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4月21日（日） C会場

9：00～9：36 臨床的研究 悪性腫瘍 1 リンパ節転移
座長：有地 榮一郎・中村 誠司

2-C-1-1 口腔扁平上皮癌におけるHGF/c-Met シグナル伝達経路の EMTおよび転移能
への影響について

大阪歯科大学 口腔外科学第二講座、
大阪回生病院 歯科口腔外科 木村 一貴，他

2-C-1-2 早期舌癌症例の原発巣 FDG集積と後発頸部リンパ節転移の関係性についての
臨床的検討

秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 山崎 雅人，他

2-C-1-3 口腔扁平上皮癌の後発転移リンパ節の増大速度と癌細胞の生物学的特性の関連
大分大学医学部歯科口腔外科学講座 河野 辰行，他

2-C-1-4 PET-CT 検査における口腔癌の頸部リンパ節転移の診断精度に関する検討
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 新垣 元基，他

9：55～10：49 症例報告 悪性腫瘍 1 座長：飯野 光喜・小林 恒

2-C-2-1 遠隔転移をきたした腺様扁平上皮癌 2例の報告
鳥取大学医学部医学科 感覚運動医学講座 口腔顎顔面病態外科学分野 大月 一真，他

2-C-2-2 口蓋に発生した嚢胞腺癌の 1例
久留米大学病院 歯科口腔医療センター 永江 和佳，他

2-C-2-3 下顎骨中心性に発生した類基底細胞型扁平上皮癌の 1例
和歌山県立医科大学付属病院 歯科口腔外科 溝端 直樹，他

2-C-2-4 集学的治療が奏功した口腔原発神経内分泌癌の 1例
広島大学病院 顎・口腔外科 櫻井 繁，他

2-C-2-5 糖尿病を合併する口腔癌患者の術後に半固形化低糖質経腸栄養剤を用いて血糖
および栄養管理を行った 2例

豊田厚生病院 歯科口腔外科 兼子 隆次，他

2-C-2-6 鼻唇溝皮弁による口腔内再建術を実施した 4例
防衛医科大学校病院歯科口腔外科 吉留 良太，他
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11：00～11：45 症例報告 悪性腫瘍 2 座長：冨永 和宏・川又 均

2-C-3-1 オトガイ部の知覚異常と下顎の疼痛を初発症状とした悪性リンパ腫の 2例
長野市民病院 歯科口腔外科 篠原 潤，他

2-C-3-2 舌癌と悪性リンパ腫の同時性重複癌の 1例
旭川赤十字病院 歯科口腔外科 岡 久美子，他

2-C-3-3 口蓋に発生した唾液腺導管癌の 1例
新潟大学医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野 笠原 映，他

2-C-3-4 下顎広範囲に進展した紡錘細胞癌の 1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 丸山 裕，他

2-C-3-5 上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一例
大阪急性期・総合医療センター 口腔外科 小松 享祐，他

13：30～14：42 臨床的研究 先天異常/発育異常/炎症
座長：濱田 傑・近津 大地

2-C-4-1 放射線性下顎骨壊死に対するペントキシフィリン、トコフェロール、クロドロ
ネートを用いた腐骨分離治療

横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学 廣田 誠，他

2-C-4-2 Stage2 以上のMRONJ患者における手術療法の有用性に関する検討
筑波大学医学医療系顎口腔外科学 橋本 智恵子，他

2-C-4-3 外科治療を行った放射線性下顎骨骨髄炎の臨床的検討
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 釘本 琢磨，他

2-C-4-4 広島市立安佐市民病院歯科・口腔外科における骨粗鬆症治療患者における
ARONJ発症の臨床統計学的検討

広島市立安佐市民病院 歯科・口腔外科 伊藤 奈七子，他

2-C-4-5 当科における薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の臨床的検討
山形大学医学部歯科口腔・形成外科学講座 上田 翔平，他

2-C-4-6 当科における下顎枝矢状分割術術後におけるオトガイ神経支配領域の知覚障害
発症要因に関する研究

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 梅鉢 千左，他

2-C-4-7 顎変形症患者の睡眠時非機能的咬筋活動とその発現に関連する因子
金沢大学附属病院 麸谷 圭昭，他
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2-C-4-8 歯根肥大部のX線不透過性
愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座 内藤 宗孝，他

14：55～15：58 臨床的研究 悪性腫瘍 3 その他
座長：野村 武史・玄 景華

2-C-5-1 当科における pN2口腔扁平上皮癌に対する術後補助療法の有効性に関する臨
床的検討

秋田大学医学部附属病院 歯科口腔外科 五十嵐 秀光，他

2-C-5-2 当科における再発・転移口腔癌に対するセツキシマブを用いた治療に関する臨
床的検討

富山大学大学院医学薬学研究部歯科口腔外科学講座 花城 佳志，他

2-C-5-3 口腔癌における予後因子としてのHuman Papillomavirus（HPV）感染のビッ
グデータ解析

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

2-C-5-4 口腔癌患者における腸内ならびに口腔内細菌叢の多様性解析第二報
広島大学病院 顎・口腔外科 松井 健作，他

2-C-5-5 口腔扁平上皮癌における human papilloma virus（HPV）16の関与
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門分子口腔医学・顎顔面外科学

林 靖也，他

2-C-5-6 舌がん術後患者のQOLとそれに関わる因子の相関関係および経時的変化につ
いて―術前、術後 1か月、術後 3か月の比較―

昭和大学 歯学部 スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔リハビリテーション医学部門、
昭和大学病院 頭頸部腫瘍センター 田下 雄一，他

2-C-5-7 口腔領域に初発症状を呈した造血器腫瘍の臨床的検討
近畿大学病院 歯科口腔外科 木下 優子，他
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4月21日（日） D会場

9：00～10：12 症例報告 嚢胞 座長：北野 尚孝・芳澤 享子

2-D-1-1 特発性血小板減少性紫斑病に起因した下顎出血性骨嚢胞の一例
姫路赤十字病院 歯科口腔外科 髙木 雄基，他

2-D-1-2 上顎智歯由来の含歯性嚢胞の 2例
市立敦賀病院 歯科口腔外科 吉田 完，他

2-D-1-3 顎骨内に生じた腺性歯原性嚢胞の 4例
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 中谷 嶺，他

2-D-1-4 両側下顎切痕近傍に異所性に発生した含歯性嚢胞の 1例
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室 北岡 好大，他

2-D-1-5 上下顎骨に多発した歯原性角化嚢胞の 1例
東京西徳洲会病院 口腔外科 萩野 貴磨，他

2-D-1-6 舌下面に発生した口腔リンパ上皮性嚢胞の 1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2 瀧澤 将太，他

2-D-1-7 下顎智歯の抜歯後に発生した単純性骨嚢胞の 1例
市立長浜病院 歯科口腔外科 北本 幸恵，他

2-D-1-8 歯牙腫を伴う石灰化歯原性嚢胞により上顎犬歯が萌出障害を認めた 1例
日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学系 歯科口腔外科学分野 増田 桜子，他

10：20～11：14 症例報告 良性腫瘍 1 座長：別所 和久・宮本 洋二

2-D-2-1 下唇の静脈湖周囲に発生した光線性弾性線維症の 1例
佐久総合病院歯科口腔外科 岩瀬 正泰，他

2-D-2-2 ナビゲーション手術が有用であった上顎歯原性粘液線維腫；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

2-D-2-3 double-barrel vascularized fibula graft により再建した下顎エナメル上皮腫
の 1例

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 渡邉 拓磨，他

2-D-2-4 下顎枝内側に発生した血管腫を口外法にて摘出した 1例
東京女子医科大学病院 歯科口腔外科 本間 桂，他
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2-D-2-5 耳下腺に発生した基底細胞腺腫の 1例
宮崎県立日南病院歯科口腔外科 鹿嶋 光司，他

2-D-2-6 パーソナル 3Dプリンタで実物大下顎モデルを作成し手術支援を行った下顎区
域切除術患者の 2例

信州上田医療センター 歯科口腔外科 上原 忍，他

13：30～14：42 臨床的研究 外傷/炎症/感染症/粘膜疾患
座長：管野 貴浩・関谷 秀樹

2-D-3-1 下顎骨関節突起骨折観血的整復固定術における Subcondylar Plates™の臨床
的検討

香川県立中央病院 歯科口腔外科 助川 信太郎，他

2-D-3-2 当科における抜歯後感染予防抗菌薬投与に関する検討
神奈川歯科大学附属横浜研修センター横浜クリニック口腔外科 北村 直己，他

2-D-3-3 当科における抜歯術前後の抗菌薬使用の臨床統計学的検討
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室 小林 夏子，他

2-D-3-4 当院でメトトレキサート投与中に認めた口腔内症状についての臨床的検討
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 菱田 純代，他

2-D-3-5 当科における歯性上顎洞炎の臨床的検討
大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室 下岡 拓矢，他

2-D-3-6 歯科口腔外科においてHIV抗体検査を実施した症例の検討
名古屋医療センター 歯科口腔外科 宇佐美 雄司，他

2-D-3-7 経過観察中に癌化が認められた口腔白板症の臨床病理学的検討
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野2 金田 朋久，他

2-D-3-8 当科で加療したエナメル上皮腫の臨床的検討
広島大学病院 口腔再建外科 顎・口腔外科 津島 康司，他
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15：05～15：50 臨床的研究 その他 1 座長：佐々木 啓一・酒巻 裕之

2-D-4-1 北海道大学病院歯科診療センターにおける金属パッチテストの臨床統計的検討
北海道大学大学院歯学研究科 口腔診断内科学教室 園部 昌直，他

2-D-4-2 歯周病とメタボリックシンドロームとの関連についての検討 特定健診対象者
における横断的検討

信州大学医学部歯科口腔外科学講座 稲吉 克仁，他

2-D-4-3 インプラント周囲溝滲出液の細菌叢解析結果と臨床経過との関連
朝日大学 医科歯科医療センター 口腔インプラント科 永原 國央

2-D-4-4 全身性アミロイドーシス診断における口唇腺生検の有効性 名古屋市立大学大
学院医学研究科

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 宮本 大模，他

2-D-4-5 長崎大学病院口腔管理センターの患者紹介システムと診療実績について
長崎大学病院 口腔管理センター 五月女 さき子，他



口
演（
4
月
21
日
）

62

4月21日（日） E会場

9：00～9：54 臨床的研究 その他 2 座長：小林 正治・外木 守雄

2-E-1-1 高崎総合医療センター歯科口腔外科診療開始から 9年目の臨床実績についての
検討（2017年 1月-12 月）

高崎総合医療センター歯科（歯科麻酔） 稲川 元明，他

2-E-1-2 会津医療圏における会津中央病院歯科口腔医療センターの取り組み～特に病診
連携に関して～

会津中央病院 歯科口腔医療センター 吉開 義弘，他

2-E-1-3 会津医療圏における病診連携に関する新たな試み～常勤歯科医師不在の病院に
対する歯科医師会の介入～

会津中央病院歯科口腔医療センター、
会津若松歯科医師会 宮島 久，他

2-E-1-4 OA治療におけるAHI 改善と無呼吸低呼吸持続時間の変化に関する検討
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学 近藤 崇之，他

2-E-1-5 OA治療効果判定における、AHI と 3％ODI の関連
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学 加藤 三香子，他

2-E-1-6 CT による骨の形態学的評価とインプラント初期固定に関する臨床的検討
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 医歯薬学専攻歯学講座 口腔外科学 石岡 康希，他

10：00～10：54 症例報告 良性腫瘍 2 座長：志茂 剛・星 和人

2-E-2-1 下顎骨に生じた神経鞘腫の 1例
岡山大学病院 口腔外科（再建系） 藤田 佑貴，他

2-E-2-2 出生時から口腔外に露呈していた舌リンパ管腫の一例
あいち小児保健医療総合センター 歯科口腔外科 加納 欣德，他

2-E-2-3 長期に観察を行ったオトガイ部若年性梁状骨形成線維腫の 1例
豊橋市民病院 歯科口腔外科 近藤 佑亮，他

2-E-2-4 顎下・舌下部に発生した血管腫の 1例
大阪急性期・総合医療センター 口腔外科 山田 龍平，他

2-E-2-5 舌に生じた顆粒細胞腫の 2例
日本大学 歯学部 口腔外科学講座 丸山 礼，他
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2-E-2-6 顎下部に発生した静脈石を伴った静脈奇形の 1例
鹿児島市立病院歯科口腔外科 新田 哲也，他

13：30～14：15 症例報告 唾液腺/血液/その他
座長：坂下 英明・李 昌一

2-E-3-1 唾液腺細胞診国際報告様式「ミラノシステム」が術前診断の一助となった臼後
腺低悪性度粘表皮癌の 1例

藤田医科大学 医学部 歯科・口腔外科学講座 近石 壮登，他

2-E-3-2 歯科治療を契機に判明した急性白血病の 2例
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 見立 英史，他

2-E-3-3 上顎骨顎骨壊死を伴ったメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1例
東京西徳洲会病院 口腔外科 須藤 弘喜，他

2-E-3-4 バイオフィードバックを取り入れた嚥下リハビリテーションが著効を示した脳
幹梗塞後遺症の一例

マツダ株式会社 マツダ病院 歯科口腔外科、
広島大学大学院医歯薬保健学研究科 応用生命科学部門 分子口腔医学・顎顔面外科学

有田 裕一，他

2-E-3-5 高齢患者の習慣性顎関節脱臼に対して関節隆起切除術が奏功した 3例
医療法人田北会田北病院歯科口腔外科、
奈良県立医科大学口腔外科学講座 松末 友美子，他

14：51～15：27 症例報告 その他 座長：坂下 英明・李 昌一

2-E-4-1 精神疾患の悪化が予測されたため手術適応を再検討した顎変形症の 3例
東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野 須賀 隆行，他

2-E-4-2 Cowden 病と考えられた 1症例の口腔内症状について―文献的な考察を含め
て―

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

2-E-4-3 矯正用真鍮ワイヤーを用いた簡便な萌出誘導
一宮市立市民病院 歯科口腔外科 中村 友保，他

2-E-4-4 仮性動脈瘤による抜歯後出血に対して、動脈塞栓術を施行した一例
NTT東日本関東病院 歯科口腔外科 加地 博一，他
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4月21日（日） ポスター会場

8：45～9：15 基礎 先天異常/発育異常/炎症・免疫性疾患
座長：中村 典史

2-P1-1 軟口蓋鼻腔側粘膜増量法による鼻咽腔閉鎖機能向上に関する検討
大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第一教室 松川 誠，他

2-P1-2 下顎形成におけるmicroRNAの役割
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 永井 孝宏，他

2-P1-3 レチノイド受容体シグナルは肥大軟骨細胞特異的遺伝子制御に関わる
北海道医療大学歯学部 組織再建口腔外科学分野 志茂 剛，他

2-P1-4 脂質異常症モデルマウスは骨量減少と切歯の歯髄腔狭窄を発症する
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、
昭和大学 歯学部 歯科薬理学講座 黒滝 優太朗，他

2-P1-5 次世代シークエンサー解析が紐解く、全身性強皮症の病態におけるClonal に増
殖したCD4+T細胞―国際共同研究―

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 前原 隆，他

2-P1-6 転写因子 Spi-B による Interferon-a4 遺伝子の転写活性化メカニズム
香川大学医学部免疫学、
香川大学医学部歯科口腔外科学講座 宮嵜 亮，他

9：20～9：55 基礎 粘膜疾患/唾液腺疾患/その他 座長：伊賀 弘起

2-P2-1 ベテル噛みの口腔粘膜への影響
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 原田 文也，他

2-P2-2 放射線性口腔粘膜炎に対するエピシルⓇの客観的評価
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 水谷 友美，他

2-P2-3 シェーグレン症候群の病態形成におけるCXCL10-CXCR3 の役割
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

2-P2-4 口腔内細菌と多項目唾液検査システムの検査結果に関する研究
青森労災病院 歯科口腔外科、
弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座 野口 貴雄，他
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2-P2-5 誤嚥性肺炎と口腔細菌との関連―歯周病原菌 P. gingivalis は呼吸器上皮細胞か
らの炎症性サイトカイン産生を誘導する―

日本大学歯学部口腔外科学講座、
日本大学歯学部細菌学講座 宮 千尋，他

2-P2-6 カンジダ菌の biofilm 形成におけるmild heat stress（熱発）応答機構の解明
福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野、
福岡歯科大学 機能生物化学講座 感染生物学分野 池崎 晶二郎，他

2-P2-7 M2マクロファージは Toll 様受容体 7-IRAK2 シグナルを介して IgG4関連疾
患における IL-1 誘導型の炎症を惹起する

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 鎮守 晃，他

9：55～10：25 基礎 歯科インプラント/再生医学 座長：永原 國央

2-P3-1 pHの異なる疑似体液浸漬による骨補填材のカルシウム溶出と低結晶アパタイ
ト析出の評価

日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座 山口 友輔，他

2-P3-2 ヒト骨髄間葉系幹細胞と生体活性 3次元多孔質 u-HA/PDLLA複合体を用いた
顎骨再生療法

島根大学医学部歯科口腔外科学講座 管野 貴浩，他

2-P3-3 マイクロファイバーを用いた多孔質炭酸アパタイトの創製と骨再建
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 口腔外科学分野 秋田 和也，他

2-P3-4 骨形成タンパク質 9（BMP9）刺激骨芽細胞におけるNotch エフェクター分
子Hes1 の発現誘導機構および機能的意義

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

2-P3-5 ハニカム TCPの幾何学構造による血管新生を介した選択的骨・軟骨組織形成
制御

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野 高畠 清文，他

2-P3-6 リン酸オクタカルシウム（OCP）により促進された骨再生における血管新生の
観察

東北大学大学院 歯学研究科 顎口腔機能創建学分野、
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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8：45～9：15 臨床 感染症/炎症・免疫性疾患/顎関節/その他
座長：住友 伸一郎

2-P4-1 当科での智歯抜歯時における抗菌薬適正使用に関する取り組みについての検討
奈良県立医科大学 口腔外科学講座 杉浦 優希，他

2-P4-2 IgE+c-kit+マスト細胞は Th2型サイトカインを産生し木村氏病の病態形成に関
与する

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 宗村 龍祐，他

2-P4-3 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死・骨髄炎（ARONJ）における画像診断学的評価を
用いたリスク因子の検討

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 清水 崇寛，他

2-P4-4 当科での高気圧酸素療法を行った下顎骨骨髄炎患者の臨床的検討
旭川医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座 藤井 ふみ，他

2-P4-5 一般地域住民における顎関節症状に関する縦断研究
弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座、
みどりがおか歯科クリニック 石崎 博，他

2-P4-6 下顎第三大臼歯歯冠部切除術の経過観察期間の検討
愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座 谷口 真一，他

9：20～9：50 臨床 炎症・免疫性疾患/粘膜疾患/唾液腺疾患/
再生医学/その他

座長：丸岡 靖史

2-P5-1 ヒト歯髄幹細胞培養上清による活性化 T細胞の抑制効果～シェーグレン症候群
の新規治療薬の開発に向けて～

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 松村 万由，他

2-P5-2 乳癌化学療法（FEC-DTX）における口腔内有害事象に関する検討
旭川医科大学医学部歯科口腔外科学講座 佐藤 栄晃，他

2-P5-3 M3型ムスカリン受容体アゴニストの長期投与による唾液分泌量の経時的変化
と治療効果に関わる因子についての検討

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野 坂本 瑞樹，他

2-P5-4 歯根部利用人工角膜移植術における歯科口腔外科の役割
近畿大学医学部附属病院 歯科口腔外科 榎本 明史，他

2-P5-5 味覚障害に対する亜鉛補充療法の効果
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 坂田 健一郎，他
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2-P5-6 群馬県歯科総合衛生センターで病理組織学的検査を施行した患者の実態調査
群馬県歯科総合衛生センター、
伊勢崎市民病院歯科口腔外科、
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 五味 暁憲，他

8：45～9：15 症例報告 先天異常/良性腫瘍/唾液腺疾患/その
他

座長：西條 英人

2-P6-1 頬部腫脹を契機に発見された血友病A乳児の 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 折山 資

2-P6-2 まれな先天歯の一例
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座 三宮 範子，他

2-P6-3 臼後部に生じた嚢胞腺腫の 1例
愛知医科大学 大学院医学研究科 口腔外科学 近藤 さゆり，他

2-P6-4 下顎骨 1/2 以上を占める巨大な腺性歯原性嚢胞を経験した 1例
和歌山県立医科大学口腔顎顔面外科学講座 上田 眞道，他

2-P6-5 広島大学病院顎・口腔外科における唾液腺腫瘍の臨床的検討
広島大学病院顎・口腔外科 中峠 洋隆，他

2-P6-6 下顎骨に生じたアミロイドーシスの 2例
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 高橋 美香子，他

9：55～10：25 症例報告 良性腫瘍 座長：池邉 哲郎

2-P7-1 舌下面に発生した神経鞘腫の 1例
埼玉県立がんセンター 口腔外科 柴田 真里，他

2-P7-2 口蓋に発生した血管平滑筋腫の 1例
日本大学松戸歯学部口腔外科学講座 石澤 近思，他

2-P7-3 顎下・舌下間隙に生じた類上皮血管腫の 1例
高知医療センター 歯科口腔外科 銅前 昇平，他

2-P7-4 生下時より認めた下顎乳臼歯部エナメル上皮線維腫の 1例
鶴見大学歯学部口腔内科学講座 佐藤 杏奈，他

2-P7-5 下顎角部に生じた結節性筋膜炎の 1例
愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座 安本 恵，他
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2-P7-6 下顎骨に発生した象牙質形成性幻影細胞腫の 1例
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


