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の姓
筆頭著者

の名 1.筆頭著者の所属機関名
P-1 理学療法 症例報告 治療 顎関節症に対して理学療法士が包括的理学療法を実施した一症例 瓜谷 大輔 畿央大学　健康科学部　理学療法学科
P-2 症例報告 治療 他の身体的訴えに「めまい」を有する顎関節症症例にトリガーポイント・マッサージ療法を応用した一例 原 節宏 日本歯科大学附属病院　顎関節症診療センター
P-3 臨床的研究 治療 顎関節部の疼痛に対するトリガーポイント・マッサージ療法の治療効果 原 節宏 日本歯科大学附属病院　顎関節症診療センター

P-4 臨床的研究 統計
復位を伴わない顎関節円板転位でパンピング療法を行った症例に対する開口練習の併用効果
−臨床症状の再燃率についてー 稲原 英恵

東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座顎顔面外科学分野

P-5 症例報告 顎関節内障 顎関節症即時再ロック症例と顎関節症３型新分類の提案 高橋 雅幸 防衛医科大学校　歯科口腔外科

P-6 スプリント 症例報告 治療
顎関節鏡視下剥離授動術術後に開咬を呈した症例に対し保存的治療法を行った1例
ーIndirect Bonded Splint(IBS)顎間牽引療法　第3法 清水 幹雄

愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座

P-7 症例報告 治療 Indirect Bonded Splint (IBS)応用顎間牽引療法を施行した開咬を伴う顎関節症２例における咬合状態の経時的変化 石黒 とも子 愛知学院大学　歯学部　冠・橋義歯学講座
P-8 臨床的研究 スプリント 若年者の顎関節症4型に対するスプリント療法の検討 内田 貴之 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座
P-9 臨床的研究 スプリント オクルーザルスプリントの装着が下顎頭と関節円板の位置に及ぼす影響 長谷川 陽子 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座
P-10 症例報告 咬合 口腔内装置の長期使用で咬合変化を認めた睡眠時無呼吸症候群患者の1例 高田 佳之 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

P-11 Clinical
Masticatory
Muscle

A novel vibratory stimulation-based occlusal splint for management of chronic myofascial pain
- a preliminary crossover study Emilio S HARA

Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
. Oral Rehabilitation and Regenerative Medicine

P-12 Clinical
TMJ Internal
Derangement Clinical study of conservative treatment for temporomandibular disorders with anterior disc displacement without reduction Gi-Cheol Lee

Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery, Soonchunhyang University Bucheon Hospital

P-13 症例報告 顎運動 症例報告：咬合治療における習慣性閉口運動の評価 平林 里大 鶴見大学　歯学部　歯科補綴学第二講座
P-14 外科療法 臨床的研究 治療 顎関節クローズド・ロック患者に対する加圧関節洗浄・強制開口療法の効果と関節病態との関係 由良 晋也 市立砺波総合病院　歯科口腔外科
P-15 臨床的研究 治療 関節洗浄療法で関節痛が緩解しなかった症例の臨床的検討 本田 公亮 兵庫医科大学　医学部　歯科口腔外科学講座
P-16 症例報告 治療 外傷性顎関節強直症に対し口内法による顎関節授動術を行った1例 室井 悠里 大阪歯科大学　口腔外科学第二講座
P-17 症例報告 治療 ホロニーウム・ヤグレーザーを用いた顎関節鏡視下手術　第1報:：術後1年までの経過 小木曽 亮 愛知学院大学　歯学部　歯学科　顎口腔外科学講座
P-18 症例報告 治療 急性顎関節炎症状にて関節滑液貯留と円板断裂を伴った症例に対して消炎後、円板切除術を行った１例 村上 賢一郎 赤穂市民病院　歯科口腔外科

P-19 Clinical
TMJ Internal
Derangement Long-term evaluation of reconstructed mandibular condyle with fibular free flap Han-Wool Choung

Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Seoul National University

P-20 Clinical
TMJ Internal
Derangement TMJ pseudo-ankylosis lasting for 23 years and surgical treatment: a case report Jee-Ho Lee

Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, College of Medicine, University of Ulsan,
Asan medical center

P-21
滑膜性骨
軟骨腫症 症例報告 顎関節内障 顎関節腔洗浄液内に多数の微細な軟骨組織の混在が認められた顎関節症の一例 青村 知幸

岩手医科大学　歯学部　口腔外科学講座顎口腔外科学分野

P-22 症例報告 顎関節内障 17年間にMRI T2強調画像の変化のみられた顎関節滑膜軟骨腫症の1例 森 悠衣 大阪歯科大学　口腔外科学第2講座
P-23 臨床的研究 顎関節内障 顎関節滑膜軟骨腫症のMRI T2強調画像のピクセル値について 森 悠衣 大阪歯科大学　口腔外科学第2講座
P-24 臨床的研究 調査 顎関節滑膜性骨軟骨腫症の臨床的観察 窪 寛仁 大阪歯科大学　口腔外科学第二講座
P-25 症例報告 画像診断 MR画像で継時的変化を観察した顎関節滑膜性軟骨腫症の１例 榎本 明史 近畿大学医学部附属病院　歯科口腔外科

P-26 OA,その他 Case Study
TMJ Internal
Derangement A case report of SAPHO syndrome affecting TMJ with absorptive change of condylar head Sara Sultana

2nd Department of Oral and Maxillofacial Surgery ,Niigata University ,Niigata,Japan

P-27 Case Study
TMJ Internal
Derangement Clinical study of idiopathic condylar resorption S.Y. Lee

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Section of dentistry,
Seoul National University Bundang Hospital

P-28 症例報告 治療 関節結節過形成により顎関節機能障害を認めた顔面非対称症例の一例 林 央子 東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　顎顔面外科
P-29 症例報告 画像診断 過形成性骨関節症と思われた２症例 竹之下 康治 九州大学 大学院　歯学研究院　口腔顎顔面外科学分野
P-30 症例報告 画像診断 咀嚼筋腱腱膜過形成症における手術1年後の咬筋腱膜および筋突起の変化 中本 紀道 埼玉医科大学　医学部　口腔外科学教室
P-31 臨床的研究 調査 咀嚼筋腱・腱膜過形成症における術後の開口域の推移について 高師 則行 北海道大学　大学院歯学研究科　口腔病態学講座　口腔顎顔面外科教室
P-32 症例報告 症例報告 咀嚼筋 蝶形骨洞炎により顎関節症状を発症した小児の１例 山田 龍男 大阪赤十字病院　歯科口腔外科
P-33 症例報告 診断 口腔顔面痛により発見された頭蓋内腫瘍の３例 鹿嶋 光司 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
P-34 症例報告 診断 顎関節症状を契機に発見，診断に苦慮した膵尾部癌の１例 杉山 昌彦 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
P-35 症例報告 診断 顎関節に発生した色素性絨毛結節性滑膜炎の１例 岡田 和樹 北海道大学病院　高次口腔医療センター
P-36 臨床研究1 臨床的研究 治療 日中クレンチングを意識化するための患者教育と単純スプリントの装着が行動変容に及ぼす効果 渡邊 友希 昭和大学　歯学部　歯科医学教育推進室，顎関節症科
P-37 臨床的研究 調査 顎関節症における就労環境の影響 西山 暁 東京医科歯科大学大学院医 顎関節咬合学分野
P-38 臨床的研究 調査 就労者における顎関節症状の調査 澁谷 智明 日立横浜病院　横浜診療所 歯科
P-39 臨床的研究 調査 顎関節症の病態と寄与因子の国際比較　−中国・日本の顎関節症患者について− 羽毛田 匡 羽毛田歯科医院
P-40 臨床的研究 統計 顎関節症の寄与因子の検討—特に情動ストレスとの関係 内田 昌範 大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座
P-41 症例報告 調査 医療面接における患者のMW分類とGHQ60およびQOL26の統計学的検討 小林 剛 神奈川歯科大学顎　口腔機能修復科学講座
P-42 臨床研究2 臨床的研究 調査 顎関節症患者に対する1・2次治療無効症例の臨床的検討 服部 雄紀 市立伊勢総合病院　歯科口腔外科

P-43 臨床的研究 統計
顎関節痛と開口障害を有する非復位性顎関節円板転位症例に対する消炎鎮痛薬の効果
—継続投与と頓服投与との比較— 田島 毅士

愛知学院大学　歯学部　顎口腔外科学講座

P-44 臨床的研究 統計
若年性顎関節症の臨床的検討若年性顎関節症の臨床的検討
—円板動態異常の発現頻度に関する成人例との比較検討— 山口 健一

鶴見大学　歯学部　口腔外科学第二(口腔内科学)講座

P-45 臨床的研究 調査 顎関節症患者の長期経過に関する調査 島田 淳 医療法人社団グリーンデンタルクリニック
P-46 臨床的研究 調査 顎変形症に対する顎矯正手術が顎関節症状に及ぼす影響 富樫 正樹 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
P-47 臨床研究3 臨床的研究 調査 開業歯科口腔外科における顎関節症患者の受診動向に関する実態調査 堤 王宏 医療法人　渡辺歯科口腔外科
P-48 臨床的研究 調査 徳島大学病院における長期受診顎関節症患者に関する後ろ向き研究 竹内 久裕 徳島大学病院　歯科
P-49 臨床的研究 調査 朝日大学歯学部附属病院における顎関節症患者の実態調査 −臨床統計− 長谷川 信乃 朝日大学　歯学部　口腔構造機能発育学講座　小児歯科学分野
P-50 症例報告 治療 小児顎関節症患者の治療経験から 高階 博文 みどり小児歯科
P-51 臨床研究4 臨床的研究 調査 喫煙が顎関節症に及ぼす影響について　　−男女差について− 倉木 美穂 奈良県立医科大学　口腔外科学講座
P-52 臨床的研究 調査 8020達成者の顎関節症状と現在歯との関連について 茂木 悦子 東京歯科大学　歯科矯正学講座
P-53 基礎的研究 診断 Salivary human herpes virus levels in healthy general populations. 正司 喜信 School of Dentistry, International Medical University
P-54 機能，生理 臨床的研究 顎運動 咀嚼運動と身体運動における脳血流の変化 志賀 博 日本歯科大学　生命歯学部　歯科補綴学第1講座
P-55 臨床的研究 筋電図 小型軽量の睡眠中の生体現象記録分析システムの開発 横山 正起 日本歯科大学　生命歯学部　歯科補綴学第1講座
P-56 臨床的研究 筋電図 日中のクレンチングに関する患者の自覚の信頼性について 田邉 憲昌 岩手医科大学　歯学部　歯科補綴学講座　冠橋義歯補綴学分野
P-57 臨床的研究 筋電図 口腔内アプライアンス応用によるブラキシズム長期抑制効果の検討 松井 孝介 朝日大学　歯学部　口腔機能修復学講座　歯科補綴学分野
P-58 臨床的研究 筋電図 外耳道内音による外側翼突筋筋活動評価の試行 川上 滋央 岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科　咬合・有床義歯補綴学分野
P-59 臨床的研究 筋電図 自宅睡眠時におけるRhythmic Masticatory Muscle Activity(RMMA)の発現状況 -ガム咀嚼との比較- 松田 慎平 北海道大学　大学院歯学研究科　顎咬合学教室
P-60 臨床的研究 診断 TCH測定システムを用いた顎関節症患者におけるTCHの客観的評価 船登 雅彦 昭和大学　歯学部　歯科補綴学教室
P-61 画像診断 症例報告 画像診断 FLAIR法MR画像が診断に有効であった顎関節部嚢胞性病変の一例 井本 研一 東京歯科大学　歯科放射線学講座
P-62 症例報告 診断 歯科用コーンビームCT検査が有効であった関節突起骨折の2例 亀岡 重雄 日本大学歯学部歯科放射線学教室
P-63 臨床的研究 画像診断 顎関節内障に対するDigital Subtractionと顎関節腔造影CT撮影による臨床効果に関する検討 小川 隆 東京医科大学八王子医療センター口腔外科
P-64 臨床的研究 画像診断 顎変形症における非復位性関節円板前方転位の発現状況について 大井 一浩 北海道大学大学院歯学研究科　口腔病態学講座　口腔顎顔面外科学
P-65 解剖 基礎的研究 解剖 顎関節の形態学的研究 中井 光義 札幌医科大学医学部口腔外科学講座
P-66 基礎的研究 解剖 外側翼突筋の解剖学的形態とその変異 安倍 聖人 札幌医科大学医学部口腔外科学講座
P-67 基礎的研究 解剖 老年性骨粗鬆症モデルである老化促進マウス（SAMP6）の下顎頭における骨および軟骨の加齢的変化 大郷 友規 福岡歯科大学　咬合修復学講座　冠橋義歯学分野



一般演題ポスター

演題番号 演題分類区分 演題内容区分 抄録タイトル
筆頭著者

の姓
筆頭著者

の名 1.筆頭著者の所属機関名
P-68 基礎的研究 咀嚼筋 咀嚼筋腱腱膜過形成症患者の電子顕微鏡による筋腱周囲組織微細構造の解析 堀 直子 埼玉医科大学　医学部　口腔外科学教室
P-69 基礎的研究 解剖 生後マウス下顎頭軟骨の形態形成におけるIndian Hedgehogの役割 渋川 義宏 東京歯科大学　歯周病学講座
P-70 基礎、生化 基礎的研究 病理 ウサギ変形性顎関節症モデルにおける免疫組織学的検討 山田 宗宏 金沢大学大学院　医学系研究科　歯科口腔外科
P-71 基礎的研究 生化 過度な機械的刺激による下顎頭軟骨の変性、破壊機序 神谷 貴志 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　歯科矯正学分野
P-72 基礎的研究 生化 滑膜細胞への直接的機械的刺激は炎症性サイトカイン、破骨細胞誘導因子を発現させ関節破壊に影響する 一宮 久之 九州歯科大学　口腔顎顔面外科学講座　形態機能再建学分野
P-73 基礎的研究 顎関節内障 機械的伸展刺激が誘導する滑膜細胞での炎症性反応について 高尾 真暢 九州歯科大学口腔顎顔面外科学講座病態制御学分野
P-74 基礎的研究 生化 IL-1β誘発滑膜炎におけるM-CSF発現 伊藤 耕 日本大学　松戸歯学部　顎顔面外科学講座
P-75 基礎的研究 生化 低分子量ヒアルロン酸によるADAMTS4の発現、機能増強作用 三次 翔 九州歯科大学　口腔顎顔面外科学講座　形態機能再建学分野
P-76 基礎的研究 生化 CD44受容体を介したヒアルロン酸によるPRG4の発現調節 光吉 智美 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　歯科矯正学分野
P-77 臨床、生化 Clinical Synovial Fluid Proinflammatory cytokine concentration change of the synovial fluid of TMD patients Hyung-Mo Kim Department of Dentistry, School of Medicine, Ajou University

P-78 Clinical
TMJ Internal
Derangement The retrospective study of Hyaluronic Acid injection for temporomandibular disorder Ji-Hoon Yeom

Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, College of Medicine, Korea University
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