
一般演題一般演題一般演題一般演題（口演）（口演）（口演）（口演）    第第第第 1111 日日日日    5555 月月月月 29292929 日（木）日（木）日（木）日（木）                                                    

 

（（（（1A1A1A1A----1111））））術前治療・その他術前治療・その他術前治療・その他術前治療・その他        9:009:009:009:00～～～～9:309:309:309:30    AAAA 会場会場会場会場        

    1A1A1A1A----1111----1111  口唇口蓋裂患者の胃食道逆流症に対する増粘ミルクを使用した管理 

   本多 孝之、他 岩手医科大学 医学部 形成外科学講座 

    1A1A1A1A----1111----2222  口唇口蓋裂児の母親が体験する授乳困難の分析：母乳の確立と継続に焦点を当てて 

  松原まなみ、他、 聖マリア学院大学 看護学部 

 1A1A1A1A----1111----3333     口蓋裂医療キャンプへの参加が成人口蓋裂患者に与える心理的影響 

  前川 圭子、他 西神戸医療センター リハビリテーション科 

 

（（（（1A1A1A1A----2222））））遺伝・発生遺伝・発生遺伝・発生遺伝・発生            9:309:309:309:30～～～～10:0010:0010:0010:00    AAAA 会場会場会場会場        

 1A1A1A1A----2222----1111  母体の歯周病罹患が胎児口蓋裂発症に与える影響の分子生物学的探索 

  菅崎 弘幸、他 東北大学病院 顎口腔機能治療部 

    1A1A1A1A----2222----2222  口腔先天異常に関する遺伝子研究第 2 報：2013 年遺伝子バンキングシステム成果報告 

  夏目 長門、他 愛知学院大学 歯学部 口腔先天異常学研究室 口唇口蓋裂センター 

    1A1A1A1A----2222----3333  口唇・口蓋裂患者に関する疫学的研究 第 58報：口唇口蓋裂患者 1843 例中の 

   口蓋裂家族内発現率  

  夏目 長門、他 愛知学院大学 歯学部 口腔先天異常学研究室 

 

（（（（1B1B1B1B----1111））））治療法・手術法治療法・手術法治療法・手術法治療法・手術法 1 1 1 1         9:009:009:009:00～～～～9:309:309:309:30    BBBB 会場会場会場会場        

    1111BBBB----1111----1111  皮膚剥削術とメディカルコスメティックを用いた口唇裂術後瘢痕のケア 

  新美 照幸、他 愛知学院大学 歯学部 口腔先天異常学研究室 

 1111BBBB----1111----2222  頬骨インプラントを用いて咬合再建を行った両側性口唇口蓋裂の 1例 

  齊藤 芳郎、他 昭和大学 歯学部 顎口腔疾患制御外科学講座 

    1111BBBB----1111----3333     腸骨移植後顎裂部への歯の移植－凍結保存歯移植の可能性－ 

  小山 貴寛、他 新潟大学 大学院医歯学総合研究科 口腔健康科学講座  

    顎顔面口腔外科学分野 

 

（（（（1B1B1B1B----2222））））治療法・手術法治療法・手術法治療法・手術法治療法・手術法 2 2 2 2         9:309:309:309:30～～～～10:00 10:00 10:00 10:00     BBBB 会場会場会場会場        

 1111BBBB----2222----1111  小下顎を伴う口蓋裂患児への Dingman 開口器装着に関する臨床的検討 

  佐藤 公治、他 藤田保健衛生大学 口唇口蓋裂センター 口腔外科 

 1111BBBB----2222----2222     二次的顎裂部骨移植術再考後の短期成績 

  西原 一秀、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 

    1111BBBB----2222----3333  T.E.を用いて再建した多発型の顔面裂の 1例（Tessier 分類；右 No.2+12、左 No.3+7） 

  重村 友香、他 大阪医科大学 形成外科 

 

  



（（（（1B1B1B1B----3333））））口蓋裂一次手術口蓋裂一次手術口蓋裂一次手術口蓋裂一次手術 1111        15:0015:0015:0015:00～～～～15:415:415:415:40000    BBBB 会場会場会場会場        

 1111BBBB----3333----1111     術前顎矯正装置を用いた早期口蓋形成術の長期経過－10才時の顎発育と言語－ 

  花井  潮、他 東海大学 医学部 外科学系 形成外科 

    1111BBBB----3333----2222     唇顎口蓋裂治療の長期結果の１評価法‐片側唇顎口蓋裂に対する粘膜移植粘膜弁法の 

   長期結果 

  木島  毅、他 東京西徳洲会病院 口腔外科 

    1111BBBB----3333----3333        マダガスカル共和国における口蓋裂治療の現況と対策 

  土佐 泰祥、他 昭和大学 口蓋裂診療班 医学部 形成外科 

 1111BBBB----3333----4444     頬筋粘膜弁手術合併症として外傷性頬脂肪ヘルニアを生じた１例 

  藤田 研也、他 長野県立こども病院 形成外科 口唇口蓋裂センター 

 

（（（（1B1B1B1B----4444））））口蓋裂一次手術口蓋裂一次手術口蓋裂一次手術口蓋裂一次手術 2222        15:4015:4015:4015:40～～～～16:3016:3016:3016:30    BBBB 会場会場会場会場        

    1111BBBB----4444----1111     口蓋裂二段階手術における裂幅と異常構音についての検討 

  田邉 裕美、他 亀田総合病院 形成外科 

    1111BBBB----4444----2222     口蓋帆挙筋の神経支配についての考察 

  岸本 英明、他 京都大学 大学院医学研究科 形成外科 

    1111BBBB----4444----3333  片側唇顎口蓋裂に対する同時形成法と一期形成法の顎発育比較  

   ～完全裂症例での 10歳時評価～ 

  長西 裕樹、他 済生会横浜市南部病院 形成外科 

    1111BBBB----4444----4444     両側唇顎口蓋裂に対する術前顎矯正治療を組み合わせた治療法 

  小林 眞司、他 神奈川県立こども医療センター 形成外科 

    1111BBBB----4444----5555        5-Year-Old Index を用いた片側性完全唇顎口蓋裂児の術後評価 

  大槻 浩一、他 大阪大学 大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室 

 

 

（（（（1111CCCC----1111））））口唇裂一次手術口唇裂一次手術口唇裂一次手術口唇裂一次手術 1111        9:009:009:009:00～～～～9999:30:30:30:30    CCCC 会場会場会場会場        

 1111CCCC----1111----1111  Mohler 切開を用いた Rotate Down 法による片側唇裂形成術 

  今井 啓道、他 東北大学病院 唇顎口蓋裂センター 形成外科 

 1111CCCC----1111----2222  口蓋裂症例における口蓋裂一次手術の治療成績：咬合および顎顔面発育の評価 

  平野 吉子、他 大阪府立母子保健総合医療センター 口腔外科 

    1111CCCC----1111----3333  片側唇裂初回手術後における患側上唇下垂（Long Lip）の継時的変化について 

  木矢孝一郎、他 兵庫県立こども病院 形成外科 

 

（（（（1111CCCC----2222））））口唇裂一次手術口唇裂一次手術口唇裂一次手術口唇裂一次手術 2222        9:309:309:309:30～～～～10:010:010:010:00000    CCCC 会場会場会場会場        

    1111CCCC----2222----1111  斜顏裂（Tessier No.2 cleft）初回手術における我々の工夫 

  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 

 1111CCCC----2222----2222     初回口唇形成術における外鼻形成時の我々の工夫 

  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 



    1111CCCC----2222----3333     片側完全唇顎口蓋裂での一次骨移植・歯肉骨膜形成の至適術式は？  

  長西 裕樹、他 済生会横浜市南部病院 形成外科 

 

（（（（1111CCCC----3333））））口唇裂一次手術口唇裂一次手術口唇裂一次手術口唇裂一次手術3333・口唇裂二次手術・口唇裂二次手術・口唇裂二次手術・口唇裂二次手術1111    13:2013:2013:2013:20～～～～14:1014:1014:1014:10    CCCC会場会場会場会場        

    1111CCCC----3333----1111  口蓋形成術を受けた患児の術後食の検討 

  佐々木優衣、他 東北大学病院 形成外科 

    1111CCCC----3333----2222  初回唇裂手術時に患側鼻翼基部の下垂を改善する重要性 

  大西 智子、他 藤田保健衛生大学 医学部 形成外科 

    1111CCCC----3333----3333     DoubleZによるCupid’s bow手術第１報―両側裂症例を中心にしてー 

  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 

 1111CCCC----3333----4444     唇裂初回手術後の二次修正術症例の検討 

  石田 有宏、他 沖縄県立中部病院 形成外科 

    1111CCCC----3333----5555     人中部口輪筋二層分割牽引の口唇裂二次修正手術への応用 

  田崎 幸博 北九州市立八幡病院 形成外科 

 

（（（（1111CCCC----4444））））口唇裂二次手術口唇裂二次手術口唇裂二次手術口唇裂二次手術2222        14:1014:1014:1014:10～～～～14:5014:5014:5014:50    CCCC会場会場会場会場        

    1111CCCC----4444----1111     両側唇裂患者において就学前後の時期に必要な外鼻修正術 

   －最終外鼻修正までに何をしておくべきか－ 

  杠  俊 介、他 信州大学 医学部 形成再建外科学講座 

    1111CCCC----4444----2222     成人期以降に当科初診となった口唇口蓋裂修正術の問題点と治療法 

  長岡 亮介、他 ふれあい横浜ホスピタル 形成・美容外科  

    1111CCCC----4444----3333        λAbbe法により口唇修正術を施行した両側唇顎（口蓋）裂の2例 

  鳥飼 勝行、他 ふれあい横浜ホスピタル 形成・美容外科 

    1111CCCC----4444----4444     両側口唇裂患者における就学前鼻形成手術後の長期経過 

  益 岡  弘、他 京都大学 形成外科 

 

（（（（1111CCCC----5555））））口唇裂一次手術口唇裂一次手術口唇裂一次手術口唇裂一次手術 4444        15:0015:0015:0015:00～～～～15:4015:4015:4015:40    CCCC 会場会場会場会場        

    1111CCCC----5555----1111     初回口唇形成術における術前および術後鼻軟骨矯正効果の検討 

  舟山 恵美、他 北海道大学 医学部 形成外科 

    1111CCCC----5555----2222     一次、二次口唇形成術後の赤唇、白唇、鼻腔底長の経時的な変化について 

  山口 憲昭、他 大阪市立総合医療センター 小児形成外科 

    1111CCCC----5555----3333     力学的影響を考慮した口唇鼻形成術（第 2報） 

  雑賀 厚臣、他 （社医）雪の聖母会 聖マリア病院 

    1111CCCC----5555----4444        側性初回口唇形成術における口唇外鼻一体引き上げ術は術後の口唇過伸長を防止する 

  松永 和秀、他 鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野 

 

 

 



（（（（1111CCCC----6666））））顎裂部骨移植術（顎裂部骨移植術（顎裂部骨移植術（顎裂部骨移植術（1111CCCC----6666））））    15:4015:4015:4015:40～～～～16:3016:3016:3016:30    CCCC 会場会場会場会場        

    1111CCCC----6666----1111     顎裂部骨移植術と口蓋瘻孔閉鎖術を同時に施行した唇顎口蓋裂症例の術後成績 

  時岡 一幸、他 埼玉医科大学 形成外科 

 1111CCCC----6666----2222     前橋赤十字病院における二次顎裂骨移植の術後評価 

  徳中 亮平、他 前橋赤十字病院 形成・美容外科 

    1111CCCC----6666----3333     両側唇顎口蓋裂における骨移植方法の検討 

  秋田 定伯、他 長崎大学病院 形成外科 

 1111CCCC----6666----4444     顎裂骨移植術における正中側顎裂披裂縁弁による顎堤形成 

  永井 史緒、他 長野県立こども病院 形成外科 

    1111CCCC----6666----5555        早期二次歯槽骨移植（上顎中切歯萌出前）と従来型二次歯槽骨移植（上顎犬歯萌出前）の 

   術後評価の比較 

  山本（佐藤）友紀、他 昭和大学 口蓋裂診療班 矯正科 

  



一般演題（口演）一般演題（口演）一般演題（口演）一般演題（口演）    第第第第 2222 日日日日    5555 月月月月 30303030 日（金日（金日（金日（金））））                                                    

 

（（（（2B2B2B2B----1111））））鼻咽腔閉鎖機能鼻咽腔閉鎖機能鼻咽腔閉鎖機能鼻咽腔閉鎖機能1111        9:009:009:009:00～～～～9:309:309:309:30    BBBB会場会場会場会場        

    2B2B2B2B----1111----1111  Pierre Robin Sequence に対する口蓋裂術後の言語成績の評価 

  前田   拓、他 北海道大学 医学部 形成外科 

 2B2B2B2B----1111----2222  咽頭弁術後の長期成績-鼻咽腔閉鎖機能について- 

  鈴木   藍、他 静岡県立こども病院 口蓋裂診療班 

    2B2B2B2B----1111----3333  国立成育医療研究センターにおける咽頭形成術後 2例の言語成績 

  彦坂   信、他 独立行政法人 国立成育医療研究センター 形成外科 

 

（（（（2B2B2B2B----2222））））口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語1111            9:309:309:309:30～～～～10:0010:0010:0010:00    BBBB会場会場会場会場        

    2B2B2B2B----2222----1111  当院における軟口蓋裂術後例の言語成績 

  國吉 京子、他 関西医科大学 形成外科 

    2B2B2B2B----2222----2222     姉妹間に出現した声門破裂音の言語治療 

  黒谷まゆみ、他 千葉県こども病院 リハビリテーション科 

    2B2B2B2B----2222----3333     口唇口蓋同時形成術を行った片側唇顎口蓋裂における言語成績－4歳時と 10 歳時の評価－ 

  水野 友貴、他 神奈川県立こども医療センター 言語聴覚室 

 

（（（（2B2B2B2B----3333））））口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語 2 2 2 2             10:0510:0510:0510:05～～～～10:4510:4510:4510:45    BBBB 会場会場会場会場        

    2B2B2B2B----3333----1111     二段階口蓋形成術を施行した片側唇顎口蓋裂症例の言語成績―5 歳時の評価― 

  石川   愛、他 北海道大学病院 高次口腔医療センター 顎口腔機能治療部門 

    2B2B2B2B----3333----2222  吃音症状を呈した口蓋裂児に対する言語訓練の経験 

  浅野 和海、他 慶應義塾大学病院 耳鼻咽喉科 

 2B2B2B2B----3333----3333     Furlow 法を応用した早期二期的口蓋裂手術の長期言語成績 

  井上 直子、他 大阪府立母子保健総合医療センター 口腔外科 

 2B2B2B2B----3333----4444     遠隔言語訓練による口蓋裂言語への言語訓練 第 5報 －VCFS 患者に対する訓練実施経験 

  早川 統子、他 愛知学院大学 心身科学部 健康科学科 

 

（（（（2B2B2B2B----4444））））0000 口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語 3333        10:4510:4510:4510:45～～～～11:1511:1511:1511:15    BBBB 会場会場会場会場        

    2B2B2B2B----4444----1111  口蓋裂言語に対する一般人の認知に関する研究 第 6報  

    ー呼気鼻漏出による子音の歪みにおける音声印象ー 

  相原 喜子、他 愛知学院大学歯学部 口腔先天異常学研究室 

    2B2B2B2B----4444----2222     口蓋裂言語に対する一般人の認知に関する研究  第 7報  

    ー声門破裂音における終助詞表現による音声印象ー 

  相原 喜子、他 愛知学院大学 歯学部  口腔先天異常学研究室 

    2B2B2B2B----4444----3333     口蓋裂言語に対する一般人の認知に関する研究  第８報  

  牧野 日和、他 愛知学院大学歯学部附属病院 言語治療外来部門 



（（（（2B2B2B2B----5555））））口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語 4444            14:4014:4014:4014:40～～～～15:2015:2015:2015:20    BBBB 会場会場会場会場        

    2B2B2B2B----5555----1111     能力開発と口蓋裂言語治療を組み合わせた早期言語訓練システム 第 2報  

   －家族の満足度等の評価－ 

  早川 統子、他 愛知学院大学 心身科学部 健康科学科 

    2B2B2B2B----5555----2222     腹話術技法を応用した構音訓練の実用に向けた研究 第 1 報    

   －予備調査：腹話術における発語明瞭度－ 

  早川 統子、他 愛知学院大学 心身科学部 健康科学科 

 2B2B2B2B----5555----3333  言語聴覚士国家試験出題問題に関する検討 第 1 報 －口蓋裂言語に関する問題‐ 

  早川 統子、他 愛知学院大学 心身科学部 健康科学科 言語聴覚科学コース 

    2B2B2B2B----5555----4444     Van der Woude 症候群に関する基礎的臨床的研究 第 3 報 -言語評価- 

  早川 統子、他 愛知学院大学 心身科学部 健康科学科 

 

（（（（2B2B2B2B----6666））））0000口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語口蓋裂言語5555・鼻咽腔閉鎖機能・鼻咽腔閉鎖機能・鼻咽腔閉鎖機能・鼻咽腔閉鎖機能2222    15:2015:2015:2015:20～～～～16:1016:1016:1016:10    BBBB会場会場会場会場        

    2B2B2B2B----6666----1111  吹き戻しを利用した呼気測定器による鼻咽腔閉鎖機能評価の可能性に関する研究第１報 

   市販の吹き戻しの再現性 

  岩田 睦代、他 愛知学院大学 歯学部 口腔先天異常学研究室 

 2B2B2B2B----6666----2222  ナゾメーター検査の臨床応用のための発話課題に関する検討 

  鈴木 恵子、他 北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科  言語聴覚療法学専攻 

    2B2B2B2B----6666----3333  320 列 ADCT 画像による発声・構音器官の 4次元的観察 第 2報：発音時の声門面積の計測 

  佐藤 耕一、他 済生会松阪総合病院 歯科口腔外科 

    2B2B2B2B----6666----4444  口蓋裂言語検査による粘膜下口蓋裂未手術例の鼻咽腔閉鎖機能評価 

  佐藤亜紀子、他 昭和大学 口蓋裂診療班 形成外科 

    2B2B2B2B----6666----5555  口蓋裂言語の聴覚判定における評価者間の一致率について ービデオ聴取よる検討ー 

  杉山 千尋、他 大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部 

 

  

（（（（2222CCCC----1111））））顎顔面発育顎顔面発育顎顔面発育顎顔面発育        0000    9:009:009:009:00～～～～9:309:309:309:30    CCCC 会場会場会場会場        

    2C2C2C2C----1111----1111  片側完全唇顎口蓋裂患児における術前顎発育誘導の目標設定に関する検討 

  香月 佑子、他 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野 

    2C2C2C2C----1111----2222  UCLP 児における初診時鼻上顎複合体の特徴と術前顎矯正の関係 

  真野 樹子、他 明海大学 歯学部 形態機能成育顎講座 歯科矯正学分野 

    2C2C2C2C----1111----3333     口唇口蓋裂児における吸啜機能の発達 

   ―口唇形成術施行３か月後の口腔周囲筋活動の変化― 

  小倉 英稔、他 朝日大学 歯学部 口腔構造機能発育学講座 小児歯科学分野 

 

（（（（2222CCCC----2222））））教育・その他教育・その他教育・その他教育・その他            9:309:309:309:30～～～～10:0010:0010:0010:00    CCCC 会場会場会場会場        

    2C2C2C2C----2222----1111  口唇・口蓋裂児と両親に対する計量心理学的研究 第 9報：悩みの相談調査報告 

  夏目 長門、他 愛知学院大学 歯学部 口腔先天異常学研究室 



    2C2C2C2C----2222----2222  モンゴルにおける医療協力と学術調査報告 第二報：2013 年調査報告 

  夏目 長門、他 愛知学院大学 歯学部 口腔先天異常学研究室 口唇口蓋裂センター 

    2C2C2C2C----2222----3333  両側口唇口蓋裂の最終評価法 

  鳥飼 勝行、他 ふれあい横浜ホスピタル 形成・美容外科 

 

（（（（2222CCCC----3333））））矯正歯科治療矯正歯科治療矯正歯科治療矯正歯科治療 0000        10:0510:0510:0510:05～～～～10:4510:4510:4510:45    CCCC 会場会場会場会場        

    2C2C2C2C----3333----1111     術前顎矯正治療を施行した片側唇顎口蓋裂症例に対する第 1期矯正歯科治療による 

   変化について 

  村松 裕之、他 医療法人社団 晋和会 市川矯正歯科医院 

    2C2C2C2C----3333----2222     両側唇顎口蓋裂の上顎変形に対する顎裂部骨移植前の骨片別骨延長術の有用性 

  三川 信之、他 千葉大学 大学院医学研究院 形成外科学講座 

    2C2C2C2C----3333----3333  顎裂があった歯列の矯正治療後の状況について 

  森下   格 （社医）雪の聖母会聖マリア病院 矯正歯科 

    2C2C2C2C----3333----4444     唇顎裂患児における歯肉骨膜形成術(GPP)の 8 歳時評価 

  杉本 孝之、他 北里大学 医学部 形成外科・美容外科学 

 

（（（（2222CCCC----4444））））チーム医療・一貫治療チーム医療・一貫治療チーム医療・一貫治療チーム医療・一貫治療    10:4510:4510:4510:45～～～～11:1511:1511:1511:15    CCCC会場会場会場会場        

 2C2C2C2C----4444----1111  口唇口蓋裂患者の成長発達ステージにおける矯正歯科医の役割 

  近藤   俊、他 藤田保健衛生大学病院 口唇口蓋裂センター 小児歯科 矯正歯科 

    2C2C2C2C----4444----2222  前橋赤十字病院口唇口蓋裂センターの現況 ―群馬県内における治療連携への発展ー 

  村松 英之、他 前橋赤十字病院 形成・美容外科 

    2C2C2C2C----4444----3333     当科における口唇口蓋裂患者の臨床統計的観察 

  加納 欣徳 あいち小児保健医療総合センター 歯科口腔外科 

 

（（（（2222CCCC----5555））））他の顎顔面先天異常、症候群他の顎顔面先天異常、症候群他の顎顔面先天異常、症候群他の顎顔面先天異常、症候群1111    14:4014:4014:4014:40～～～～15:2015:2015:2015:20    CCCC会場会場会場会場        

    2C2C2C2C----5555----1111  口蓋形成術を行ったDiGeorge症候群の１例 

  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 

    2C2C2C2C----5555----2222     両側性唇顎口蓋裂を伴うKallmann syndromeの1例 

  澤田 紘美、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 

    2C2C2C2C----5555----3333  Zimmermann‐Laband症候群の1例 

  加藤 大貴、他 愛知学院大学歯学部附属病院 口唇口蓋センター 

    2C2C2C2C----5555----4444  我々の経験した下口唇瘻10例 

  佐野 孝治、他 藤田保健衛生大学 形成外科 

 

（（（（2222CCCC----6666））））0000他の顎顔面先天異常、症候群他の顎顔面先天異常、症候群他の顎顔面先天異常、症候群他の顎顔面先天異常、症候群2222、その他、その他、その他、その他0000    15:2015:2015:2015:20～～～～16:1016:1016:1016:10    CCCC会場会場会場会場        

    2C2C2C2C----6666----1111     Opitz 症候群の 1例 

  古川 博雄、他 愛知学院大学 歯学部附属病院 口唇口蓋裂センター 

 



    2C2C2C2C----6666----2222     口唇口蓋裂を合併した Sotos 症候群の 1 例 

  加藤 大貴、他 愛知学院大学 歯学部附属病院 口唇口蓋裂センター 

    2C2C2C2C----6666----3333     EEC 症候群の 2 例 

  加藤 大貴、他 愛知学院大学 歯学部附属病院 口唇口蓋裂センター 

    2C2C2C2C----6666----4444     Van der Woude 症候群に関する基礎的臨床的研究 － 第 1 報 疫学調査 － 

  大野 磨弥、他 愛知学院大学 歯学部 口腔先天異常学研究室 

    2C2C2C2C----6666----5555     先天異常児を持つ家庭へのコンバインドシステムに関する研究 第二報 

  夏目 長門、他 愛知学院大学 歯学部 口腔先天異常学研究室 


