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感染症・口腔機能管理 P-1-1-01 9月14日 米田 紘一 1.松本歯科大学 画像所見より良性歯原性腫瘍が疑われた慢性歯周炎の一例
感染症・口腔機能管理 P-1-1-02 小日向 清美 1.松本歯科大学　歯科放射線学講座　2.松本歯科大学病院　連携型口腔診療部門側頸嚢胞からの感染による頸部蜂窩織炎が疑われた１例
感染症・口腔機能管理 P-1-1-03 堤 千明 1.鶴見大学口腔内科学講座 グレープフルーツ種子抽出物のCandida属真菌抑制効果.
感染症・口腔機能管理 P-1-1-04 17:10-17:45 久保田 順子 1.日本大学松戸歯学部　病理学講座　2.日本大学松戸歯学部　歯科総合診療学　3.千葉県立保健医療大学健康科学部　歯科衛生学科義歯装着高齢者の口腔内環境に関する検討　－殊に真菌の臨床病理学的・細胞学的検討－
感染症・口腔機能管理 P-1-1-05 金氏 毅 1.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人工呼吸器管理患者に対する濁度計を用いた口腔清潔度評価の有用性
感染症・口腔機能管理 P-1-1-06 松末 友美子 1.医療法人田北会田北総合病院歯科口腔外科　2.奈良県立医科大学口腔外科学講座当院周術期口腔ケアセンターにおける周術期口腔機能管理の取り組みと現状
感染症・口腔機能管理 P-1-1-07 安野 ななほ 1.自治医科大学附属病院　歯科口腔外科　2.自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座口唇、口腔粘膜に広範囲に潰瘍を生じ長期間にわたり口腔衛生管理を行った１例
血液疾患・薬剤関連疾患 P-1-1-08 五月女 寛明 1.多摩北部医療センター　歯科・口腔外科 口腔内症状を契機に診断された若年者の急性前骨髄球性白血病の1例
血液疾患・薬剤関連疾患 P-1-1-09 棚倉 万紀子 1.地域医療機能推進機構神戸中央病院歯科口腔外科　2.神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野多発性口腔内血腫を契機として診断された特発性血小板減少性紫斑病（ITP）の一例
血液疾患・薬剤関連疾患 P-1-1-10 17:45-18:10 志村 美智子 1.獨協医科大学医学部　口腔外科学講座　2.上都賀総合病院　歯科口腔外科　3.佐野厚生総合病院　歯科口腔外科画像上顎下リンパ節腫大が疑われたIgG4関連疾患の1例
血液疾患・薬剤関連疾患 P-1-1-11 松本 耕祐 1.独立行政法人地域医療機能推進機構　神戸中央病院　歯科口腔外科　2.神戸大学大学院医学系研究科外科系講座口腔外科学分野上下顎歯肉に多発したメトトレキセート関連リンパ増殖症の1例
血液疾患・薬剤関連疾患 P-1-1-12 井上 三那子 1.鶴見大学歯学部口腔外科学第一講座　2.東芝林間病院歯科口腔外科　3.小澤病院歯科口腔外科抜歯後治癒不全を契機に診断されたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例
口腔粘膜疾患・良性腫瘍 P-1-2-01 荒本 孝良 1.愛媛県立中央病院　歯科・口腔外科 病態初期にて診断に苦慮した尋常性天疱瘡の一例
口腔粘膜疾患・良性腫瘍 P-1-2-02 安川 知里 1.東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎口腔外科分野「類天疱瘡の診断・治療に関する検討
口腔粘膜疾患・良性腫瘍 P-1-2-03 17:10-17:40 桃田 幸弘 1.徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野　2.徳島大学病院口腔管理センター　3.徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科茵蔯蒿湯と五苓散の併用が奏効した難治性口内炎の2例
口腔粘膜疾患・良性腫瘍 P-1-2-04 廣瀬 泰良 1.岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　腫瘍制御学講座　口腔顎顔面外科学分野下顎前歯部に発生した骨形成性エプーリスの１例 
口腔粘膜疾患・良性腫瘍 P-1-2-05 中野 崇文 1.鎌ヶ谷総合病院歯科口腔外科　2.自治医科大学歯科口腔外科学講座下顎骨に広範囲に発生した骨形成線維腫の一例
口腔粘膜疾患・良性腫瘍 P-1-2-06 久富 美紀 1.岡山大学病院　歯科放射線・口腔診断科　2.岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　応用情報歯学　3.岡山大学病院　歯科総合診断室　4.岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　歯科放射線学分野　5.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顎骨に発症したランゲルハンス細胞組織球症における画像的特徴の検討
症例報告 P-1-2-07 小出 大貴 1.江南厚生病院　歯科口腔外科 下顎骨体部に多房性X線透過像を呈した単純性骨嚢胞の1例
症例報告 P-1-2-08 大木 絵美 1.松本歯科大学 6歳児の下顎前歯部に発生した含歯性嚢胞の1例
症例報告 P-1-2-09 17:40-18:05 新美 奏恵 1.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　2.新潟大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面放射線学分野悪性腫瘍との鑑別が困難であった膿原性肉芽腫の2例
症例報告 P-1-2-10 清水 潤 1.高木歯科医院 顔面腫脹をくり返す血管性浮腫の１例　～原因不明で対策に苦慮している～
症例報告 P-1-2-11 室積 博 1.広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯学講座口腔外科学　2.病院口腔検査センター　3.大学院医歯薬保健学研究科口腔健康科学講座低亜鉛血症治療薬ノベルジン®により味覚異常の改善を認めた1症例
悪性腫瘍 P-2-1-01 9月15日 廣嶋 一哉 1.千葉大学大学院医学研究院　口腔科学　2.千葉大学大学院医学研究院　臨床腫瘍学　3.千葉大学医学部附属病院　歯科・顎・口腔外科Spindle-associated protein１(NUSAP1)を介したヒト口腔癌における腫瘍増殖機構の解明および新規効果増強薬の同定
悪性腫瘍 P-2-1-02 栗林 伸行 1.獨協医科大学医学部　口腔外科学講座　2.上都賀総合病院　歯科口腔外科　3.菅間記念病院　歯科口腔外科口腔癌の転移における新規経口CXCR4阻害剤AMD070の有効性
悪性腫瘍 P-2-1-03 安井 昭夫 1.江南厚生病院　歯科口腔外科 超選択的動注化学療法と放射線療法を併用し著効が得られた進行上顎歯肉癌の１例
悪性腫瘍 P-2-1-04 14:10-14:40 大川 多永子 1.江南厚生病院歯科口腔外科 頭頸部皮膚浸潤癌からの出血に対し動脈塞栓術とMohsペーストが有効であった１例
悪性腫瘍 P-2-1-05 金子 圭子 1.松本歯科大学病院　総合口腔診療部門　2.松本歯科大学病院　連携型口腔診療部門　3.松本歯科大学　口腔病理学講座　4.松本歯科大学　歯科放射線講座　5.松本歯科大学　口腔顎顔面外科学講座　6.松本歯科大学　歯科保存学講座高齢者の口腔癌における治療法についての検討
悪性腫瘍 P-2-1-06 川嶋 理恵 1.自治医科大学　歯科口腔外科学講座 舌扁平上皮癌100例におけるSequential types / De novo types の臨床的比較検討
唾液腺疾患・Burning mouth syndrome P-2-1-07 出口 博代 1.川崎医科大学附属病院　歯科口腔外科 当科における口唇生検依頼症例の臨床的および病理組織学的検討
唾液腺疾患・Burning mouth syndrome P-2-1-08 坂本 瑞樹 1.九州大学歯学研究院　口腔顎顔面病態講座　顎顔面腫瘍制御学分野　2.九州大学大学院歯学研究院　OBT研究センター　3.九州大学病院　口腔包括診療科　口腔画像診断科IgG4関連涙腺・唾液腺炎の診断における超音波検査および口唇腺生検の有用性
唾液腺疾患・Burning mouth syndrome P-2-1-09 山本 一彦 1.奈良県立医科大学口腔外科学講座 ガム咀嚼下刺激唾液嚥下テスト: ガムテストおよびサクソンテストとの相関について
唾液腺疾患・Burning mouth syndrome P-2-1-10 14:40-15:10 関根 尚彦 1.日本大学歯学部口腔診断学講座　2.日本大学歯学部附属歯科病院ペインクリニック科Burning mouth syndromeのガム咀嚼による疼痛抑制効果における内分泌機能と発痛物質の関与
唾液腺疾患・Burning mouth syndrome P-2-1-11 Paudel Durga 1.北海道医療大学歯学部　生体機能・病態学系　臨床口腔病理学分野Clinical characterization and evaluation of treatment outcome in patients with primary burning mouth syndrome in Health Sciences University of Hokkaido
唾液腺疾患・Burning mouth syndrome P-2-1-12 松岡 紘史 1.北海道医療大学歯学部　口腔構造・機能発育学保健衛生学分野舌痛症患者の不確実さ不耐性の変化が患者および治療者の症状改善の一致度に及ぼす影響
臨床統計・その他 P-2-2-01 三木 朱里 1.明海大学総合臨床歯科学分野　2.明海大学内科学分野明海大学歯学部付属病院口腔診断科における直近2年間の初診患者動向調査
臨床統計・その他 P-2-2-02 渡辺 裕美 1.明海大学総合臨床歯科学分野　 埼玉県秩父郡皆野町における口腔癌検診の実施概要
臨床統計・その他 P-2-2-03 佐藤 千鶴 1.道北口腔保健センター 道北口腔保健センターにおける10年間の休日救急診療受診患者の臨床統計
臨床統計・その他 P-2-2-04 14:10-14:45 内田 啓一 1.松本歯科 自覚症状のない頸動脈石灰化（頸動脈狭窄症）への対応
臨床統計・その他 P-2-2-05 小田 昌史 1.九州歯科大学 萌出遅延を伴う上顎前歯の導帯管に関する検討
臨床統計・その他 P-2-2-06 森川 哲郎 1.北海道医療大学　歯学部　生体機能・病態学系　臨床口腔病理学分野マウス海馬のP.gingivalis由来LPS投与による遺伝子発現の網羅的解析
臨床統計・その他 P-2-2-07 阿部 史佳 1.大分大学医学部歯科口腔外科学講座 UCSF Oral Medicine Preceptorship Programでの研修について
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良性腫瘍 O-1-1-01 9月14日 石田 佳毅 1.兵庫県立淡路医療センター　歯科口腔外科　2.神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野上顎歯肉部に発生した歯原性粘液線維腫の1例
良性腫瘍 O-1-1-02 服部 倫寛 1.北海道大学歯学院口腔病態学講座口腔診断内科学教室　2.北海道大学歯学院血管生物分子病理学講座下顎骨に発生したOssifying fibromaの1例
良性腫瘍 O-1-1-03 10:10-10:50 岩瀬 正泰 1.佐久総合病院歯科口腔外科　2.博慈会記念総合病院歯科口腔外科　3.牧田総合病院歯科口腔外科　4.仁厚会病院歯科口腔外科上顎歯肉に発生した疣贅型黄色腫の１例
良性腫瘍 O-1-1-04 岸本 晃治 1.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顔面外科学分野 長期経過の観察が可能であった小児遺伝性歯肉線維腫症の１例
良性腫瘍 O-1-1-05 中澤 貴士 1.東京西徳洲会病院歯科口腔外科 上唇に発生した多形腺腫の１例
臨床統計 O-1-2-01 山下 映美 1.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　2.北海道大学大学院歯学研究院口腔保健科学講座高齢者歯科教室当科における自発性異常味覚91例についての臨床的検討
臨床統計 O-1-2-02 庄司 憲明 1.東北大学大学院歯学研究科　口腔診断学分野　2.東海大学医学部　外科学系口腔外科学がん化学療法患者の味覚障害について
臨床統計 O-1-2-03 10:10-10:50 坂本 裕美 1.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　2.岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　医療センター　歯学教育部門過去10年間における顎下腺唾石症の臨床的検討
臨床統計 O-1-2-04 髙森 晃一 1.宮崎県立延岡病院歯科口腔外科　2.宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科分野口腔白板症の臨床診断と病理組織学的診断における一致性の検討
臨床統計 O-1-2-05 吉川 博政 1.国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科 直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)服用継続下での抜歯の安全性に関する検討 ーワルファリンとの比較ー
感染症 O-1-2-06 三浦 和仁 1.北海道大学大学院歯学研究院　口腔健康科学分野　高齢者歯科学教室口腔カンジダ症におけるCandida glabrataの臨床的検討
感染症 O-1-2-07 川西 範繁 1.神奈川歯科大学大学院歯学研究科　口腔総合医療学講座　補綴・インプラント学　2.神奈川歯科大学大学院歯学研究科　顎顔面病態診断治療学講座　3.神奈川歯科大学大学院歯学研究科　口腔科学講座　社会歯科学分野補綴治療による口腔カンジダ症への影響
感染症 O-1-2-08 15:10-15:50 池畑 美紀子 1.東京医科大学病院　歯科口腔外科 口腔粘膜病変を契機に梅毒と診断した１例
感染症 O-1-2-09 上杉 篤史 1.東京医科歯科大学　歯学部附属病院　顎口腔外科　2.(株)日立製作所　ひたちなか総合病院　歯科口腔外科口内炎を契機に診断された第二期梅毒の1例
感染症 O-1-2-10 久代 洋貴 1.日本歯科大学大学院新潟歯学研究科　顎口腔全身関連治療学　2.日本歯科大学新潟生命歯学部　口腔外科学講座　3.日本歯科大学新潟病院　口腔外科　4.日本歯科大学新潟生命歯学部　病理学講座44歳女性の顎下リンパ節に発症した伝染性単核球症の1例
炎症 O-1-2-11 櫻井 拓真 1.徳山中央病院　歯科口腔外科 歯肉悪性腫瘍を疑った異常出血を伴う上顎骨骨髄炎の１例
炎症 O-1-2-12 城井 友幸 1.日本歯科大学大学院新潟歯学研究科　顎口腔全身関連治療学　2.日本歯科大学新潟生命歯学部　口腔外科学講座　3.日本歯科大学新潟病院　口腔外科　4.日本歯科大学新潟生命歯学部　病理学講座14歳女子に発症した下顎骨Garré骨髄炎
炎症 O-1-2-13 15:50-16:30 水元 大貴 1.医療法人徳洲会宇治徳洲会病院　歯科口腔外科 インプラント周囲疾患の波及により口腔外瘻を認めた一例
炎症 O-1-2-14 福田 諒 1.静岡市立清水病院　2.慶応義塾大学医学部歯科・口腔外科教室 顎関節部に発生した結節性偽痛風の一例
炎症 O-1-2-15 川口 翔 1.熊本大学大学院生命科学研究部　歯科口腔外科分野 右側側頭部の腫脹を契機に発見された皮膚筋炎の1例
その他 O-1-2-16 富岡 重正 1.徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科　2.徳島大学病院口腔管理センター　3.徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野歯科における血管迷走神経反射　〜心停止症例のHRV解析から〜
その他 O-1-2-17 16:30-17:02 望月 敬太 1.九州大学歯学研究院　口腔顎顔面病態講座　顎顔面腫瘍制御学分野　2.九州大学大学院歯学研究院　OBT研究センター　3.九州大学大学院医学研究院　形態機能病理学　4.九州大学大学院歯学研究院　口腔顎顔面病態講座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
その他 O-1-2-18 加藤 大喜 1.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　口腔外科学口腔粘膜上皮細胞における抗菌ペプチドLL-37の細胞内受容体を介した核酸依存性炎症誘導の活性化
その他 O-1-2-19 笹部 衣里 1.高知大学医学部歯科口腔外科学講座 金属ナノ粒子はオートファジーを介するインフラマソーム活性化により炎症を惹起する
口腔粘膜疾患・口腔機能管理 O-2-1-01 9月15日 細川 裕貴 1.東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座　2.千葉西総合病院　口腔外科学講座　3.東京歯科大学　市川総合病院皮膚科粘膜類天疱瘡の臨床的検討
口腔粘膜疾患・口腔機能管理 O-2-1-02 金生 茉莉 1.慶應義塾大学病院医学部　歯科・口腔外科 Laugier-Hunziker-Baran症候群の一例
口腔粘膜疾患・口腔機能管理 O-2-1-03 15:10-15:58 安部 瑞樹 1.伊勢赤十字病院 多発性骨髄腫に合併した頬粘膜，舌アミロイドーシスの1例
口腔粘膜疾患・口腔機能管理 O-2-1-04 佐久間 英規 1.名古屋第一赤十字病院　歯科　2.名古屋第一赤十字病院　歯科口腔外科同種造血幹細胞移植患者に対するオーラルマネージメントの介入効果について -口腔常在菌による血流感染の検討-
口腔粘膜疾患・口腔機能管理 O-2-1-05 工藤 葉子 1.慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科　2.慶應義塾大学医学部血液内科　3.ひでかず歯科口腔外科クリニック同種造血幹細胞移植周術期における唾液腺機能の臨床的検討
口腔粘膜疾患・口腔機能管理 O-2-1-06 西 裕美 1.広島大学病院　口腔総合診療科　2.広島大学病院　口腔顎顔面再建外科　3.広島大学大学院医歯薬保健学研究科　口腔保健科学講座　公衆口腔保健学　4.広島大学病院　口腔検査センター　5.広島大学病院　歯周診療科Fusobacteriumに対する血清抗体価は脳卒中患者の転帰予測因子となり得る
悪性腫瘍　 O-2-1-07 大島 麻耶 1.日本大学松戸歯学部口腔外科学講座　2.日本大学松戸歯学部歯科総合診療講座　3.日本大学松戸歯学部頭頚部外科学講座　4.日本大学松戸歯学部病理講座確定診断までに時間を要した上顎癌の1例
悪性腫瘍　 O-2-1-08 久保寺 翔 1.東京西徳洲会病院歯科口腔外科 臨床的ならびに病理組織学的所見から診断しえた原発性顎骨中心性扁平上皮癌の１例
悪性腫瘍　 O-2-1-09 16:00-16:40 山口 高広 1.群馬大学医学部附属病院口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座巨大な腹部大動脈瘤および冠動脈3枝病変を有する進行口腔癌患者の治療経験
悪性腫瘍　 O-2-1-10 三島 健史 1.広島大学大学院医歯薬保健学研究科　分子口腔医学・顎顔面外科学　2.広島大学病院　顎・口腔外科放射線および内科的治療が奏功した巨大な頸部リンパ節転移を伴った進行舌癌の1例
悪性腫瘍　 O-2-1-11 吉岡 幸男 1.広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　分子口腔医学・顎顔面外科学多発脳転移を生じた腺癌NOSを主癌腫とする舌下腺多形腺腫由来癌の一例
口腔乾燥症・神経疾患 O-2-1-12 石田 孝文 1.神奈川歯科大学附属病院　2.独立行政法人国立病院機構栃木医療センター臨床研究部　3.神奈川歯科大学総合歯科学講座　4.独立行政法人国立病院機構栃木医療センター歯科口腔外科　5.神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面病態診断治療学講座顎顔面外科学分野唾液分泌促進薬の投与によるシェーグレン症候群患者の口腔乾燥症の治療満足度改善に関する研究
口腔乾燥症・神経疾患 O-2-1-13 16:40-17:12 須賀 隆行 1.東京医科歯科大学大学院歯科心身医学分野 増加する高齢者の舌痛症に対するamitriptylineの安全性と有効性についての統計的検討
口腔乾燥症・神経疾患 O-2-1-14 川崎 カオル 1.東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科歯科心身医学分野　2.奥羽大学歯学部口腔外科学講座口腔外科学分野非定型顔面痛（歯痛）と三叉神経のNeurovascular compression（NVC）の関係について
口腔乾燥症・神経疾患 O-2-1-15 長島 優太 1.自治医科大学医学部　歯科口腔外科学講座 三叉神経領域の疼痛を契機に、占拠性病変による有痛性三叉神経ニューロパチーであることが判明した1例
扁平苔癬・苔癬様病変 O-2-2-01 内川 恵里 1.松本歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座　2.松本歯科大学大学院歯学独立研究所　甲組織疾患制御再建学講座松本歯科大学病院における口腔扁平苔癬の臨床および病理組織学的検討
扁平苔癬・苔癬様病変 O-2-2-02 佐藤 しづ子 1.東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔診断学分野 味覚障害を併発した口腔扁平苔癬の２例
扁平苔癬・苔癬様病変 O-2-2-03 9:30-10:10 橘 進彰 1.加古川中央市民病院　2.神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科分野悪性転化をした頬粘膜扁平苔癬の1例
扁平苔癬・苔癬様病変 O-2-2-04 中村 知寿 1.自治医科大学医学部　歯科口腔外科　2.自治医科大学医学部　皮膚科学講座　3.自治医科大学附属埼玉医療センター皮膚科ニボルマブ投与患者の口腔内に生じ扁平苔癬様病変の1例
扁平苔癬・苔癬様病変 O-2-2-05 河野 憲司 1.大分大学医学部歯科口腔外科講座 口腔扁平苔癬に対するベクロメタゾンプロピオン酸エステル噴霧・アムホテリシンB含嗽併用療法
薬剤関連疾患 O-2-2-06 小松 万純 1.東京歯科大学　オーラルメディシン・口腔外科学講座　2.千葉西総合病院　口腔外科学講座　3.東京歯科大学　市川総合病院皮膚科骨吸収抑制薬関連顎骨壊死と鑑別を要したメトトレキサート関連リンパ球増殖性疾患の1例
薬剤関連疾患 O-2-2-07 齋藤 太郎 1.新潟大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面外科学分野 慢性口内炎に対して処方した半夏瀉心湯に起因すると思われる薬剤性肺障害の1例
薬剤関連疾患 O-2-2-08 10:10-10:50 齋藤 安奈 1.松本歯科大学　口腔顎顔面外科学講座　2.くらた歯科医院 MRONJ患者に腐骨除去術とPRFを併用し有効であった２症例
薬剤関連疾患 O-2-2-09 井口 直彦 1.千葉西総合病院　歯科・口腔外科　2.東京歯科大学市川総合　オーラルメディシン・口腔外科学講座　3.東京歯科大学市川総合　臨床検査科病理　4.東京歯科大学市川総合　皮膚科DPP-4阻害薬関連類天疱瘡の臨床的検討
薬剤関連疾患 O-2-2-10 鈴木 円 1.我孫子聖仁会病院　口腔外科　2.明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学第２分野歯周治療後に異常出血をきたしたリバーロキサバン服用患者の1例
臨床検査 O-2-2-11 井口 蘭 1.山梨大学医学部歯科口腔外科 アミノ酸ラセミ化を利用した歯からの年齢推定：高年齢帯での有用性
臨床検査 O-2-2-12 遠藤 弘康 1.日本大学松戸歯学部歯科総合診療学　2.日本大学松戸歯学部口腔外科学　4.日本大学松戸歯学部頭頚部外科学自己免疫性水疱症の診断ツールとしてのニコルスキー現象の検討
臨床検査 O-2-2-13 16:00-16:40 國領 真也 1九州歯科大学　口腔内科学分野 免疫クロマトグラフィー法によるB型肝炎の唾液による診断機器の開発
臨床検査 O-2-2-14 高橋 文太郎 1.奥羽大学歯学部口腔外科学講座 当科における下顎枝矢状分割術後のオトガイ神経知覚障害に関する検討
臨床検査 O-2-2-15 松井 健作 1.広島大学病院　顎・口腔外科　2.広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　分子口腔医学・顎顔面外科学　3.広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　口腔生物工学　4.日本ケフィア株式会社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
症例報告 O-2-2-16 淀川 慎太郎 1.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　2.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講座　3.北海道医療大学歯学部　生体機能・病態学系口腔再生医学　4.北海道医療大学歯学部　生体機能・病態学系歯科放射線顎良性対称性脂肪腫症の1 例
症例報告 O-2-2-17 16:40-17:12 伊東 慶介 1.群馬大学大学院医学研究科　口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座単純性骨嚢胞を伴う下顎に多発した骨性異形性症の1例
症例報告 O-2-2-18 寺村 哲 1.滋賀医科大学医学部　歯科口腔外科学講座 頭蓋内損傷を伴った顎顔面骨折患者に対して治療を行った2例
症例報告 O-2-2-19 新田 哲也 1.鹿児島市立病院歯科口腔外科 14年間で下顎下縁まで移動した下顎埋伏智歯の１例


