
≪2011年・平成 23年≫ 

1. 銅前昇平、吉田祥子、辻本紗代子、岸本晃治、佐々木 朗．CCDC62-2 expression in head 

and neck cancer and antibody response in patients. 第 29回日本口腔腫瘍学会総会・学術

大会 熊本 2011/1/27-1/28 口演 

 

2. 岸本晃治、吉田祥子、帆波辰基、伊原木聰一郎、吉岡徳枝、志茂 剛、佐々木 朗．Angiogenin

の発現亢進は口腔癌の増殖と進展に関与する．第 29回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 熊

本 2011/1/27-1/28 ポスター 最優秀ポスター賞 

 

3. 吉田祥子、岸本晃治、銅前昇平、辻本紗代子、伊原木聰一郎、吉岡徳枝、志茂 剛、西山

明慶、目瀬 浩、佐々木 朗．当科における口腔扁平上皮癌の臨床病理学的検討．第 29回

日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 熊本 2011/1/27-1/28 口演 

 

4. 辻本紗代子、岸本晃治、吉田祥子、銅前昇平、柴田 茜、佐々木 朗．口腔癌患者におけ

る上部消化管内視鏡検査の検討．第 29 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 熊本 

2011/1/27-1/28 ポスター 最優秀ポスター賞 

 

5. 柴田 茜、志茂 剛、岸本晃治、堀切 優、中妻可奈子、佐々木 朗．コルサコフ症候群

を有する口腔癌患者の治療経験．第 29 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 熊本 

2011/1/27-1/28 ポスター 

 

6. 伊原木聰一郎、西山明慶、吉岡徳枝、兒玉真一、長塚 仁、目瀬 浩、佐々木 朗.幼児の

上顎歯肉粘液腫の 1例.第 65回日本口腔科学会学術集会 船堀 2011/4/21-4/22 ポスター 

 

 

7. 帆波辰基、志茂 剛、奥井達雄、栗尾奈愛、青木香澄、堀切 優、佐々木 朗.口腔扁平上

皮癌骨浸潤におけるソニックヘッジホッグの役割. 第 65 回日本口腔科学会学術集会 船堀 

2011/4/21-4/22 口演 

 

8. 奥井達雄、志茂 剛、帆波辰基、栗尾奈愛、吉岡徳枝、伊原木聰一郎、青木香澄、目瀬 浩、

佐々木 朗.口腔扁平上皮癌における血管新生に対する HSP90阻害薬の影響. 第 65回日本

口腔科学会学術集会 船堀 2011/4/21-4/22 口演 

 

 

9. 栗尾奈愛、志茂 剛、奥井達雄、帆波辰基、堀切 優、佐々木 朗. Focal adhesion kinase

の口腔扁平上皮癌血管新生における役割 . 第 65 回日本口腔科学会学術集会 船堀 



2011/4/21-4/22 口演 

 

10. 志茂 剛、奥井達雄、伊原木聰一郎、栗尾奈愛、帆波辰基、堀切 優、吉岡徳枝、岸本晃

治、西山明慶、目瀬 浩、佐々木 朗.癌軟骨破壊における Interleukin-1β の役割. 第 65

回日本口腔科学会学術集会 船堀 2011/4/21-4/22 ポスター 

 

 

11. 吉田祥子、岸本晃治、伊原木聰一郎、柴田 茜、西山明慶、目瀬 浩、佐々木 朗．当科

における超高齢者口腔扁平上皮癌症例の臨床的検討．第 40回日本口腔外科学会中・四国地

方会 松江 2011/5/28 口演 

 

12. 柴田 茜、志茂 剛、岸本晃治、堀切 優、中妻可奈子、目瀬 浩、佐々木 朗．術後深

部下肢静脈血栓症を発症した 1 例．第 40 回日本口腔外科学会中・四国地方会 松江 

2011/5/28 口演 

 

13. 吉岡徳枝、西山明慶、村上 隆、岸本晃治、伊原木聰一郎、山城 隆、佐々木 朗．著し

い片側性鋏状咬合を伴う下顎後退症に対して顎矯正手術を行った 1例．第 21回日本顎変形

症学会総会 東京 2011/6/16-17 口演 

 

14. 西山明慶、志茂 剛、中妻可奈子、堀切 優、川上清一、佐々木 朗．片側下方移動によ

るカント修正に対し骨接触を付与する片側高位 Le Fort I型上顎骨切り術の一工夫．第 21

回日本顎変形症学会総会 東京 2011/6/16-17 示説 

 

15. 志茂 剛、西山明慶、栗尾奈愛、吉岡徳枝、中妻可奈子、堀切 優、尾野裕子、江藤 司、

佐々木 朗．Le Fort I型骨切り術における鼻形態変化に関する検討．第 21回日本顎変形

症学会総会 東京 2011/6/16-17 示説 

 

16. 帆波辰基，志茂 剛，奥井達雄，栗尾奈愛，青木香澄，堀切 優，佐々木朗. ソニックヘッジ

ホッグの口腔扁平上皮癌骨浸潤における役割. 第 29 回日本骨代謝学会学術集会 大阪 

2011/7/28-7/30 示説 優秀ポスター賞 

 

17. 志茂 剛、西山明慶、久保田聡、栗尾奈愛、奥井達雄、帆波辰基、岸本晃治、目瀬 浩、

滝川正春、佐々木 朗. 木質様歯肉炎患者におけるフィブリンの役割と CCN2の関与. 日

本 CCNファミリー研究会 第 4回学術集会 岡山 2011/8/26-8/27 口演 

 

18. 柴田 茜、矢尾真弓、銅前昇平、目瀬 浩、佐々木 朗. 当科における口腔扁平苔癬症例



の臨床的検討. 第 21回日本口腔粘膜学会総会・学術集会 鹿児島 2011/7/24-25 示説 

 

19. 銅前昇平、花房直志、大塚正人、村岡美佳、佐々木 朗、中山 一、小野俊朗. SEREX

同定抗原 GKAP1 に対する癌患者の液性免疫応答. 第 70 回日本癌学会学術集会 名古屋 

2011/10/3-10/5 示説 

 

20. 柴田 茜、志茂 剛、岸本晃治、堀切 優、中妻可奈子、矢尾真弓、佐々木 朗. 口腔癌

の化学療法中に発症した肺動脈血栓症の 1 例. 第 56 回日本口腔外科学会総会・学術集会 

大阪 2011/10/21-10/23 口演 

 

21. 西山明慶、吉岡徳枝、伊原木聰一郎、志茂 剛、尾野裕子、江藤 司、目瀬 浩、佐々木 

朗. 当科における中高年患者の外科的矯正治療の臨床的検討.  第56回日本口腔外科学会

総会・学術集会 大阪 2011/10/21-10/23 口演 

 

22. 山本大介、目瀬 浩、奥井達雄、伊原木聰一郎、吉岡徳枝、佐々木 朗. シスプラチン耐

性扁平上皮癌細胞株における Pim-1発現の役割.  第 56回日本口腔外科学会総会・学術集

会 大阪 2011/10/21-10/23 示説 

 

23. 奥井達雄、志茂 剛、栗尾奈愛、吉岡徳枝、伊原木聰一郎、岸本晃治、帆波辰基、青木香

澄、目瀬 浩、佐々木 朗. 新規 HSP90阻害薬 NVP-AUY922は Temsirolimus の抗腫瘍

効果を増強する.  第 56 回日本口腔外科学会総会・学術集会 大阪 2011/10/21-10/23 

示説 ベストポスター賞 

 

24. 奥井達雄、志茂 剛、栗尾奈愛、西山明慶、岸本晃治、伊原木聰一郎、吉岡徳枝、帆波辰

基、青木香澄、佐々木 朗. HSP90阻害薬 NVP-AUY922は Temsirolimusの抗腫瘍効果

を増強する. 第 10回中四国口腔癌研究会学術講演会 松山 2011/11/25 口演 

 

 

25. 國定勇希、江藤 司、小野裕子、奥井達雄、西山明慶、目瀬 浩、佐々木 朗．下顎枝垂

直骨切術（IVRO）の術後の咬合の推移に関する検討．第 59回 NPO法人日本口腔科学会

中国・四国地方部会 松山 2011/11/26 口演 

 

26. 吉田祥子、目瀬 浩、西山明慶、岸本晃治、銅前昇平、中妻可奈子、伊原木聰一郎、奥井達

雄、佐々木朗．凍結療法を併用したエナメル上皮腫摘出後の顎骨欠損部に腸骨移植と歯科

インプラントにて咬合再建を行った 1例．第 15回日本顎顔面インプラント学会総会・学術

大会 幕張 2011/12/3-12/4 口演 



 

その他 

1. 目瀬 浩．ビスフォスフォネート製剤による顎骨壊死の現状．平成 23年度岡山大学歯学部

同窓会岡山県支部学術講演 2011/1/30 岡山 口演（講演会） 

 

2. 目瀬 浩. 口腔乾燥症に対するピロカルピン塩酸塩投与の考え方 シェーグレン症候群に

伴う口腔症状への対処 第 56 回日本口腔外科学会総会・学術集会 ランチョンセミナー 

大阪 2011/10/22 

 

3. 佐々木 朗.「文部科学省 がんプロフェショナル養成プラン 西日本ネットワーク・大阪

府による市民公開シンポジウム」パネルディスカッション Ⅱ乳がん ドーンセンター（大

阪市）2011/7/26 


