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「心因性審美障害の訴えをもつ症例」
中南
 匡史、丸山剛郎（佐藤田鶴子、中村広一編／さまよえる患者をどう捉えるか
デンタルデイヤモンド・東京 一九九五）

一九九四）

一九九四）

一九九二）

「顎口腔機能異常の基礎的知識（三）顎口腔機能異常の心身的側面及び全身的側面」
中南匡史、丸山剛郎（歯科医療・夏号
「審美歯科における心身医学的側面について」
中南匡史、大前泰三、丸山剛郎（歯科審美
中南匡史、丸山剛郎（微笑みをあなたに・春号

「心身医学と審美歯科の接点で」

中南匡史、大前泰三、赤西正光、丸山剛郎（補綴誌

「顎口腔系機能異常患者の心身医学的側面について︱第二報」

中南匡史、大前泰三、伊藤博子、赤西正光、宮内修平、丸山剛郎（日歯心身一九九〇）

「音の環境が咀嚼運動に及ぼす影響に関する研究」
「顎口腔機能異常者の不安傾向について︱ＳＴＡＩにおける状態不安および特性不安から」
一九九九）

一九九三）

中南匡史、大前泰三、伊藤博子、赤西正光、丸山剛郎（日歯心身
「不安尺度と咀嚼運動の関連性について」
中南匡史、大前泰三、伊藤博子、丸山剛郎（日歯心身
一九八七）

「咀嚼運動に大臼歯の咬頭およびその斜面の及ぼす影響に関する臨床的研究」
中村康弘、宮内修平、丸山剛郎（補綴誌
「下顎側方運動における顎筋活動に関する研究」
一九八九）

中村隆志、吉川健司、大前泰三、井上俊二、石垣尚一、奥田眞夫、赤西正光、丸山剛郎
（日顎誌

「咀嚼機能の左右側差と頭位との関連性について」
一九九二）

奥田眞夫、岩佐麻美、上田恭史、間藤哲司、仲谷江美子、大前泰三、丸山剛郎
（顎機能

一九九三）

一九九七）

一九九三）

奥田眞夫、吉岡麻美、上田恭史、仲谷江美子、大前泰三、高島史男、丸山剛郎

「咀嚼側差と姿勢の関係について」
（顎機能
奥田眞夫、岩佐麻美、上田恭史、大前泰三、高島史男、丸山剛郎（補綴誌

「頸椎の配列形態と顎顔面形態の関連性について」
「下顎偏位と姿勢の関連性に関する研究」
奥田眞夫、吉野源悟、小西正一、仲谷江美子、高島史男、丸山剛郎（全身咬合
「頸肩腰部痛をともなう顎口腔機能異常に対するバイトプレーン療法について」
一九九七）

奥田眞夫、三浦篤信、吉野源悟、小西正一、仲谷江美子、高島史男、丸山剛郎
（全身咬合
「下顎位の変化が身体の重量配分に及ぼす影響」
一九九八）

奥田眞夫、佐藤順康、三浦篤信、吉野源悟、小西正一、高島史男、丸山剛郎

一九八九）

一九九八）
一九九八）
一九九八）

188
189

（全身咬合

「頭位の変化が頭頸部の筋に及ぼす影響に関する筋電図学的研究」
丸山剛郎 （補綴誌

一九九一）

一九九〇）

大前泰三、井上俊二、西塔 治、石井弘二、石垣尚、奥田眞夫、中村隆志、赤西正光、
「頭位の変化が頭頸部の筋の筋活性に及ぼす影響について」
大前泰三、田中孝一、吉川健司、石垣尚一、赤西正光、丸山剛郎（補綴誌

「顎口腔機能異常者の心身医学的側面について︱性格特性と治療効果との関係」
大前泰三、中南匡史、伊藤博子、赤西正光、宮内修平、丸山剛郎（日歯心身
「審美障害を主訴とする患者の心身医学的側面について」
一九九三）

大前泰三、邉 斗禾、宮前守寛、六人部慶彦、中南匡史、伊藤博子、高島史男、丸山剛郎
（補綴誌

三間修司、丸山剛郎（学校給食

「特集・子供の歯と口腔の健康づくり︱咬合異常と子どもの食生活」

三間修司、丸山剛郎（食生活

「増える咬合異常と顎関節症︱最近の傾向と食生活における問題点とは？」

三間修司、丸山剛郎（第五十回近畿北陸区歯科医学大会

「咬合崩壊による下顎偏位により重篤な呼吸困難を起こした一症例」
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