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研究業績 (平成 26 年度) 
 

学会発表 

 

2014/4/12-13 

World Congress of Ultrasonic Piezoelectric Bone Surgery 2014 (WCUPS 2104) 

(Makuhari, Chiba, Japan) 

Takahashi T 

Current trends in bone surgery using piezoelectric devices for less invasive oral and 

maxillofacial surgery (Symposium) 

 

2014/4/19-20 

The 26th Asian Oral Implant Academy 

第 26 回アジア口腔インプラント学会 (東京) 

Takahashi T  

Use of titanium mesh for alveolar ridge augmentation: its indications and 

limitations (Symposium) 

 

2014/04/24-26 

The 55th Congress of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 

(Busan, South-Korea) 

Yamauchi K, Tanaka K, Nogami S, Takahashi T. 

The effect of decortication for periosteal expansion osteogenesis using shape 

memory alloy mesh device 

 

2014/04/24-26 

The 55th Congress of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 

(Busan, South-Korea) 

Nogami S, Yamauchi K, Tanaka K, Wakabayashi N, Hirayama B, Kataoka Y, 

Yokota S, Takahashi T.  

Application of polyglycolic acid sheet and fibrin glue spray for repair a mucosal 

defect 

 

2014/05/2 

The 6th International Research Day (高雄, 台湾) 

川井 忠 
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Bone regeneration by octacalcium phosphate (OCP) and collagen composite 

(OCP/Collagen) (Invited speaker) 

 

2014/05/7-9   

第68回 NPO法人日本口腔科学会学術集会（東京） 

松井桂子，鎌倉慎治，川井 忠，江副祐史，田沼裕志，鈴木 治，越後成志，高橋 哲 

リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体の適正規格の検討 

 

2014/5/7-9 

第68回 NPO法人日本口腔科学会学術集会（東京） 

纐纈 衆, 栗原 淳, 橋本 亘, 樋口景介, 枝松 洋, 北村 淳, 熊本裕行, 高橋 

哲 

舌下腺に生じた低悪性度粘表皮癌の1例 

 

2014/5/7-9 

第 68 回 NPO 法人日本口腔科学会総会・学術集会 (東京) 

纐纈 衆，栗原 淳，橋元 亘，樋口 景介，枝松 洋，北村 淳，熊本裕行，高橋 哲 

舌下腺に生じた低悪性度型粘表皮癌の 1 例 

 

2014/5/17-18 

南カリフォルニア大学ジャパンプログラム（東京） 

Takahash T 

Risk management and Bone augmentation in Implant Dentistry (Invited Speaker) 

 

2014/6/7 

第197回（公社）日本口腔外科学会 関東支部学術集会（栃木） 

栗原 淳, 野上晋之介, 里見徳久, 樋口景介, 高橋 哲 

下顎孔伝達麻酔時に破折した浸潤麻酔用注射針が下顎枝内側に迷入した1例 

 

2014/6/10-11 

第24回 日本顎変形症学会総会・学術大会（福岡） 

山内健介 

骨格性下顎前突症に対する上下顎移動術のPlan-Do-See（日韓ジョイントシンポジウム）  

 

2014/6/10-11 

第24回 日本顎変形症学会総会・学術大会（福岡） 
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野上晋之介, 山内健介, 里見徳久, 横田 聡, 佐藤 工, 阿部陽子, 金氏 毅, 後藤 哲, 

高橋 哲 

骨格性下顎後退症患者における術前・術後の顎関節の形態変化について 

 

2014/6/12-13 

第 38 回 日本頭頸部癌学会 (東京) 

橋元 亘，森 士朗，栗原 淳，野上晋之介，宮下 仁，山内健介，高橋 哲 

当科における口腔表在癌の臨床的検討 

 

2014/6/13 

第65回 東北大学歯学会（仙台） 

下田 元, 佐藤 実, 高橋 哲 

大動脈瘤(解離)手術待機症例の顎口腔外科外来周術期血圧管理に関する臨床的評価 

 

2014/6/16-19  

Drug Discovery & Therapy World Congress 2014. Boston, MA, USA 

Kato S, Shirai I, Mori S, Kodama T 

Treatment for Tumor-bearing Lymph Node by Lymphatic Administration with a 

Combination of Nano/Micro Bubbles and Ultrasound 

 

2014/6/21-22 

第 52 回 NPO 法人日本口腔科学会 第 40 回 (公社)日本口腔外科学会 北日本支部学術集

会（秋田） 

樋口景介, 千葉雅俊, 河野雅臣, 高橋 哲 

顎関節症と誤認された硬化性下顎骨骨髄炎に対し保存療法が著効した一例 

 

2014/6/21-22  

第 52回 NPO法人日本口腔科学会 第 40回 (公社) 日本口腔外科学会 北日本支部学術

集会 (秋田) 

纐纈 衆，橋元 亘，樋口景介，刀根武士，斉藤 悠，高橋 哲 

抗 RANKL 抗体デノスマブ関連顎骨壊死から敗血症に至った 1 例 

 

2014/6/21-22  

第 52回 NPO法人日本口腔科学会 第 40回 (公社) 日本口腔外科学会 北日本支部学術

集会 (秋田) 

北村 淳, 野上晋之介, 山内健介, 田中謙光, 佐藤修一, 清水良央, 熊本裕行, 高橋 哲 
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義歯不適合が成因と思われた膿原性肉芽腫の 1 例 

 

2014/6/21-22 

第 31 回 一般社団法人日本顎顔面補綴学会総会・学術大会（仙台） 

里見徳久, 横田 聡, 阿部陽子, 野上晋之介, 山内健介, 高橋 哲 

携帯型 3D スキャナーを用いた口腔外科領域における軟組織評価臨床研究 

 

2014/6/24 -26 

第 53 回 日本生体医工学会大会(仙台) 

加藤茂樹，白井優子，森 士朗, 小玉哲也 

リンパ行性薬剤投与とソノポレーションによる腫瘍リンパ節の治療法開発 

 

2014/7/19-20 

第 27 回 一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会（福岡） 

樋口景介, 千葉雅俊, 野上晋之介, 高橋 哲 

変形性顎関節症に続発した両側顎関節強直症に対し超音波切削装置（Variosurg®）を用

いて顎関節授動術を行った一例 

 

2014/7/19-20 

第 27 回 一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会（福岡） 

廣谷拓章，千葉雅俊，高橋哲 

顎関節症患者の質的な痛みの評価と痛みに対する破局的思考の関連について 

 

2014/7/19-20 

第 27 回 一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会（福岡） 

千葉雅俊，廣谷拓章，高橋哲 

顎関節症患者の破局的思考と生活障害度との関連 

 

2014/7/19-20 

第 27 回 一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会（福岡） 

佐藤修一, 高橋 哲, 熊本裕行, 森 優 

下顎枝が吸収し側頭骨、脳硬膜まで病変が波及した SAPHO 症候群の１例 

 

2014/7/19-20 

第 27 回 一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会（福岡） 

千葉雅俊，廣谷拓章，樋口景介，高橋哲  
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顎関節症患者の痛みの強さと破局的思考が日常生活の障害度に及ぼす影響 

 

2014/7/19-20 

第 27 回 一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会（福岡） 

栗原 淳, 宮下 仁, 熊本裕行, 長坂 浩, 高橋 哲 

下顎頭の高度吸収を伴う巨大な滑膜性軟骨腫の１例 

 

 

2014/7/24-26 

第 32 回 日本骨代謝学会学術集会（大阪） 

平山聞一、穴田貴久、宮武尚央、小林司史、吉成真理子、中村雅典、高橋 哲、鈴木 治 

リン酸オクタカルシウムのラット骨欠損内における早期組織応答性 

 

2014/7/26-27 

第 42 回教育研修会（2014 年口腔四学会合同研修会）（大阪） 

髙橋 哲 

口腔インプラントを用いた機能再建 

 

2014/7/ 30-31 

第 30 回 日本 DDS 学会学術集会 (東京) 

大内友貴，邵楽南，松木大輔，加藤茂樹，森 士朗，小玉哲也 

センチネルリンパ節切除による転移誘導を予防する薬剤送達法の開発 

 

2014/7/ 30-31  

第 30 回 日本 DDS 学会学術集会 (東京) 

白井優子，加藤茂樹，佐藤琢磨，森 士朗，小玉哲也 

転移リンパ節に対する超音波と微小気泡を利用したリンパ行性薬剤送達法の開発 

 

2014/7/ 30-31 

第 30 回 日本 DDS 学会学術集会 (東京) 

柳沢ゆかり，野呂和正，伊藤康一，清水良央，森 士朗，小玉哲也 

マイクロ CT を用いた転移リンパ節内血管構造解析に関する研究 

 

2014/8/2 

第二回宮城県口腔外科研究会（仙台） 

山内健介 
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東北大学歯科インプラントセンターでの診療プロトコール 

 

2014/8/22-25 

11th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery (Xi’an, China) 

Tetsu Takahashi 

Arthrocenthesis: an alternative treatment modality for mandibular condylar 

fractures (Symposium)  

 

2014/8/26-27 

9th International Workshop on Biomaterials in Interface Science. (Zao, Miyagi, 

Japan)   

Kato S, Shirai Y, Morikawa H, Sakamoto M, Mori S, Kodama T  

Novel antitumor therapy for tumor bearing lymph node by lymphatic 

administration and sonoporation with a Combination of Nano/Micro Bubbles and 

Ultrasound 

 

2014/8/26-27 

9th International Workshop on Biomaterials in Interface Science. (Zao, Miyagi, 

Japan) 

Ouchi T, Shao L, Matsuki D, Mori S, Kodama T   

Development of liposomal drug for prevention of enhanced metastasis after sentinel 

lymph node removal with a Combination of Nano/Micro Bubbles and Ultrasound 

 

2014/8/31-9/3 

26rd European Conference on Biomaterials（Liverpool, England, ACC Liverpool） 

Kawai T, Kamakura S, Matsui K, Tanuma Y, Echigo S, Suzuki O, Takahashi T 

Bone regeneration in human bone defect by octacalcium phosphate collagen 

composite 

 

2014/9/6 

S.O.R.G. Far East Expert Meeting（大阪） 

髙橋 哲 

Sonic Weld®: Innovative fixation material 

 

2014/9/6 

S.O.R.G. Far East Expert Meeting （大阪） 
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山内健介 

3D simulation for orthognathic surgery 

 

2014/9/6 

S.O.R.G. Far East Expert Meeting （大阪） 

山内健介  

Subspinal Le Fort I osteotomy 

 

2014/9/7-10 

日本機械学会 2014 年度年次大会 (東京) 

加藤茂樹，白井優子，森 士朗，小玉哲也 

リンパ行性薬剤投与とソノポレーションによる腫瘍リンパ節の治療 

 

2014/9/7-10 

日本機械学会 2014 年度年次大会 (東京) 

森 士朗 

ワークショップW02100 バイオエンジニアリング部門、流体工学部門企画、腫瘍医工学．

リンパ節転移モデルの作製：医工学的研究のための疾患モデル 

 

2014/8/8-13 

96th Annual meeting of American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons in 

conjunction with the Japanese Society Society and Korean Association of oral and 

Maxillofacial Surgeons. (Hawaii, USA) 

Takahashi T 

Use of titanium mesh for the reconstruction of the jaws (Key Note Speech) 

 

2014/ 9/ 12-14 

第 44 回 (公社) 日本口腔インプラント学会学術大会（東京）  

田中謙光、山内健介、片岡良浩、高橋 晢 

上顎洞形態における上顎洞底挙上術の臨床的検討 

 

2014/9/20 

東北大学病院 第 11 回市民公開講座「歯科インプラントで目指そう健康長寿」（仙台） 

髙橋 哲 

歯科インプラントの外科処置 
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2014/09/23-26   

The XXII Congress of European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery 

(Prague, Czech Republic) 

Kanda N，Matsui K，Kawai T，Edamatsu Y，Suzuki O，Takahashi T，Kamakura 

S 

3 Implantation of octacalcium phosphate collagen composites (OCP/Col) after 

extraction of canine deciduous teeth attained undisturbed permanent tooth 

eruption 

 

2014/ 9/ 25-27 

23th Annual scientific meeting EAO congerss （Roma, Italy） 

Tanaka K, Yamauchi K, Yokota S, Nogami S, Takahashi T 

Anatomical characteristic and dimensions of edentulous sites posterior maxilla for 

sinus floor elevation 

 

2014/9/25-27 

第 73 回 日本癌学会学術総会(横浜) 

大内友貴，松木大輔，阪本真弥，森 士朗，小玉哲也 

センチネルリンパ節切除後の二次リンパ節転移を予防する薬剤送達法の開発 

 

2014/9/25-27 

第 73 回 日本癌学会学術総会(横浜) 

白井優子，佐藤琢磨，阪本真弥，森 士朗，小玉哲也 

転移リンパ節に対する超音波と微小気泡を利用したリンパ行性薬剤送達法の開発 

 

2014/9/25-27 

第 73 回 日本癌学会学術総会(横浜) 

八巻哲平，柳沢ゆかり，阪本真弥，森 士朗，志賀清人，小玉哲也 

マイクロ CT を用いた転移リンパ節内の血管構造解析 

 

2014/9/25-27 

第 73 回 日本癌学会学術総会 (横浜) 

柳沢ゆかり，八巻哲平，志賀清人，阪本真弥，森 士朗，小玉哲也 

マイクロ CT を用いた転移リンパ節内血管構造解析に関する研究 

 

2014/9/25-27  
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第 73 回 日本癌学会学術総会 (横浜) 

松木大輔，大内友貴，阪本真弥，森 士朗，小玉哲也 

リンパ節転移治療におけるドキソルビシン封入温度感受性リポソームと光熱療法の併

用 

 

2014/9/26-28 

第 56 回歯科基礎医学会学術大会・総会 (福岡) 

鈴木飛佳理，島 和弘，佐藤衣莉，山口晃史，大泉丈史，菅原俊二，高橋 哲，遠藤康男 

窒素含有 bisphosphonates (N-BPs) の炎症壊死作用：LPS による増強 

 

2014/10/4-5 

日本歯科理工学会平成 26 年度秋期第 64 回学術講演会 (広島) 

小林司史, 穴田貴久, 髙橋 哲, 鈴木 治                                         

リン酸オクタカルシウムの骨伝導能：非晶質リン酸カルシウム共存の影響について  

2014/10/11-12 

9th East Asian Consortium on Biomedical Engineering (Taiwan) 

Matsuki D, Ouchi T, Mori S, Kodama T 

Combined Application of Doxorubicin-Encapsulated Thermosensitive Liposomes 

and Photothermal Therapy for Treatment of Tumor-Bearing Lymph Nodes 

 

2014/10/11-12 

9th East Asian Consortium on Biomedical Engineering (Taiwan) 

Takeda K, Ouchi T, Mori S, Kodama T 

Diagnosis of Early-stage Lymph Node Metastasis using Interstitial Fluid Pressure 

 

2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

千葉雅俊, 廣谷拓章, 樋口景介, 高橋 哲 

顎関節症患者の痛みの強さと破局的思考が日常生活の障害度に及ぼす影響 

 

2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

山内健介 

ソケットプリザベーションを考慮した抜歯術（ミニレクチャー） 
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2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

山内健介, 横田 聡, 片岡良浩, 田中謙光, 野上晋之介, 高橋 哲 

皮質骨移動術を併用した歯槽骨再生誘導法の臨床的検討 

 

2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

栗原 淳, 阿部慧子, 纐纈 衆, 橋元 亘, 熊本裕行, 高橋 哲 

口腔癌と Angiopoietin/Tie 受容体との関連について 

 

2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

森島浩允, 栗原 淳, 鈴木飛佳理, 山内健介, 高橋 哲 

当科における骨吸収抑制剤投与患者および薬剤関連顎骨壊死患者の臨床的検討 

 

2014/10/17-19 

第 59 回 (公社)日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

北村 淳, 下田 元, 佐藤 実, 栗原 淳, 宮下 仁, 片岡良浩, 高橋 哲 

当科の静脈内鎮静法管理症例に関する臨床的評価 

 

2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

野上晋之介，松井桂子，山内健介，君塚 哲，越後成志，高橋 哲 

口蓋形成手術に関する臨床学的検討 

 

2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

片岡良浩, 野上晋之介, 山内健介, 平山聞一, 武田裕利, 樋口景介, 横田 聡, 宮下 仁, 

高橋 哲 

下顎骨関節突起骨折に対する上関節腔洗浄療法の有用性 

 

2014/10/17-19 

第59回 (公社) 日本口腔外科学会総会・学術集会（千葉） 

阿部陽子, 横田 聡, 里見徳久, 野上晋之介, 山内健介, 後藤 哲, 長坂 浩, 川村 仁, 

高橋 哲 

下顎枝矢状分割術における偶発骨折に関する臨床的検討 
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2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

田沼裕志、鎌倉慎治、川井 忠、松井桂子、鈴木 治、高橋 哲 

リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体の埋入によるヒト抜歯窩治癒過程の評価 

 

2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会（千葉） 

里見徳久, 小田島健二, 佐藤 工, 横田 聡, 阿部陽子, 野上晋之介, 後藤 哲, 山内健

介, 高橋 哲 

下顎矢状分割術後の内側分割部形態と下唇・オトガイ部知覚異常に関する検討 

 

2014/10/17-19 

第 59 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会 (千葉) 

刀根 武士、清水 良央、齋藤 悠、及川 麻里子、高橋 哲、熊本 裕行 

完全自己血由来フィブリンゲル（ＣＧＦ）の生体内分解挙動と組織反応 

 

2014/10/17-19  

第 59 回 (公社) 日本口腔外科学会総会・学術大会 (千葉) 

纐纈 衆，野上晋之介，橋元 亘，森 士朗，山内健介，栗原 淳，宮下 仁，髙橋 哲 

口腔外科手術における PGA シートと自己血由来フィブリン糊を用いた創部処置に関す

る検討 

 

2014/10/17-19  

第 59 回 (公社) 日本口腔外科学会総会・学術大会 (千葉) 

横田 聡, 里見徳久, 田沼裕志, 纐纈 衆, 野上晋之介, 田中謙光, 川井 忠, 栗原 淳, 

山内健介, 高橋 哲 

カスタムメイドチタンメッシュトレーと自家骨海綿骨を用いた顎骨再建についての検

討 

 

2014/10/17-19 

第 59 回 (公社) 日本口腔外科学会総会・学術大会 (千葉) 

齋藤 悠，宮下 仁，橋元 亘 ，栗原 淳 ，野上晋之介 ，山内健介，森 士朗， 纐

纈 衆 ，熊本裕行 ，高橋 哲 

東北大学病院歯科顎口腔外科における口腔粘膜表在癌と前癌病変患者の臨床統計学的

検討 
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2014/10/17-19 

第 59 回  (公社) 日本口腔外科学会総会・学術大会 (千葉) 

小田島健二 ，森 士朗，大泉丈史，川井 忠，栗原 淳，橋元 亘，宮下 仁，熊本

裕行，高橋 哲 

診断に苦慮した節外性 NK/T 細胞リンパ腫の経験に基づいた初動対応に関する提言 

 

2014/10/20-22 

第 73 回日本矯正歯科学会大会 (幕張、千葉) 

渡辺玲子, 山田 聡, 長坂 浩, 髙橋 哲, 菅原準二  

Surgery-First 法を適用した骨格性下顎前突症 30 名の顎顔面形態変化  

 

2014/10/23-24 

NIH Japan JSPS Symposium 2014（NIH, Bethesda USA） 

Takeda Y, Takahashi T, Ogasawara K 

NKG2D+ IFN-γ+ CD8+ T cells are responsible for Palladium allergy 

 

2014/11/1-2 

第 19 回 日本口腔顔面痛学会学術講演会 

千葉雅俊 

中枢機能障害性疼痛と心因性疼痛の診断と治療 

 

2014/11/8-9 

China- Japan- Korea Dental Science Symposium 2014（Dalian, China） 

Tanaka K, Yamauchi K, Yokota S, Nogami S, Takahashi T 

Vertical bone augmentation for the atrophic posterior maxilla 

 

2014/11/14 

International workshop for 3D orthognathics and TMJ surgery （ Gyeongju, 

South-Korea） 

Yamauchi K 

3D simulation of orthognathic surgery based on occlusal relationships (Invited 

speaker) 

 

2014/11/14-15 

第 34 回 （公社）日本口腔インプラント学会北日本支部学術集会・東北・北海道支部
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学術大会（山形） 

大竹義雄, 高橋 哲, 山内健介, 小山重人, 佐々木啓一 

当院インプラントセンターにおける１年間の臨床統計 

 

2014/11/14-15 

第 34 回 （公社）日本口腔インプラント学会北日本支部学術集会・東北・北海道支部

学術大会（山形） 

小田島健二, 田中謙光, 野上晋之介, 小山重人, 高橋 哲 

自家ブロック骨移植後の歯槽骨延長およびインプラント埋入を行った 1 例 

 

2014/11/17-18 

第 36 回日本バイオマテリアル学会大会（東京） 

鈴木 治, 小林司史, 穴田貴久, 吉成真理子, 髙橋 哲 

リン酸オクタカルシウムと非晶質リン酸カルシウムを用いた二相系材料の骨伝導能 

 

2014/11/29-30 

第 18 回 日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会 (島根) 

山内健介, 横田 聡, 片岡良浩, 田中謙光, 野上晋之介, 高橋 哲 

皮質骨移動術を併用した歯槽骨再生誘導療法の臨床的検討 

 

2014/11/29-30 

第 18 回 日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会 (島根) 

栗原 淳, 横田 聡, 里見徳久, 森島浩允, 小田島健二, 田中謙光, 小山重人, 高橋 哲 

顎骨腫瘍術後のチタンメッシュと PCBM による下顎二次再建の一例 

 

2014/11/29-30 

第 18 回 日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会 (島根) 

川井 忠, 枝松 洋, 田中 謙光, 林 榮成, 高橋 哲 

交通外傷後の上顎前歯欠損部に骨増生とインプラント治療を行った１症例 

 

2014/11/29-30 

第 18 回 日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会 (島根) 

岩間亮介, 田中謙光, 横田 聡, 川井 忠, 栗原 淳, 小山重人, 高橋 哲 

共振周波数解析による安定性評価と皮質骨の厚みに関する検討 

 

2014/11/29-30 
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第 18 回 日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会 (島根) 

髙橋 哲 

ウルトラフレックスメッシュプレートによるインプラントのための顎骨・歯槽骨の再建

（ランチョンセミナー） 

 

2015/1/16 

S.O.R.G. expert-meeting（Strasbourg, France）  

Yamauchi K 

Self-activated mesh device using shape memory alloy for periosteal expansion 

osteogenesis (Invited speaker) 

 

2015/1/29-30 

第 33 回 日本口腔腫瘍学会総会・学術大会（奈良） 

宮下 仁, 森 士朗, 小玉哲也, 高橋 哲 

Development of study model for detecting lymph node metastasis of oral cancer : application for the 
pre-clinical studies 

 

2015/1/29-30 

第 33 回 日本口腔腫瘍学会総会･学術大会 (奈良) 

野上晋之介, 山内健介, 宮下 仁, 栗原 淳, 森 士朗, 橋元 亘, 高橋 哲 

超音波骨メスを用いた下顎骨辺縁切除術の臨床的検討 

 

2015/1/29-30 

第 33 回 日本口腔腫瘍学会総会･学術大会 (奈良) 

纐纈 衆，及川麻理子，清水良央，阿部慧子，熊本裕行，高橋 哲  

口腔扁平上皮癌におけるヒトパピローマウイルス感染の関与に関する臨床病理学的研 

究 

 

2015/1/29-30 

第 33 回 日本口腔腫瘍学会総会･学術大会 (奈良) 

山内健介, 清宮弘康, 野上晋之介, 金氏 毅, 矢田直美, 山本哲彰, 山下善弘, 髙橋 

哲 

角化嚢胞性歯原性腫瘍由来と考えられた原発性骨内扁平上皮癌の一例 

 

2015/1/29-30 

第 33 回 日本口腔腫瘍学会総会･学術大会 (奈良) 

阿部慧子, 及川麻理子, 清水良央, 髙橋 哲, 熊本裕行 
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口腔扁平上皮癌における上皮成長因子受容体（EGFR）の免疫組織化学的および遺伝子 

学的評価 

 

2015/1/30 

第 33 回 日本口腔腫瘍学会総会･学術大会 (奈良) 

遠藤 学, 金子哲治, 髙橋 哲, 長谷川 博  

エピジェネティクス制御による癌血管新生の抑制 

 

2015/1/30 

第 33 回 日本口腔腫瘍学会総会･学術大会 (奈良) 

髙橋 哲 

ウルトラフレックスメッシュプレートと PCBM による顎骨再建（ランチョンセミナー） 

 

2015/2/1 

公益社団法人日本口腔インプラント学会第 34 回近畿北陸支部学術大会（京都） 

髙橋 哲 

ウルトラフレックスメッシュプレートによるインプラントのための顎骨・歯槽骨の再建. 

(ランチョンセミナー) 

 

2015/2/7 

第 36 回 東北骨代謝・骨粗鬆症研究会（仙台） 

平山聞一、穴田貴久、宮武尚央、土屋香織、中村雅典、高橋哲、鈴木 治 

リン酸オクタカルシウムが関与する生体反応と骨形成の関連性 

 

2015/2/7 

第 36 回東北骨代謝・骨粗鬆症研究会 (仙台) 

鈴木飛佳理，島 和弘，佐藤衣莉，山口晃史，大泉丈史，菅原俊二，高橋 哲，遠藤康男 

窒素含有 bisphosphonates (N-BPs) の炎症壊死作用：LPS による増強 

 

2015/2/10 

International symposium for maxillofacial surgery and dentistry（Austria）  

Yamauchi K 

Cortical bone repositioning for alveolar bone augmentation 

 

2015/2/20 

第 34 回日本画像医学会（東京） 
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髙橋 哲 

顎骨病変の臨床 (シンポジウム) 

 

2015/2/28 

第三回宮城県口腔外科研究会（仙台） 

栗原 淳 

当科における MRONJ の現状について 

 

2015/3/19-21 

第 14 回 日本再生医療学会総会（横浜） 

田沼裕志、鎌倉慎治、川井 忠、松井桂子、鈴木 治、高橋 哲 

リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体のヒト抜歯窩への埋入による骨再生評価 

 

2015/3/19-21 

第 14 回 日本再生医療学会総会（横浜） 

江副祐史、穴田貴久、山崎 元、半田拓人、小林司史、高橋 哲、鈴木 治 

加水分解処理されたリン酸オクタカルシウム(OCP)析出ゼラチン複合担体の生体材料

学的評価 

 

2015/3/19-21 

第 14 回日本再生医療学会総会（横浜） 

江副祐史、松井桂子、川井 忠、鈴木 治、高橋 哲、鎌倉慎治 

リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体のイヌ抜歯窩開放創への埋入による骨再生

能の評価 

 


