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プログラム

大会長挨拶� 岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野　教授　山田　浩之

特別講演1

認知症の臨床と研究の最前線
筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学　教授・筑波大学附属病院認知症疾患医療センター　部長　新井　哲明

特別講演2

デジタル・デンティストリーがコーディネートする顎骨再建・インプラント・補綴歯科治療
岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座　主任教授　近藤　尚知

特定非営利活動法人日本口腔科学会　理事長講演

理事長講演
特定非営利活動法人　日本口腔科学会　理事長　中村　誠司

公益社団法人日本口腔外科学会　理事長講演

（公社）日本口腔外科学会理事長就任のご挨拶
公益社団法人　日本口腔外科学会　理事長　桐田　忠昭

公益社団法人 日本口腔外科学会　歯科臨床医リフレッシュセミナー

歯科病棟および歯科外来における内科医の役割
岩手医科大学歯学部　口腔医学講座　関連医学分野　教授　千葉　俊美

配信日時：2021年5月22日 （土）  13：00〜14：00
共催セミナー（共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／小野薬品工業株式会社）

座長：山形大学医学部　歯科口腔・形成外科学講座　主任教授　飯野　光喜

メインテーマ：頭頸部癌薬物療法における適正使用のポイント

頭頸部癌におけるセカンドライン以降の治療戦略
宮城県立がんセンター　頭頸部内科　診療科長　山﨑　知子

免疫チェックポイント阻害薬治療の現状と展望
岩手医科大学医学部　内科学講座　血液腫瘍内科分野　教授　伊藤　薫樹



― 7 ―

一般演題　口演（口科）
炎症
口科O-01	 投与目的別にみた骨修飾薬投与患者での薬剤関連顎骨壊死発症率の調査報告（口科）

新潟大学医歯学総合病院　医療連携口腔管理治療部／新潟大学大学院医歯学総合研究科　組織再建口腔外科学分野　野澤　舞　他

良性腫瘍
口科O-02	 診断に苦慮した咬筋内神経鞘腫の 1例（口科）

弘前大学大学院医学研究科　歯科口腔外科学講座　秋山　なつみ　他

悪性腫瘍
口科O-03	 診断に苦慮した節外性NK/T細胞リンパ腫の 1例（口科）

岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野　小幡　健吾　他

その他
口科O-04	 埋伏下顎第三大臼歯による下顎第二大臼歯の歯根吸収についてのX線学的検討（口科）

岩手医科大学歯学部　歯科医師卒後臨床研修センター　池田　裕之介　他

口科O-05	 	上顎正中過剰埋伏歯と周囲の解剖学的構造との歯科用コーンビーム CT画像によ
る観察（口科）

岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野　山内　博仁　他

一般演題　口演（口外）
発育異常
口外O-01	 甲状軟骨上角の過長を伴った茎状突起過長症の 1例（口外）

沖縄県立北部病院　歯科口腔外科　山城　貴愛　他

外傷
口外O-02	 認知症患者の界面活性剤誤飲による口腔粘膜損傷の 1例（口外）

社会医療法人財団　慈泉会　相澤病院　口腔外科　吉村　伸彦　他

口外O-03	 特別な配慮を要した外国人技能研修生の眼窩底骨折の 1例（口外）
苫小牧市立病院　歯科・歯科口腔外科　桂巻　卓史　他

口外O-04	 high	perimandibular	approach	を施行し良好な経過を示した 5例（口外）
仙台徳洲会病院　歯科口腔外科　八木　正聡　他

感染症
口外O-05	 ヒトパルボウイルスB19 感染によるウイルス性口内炎が疑われた 1例（口外）

日鋼記念病院　歯科口腔外科　三浦　賢政　他

口外O-06	 手術時の飛沫拡散防止デバイスの開発及び使用について（口外）
苫小牧市立病院　歯科口腔外科　浅香　雄一郎　他
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炎症・免疫性疾患
口外O-07	 三叉神経帯状疱疹に続発した歯槽骨壊死の 1例（口外）

旭川医科大学医学部　歯科口腔外科学講座　松田　真也　他

口外O-08	 歯性感染が側頭下窩に波及した深部膿瘍の 2例（口外）
北斗病院　歯科口腔外科　森本　真弘　他

口外O-09	 急速に進展した超高齢者頸部壊死性筋膜炎の 1例（口外）
新潟大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面口腔外科分野　山田　葵　他

口外O-10	 高用量注射骨吸収薬投与患者と顎骨壊死発症に関する観察研究（口外）
東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野　江副　祐史　他

口外O-11	 	顕微鏡的多発血管炎患者に発症し急速に増悪した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の一
例（口外）

福島県立医科大学付属病院　歯科口腔外科　小島　百代　他

嚢胞
口外O-12	 多発性顎骨嚢胞の 1病変に腺性歯原性嚢胞の発生をみた 1例（口外）

八戸赤十字病院　歯科・口腔外科　髙橋　一彰　他

口外O-13	 反復処置法を行った歯原性角化嚢胞の一例（口外）
市立旭川病院　歯科口腔外科　小川　仁　他

口外O-14	 下顎骨に発生した動脈瘤様骨嚢胞を開窓・掻爬術で治癒した 1例（口外）
日本歯科大学新潟生命歯学部　顎口腔全身関連治療学　武内　信親　他

良性腫瘍
口外O-15	 口底に認めた脂肪腫の 1例（口外）

北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野　口腔診断内科学教室　中村　圭佑　他

口外O-16	 静脈石を伴う下唇に生じた血管平滑筋腫の 1例（口外）
函館厚生院　函館五稜郭病院　歯科口腔外科　中里　紘　他

口外O-17	 頬部に発生した筋周皮腫の一例（口外）
北海道大学大学院歯学研究院・大学院歯学院　口腔病態学講座　口腔顎顔面外科学教室　中野　晋太郎　他

口外O-18	 口底部に生じた紡錘細胞脂肪腫の 1例（口外）
東北大学大学院歯学研究科　病態マネジメント歯学講座　顎顔面・口腔外科学分野　佐藤　舜　他

口外O-19	 下顎第二大臼歯部に生じた腺腫様歯原性腫瘍の 1例（口外）
函館厚生院　函館五稜郭病院　歯科口腔外科　秋本　祐基　他

口外O-20	 下顎舌側歯槽部に発生した神経鞘腫の 1例（口外）
日本歯科大学新潟生命歯学部　顎口腔全身関連治療学　菊地　庸佑　他

口外O-21	 下顎に発生し嚢胞状を呈した石灰化歯原性上皮性腫瘍の 1例（口外）
山形大学医学部　歯科口腔・形成外科学講座　國井　俊介　他
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悪性腫瘍
口外O-22	 口腔転移性腫瘍により発見された肺癌の 1例（口外）

青森県立中央病院　歯科口腔外科　武田　啓　他

口外O-23	 口底部に生じた胞巣状軟部肉腫の 1例（口外）
岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野　笹村　祐杜　他

口外O-24	 拡大切除せず再発転移なく過ごした粘表皮癌の一例（口外）
仙台徳洲会病院　歯科口腔外科　八木　正聡　他

口外O-25	 口蓋に発生した多形腺腫由来癌の 2例（口外）
札幌医科大学付属病院　口腔外科学講座　山本　広大　他

口外O-26	 臼後腺由来と考えられた腺様嚢胞癌の 1例（口外）
日本歯科大学新潟病院　口腔外科　梁　由美　他

唾液腺疾患
口外O-27	 副耳下腺に発生した基底細胞腺腫の 1例（口外）

秋田大学医学部附属病院　歯科口腔外科　早津　大二朗　他

口外O-28	 反復する耳下腺腫脹を認めた線維素性唾液管炎の 1例（口外）
札幌医科大学付属病院　歯科口腔外科学講座　瀧田　圭吾　他

神経系疾患
口外O-29	 三叉神経症状を契機として発見された脳腫瘍の 2例（口外）

長岡赤十字病院　歯科口腔外科　結城　龍太郎　他

顎関節
口外O-30	 顎関節に生じた腱滑膜巨細胞腫の 1例（口外）

東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野　坪井　裕紀　他

その他
口外O-31	 当科における下顎智歯抜歯症例の臨床的検討（口外）

秋田大学医学部附属病院　歯科口腔外科　藤井　健吾　他

口外O-32	 遺伝性血管性浮腫患者の抜歯経験（口外）
北海道大学歯学研究院・歯学院口腔病態学講座　口腔診断内科学教室　近藤　優理絵　他

口外O-33	 口腔・頭頸部領域における皮下気腫の臨床的検討（口外）
岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野　齋藤　勇起　他

口外O-34	 歯科口腔外科領域におけるフルカラー 3D疑似骨石膏モデルの有用性（口外）
釧路労災病院　歯科口腔外科／北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野　口腔診断内科学教室　岩見　永倫香　他

口外O-35	 当科における過去 5年間の周術期口腔機能管理の臨床的検討	（口外）
苫小牧市立病院　歯科・歯科口腔外科　村田　翼　他
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一般演題　ポスター（口科）
悪性腫瘍
口科P-01	 透明化技術を用いた悪性黒色腫細胞骨浸潤のイメージング解析（口科）

北海道医療大学歯学部　組織再建口腔外科学分野　島谷　真梨　他

その他
口科P-02	 歯科用コーンビームCT画像における下顎骨切歯管の出現率と走行（口科）

岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野　小川　淳　他

口科P-03	 	下顎埋伏智歯抜去時の下歯槽動脈分枝からの出血に対し経カテーテル的動脈塞栓
術を施行した 1例（口科）
砂川市立病院　歯科口腔外科／北海道大学大学院歯学研究院　口腔病態学分野　口腔診断内科学教室　中村　裕介　他

一般演題　ポスター（口外）
先天異常
口外P-01	 上顎骨延長と下顎枝矢状分割術を行った片側性唇顎口蓋裂の 1例　
	 ～その長期経過～（口外）

鶴岡市立荘内病院　歯科口腔外科　本間　克彦　他

口外P-02	 2 本の第四大臼歯を含む 5本の過剰歯を認めた 1例（口外）
弘前大学大学院医学研究科　歯科口腔外科学講座　小松　正太朗　他

口外P-03	 鼻石と連続して存在していた過剰埋伏歯の 1例	（口外）
岩手県立磐井病院　歯科口腔外科／岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野　平野　大輔　他

発育異常
口外P-04	 岩手県立中央病院における外科的矯正治療の検討（口外）

岩手県立中央病院　歯科口腔外科／岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野　小原　ななみ　他

炎症・免疫性疾患
口外P-05	 広範な骨壊死を伴うStage	3	BRONJに対して顎骨温存外科療法が奏功した1例（口外）

会津中央病院　歯科口腔外科　重本　心平　他

口外P-06	 ニボルマブ投与中に生じた類天疱瘡の 1例（口外）
秋田大学医学部附属病院　歯科口腔外科　鈴木　昇建　他

口外P-07	 ビスフォスフォネート製剤使用中に発症した顎放線菌症の 1例（口外）
社会医療法人仁愛会　新潟中央病院　歯科口腔外科　木口　哲郎　他

口外P-08	 高気圧酸素療法を施行した下顎骨骨髄炎症例の臨床統計学的検討（口外）
札幌医科大学医学部　口腔外科学講座　神　麻紀也　他
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嚢胞
口外P-09	 右側上顎前歯部に生じた鼻歯槽囊胞の 1例（口外）

会津中央病院　歯科口腔外科　吉開　義弘　他

口外P-10	 顎下部に発生した類表皮嚢胞の 1例（口外）
岩手県立中央病院　歯科口腔外科／岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野　阿部　亜希　他

良性腫瘍
口外P-11	 口蓋に発生した疣贅型黄色腫の 1例（口外）

能代山本医師会病院　歯科口腔外科　畠山　成知　他

口外P-12	 下顎頭にまで進展した歯原性粘液腫の一例（口外）
弘前大学大学院医学研究科　歯科口腔外科学講座　高木　康貴　他

口外P-13	 口蓋部に発生した唾液腺脂肪腫の 1例（口外）
桑名市総合医療センター　歯科口腔外科　服部　晴吉　他

悪性腫瘍
口外P-14	 セツキシマブ併用放射線療法が著効した進行頬粘膜癌の 1例（口外）

埼玉県立がんセンター　歯科口腔外科／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　金　裕純　他

口外P-15	 頬粘膜に発生した乳頭状扁平上皮癌の 1例（口外）
市立札幌病院　歯科口腔外科　山口　響子　他

口外P-16	 	下顎骨顎骨中心性癌患者に対してオーダーメイドチタンプレートによる再建術を
行った一例（口外）

福島県立医科大学附属病院　歯科口腔外科　渡部　雄貴　他

口外P-17	 当科における下顎再建術施行症例の臨床的検討（口外）
札幌医科大学医学部　口腔外科学講座　巣山　航　他

口外P-18	 口腔扁平上皮癌に対する動注化学放射線療法の治療効果に関する検討（口外）
札幌医科大学医学部　口腔外科学講座　小池　和茂　他

その他
口外P-19	 岩手県立中央病院における周術期口腔機能管理の現状と今後の課題（口外）

岩手県立中央病院　歯科口腔外科／岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野　阿部　亮輔　他

口外P-20	 下顎骨前歯部から小臼歯部に認めた静止性骨空洞の 1例（口外）
JA 秋田厚生連雄勝中央病院　歯科口腔外科　西平　宗功　他

口外P-21	 顎二腹筋内に生じた動静脈奇形（AVM）の 1例（口外）
愛知学院大学歯学部　顎顔面外科学講座　鯉江　信　他

口外P-22	 口角に生じたメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1例（口外）
新潟県立中央病院　歯科口腔外科　田村　隆希　他




