
第76回NPO法人日本口腔科学会学術集会　一般演題（採択演題）
演題登録

番号
発表形式 セッションテーマ 演題番号 演題名

10000 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-2 癌胎児抗原5T4は味蕾幹細胞を制御し味蕾を維持する

10001 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-8 乳歯歯根嚢胞に対し開窓術および保隙により咬合管理を行った１例

10002 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-3 歯性感染が原因と考えられた顔面丹毒の1例

10003 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-11 プロスタグランディンE2受容体EP4はOrai1を介して細胞遊走を調節する

10004 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-3
透明化技術とイメージング解析を用いた扁平上皮癌による骨破壊及び骨形成

抑制の検討

10005 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-10 当院クリニカルパスにおける智歯抜去術後の栄養状態の検討：横断研究

10006 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-3 舌筋組織再生のためのナノゲル架橋ポーラスゲルの設計と機能評価

10007 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-1 低タンパク血症に関連した巨大な歯原性腫瘍の2例

10008 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-6 下唇の知覚異常と眼症状を認めたBurkittリンパ腫の1例

10009 口演発表 基礎的研究　その他 O1-3 歯と体内時計のバイオロジー ~象牙質形成のウルトラディアンリズム~

10010 口演発表 基礎的研究　悪性腫瘍 O2-1
低温プラズマは口腔扁平上皮癌細胞に対し触媒性二価鉄量依存的に殺細胞

効果を示す

10011 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-4 COVID-19に伴う味覚障害の機序解明

10013 口演発表 症例報告　悪性腫瘍1 O14-2 上顎歯肉に発生したdesmoplastic melanomaの1例

10014 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患1
O19-1 外科的切除を行った上唇リンパ管腫の一例

10015 口演発表 症例報告　悪性腫瘍1 O14-3 胃癌由来の転移性上顎歯肉癌に対し切除術を施行した１例

10016 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-4 急性歯肉炎を発症したCOVID-19の１例

10017 口演発表 基礎的研究　その他 O1-1 メタゲノム解析を用いた大動脈弁の細菌叢解析と口腔内状況との関連

10018 口演発表 基礎的研究　再生医学2 O4-5 マウス歯槽骨骨髄における造血系幹細胞の機能評価

10019 口演発表 統計・疫学 O6-4
ポラプレジンク含有ポリアクリル酸ナトリウム含嗽液併用の口腔機能管理は造血

幹細胞移植患者における全身性有害事象を予防する

10020 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-10

超高齢者の下顎骨骨髄炎に起因した病的顎骨骨折に対して保存的治療を行

い良好な経過を得た１例

10021 口演発表 基礎的研究　再生医学1 O3-5
インテグリンαvβ5－ERK経路によるCCN2誘導リンパ管新生は，DUSP6によ

り負に制御される

10022 口演発表 臨床的研究　粘膜疾患 O12-3 口腔蛍光観察装置と解析ソフトを応用した口腔粘膜疾患の診断方法

10023 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-2 下顎前歯部に生じた骨外型／周辺型エナメル上皮腫の１例

10024 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-6 歯科矯正用アンカースクリューの新規埋入方法に関する検討

10025 口演発表 症例報告　その他 O13-1 難治性の口腔潰瘍を認めたベーチェット病の3例

10027 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-5
当科における舌癌N0症例の後発頸部リンパ節転移のリスク因子に関する臨床

病理学的検討

10028 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-5 上顎薬剤関連性顎骨壊死から硬膜下膿瘍を来した１例

10029 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-4
口腔扁平上皮癌における T-cell immunoglobulin mucin-3/Galectin-9

の発現に関する研究

10030 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-9 下顎骨に生じ再発を認めた腺性歯原性嚢胞の1例

10031 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-8 新規プライマーセットを用いた高感度性別判定法の開発

10032 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-3 口腔扁平上皮癌のバイオマーカーとしてのFXYD3の可能性について

10033 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-10 舌筋再生モデルの樹立と再生プロセスの解析

10034 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-4
Ginkgolide B はPAF/PAFR経路を制御し口腔癌におけるシスプラチン抵抗性

解除に寄与する

10035 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍1 O8-5 口腔癌患者における同時性重複癌の臨床的検討

10036 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-9 マウスにおけるアクリル樹脂脈管注入鋳型標本作製法の改良



演題登録

番号
発表形式 セッションテーマ 演題番号 演題名

10037 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-11 口腔扁平上皮癌腫瘍微小環境におけるICOS+ Tregの局在解析

10038 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-3

片側性完全唇顎口蓋裂におけるPNAMの効果 -鼻孔形態の変化と上顎骨の

三次元的形態の変化について-

10039 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-8 老化したRAW264.7細胞におけるSASPおよびエクソソームの解析

10040 口演発表 臨床的研究　粘膜疾患 O12-6 PCモニタ上での口腔粘膜疾患の診断精度向上を目的とした視線データ解析

10041 口演発表 症例報告　悪性腫瘍1 O14-1
下顎歯肉癌術後のプレート破折に対し、カスタムメイドプレートを用いて再建した

一例

10042 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-12
Deep Learningを用いた咬筋の定量による口腔がん患者の予後予測法につ

いての研究

10043 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-2 シェーグレン症候群モデルにおけるヒト歯髄幹細胞エクソソームの効果

10044 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-5 下顎枝矢状分割術後に生じるオトガイ部感覚障害の危険因子の同定

10045 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-13
Prognostic Nutritional Indexは終末期口腔癌患者の生存日数の予測に

寄与する

10046 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-2 下顎骨骨折に対するMatrix WAVE MMFシステムを用いた治療戦略

10047 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-1 Toll 様受容体によって誘導される唾液腺炎病態の解明

10048 口演発表 基礎的研究　再生医学1 O3-4
BMP9刺激によるNotchエフェクター分子Hes1はSmad経路を介して早期に誘

導され、骨分化に重要な役割を果たす

10049 口演発表 臨床的研究　粘膜疾患 O12-4
吸収ポリグリコール酸シートとフィブリン糊スプレーを用いた創面被覆法の術後管

理について

10050 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-10 掌蹠膿疱症患者の臨床経過と唾液マイクロバイオームとの関連

10051 口演発表 統計・疫学 O6-5
大腸がん患者は口腔・腸内細菌叢に共通して4種の特異な菌種を有するーメタ

ゲノム解析による健常者との比較ー

10052 口演発表
臨床的研究　骨吸収抑制薬関連

顎骨壊死・骨髄炎
O10-5

ステージ3の下顎薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）に対するオトガイ下皮弁を用

いた外科療法

10053 口演発表 基礎的研究　悪性腫瘍 O2-3 PlectinはSrcシグナル活性を介して悪性黒色腫の細胞増殖・接着を促進する

10054 口演発表
臨床的研究　先天異常・発育異

常・外傷
O11-3

馬蹄形骨切り併用Le Fort I型骨切り術前後の鼻腔容積および鼻腔機能の

変化

10055 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-4

放射線性顎骨壊死患者を対象とした予後とリスク因子に関する後ろ向き観察

研究

10056 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍1 O8-4 舌がん皮弁再建患者の舌知覚変化が顎口腔機能に及ぼす影響について

10057 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍1 O8-1 肉眼分類とがん浸潤様式からみた舌扁平上皮癌の免疫プロファイルの多様性

10058 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-10
O-グルコース糖鎖キシロシル化の Notch 品質管理とシグナル伝達における役

割

10059 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-2
成人ボランティアに対する専門的口腔ケア後の0.3%CPC配合口腔用スプレー

剤介入ランダム化臨床研究における細菌叢変化

10060 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍2 O9-1 地域と本学で連携した口腔がん検診の成果

10061 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患1
O19-2 トップダウントリートメントにより下顎骨再建を行ったエナメル上皮腫の１例

10062 口演発表 症例報告　その他 O13-4 眼窩下に上顎犬歯埋伏を認めた1例

10063 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-3 レーザー回折法を用いたエアロゾルを発生させる歯科処置における粒子径分析

10064 口演発表 臨床的研究　粘膜疾患 O12-1
鉄補充療法により口腔内症状が著明に改善したPlummer-Vinson症候群の

１例

10065 口演発表 画像診断 O5-3 骨粗鬆症のスクリーニングにおける歯科用レントゲンの有用性

10066 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-7 下顎歯肉部転移性腫瘍を契機に診断に至った膵癌の１例

10067 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-11 プロテアーゼ処理ローヤルゼリーは骨格筋再生を制御する

10068 口演発表 基礎的研究　再生医学1 O3-6 Cadaverを用いた骨粗鬆症患者の下顎骨と大腿骨の骨強度解析

10069 口演発表 症例報告　悪性腫瘍1 O14-4 左舌に発生した棘融解型扁平上皮癌の１例

10070 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-2 AROJを含む顎骨炎における骨炎から骨壊死の過程

10071 口演発表
症例報告 血液疾患・全身管理

学・その他
O17-4 当科受診を契機に診断に至った白血病の２例

10072 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-3 外科的矯正治療を施行したTricho-rhino-phalangeal syndromeの1例



演題登録

番号
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10073 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-3 新規開発された電極と既存電極の同等性の検討

10074 口演発表 症例報告　悪性腫瘍2 O15-4 術前検査を契機に判明した小細胞肺癌の１例

10075 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-3 口底部に生じた血管腫の1例

10076 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-8
一般地域住民における睡眠と口腔環境の関連一般地域住民における睡眠と

口腔環境の関連

10077 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-9 一般地域住民における口臭と口腔内細菌の関連について

10078 口演発表 臨床的研究 炎症・その他 O7-3 ECMO管理を行ったCOVID-19患者の口腔―腸連関に関する検討

10080 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-4

Lysyl Hydroxylase 2 の機能喪失がもたらす線維芽細胞における運動機能

への決定的影響

10081 口演発表 症例報告　嚢胞 O18-1 口唇ピアスによって生じたと考えられた類表皮嚢胞の１例

10082 口演発表 基礎的研究　悪性腫瘍 O2-4
マウス口腔扁平上皮癌細胞株を用いた頸部リンパ節高転移細胞株樹立と同

種同所移植頸部リンパ節転移マウスモデルの検討

10083 口演発表 基礎的研究　再生医学1 O3-7
口腔由来表皮ブドウ球菌のepidermin及びnukacinをコードするプラスミドの

全塩基配列決定と抗菌活性

10084 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-3 BMP-3bは骨格筋の再生を抑制する

10085 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-4 リン酸八カルシウム周囲の間葉系幹細胞の局在と分化

10086 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-5 破骨前駆細胞の遊走および形態におけるin vitroでのTGF-β1の影響

10087 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-10 唇顎裂患者の骨移植部に生じた封入嚢胞と考えられた１例について

10088 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-5 ステノン管の著明な拡張を認めた１症例

10089 口演発表
臨床的研究　骨吸収抑制薬関連

顎骨壊死・骨髄炎
O10-2

肺癌骨転移に対するヒト型モノクローナル抗体製剤、ビスホスホネート製剤使用

による薬剤関連顎骨壊死の発生率の変化について

10090 口演発表 基礎的研究　再生医学2 O4-1 転写因子Nrf2は歯周病菌関連非アルコール性脂肪性肝炎を防御する

10091 口演発表
臨床的研究　先天異常・発育異

常・外傷
O11-1

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―気道断面

における解析―

10093 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-5
局所的炭酸ガス投与による口腔扁平上皮癌の腫瘍免疫抑制に対する改善効

果

10094 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-6

続発性骨粗鬆症患者における下顎下縁皮質骨形態分類（MCI）と皮質骨

厚さ（MCW）の解析

10095 口演発表 症例報告　その他 O13-5 当センターにおける摂食嚥下支援カンファレンスの取り組みについて

10096 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-4
DAMPs排除機能を備えたEffectively Mononuclear Cell（E-MNC）は

放射線性萎縮唾液腺の再生を促進する

10097 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-7

リンパ球数は薬剤関連顎骨壊死に対する外科的治療の予後予測因子となりう

る

10098 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-6
口腔癌患者における手術部位感染の予測におけるinflammatory

nutritional markersの有用性

10099 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-1

顎矯正手術における術式別Hidden blood lossの定量的評価と影響因子の

調査

10100 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-10
細胞周期チェックポイント阻害剤による口腔がん細胞の細胞周期動態変化と細

胞死様式

10101 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-4

下顎枝矢状分割術による下顎後方移動に伴う三次元軟組織形態変化　―

Long splitとShort splitの比較検討―

10102 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-5
口腔扁平上皮癌におけるDkk1およびDkk3の発現に関する研究～Wnt5a-

Ror2シグナル経路との関連について～

10104 口演発表 基礎的研究　悪性腫瘍 O2-5
口腔扁平上皮癌細胞が発現するPD-L1はintrinsicに作用して癌の悪性形質

を促進する

10105 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-2

深層学習システムを用いたパノラマX線画像における片側および両側顎裂の自

動検出

10106 口演発表 基礎的研究　再生医学1 O3-1
間葉系幹細胞培養上清による早期骨形成における単球遊走因子およびマクロ

ファージ極性転換関連因子の影響に関する検討

10107 口演発表 画像診断 O5-4
CT画像による下顎第三大臼歯抜歯後の下歯槽神経損傷予測におけるA I補

助診断システムの検討

10108 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-1 マウス付着上皮細胞株の作成と付着上皮再生モデルの作成

10109 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-4 頭頸部重粒子線治療における下顎骨骨髄炎発症線量の解析

10110 口演発表 統計・疫学 O6-2
口腔機能低下症とたんぱく質摂取量に着目した栄養状態との関連 - 地域住

民を対象とした横断的研究 -

10111 口演発表
臨床的研究　骨吸収抑制薬関連

顎骨壊死・骨髄炎
O10-3

顎骨骨密度デンタルX線画像による骨吸収抑制薬関連顎骨壊死

（ARONJ）のリスク評価についての予備研究



演題登録

番号
発表形式 セッションテーマ 演題番号 演題名

10112 口演発表 画像診断 O5-2
培養自家骨膜細胞移植を用いた上顎洞挙上術における歯槽骨再生の評価

法としての三次元CT画像解析システムの有用性

10113 口演発表 症例報告　嚢胞 O18-2 若年者の下顎枝に生じた骨膨隆を伴う単純性骨嚢胞の1例

10114 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-8

閉塞性睡眠時無呼吸に対する口腔内装置の治療効果についての流体力学的

検討

10115 口演発表 基礎的研究　再生医学2 O4-6 細胞外pHは骨細胞による骨代謝回転調節を制御する

10116 口演発表 症例報告　外傷、炎症 O16-4 びらん形成を伴った多発性エプーリスの1例

10117 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-7 シェーグレン症候群唾液腺におけるJAKsの発現解析

10118 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患1
O19-3

Labial mucosal advancement flapを用いて口唇再建を行った下唇血管

腫の1例

10119 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-3 認知機能低下を認めた高齢者と口腔機能低下症との関連性

10120 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-1 正常間質組織による口腔扁平上皮癌の生物学的性格制御の可能性

10121 口演発表 症例報告　外傷、炎症 O16-2 アダリムマブ投与中の関節リウマチ患者に発症した下顎骨壊死の１例

10122 口演発表 統計・疫学 O6-1 口腔内細菌叢のdysbiosisが大動脈弁狭窄症発症・増悪に関連するか

10123 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-8 当科における薬剤関連顎骨壊死に対する外科療法の臨床的検討

10124 口演発表
臨床的研究　先天異常・発育異

常・外傷
O11-2

新規ニューラルネットワークを用いた口蓋裂患者の異常構音の可視化の試み－

瘻孔閉鎖術前後の変化の分析

10125 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-10 非アルコール性脂肪性肝疾患と口腔内細菌叢の関連性について

10126 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-8 当科における非経口摂取患者口腔粘膜処置の臨床的検討

10127 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-5

CT画像スコアを用いた歯性上顎洞炎の進展範囲と感染歯の抜歯による改善

効果の検討

10128 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-5
リン酸八カルシウムに含有された微量無機イオンによる血管新生と骨形成の関

係について

10129 口演発表
症例報告 血液疾患・全身管理

学・その他
O17-1 小麦依存性運動誘発アナフィラキシー患者に対する智歯抜歯経験

10130 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-11 下顎に発生した腺性歯原性嚢胞の１例

10131 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-1

下顎埋伏智歯抜歯におけるパノラマX線写真および歯科用コーンビームCT所見

とオトガイ神経麻痺発現の関連性

10132 口演発表
症例報告 血液疾患・全身管理

学・その他
O17-2 もやもや病を有する患者の静脈内鎮静下歯科治療経験

10133 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-1 口腔疣贅状扁平上皮癌の診断におけるドライバー遺伝子変異解析の有用性

10134 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-9

Sassouni分析法を用いた顎変形症患者の顎顔面形態が上気道形態と睡眠

に及ぼす影響

10135 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-12 OK-432局所注入療法を行ったガマ腫の4例

10136 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-10 顎顔面形態および顎骨移動が及ぼす上気道抵抗の変化に関する検討

10138 口演発表
臨床的研究　骨吸収抑制薬関連

顎骨壊死・骨髄炎
O10-4 当科における薬剤関連顎骨壊死患者に対する治療効果についての検討

10139 口演発表 症例報告　その他 O13-6 口腔乾燥症を契機として中枢性尿崩症が発覚した1例

10141 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-7 SAPHO 症候群に対しイグラチモドが有効であった１例

10142 口演発表 基礎的研究　再生医学2 O4-2 異なる極性のマクロファージが軟骨成熟に及ぼす影響のin vitro解析

10143 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-5 2光子顕微鏡を用いた骨形成過程における骨芽細胞形態の時空間的解析

10144 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患1
O19-4 上顎洞内と下顎臼歯部に発生した周辺性骨腫の２例

10145 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-2
SARS-CoV-2感染マウスを用いた肺血管内皮細胞の重症化関連遺伝子の

解析

10146 口演発表 臨床的研究 炎症・その他 O7-4 正中上顎過剰埋伏歯と上顎中切歯萌出障害に関する臨床統計学的検討

10147 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-6
臍帯由来細胞により形成された自発的スフェロイドにおける炎症性サイトカインの

発現抑制

10148 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-1 愛知県におけるエコチル調査参加母子間の口腔衛生状態の関係

10149 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患2
O20-1 嚥下障害を契機に発見された頸椎びまん性特発性骨増殖症の1例
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番号
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10150 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-1 リン酸化多糖を用いた新しいインプラント表面改質の検討

10151 口演発表 臨床的研究　粘膜疾患 O12-5
一般住民における症状のない口腔潜在的悪性疾患の保有率について：大分

県姫島村での口腔がん検診から

10154 口演発表 症例報告　嚢胞 O18-3 広範な歯原性角化嚢胞に対し内視鏡支援下摘出開窓術を行った1例

10155 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-2 エチケットタブレットを使った舌挙上訓練MFTへの導入法として

10156 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-11

過剰歯と癒合した埋伏下顎第二大臼歯に対して過剰歯の分割抜歯後に再植

を試みた１例

10157 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-7

パノラマX線写真による智歯抜歯時の難易度を予測する人工知能深層学習モ

デルの開発

10158 口演発表 臨床的研究 炎症・その他 O7-7 九州医療センター歯科口腔外科における歯科単独型研修の16年

10159 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患1
O19-5 下唇に発生した血管内乳頭状内皮過形成の1例

10160 口演発表 臨床的研究 炎症・その他 O7-5 Covid-19感染拡大前後の当科における初診患者の統計学的検討

10161 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-7 細胞分裂速度の異なる軟骨細胞の特性評価及び純化分離方法の検討

10162 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-11 口腔潜在的悪性疾患329例の臨床病理学的検討

10163 口演発表 症例報告　その他 O13-2 頬粘膜に生じたEpstein-Barr virus陽性皮膚粘膜潰瘍の1例

10164 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-8 シェーグレン症候群における Tph 細胞の病態形成への関与

10165 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-9

睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置の開口許容の有無によるストレスや装着

感の違いー主観的評価と客観的評価ー

10166 口演発表 画像診断 O5-6 上顎埋伏過剰歯抜歯におけるサージカルガイド使用の有用性

10167 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-7 口腔癌治療後の口腔機能と低栄養との関連性：単施設横断研究

10168 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-1 MRONJに伴う上顎洞炎の治療に関する検討

10169 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-9 小胞体ストレスを介した細胞死におけるATMの役割

10170 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-7
塩基性線維芽細胞増殖因子(bFGF)による抜歯後に発症するビスフォスフォ

ネート関連顎骨壊死(BRONJ)の予防法についての実験的検討

10171 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患1
O19-6 舌の腫脹と嚥下痛を生じた正中舌筋肉内血管腫の1例

10172 口演発表 基礎的研究　その他 O1-6
正常口腔粘膜細胞と口腔癌細胞を用いた3次元in vitroモデル作製法とその

応用

10173 口演発表 基礎的研究　その他 O1-4
オステオポンチン由来機能性ペプチドによる損傷骨格筋再生修復促進作用発

現に関わるアミノ酸配列の検討

10174 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-8 再建をともなう手術を受けた口腔癌患者の精神症状に関する検討

10175 口演発表 基礎的研究　再生医学2 O4-7
機能性ペプチドSVVYGLRが骨格筋損傷後の筋再生修復と線維化に及ぼす

作用に関する組織学的検討

10176 口演発表
臨床的研究　先天異常・発育異

常・外傷
O11-4

口唇裂・口蓋裂患者に対する上下移動術と上顎前方骨延長術の臨床的検

討

10177 口演発表 基礎的研究　再生医学1 O3-2
骨芽細胞におけるPP2A 調節サブユニットを介したFGF シグナルとNF-kB シグ

ナルの相互作用

10178 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-2 ヒト歯髄幹細胞由来細胞外小胞が放射線性顎骨壊死に与える効果

10179 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-8 生検後に消失した下顎骨に生じた成人型ランゲルハンス細胞組織球症の1例

10180 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患1
O19-7 舌下腺に生じた多形腺腫の3症例

10181 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-8

昭和大学附属烏山病院歯科・歯科口腔外科における精神疾患を有する患者

に対しての口腔管理についての検討

10182 口演発表 症例報告　外傷、炎症 O16-3 チタン製骨接合材料の長期留置による遅発性感染をきたした2例

10183 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-11
Docetaxel・γ-tocotrienol時間差投与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

10184 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-6 mRNA COVID-19ワクチン接種後に生じた両側口蓋粘膜潰瘍の1例

10185 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-9
口腔癌術後口腔機能障害における客観的評価と主観的評価との相違性：単

施設横断研究

10186 口演発表 症例報告　嚢胞 O18-4 顎骨膨隆を伴う多房性透過像を呈した単純性骨嚢胞の１例

10187 口演発表 症例報告　外傷、炎症 O16-6 保存療法により病的骨折が治癒した薬剤関連顎骨壊死の1例
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10188 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-4 上顎骨に発生した炎症性筋線維芽細胞腫瘍の１例

10189 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-10 口腔扁平上皮癌におけるCLDN4発現

10190 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-6 炭酸アパタイトハニカムブロックの開発と外側性骨造成への応用

10191 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-1 ブラストチューブを用いた爆傷における病態解析の研究

10192 口演発表 症例報告　悪性腫瘍2 O15-5 難治性潰瘍性口内炎を契機に発見された急性骨髄性白血病の1例

10193 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-6

活性硫黄分子種はカルシウム・カルシニューリン経路を活性化し破骨細胞分化

を促進する

10194 口演発表 症例報告　外傷、炎症 O16-5 Garreの骨髄炎の2例

10195 口演発表 基礎的研究　悪性腫瘍 O2-2
Rapamycin induces phenotypic alterations in oral cancer cells

that facilitate anti-tumor T cell response

10196 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-3 薬剤関連顎骨壊死症例に対するMR画像の有用性の検討

10198 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-6
当院におけるtumor buddingと術後頚部リンパ節転移の関係性からみる今後

の治療戦略

10199 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患2
O20-3

Benign fibrous histiocytomaが疑われた下顎骨内Spindle cell lesion

の１例

10200 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-8 Gli1陽性歯根膜細胞の抜歯窩治癒過程における分化能

10201 口演発表 症例報告　外傷、炎症 O16-1 High perimandibular approachを用いた下顎骨骨折の治療経験

10202 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-7 下顎頭内側に生じた巨大な周辺性骨腫の１例

10203 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍2 O9-2 当科で経験した顎口腔領域に発生した悪性リンパ腫の臨床的検討

10204 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-2
口腔扁平上皮癌におけるchromosome passenger complex構成因子

Borealinが誘導するSurvivin安定化機構の解明

10205 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍1 O8-3 当科における口腔癌への緩和照射に関する臨床的検討

10206 口演発表
臨床的研究　骨吸収抑制薬関連

顎骨壊死・骨髄炎
O10-6 当科におけるMRONJに対する外科療法の臨床的検討

10207 口演発表
臨床的研究　先天異常・発育異

常・外傷
O11-6

2006年1月から2021年12月までの16年間の自殺企図による顎顔面骨骨折

症例の臨床的検討

10208 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-1 迅速な連携により早期に対応出来た異物誤飲の１例

10209 口演発表
臨床的研究　先天異常・発育異

常・外傷
O11-5 明海大学病院における顎矯正手術の臨床統計学的検討

10210 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-6 アセチルCoAカルボキシラーゼ2は口腔扁平上皮癌細胞の細胞増殖に関与する

10211 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍2 O9-3 口腔扁平上皮癌の臨床病理学的検討：特に予後因子について

10212 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-9 骨SPECT定量解析を行った患者の臨床的検討

10213 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-4
当科におけるインシデント・オカレンス報告の分析；外来口腔外科手術時の

チェックシート導入による効果の検討

10214 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-12

葛根湯が奏効した特発性first bite syndromeの1例－心拍間変異分析と

健康関連QOLの評価について－

10215 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-7
歯数と出産数との関係～地域住民における歯の喪失要因に関する山形（高

畠）研究～

10216 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-11

周術期のガム咀嚼トレーニングは胸部食道がん患者の術後舌圧低下を安全に

予防する

10217 口演発表 統計・疫学 O6-3 特定健診への歯科健診導入による効果の検討：歯科受診行動の変化

10218 ポスター発表 症例報告　外傷、炎症、嚢胞 P12-13 ロモソズマブ使用中に認めた薬剤関連性顎骨壊死の一例

10219 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-10 再建をともなう手術を受けた口腔悪性腫瘍患者の社会復帰に関する検討

10220 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患2
O20-4 診断に苦慮したdeveloping odontoma（発育性歯牙腫）の一例

10221 口演発表 基礎的研究　再生医学1 O3-3
歯髄幹細胞培養上清の抗酸化効果による放射線性口腔乾燥症の治療メカニ

ズム

10222 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-10

分泌型シアル酸認識レクチンとケモカインMCP-1を用いた関節リウマチの新規治

療法の開発

10223 口演発表 基礎的研究　その他 O1-5 IgG4関連疾患における濾胞性制御性T細胞の同定

10224 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-4 下顎骨下縁まで移動した右側下顎第二小臼歯の１例
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10225 口演発表
症例報告 血液疾患・全身管理

学・その他
O17-3 ダビカトラン内服下の抜歯時止血困難に対してイダルシズマブを使用した１例

10226 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-9
上顎洞まで浸潤・増殖したT４上顎歯肉癌の制御に動注化学放射線療法が

有効であった１例

10227 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-6 歯槽骨骨密度と薬剤関連顎骨壊死発症の関連性について

10228 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-7 口腔扁平上皮癌患者においてLiquid biopsyは新規診断法となり得るか？

10229 口演発表 統計・疫学 O6-6 固形がん患者の歯周病の状態とがん免疫監視機構との関連性に関する検討

10230 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-11 ヒト象牙芽細胞におけるcyclic AMP誘発性Ca2+流入経路の検討

10231 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-7 乳がん細胞の細胞増殖、移動能に関与するBMP-3bの役割

10232 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-12 G-CSFはマウス抜歯窩の骨性治癒を遷延させる

10233 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-7 鋳型焼成過程の反応に倣ったリン酸三カルシウムの合成

10234 口演発表
症例報告 血液疾患・全身管理

学・その他
O17-5

POEMS症候群関連多中心性キャッスルマン病に対し智歯抜歯をおこない止血

に難渋した1例

10235 ポスター発表
臨床的研究　炎症・感染症・粘膜

疾患
P9-12

当科におけるOral Lichenoid LesionにDysplasiaが認められた症例の臨床

的検討

10236 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-1
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、

周囲細胞に放射線耐性を賦与する

10237 口演発表 臨床的研究　粘膜疾患 O12-2
同一患者によるcontamination を解消したConvolutional Neural

Networkによる擦過細胞診代替検査手法の開発

10238 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍2 O9-4 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

10239 口演発表 画像診断 O5-1
CT所見を用いた統計学的分析に基づく歯原性角化嚢胞とエナメル上皮腫の

鑑別診断

10240 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍1 O8-2 頸動脈内膜剥離術後に頸部郭清術を施行した頬粘膜癌の１例

10241 口演発表
臨床的研究　先天異常・発育異

常・外傷
O11-7 顎矯正手術後の開口量の回復経過と回復に関係する因子

10242 口演発表
臨床的研究　骨吸収抑制薬関連

顎骨壊死・骨髄炎
O10-1 当科における下顎骨びまん性硬化性骨髄炎症例に関する臨床的検討

10243 口演発表
症例報告 血液疾患・全身管理

学・その他
O17-6 von Willebrand 病患者に対して両側下顎水平埋伏智歯抜歯を行った症例

10244 口演発表 臨床的研究 炎症・その他 O7-6 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置による症状悪化要因の検討

10245 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患2
O20-5 １１年後に再発した象牙質形成性幻影細胞腫の１例

10246 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-5 出生児の口腔内細菌叢の経時的推移についての検討

10247 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-5 上顎に生じたセメント質骨形成線維腫の1例

10248 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-5

非復位性顎関節円板前方転位症例に対する自己開口訓練を併用したパンピ

ングマニピュレーション療法の治療効果

10249 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-3 胃癌切除術による唾液細菌叢の変化に関するメタゲノム解析

10250 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-8 循環ホモクラスター形成を伴う血中循環腫瘍細胞の遠隔臓器でのコロニー形成

10251 口演発表 基礎的研究　悪性腫瘍 O2-6 耳下腺癌におけるCD81の発現とその病態への関与

10252 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍2 O9-5 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

10253 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-1 咬筋内から頬部皮下に拍動が視認された動静脈血管奇形（AVM）の１例

10254 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍２ P2-2
新規環状ナフタレンジイミド誘導体の４本鎖DNA結合特異性と抗癌作用の検

討

10255 口演発表 症例報告　悪性腫瘍1 O14-5 緩和照射に関する臨床的検討

10256 ポスター発表
基礎的研究　炎症・免疫・口腔機

能
P3-9

β-TCPのビスフォスフォネート吸着能を利用した新規BRONJ予防法の開発と標

的因子の検討

10257 口演発表 症例報告　嚢胞 O18-5 耳下腺腫瘍を疑わしめた耳下腺貯留嚢胞の1例

10258 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-6 硬口蓋に発生した顆粒細胞腫の1例

10259 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-8 血液および骨髄液濃縮材料の上皮欠損治癒促進効果の検討

10260 口演発表 臨床的研究 炎症・その他 O7-2 口腔内手術に伴うparticle飛散対策としての吸引器具の開発
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10261 ポスター発表 症例報告　良性腫瘍 P14-10 同時性口腔内多発癌の１例

10262 口演発表 画像診断 O5-5
埋伏智歯による第二大臼歯の歯根外部吸収症例についての画像診断学的検

討

10263 口演発表 症例報告　嚢胞 O18-6
歯冠大の含歯性嚢胞の長期間放置により下顎下縁まで移動した下顎埋伏智

歯の２例

10264 口演発表 基礎的研究　悪性腫瘍 O2-7
口腔扁平上皮癌におけるAXLのYAP活性化およびEGFR阻害薬耐性機構の

解明

10265 ポスター発表 基礎的研究　感染症・外傷 P4-5 SARS-CoV-2エントリーレセプターの口腔組織発現の検討

10266 口演発表 臨床的研究 炎症・その他 O7-1 ３層移植術による審美領域抜歯即時インプラント埋入術28部位の評価

10267 口演発表 基礎的研究　再生医学2 O4-3 骨再生技術開発のためのマウス歯髄細胞に関する基礎的研究

10268 口演発表 基礎的研究　悪性腫瘍 O2-8
舌癌性疼痛発症に対する三叉神経脊髄路核尾側亜核におけるPannexin１

を介したATPシグナルの役割

10269 口演発表 基礎的研究　再生医学2 O4-4
ヒト永久歯由来の歯髄細胞の特性および骨分化能評価～骨再生療法開発の

ために～

10270 口演発表 症例報告　悪性腫瘍2 O15-6
当科におけるTruMatch CMF reconstruction systemの2期的下顎再建

への使用経験

10271 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患2
O20-6 減量手術を施行した上顎骨線維性異形成症の2症例

10272 口演発表 症例報告　悪性腫瘍2 O15-1 超高齢者の口蓋に生じた類基底扁平上皮癌の１例

10273 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-2
US/MRIを併用した腫瘍進達度（DOI）による舌扁平上皮癌の頸部リンパ節

転移予測

10274 ポスター発表 臨床的研究　悪性腫瘍 P8-3
口腔潜在的悪性疾患から早期癌を検出する、含嗽液のDNAメチル化を指標と

した非侵襲的検査法

10275 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-4 OK-432注入療法を施行したガマ腫症例の検討

10276 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-9 Pericyte由来Piezo1陽性象牙芽細胞の同定

10277 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-9
IFN誘導性ケモカインCXCL9, CXCL10, CXCL11のマウス扁平上皮癌細胞

に対する抗腫瘍作用の違い

10278 ポスター発表 基礎的研究　再生医学1 P5-9
リン酸オクタカルシウム・アテロコラーゲンディスクへのBMP-2添加による骨誘導-

凍結緻密骨との比較-

10279 ポスター発表 基礎的研究　再生医学2 P6-10
ヒト歯髄幹細胞培養上清を投与したシェーグレン症候群モデルマウスの顎下腺

の変化に関する検討

10280 口演発表 症例報告　その他 O13-7 Mixed Reality技術を用いた上顎正中過剰埋伏歯抜歯術

10281 ポスター発表 臨床的研究　その他 P7-6 当科の院内紹介の現状と医科歯科連携における歯科口腔外科の今後の展望

10282 口演発表 症例報告　悪性腫瘍2 O15-2 放射線性下顎骨骨髄炎を疑われたエナメル上皮癌の1例

10283 口演発表 症例報告　その他 O13-3
抜歯を契機に上顎歯肉に認めたProliferative verrucous leukoplakiaの1

例

10285 口演発表 基礎的研究　その他 O1-2 口腔内スキャナによる災害時歯科所見採取の有効性

10286 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-2 Alpers症候群患者に発症した上顎腫瘍の1例

10287 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-7 小児の造血幹細胞移植患者に対する周術期口腔管理の臨床的検討

10288 口演発表 臨床的研究　悪性腫瘍2 O9-6 当科における再建用チタンプレートによる下顎再建後の合併症の検討

10289 ポスター発表
臨床的研究　先天異常・顎矯正・

周術期管理
P10-6 小児の正中上顎過剰埋伏歯の臨床的統計とその傾向について

10290 ポスター発表
症例報告　先天異常、奇形、症候

群
P13-9 低用量のAmitriptylineによって、幻聴を認めた非定型歯痛の1例

10291 ポスター発表
臨床的研究　嚢胞・顎関節・画

像・口腔機能
P11-11

同種造血幹細胞移植における血流感染と口腔粘膜および下部消化管粘膜バ

リア障害

10292 ポスター発表 基礎的研究　悪性腫瘍1 P1-12 口腔扁平上皮癌におけるARID1AとMIB-2の関連性の検討

10293 口演発表
症例報告　良性腫瘍・嚢胞・腫瘍

類似疾患2
O20-2 発生部位・組織学的ともに異なる甲状舌管嚢嚢胞の２例

10294 口演発表 症例報告　悪性腫瘍2 O15-3 分子標的治療薬が奏功した口蓋M A L Tリンパ腫の１例

10295 口演発表 統計・疫学 O6-7
高崎総合医療センター歯科口腔外科診療開始から10-13年目の臨床実績に

ついての検討（2018年1月 - 2021年12月）


