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理事長講演

4月21日（日）14：10～14：40 A会場
座長：嶋田 淳（明海大学 歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野I）

日本口腔科学会の役割・将来展望
丹沢 秀樹

千葉大学大学院医学研究所

特別講演

4月21日（日）13：30～14：00 A会場
座長：今井 裕（獨協医科大学医学部）

これからの歯科医療環境をどう考えるか
地域包括医療の未来 歯科医療の展望と役割

田口 円裕

厚生労働省 医政局歯科保健課

海外招待講演

4月20日（土）11：00～12：00 A会場
座長：嶋田 淳（明海大学 歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野I）

Aspects of Future and Trends in Implantology
G. Wahl

Bonn/Germany
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宿題報告

4月20日（土）15：40～16：30 A会場
座長：丹沢 秀樹（千葉大学大学院医学研究院）

口腔顎顔面領域の超音波診断の現状と将来
林 孝文

新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分野

指名報告 1

4月20日（土）16：40～17：30 A会場
座長：藤田 茂之（和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座）

コンピュータビジョンと拡張現実ディスプレイを統合した手術支援システムの開発
末永 英之

東京大学医学部附属病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科

指名報告 2

4月20日（土）17：40～18：30 A会場
座長：髙木 律男（新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野）

再発又は転移性頭頸部扁平上皮癌の病態解明と分子標的薬
中村 博幸

金沢大学医薬保健研究域顎顔面口腔外科学分野
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学会受賞講演

4月20日（土）16：40～17：10 B会場

1．胃がんにおける手術リスク評価法 E-PASS による術後合併症発症リスク評価と周
術期口腔機能管理

千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科 林 文彦

2．病理組織標本作製過程における組織の寸法変化に関する検討
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座顎口腔外科学分野 野島 瞳，他

シンポジウム 1『医原性の下歯槽神経・舌神経損傷への適切な診断と最善の
保存的・外科的治療』

4月20日（土）9：00～10：20 A会場
座長：藤田 茂之（和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科（歯科口腔外科学講座））

1．下歯槽神経および舌神経障害に対する適切な診断法と保存的加療法とその限界
東京歯科大学口腔健康科学講座 障害者歯科・口腔顔面痛研究室 福田 謙一

2．医原性の下歯槽神経・舌神経損傷への適切な診断と最善の保存的・外科的治療
和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座 藤田 茂之

シンポジウム 2『リンパ球研究の最新知見とこれから』

4月21日（日）9：00～10：10 A会場
座長：草間 薫（明海大学歯学部 病態診断治療学講座 病理学分野）

1．2型自然リンパ球 ILC2 と疾患
理化学研究所生命医科学研究センター 茂呂 和世

2．分子イメージングが拓くがん免疫応答と T細胞活性化メカニズムの解明～免疫
チェックポイント分子とキメラ抗原受容体CARのシグナルソーム形成～

東京医科大学 免疫学分野 横須賀 忠
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シンポジウム 3『手術によらない口腔癌治療』

4月21日（日）10：20～12：10 A会場
座長：藤内 祝（明海大学副学長）

1．口腔癌に対する小線源治療の現状と展望
東京医科大学大学院医歯学総合研究科 口腔放射線腫瘍学分野 三浦 雅彦

2．臓器温存を目指した進行口腔癌に対する動注化学放射線療法
横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学 光藤 健司

3．頭頸部癌に対する放射線治療の最近の進歩
伊勢赤十字病院 放射線治療科 不破 信和

4．機能温存を目指した口腔癌への集学的治療
国立がん研究センター中央病院 頭頸部内科 本間 義崇

シンポジウム 4『顎変形症治療の未来』

4月21日（日）14：50～16：30 A会場
座長：髙野 伸夫（東京歯科大学市川総合病院 口腔がんセンター）

1．［顎変形症治療の未来］睡眠外科治療としての外科的矯正治療の応用とその問題点
日本大学歯学部口腔外科学講座 外木 守雄

2．インプラントアンカーを利用したサージェリーファースト法による外科的矯正治
療のアップグレード

仙台青葉クリニック 長坂 浩

3．手術ナビゲーションとCAD/CAMスプリントによる精度の高い顎矯正手術を目
指して

昭和大学歯学部口腔外科学講座 顎顔面口腔外科学部門 代田 達夫

4．安全な顎矯正手術を目指して Strategies to improve the patient safety of
orthognathic surgery

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 小林 正治
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シンポジウム 5『口腔機能と全身機能とのかかわり：寝たきりからの生還』

4月21日（日）15：00～17：00 B会場
座長：竹島 浩（明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野）

1．歯科は自立支援の救世主―咀嚼・活動連関
国際医療福祉大学大学院 竹内 孝仁

2．超高齢社会における歯科の役割
河原英雄歯科医院 河原 英雄

ワークショップ 1『口腔科学推進プロジェクト研究』

4月21日（日）9：00～10：00 B会場
モデレーター：藤田 茂之（和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座）

1．「口腔機能に関する退院時患者アンケート調査」の結果報告
千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科 小池 一幸

2．口腔医療の効果検証 「周術期口腔機能管理の効果及び効果予測因子に関する後
ろ向き観察研究」

信州大学医学部歯科口腔外科学教室 栗田 浩

ワークショップ 2『急性期医療および地域包括ケアの多職種協働の中で、歯科
医師の果たすべき役割は？』

4月21日（日）11：00～12：00 B会場
モデレーター：片岡 竜太（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座歯学教育部門）

1．ミールラウンドとそれに基づくカンファレンスを模倣した多職種連携ワーク
ショップを経験して

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 インプラント再生補綴学分野 窪木 拓男

2．地域包括ケア時代における「食」・「口」・「ケア」と多職種協働
日本社会事業大学 社会福祉学部 小原 眞知子

3．医療職養成における多職種連携教育（Interprofessional Education：IPE）の
意義

昭和大学保健医療学部 保健医療学教育学（看護学科 精神看護学兼任） 榎田 めぐみ
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ワークショップ 3『関節頭骨折の診断と治療～保存療法から開放手術まで～』

4月21日（日）13：30～15：00 B会場
モデレーター：高橋 哲（東北大学）

1．下顎骨単純骨折の落とし穴―下顎骨関節突起骨折と正中部・傍正中部骨折―
東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野 野上 晋之介

2．関節頭骨折に対する観血的整復固定術
横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・矯正歯科 岩井 俊憲

3．両側関節包内骨折を伴った下顎正中骨折の治療
独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院歯科口腔外科 亀井 和利

教育研修会『骨と全身の健康との関わり』

4月20日（土）12：30～14：30 B+C会場
座長：中村 誠司（九州大学大学院所属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）

阪井 丘芳（大阪大学大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座顎口腔機能治療学教室）

1．骨免疫学と骨の破壊・再生
東京大学大学院医学系研究科免疫学 高柳 広

2．骨は内分泌器官
福岡歯科大学 平田 雅人

サテライトセミナー 1『第 23回口蓋裂公開勉強会』

4月20日（土）18：40～20：30 B会場
座長：三古谷 忠（北海道大学）

夏目 長門（愛知学院大学）
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サテライトセミナー 2『第 22回顎顔面手術手技研究会』

4月20日（土）18：40～20：40 C会場

サテライトセミナー 3『第 13回口腔顎顔面核医学フォーラム学術集会』

4月20日（土）18：40～20：40 D会場

サテライトセミナー 4『進行再発口腔がん患者に対するドラッグリポジショ
ニングの取り組み（医師主導第Ⅲ相試験）』

4月20日（土）18：40～20：40 E会場

サテライトセミナー 5『第 47回全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議
（定例）』

4月20日（土）18：40～20：10 F会場
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サテライトセミナー 6『超音波研修会ハンズオン「頸部リンパ節と舌の超音波
検査」NPO法人日本歯科放射線学会共催』

4月20日（土）18：40～20：40 第1・2会議室

学術セミナー 1 ニプロ株式会社

4月21日（日）12：30～13：30 B会場
座長：植野 高章（大阪医科大学医学部口腔外科学教室）

重篤な損傷を受けた舌神経・下歯槽神経に対する人工神経リナーブⓇを用いた治療～
神経再生誘導術施行後 1年目の評価～

藤田 茂之

和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座

学術セミナー 2 クラシエ薬品株式会社

4月21日（日）12：30～13：30 D会場
座長：森 一将（明海大学歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科分野I）

口腔機能低下症と漢方薬治療―口腔乾燥からのアプローチ―
戸谷 収二

日本歯科大学新潟病院 口腔外科
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学術セミナー 3 ストローマン・ジャパン株式会社

4月21日（日）12：30～13：30 E会場

TRIOS（口腔内スキャナー）が診療と経営にあたえるインパクト
デジタルデンティストリーの現状と展望

大石 洋平

医療法人社団大志技工部 Peake Materials

市民公開講座

4月21日（日）16：40～17：20 A会場

「その口内炎大丈夫ですか？」
嶋田 淳

明海大学 歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 I


