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第 1，2日　5月 24日（木），25日（金）示説会場（3F　中集会室）
※討論は 5月 25日（金）10：00～ 11：00となります（自由討論形式）。

一般示説
P-1
術前顎矯正・GPP・Furlow 変法・永久歯の自家移植を用いて治療した右側唇顎口蓋裂の一例    136

平 川　 崇，他  ひらかわ矯正歯科
P-2
自閉症スペクトラム障害を伴う両側性唇顎口蓋裂患者における矯正歯科治療と保定 10 年の症例報告    136

森 下　 格，他  社会医療法人　雪の聖母会　聖マリア病院　矯正歯科
P-3
粘膜下口蓋裂を合併したWilliams 症候群の症例    137

秋山　泰範，他  愛知学院大学歯学部附属病院　口腔外科口唇口蓋裂センター　口腔先天異常学研究室
P-4
2 歳 2 ヶ月で唇裂一次手術を施行した 13trisomy 症候群の一例    137

高田真梨子，他  大阪医科大学　医学部　医学科
P-5
左側唇顎口蓋裂患者に対し可撤性補綴装置により口腔機能回復を図った 1症例    138

村 瀬 　舞，他  東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野
P-6
Le Fort Ⅰ型骨切り延長後の保定期間中に開口障害をきたした 2例    138

横山　萌加，他  大阪医科大学附属病院　形成外科
P-7
顎裂部骨移植と鼻翼部軟骨移植の同時併用による口唇外鼻修正術を施行した左側完全唇顎口蓋裂の 1例    139

川原　一郎，他  奥羽大学　歯学部　口腔外科学講座
P-8
全前脳胞症に伴う正中唇顎裂に対する口唇形成術術後の呼吸管理に 
Hotz 床を改変した装置が奏効した 2症例    139

近藤　敬秀，他  大阪母子医療センター　口腔外科
P-9
Pierre Robin sequence を伴った上下顎前歯先天性欠損を有する両側口唇顎裂の一症例    140

野村　俊介，他  九州大学　大学院歯学研究院　歯科矯正学分野
P-10
当分野において長期管理を行った口蓋裂を伴う先天性多発性関節拘縮症の 1例    140

小川　卓也，他  東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面矯正学分野
P-11
口唇口蓋裂患者に対する上顎骨延長術を用いた 2段階手術の 2症例    141

小浜　亜希，他  自治医科大　学医学部　歯科口腔外科学講座
P-12
舌縮小術を行った口蓋裂を伴うBeckwith-Wiedemann 症候群の 1例    141

児玉　泰光，他  新潟大学　大学院顎顔面口腔外科学分野
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P-13
口蓋裂を伴った上顎体一症例の構音指導経過    142

井上　直子，他  大阪母子医療センター　口腔外科
P-14
前頭蓋底脳瘤を伴った唇顎口蓋裂の治療経験    142

玉田　一敬，他  東京都立小児総合医療センター　形成外科
P-15
Furlow-Tr 変法から演者法（口蓋裂Tr法（仮称））    143

鳥飼　勝行，他  ふれあい横浜ホスピタル　形成・美容外科
P-16
片側唇顎口蓋裂患者におけるFurlow 変法を用いた口唇口蓋同時形成術の模型評価    143

石渡　靖夫，他  いしわた矯正歯科
P-17
口蓋帆挙筋の処理方法による閉鎖運動の違い    144

中川記世子，他  大阪大学　大学院歯学研究科　口腔科学専攻　顎顔面口腔外科学　 
口腔外科学第一教室

P-18
本学における歯肉骨膜形成術後の歯槽骨形態のコーンビームX線 CTよる検討    144

山田　順子，他  岩手医科大学　歯学部　口腔保健育成学講座　歯科矯正学分野
P-19
眼科手術用ナイフの顎裂骨移植術への応用    145

矢口貴一郎，他  長野県立こども病院　形成外科
P-20
唇顎口蓋裂患者における顎裂部骨移植術の三次元的検討    145

西原　一秀，他  琉球大学　大学院医学系研究科　顎顔面口腔機能再建学講座
P-21
骨再生材料リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体（OCP/Col）の顎裂部への応用    146

松井　桂子，他  東北大学　大学院歯学研究科　口腔病態外科学講座顔面・口腔外科学分野
P-22
層板骨を用いた顎裂部骨移植術後の骨架橋形成に関する評価    146

杉山　知子，他  自治医科大学とちぎ子ども医療センター　歯科口腔外科
P-23
二次歯槽骨移植手術時に伴う術前および術中抜歯の実態調査    147

志賀　正康，他  昭和大学　口蓋裂診療班　小児歯科
P-24
顎間骨整位術と骨移植後に歯の移植を行った両側性唇顎口蓋裂を伴う患者の一貫治療例    147

丸谷佳菜子，他  鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　発生発達成育学講座　歯科矯正学分野
P-25
片側性唇顎口蓋裂児における初診時および顎裂部骨移植術前の顎裂部形態の比較    148

渕上　貴央，他  鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座　 
口腔顎顔面外科学分野
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P-26
上顎骨の劣成長と片側性唇顎口蓋裂を伴う患者に対して上顎前方牽引を含む一貫治療を行った長期経過症例    148

渡邉　温子，他  鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　歯科矯正学分野
P-27
歯科矯正用アンカースクリューを用いて上顎前方牽引を行った口蓋裂の 1例    149

森田　幸子，他  長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科　歯科矯正学分野
P-28
多数歯欠損を伴う両側性唇顎口蓋裂に対する上顎骨前方部分延長術を利用した 1治療例    149

八木　孝和，他  鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　歯科矯正学分野
P-29
Premaxilla の突出が改善した両側性完全唇顎口蓋裂の術前顎矯正治療 
—第 38 期専攻生によるNAM治療の一例—    150

関　 雄 介，他  昭和大学　口蓋裂診療班　矯正科
P-30
顎堤の著しい垂直的偏位を伴う不完全片側唇顎口蓋裂の術前顎矯正治療 
—第 39期専攻生によるNAM治療の一例—    150

岩崎このみ，他  昭和大学　口蓋裂診療班　矯正科
P-31
側方偏位の強い片側性完全唇顎口蓋裂患児への術前顎矯正治療 
—第 39期専攻生によるNAM治療の一例—    151

相原のぞみ，他  昭和大学　口蓋裂診療班　矯正科
P-32
急速拡大装置と前方牽引装置の併用によって上顎骨前方成長を認めた口蓋裂術後骨格性下顎前突症例    151

川口美須津，他  愛知学院大学　歯学部　歯科矯正学講座
P-33
術前顎矯正治療を行った片側性唇顎口蓋裂患者の外鼻形態の変化    152

市川　佳弥，他  新潟大学　大学院医歯学総合研究科　歯科矯正学分野
P-34
NAMを用いた術前顎矯正における鼻形態の変化と関連因子    152

澤田　紘美，他  聖隷浜松病院　矯正歯科
P-35
鼻柱の右側偏位を伴う不完全両側性唇顎口蓋裂の 1例　—第 39期専攻生によるNAM治療の1例—    153

田 代 　慎，他  昭和大学　口蓋裂診療班　矯正科
P-36
著しい裂幅を伴う完全片側性唇顎口蓋裂の術前顎矯正治療　—第 39期専攻生によるNAM治療の一例—    153

和田沙也加，他  昭和大学　口蓋裂診療班　矯正科
P-37
Premaxilla の突出が残存した両側完全唇顎口蓋裂患児の術前顎矯正治療 
—第 39期専攻生によるNAM治療の一例—    154

増田真理奈，他  昭和大学　口蓋裂診療班　矯正科



41

P-38
転位歯と過蓋咬合を伴った片側唇顎口蓋裂の矯正治療終了症例    154

高橋　一誠，他  いしわた矯正歯科
P-39
口唇口蓋裂児に対する術前顎矯正の短期的評価    155

双石　博之，他  奥羽大学　歯学部　成長発育歯学講座　歯科矯正学分野
P-40
中間顎の偏位の著しいBCLP（両側性口唇口蓋裂）に対する当院の初期治療    155

中村　友保  一宮市立市民病院　歯科口腔外科
P-41
片側性唇顎口蓋裂患者における上顎前方牽引による治療効果とその持続性    156

布村　陽平，他  東北大学　歯学研究科　口腔障害科学分野
P-42
片側性唇顎口蓋裂を伴う患者における上顎中切歯の歯根吸収と水平的な歯の移動および移植骨との関連    156

前 田 　綾，他  鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　発生発達成育学講座　歯科矯正学分野
P-43
成人口蓋裂患者に対して上顎骨前方部骨延長術を用いた矯正治療の一例    157

宮脇雄一郎，他  みやわき矯正歯科クリニック
P-44
磁性アタッチメント義歯を適用した口唇口蓋裂患者の長期経過観察    157

松川　良平，他  愛知学院大学　歯学部　有床義歯学講座
P-45
新しい鼻息鏡を用いた呼気鼻漏出の評価装置の開発についての研究    158

吉 田 　優，他  鳥取大学　医学部　感覚運動医学講座　口腔顎顔面病態外科学分野
P-46
Robin Sequence 患者における口蓋形成術後の言語成績    158

栗本　聖之，他  大阪大学　大学院歯学研究科　口腔外科学第一教室
P-47
大阪大学歯学部附属病院　顎口腔機能治療部における軟口蓋挙上装置（PLP）の適応について    159

藤井　菜美，他  大阪大学歯学部附属病院　顎口腔機能治療部
P-48
片側性口唇口蓋裂 2例における上顎骨延長前後の上咽頭形態の三次元的変化と言語機能に関する検討    159

馬場　優里，他  東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面矯正学分野
P-49
大阪大学歯学部附属病院における粘膜下口蓋裂患者の臨床統計学的検討　—言語の視点から—    160

杉山　千尋，他  大阪大学歯学部附属病院　顎口腔機能治療部
P-50
瘻孔閉鎖術前後の言語変化の客観的および視覚的評価    160

手塚　征宏，他  鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座　 
口腔顎顔面外科学分野
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P-51
二段階口蓋形成手術法における構音発達過程の検討    161

大 湊 　麗，他  新潟大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面口腔外科学分野
P-52
口蓋裂症例における鼻咽腔閉鎖機能の経年的変化における要因    161

大槻　浩一，他  大阪母子医療センター　口腔外科
P-53
鼻咽腔閉鎖機能不全を伴った骨格性 3級の両側性唇顎口蓋裂の 1例    162

山 本　 卓，他  山本歯科医院矯正歯科クリニック
P-54
片側性唇顎口蓋裂患者に対する矯正治療後の上下顎歯軸の検討    162

戸 嶋 　翼，他  東京歯科大学　歯科矯正学講座
P-55
当科における二段階口蓋形成術を施行した片側性唇顎口蓋裂患者の顎発育の検討 
—治療終了期の顎発育の評価—    163

水野　頌也，他  愛知学院大学　顎口腔外科学講座
P-56
側面セファログラムからみた口蓋裂を伴う歌舞伎症候群の顎顔面骨形態について    163

上松　節子，他  大阪母子医療センター　口腔外科
P-57
Millard type GPP および軟口蓋癒着術後の片側性唇顎口蓋裂の顎発育について    164

石川　宏樹，他  日本矯正歯科研究所附属デンタルクリニック
P-58
オトガイ骨を用いた口唇外鼻修正術に対する術前・術後の軟組織形態の評価    164

西尾　崇弘，他  大阪大学　大学院歯学研究科　口腔外科学第一教室
P-59
術前顎矯正による上顎歯槽形態の改善に関与する因子の検討    165

藤 本 　舞，他  明海大学　歯学部　形態機能成育学講座　歯科矯正学分野
P-60
3D カメラを用いた二次的顎裂部骨移植術に伴う外鼻形態の変化の検討    165

有村　友紀，他  大阪母子医療センター　口腔外科
P-61
口唇裂・口蓋裂を有する患者の顎顔面成長の長期評価    166

谷川　千尋，他  大阪大学歯学部附属病院　矯正科
P-62
唇顎口蓋裂患者の上顎骨形態評価    166

渡邉　美貴，他  東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座
P-63
幼児期の唇顎口蓋裂患児における翼突上顎部および頬骨の 3次元的評価    167

降旗　真由，他  昭和大学　歯学部　歯科矯正学講座
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P-64
片側性唇顎口蓋裂児に対する PNAM治療おける顔面および歯槽形態の 3次元的変化    167

松川　誠，他  大阪大学　大学院歯学研究科　歯学研究科　口腔外科学第一教室
P-65
PNAM治療を施行した片側性唇顎口蓋裂における上顎骨形態の三次元解析    168

奈良井　節，他  鳥取大学　医学部　感覚運動医学講座　口腔顎顔面病態外科学分野
P-66
Goslon Yardstick による上下顎歯列弓の前後的位置関係の評価について 
—セファロ分析値との比較検討—    168

山口　樹里，他  東京歯科大学　歯科矯正学講座
P-67
側方拡大を行った側方歯クロスバイトを伴う口唇口蓋裂患者の下顎角の位置的変化に関する検討    169

吉岡　基子，他  浅見矯正歯科クリニック
P-68
口唇口蓋裂に対するフェイスマスクを用いた早期治療による効果と安定性    169

鷲尾紗裕理，他  日本歯科大学附属病院　矯正歯科
P-69
相欠き継ぎ法を用いて二次的外鼻修正術を行った片側性唇裂患者外鼻形態の三次元的比較    170

大河内孝子，他  鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座　 
口腔顎顔面外科学分野

P-70
口唇・口蓋裂を有する乳幼児に対するF-SAS センサを用いた簡易睡眠検査に対する考察    170

村 杉 　嶺，他  奥羽大学　大学院歯学研究科　口腔機能学領域　顎顔面口腔矯正学専攻
P-71
口唇口蓋裂センターにおける出生前カウンセリングの現状　2012-2017 年報告    171

井村　英人，他  愛知学院大学歯学部附属病院　口唇口蓋裂センター
P-72
成人期の口唇裂・口蓋裂患者の次世代への捉え    171

松田　美鈴，他  川崎医療福祉大学　医療福祉学部　保健看護学科
P-73
口唇，口蓋裂児と両親に対する計量心理学的研究　—第 11 報：児に対する不安—    172

相原　喜子，他  愛知学院大学　歯学部　口腔先天異常学研究室
P-74
唇顎（口蓋裂）患者に対する手術前早期治療についての保護者からの評価    172

成瀬　正啓，他  神奈川県立こども医療センター　歯科
P-75
唇顎口蓋裂を合併する重症心身障害児に対する歯科的支援    173

梅津糸由子，他  日本歯科大学附属病院　小児歯科
P-76
思春期の口唇裂・口蓋裂患者の手術に対する心理的葛藤    173

松中枝理子，他  日本赤十字九州国際看護大学
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