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1. 國定勇希，伊原木聰一郎，吉岡德枝，松崎秀信，竜門省二，吉田国弘，佐々木 

朗．小線源治療後に頬リンパ節後発転移をきたした頬粘膜癌の１例．第 39 回日本

口腔腫瘍学会総会・学術大会．2021 年 1 月． 

2. 矢尾真弓，小畑協一，岸本晃治，西山明慶，佐々木 朗. 当院における周術期等口

腔機能管理の現状と課題について. 第 39 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会．

2021 年 1 月. 

3. 梅森洸樹，村瀬友里香，岸本晃治，小畑協一，佐能 彰，小川辰雄，伊原木聰一

郎，佐々木 朗．骨髄異形成症候群に合併した歯性感染症の治療経験－口腔潰瘍

が続発した 1 例－．第 49 回（公社）日本口腔外科学会中国四国支部学術集会．

2021 年 2 月． 

4. 中村友哉, 奥井達雄, 竜門省二, 小野喜章, 伊原木聰一郎, 佐々木朗. 口腔扁平上皮

癌由来の HMGB1 は直接的な知覚神経興奮を介して癌性骨痛を誘発する. 第 49 回

日本口腔外科学会中四国支部学術集会. 2021 年 2 月. 

5. 坂本裕美，奥井達雄，竜門省二，中村友哉，國定勇希，増井正典，小野喜章，小

畑協一，伊原木聰一郎，佐々木 朗．High mobility group box 1 は口腔扁平上皮

癌の骨破壊を誘発する．第 75 回日本口腔科学会学術集会．2021 年 5 月．Rising 

Scientist 賞 

6. 中村友哉, 奥井達雄, 竜門省二, 小野喜章, 小畑協一, 増井正典, 伊原木聰一郎, 

佐々木朗. HMGB1 は進行期頭頸部癌モデルマウスにおいて癌性骨痛を誘発する. 

第 75 回日本口腔科学会学術集会. 2021 年 5 月. Rising scientist 賞 

7. 小野喜章. Duplication of external jugular vein. 第 1 回 口腔顎顔面外科解剖リサー

チカンファレンス 2021 年 5 月 

8. 増井正典．岡山大学病院口腔外科における智歯抜歯時の口底部迷入に対する検

討．第１回 口腔顎顔面外科解剖リサーチカンファレンス．2021 年 5 月． 

9. 増井正典，伊原木聰一郎，竹下洋平，岩永譲，國定勇希，佐々木朗．当科で経験

した口底部に迷入した下顎大臼歯に関する臨床的検討．第 3 回 国際歯科医療安全

機構 総会・学術大会．2021 年 5 月． 

10. 伊原木聰一郎，小野喜章，小畑協一，増井正典，吉岡德枝，佐々木 朗．悪性黒

色腫に対する新規血管新生阻害薬 terrein の抗腫瘍効果の検討．第 45 回日本頭頸

部癌学会 2021 年 6 月．優秀ポスター賞 



11. 小畑協一，伊原木聰一郎，小野喜章，増井正典，矢尾真弓，岸本晃治，吉岡德

枝，佐々木 朗．口腔領域に発生した EBV-positive mucocutaneous uclcer に関す

る統計学的検討．第 45 回日本頭頸部癌学会 2021 年 6 月．優秀ポスター賞 

12. 小野喜章，吉岡德枝，小畑協一，増井正典，岸本晃治，伊原木聰一郎，長塚 

仁，佐々木 朗．根治的頸部郭清術後に後頭リンパ節転移をきたした舌癌の一

例．第 45 回日本頭頸部癌学会 2021 年 6 月． 

13. 吉岡德枝，伊原木聰一郎，小野喜章，小畑協一，佐々木 朗．関節頭付き再建プ

レートとチタンメッシュトレーを併用した腸骨海綿骨移植により下顎再建を行っ

た症例．第 45 回日本頭頸部癌学会 2021 年 6 月． 

14. 西山明慶，吉岡德枝，小畑協一，國定勇希，小野喜章，村瀬友理香，竜門省二，

岸本晃治，伊原木聰一郎，佐々木 朗．上顎圧下時の頬骨下稜部の骨連続性維持

のための Le Fort I 型骨切り術 軒先型骨切り術．第 31 回日本顎変形症学会総

会・学術大会 2021 年 6 月． 

15. 吉岡德枝，西山明慶，竜門省二，増井正典，小畑協一，伊原木聰一郎，佐々木 

朗．過去 15 年間の外科的歯列拡大に関する検討．第 31 回日本顎変形症学会総

会・学術大会 2021 年 6 月． 

16. 坂本裕美，吉岡德枝，國定勇希，竜門省二，伊原木聰一郎，佐々木 朗．両側関

節突起骨折，下顎骨体骨折術後の開咬に対して骨切りを行って咬合を改善した１

例．第 31 回日本顎変形症学会総会・学術大会 2021 年 6 月． 

17. 森彩乃, 山本直史, 河村麻理, 河本美奈, 伊東昌洋, 小野喜章, 中山真彰, 山城圭介, 

大森一弘, 高柴正悟. 侵襲性歯周炎の血液診断マーカー候補となる細胞外小胞由

来マイクロ RNA とその炎症誘導機構. 第 42 回日本炎症・再生医学会 2021 年 7

月 

18. 増井正典，伊原木聰一郎，國定勇希，小畑協一，小野喜章，竜門省二，佐々木

朗．山大学病院口腔外科口腔顎顔面外科部門で経験した口底部迷入歯に関する臨

床的検討．第 34 回日本口腔診断学会・第 31 回日本口腔内科学会 合同学術大会．

2021 年 9 月． 

19. 佐藤 晃平, 小野 喜章, 河合 穂高, 中野 敬介, 長塚 仁, 佐々木 朗. 3 次元培養シ

ステムを用いた口腔癌の薬剤応答性に対する新規 in vitro モデルの検証. 第 63 回

歯科基礎医学会学術大会 2021 年 10 月 

20. 小野喜章, 江口傑徳, 十川千春, 奥舎有加, 岡元邦彰, 佐々木朗. 口腔癌のエクソソ

ームを介した腫瘍進展機序の解明と新規治療戦略の開発に向けて〜分子シャペロ

ン搭載エクソソームの可能性〜. 第 57 回口腔組織培養学会 2021 年 11 月 



21. 佐藤晃平, 小野喜章, 吉田夢, 中村友哉, 梅森洸樹, 金本栄華, 吉田国弘, 小畑協一, 

伊原木, 聰一郎, 佐々木 朗. 口腔癌の薬剤応答性に対する 3 次元培養モデル有用

性の検証. 第 57 回口腔組織培養学会 2021 年 11 月 

22. 小畑協一，伊原木聰一郎, 柚鳥宏和, 金本栄華, 梅森洸樹, 小野喜章, 佐々木 朗. 

下顎骨の骨吸収抑制薬関連顎骨壊死に対しカスタムメイドプレートで再建を行っ

た症例. 第 66 回公益社団法人 日本口腔外科学会総会・学術大会  2021 年 11 月. 

23. 西山明慶, 伊原木聰一郎, 吉岡德枝, 柚鳥宏和, 國定勇希, 小畑協一, 増井正典, 

佐々木 朗．当科における 15 年間の中央手術室で行われた手術症例の臨床統計的

観察．第 66 回公益社団法人 日本口腔外科学会総会・学術大会  2021 年 11 月   

24. 吉岡德枝, 伊原木聰一郎, 小野喜章, 小畑協一, 佐々木 朗．関節頭付きプレートと

メッシュトレーを併用して PCBM 移植により下顎を再建した 1 例．第 66 回公益

社団法人 日本口腔外科学会総会・学術大会  2021 年 11 月  

25. 岩永譲，松下祐樹，拝形祐登，小野喜章，増井正典，喜久田翔伍，竹下洋平，奥

井達雄，影山幾男，伊原木聰一郎．口腔顎顔面外科解剖研究会の設立：口腔外科

と解剖の接点が持つ意義と将来への展望．第 66 回公益社団法人 日本口腔外科学

会総会・学術大会  2021 年 11 月 

26. 竜門省二 岡山歯学会受賞論文講演 岡山歯学会総 2021 年 11 月 

27. Norie Yoshioka. Solving complication of orthognathic surgery for class II patients. 

The 60th Congress of the KAMPRS. Nov 2021. 

28. Norie Yoshioka. Clinical consideration for the surgical procedures in the 

mandibular setback. – SSRO and IVRO- The 33rd Annual Congress on TAOMS, 

March 2021. 


