
プログラム 

8:40       開会の辞                     大会長 岸本裕充 

 
8:45〜9:25   偶発症・他   口演 1〜5          座 長 大西祐一 （大阪歯科大学）

1. フェニルメチルアミノプロパン使用中の自傷により広範な組織壊死を生じた舌咬傷 

の 1例 

医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科         首藤敦史、他 

2. 上顎第一乳臼歯埋伏の１例 

   宝塚市立病院 歯科口腔外科                  橋谷 進、他 

3. レーザーを用いた根管治療により発症した顔面・頸部および縦隔気腫の 1例 

大阪医科大学附属病院 歯科口腔外科              黒松由貴、他 

4. 神経刺激装置とモノポーラの併用により舌に電撃傷をきたした 1例 

大阪市立大学医学部附属病院歯科口腔外科            有川千尋、他 

5. 下顎骨骨折に使用した吸収性ポリ-L-乳酸プレートに対して遅発性炎症反応を 

認めた１例 

滋賀医科大学 医学部 歯科口腔外科学講座           山田理人、他 

 

9:25〜10:05  リハビリ・研究 口演 6〜10     座 長 吉田博昭（大阪歯科大学） 

6. 大腿骨近位部骨折術後患者の口腔機能とリハビリテーション効果との関係 

ときわ病院 歯科口腔外科                   芝辻豪士、他 

7. 当診療部のドライマウス外来受診患者における実態調査 

   大阪大学歯学部附属病院 顎口腔機能治療部            山中賀惠、他 

8. 当科における過去 3年間の薬剤関連顎骨壊死に関する臨床的検討 

   大阪歯科大学口腔外科学第二講座                根本直人、他 

9. とろみ付き液体の誤嚥による肺への影響の検討 

   大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能治療学教室        新家敬史、他 

10. ダイレクト・コンバージョン技術による新規骨再生療法の確立 

   京都府立医科大学大学院 医学研究科 歯科口腔科学        中井 敬、他 

 

 

 

 
 
 
 



10:10〜10:50  良性腫瘍 口演 11〜15        座 長 中野旬之（大阪医科大学） 

11. 下唇に生じた紡錘細胞脂肪腫の 1例 

宝塚市立病院歯科口腔外科                    川邊睦記、他 

12. 上唇に発生した筋上皮腫の１例 

神戸市立西神戸医療センター 歯科口腔外科           平井雄三、他 

13. 口唇に発生した被角血管腫の 1例 

   京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野  竹内文乃、他 

14. 腺腫様歯原性腫瘍の 1例 

大阪急性期・総合医療センター 歯科口腔外科           谷口弘樹、他 

15. 硬口蓋に生じた乳頭状唾液腺腺腫の 1 例 
大阪歯科大学口腔外科学第一講座                 高杉典史、他 

 

10:50〜11:30  悪性腫瘍・他 口演 16〜20    座 長 山川延宏（奈良県立医科大学） 

16. 頬粘膜下血腫を契機に診断された Burkittリンパ腫の 1例 

   京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野  秋月 祥、他 

17. 舌下神経麻痺を契機に発見された前立腺癌脳転移の 1例 

   神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野      佐々木亜紀、他 

18. 同時期に肺病変を伴った下顎歯肉に発生したメトトレキサート関連増殖疾患の１例 

堺市立総合医療センター 歯科口腔外科             薮野佑介、他 

19. 巨大な顎下腺体内唾石の 1例 

公立学校共済組合 近畿中央病院                 橋本慎也、他 

20. 兵庫県病院歯科医会のめざすもの～過去・現在・未来 

兵庫県病院歯科医会（ときわ病院歯科口腔外科）         足立了平 

 

11:40〜12:25 ランチョンセミナー クロスフィールド株式会社/役員会 

 

12:30〜13:00  総会 

 

13:00〜13:30  理事長講演          座 長 桐田忠昭（奈良県立医科大学） 

「日本口腔科学会の事業計画」 

    NPO法人日本口腔科学会              理事長 丹沢秀樹先生 

 

13:30〜14:30  特別講演 兼学術研修会       座 長 岸本裕充（兵庫医科大学） 

「進化しつつある心臓弁膜症治療」 

兵庫医科大学 心臓血管外科 主任教授               坂口太一先生 

 



14:35〜15:15 手術 口演 21〜25                  座 長 今井智章（大阪大学） 

21. 当科における Trans Masseteric Antero Paratid approachによる下顎骨関節突起 

骨折治療の臨床的検討 

   大阪急性期総合医療センター 口腔外科            中野晋太郎、他 

22. High perimandibular approarchが有用であった陳旧性下顎角部骨折の 1例 

神戸市立医療センター中央市民病院歯科口腔外科         尾古怜佳、他 

23. 3次元実体模型および手術用テンプレートを用いた両側筋突起切除術の一例 

   大阪医科大学医学部 感覚器機能形態医学講座 口腔外科学教室   米永崇利、他 

24. 積層造形チタンメッシュを骨造成に用い歯科インプラント治療を行った 2例の長期

経過症例 

北大阪ほうせんか病院 歯科口腔外科               福居 希、他 

25. ナビゲーションシステムを用いて下顎枝全域に及ぶ嚢胞を摘出した 1例 

京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野 新谷由貴子、他 

 

15:15〜16:03 悪性腫瘍 口演 26〜31               座 長 武田大介（神戸大学） 

26. nivolumab 投与患者に生じた oral lichenoid reactionの 1例 

   京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野  二宮あや、他 

27. 89歳女性に生じた口腔内多発癌の 1例 

   大阪急性期・総合医療センター 歯科口腔外科           千田 正、他 

28. 上顎歯肉癌に対して Cheek splitting transbuccal approachと頬脂肪体移植を 

併用した 1例 

兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座               畑中彩花、他 

29. 2度寛解をした後に上顎歯肉に発症した悪性リンパ腫の 1例 

   市立池田病院歯科口腔外科                   西野毅至、他 

30. 舌に生じた腺扁平上皮癌の 1例 

   神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野       大堀浩明、他 

31. 当院緩和ケア科における口腔管理のニーズ 

耳原総合病院 歯科口腔外科                 長谷川淳子、他 

 

 

 

 

 

 

 

 



16:03〜16:43  診断 口演 32〜36            座 長 磯村恵美子（大阪大学） 

32. 下顎埋伏智歯抜歯を契機に発症した全身性エリテマトーデスの 1例 

   和歌山県立医科大学口腔顎顔面外科学講座             中西 隆、

他 33. 顎矯正手術を施行した遺伝性血管性浮腫 3型の 1例 

   京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野   髙木謙佑、

他 34. 舌潰瘍より判明した肺結核の 1例 

   京都第二赤十字病院歯科口腔外科                 西川正典、

他 

35. 口腔内出血を初発症状とし特発性血小板減少性紫斑病（ITP）の診断に至った 1例 

   近畿大学病院 歯科口腔外科                   高田雄斗、

他 

36. 唇顎口蓋裂患者のフォロー中に発見された大きな無症候性くも膜のう胞の 1例 

   大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第一教室         松川正誠、

他 

 

16:43〜17:23  良性腫瘍・他 口演 37〜41        座 長 濱田 傑 （近畿大学） 

37. 悪性腫瘍が疑われた巨大な線維性エプーリスの１例 

   大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座口腔外科学第二教室    奥村 将、他 

38. 舌に生じた Glial choristomaの 1例 

   大阪母子医療センター 口腔外科                 近藤敬秀、他 

39. 下顎頭内に発症したガングリオンの 1例 

   医療法人田北会田北病院歯科口腔外科               川上哲司、他 

40. 上顎に生じた象牙質形成性幻影細胞腫の 1例 

   奈良県立医科大学 口腔外科学講座                安田崇人、他 

41. 咬筋内に発生した勃起性血管奇形の 1例 

   耳原総合病院歯科口腔外科                    荻澤良治、他 

 

 

17:23     閉会の辞                     大会長 岸本裕充 

 

 
 
 
 
 
 



会場案内 

 

会 場 兵庫医科大学 教育研究棟 201 講義室 

所在地 〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町 1番 1号 

    TEL 0798-45-6677 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大会事務局 

第 31回 NPO法人日本口腔科学会近畿地方部会 

 準備委員長 野口 一馬 

 兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 

 〒663-8501 西宮市武庫川町１番１号 

 TEL:0798-45-6677  FAX:0798-45-6679 

 E-mail: oralsurg@hyo-med.ac.jp 
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