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　第20回日本口腔粘膜学会総会・学術集会および第21回NPO法人日本臨床口腔病理学会総会・
学術大会との合同開催は、「口腔疾患制御への展望」をメインテーマとして、平成22年 7 月31日

（土）・ 8 月 1 日（日）に大阪歯科大学楠葉学舎で開催されます。両学会にとって重複する部分
は多く、初の試みですが、一堂に会して共通のトピックについて多角的に討議することによっ
て情報の共有化を図り、基礎研究、臨床診断、病理診断そして治療と、それぞれの分野での発
展につながると期待しています。
　今回のプログラムでは特別講演として、 7 月31日に神戸大学大学院医学研究科　伊藤智雄教
授による「免疫組織診断学の新展開」、そして 8 月 1 日に久留米大学医学部　橋本　隆教授によ
る「口腔粘膜病変は自己免疫性水疱症のキーポイント」の 2 題お願いしました。両先生ともに
それぞれの分野の第一人者であり、興味深いご講演になるものと確信しています。また、現在、
両学会が共同で調査研究を進めています口腔扁平苔癬に関して、「口腔扁平苔癬の診療ガイドラ
インの策定を目指して」と題して共通のシンポジウムを行います。さらに、シンポジウム「口
腔領域における病理診断のピットフォール」や「口腔白板症分類」に関する講演も予定されて
います。一方、一般演題には113題と多数の応募をいただきました。厚く御礼申し上げます。口
演は76題で、そのうち13題は日本臨床口腔病理学会の症例検討です。展示は37題となっていま
す。なお、日本臨床口腔病理学会では大会前日の 7 月30日夕方から本学天満橋学舎において

「スライドセミナー」や「若手の集い」も予定され、盛りだくさんの内容となっています。
　大阪は食い倒れの街です。勉強の後はたくさん食べて、飲んで大阪をご堪能ください。

ご　挨　拶

第21回NPO法人日本臨床口腔病理学会総会・学術大会

大会長　田　中　昭　男
（大阪歯科大学口腔病理学講座）

第20回日本口腔粘膜学会総会・学術集会

大会長　森　田　章　介
（大阪歯科大学口腔外科学講座第一講座）
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　第20回日本口腔粘膜学会総会・学術集会と第21回日本臨床口腔病理学会総会・学術大会の合
同大会が大阪歯科大学教授森田章介大会長ならびに田中昭男大会長のもとで準備され，ここに
盛大に開催されますことに対しまして，両学会を代表してお礼を申し上げます。
　日本口腔粘膜学会は、一般社会に対して、口腔粘膜の正常構造と機能の解析ならびに病態の
発生進展機構の解明及び診断や治療等についての学術研究や教育普及活動を通して、また、日
本臨床口腔病理学会は口腔顎顔面領域に生じる様々の疾患についての病態解明や病理診断ある
いは新しい診断法や治療法の開発等に関わる学術研究活動や教育普及活動を通して、国民の福
祉の増進に寄与することを目的としており多くの目的を共有しています。既に、両学会では口
腔粘膜の前癌病変等の共通するトピックスについて情報交換を行い、とりわけ、口腔扁平苔癬
については診断基準に関する合同ワーキンググループが設置され、学会の壁を越えた共同事業
が展開されています。そこで、このような連携をさらに発展させることを目的に、本年度の両
学会学術集会・大会を合同で開催させていただくことになりました。森田大会長、田中大会長
のご尽力に重ねてお礼申し上げますとともに、合同開催に対しましてご理解とご協力を賜りま
した両学会の役員ならびに関係者の皆様方に心より感謝申し上げます。
　疾病構造の変化に伴って歯科医学教育ならびに歯科医療における診断学の重要性やオーラル
メディシンの必要性がこれまで以上に高まりつつあります。疾病の病因や病理発生を追求し、
正しい診断に基づく適切な治療の流れを構築することに関わる 2 つの学会が合同で学術大会を
開催し、両学会の会員が一堂に会することは、互いの学会の特性を伸ばし不足部分を補完する
ことにつながるものと確信しております。今回の合同学術大会を機に、両学会員の交流がさら
に発展することを期待しております。

ご　挨　拶

日本口腔粘膜学会

理事長　山　根　源　之

NPO法人日本臨床口腔病理学会

理事長　高　田　　　隆
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口腔粘膜疾患研究会および日本口腔粘膜学会
総会・学術集会　年表

日本臨床口腔病理学会総会・学術大会の記録・予定

回 年・月 開催地 担当校 大会長
第 1 回 1991年6月 東 京 昭和大学 南雲　正男
第 2 回 1992年4月 名 古 屋 朝日大学 森　　昌彦
第 3 回 1993年6月 東 京 東京医科歯科大学 榎本　昭二
第 4 回 1994年6月 豊 中 大阪大学 作田　正義
第 5 回 1995年6月 奈 良 奈良県立医科大学 杉村　正仁
第 6 回 1996年6月 久 留 米 久留米大学 亀山　忠光
第 7 回 1997年6月 宇 都 宮 自治医科大学 赤坂　庸子
第 8 回 1998年7月 盛 岡 岩手医科大学 関山　三郎
第 9 回 1999年6月 横 須 賀 神奈川歯科大学 新藤　潤一
第10回 2000年6月 徳 島 徳島大学 長山　　勝
第11回 2001年7月 広 島 広島大学 石川　武憲
第12回 2002年7月 宇 都 宮 獨協医科大学 藤林　孝司
第13回 2003年7月 名 古 屋 愛知学院大学 亀山洋一郎
第14回 2004年7月 東 京 東京歯科大学 山根　源之
第15回 2005年7月 熊 本 熊本大学 篠原　正徳
第16回 2006年7月 新 潟 日本歯科大学新潟生命歯学部 又賀　　泉
第17回 2007年7月 東 京 日本大学松戸歯学部 山本　浩嗣
第18回 2008年9月 東 京 自治医科大学 草間　幹夫
第19回 2009年7月 神 奈 川 神奈川歯科大学 久保田英朗
第20回 2010年7月 枚 方 大阪歯科大学 森田　章介

回 年 会期 主催校 開催地 大会長
1 1990 7/4，5 第5回IAOP会議と共催 東 京 石木　哲夫
2 1991 8/22，23 愛知学院大学歯学部 名 古 屋 亀山洋一郎
3 1992 8/27，28 明海大学歯学部 東 京 内海　順夫
4 1993 8/26，27 福岡歯科大学 福 岡 北村　勝也
5 1994 8/4，5 昭和大学歯学部 東 京 吉木　周作
6 1995 8/29，30 北海道大学歯学部 札 幌 雨宮　　璋
7 1996 8/22，23 松本歯科大学 塩 尻 枝　　重夫
8 1997 8/21，22 長崎大学歯学部 長 崎 岡邊　治男
9 1998 9/11，12 広島大学歯学部 広 島 二階　宏昌
10 1999 8/26，27 日本大学松戸歯学部 松 戸 山本　浩嗣
11 2000 8/25，26 鶴見大学歯学部 横 浜 菅原　信一
12 2001 8/23，24 鹿児島大学歯学部 鹿 児 島 北野　元生
13 2002 8/23，24 東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科 東 京 高木　　実
14 2003 8/21-23 大阪大学大学院歯学研究科 淡 路 島 伊集院直邦
15 2004 8/5-7 日本大学歯学部 東 京 茂呂　　周
16 2005 8/24-26 岩手医科大学歯学部 盛 岡 佐藤　方信
17 2006 8/17-19 日本歯科大学新潟生命歯学部 新 潟 片桐　正隆
18 2007 8/9-11 朝日大学歯学部 岐 阜 竹内　　宏
19 2008 8/9-11 東京歯科大学 東 京 下野　正基
20 2009 7/29-31 北海道医療大学歯学部 札 幌 賀来　　亨
21 2010 7/30-8/1 大阪歯科大学 枚 方 田中　昭男
22 2011 8/23-25 福岡歯科大学 福 岡 谷口　邦久
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1．総合受付
大阪歯科大学 楠葉学舎にて 7 月31日（土）午前 8 時半より受付を開始致します。

当日参加登録のみで参加費（会員・一般10,000円/大学院生5,000円/学部学生2,000円）を納入してください。

抄録集は、3,000円にてお分け致します。

演者・共同演者は、日本口腔粘膜学会会員、あるいはNPO法人日本臨床口腔病理学会会員に限ります。

未入会の方は参加登録と共に、いずれかの学会事務局にて入会手続きをお願いいたします。

2．会場
総合受付 大阪歯科大学　楠葉学舎　講堂ロビー

Ａ会場 　　　　同　　上　　　　講堂

Ｂ会場 　　　　同　　上　　　　 1 号館 1 階　第 1 大講義室

Ｃ会場 　　　　同　　上　　　　 5 号館 1 階　ピロティーホール

企業展示 　　　　同　　上　　　　 5 号館 1 階　ピロティーホール・講堂ロビー

クローク 　　　　同　　上　　　　講堂ロビー

懇親会 　　　　同　　上　　　　 4 号館 1 階　食堂

3．発表される先生方へ
・口演発表（A、B会場）について

1） 一般演題（口演）は口演 8 分、質疑応答 2 分とさせていただきます。ただし、症例検討につきまし

ては口演10分、質疑応答 5 分とさせていただきます。

2） 発表の30分前までに発表会場内、演台下のPCオペレーター席までお越しください。講演データの取

り込みを行います。液晶ディスプレーで試写確認の上、PCオペレーターへデータをご提出ください。

3） 講演データはメディアにてご持参ください。Windows FormatのCD-RあるいはUSBフラッシュメモ

リーをご準備ください。Macintosh版でのご提出、会場でのWindows版への変換はできませんのでご

留意ください。CD-Rをご利用の場合は汎用に再生できるようファイナライズを行ってください。

4） 会場で使用するPCのOSはWindows Vistaです。

5） Windows版PowerPoint2000、2002、2003、2007など当該OSで作動するものでファイルを作成してく

ださい。Windowsに標準搭載されているフォントのみ使用可能です。これ以外のフォントを使用し

た場合、文字・段落のずれ、文字化け、表示されない等のトラブルが発生する可能性があります。

6） PowerPointのスライドの枚数に制限はありませんが、制限時間内に発表が終了するようにしてくだ

さい。

7） 事故に備えてバックアップのCD-RあるいはUSBフラッシュメモリーをご用意ください。

8） 保存ファイル名は発表者の「演題番号　氏名.ppt」としてください。

　（例）1A-01 大阪太郎.ppt

ご 案 内 と お 願 い
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9） 動画はWindows Media Playerで再生可能な形式としてください。動画を使用する場合はリンク切れ

にご注意ください。メディアにコピーした後、作成したPC以外のPCで動作確認を行ってください。

なお、動画ファイルには必ず拡張子（.aviなど）を付けてください。

10） PCをご持参の場合は、専用ACアダプターをご持参ください。ディスプレイ外部出力はD-SUB15ピ

ンにてご用意致します。接続コネクタが必要な場合は、ご持参ください。

・示説（C会場）について

1） 討論時間は 7 月31日（土）17:00～18:00です。

口頭発表はありませんが、演者の先生は、ご自身のポスター

前にて待機してください。

2） ポスターの貼付・撤去の日時は以下の通りです。

貼付　 7 月31日（土）9:00～11:00

撤去　 8 月 1 日（日）13:00～

3） ポスターパネルサイズは 1 演題につき縦210 cm、横90 cm

です。

4） 演題番号は合同開催事務局にて準備・掲示いたします。

演題名・所属・氏名については各自でご用意ください。

5） 未撤去のポスターは、合同開催事務局にて処分いたします。

4．座長の先生へ
1） 担当セクション開始予定時間の15分前までに次座長席にお着きください。

2）発表時間および質疑応答時間は以下の通りです。定時進行にご協力をお願い致します。

5．総会
日本口腔粘膜学会総会

日時：平成22年 7 月31日（土）13:00～13:30　

会場：大阪歯科大学楠葉学舎　A会場（講堂）

NPO法人日本臨床口腔病理学会総会

日時：平成22年 7 月31日（土）13:30～14:00

会場：大阪歯科大学楠葉学舎　A会場（講堂）

ポスターサイズ

70 cm

演題
所属・氏名

演題番号（学会事務局で用意）

※演題名、所属、氏名は各自

　でご用意下さい

90 cm

190 cm

20 cm

210 cm

20 cm
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6．懇親会
招待者、一般会員、理事、評議員合同の懇親会を開催いたします。

日時：平成22年 7 月31日（土）　18:00～20:00

会場：大阪歯科大学楠葉学舎　 4 号館 1 階　食堂

会費：5,000円

皆様のご参加をお待ち申し上げます。
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7 月30日（金）大阪歯科大学天満橋学舎にて日本口腔粘膜学会、およびNPO法人日本臨床口腔病理学会の各

種学会行事が開催されます。各行事の日程につきましては、以下の表をご確認ください。

学 会 行 事 案 内

7月30日（金）大阪歯科大学・天満橋学舎

行事名 時間 会場

編集委員会（口病） 13:00～13:55 西館6階 ゼミ室5

用語・分類検討委員会（粘膜） 14:00～14:55 西館5階 ゼミ室2

会則検討委員会（口病） 14:00～14:55 同　 上 ゼミ室3

教育委員会（口病） 14:00～14:55 同　 上 ゼミ室4

医療業務委員会（口病）
研究委員会（口病） 14:00～14:55 西館6階 ゼミ室5

企画委員会（口病） 14:00～14:55 西館5階 臨床講義室

広報・渉外委員会（口病）
国際交流委員会（口病） 14:00～14:55 西館7階 会員研修室

常任理事会（口病） 15:00～17:15 西館7階 会員研修室

理事・評議員会（粘膜） 15:00～17:15 同　 上 共用会議室

スライドセミナーⅠ「剖　検」（口病） 16:00～18:00 西館5階 ゼミ室4

スライドセミナーⅡ「唾液腺」（口病） 16:00～18:00 同　 上 ゼミ室3

スライドセミナーⅢ「細胞診」（口病） 16:00～18:00 同　 上 ゼミ室2

役員会（口病） 17:15～19:00 西館6階 ゼミ室5

若手の集い（口病） 18:00～20:00 西館5階 ゼミ室2

OLP委員会（粘膜・口病） 19:00～20:00 西館7階 会員研修室
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交 通 の ご 案 内

●総会・学術集会・学術大会　会場
7月31日（土）・8月1日（日）
大阪歯科大学　楠葉学舎
〒573-1121　大阪府枚方市楠葉花園町8－1
TEL（072）864-3111（代表）

●学会行事　会場
7月30日（金）
大阪歯科大学　天満橋学舎
〒540-0008　大阪市中央区大手前1丁目5－17
TEL（06）6910-1111（代表）

大阪歯科大学　楠葉学舎　案内図

【1号館 1階 第1大講義室】
B会場

構内入口

【1号館】

【4号館】

【5号館】

【講堂】

時計台【講堂】
総合受付
A会場
クローク
企業展示

【4号館 1階 食堂】
懇親会 会場

【5号館 1階 ピロティーホール】
C会場（ポスター会場）
企業展示
ドリンクコーナー

【
2
号
館
】

【
3
号
館
】
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学会日程表/第1日目　7月31日（土）

日　　程

A会場
（講堂）

B会場
（第一講義室）

C会場
（ピロティーホール）

開会のご挨拶
一般演題（口演）
「基礎・粘膜疾患」

座長：北川善政・山口　朗

「症例検討 Ⅰ」
座長：出雲俊之

ポスター貼付
9:00～11:00

「症例検討 Ⅱ」
座長：賀来　亨一般演題（口演）

「カンジダ症」
座長：杉原一正・槻木恵一

特別講演 Ⅰ
「免疫組織診断学の新展開」 
神戸大学医学部付属病院・医学研究科
病理診断学分野　特命教授 伊藤智雄

座長：田中昭男

ポスター・展示

ランチョンセミナー Ⅰ
「ドライマウスから考える全身の抗加齢医学」

鶴見大学歯学部附属病院　病院長
斎藤一郎

座長：阪井丘芳

総会　日本口腔粘膜学会

総会　日本臨床口腔病理学会

シンポジウム Ⅰ
「口腔扁平苔癬の診療ガイドラインの
策定を目指して」
日本口腔粘膜学会
藤林孝司 菅原由美子 神部芳則 
伊東大典 中村誠司

日本臨床口腔病理学会
小宮山一雄 田中昭男 朔　敬 
前田初彦 長谷川博雅
座長：藤林孝司・前田初彦

一般演題（口演）
「OLPⅠ」

座長：山本哲也・長谷川博雅

一般演題（口演）
「アレルギー・その他」

座長：覚道健治・草間　薫

一般演題（口演）
「OLPⅡ」

座長：草間幹夫・朔　敬 一般演題（示説）
「ポスター討論」
良性腫瘍　悪性腫瘍　ドライマウス
水疱症　OLP　カンジダ症　歯周病
症例　その他

特別報告「口腔白板症分類」
日本口腔粘膜学会　
用語・分類検討委員会 伊東大典

座長：山根源之
18:00～20:00　懇親会　食堂

9:00

9:45
10:00

10:30

11:00

12:00

13:00

13:30

14:00

16:00

16:50

17:00
17:40

18:00

8:55
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学会日程表/第2日目　8月1日（日）

A会場
（講堂）

B会場
（第一講義室）

C会場
（ピロティーホール）

シンポジウム Ⅱ
「口腔領域における病理診断のピットフォール」
・頭頚部にみられる軟部腫瘍

徳島県立中央病院 病理診断科
部長　廣瀬隆則

・ 悪性リンパ腫：口腔病理関係、
Pitfallを含めて
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
病態制御科学腫瘍制御学 病理学
（腫瘍病理／第二病理）分野 教授

吉野　正
座長：原田博史・小川郁子

一般演題（口演）
「ドライマウス」

座長：中村誠司・仙波伊知郎

ポスター・展示

一般演題（口演）
「白色病変・水疱症」

座長：天笠光雄・伊東博司

特別講演 Ⅱ
「口腔粘膜病変は自己免疫性水疱症の
キーポイント」

久留米大学医学部皮膚科学教室
教授　橋本　隆
座長：森田章介

ランチョンセミナー Ⅱ
「口腔粘膜疾患に対する漢方治療」
大阪歯科大学歯科医学教育開発室　

教授　王　宝禮
座長：西川哲成

一般演題（口演）
「腫瘍類似疾患・その他」

座長：佐々木　朗・長塚　仁

「症例検討 Ⅲ」
座長：田中陽一

ポスター撤去
13:00～

「症例検討 Ⅳ」
座長：草深公秀休憩

一般演題（口演）
「腫瘍 Ⅰ」

座長：由良義明・岡田憲彦

休憩

一般演題（口演）
「腫瘍 Ⅱ」

座長：久保田英朗・谷口邦久

一般演題（口演）
「唾液腺・舌痛症」

座長：桐田忠昭・高田　隆

休憩

一般演題（口演）
「腫瘍 Ⅲ］

座長：柴原孝彦・小宮山一雄

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:45

14:45

13:50

14:00

15:00

15:50

15:30

16:00

16:40
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座　長　一　覧
◉特別講演Ⅰ［Ａ会場：講堂］　7月31日（土）

11：00～12：00 田中　昭男 大阪歯科大学口腔病理学講座

◉シンポジウムⅠ［Ａ会場：講堂］　7月31日（土）
14：00～16：00 藤林　孝司 日本口腔粘膜学会

前田　初彦 NPO法人日本臨床口腔病理学会

◉シンポジウムⅡ［Ａ会場：講堂］　8月1日（日）
9：00～11：00 原田　博史 市立堺病院病理・研究科

小川　郁子 広島大学歯学部附属病院口腔検査センター

◉特別講演Ⅱ［Ａ会場：講堂］　8月1日（日）
11：00～12：00 森田　章介 大阪歯科大学口腔外科学第一講座

◉一般演題（口演）
［Ａ会場：講堂］　7月31日（土）

基礎・粘膜疾患 9：00～10：00 北川　善政 北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科学教室
山口　　朗 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野

カンジダ症 10：00～11：00 杉原　一正 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顎顔面疾患制御学分野
槻木　恵一 神奈川歯科大学歯学部病理学分野

OLP Ⅰ 16：00～16：50 山本　哲也 高知大学医学部歯科口腔外科学講座
長谷川博雅 松本歯科大学口腔病理学講座

OLP Ⅱ 16：50～17：40 草間　幹夫 自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座
朔　　　敬 新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野

特別報告 16：40～17：00 山根　源之 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座

［B会場：第１大講義室］　7月31日（土）
症例検討Ⅰ 9：00～ 9：45 出雲　俊之 埼玉県立がんセンター病理科
症例検討Ⅱ 9：45～10：30 賀来　　亨 北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学分野
アレルギー・その他 16：00～17：00 覚道　健治 大阪歯科大学口腔外科学第二講座

草間　　薫 明海大学歯学部病態診断治療学講座（病理学分野）

［Ａ会場：講堂］　8月1日（日）
腫瘍性疾患・その他 13：00～13：50 佐々木　朗 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

長塚　　仁 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病態機構学講座口腔病理病態学分野
腫瘍Ⅰ 14：00～15：00 由良　義明 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外科学第二教室

岡田　憲彦 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病態診断科学分野
腫瘍Ⅱ 15：00～15：50 久保田英朗 神奈川歯科大学顎顔面外科学分野

谷口　邦久 福岡歯科大学病態構造学分野
腫瘍Ⅲ 16：00～16：40 柴原　孝彦 東京歯科大学口腔外科学講座

小宮山一雄 日本大学歯学部病理学教室

［Ｂ会場：第１大講義室］　8月1日（日）
ドライマウス 9：00～10：00 中村　誠司 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

仙波伊知郎 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔病理解析学分野
白色病変・水疱症 10：00～11：00 天笠　光雄 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

伊東　博司 奥羽大学歯学部口腔病理学講座
症例検討Ⅲ 13：00～13：45 田中　陽一 東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理検査室
症例検討Ⅳ 13：45～14：45 草深　公秀 静岡県立静岡がんセンター病理診断科
唾液腺・舌痛症 15：00～15：30 桐田　忠昭 奈良県立医科大学口腔外科学講座

高田　　隆 広島大学大学院医歯薬総合研究科口腔顎顔面病理病態学研究室

◉ランチョンセミナー
［Ｂ会場：第１大講義室］　7月31日（土）

ランチョンセミナーⅠ 12：00～13：00 阪井　丘芳 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室

［Ｂ会場：第１大講義室］　8月1日（日）
ランチョンセミナーⅡ 12：00～13：00 西川　哲成 大阪歯科大学口腔病理学講座
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開会のご挨拶 A会場　講堂　7月31日（土）8:55～9:00

特別講演

特別講演Ⅰ A会場　講堂　7月31日（土）　11:00～12:00

　　　座長：田中　昭男（大阪歯科大学口腔病理学講座）

「免疫組織診断学の新展開」

神戸大学医学部付属病院・医学研究科病理診断学分野
特命教授　伊藤　智雄 … 29

特別講演Ⅱ A会場　講堂　8月1日（日）　11:00～12:00

　　　座長：森田　章介（大阪歯科大学口腔外科学第一講座）

「口腔粘膜病変は自己免疫性水疱症のキーポイント」

久留米大学医学部皮膚科学教室 教授　橋本　　隆 … 33

シンポジウム

シンポジウムⅠ A会場　講堂　7月31日（土）　14:00～16:00

　　　座長：藤林　孝司（日本口腔粘膜学会）
　　　　　　前田　初彦（日本臨床口腔病理学会）

「口腔扁平苔癬の診療ガイドラインの策定を目指して」

日本口腔粘膜学会
藤林孝司　菅原由美子　神部芳則　伊東大典　中村誠司

NPO法人日本臨床口腔病理学会
小宮山一雄　田中昭男　朔　敬　前田初彦　長谷川博雅 … 37

シンポジウムⅡ A会場　講堂　8月1日（日）　9:00～11:00

　　　座長：原田　博史（市立堺病院病理・研究科）
　　　　　　小川　郁子（広島大学歯学部附属病院口腔検査センター）

「口腔領域における病理診断のピットフォール」

・頭頚部にみられる軟部腫瘍
徳島県立中央病院病理診断科 部長　廣瀬　隆則 … 41

・悪性リンパ腫：口腔病理関係、Pitfallを含めて
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
病態制御科学腫瘍制御学病理学
（腫瘍病理／第二病理）分野 教授　吉野　　正 … 43

14

プログラム



一般演題（口演） A会場　講堂　7月31日（土）　第1日目

「基礎・粘膜疾患」　　9:00～10:00

　　　座長：北川　善政（北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科学教室）
　　　　　　山口　　朗（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野）

　1A-01　口腔粘膜疾患と喫煙，飲酒との関連
群馬大学大学院医学系研究科顎口腔科学分野　笹岡　邦典　他 … 46

　1A-02　口腔粘膜疾患の画像診断支援システムの開発　第三報
九州歯科大学口腔顎顔面外科学講座病態制御学講座　大谷　泰志　他 … 47

　1A-03　口腔粘膜組織パラフィン切片伸展のための酢酸処理：上皮のシワ防止
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野

アーサン　シャヒドウール　他 … 48

　1A-04　 接触拡大粘膜鏡視検査による健常者の
口腔粘膜上皮乳頭内毛細血管ループの形態に関する研究

千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科　酒巻　裕之　他 … 49

　1A-05　ラット頬粘膜におけるメラトニン1aレセプターの発現
鶴見大学歯学部口腔外科学第二（口腔内科学）講座　梅木　泰親　他 … 50

　1A-06　 口腔粘膜上皮細胞、線維芽細胞における
Retinoic acid-inducible gene-I（RIG-I）の発現と機能

広島大学大学院医歯薬学総合研究科
顎口腔頚部医科学講座口腔外科学教室　福井　暁子　他 … 51

「カンジダ症」　　10:00～11:00

　　　座長：杉原　一正（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）
　　　　　　槻木　恵一（神奈川歯科大学歯学部病理学分野）

　1A-07　悪性腫瘍患者の栄養状態とカンジダ菌の検出との検討
北九州市立医療センター　歯科　原　ケイ子 … 52

　1A-08　口腔カンジダ症の迅速診断におけるファンギフローラY の有用性
鶴見大学歯学部附属病院ドライマウス外来　岡本真理子　他 … 53

　1A-09　当科で分離された口腔カンジダ菌の薬剤感受性に関する検討
北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科　山崎　　裕　他 … 54

　1A-10　健常者口腔より分離されるCandida albicansのgenotype解析
愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座　高木　雄基　他 … 55

　1A-11　口腔カンジダ症におけるイトラコナゾール内用液の治療効果：年齢及び疾患別比較
日本歯科大学新潟病院口腔外科　小根山隆浩　他 … 56

　1A-12　ミコナゾールゲルの義歯床粘膜面塗布は再発性義歯性カンジダ症に有効である
鹿児島大学医学部・歯学部付属病院口腔外科　上川　善昭　他 … 57
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「OLP Ⅰ」　　16:00～16:50

　　　座長：山本　哲也（高知大学医学部歯科口腔外科学講座）
　　　　　　長谷川博雅（松本歯科大学口腔病理学講座）

　1A-13　当科における口腔扁平苔癬の臨床的検討
高知大学医学部歯科口腔外科学講座　中谷　倫子　他 … 58

　1A-14　口腔扁平苔癬の臨床型分類に関する検討
自治医科大学歯科口腔外科学講座　林　　宏美　他 … 59

　1A-15　口腔扁平苔癬における臨床診断と病理組織学的診断の相違例の検討
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 口腔外科　新田　哲也　他 … 60

　1A-16　口腔扁平苔癬の病理診断の実態：40年の変遷
新潟大学大学院 医歯学総合研究科口腔病理学分野

新潟大学医歯学総合病院歯科病理検査室　朔　　　敬　他 … 61

　1A-17　口腔扁平苔癬のリンパ球浸潤域とパールカン沈着：異型上皮との鑑別の試み
新潟大学医歯学総合病院歯科病理検査室　丸山　　智　他 … 62

「OLP Ⅱ」　　16:50～17:40

　　　座長：草間　幹夫（自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座）
　　　　　　朔　　　敬（新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野）

　1A-18　口腔扁平苔癬におけるケラチン17発現様式：異型上皮との鑑別
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野　山崎　　学　他 … 63

　1A-19　口腔扁平苔癬の病巣に出現する成熟型樹状細胞
日本大学歯学部病理学講座　迎　章太郎　他 … 64

　1A-20　タクロリムス軟膏を用いたびらん・潰瘍型口腔扁平苔癬の治療経験
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外科学第二教室　高橋　　元　他 … 65

　1A-21　舌扁平苔癬に対し7か月間タクロリムス軟膏使用した後扁平上皮癌が発症した一例
北海道大学大学院歯学研究科
口腔病態学講座口腔診断内科学教室　佐藤　健彦　他 … 66

　1A-22　口腔内病変を初発症状とした水疱性扁平苔癬の1例
北海道大学大学院歯学研究科
口腔病態学講座口腔診断内科学教室　村田　　翼　他 … 67
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「特別報告」　　17:40～18:00

　　　座長：山根　源之（東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座）

「口腔白板症分類」

日本口腔粘膜学会　用語・分類検討委員会　伊東　大典　他 … 68

一般演題（口演） B会場　第1大講義室　7月31日（土）　第1日目

「症例検討 Ⅰ」　　9:00～9:45

　　　座長：出雲　俊之（埼玉県立がんセンター病理科）

　1B-01　下顎腫瘍
奥羽大学 口腔病態解析制御学講座口腔病理学分野　伊東　博司　他 … 70

　1B-02　下顎骨腫瘍
新潟大学大学院 医歯学総合研究科口腔病理学分野　程　　　 　他 … 71

　1B-03　下顎骨腫瘍の1例
大分大学医学部病理学講座第一　矢田　直美　他 … 72

「症例検討 Ⅱ」　　9:45～10:30

　　　座長：賀来　　亨（北海道医療大学歯学部臨床口腔病理学講座）

　1B-04　上唇腫瘍
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野　常木　雅之　他 … 73

　1B-05　上顎肉芽腫性病変
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
医療科学専攻 生命医科学講座口腔病理学分野　藤田　修一　他 … 74

　1B-06　耳下腺病変
済生会福岡総合病院病理診断科　江原　道子　他 … 75

「アレルギー・その他」　　16:00～17:00

　　　座長：覚道　健治（大阪歯科大学口腔外科学第二講座）
　　　　　　草間　　薫（明海大学歯学部病態診断治療学講座（病理学分野））

　1B-07　化粧品による接触性口唇炎と考えられた1例
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻

顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学分野　芳澤　享子　他 … 76

　1B-08　アロプリノールにより発症したと考えられるStevens-Johnson症候群の1例
東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座　藤本　　勝　他 … 77
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　1B-09　Food Protein-Inducted Enterocolitis Syndromeが疑われた新生児口腔粘膜潰瘍の1例
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科　井原雄一郎　他 … 78

　1B-10　抗リウマチ薬（ブシラミン）により口腔粘膜潰瘍と味覚障害を生じた1例
阪本歯科医院　角田　愛美　他 … 79

　1B-11　上下顎歯肉に発症したプラズマサイトーシスの1例
大阪歯科大学口腔外科学第一講座　植埜　修司　他 … 80

　1B-12　フシジン酸ナトリウムが著効した開口部形質細胞症の1例
自治医科大学歯科口腔外科学講座　上野　泰宏　他 … 81

一般演題（口演） A会場　講堂　8月1日（日）　第2日目

「腫瘍性疾患・その他」　　13:00～13:50

　　　座長：佐々木　朗（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）
　　　　　　長塚　　仁（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病態機構学講座口腔病理病態学分野）

　2A-01　4歳児にみられた骨形成性エプーリスの1例
岩手医科大学歯学部口腔外科学講座歯科口腔外科学分野　古屋　　出　他 … 84

　2A-02　小児に生じた膿原性肉芽腫の2例ならびに当科における臨床的検討
自治医科大学歯科口腔外科学講座　山下　雅子　他 … 85

　2A-03　腫瘍性病変が疑われたnasal polypの一例
市立岸和田市民病院歯科口腔外科　紙谷　仁之　他 … 86

　2A-04　口唇に生じた歯槽骨吸収を伴う線状強皮症の1例
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科　西須　大徳　他 … 87

　2A-05　口腔悪性腫瘍との鑑別を要したパラコクシジオイデス症の1例
鶴見大学歯学部口腔外科学第一（口腔外科学）講座　藤原　久子　他 … 88

「腫瘍 Ⅰ」　　14:00～15:00

　　　座長：由良　義明（大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室）
　　　　　　岡田　憲彦（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病態診断科学分野）

　2A-06　口腔扁平上皮癌・上皮異形成におけるケラチン発現の網羅的解析
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野　坂本　　啓　他… 89

　2A-07　頭頸部扁平上皮癌におけるDkk-3蛋白発現解析
岡山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… 90

　2A-08　舌癌における腫瘍のリンパ管浸潤と頸部リンパ節転移との関連についての検討
日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座　岡田　康男　他… 91

　2A-09　千葉県市川市口腔がん早期発見システムの現状
東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理　田中　陽一　他… 92
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　2A-10　悪性化した口腔白板症38例に関する検討
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

顎顔面外科学分野　天笠　光雄　他… 93

　2A-11　口蓋導管内乳頭腫内癌腫の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… 94

「腫瘍 Ⅱ」　　15:00～15:50

　　　座長：久保田英朗（神奈川歯科大学顎顔面外科学分野）
　　　　　　谷口　邦久（福岡歯科大学病態構造学分野）

　2A-12　歯肉腫脹を契機に発見された乳児急性白血病の1例
大阪市立総合医療センター口腔外科　福地　和秀　他… 95

　2A-13　 頚部腫瘤でみつかった中咽頭癌の1例
～原発不明癌のときの検索手順～

癌研究会癌研究所病理部　佐藤由紀子　他… 96

　2A-14　口底に発生した胸膜外孤立性線維性腫瘍の1例
群馬大学大学院医学系研究科顎口腔科学分野　信澤　愛子　他… 97

　2A-15　舌対称性脂肪腫症の1例
自治医科大学歯科口腔外科学講座　加藤　領子　他… 98

　2A-16　口蓋に発生した血管平滑筋腫の一例
神奈川歯科大学顎顔面外科学講座顎顔面外科学分野　高木　　忍　他… 99

「腫瘍 Ⅲ」　　16:00～16:40

　　　座長：柴原　孝彦（東京歯科大学口腔外科学講座）
　　　　　　小宮山一雄（日本大学歯学部病理学教室）

　2A-17　顆粒細胞型エナメル上皮腫の一例
東京歯科大学病理学講座　原　　有沙　他 … 100

　2A-18　 角化嚢胞性歯原性腫瘍と正角化歯原性嚢胞における
ケラチン発現とその病態発生における役割

東京医科歯科大学顎顔面外科学分野　新垣　理宣　他 … 101

　2A-19　 サイトケラチン，Bcl-2およびBaxの発現における
正角化上皮性歯原性嚢胞と皮膚上皮との比較

大阪歯科大学口腔外科学第一講座　林　　輝嘉　他 … 102

　2A-20　両側に多発した耳下腺腫瘤の一症例
大阪大学大学院歯学研究科口腔病理　佐藤　　淳　他 … 103
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一般演題（口演） B会場　第1大講義室　8月1日（日）　第2日目

「ドライマウス」　　9:00～10:00

　　　座長：中村　誠司（九州大学大学院歯学研究院顎顔面腫瘍制御学分野）
　　　　　　仙波伊知郎（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔病理解析学分野）

　2B-01　口腔水分計を用いた口腔乾燥度の診断基準値の設定に関する臨床試験
埼玉医科大学医学部口腔外科学教室　福島　洋介　他 … 106

　2B-02　成人女性の唾液分泌量
鶴見大学歯学部附属病院ドライマウス外来

鶴見大学歯学部口腔外科学第二講座　今村　武浩　他 … 108

　2B-03　 シェーグレン症候群に伴う口腔乾燥症に対する
セビメリン塩酸塩水和物の超長期投与症例の検討

独立行政法人国立病院機構栃木病院歯科口腔外科　岩渕　博史　他 … 109

　2B-04　 シェーグレン症候群における抗セントロメア抗体の臨床的評価
－ドライマウス評価を中心に検討－

日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科全身関連臨床検査学
日本歯科大学新潟病院口腔外科
日本歯科大学新潟病院口のかわき治療外来　北川哲太郎　他 … 110

　2B-05　男性にみられたシェーグレン症候群の2例
神奈川歯科大学顎顔面外科学講座　宮崎　裕之　他 … 111

　2B-06　両側耳下腺,顎下腺,涙腺の腫脹を伴ったIgG4関連疾患（ミクリッツ病）の1症例
日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座　森　　和久　他 … 112

「白色病変・水疱症」　　10:00～11:00

　　　座長：天笠　光雄（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野）
　　　　　　伊東　博司（奥羽大学歯学部口腔病理学講座）

　2B-07　口腔白板症の切除後再発に関する臨床病理学的検討
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　栗林　悠里　他 … 113

　2B-08　 Tobacco associated oral white lesions and oral submucous fibrosis 
‒ A Nepalese Experience

Division of Oral and Maxillofacial Surgery,
B and B Hospital, Kathmandu, Nepal

Prashanta Shrestha … 114

　2B-09　ケラチン13遺伝子変異により生じた白色海綿状母斑の1例
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科　宇賀　允悠　他 … 115

　2B-10　口腔内増殖性天疱瘡が疑われた1例
静岡市立清水病院口腔外科　小池　晶彦　他 … 116
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　2B-11　ニッケルアレルギーが疑われた天疱瘡の1例
朝日大学歯学部口腔病態医療学講座口腔外科学分野　長縄　鋼亮　他 … 117

　2B-12　 口腔粘膜と皮膚に発症したp200（ラミニンγ1）と
ラミニン332を抗原とする類天疱瘡の1例

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　見立　英史　他 … 118

「症例検討 Ⅲ」　　13:00～13:45

　　　座長：田中　陽一（東京歯科大学市川総合病院臨床検査科病理検査室）

　2B-13　頚部腫瘍の1例
市立堺病院病理・研究科　原田　博史　他 … 119

　2B-14　右副咽頭腫瘍の一手術例
静岡県立静岡がんセンター病理診断科　草深　公秀　他 … 120

　2B-15　下顎歯肉腫瘍の一例
日本大学歯学部病理学教室　松本　直行　他 … 121

「症例検討 Ⅳ」　　13:45～14:45

　　　座長：草深　公秀（静岡県立静岡がんセンター病理診断科）

　2B-16　口蓋腫瘍
広島大学大学院医歯薬学総合研究科

口腔顎顔面病理病態学研究室　吉田　真希　他 … 122

　2B-17　口蓋腫瘍の1例
藤田保健衛生大学医学部病理診断科　浦野　　誠　他 … 123

　2B-18　口蓋腫瘍
岡山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 … 124

　2B-19　矯正手術時に採取された上顎骨骨内病変
大阪大学歯学部附属病院検査部
神戸市医療センター中央市民病院病理診断科　宇佐美　悠　他 … 125

「唾液腺・舌痛症」　　15:00～15:30

　　　座長：桐田　忠昭（奈良県立医科大学口腔外科学講座）
　　　　　　高田　　隆（広島大学大学院医歯薬総合研究科口腔顎顔面病理病態学研究室）

　2B-20　 ラット唾液腺におけるメラトニン合成酵素
arylalkylamine N-acetyltransferase （AANAT）の発現とその局在

鶴見大学歯学部口腔外科学第二（口腔内科学）講座　下間　雅史　他 … 126
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　2B-21　細胞外ATPはヒト唾液腺導管上皮細胞表面へのMHC classⅡの発現を誘導する
東北大学大学院歯学研究科口腔診断学分野
東北大学大学院歯学研究科口腔分子制御学分野　伊藤あゆみ　他 … 127

　2B-22　過去5年間に当科を受診した舌痛症患者の臨床的統計
獨協医科大学医学部口腔外科学講座　大久保真希　他 … 128

一般演題（示説） C会場　ピロティーホール　7月31日（土）　第1日目

ポスター討論　　17:00～18:00

「良性腫瘍」

　P-01　角化嚢胞性歯原性腫瘍の裏装上皮と臨床的関係
朝日大学口腔病態医療学講座口腔病理学分野　坂野　美栄　他 … 130

　P-02　角化嚢胞性歯原性腫瘍におけるパールカン結合因子
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野
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　長谷川真弓　他 … 131

　P-03　Dentinogenic ghost cell tumor（DGCT）におけるTenascinの発現
東京歯科大学臨床検査学研究室　松岡　海地　他 … 132

　P-04　 石灰化嚢胞性歯原性腫瘍の1症例
－Notchの免疫組織化学的検討－

松本歯科大学歯学部口腔病理学講座　中野　敬介　他 … 133

　P-05　エナメル上皮腫におけるRunx2発現
大阪大学大学院歯学研究科口腔病理学教室
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座　石田　　健　他 … 134

　P-06　 単嚢胞型エナメル上皮腫の腫瘍性性質に関する免疫組織化学的検討
̶含歯性嚢胞裏装上皮との比較検討̶

日本歯科大学新潟生命歯学部病理学講座　大窪　泰弘　他 … 135

　P-07　歯肉に乳頭状増殖を呈した下顎骨エナメル上皮腫の1例
東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座　山村　恵子　他 … 136

　P-08　MNU単回腹腔内投与によるラット臼歯部Malassez上皮遺残の動向
関西医科大学病理学第二講座　川中　彩子　他 … 137

　P-09　多形腺腫における軟骨様成分の特徴
大阪歯科大学口腔病理学講座　国分　麻佑　他 … 138

「悪性腫瘍・その他」

　P-10　Emi1 siRNAは抗癌剤によるアポトーシス誘導を促進する
広島大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面病理病態学　清水なつみ　他 … 139

　P-11　下顎歯肉に生じた紡錘細胞癌の一例
北海道大学大学院歯学研究科口腔病理病態学教室　北村　哲也　他 … 140
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　P-12　stage I/II 舌癌の後発リンパ節転移に関わる因子の検索
琉球大学大学院医学研究科医科学専攻 
機能再生医科学コース顎顔面口腔機能再建学講座　又吉　　亮　他 … 141

　P-13　口腔粘膜の上皮性異形成症および扁平上皮癌におけるHPVの検出と関連遺伝子の発現
市立岸和田市民病院歯科口腔外科
大阪歯科大学口腔外科学第一講座　辻　　　要　他 … 142

　P-14　舌痛を主訴として来院した舌腺様嚢胞がんの2例
北海道医療大学大学院歯学研究科
生体機能病態学系臨床口腔病理学分野　佐藤　　惇　他 … 143

　P-15　上顎歯肉に発生したHistiocytic sarcomaの1例
松本歯科大学口腔病理学講座　落合　隆永　他 … 144

　P-16　リウマチ性関節炎患者の口腔内に生じたMTX関連リンパ増殖症
明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野　菊池建太郎　他 … 145

「ドライマウス」

　P-17　健常青年におけるキャンディーテストと全唾液分泌量との関係
奈良県立医科大学口腔外科学講座　栗原　　都　他 … 146

　P-18　健常青年における全唾液分泌量と咬合力との関係
奈良県立医科大学口腔外科学講座　小松　祐子　他 … 147

　P-19　新潟大学医歯学総合病院「くちのかわき外来」の受診患者に関する検討
新潟大学医歯学総合病院加齢歯科診療室　船山さおり　他 … 148

「水疱症」

　P-20　口腔粘膜に発現した水疱性類天疱瘡の臨床的検討
東京医科大学口腔外科学講座　宮本　重樹　他 … 149

「OLP」

　P-21　口腔扁平苔癬における免疫応答に関する免疫組織化学的検討
大阪大学大学院歯学研究科口腔病理学教室　大下　康子　他 … 150

「カンジダ症」

　P-22　口腔内の疼痛を主訴として来院した患者に対する抗真菌剤の有効性・安全性に関する検討
山梨大学大学院医学工学総合研究部

歯科口腔外科学講座　原田　　清　他 … 151

　P-23　義歯使用者における口腔内カンジダ菌種の変化
北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座

口腔診断内科学教室　後藤　　隼　他 … 152
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　P-24　口腔カンジダ症患者への抗真菌薬投与による自覚症状改善に関する臨床的検討　－第2報－
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　渡邊　佳衣　他 … 153

「歯周病」

　P-25　 ラット実験的歯周炎におけるニコチンレセプターが
歯周組織の破壊および炎症性サイトカインに与える影響

第四軍医大学小児歯科学講座　劉　　潁鳳　他 … 154

　P-26　 歯周炎と全身疾患の関係についての実験病理学的研究
―持続的LPS投与が全身に及ぼす影響―

広島大学大学院医歯薬学総合研究科
口腔顎顔面病理病態学研究室　古庄　寿子　他 … 155

　P-27　歯周病菌代謝産物Butyrateによるβディフェンシンの発現変化
北海道医療大学生体機能病態学系臨床口腔病理学分野　山﨑　真美　他 … 156

「症例」

　P-28　頬粘膜に生じたBenign fibrous histiocytomaの一例
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

口腔病理解析学分野　親里　嘉貴　他 … 157

　P-29　穿刺吸引細胞診にて推定し得た口底部神経鞘腫の1例
東京歯科大学病理学講座　村松　　敬　他 … 158

　P-30　横紋筋侵入を伴う顆粒細胞腫の免疫組織学的検討
福岡歯科大学生体構造学講座病態構造学分野　岩橋　輝明　他 … 159

　P-31　舌背に多発性腫瘤を呈した多発性骨髄腫患者のアミロイドーシスの1例
自治医科大学歯科口腔外科学講座　井岡　友梨　他 … 160

　P-32　歯肉の増殖を主症状としたIgG 関連硬化性疾患の1例
北海道医療大学大学院歯学研究科
生体機能病態学系臨床口腔病理学分野　畠山　翔太　他 … 161

　P-33　顎関節に生じた偽痛風の1例
九州歯科大学健康促進科学専攻生命科学講座

口腔病態病理学分野　石川　文隆　他 … 162

　P-34　口内炎を契機に診断された後天性血友病の1例
本島総合病院歯科口腔外科
獨協医科大学口腔外科学講座　加藤　洋史　他 … 163
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「その他」

　P-35　 マラッセ上皮遺残細胞の歯根膜細胞への影響
－共培養実験による知見－

東京歯科大学口腔科学研究センターhrc7、
臨床検査学研究室　松坂　賢一　他 … 164

　P-36　噛むことはラット唾液腺においてストレスで誘導されたBDNFを増加させる
神奈川歯科大学成長発達歯科学講座歯科矯正学分野　猿田　樹理　他 … 165

　P-37　口腔病理学教育におけるWebプレゼンテーションシステムの開発と活用
愛知学院大学歯学部口腔病理学講座　吉田　和加　他 … 166

ランチョンセミナー

ランチョンセミナーⅠ B会場　第1大講義室　7月31日（土）　12:00～13:00

　　　座長：阪井丘芳（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室）

「ドライマウスから考える全身の抗加齢医学」

鶴見大学歯学部附属病院　病院長　斎藤　一郎 … 169

ランチョンセミナーⅡ B会場　第1大講義室　8月1日（日）　12:00～13:00

　　　座長：西川哲成（大阪歯科大学口腔病理学講座）

「口腔粘膜疾患に対する漢方治療」

大阪歯科大学歯科医学教育開発室　教授　王　　宝禮 … 171
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