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講演会,横浜，2013.11.（講演）	 

	 

5. 河奈裕正.口腔非上皮性悪性腫瘍の診断と治療.文部科学省	 がんプロフェッショ

ナル養成基盤推進プラン「高度がん医療開発を先導する専門家の養成」4 大学合同
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10. 和嶋浩一.中クレンチングは単に癖ではなく中枢性筋緊張抑制機能障害による.科学
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4. 河奈裕正.インプラント手術における全身疾患の基礎知識.Science	 インプラント特

集 vol.7,北海道歯科医師会・道歯会通信．	 2013;768:4-6.	 	 

	 

5. 河奈裕正.外傷性神経損傷の急性期の対応.口腔顔面痛の診断と治療ガイドブック.	 

2013.7:218-219.	 	 

	 

6. 柴秀行.顎矯正手術におけるナビゲーション手術の導入について.歯界展望．	 
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の慢性期の対応:220-223.	 2013.7	 	 
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