
登録番号 カテゴリー 演題名

10016 悪性腫瘍　臨床統計 当センターにおける口腔扁平上皮癌手術不能症例に対する治療の現状

10042 悪性腫瘍　臨床統計
局所進行口腔癌に対して導入動注化学療法を行った場合の再発転移についての

検討

10047 悪性腫瘍　臨床統計 周術期口腔がん患者におけるEQ-5D-5Lの経時的変化について

10057 悪性腫瘍　臨床統計 高齢口腔がん患者において手術選択に影響を及ぼす因子は？

10126 悪性腫瘍　臨床統計
多施設後ろ向き試験による舌癌における手術断端近接症例の検討-Japan Oral

Oncology Group(JOOG) study-

10128 悪性腫瘍　臨床統計 口腔癌患者における上部消化管重複癌の臨床的検討

10133 悪性腫瘍　臨床統計 蛍光観察による早期下顎歯肉癌の治療戦略

10135 悪性腫瘍　臨床統計 高齢口腔癌患者に対する手術適応についての検討

10136 悪性腫瘍　臨床統計 口腔癌治療後のQOLに関する検討

10137 悪性腫瘍　臨床統計
当科における過去５年間の口腔扁平上皮癌の治療成績に関する臨床統計学的検

討

10142 悪性腫瘍　臨床統計 舌の口腔潜在的悪性疾患と口腔がんの細菌叢解析

10155 悪性腫瘍　臨床統計 口腔扁平上皮癌1次手術後のサーベイランスに関する後方視的検討

10161 悪性腫瘍　臨床統計 当科における舌扁平上皮癌の治療成績に関する臨床病理学的検討

10167 悪性腫瘍　臨床統計 口腔癌患者予後予測における頸部骨格筋断面積評価の有用性の検討

10168 悪性腫瘍　臨床統計 口腔癌患者における手術部位感染のリスク評価に頸部筋肉評価は有用である

10169 悪性腫瘍　臨床統計 当科における過去20年間の口腔悪性腫瘍患者の臨床的検討

10174 悪性腫瘍　臨床統計 過去20年間に外科療法を施行したcN0舌扁平上皮癌の治療成績

10178 悪性腫瘍　臨床統計 口腔扁平上皮癌亜型の臨床病理学的検討

10183 悪性腫瘍　臨床統計 シェーグレン症候群を背景に悪性リンパ腫を発症した症例についての検討

10187 悪性腫瘍　臨床統計 舌亜全摘および遊離皮弁による即時再建症例の経口摂取に関する検討

10188 悪性腫瘍　臨床統計 当科における口唇癌の臨床的検討

10189 悪性腫瘍　臨床統計
下顎歯肉扁平上皮癌の病理組織学的因子および画像診断学的因子を用いた顎骨
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登録番号 カテゴリー 演題名

10190 悪性腫瘍　臨床統計 口腔癌切除後の粘膜欠損に対する頬脂肪体移植の臨床的検討

10191 悪性腫瘍　臨床統計 宮崎県における超高齢口腔扁平上皮癌（OSCC）患者に対する予後の検討

10192 悪性腫瘍　臨床統計
東京歯科大学水道橋病院における早期舌癌に対する予防的頸部郭清術について

の臨床的検討

10203 悪性腫瘍　臨床統計 口腔癌頸部リンパ節転移節外浸潤の進展に関する免疫組織学的検討

10204 悪性腫瘍　臨床統計 精神障害を有した口腔癌患者の臨床的検討

10205 悪性腫瘍　臨床統計 口腔扁平上皮癌の切除標本を用いた術中迅速病理診断の有用性

10207 悪性腫瘍　臨床統計 予防的頸部郭清術の適応を再考する

10210 悪性腫瘍　臨床統計 最近１５年間での当科における舌癌に対する臨床的統計

10223 悪性腫瘍　臨床統計 当科における顎口腔領域への転移性腫瘍についての臨床的検討

10227 悪性腫瘍　臨床統計 再建をともなう手術を受けた口腔癌患者の社会復帰に関する検討

10228 悪性腫瘍　臨床統計 AYA世代の口腔癌患者に関する検討

10231 悪性腫瘍　臨床統計 両側性に発症した舌・口底癌の臨床的検討

10239 悪性腫瘍　臨床統計 口腔扁平上皮癌におけるマージンと原発巣再発との関係性

10243 悪性腫瘍　臨床統計 大阪府松原市における口腔がん集団検診（第一報）

10247 悪性腫瘍　臨床統計 再建をともなう手術を受けた口腔癌患者のQOLに関する検討

10248 悪性腫瘍　臨床統計 頸部郭清術を同時に行った口腔扁平上皮癌患者における手術部位感染の検討

10249 悪性腫瘍　臨床統計 転移性口腔腫瘍の臨床的検討

10269 悪性腫瘍　臨床統計 蛍光観察装置を用いた上皮性異形成検出能の検討

10272 悪性腫瘍　臨床統計 口腔扁平上皮癌におけるintermediate risk症例の臨床的検討

10026 悪性腫瘍　手術 舌癌の多発性頸部リンパ節転移治療後に肺の癌性リンパ管症を発症した1例

10035 悪性腫瘍　手術
遊離肩甲骨皮弁を用いた下顎骨再建術における血管損傷予防のためのSurgical

guide作成方法

10052 悪性腫瘍　手術
骨髄異形成症をもつ患者の術後頸部難治性創部に対し陰圧閉鎖療法を応用した

１例

10148 悪性腫瘍　手術 心転移を認めた左側舌癌の1例



登録番号 カテゴリー 演題名

10149 悪性腫瘍　手術 DOI 10mm超の舌癌切除後の縫合閉鎖症例

10186 悪性腫瘍　手術 下顎悪性腫瘍切除・遊離皮弁即時再建を適応したパーキンソン病患者の2例

10197 悪性腫瘍　手術 心転移を来したと考えられた下顎歯肉癌の1例

10198 悪性腫瘍　手術 顔面皮膚再建を行った局所進行口腔癌症例

10212 悪性腫瘍　手術 口腔がん切除後に生じた皮膚潰瘍、瘻孔に対する局所陰圧閉鎖療法の有用性

10226 悪性腫瘍　手術
下顎骨区域切除術後の再建プレート破折に対してレジンフレーム法を応用しプ

レート置換術を施行した1例

10244 悪性腫瘍　手術
高齢者の下顎歯肉癌に対してTruMatch Reconstructionシステムを用いて再建を

行った1例

10252 悪性腫瘍　手術 皮弁再建部に2度の再発をきたした口腔癌の1例

10254 悪性腫瘍　手術 VSPにより手術時間を短縮できた下顎骨再建症例

10259 悪性腫瘍　手術 下顎骨に発生したエナメル上皮癌の1例

10267 悪性腫瘍　手術 外側舌リンパ節転移を認めた舌癌の１例

10152 悪性腫瘍　薬物療法 上顎骨に生じた脱分化型傍骨性骨肉腫の一例

10165 悪性腫瘍　薬物療法 当科における再発・転移口腔癌に対しPembrolizumabを用いた症例

10172 悪性腫瘍　薬物療法 Cetuximab療法前後にNivolumab投与を行なった再発・転移口腔癌症例の検討

10176 悪性腫瘍　薬物療法 当科におけるセツキシマブ＋パクリタキセル併用療法の臨床的検討

10182 悪性腫瘍　薬物療法
再発または遠隔転移を有する口腔癌におけるニボルマブの安全性と有効性に関

する多施設共同研究

10211 悪性腫瘍　薬物療法
ヒト口腔扁平上皮がん細胞に対するドセタキセルとマイルドハイパーサーミア

の併用効果

10233 悪性腫瘍　薬物療法 口腔がんに対するPembrolizumab投与後に重篤なirAEを生じた2例

10256 悪性腫瘍　薬物療法 CD-DST法におけるPTX至適接触濃度設定とPaclitaxel + Cetuximab効果予測

10257 悪性腫瘍　薬物療法 当科における口腔癌免疫チェックポイント阻害薬後療法の臨床的検討

10264 悪性腫瘍　薬物療法 Paclitaxel,Cetuximabを含む化学療法により重篤な間質性肺炎を発症した2例

10270 悪性腫瘍　薬物療法
口腔扁平上皮癌に対する術前S-1単独化学療法の有効性・有益性に関する検討－

特に痛みに対する効果の検討－

10037
悪性腫瘍

化学放射線療法
肺転移を伴う口蓋腺様嚢胞癌に対してCetuximab併用放射線療法を施行した1例



登録番号 カテゴリー 演題名

10200
悪性腫瘍

化学放射線療法

後頭動脈に２本のカテーテルを留置し逆行性選択的動注化学放射線療法による

治療を行った下顎歯肉癌の１例

10222
悪性腫瘍

化学放射線療法
進行口底癌に対する逆行性超選択的動注化学放射線療法

10238
悪性腫瘍

化学放射線療法
口腔がんの再発症例に対するRT/CRT施行例での予後についての後方視的検討

10039 悪性腫瘍　画像
口腔がん術前PET/CT における頸部リンパ節および原発巣のSUV-max比と予後

に関する検討

10146 悪性腫瘍　画像
FDG-PETテクスチャ解析を用いた口腔扁平上皮癌に対する導入化学療法の治療

効果予測

10202 悪性腫瘍　画像
セツキシマブ投与患者におけるPETテクスチャ解析を用いた治療効果予測に関

する検討

10234 悪性腫瘍　画像 口腔癌術後に局所再発が疑われた放線菌症の画像診断学的検討

10268 悪性腫瘍　画像 下顎骨内に発生した成人T細胞白血病・リンパ腫の１例

10061 悪性腫瘍　病理 歯科インプラント周囲から発症して口腔尋常性天疱瘡を伴った下顎孔道癌の1例

10069 悪性腫瘍　病理 口腔扁平上皮癌における浸潤深さ(DOI)と細胞間橋の関連について

10070 悪性腫瘍　病理
同時性口腔・大腸癌における生活習慣とp53およびGLUT1の発現の関連性につ

いての検討

10081 悪性腫瘍　病理 口底に発生した乳頭状扁平上皮癌の1例

10121 悪性腫瘍　病理 上顎に生じたエナメル上皮癌の１例

10132 悪性腫瘍　病理 硬口蓋に生じた筋上皮癌の1例

10140 悪性腫瘍　病理 口腔に発生した腺扁平上皮癌の３例

10141 悪性腫瘍　病理 紡錘細胞癌を伴った頬粘膜扁平上皮癌の1例

10153 悪性腫瘍　病理 舌に発生した粘表皮癌の1例

10166 悪性腫瘍　病理 口蓋に生じた多形腺腫由来唾液腺導管癌の稀な１例

10171 悪性腫瘍　病理
下顎骨に発生した周辺性象牙質形成性幻影細胞腫由来の幻影細胞性歯原性癌の1

例

10175 悪性腫瘍　病理 口底に生じたリンパ節転移を伴った低悪性度粘表皮癌の1例

10181 悪性腫瘍　病理 口腔再建後の移植皮膚に発生した悪性腫瘍の1例と症例集積解析

10196 悪性腫瘍　病理 皮膚付属器癌を疑う病理組織学的所見を認めた下口唇癌の一症例

10215 悪性腫瘍　病理
口腔扁平上皮癌における抗FGFR3抗体強陽性および抗Ki-67抗体強陽性群の臨床

病理的意義についての検討



登録番号 カテゴリー 演題名

10218 悪性腫瘍　病理 上顎骨に発症した幻影細胞性歯原性癌の1例

10219 悪性腫瘍　病理 15年後に頸部転移を認めた腺様嚢胞癌の1例

10220 悪性腫瘍　病理 左軟口蓋原発口腔内基底細胞癌(intraoral basal cell carcinoma: IOBCC)の一例

10225 悪性腫瘍　病理 MASK-R CNNを用いた口腔細胞診におけるClass識別に関する研究

10240 悪性腫瘍　病理 血液透析患者の舌アミロイドーシスから多発性骨髄腫の診断に至った一例

10242 悪性腫瘍　病理
腫瘍の簇出は口腔扁平上皮癌において頸部リンパ節転移および上皮間葉転換と

関連する

10245 悪性腫瘍　病理 下顎埋伏智歯抜歯時に発見された腺様嚢胞癌の1例

10258 悪性腫瘍　病理 下顎に両側性に生じた骨肉腫と線維性骨病変の１例

10261 悪性腫瘍　病理 下顎歯肉への単独転移から判明した大腸癌患者の一例

10274 悪性腫瘍　病理 頚部リンパ節転移を来した上唇原発脱分化型腺様嚢胞癌の1例

10164
悪性腫瘍

緩和ケア・リハビリ
中咽頭癌切除に伴う鼻咽腔閉鎖機能不全に口腔内装置を適用し改善を得た１例

10170
悪性腫瘍

緩和ケア・リハビリ
椎間孔より脊柱管内に進展し下肢麻痺を呈した舌癌多発転移の1例

10199
悪性腫瘍

緩和ケア・リハビリ

上顎歯肉癌術後に開口障害を有した患者に対し分割顎義歯を作製して機能回復

を行った１例

10221
悪性腫瘍

緩和ケア・リハビリ

上顎部分切除後の顎義歯による美容的顔貌回復－非接触型三次元表面形状装置

による解析－

10230
悪性腫瘍

緩和ケア・リハビリ
下顎復位装置の使用により咀嚼機能が改善した1例

10246
悪性腫瘍

緩和ケア・リハビリ
ノズル式経口摂取ボトルによる直接訓練を行った口腔癌症例の検討

10049 悪性腫瘍　基礎
口腔癌間質細胞によるCCL2-CCR2 axisを介した骨髄由来免疫抑制細胞の動員へ

の関与

10095 悪性腫瘍　基礎 構造変異型p53とのinteractionを介したHSP40/DNAJA1の癌転移促進機構

10150 悪性腫瘍　基礎 EGFR過剰発現唾液腺癌に対する抗体小分子を用いた光免疫療法

10173 悪性腫瘍　基礎
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

10206 悪性腫瘍　基礎 癌薬物療法により口腔癌組織の腫瘍微小環境では構造変化が誘導される

10209 悪性腫瘍　基礎
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～

10213 悪性腫瘍　基礎
全エクソーム解析によるがん遺伝子変異と臨床効果との関連性が示唆された舌

癌の1例



登録番号 カテゴリー 演題名

10232 悪性腫瘍　基礎 口腔化学発癌モデルを用いた癌関連線維芽細胞の解析

10236 悪性腫瘍　基礎 トランスクリプトーム解析による口腔癌転移関連経路・分子の予測

10237 悪性腫瘍　基礎
口腔扁平上皮癌細胞株におけるNF-κB抑制によるPTX+Cmab抗腫瘍効果増強に

関する検討

10255 悪性腫瘍　基礎 PTEN活性化によるPaclitaxel＋Cetuximab併用効果増強メカニズムの検討

10138 周術期管理 当院における周術期口腔機能管理の現状と課題

10139 周術期管理
診断精査中に妊娠が発覚したAYA（Adolescent and Young Adult）世代舌癌患者

の治療経験

10143 周術期管理 抗血小板薬内服継続下での頸部郭清術に関する臨床的検討

10145 周術期管理
弓部大動脈人工血管置換術後に頸部郭清術と血管柄付き遊離組織移植を施行し

た口腔癌の１例

10151 周術期管理
ミコナゾール口腔付着錠による口腔・中咽頭癌放射線治療時の口腔カンジダ症

予防

10154 周術期管理
口腔癌動注化学放射線療法による好中球減少予防に対するペグフィルグラスチ

ム（ジーラスタ）の使用経験について

10180 周術期管理
頭頚部化学放射線療法患者における口腔粘膜障害が周術期栄養状態に与える影

響

10185 周術期管理 当院精神科病院における口腔内検診の検討

10193 周術期管理
舌がんの誘因として疑われた歯列不正に対して舌部分切除後に外科的矯正治療

を行った1例

10195 周術期管理 口腔癌の入院加療中に介護保険申請が必要となった患者の検討

10201 周術期管理 FDG-PETを用いた周術期口腔機能管理患者における歯性炎症増悪リスクの検討

10253 周術期管理 群馬大学病院歯科口腔顎顔面外科における急変時シミュレーションの実施

10262 周術期管理 遊離皮弁再建術を伴う口腔癌手術のSSIにおける検出菌の検討

10275 周術期管理 当院患者サポートセンターにおける手術予定患者への周術期口腔機能管理

10156 良性腫瘍 術前の各種検査で脂肪腫と診断された顎下部類皮嚢胞の1例

10157 良性腫瘍 多数の過剰歯と集合型歯牙腫を同時に認めた1例

10177 良性腫瘍 下顎骨前歯部にエナメル上皮線維腫と歯牙腫が併発した1例

10194 良性腫瘍 外向性発育を呈した顎骨内海綿状血管腫の1例

10208 良性腫瘍 脂肪肉腫が疑われた脂肪腫の１例
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10241 良性腫瘍 急速に増大した膿原性肉芽腫の１例

10260 良性腫瘍 下顎骨に発生した孤立性神経線維腫の1例と症例集積解析

10263 良性腫瘍 小児の舌に発生した過誤腫の１例

10271 良性腫瘍 口腔内に発生した疣贅型黄色腫の病理組織的検討


