慢性上顎骨骨髄炎に対する骨髄亜全除去術の臨床研究
 防衛医科大学校歯科口腔外科 高橋　雅幸

P19-05）当科における手術療法を行った放射線性顎骨壊死症例
 日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座 高橋　　悠，他

ポスター 20　臨床研究　粘膜疾患　オンデマンドコンテンツ配信
座長　広島大学医系科学研究科公衆口腔保健学 太　田　耕　司

P20-01）口腔内疾患における口腔細胞診と組織診断の比較検討
 明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 西　貴志子，他

P20-02）口腔内異常感と口腔カンジダ症の関連性について
 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 高松　弘貴，他
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P20-03）透過型電子顕微鏡で観察した尋常性天疱瘡の画像形態計測について
 日本大学松戸歯学部口腔外科 芹澤　多恵，他

P20-04）Deep Learning を用いた擦過細胞診代替検査手法の開発に向けた取り組み
 東京大学大学院医学系研究科感覚・運動機能医学講座 野田　明里，他

ポスター 21　臨床研究　顎変形症 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　日本歯科大学附属病院口腔外科 澁　井　武　夫

P21-01）当科で外科的矯正治療を施行した骨格性 II 級症例の臨床的検討
 沖縄県立中部病院歯科口腔外科 上田　剛生，他

P21-02）骨格性 II 級顎矯正手術後の後戻りと下顎頭体積変化の関係
 大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室 関　　壮樹，他

P21-03）顔面非対称を伴う骨格性下顎前突症例における三次元的評価による術後安定性
 NTT 東日本関東病院歯科口腔外科 山本　大介，他

P21-04）上下顎外科手術における咽頭気道断面積と体積の変化の検討
 日本大学歯学部口腔外科第一講座 青木　淳也，他

P21-05）当科で行っている下顎枝矢状分割術における余剰骨片除去法について
 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 臼田　　聡，他

P21-06）当科での多分割 Le Fort I 型骨切術の術後の有害事象や安定性および患者満足度の検討
 碧南市民病院歯科口腔外科 服部　晴吉，他

ポスター 22　臨床研究　顎変形症 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　滋賀医科大学歯科口腔外科 越　沼　伸　也

P22-01）下顎枝矢状分割骨切り術の術前・術後における舌圧の比較検討
 山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系歯科口腔外科学講座 井口　　蘭，他

P22-02）顎矯正手術後のガム咀嚼訓練による機能改善について
 大阪歯科大学歯学研究科口腔外科学専攻 閔　　理泓，他

P22-03）術前矯正期間を短縮した Surgery-Early 法による外科的矯正治療の臨床成績と患者満足度
 仙台青葉クリニック 長坂　　浩，他

P22-04）当院における Surgery-First 法顎変形症患者の臨床的統計
 仙台青葉クリニック 横田　　聡，他

P22-05）Le Fort  I 型骨切り術後の翼状突起破折における治癒過程の放射線学的評価
 碧南市民病院歯科口腔外科 加藤　亜純，他

P22-06）オトガイ形成術に対する新規サージカルガイドの有用性に関する検討
 大阪医科薬科大学医学部感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室 岡江　　梓

ポスター 23　臨床研究　外傷　オンデマンドコンテンツ配信
座長　防衛医科大学校病院歯科口腔外科 村　上　　　馨

P23-01）新百合ヶ丘総合病院歯科口腔外科開設後の口腔顎顔面外傷の臨床的検討
 新百合ヶ丘総合病院歯科口腔外科 藤井　誠子，他

P23-02）過去 16 年間の当科における顎骨骨折患者の臨床的検討
 東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科学分野 星　　香蓮，他

P23-03）下顎骨正中・傍正中部骨折を合併した関節突起骨折の臨床的検討
 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 黒羽根　壮，他
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P23-04）当科過去 3 年間における小児顎顔面骨骨折の臨床的検討
 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座 三宮　直子，他

P23-05）骨延長器を用いた顔面多発骨折症例の治療経験
 北里大学医学部形成外科・美容外科学 君塚　幸子，他

P23-06）てんかん発作により生じた関節突起再骨折の 1 例
 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座 冨永　浩平，他

ポスター 24　臨床研究　先天異常　オンデマンドコンテンツ配信
座長　愛知学院大学歯学部附属病院口唇口蓋裂センター 夏　目　長　門

P24-01）二次的顎裂部骨移植術に伴う外鼻形態の変化の検討
 大阪母子医療センター口腔外科 桐越　晶子，他

P24-02）両側性唇顎口蓋裂患者における口蓋裂の手術方法が顎発育に及ぼす影響
 大阪大学歯学部附属病院口唇裂口蓋裂口腔顔面成育治療センター 藤本　愉莉，他

P24-03）口唇口蓋裂に関する疫学的研究―第 69 報 先天性下口唇瘻と口角瘻の合併について―
 愛知学院大学歯学部附属病院口唇口蓋裂センター 吉田　磨弥，他

P24-04）北里大学病院形成外科・美容外科における過去 1 年間の口唇裂・口蓋裂患者の調査
 北里大学医学部形成外科・美容外科学 君塚　幸子，他

P24-05）寿泉堂綜合病院における口唇裂・口蓋裂症例の検討と今後の課題
 寿泉堂綜合病院歯科口腔外科 菅野　勝也，他

P24-06）当科における過去 30 年間の口唇裂・口蓋裂患者の臨床統計的検討
 大阪大学歯学部附属病院口唇裂・口蓋裂・口腔顔面成育治療センター 山内かれん，他

ポスター 25　臨床研究　顎関節疾患　オンデマンドコンテンツ配信
座長　山梨大学医学部歯科口腔外科 上　木　耕一郎

P25-01）変形性顎関節症に対して外科的治療を施行した 11 症例の臨床検討
 東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科学分野 五十嵐彩乃，他

P25-02）顎関節に生じた結節性偽痛風（ピロリン酸カルシウム結晶沈着症）の一例
 獨協医科大学医学部口腔外科学講座 小宮山雄介，他

P25-03）顎関節に発生し滑膜性骨軟骨腫症と併存したピロリン酸カルシウム結晶沈着症の 1 例
 神戸市立医療センター中央市民病院歯科口腔外科 松下　優希，他

P25-04）開口障害を機に発見された三叉神経運動枝障害の 1 例
 医療法人生長会阪南市民病院歯科口腔外科 矢野　博之，他

P25-05）下顎骨関節突起骨折を契機に発見され治療を行った巨大な下顎頭骨軟骨腫の 1 例
 島根大学医学部附属病院歯科口腔外科 金山　純一，他

ポスター 26　臨床研究　インプラント・歯の移植　オンデマンドコンテンツ配信
座長　和歌山県立医科大学歯科口腔外科 松　村　達　志

P26-01）口唇口蓋裂患者におけるインプラント治療に関する臨床的検討
 東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科学分野 菅井　優生，他

P26-02）当院におけるサイナスリフト施行後の経年的形態変化の検討ならびに文献的考察
 佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック 鳥海　拓美，他

P26-03）当科での意図的再植術の 5 年間の治療成績
 宇都宮記念病院歯科口腔外科 加藤　洋史，他

P26-04）歯根破折歯に対する口腔外接着再植法の検討
 岐阜・西濃医療センター西美濃厚生病院歯科口腔外科 杉山　貴敏，他



77

ポ
ス
タ
ー

ポスター 27　臨床研究　抜歯　オンデマンドコンテンツ配信
座長　博慈会記念総合病院歯科口腔外科 園　山　智　生

P27-01）下顎埋伏智歯の管理基準の均一化を目的とする包括的多施設共同前向き観察研究
 信州大学医学部歯科口腔外科学教室 山田　慎一，他

P27-02）下顎智歯抜歯窩へのテラ・コートリル軟膏ガーゼ挿入に関する臨床的検討
 静岡県立総合病院 大竹　寛紀，他

P27-03）高齢者における智歯の保有と抜歯についての検討
 信州大学医学部歯科口腔外科学教室 小田切宏樹，他

P27-04）多摩北部医療センター歯科口腔外科における高齢者の智歯抜歯の臨床検討
 多摩北部医療センター歯科口腔外科 秀島　　能，他

P27-05）重症パーキンソン病患者における歯科治療および抜歯時の管理
 神奈川歯科大学全身管理歯科学講座高齢者歯科学分野 森本　佳成

P27-06）クリニカルパス下で行なった入院智歯抜歯における術後感染症例の検討
 碧南市民病院歯科口腔外科 神出真友子，他

ポスター 28　臨床研究　その他 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座顎顔面外科学 小　田　知　生

P28-01）当科における全身麻酔症例への PCR 検査の実施と新型コロナウイルス感染症対策の報告
 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野 安田　雅基，他

P28-02）当科における口腔外科的処置前に施行した新型コロナウイルス感染症抗原検査について
 常滑市民病院歯科口腔外科 藤　　武智，他

P28-03）当院における新型コロナウイルス感染症患者に対する口腔ケアについて
 市立池田病院歯科口腔外科 小川　芙美，他

P28-04）アセトアミノフェン静注液先制投与の鎮痛効果および安全性に関する検討
 宇治武田病院歯科・歯科口腔外科 加納　慶太，他

P28-05）下顎骨下縁皮質骨形態による骨粗鬆症スクリーニング法の検討
 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 新行内　恵，他

P28-06）介護老人保健施設の口腔外科疾患検診についての考察
 名古屋掖済会病院歯科口腔外科 桃北　萌子，他

ポスター 29　臨床研究　その他 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　近畿大学病院歯科口腔外科 榎　本　明　史

P29-01）複合現実（MR）デバイスを使用した口腔外科手術
 札幌医科大学医学部口腔外科学講座 佐々木敬則，他

P29-02）フルカラー 3D 疑似骨石膏モデルの特徴と口腔外科手術における有用性
 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院歯科口腔外科 岩見永倫香，他

P29-03）歯性上顎洞炎に対する内視鏡下副鼻腔手術（ESS）の治療成績
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再建外科学分野 有村　友紀，他

P29-04）3 次元容量分析法を用いた線維性異形成症の経時的変化についての検討
 福井大学学術研究院医学系部門医学領域感覚運動医学講座歯科口腔外科学分野 領家　　崇，他

P29-05）永久歯欠損症患者における遺伝学的解析
 愛知学院大学歯学部附属病院顎顔面外科学講座 足立　潤哉，他
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P29-06）顎口腔ジストニアの有病率と年間発症率
 独立行政法人国立病院機構京都医療センター歯科口腔外科 吉田　和也，他

P29-07）顎口腔ジストニア評価スケールの信頼性と妥当性
 独立行政法人国立病院機構京都医療センター歯科口腔外科 吉田　和也，他

ポスター 30　症例報告　悪性腫瘍 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　市立札幌病院歯科口腔外科 小　野　貢　伸

P30-01）口蓋隆起に発生した扁平上皮癌の 2 例
 産業医科大学病院歯科・口腔外科 上田　大佑，他

P30-02）術 14 年後に再建に用いた遊離腹直筋皮弁上に生じた扁平上皮癌の 1 例
 飯田市立病院 後藤　弘一，他

P30-03）上顎骨囊胞から発生したと考えられる顎骨中心性癌の 1 例
 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 今野　泰典，他

P30-04）皮膚遠隔転移をきたした舌扁平上皮癌の一例
 広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学 多田　美里，他

P30-05）有痛性眼筋麻痺を契機として診断された上顎歯肉癌術後の海綿静脈洞転移の 1 例
 益田赤十字病院歯科口腔外科 市山　友子，他

P30-06）舌部分切除後に Sliding tongue flap を用いて再建した 1 例
 横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学 平林　大樹，他

ポスター 31　症例報告　悪性腫瘍 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座 久保田　耕　世

P31-01）肺癌術後に発見され口腔領域への転移が疑われた頰粘膜腺癌 NOS の 1 例
 千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科 中嶋　　大，他

P31-02）超高齢女性の口蓋に発生した筋上皮癌の 1 例
 大同病院歯科口腔外科 佐藤　紗貴，他

P31-03）臼後腺原発粘表皮癌の 1 例
 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分野 齋藤　直朗，他

P31-04）口底部に生じた腺房細胞癌に対し，広頸筋皮弁を使用して再建を行った一例
 静岡市立静岡病院口腔外科 金丸　智紀，他

P31-05）急速に増大した小児の舌横紋筋肉腫の 1 例
 東京女子医科大学八千代医療センター歯科口腔外科 片岡　利之，他

P31-06）初回手術後 6 年経過して後発頸部リンパ節転移を認めた上顎悪性黒色腫の 1 例
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野 平野　憂花，他

ポスター 32　症例報告　悪性腫瘍 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　日本大学歯学部口腔外科 1 田　中　孝　佳

P32-01）舌に発生した Acantholytic squamous cell carcinoma の一例
 堺市立総合医療センター歯科口腔外科 安田　卓司，他

P32-02）舌と歯肉に同時性に認めた乳頭状扁平上皮癌の 1 例
 国立病院機構熊本医療センター歯科口腔外科 谷口　広祐，他

P32-03）下顎歯肉に生じた類基底細胞扁平上皮癌の 1 例
 防衛医科大学校病院歯科口腔外科 山村　浩史，他
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P32-04）口腔明細胞癌の 2 例
 北播磨総合医療センター歯科口腔外科 棚倉万紀子，他

P32-05）口腔紡錘細胞癌の 3 例
 鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面外科学分野 田村　隆行，他

P32-06）舌扁平上皮癌と細菌性舌炎の症例に関する比較検討
 近畿大学奈良病院歯科口腔外科 豊留宗一郎，他

ポスター 33　症例報告　悪性腫瘍 4　オンデマンドコンテンツ配信
座長　日本大学松戸歯学部口腔外科学講座 田　中　茂　男

P33-01）左口角に発生した髄外性形質細胞腫の一例
 自治医科大学附属さいたま医療センター 醍醐　一也，他

P33-02）抜歯を契機に発見され放射線治療が奏功した上顎骨孤立性形質細胞腫の 1 例
 国立病院機構福岡東医療センター臨床研究センター歯科口腔外科 田尻　祐大，他

P33-03）若年者に発症し，妊孕性に配慮しながら治療を行った上顎骨の孤立性形質細胞腫の 1 例
 都立駒込病院歯科口腔外科 長谷川稔洋，他

P33-04）下口唇に発生した類上皮血管内皮腫の 1 例
 中濃厚生病院歯科口腔外科 林　　　樹，他

P33-05）舌癌術後の非制御頸部再発から髄膜癌腫症を来たし緩和医療に苦慮した 1 例
 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター歯科口腔外科 渡邉　裕之，他

P33-06）下顎歯肉未分化癌の頸部リンパ節転移が自然縮小した 1 例
 名古屋徳洲会総合病院 足立　　誠，他

ポスター 34　症例報告　悪性腫瘍 5　オンデマンドコンテンツ配信
座長　佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 檀　上　　　敦

P34-01）進行上顎歯肉癌に対して浅側頭動脈からの動注化学放射線併用療法が奏功した 1 例
 江南厚生病院歯科口腔外科 安井　昭夫，他

P34-02）5 年半に及ぶセツキシマブ，パクリタキセル併用療法を行なった切除不能口腔癌の 1 例
 久留米大学医学部歯科口腔医療センター 篠崎　勝美，他

P34-03）Pembrolizumab が奏効したプラチナ抵抗性口腔扁平上皮癌の 1 例
 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 五十嵐秀光，他

P34-04）Nivolumab 投与後に hyper-progressive disease を認めた舌癌の 1 例
 自治医科大学歯科口腔外科学講座 土肥　昭博，他

P34-05）口腔癌に対するニボルマブ投与で免疫関連有害事象として水疱性類天疱瘡を発症した 1 例
 大阪警察病院歯科口腔外科 牛村　彩子，他

P34-06）舌癌肺転移に対する Paclitaxel+Cetuximab 併用療法中に Trousseau 症候群を発症した 1 例
 広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学 加藤　大喜，他

P34-07）Cetuximab 併用放射線治療中に発症した非閉塞性腸管虚血症の 1 例
 愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座 山﨑　悠貴，他

ポスター 35　症例報告　良性腫瘍 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　久留米大学医学部歯科口腔医療センター 中　村　守　厳

P35-01）腫瘍周囲に骨形成を認めた巨大な多形腺腫の一例
 岡山大学医歯薬総合研究科顎口腔再建外科学分野 加藤　壮真，他
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P35-02）下顎前歯部舌側歯肉に生じた多形腺腫の 1 例
 加古川中央市民病院 松下慎太郎，他

P35-03）頰粘膜に発生した基底細胞腺腫の 1 例
 新潟県立中央病院歯科口腔外科 村山　和義，他

P35-04）口蓋腺に発生した細管状腺腫の 1 例
 国立病院機構高崎総合医療センター歯科口腔外科 薬師寺　孝，他

P35-05）Marfan 症候群患者に合併した左側顎下腺筋上皮腫の 1 例
 松阪市民病院 仲村　秀明，他

ポスター 36　症例報告　良性腫瘍 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　鳥取県立中央病院歯科口腔外科 木　谷　憲　典

P36-01）鼻出血から判明した上顎エナメル上皮腫の 1 例
 北見赤十字病院歯科口腔外科 阿部　貴洋，他

P36-02）下顎に発生した混合型（類腱型 / 濾胞型）エナメル上皮腫の 1 例
 神戸市立西神戸医療センター歯科口腔外科 芝辻　豪士，他

P36-03）下顎前歯部に生じた Desmoplastic ameloblastoma の 1 例
 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター歯科口腔外科 中原　和美，他

P36-04）下顎臼歯部に生じたエナメル上皮線維腫の 1 例
 神戸市立西神戸医療センター 平井　雄三，他

P36-05）下顎臼歯部に生じた類腱線維腫の 1 例
 足利赤十字病院歯科口腔外科 三浦　千佳，他

P36-06）上顎小臼歯部に生じた中心性歯原性線維腫の 1 例
 市立四日市病院歯科口腔外科 小栗　　崇，他

ポスター 37　症例報告　良性腫瘍 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　九州歯科大学口腔内科学分野 吉　賀　大　午

P37-01）舌縁部に発生した Hobnail hemangioma の 1 例
 松本歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 内川　恵里，他

P37-02）軟骨脂肪腫ならびに hobnail hemangioma が疑われた舌腫瘍の併発例の 1 例
 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 金本　栄華，他

P37-03）口底部の海綿状血管腫に対し硬化療法が著効した 1 例
 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科口腔外科 田島　麻衣，他

P37-04）マフッチ症候群患者に生じた IDH1 遺伝子変異を伴う頰粘膜血管腫の 1 例
 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科 市村　典久，他

P37-05）上唇に発生した血管脂肪腫の 1 例
 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 及川　湧基，他

P37-06）歯肉に発生した毛細リンパ管腫の 1 例
 自治医科大学附属さいたま医療センター 家崎　憲博，他

ポスター 38　症例報告　良性腫瘍 4　オンデマンドコンテンツ配信
座長　福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔腫瘍学分野 橋　本　憲一郎

P38-01）下顎前歯部に発生した周辺性象牙質形成性幻影細胞腫の一例
 琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座 宮本　　昇，他
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P38-02）ナビゲーション手術が有用であった下顎の歯原性粘液腫；症例報告
 神戸市立医療センター中央市民病院歯科口腔外科 山本　信祐，他

P38-03）上顎骨に発生した歯原性粘液線維腫におけるナビゲーションサージェリーの 1 例
 国家公務員共済組合連合会立川病院歯科口腔外科 本間　風花，他

P38-04）上顎洞内に進展した複雑性歯牙種の 1 例
 労働者健康安全機構千葉ろうさい病院歯科口腔外科 山野由紀男，他

P38-05）永久歯の埋伏を伴ったエナメル上皮線維歯牙腫様組織像を呈した歯牙腫の 1 例
 高岡市民病院歯科口腔外科 渡辺　紘士，他

P38-06）下顎歯肉に発生した周辺性歯牙腫の 1 例
 昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座地域連携歯科学部門 菊池真理子，他

ポスター 39　症例報告　良性腫瘍 5　オンデマンドコンテンツ配信
座長　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面外科学分野 野　添　悦　郎

P39-01）口蓋に発生した外傷性神経腫の一例
 津島市民病院歯科口腔外科 大森　正裕，他

P39-02）頰粘膜に生じた神経鞘腫の一例
 生長会阪南市民病院歯科口腔外科 楠山友紀子，他

P39-03）舌背部に生じた巨大な陳旧性神経鞘腫の 1 例
 千葉県済生会習志野病院歯科口腔外科 大和地正信，他

P39-04）下唇正中部に発生した筋線維腫の 1 例
 市立池田病院歯科口腔外科 須澤　佳香，他

P39-05）舌に発生した筋血管周皮腫
 第二大阪警察病院歯科口腔外科 藤尾　真衣，他

ポスター 40　症例報告　良性腫瘍 6　オンデマンドコンテンツ配信
座長　高知医療センター歯科口腔外科 立　本　行　宏

P40-01）構音障害や摂食困難感を生じた舌対称性脂肪腫症の 1 例
 川崎市立井田病院歯科口腔外科 横田　智恒，他

P40-02）硬口蓋に発生した顆粒細胞腫の 1 例
 東北大学大学院歯学科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科学分野 木村　　太，他

P40-03）上顎前歯歯頸部に発症した疣贅性黄色腫の 1 例
 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野 金子　裕康，他

P40-04）舌に発生した炎症性筋線維芽細胞腫瘍の 1 例
 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 有馬　実咲，他

P40-05）頰粘膜に生じた結節性筋膜炎の 1 例
 日本大学松戸歯学部口腔外科学講座 土本隆太郎，他

ポスター 41　症例報告　良性腫瘍 7　オンデマンドコンテンツ配信
座長　西宮市立中央病院歯科口腔外科 岩　井　聡　一

P41-01）下顎に生じた巨大な腺腫様歯原性腫瘍の 1 例
 成田赤十字病院 武内　　新，他

P41-02）両側下顎骨に発生した骨芽細胞腫の 1 例
 総合病院中津川市民病院歯科口腔外科 水野　　肇，他
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P41-03）頰粘膜下に発生した骨化性線維粘液性腫瘍の 1 例
 昭和大学歯学部口腔外科学講座 齊藤　芳郎，他

P41-04）上顎に発生した乳児黒色性神経外胚葉性腫瘍の 1 例
 東京都立大塚病院口腔科 市川　秀樹，他

P41-05）口底に生じた導管内乳頭腫の 1 例
 宝塚市立病院歯科口腔外科 上田　美帆，他

ポスター 42　症例報告　良性腫瘍 8　オンデマンドコンテンツ配信
座長　大阪赤十字病院歯科口腔外科 杉　立　光　史

P42-01）下顎切痕部に生じた周辺性骨腫の 1 例
 埼玉県立がんセンター口腔外科 金　　裕純，他

P42-02）舌に発症した骨性分離腫の 1 例
 砂川市立病院 加藤　泰史，他

P42-03）頰粘膜部に発生した骨性分離腫の 1 例
 日高病院歯科口腔外科 角田　宗弘，他

P42-04）下口唇に発生したケラトアカントーマの 1 例
 明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野 田村　暢章，他

ポスター 43　症例報告　囊胞 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　海老名総合病院歯科口腔外科 石　井　良　昌

P43-01）上顎に発生した石灰化歯原性囊胞の 1 例
 市立伊勢総合病院 水野　頌也，他

P43-02）上顎に生じた石灰化歯原性囊胞の 1 例
 一宮市立市民病院歯科口腔外科 中村　友保，他

P43-03）集合性歯牙腫を伴う石灰化歯原性囊胞の 1 例
 青梅市立総合病院歯科口腔外科 樋口　佑輔，他

P43-04）Hemifacial microsomia 患者の下顎骨に発生した単純性骨囊胞の 1 例
 札幌医科大学医学部口腔外科学講座 三木　善樹，他

P43-05）眼窩底に及んだ上顎洞内含歯性囊胞の 1 例
 新山手病院歯科口腔外科センター 糸瀬　昌克，他

ポスター 44　症例報告　囊胞 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　市立ひらかた病院歯科口腔外科 有　吉　靖　則

P44-01）上顎臼歯部に生じた正角化性歯原性囊胞の 1 例
 大和市立病院歯科口腔外科 大澤　昂平，他

P44-02）囊胞摘出後の骨欠損を炭酸アパタイト製骨補填材で即時再建した 1 例
 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野 福田　直志，他

P44-03）鼻口蓋管囊胞と歯根囊胞が合併したと考えられた上顎骨囊胞の 1 例
 蒲郡市民病院歯科口腔外科 伊藤　発明，他

P44-04）開業歯科医院における鼻口蓋管囊胞が疑われた症例の検討ならびに文献的考察
 佐々木歯科口腔顎顔面ケアクリニック 高島　梨華，他

P44-05）顔面多発骨折後に生じた ranula の 1 例
 磐田市立総合病院歯科口腔外科 内山裕美子，他
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P44-06）口内法による開窓術が奏功した耳下腺貯留囊胞の 1 例
 横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学 下田　愛美，他

ポスター 45　症例報告　囊胞 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　厚生連高岡病院歯科口腔外科 山　下　知　巳

P45-01）鼻歯槽囊胞の 1 例
 協和中央病院歯科口腔外科 齋藤健太郎，他

P45-02）両側性に発生した鼻歯槽囊胞の 1 例
 呉医療センター・中国がんセンター歯科口腔外科 奥村　俊哉，他

P45-03）軟口蓋に発生したリンパ上皮性囊胞の 1 例
 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科 比嘉　盛敏，他

P45-04）舌下部に発生したリンパ上皮性囊胞の 2 例
 公立陶生病院歯科口腔外科 花井　寛之，他

P45-05）口腔内に発生したリンパ上皮性囊胞の 2 例
 JCHO 船橋中央病院歯科口腔外科 佐藤　磨奈，他

ポスター 46　症例報告　MRONJ　オンデマンドコンテンツ配信
座長　聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院歯科口腔外科 石　井　宏　昭

P46-01）骨膜反応優位型の薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）2 例
 関西医科大学附属病院歯科口腔外科 兒島　由佳，他

P46-02）頭蓋底まで骨壊死が及んだ上顎薬剤関連顎骨壊死の一例
 弘前大学大学院医学部研究科歯科口腔外科講座 山崎　峻也，他

P46-03）薬剤関連顎骨壊死の下顎骨切除時神経欠損に人工材料を用いて神経架橋を行った一例
 社会医療法人大道会森之宮病院歯科診療部 高崎　義人，他

P46-04）右顎下部に壊死性蜂窩織炎，左下顎に骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）を発症した 1 例
 社会医療法人行岡医学研究会行岡病院歯科口腔外科 妹尾日登美，他

ポスター 47　症例報告　粘膜疾患　オンデマンドコンテンツ配信
座長　昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 鎌　谷　宇　明

P47-01）金属アレルギーが原因と考えられた口腔扁平苔癬の 1 例
 朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野 中野　恵太，他

P47-02）口腔扁平苔癬に併発した閉塞性細気管支炎の 1 例
 神戸市立医療センター中央市民病院歯科口腔外科 梨　　正典，他

P47-03）COVID-19 肺炎患者に使用したシクレソニドにより発症した口腔カンジダ症の 1 例
 札幌医科大学医学部口腔外科学講座 大橋　伸英，他

P47-04）下顎歯肉に発生した EBV 陽性皮膚粘膜潰瘍の 1 例
 信州上田医療センター歯科口腔外科 瀧沢　　淳，他

P47-05）口腔カンジダ症の治療後に消失した右側舌縁 EB ウイルス陽性粘膜皮膚潰瘍の 1 例
 大和市立病院歯科口腔外科 野里　朋代，他

P47-06）口腔粘膜に症状を呈した抗 BP180 型粘膜類天疱瘡の 1 症例
 きみ歯科・口腔外科クリニック 君　　賢司，他
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ポスター 48　症例報告　感染症 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 岸　本　裕　充

P48-01）頸部ガス壊疽の 1 症例
 福山市民病院歯科口腔外科 山本　大介，他

P48-02）筋無症候性皮膚筋炎に併発した頰部放線菌症の 1 例
 済生会西条病院歯科口腔外科 村瀬　隆一，他

P48-03）13 歳男児の化膿性顎関節炎から側頭部膿瘍を形成した 1 例
 加古川中央市民病院歯科口腔外科 高田　直樹，他

P48-04）成人スティル病患者に発症した側頭部壊死性筋膜炎の 1 例
 札幌医科大学医学部口腔外科学講座 大西みちよ，他

P48-05）併存疾患なく walk in 受診後に急速な壊死の進行を認めた頸部壊死性筋膜炎の 1 例
 鹿児島市立病院歯科口腔外科 新田　哲也，他

ポスター 49　症例報告　感染症 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　山梨大学医学部附属病院歯科口腔外科 吉　澤　邦　夫

P49-01）妊婦に帯状疱疹が 2 度再活性化した 1 例
 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野 稲垣　友里，他

P49-02）口腔内病変を契機に梅毒 1 期と診断された 1 例
 都立駒込病院歯科口腔外科 鈴木　　誠，他

P49-03）鼻脳型ムコール症に対して外科的治療と抗真菌薬の投与にて良好な結果を得た 1 例
 トヨタ記念病院歯科口腔外科 兵藤　俊介，他

P49-04）歯性感染症から発症し脳静脈洞血栓症を合併した Lemierre 症候群の 1 例
 市立豊中病院歯科口腔外科 藤田　祐生，他

P49-05）側咽頭間隙膿瘍より内頸静脈および鎖骨下静脈血栓症に至った 1 例
 高岡市民病院歯科口腔外科 篠原　治征，他

P49-06）歯性感染症により，硬膜下膿瘍並びに静脈血栓症を発症した 1 例
 前橋赤十字病院歯科口腔外科 伊藤佑里子，他

ポスター 50　症例報告　抜歯　オンデマンドコンテンツ配信
座長　公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター
　　　歯科口腔外科 潮　田　高　志

P50-01）Kissing molars Class II の例
 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科 椙村有紀子，他

P50-02）抜歯後出血を契機に腹部大動脈瘤の増悪が発見された 1 例
 東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科 森　美由紀，他

P50-03）抜歯が原因となって発症した縦隔気腫の 1 例
 大阪赤十字病院歯科口腔外科 小林　祐佳，他

P50-04）下顎埋伏智歯抜去後に生じた上行口蓋動脈の仮性動脈瘤の 1 例
 石川県立中央病院 仲井　槙吾，他

P50-05）先天性第 11 因子欠乏症患者における抜歯時の止血管理の経験
 鳥取大学医学部感覚運動医学講座口腔顎顔面外科学分野 原田　勇聖，他

P50-06）SLE に続発した後天性赤芽球癆患者の多数歯抜歯の経験
 琉球大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能再建学講座 白川　純平，他
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ポスター 51　症例報告　その他 1　オンデマンドコンテンツ配信
座長　九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野 笹　栗　正　明

P51-01）迷入経路が不明であった上顎洞内異物の 1 例
 公立学校共済組合東海中央病院歯科口腔外科 深本　真央，他

P51-02）炎症を契機に発見された異所性石灰化物の一例
 TMG あさか医療センター歯科口腔外科 柴山　知紗，他

P51-03）両側ラヌーラを契機として診断されたシェーグレン症候群の 1 例
 名古屋大学医学系研究科頭頸部・感覚器外科学講座顎顔面外科学 小間　義朗，他

P51-04）舌咬傷の止血不良を契機に発見された先天性血友病 A の 1 例
 独立行政法人国立病院機構東京医療センター歯科口腔外科 庭田千恵子，他

P51-05）周術期口腔機能管理を契機に発見された IgG4 関連疾患の 1 例
 高知医療センター歯科口腔外科 原　　慎吾，他

P51-06）入院を要した慢性心不全，認知症患者の生石灰乾燥剤の誤食による口腔化学熱傷の 1 例
 総合病院中津川市民病院歯科口腔外科 齊藤　昌樹，他

ポスター 52　症例報告　その他 2　オンデマンドコンテンツ配信
座長　広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学 小　野　重　弘

P52-01）口底部に発生した異所性扁桃の 1 例
 総合大雄会病院歯科口腔外科 鈴木　陽子，他

P52-02）自閉スペクトラム症患児に生じた壊血病の 1 例
 市立池田病院歯科口腔外科 窪田　星子，他

P52-03）オトガイ下リンパ節腫脹のみを主症状とした菊池病の一例
 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院歯科口腔外科 姜　　良順，他

P52-04）下顎歯肉白板症の術後に生じた特発性内頸静脈血栓症の 1 例
 君津中央病院歯科・歯科口腔外科 馬場　隆緒，他

P52-05）上下顎骨の腐骨除去術後に症候性てんかんを発症し意識障害を生じた 1 例
 茨城県立中央病院歯科口腔外科 野口　篤郎，他

P52-06）全身麻酔薬の関与が疑われた顎骨腫瘍摘出後に中枢性尿崩症を発症した一例
 公立学校共済組合近畿中央病院 児玉　晨吾，他

ポスター 53　症例報告　その他 3　オンデマンドコンテンツ配信
座長　川崎市立川崎病院歯科口腔外科 鬼　澤　勝　弘

P53-01）再発舌癌術後に急性呼吸促迫症候群を発症した 1 例
 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野 江原　雄一，他

P53-02）顎矯正手術中に発症した悪性高熱症の 1 例
 小牧市民病院歯科口腔外科 臼井　志帆，他

P53-03）中心静脈ポート留置患者の歯科治療中に皮下気腫・縦隔気腫を合併した 1 例
 愛媛労災病院歯科口腔外科 定成　美来，他

P53-04）含歯性囊胞を伴った鎖骨頭蓋異形成症の 1 例
 公立野辺地病院歯科口腔外科 田中　祐介，他

P53-05）未手術口蓋裂高齢者の 1 例
 東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科学分野 松井　桂子，他
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P53-06）線維素性唾液管炎と好酸球 ETosis の関連
 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 福地　峰世，他

ポスター 54　症例報告　その他 4　オンデマンドコンテンツ配信
座長　聖路加国際病院歯科口腔外科 小　澤　靖　弘

P54-01）当科における静脈内鎮静法の不成功 3 例
 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター歯科口腔外科 渡辺　　茜，他

P54-02）鼻腔内過剰歯を内視鏡下で摘出した 1 例
 埼玉よりい病院歯科口腔外科 神戸美保子，他

P54-03）下顎骨区域切除術後に神経再生誘導を応用したエナメル上皮腫の一例
 弘前大学大学院医学系研究科歯科口腔外科学講座 関口静里奈，他

P54-04）グセルクマブが有効であった再発性非感染性下顎骨骨髄炎の 1 例
 横浜市立市民病院歯科口腔外科 大澤　孝行，他

P54-05）体位変換で舌損傷が生じた新型コロナウイルス感染症患者への口腔内スペーサーの有用性
 一宮市立市民病院歯科口腔外科 平井　愛華，他

P54-06）パーキンソン病患者の自殺企図による舌咬傷の 1 例
 広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院歯科口腔外科 大井　尚志，他


