プログラム
開会の辞 【9：55～】
大会長：森 悦秀（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野）

Ⅰ．一般口演（1） 顎骨疾患 【10：00～11：00】
座長：中村 守厳 先生（久留米大学医学部 歯科口腔医療センター）
1. 顎関節強直症を併発した下顎骨骨 Paget 病の 1 例
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野 石井広太郎，他
2. 上顎結節粘膜の紅斑を伴う周辺型エナメル上皮腫の 1 例
国立病院機構熊本医療センター 歯科口腔外科 蒲原 英恵，他
3. Le FortⅠ型骨切り術のための Patient-Specific Instrument
九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野 大谷 泰志，他
4. 下顎管を貫通したセメント質骨異形成症の一例
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 吉野 浩史，他
5. 超音波ガイド下の神経ブロックを施行し良好な術後鎮痛が得られた下顎骨骨折の 1 例
鹿児島市立病院 歯科・歯科口腔外科 桝家 啓介，他
6. 茎突舌骨靭帯完全化骨症による開口障害を生じ，化骨体部分切除術によって改善が見られた 1 例
宮崎大学医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野 中川 光，他

Ⅱ．一般口演（2） 粘膜・小児疾患 【11：10～12：00】
座長：平島 惣一 先生（産業医科大学病院 歯科・口腔外科）
7. 舌潰瘍を伴った梅毒の一例
佐世保共済病院 歯科口腔外科 木附 智子，他
8. グリチルリチン酸モノアンモニウム含有の歯磨剤が奏効した口腔扁平苔癬症例
やましろ歯科口腔外科 山城 崇裕
9. 先天性下唇粘液嚢胞の 1 例
琉球大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能再建学講座 伊佐美歌奈，他
10. 10 歳児の口底に発生した神経鞘腫の 1 例
大分県済生会日田病院 歯科口腔外科 武井 雄介，他

11. ベトナムニンビン省における口唇口蓋裂医療援助活動 20 年間の報告
愛知学院大学歯学部 口腔先天異常学研究室 南 克浩，他

理事長講演 【12：15～12：45】
座長：森 悦秀 先生（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野）

公益社団法人日本口腔外科学会 理事長 鄭 漢忠

先生

ご挨拶 【12：45～12：50】

第 65 回総会・学術大会 on line LIVE 開催 案内
第 65 回公益社団法人 日本口腔外科学会総会・学術大会 大会長 朝比奈 泉 先生

特別講演 【12：50～13：35】
座長：池邊 哲郎 先生（福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学 口腔外科学分野）

口腔がん登録説明会ならびに経過報告会
公益社団法人日本口腔外科学会・口腔外科疾患調査委員会 委員長 中村 誠司 先生

Ⅲ．一般口演（3） 口腔がん 【14：00～15：00】
座長：川野真太郎 先生（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野）

12. 舌扁平上皮癌頸部リンパ節転移の評価における MRI を用いた DOI の有用性
九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野 原口 和也，他
13. 当科 12 年間における口腔内多発癌に関する臨床的検討
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野 白石由梨香，他
14. 多発および再発性口腔癌の臨床的検討
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野 今城 育美，他
15. 上唇に発生した低悪性度粘表皮癌の 1 例
藤元総合病院 歯科口腔外科・矯正歯科 上村 洋平，他
16. 拡大手術を行わなかった口腔悪性黒色腫（in situ）の 1 例
佐賀大学医学部 歯科口腔外科学講座 荒巻 亮太，他

17. 左側下顎に生じた Ewing 肉腫の 1 例
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科学分野 山本 英幸，他

Ⅳ．一般口演（4） 再建・合併症 【15：10～16：00】
座長：橋本憲一郎 先生（福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔腫瘍学分野）
18. 口腔内遊離分層植皮術におけるボタンボルスターを併用した tie-over 法の工夫
九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野 高橋

理，他

19. 神経再生導管による下歯槽神経再建およびチタンメッシュトレーを用いた下顎骨再建を行ったセメント質骨
形成線維腫の症例
久留米大学医学部 歯科口腔医療センター 小浦 ゆき，他
20. Refeeding syndrome を疑った口底癌術後患者の 1 例
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野 濱田 栄樹，他
21. 自家腸骨移植による二次再建後の感染に対し NPWTi-d が奏効した 1 例
福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野 宮原

慧，他

22. 免疫抑制剤使用中に生じた頸部壊死性筋膜炎の治療後に対し局所陰圧閉鎖療法と遊離植皮術を行った
1例
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔腫瘍治療学分野 中村 則夫，他

Ⅴ．一般口演（5） 感染症 【16：10～17：00】
座長：吉賀 大午 先生（九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野）
23. スニチニブが関連した薬剤関連顎骨壊死の 1 例
日本鋼管病院 歯科口腔外科 佐藤光一郎，他
24. テリパラチド投与により良好な治療結果が得られたビスフォスフォネート関連顎骨壊死
（Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw; BRONJ）の２例
産業医科大学病院 歯科・口腔外科 椛田 晃成，他
25. 骨吸収抑制剤関連顎骨壊死に起因した敗血症性ショックを生じた１例
下関市立市民病院 歯科口腔外科 細井 俊輔，他
26. 鹿児島大学病院歯科における抗菌薬の使用動向 —AMR 対策と費用対効果について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
顎顔面疾患制御学分野 吉村 成美，他

27. 当科における術前 COVID-19 PCR 検査について
国立病院機構九州医療センター 歯科口腔外科 吉川 博政，他

閉会の辞 【17：00～】
準備委員長：熊丸 渉（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野）

第 127 回歯科臨床医リフレッシュセミナー 【17：30～19:00】
座長：山田 朋弘 先生（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔顎顔面外科学分野）

ボーダレス化する感染症への対策
九州大学病院 グローバル感染症センター センター長 下野 信行 先生

