一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
症例検討
〇小ホール(1F)

9 月 24 日(土)

C-1.「舌根部腫瘍の一例」

<9:30-10:50>

藤田医科大学医学部病理診断学講座 磯村 まどか、他

C-2.「「細胞・組織診断ならびに腫瘍浸潤度判定が困難であった口蓋腫瘍の一例」
関西医科大学附属病院病理診断科 野田 百合、他
C-3.「下顎骨腫瘍の一例」

帝京大学医学部病理学講座 土谷 麻衣子、他

C-4.「上顎骨病変」
広島大学大学院医系科学研究科口腔顎顔面病理病態学研究室 古庄 寿子、他
一般演題(口演)
〇小ホール(1F)

O1 口腔粘膜疾患 1
9 月 23 日（金）

<9:40-10:20>

O1-1.「舌に発生した好酸球性潰瘍の１例」
医療法人回生会 大西病院 歯科口腔外科 嶋崎 康相、他
O1-2.「口腔カンジダ症における Candida albicans と Candida glabrata の混合感染の抗真
菌薬に対する治療効果の検討」
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室 尾崎 公哉、他
O1-3.「診断に苦慮した限局性若年性海綿状歯肉増殖症の 1 例」
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室 米山 かや、他
O1-4.「DPP-4 阻害薬内服後に口腔粘膜症状を生じた類天疱瘡の臨床的検討」
東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 明 由理亜、他
O1-5.「舌尖に発生した oral elastofibromatous lesion の１例」
杉田玄白記念公立小浜病院歯科口腔外科 土井田 誠、他
一般演題(口演)
〇小ホール(1F)

O2

口腔粘膜疾患 2

9 月 23 日(金)

<10:30-11:10>

O2-1.「難治性口腔扁平苔癬の口蓋病変に対する治療：トレイを用いたステロイド軟膏療
法が奏功した 1 例」

大分大学 医学部 歯科口腔外科学講座 阿部 史佳、他

O2-2.「乳酸菌 EF-2001 により潰瘍性大腸炎と口腔扁平苔癬が改善した１例」
東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座 秦 加純、他
O2-3.「口腔扁平苔癬と口腔上皮性異形成におけるリンパ球の局在の検索」
東京歯科大学病理学講座 山本 圭、他
O2-4.「粘膜類天疱瘡 19 例の診断に関する検討」

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 尾田 誠一郎、他
O2-5.「長期経過観察が可能であった腫瘍随伴性天疱瘡の 1 例」
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科 小林 夏樹、他
一般演題(口演)

O3 悪性腫瘍

〇小ホール(1F)

9 月 23 日(金)

<11:20-12:00>

O3-1.「口腔癌に対する免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象の検討」
久留米大学医学部歯科口腔医療センター 楠川 仁悟、他
O3-2.「前立腺癌の下顎骨転移を認めた一例」
静岡市立清水病院口腔外科 金生 茉莉、他
O3-3.「結核に罹患した舌癌患者 2 例の検討」
自治医科大学歯科口腔外科学講座 安彦 圭悟、他
O3-4.「組織診断に苦渋した歯原性腫瘍の一例」
鶴見大学歯学部附属病院病理診断科 伊藤 由美、他
O3-5.「頸部リンパ節腫脹に対する生検術の必要性」
千葉西総合病院 口腔外科 菊地 崇剛、他
一般演題(口演)

O4 良性腫瘍・血液疾患

〇研修室 301 (3F)

9 月 23 日(金)

<9:40-10:20>

O4-1.「口蓋部に認めた巨細胞線維腫の 1 例」
日本赤十字社京都第二赤十字病院歯科・口腔外科 加藤

裕大、他

O4-2.「特発性血小板減少性紫斑病患者に対しγ-グロブリン大量療法施行後に SSRO を
行なった 1 例」

北海道大学病院口腔内科 志村 拓海、他

O4-3.「舌縁部に生じた腫瘤性病変の 1 例」
横浜駅西口歯科 鈴木 亮広、他
O4-4.「悪性リンパ腫に伴う無顆粒球症患者の抜歯経験」
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
O4-5.「脂肪分化を伴った頬部孤立性線維性腫瘍の一例」
大阪大学大学院歯学研究科口腔病理学教室 寺本 朱里、他

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
一般演題(口演)

O5 研究 1

〇研修室 301 (3F)

9 月 23 日(金)

<10:30-11:10>

O5-1.「癌の骨破壊病変に対する銅のキレートを応用した治療に関する基礎的検討」
岡山大学学術研究院医歯薬学域 口腔顎顔面外科学分野 佐々木 朗、他
O5-2.「未分化な扁平上皮癌の特徴を有する舌に生じた clear cell squamous cell
carcinoma」

九州大学大学院歯学研究院口腔病理学分野 長谷川 佳那、他

O5-3.「AXL による新たな Hippo 経路制御機構の解明」
広島大学病院口腔検査センター 安藤 俊範、他
O5-4.「Cholesterol promotes oral cancer cells migration by regulating front-rear cell
polarity」

Division of Oral Pathology, Faculty of Dentistry & Graduate School of
Medical and Dental Sciences, Niigata University Chan Nyein Nyein、他

O5-5.「口腔上皮内癌の 3 次元培養モデルの構築を目指して」
松本歯科大学歯学部病理学講座 嶋田 勝光、他
一般演題(口演)
〇研修室 301 (3F)

O6 研究 2
9 月 23 日(金)

<11:20-12:08>

O6-1.「口腔癌細胞における cholinetransporter like protein 1(CTL1)の局在と細胞増殖
能」

東京歯科大学口腔病態外科学講座 橋本 菜央、他

O6-2.「GNAS 遺伝子変異マウスを用いた Fibrous Dysplasia の病態解析」
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病理学教室
兵頭 美穂、他
O6-3.「歯髄幹細胞の効率的回収と輸送中の歯髄組織培養を可能とする新規凍結保存法
の開発」

鶴見大学歯学部口腔内科学講座 梅原 茉愛、他

O6-4.「マウス 4NQO 口腔化学発癌モデルを用いた発癌過程における線維芽細胞の遺伝
子発現解析」

大阪大学大学院歯学研究科口腔病理学教室 奥村 将、他

O6-5.「組織透明化技術を用いた扁平上皮癌細胞による骨破壊メカニズムのイメージング
解析」

北海道医療大学歯学部組織再建口腔外科学分野 島谷 真梨、他

O6-6.「細胞外小胞と銅輸送経路に着目した口腔癌のシスプラチン耐性機構の解明」
岡山大学学術研究院医歯薬学域 口腔顎顔面外科学分野 小野 喜章、他
一般演題(口演)
〇研修室 305 (3F)

O7 口腔乾燥・味覚
9 月 23 日(金)

<9:40-10:20>

O7-1.「味覚検査から判明した妊娠初期顔面神経麻痺の１例 ―診断・経過における味覚

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
検査の有用性―」
東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座 佐藤 しづ子、他
O7-2.「東洋医学で治療した冷えと口腔乾燥を伴う舌痛症の 1 例」
がん・感染症センター都立駒込病院歯科口腔外科 池浦 一裕、他
O7-3.「味覚感受性と味覚嗜好および生活習慣との相関」
奥羽大学歯学部附属病院口腔外科学講座 西 祐也、他
O7-4.「当科における口腔乾燥症の臨床的検討」
獨協医科大学医学部口腔外科学講座 白石 怜、他
O7-5.「セビメリン塩酸塩水和物の長期投与は大唾液腺の唾液分泌能を改善させるか」
1)栃木医療センター 歯科口腔外科 2)国際医療福祉大学病院 歯科口腔外科
岩渕 博史、他
一般演題(口演)
〇研修室 305 (3F)

O8 矯正・血管・神経
9 月 23 日(金)

<10:30-11:10>

O8-1.「矯正治療のための骨造成術」
北海道大学附属病院口腔診断内科 孝口 里侑、他
O8-2.「特発性舌下神経麻痺の 1 例」
慶應義塾大学病院医学部歯科・口腔外科学教室 下濱 啓、他
O8-3.「矯正治療中に発見した上顎側切歯の骨置換性吸収の 1 例」
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 合島 怜央奈、他
O8-4.「小児における下顎骨動静脈奇形の 1 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
O8-5.「下顎枝矢状分割術後の知覚障害発生要因ついての検討」
奥羽大学歯学部口腔外科学講座 高橋 文太郎、他
一般演題(口演)
〇研修室 305 (3F)

O9 炎症・感染症
9 月 23 日(金)

<11:20-12:00>

セッション 炎症・感染症
O9-1.「地域在住高齢者におけるオーラルフレイルと口腔細菌叢との関連」
北海道大学大学院歯学院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室 木村 千鶴、他
O9-2.「口腔カンジダ症における唾液メタボローム解析」
神奈川歯科大学歯科補綴学講座クラウンブリッジ補綴学分野 足立 拓也、他
O9-3.「口腔内症状を契機とし，短期間で Crohn 病と診断した 1 例」
社会福祉法人恩賜財団済生会兵庫県病院 下間 祐輝、他

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
O9-4.「高度の開口障害を呈した成人の片側性流行性耳下腺炎の 1 例」
1)紀南病院組合立紀南病院歯科口腔外科 2)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 堀 晃二、他
O9-5.「顎舌骨筋の裂隙に舌下腺が嵌頓したことにより生じた慢性硬化性唾液腺炎の一
例」

岡山大学学術研究院 医歯薬学域 口腔顎顔面外科学分野 小畑 協一、他

一般演題(口演)

O10 硬組織疾患

〇研修室 305 (3F) 9 月 24 日(土)

<9:30-10:10>

O10-1.「6 本の過剰歯を認めた 1 例」
医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院口腔外科 鈴木 円、他
O10-2.「舌下型ラヌーラを合併した唾石症の１例」
福岡歯科大学口腔顎顔面外科学講座 馬田 博之、他
O10-3.「腫瘍性低リン酸血症性骨軟化症の 1 例」
日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座 大野 淳也、他
O10-4.「アロディニアを併発した急性下顎骨骨髄炎の 1 例」
東京歯科大学口腔病態外科学講座 小山 拓洋、他
O10-5.「下顎右側前歯部に認められた Regional odontodysplasia 周囲組織の組織学的検
討」

東京歯科大学病理学講座 市原 有美、他

一般演題(口演)
〇研修室 305 (3F)

O11 臨床統計 1
9 月 24 日(土)

<10:20-11:00>

O11-1.「エナメル上皮腫における破骨細胞形成には腫瘍間質の線維芽細胞が関与する」
福岡歯科大学病態構造学分野 吉本 尚平、他
O11-2.「当科で対応した下顎埋伏智歯の口底迷入歯に関する臨床的検討」
東京歯科大学水道橋病院口腔顎顔面外科学講座 曽根 嘉人、他
O11-3.「Impact of using a heated tobacco product on mechanical treatment for
periodontitis: A randomized clinical study」
Philip Morris //Products S.A. ポウリー サンドリン、他
O11-4.「口腔扁平上皮癌頸部リンパ節転移を放射線学的、病理組織学的に評価する手
法の立案」
岡山大学学術研究院 医歯薬学域 口腔顎顔面外科学分野 金本 栄華、他
O11-5.「口腔扁平上皮癌における EpCAM 誘導性セツキシマブ耐性獲得機構の解明」
岡山大学学術研究院 医歯薬学域 口腔顎顔面外科学分野 梅森 洸樹、他

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
一般演題(口演)

O12 臨床統計 2

〇研修室 305 (3F) 9 月 24 日(土)

<11:10-11:42>

O12-1.「口腔細胞診の従来法と LBC 法において判定精度に影響を与える臨床病理学的
因子の検討」

富山県立中央病院 歯科口腔外科 河原田 壮史、他

O12-2.「当科における小児シェーグレン症候群 29 例の臨床像についての検討」
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
松澤 鎮史、他
O12-3.「骨粗鬆症における医科歯科連携と下顎皮質骨形態の解析」
東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 鈴木 大貴、他
O12-4.「当科における口腔細胞診と組織診断の比較検討」
宮崎大学医学部顎顔面口腔外科学分野 山隈 優、他

一般演題（ポスター）
LINC Biz でのオンライン発表

公開期間： 9 月 22 日(木)〜9 月 30 日(金)

P-01.「関節リウマチモデル DBA マウスを用いた唾液中からのシトルリン化α1-アンチトリ
プシン（A1AT）の発現」
神奈川歯科大学病理・組織形態学講座環境病理学分野 坂口 和歌子、他
P-02.「DKK3/CKAP4 axis は口腔扁平上皮癌の予後不良因子である」
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野 片瀬 直樹、他
P-03.「A rare case of melani-pigmented dentinogenic ghost cell tumor」
明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野 星野 都、他
P-04.「間歇的な低出力 LED 光照射がラット骨髄由来骨芽細胞様細胞に与える効果の基
礎的研究」
愛知学院大学大学院歯学研究科口腔病理学・歯科法医学講座 服部 剛大、他
P-05.「Ramucirumab-related Oral Pyogenic Granuloma 7 例の臨床像」
群馬県立がんセンター 新垣 理宣、他
P-06.「シングルセル RNA-seq とマルチプレックス Spatial 解析を基盤としたシェーグレン
症候群の標的臓器微小環境変化の解明」
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔分子病態学分野 大塚 邦紘、他
P-07.「IL-1 を介した口腔扁平上皮癌による破骨細胞誘導の促進」
東京医科歯科大学医歯学総合研究科口腔病理学分野 布川 裕規、他
P-08.「胃癌患者の予後推定栄養指数と咬合状態の相関関係」
名古屋掖済会病院 松井 義人、他

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
P-09.「口腔内クロム誘発型金属アレルギーモデルマウスの確立と病態解明」
鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座 吉澤 孝昌、他
P-10.「二次性頭痛を呈した口腔常在菌に起因する感染性心内膜炎の一例」
日本大学歯学部口腔内科学講座 滝澤 慧大、他
P-11.「歯科用エアータービンを用いて歯を切削する際に生じる高速飛沫」
横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学 大屋 貴志、他
P-12.「北海道大学病院口腔内科における放射線性顎骨骨髄炎の背景」
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野口腔診断内科教室 坂田 健一郎、他
P-13.「歯根膜培養上清を用いた歯髄細胞の歯根膜様細胞への誘導におけるメチル化解
析」

北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学分野 高橋 周平、他

P-14.「抜歯窩治癒過程における Gli1 陽性歯根膜細胞の細胞系譜解析」
北海道医療大学 歯学部 生態機能・病態学系 組織再建口腔外科学分野
藤井 彩貴、他
P-15.「片側に顎関節痛を認める顎関節症患者の両側 MRI 所見と疼痛との関連性」
九州歯科大学歯学科生体機能学講座口腔内科学分野 坂口 修、他
P-16.「当科で施行した血液検査のパニック値から血液疾患がみつかった 3 例」
松山市民病院歯科口腔外科 浜川 知大、他
P-17.「腫瘍細胞と腫瘍血管内皮細胞の Cell cluster 形成による転移促進」
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
P-18.「洗口液中殺菌成分セチルピリジニウム塩化物水和物の SARS-CoV-2 に対する効
果」 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
武田 遼、他
P-19.「口腔内科疾患に対して乳酸菌 EF-2001 サプリメントを使用した症例への質問票調
査」

東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 三邉 正樹、他

P-20.「Sassouni 分析法を用いた顎顔面骨格形態から上気道の状態を診断する －新た
な上気道抵抗の検査方法－」
日本大学歯学部口腔外科学第Ⅰ講座 篠塚 啓二、他
P-21.「A systematic review on the psychosomatic status and the approaches for
treatment in recurrent aphthous stomatitis and oral lichen planus」
Department of Oral Medicine and Pathology,Graduate School of Dentistry, Health
Sciences University of Hokkaido ARIWANSA DEDY、他
P-22.「Transcriptome analysis of submandibular gland under chronic psychological
stress」

北海道医療大学 先端研究推進センター Paudel Durga、他

P-23.「Stromal cells in the tumor microenvironment promote the progression of oral
squamous cell carcinoma」
岡山大学学術研究院 医歯薬学域 口腔病理学分野 Shan Qiusheng、他

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
P-24.「口腔扁平上皮癌における IL-1αの発現意義の検討」
日本大学歯学部 病理学講座 福井 怜、他
P-25.「下顎前歯部に生じた alveolar odontogenic keratocyst の１例」
朝日大学口腔病態医療学講座口腔病理学分野 宮本 侑果、他
P-26. 「pIL-1α processing における Calpain の活性と機能の追求」
日本大学歯学部総合歯学研究所生体防御部門 角田 麻里子、他
P-27.「神経性食思不振症ー口腔内科・皮膚科・総合内科の視点から考えた１例」
上尾中央総合病院皮膚科 出光 俊郎、他
P-28.「左耳下腺腫瘤の一例」
静岡県立総合病院 病理学部

草深 公秀、他

P-29.「臍帯血移植後に生じた non-gingival soft tissue growths が自然消失した 1 例」
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 堀田 麻実、他
P-30.「新型コロナウイルス感染拡大下において急激な ICT 化を余儀なくされた本学口腔
病理学講座の講義と実習の新展開」
大阪歯科大学口腔病理学講座 池田 千浦子、他
P-31.「分化度の異なる口腔扁平上皮癌におけるシスプラチンと CXCR4 阻害剤併用の効
果」

岡山大学病院歯科総合診断室 吉田 沙織、他

P-32.「口腔内出血を契機に判明した重症血友病 A 乳児の 1 例」
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科 金成 舞夢、他
P-33.「Orofacial granulomatosis と診断された頬粘膜腫瘤の一例」
自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座 柏崎 明子、他
P-34.「頸部腫脹を契機に好酸球増多症の診断に至った一例」
東京女子医科大学附属八千代医療センター歯科口腔外科 片岡 利之、他
P-35.「Kissing molars Class Ⅲの 1 例」
松本歯科大学病院初診室(総合診断科・総合診療科)

金子 圭子、他

P-36.「ラヌーラの拡散強調画像と見かけ上の拡散係数（ADC 値）の特徴」
九州歯科大学歯科放射線学分野

若杉 奈緒、他

P-37.「病院歯科口腔外科における蜂窩織炎患者への対応」
加古川中央市民病院

橘 進彰、他

P-38.「歯原性囊胞から発生したと考えられた primary intraosseous carcinoma の 1 例」
明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野

西村 学子、他

P-39.「抗 RANKL 抗体の休薬後に腐骨分離を認めた薬剤関連顎骨壊死 stage3 の 2 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

奈良井 節、他

P-40.「MATTILA の計測方法を用いた歯根破折と下顎角との関連性について」
松本歯科大学病院 初診室（総合診断科・総合診療科）

高谷 達夫、他

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
P-41.「松本歯科大学病院歯科ドックの概要」
松本歯科大学病院 初診室（総合診断科・総合治療科）

内田 啓一、他

P-42.「抗血栓療法患者のラヌーラに対し微小開窓療法を行なった１例」
旭川医科大学歯科口腔外科学講座

真名瀬 愛子、他

P-43.「バイオセラミック材料を使用した根管充填材料の根尖部歯周組織への影響」
大阪歯科大学口腔病理学講座

磯野 治実、他

P-44.「タンニン、クルクミンを用いたウシ前歯エナメル質の実験的着色」
大阪歯科大学口腔病理学講座

久野 雪乃、他

P-45.「頬部軟組織内に認められた石灰化物の 1 例」
松本歯科大学初診室（総合診断科・総合診療科） 根津 英之、他
P-46.「舌縁に生じた白色海綿状母斑の 1 例およびその文献的考察」
日本歯科大学新潟病院口腔外科 中谷 佑哉、他
P-47.「近赤外分光法（near-infrared spectroscopy：NIRS）を用いた口臭症患者の検討に
おける性差の影響について」
日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座 桃原 直、他
P-48.「小脳橋角部聴神経腫瘍による二次性ＳＵＮＣＴ症候群の 1 例」
日本大学歯学部口腔内科学講座 田中 玲那、他
P-49.「長期にわたり診断されなかった線維素性唾液管炎の 1 例」
市立伊丹病院歯科口腔外科 桝井 敦史、他
P-50.「巨大な舌血管腫の 1 例」
松本歯科大学病院 初診室（総合診断科・総合診療科） 伊能 利之、他
P-51.「重炭酸リンゲル液を歯科臨床に応用するための基礎的研究」
大阪歯科大学口腔病理学講座 鈴木 克京、他
P-52.「自律訓練法が BMS 患者の疼痛と conditioned pain modulation に及ぼす影響」
日本大学歯学部口腔内科学講座 小笹 佳奈、他
P-53.「口腔色素性母斑の臨床病理学的および病理組織学的検討―特に皮膚症例との
対比について―」

日本大学大学院松戸歯学研究科 山本 真緒、他

P-54.「一般地域住民における骨粗鬆症と口腔環境の関連及び口腔細菌叢比較」
弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座 田村 好拡、他
P-55.「下唇に転移したバレット食道腺癌の 1 例」
広島市立広島市民病院歯科・歯科口腔外科 明石 翔、他
P-56.「心理的ストレスの訴えと共にみられた口腔症状と社会的背景との関連性の検討」
大阪歯科大学医療保健学研究科口腔科学専攻 筧 恵子、他
P-57.「口腔癌に対するドセタキセルを含む化学放射線療法中に認められた腸管気腫症
の 3 例」

弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座 高木 康貴、他

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
P-58.「咀嚼障害を初発症状とした妊婦の重症筋無力症の一例」
愛知県厚生連安城更生病院歯科口腔外科 服部 宇、他
P-59.「2 歳男児に発生した周辺性歯牙腫の１例 A case of peripheral odontoma in a 2year-old male infant」

鶴見大学歯学部口腔内科学講座 錦織 晴恵、他

P-60.「口腔内症状を契機に診断に至った濾胞型リンパ腫の１例」
地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立多摩北部医療センター歯科口腔外科
森田 奈那、他
P-61.「当科における口腔白板症患者の臨床的検討」
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 船山 昭典、他
P-62.「筋・筋膜性疼痛様症状を呈した慢性硬化性骨髄炎の 2 例」
日本大学歯学部口腔内科学講座 武井 美樹、他
P-63.「明海大学病院口腔診断科における過去 3 年間の初診患者動向に及ぼした
SARS-COVID19 感染症パンデミックの影響」
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 松村 華穂、他
P-64.「マウスへの P. gingivalis 由来 LPS 投与によるアミロイド β 分解酵素発現の低下」
北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学 森川 哲郎、他
P-65.「12 脳神経検査が有用であった占拠性病変による三叉神経障害性疼痛の１例」
日本大学歯学部 口腔内科学講座 田所 壯一朗、他
P-66.「九州歯科大学附属病院における全身状態評価の必要性に関する意識向上の取り
組み」

九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野 岩永 賢二郎、他

P-67.「ヒポキサンチンの口腔粘膜に対する創傷治癒効果」
北海道医療大学歯学部顎顔面口腔外科学分野 原田 文也、他
P-68.「口腔扁平苔癬の病態形成における細胞老化の関わり」
高知大学医学部歯科口腔外科学講座 笹部 衣里、他
P-69.「まれな病型を示した粘膜類天疱瘡の２例」
自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

佐瀬 美和子、他

P-70.「頸部悪性腫瘍に対する化学放射線治療中より生じた口腔乾燥症がロフラゼプ酸エ
チルとレバミピド錠で症状が改善した 1 例」
北海道医療大学病院口腔内科相談外来

宇津宮 雅史、他

P-71.「Biphenotypic sinonasal sarcoma の一例」
埼玉医科大学総合医療センター病理部

山崎 真美、他

P-72.「頬部に発生した孤立性線維性腫瘍の 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学分野

関 姫乃、他

P-73.「舌痛症患者の労働状態に気分状態が及ぼす影響」
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野

松岡 紘史、他

一般演題（症例検討・口演・ポスター発表） プログラム
P-74.「頬脂肪体に生じた血管奇形の１例」
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座 加藤 宏、他
P-75.「深部埋伏智歯周囲炎による三叉神経ニューロパチーに合併した舌痛症の１治験
例」 東京医科歯科大学（TMDU)大学院医歯学総合研究科全人的医療開発学講座
歯科心身医学分野 髙尾千紘、他

