《2012 年・平成 24 年》
1.

岸本晃治，吉田祥子，奥井達雄，伊原木聰一郎，吉岡徳枝，志茂

剛，兒玉真一，佐々木

朗.

血管新生因子 angiogenin を標的とした口腔癌治療―Neomycin および neamine の抗腫瘍効果
の検討―.第 30 回
ポスター
2.

日本口腔腫瘍学会総会・学術大会

さいたま

2012 年 1 月 26 日，27 日

優秀ポスター賞

吉田祥子，岸本晃治，銅前昇平，HASSAN NUR MOHAMMAD MONSUR，目瀬
朗.口腔扁平上皮癌におけるサイトケラチンの発現についての検討. 第 30 回
学会総会・学術大会

3.

さいたま

2012 年 1 月 26 日，27 日

浩，佐々木

日本口腔腫瘍

ポスター

矢尾 真弓，岸本 晃治，吉岡 徳枝，柴田 茜，国定 勇希，辻本 紗代子，目瀬 浩，佐々木
朗． 頸部リンパ節転移診断に対する FDG-PET/CT の有用性の検討． 第 30 回
腫瘍学会総会・学術大会

4.

さいたま

2012 年 1 月 26 日，27 日

日本口腔

ポスター

Kurio N, Shimo T, Fukazawa T, Okui T, Hassan NMN, Honami T, Horikiri Y, Hatakeyama S, Takaoka
M, Naomoto Y, Sasaki A.: Anti-tumor effect of a novel FAK inhibitor TAE226 against human oral
squamous cell carcinoma. The 5th International Symposium for Future Technology Creating Better
Human Health and Society, Okayama 3/15-16/2012

5.

poster

Okui T, Shimo T, Fukazawa T, Kurio N, Hassan NMM, Honami T, Kishimoto K, Ibaragi S, Yoshioka
N, Takaoka M, Naomoto Y, Sasaki A.: Novel HSP90 Inhibitor NVP-AUY922 enhances anti-tumor
effect of temsirolimus against oral squamous cell carcinoma. The 5th International Symposium for
Future Technology Creating Better Human Health and Society, Okayama 3/15-16/2012 poster

6.

栗尾奈愛，西山明慶，銅前昇平，奥井達雄，目瀬
った神経線維腫症 I 型の 1 例．第 41 回
4 月 29 日

7.

浩，佐々木

朗．大臼歯の萌出遅延を伴

日本口腔外科学会中・四国地方会

松山

2012 年

口演

岸本晃治，吉田祥子，奥井達雄，伊原木聰一郎，吉岡徳枝，志茂

剛，兒玉

真一，佐々木

朗．Angiogenin の核移行阻害剤 neamine の口腔癌に対する抗腫瘍効果の検討．第 66 回 NPO
法人日本口腔科学会学術集会
8.

堀切

広島

2012 年 5 月 17 日，18 日

優, 志茂 剛, 栗尾奈愛, 奥井達雄, 佐々木

口演

朗．骨折早期における FAK の骨芽細胞

に与える影響．第 66 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会

広島

2012 年 5 月 17 日，18 日

ポスター
9.

兒玉

真一，伊原木聰一郎，柴田

茜，山本

大介，吉岡

徳枝，岸本

晃治，佐々木

朗．

ニコチンが口腔癌の増殖および転移に及ぼす影響の検討．第 66 回 NPO 法人日本口腔科学会
学術集会

広島

2012 年 5 月 17 日，18 日

10. 栗尾奈愛, 志茂 剛, 奥井達雄, 堀切

ポスター

優, 佐々木

朗．口腔扁平上皮癌の腫瘍血管新生にお

ける FAK の役割．第 66 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会
18 日
11. 吉岡

広島

2012 年 5 月 17 日，

ポスター第 66 回日本口腔科学会学会賞優秀発表賞
徳枝，矢尾真弓，曽我賢彦，杉浦裕子，柴田

郎，目瀬

浩，佐々木

茜，國定勇希，黒田大雅，伊原木聰一

朗．岡山大学病院腫瘍センターにおけるビスフォスフォネート使用

患者に対する当科の取り組み．第 66 回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会
月 17 日，18 日
12. 志茂

剛, 堀切

佐々木

広島

2012 年 5

口演
優, 奥井達雄, 栗尾奈愛, 吉田祥子, 武部祐一郎, 中妻可奈子, 岸本晃治,

朗．歯原性粘液線維腫から明らかとなった新たな CCN2 の役割．第 66 回 NPO 法人

日本口腔科学会学術集会

広島

2012 年 5 月 17 日，18 日

13. 吉岡徳枝，西山明慶，伊原木聰一郎，奥井達雄，高橋

ポスター

巧，佐々木

朗．Beck-Wiedemann 症

候群による巨舌に起因する著明な開咬に対して顎矯正手術を施行した 1 例．第 22 回日本顎
変形症学会総会
14. 江藤

福岡

2012 年 6 月 18 日，19 日

口演

司，西山明慶，尾野裕子，國定勇希，吉岡徳枝，志茂

剛，目瀬

浩，佐々木

朗．

下顎枝垂直骨切り（IVRO）の術後における咬合の推移に関する研究．第 22 回日本顎変形症
学会総会
15. 志茂
木

福岡

2012 年 6 月 18 日，19 日

剛，西山明慶，柴田

ポスター

茜，矢尾真弓，栗尾奈愛，堀切

優，佐藤康守，田井規能，佐々

朗．疼痛による延長不能に対し，口内型デバイスにスリーブを設置し対応を行った第一

第二鰓弓症候群患者の 1 例．第 22 回日本顎変形症学会総会
日

福岡

2012 年 6 月 18 日，19

ポスター

16. 尾野裕子，西山明慶，江藤

司，志茂

剛，吉岡徳枝，目瀬

者の手術前後の咀嚼機能評価に関する検討
第 22 回日本顎変形症学会総会
17. 志茂

剛，堀切

福岡

浩，佐々木

朗．顎変形症患

–主観的評価と客観的評価の相関性について-．

2012 年 6 月 18 日，19 日

ポスター

優，奥井達雄，栗尾奈愛，吉田祥子，武部祐一郎，中妻可奈子，佐々木朗

歯原性粘液線維腫における CCN2 の発現とその役割
2012 年 9 月 1 日，2 日

神戸第 10 回日本再生歯科医学会大会

ポスター

18. 山本大介．ニコチンの DNA 損傷に与える影響に関する研究，第２回

医療系融合・発展に

向けてのブレインストーミング in 直島，2012 年 9 月 8‐9 日，直島，口演・ポスター
19. Kishimoto K, Yoshida S, Ibaragi S, Yoshioka N, Okui T, Sasaki A. Neamine inhibits progression of
oral cancer by suppressing angiogenin-stimulated angiogenesis and cancer cell proliferation. 21
Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery Dubrovnik, Croatia
年 9 月 11 日-15 日

2012

ポスター

20. Yoshida S, Kishimoto K, Hassan NMM, Domae S, Yoshioka N, Sasaki A. Expressin of cytokeration in
development, invasion and metastasis of oral squamous cell carcinoma. 21 Congress of the European
Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery Dubrovnik, Croatia

2012 年 9 月 11 日-15 日

ポ

スター
21. Domae S, Ono T, Hanafusa T, Yoshida S, Kishimoto K, Nakayama E, Sasaki A. Identification of
GKAP1 as a novel cancer antigen and its immunogenicity in oral squamous cell carcinoma. 21
Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery Dubrovnik, Croatia
年 9 月 11 日-15 日

2012

ポスター

22. 奥井達雄，伊原木聰一郎，吉岡徳枝，目瀬

浩，國定勇希，佐々木

朗．骨髄移植後の口腔

GVHD 患者に発生した多発性口腔扁平上皮癌の一例
日本口腔内科学会

合同学術大会

東京

第 25 回日本口腔診断学会

2012 年 9 月 20 日，21 日

23. 桑島大介，吉岡徳枝，栗尾奈愛，奥井達雄，伊原木聰一郎，佐々木
と疑われた脳膿瘍の１例
術大会

東京

第 25 回日本口腔診断学会

2012 年 9 月 20 日，21 日

第 22 回

口演
朗．歯性感染症が原因

第 22 回日本口腔内科学会

合同学

ポスター

24. 当科における口腔癌に対する逆行性超選択的動注化学放射線療法の治療経験．伊原木聰一郎，
吉岡徳枝，奥井達雄，國定勇希，高田紘行，桑島大介，岸本晃治，佐々木
国四国口腔癌研究会

学術講演会

広島

2012 年 10 月 5 日

朗

第 11 回中

口演

優，志茂 剛，栗尾奈愛，奥井達雄，佐々木朗．骨折早期における Focal adhesion kinase

25. 堀切

第 60 回 NPO 法人日本口腔科学会中国・四国地方部会

の役割
口演

広島

2012 年 10 月 6 日

優秀発表賞

26. 吉田祥子，岸本晃治，銅前昇平，杉浦裕子，目瀬

浩，佐々木

朗．乳癌の関節突起転移巣

の骨外進展と BP 製剤投与の関連-乳癌骨転移モデルとの比較会・学術集会

2012 年 10 月 19 日-21 日

横浜

27. 吉田祥子，岸本晃治，佐々木
るサイトケラチンの発現
19 日-21 日

第 57 回日本口腔外科学会総

口演

朗．口腔扁平上皮癌の癌化家庭および浸潤・転移病態におけ

第 57 回日本口腔外科学会総会・学術集会

横浜

2012 年 10 月

ポスター

28. 伊原木聰一郎，柴田

茜，兒玉真一，奥井達雄，吉岡徳枝，岸本晃治，佐々木

管新生の分子機構の解明とリンパ浮腫の新規治療法の開発
会・学術集会

2012 年 10 月 19 日-21 日

横浜

29. 矢尾真弓，岸本晃治，吉田祥子，柴田

茜，吉岡徳枝，黒田大雅，目瀬

朗．上顎歯肉に転移した頭部血管肉腫の 1 例

会

横浜

30. 花房直志，銅前昇平，小野俊朗.

浩，長塚

仁，佐々

第 57 回日本口腔外科学会総会・学術集

口演

Serological identification of Tektin5 as a cancer/testis antigen

第 71 回日本癌学会学術集会

and its immunogenicity.

第 57 回日本口腔外科学会総

ポスター

木

2012 年 10 月 19 日-21 日

朗．リンパ

札幌

2012 年 10 月 19 日-21 日

ポス

ター
31. 岸本晃治，吉田祥子，奥井達雄，伊原木聰一郎，中妻可奈子，志茂
の口腔癌治療に対する分子標的としての可能性
2012 年 10 月 25 日-27 日

朗．Angiogenin

第 50 回日本癌治療学会学術集会

横浜

ポスター

32. 吉田祥子，岸本晃治，Hassan NMM，佐々木
転移巣におけるサイトケラチンの発現検討
年 10 月 25 日-27 日

剛，佐々木

朗．口腔扁平上皮癌の癌化過程ならびに浸潤・
第 50 回日本癌治療学会学術集会

横浜

2012

ポスター

33. 吉田祥子，岸本晃治，銅前昇平，杉浦裕子，柴田

茜，目瀬

浩，佐々木

朗．関節突起に

転移した乳癌の 2 例-ビスフォスフォネート製剤が骨転移様相に及ぼす影響- 第 33 回岡山
歯学会総会・学術集会
34. 佐々木

岡山

2012 年 11 月 25 日

口演

朗. ビスフォスフォネート関連顎骨壊死の病態と治療

第 22 回日本歯科医学会総

会

2012 年 11 月 9 日-11 日

シンポジウム

