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一般口演（オンデマンド配信）

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
昭和大学横浜市北部病院　歯科・歯科口腔外科／昭和大学歯学部口腔外科学講座　顎顔面口
腔外科学部門	 葭葉　清香，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
九州大学病院　高齢者歯科・全身管理歯科	 衛藤　希，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~
京都府立医科大学大学院　歯科口腔科学／京都府立医科大学大学院　統合生理学／京都府立
医科大学附属北部医療センター　歯科口腔外科	 小野　龍太郎，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
大阪大学歯学部附属病院　口腔外科学第一教室	 島岡　祐加子，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
新潟大学　医歯学総合研究科　顎顔面口腔外科学分野	 内藤　絵里子，他

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
名古屋大学　医学部附属病院　歯科口腔外科／名古屋大学大学院　医学系研究科　病理病態
学講座　生体反応病理学	 佐藤　康太郎，他

O2-2	 Rapamycin	induces	phenotypic	alterations	in	oral	cancer	cells	
that	facilitate	anti-tumor	T	cell	response
富山大学　学術研究部医学系　歯科口腔外科学講座	 YONESI　Amrimoezz，他

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
九州歯科大学　健康増進学講座　分子情報生化学分野／九州歯科大学　生体機能学講座　口
腔内科学分野	 水田　奏，他

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
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

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
高知大学　医学部　歯科口腔外科学講座	 笹部　衣里，他
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O2-6	 耳下腺癌におけるCD81の発現とその病態への関与
大阪医科薬科大学　医学部　口腔外科学教室／公立学校共済組合　中国中央病院	
	 濱田　渉，他

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
広島大学　大学院医系科学研究科　分子口腔医学・顎顔面外科学	 岡本　健人，他

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
日本大学　歯学部　付属歯科病院　口腔外科学第二講座	 小山　亮，他

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
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	
	 橋爪　孝介，他

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
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	
	 忽那　重彦，他

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
徳島大学　歯学部　歯学科	 沖　若奈，他

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
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	 成　昌奐，他

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
福岡大学　医学部医学科　歯科口腔外科学講座	 橋口　志保，他

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
東京歯科大学　口腔腫瘍外科学講座	 松本　祐介，他

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
鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座　口腔顎顔面外科学分野	
	 中囿　賢太，他
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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
筑波大学大学院　人間総合科学学術院　医学学位プログラム	 千原　佳菜子，他

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
東京大学大学院　医学系研究科　外科学専攻／東京大学医学部附属病院　口腔顎顔面外科・
矯正歯科	 宮本　祥行，他

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
東京大学附属病院　ティッシュエンジニアリング部／神奈川歯科大学　口腔外科講座	
	 原田　隆史，他

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～
東京大学医学部附属病院　組織幹細胞・生命歯科学講座／東京大学医学部附属病院　口腔顎
顔面外科・矯正歯科／東京大学医学部附属病院　ティッシュ・エンジニアリング部	
	 白石　晃平，他

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
慶應義塾大学　医学部　歯科・口腔外科学教室	 森川　暁，他

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
昭和大学　歯学部　口腔外科学講座　顎顔面口腔外科学部門	 天田　かおり，他

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
大阪大学大学院歯学研究科　口腔外科学第一教室	 趙　正秀，他

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
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	
	 鮫島　潤星，他

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
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	 笠原　映，他

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
独立行政法人地域医療推進機構船橋中央病院　歯科口腔外科	 水野　彩音，他

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AI補
助診断システムの検討
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
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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
奥羽大学　大学院歯学研究科　口腔病態学分野　顎口腔外科学	 渡邊　輝，他

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
日本歯科大学　生命歯学部　口腔外科学講座	 小林　真左子，他

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
獨協医科大学　医学部　口腔外科学講座／獨協医科大学病院　麻酔部	 矢口　絵莉香，他

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－
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	 西　慶太郎，他

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
信州大学　医学部　歯科口腔外科	 神戸　宏仁，他

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
獨協医科大学　医学部　口腔外科学講座／佐野厚生総合病院　歯科口腔外科	
	 螺良（大久保）　真希，他

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	
－メタゲノム解析による健常者との比較－
鹿児島大学病院　口腔外科	 内野　祥徳，他

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
信州大学医学部歯科口腔外科学教室	 酒井　洋徳，他

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）
高崎総合医療センター　歯科口腔外科	 稲川　元明，他

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
国際医療福祉大学三田病院　歯科口腔外科	 佐藤　豊彦

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
埼玉医科大学病院　歯科・口腔外科	 伊藤　耕，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
福岡大学　医学部　歯科口腔外科学講座	 吉野　綾，他
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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
三重大学　大学院医学研究科　生命医科学専攻　臨床医学系講座　口腔・顎顔面外科学分野	
	 奥村　健哉，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
春日井市民病院　歯科口腔外科	 加藤　大貴，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
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	 鈴木　貴大，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
国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科	 吉川　博政

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
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	
	 ダルンパン　ピッサチャー，他

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
名古屋市立大学大学院医学研究科　感覚器・形成医学講座　口腔外科学分野／名古屋市立大
学医学部附属西部医療センター	 富松　舞，他

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
信州大学　医学部　歯科口腔外科学教室	 久根下　紀香，他

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
大阪大学　大学院歯学研究科　口腔外科学第二教室	 鈴木　真央，他

O8-5	 口腔癌患者における同時性重複癌の臨床的検討
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	
	 竹田　早希，他

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
東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座	 森川　貴迪，他

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
熊本大学大学院　生命科学研究部　歯科口腔外科学分野	 川口　可菜里，他

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
東海大学医学部付属病院	 石井　優輝，他
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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
東海大学　医学部　専門診療学系　口腔外科学	 田村　優志，他

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
東海大学医学部付属病院歯科口腔外科	 星元　康嵩，他

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
広島大学病院口腔再建外科　顎・口腔外科	 木村　直大，他

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
神戸大学　大学院　医学研究科外科系講座　口腔外科学分野	 早瀬　悠夏，他

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
近畿大学病院　歯科口腔外科	 山田　彩佳，他

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
熊本大学大学院　生命科学研究部　歯科口腔外科学講座	 久保　隆太，他

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
兵庫県立がんセンター　歯科口腔外科	 廣田　純也，他

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
広島赤十字原爆病院　歯科口腔外科	 明見　能成，他

O10-6	 当科におけるMRONJに対する外科療法の臨床的検討
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	 福井　丈仁，他

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－
藤田医科大学　医学部　歯科・口腔外科学講座	 小林　義和，他

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
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	 上栗　裕平，他

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
九州歯科大学　大学院　歯学研究科　生態機能学講座　顎顔面外科学分野	 北川　翔太，他
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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
大阪大学　大学院　歯学研究科　口腔外科学第一教室	 川田　創，他

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
明海大学　歯学部　病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学	 小林　佑太朗，他

O11-6	 当科における過去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
東京都立　墨東病院　歯科口腔外科	 中島　信太郎，他

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
金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　外科系医学領域　顎顔面口腔外科学分野	

定梶　嶺，他

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
北海道大学　歯学研究院　口腔病態学分野　口腔診断内科学教室	 宗片　勇史，他

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
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

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
東京歯科大学口腔顎顔面外科講座	 大野　啓介，他

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
近畿大学病院　歯科口腔外科	 沼田　雪乃，他

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
大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座	 阿部　史佳，他

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
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

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
北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学口腔診断内科教室	 坂田　健一郎，他

O13-2	 頬粘膜に生じたEpstein-Barr	virus陽性皮膚粘膜潰瘍の1例
聖隷浜松病院　歯科口腔外科	 渡邉　賀子，他
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O13-3	 抜歯を契機に上顎歯肉に認めたProliferative	verrucous	leukoplakiaの
1例
旭川医科大学　医学部　歯科口腔外科	 松田　真也，他

O13-4	 眼窩下に上顎犬歯埋伏を認めた1例
神奈川歯科大学附属　横浜クリニック　高度先進口腔外科	 小澤　真奈美，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
大阪急性期・総合医療センター	 矢田　光絵，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
神戸大学　医学部　口腔外科	 藤原　知佳，他

O13-7	 Mixed	Reality技術を用いた上顎正中過剰埋伏歯抜歯術
東京歯科大学　口腔病態外科学講座	 脇田　一郎，他

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
橋本市民病院　歯科口腔外科／和歌山県立医科大学　口腔外科学講座	 家田　晋輔，他

O14-2	 上顎歯肉に発生したdesmoplastic	melanomaの1例
豊橋市民病院　歯科口腔外科	 松岡　路子，他

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
兵庫県立尼崎総合医療センター　歯科口腔外科	 福山　裕望，他

O14-4	 左舌に発生した棘融解型扁平上皮癌の1例
久留米大学医学部歯科口腔医療センター	 柿添　梨紗，他

O14-5	 緩和照射に関する臨床的検討
北播磨総合医療センター　歯科口腔外科	 松添　雄大，他

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
東京医科大学口腔外科学分野	 堀内　美和，他

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
諏訪赤十字病院　特殊歯科・口腔外科	 赤羽　由紀子，他

O15-3	 分子標的治療薬が奏功した口蓋MALTリンパ腫の1例
岐阜大学　大学院医学系研究科　感覚運動医学講座　口腔外科学分野	 石田　和久，他
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O15-4	 術前検査を契機に判明した小細胞肺癌の1例
刈谷豊田総合病院　歯科口腔外科	 深谷　真希，他

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
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	 白水　慎一郎，他

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
東京医科大学　口腔外科学分野	 河野　通秀，他

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
山形大学医学部歯科口腔・形成外科講座	 粕谷　賢志，他

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
東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座　顎口腔外科学分野	 石川　萌絵，他

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
神戸市立医療センター　中央市民病院	 長尾　有里香，他

O16-4	 びらん形成を伴った多発性エプーリスの1例
北海道大学　歯学部　口腔診断内科学教室	 岡田　真依，他

O16-5	 Garreの骨髄炎の2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	
	 森信　美紀，他

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
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	 高島　裕之，他

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
筑波大学　医学医療系　顎口腔外科学	 西澤　匠，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
社会医療法人大道会　森之宮病院　歯科診療部／社会医療法人大道会　ボバース記念病院　
歯科診療部	 旭　吉直，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
一宮市立市民病院　歯科口腔外科	 平井　愛華，他
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O17-4	 当科受診を契機に診断に至った白血病の2例
信州上田医療センター　歯科口腔外科	 小田切　宏樹，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
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	 古野　翔大，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
JAとりで総合医療センター　歯科口腔外科	 佐藤　豊

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
筑波大学医学医療系顎口腔外科学	 伊藤　傑，他

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
滋賀医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座	 若村　祐宏，他

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
医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　歯科口腔外科	 堀　さやか，他

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
鶴見大学歯学部　口腔顎顔面外科学講座	 米田　栞奈，他

O18-5	 耳下腺腫瘍を疑わしめた耳下腺貯留嚢胞の1例
地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院　歯科口腔外科	 初川　久美子，他

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
静岡市立静岡病院　口腔外科	 久保田　真子，他

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
あいち小児保健医療総合センター　歯科口腔外科	 加納　欣徳，他

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
日本大学　歯学部　口腔外科学第2講座	 玉川　崇皓，他

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
大阪大学　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	
	 寺本　朱里，他
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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
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	 前田　勇汰，他

O19-5	 下唇に発生した血管内乳頭状内皮過形成の1例
東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座	 新行内　恵，他

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
久留米大学　医学部　歯科口腔医療センター	 中村　守厳，他

O19-7	 舌下腺に生じた多形腺腫の3症例
大分大学　医学部　歯科口腔外科学講座	 鎌手　美栄，他

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
岸和田徳洲会病院　歯科口腔外科	 村山　敦，他

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
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

O20-3	 Benign	fibrous	histiocytomaが疑われた下顎骨内Spindle	cell	 lesion
の1例
北海道大学大学院　歯学研究院　口腔病態学分野　口腔診断内科学教室	 渡辺　陽久，他

O20-4	 診断に苦慮したdeveloping	odontoma（発育性歯牙腫）の一例
福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学講座	 長谷川　悠成，他

O20-5	 11年後に再発した象牙質形成性幻影細胞腫の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	 香西　良亮，他

減量手術を施行した上顎骨線維性異形成症の2症例
新潟大学医歯学総合研究科　口腔生命科学専攻　顎顔面再建講座　組織再建口腔外科	

原　太一，他
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