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学会事務局：
第 51 回 NPO 法人日本口腔科学会九州地方部会事務局
産業医科大学病院 歯科口腔外科
大 会 長：大矢 亮一
準備委員長：宮脇 昭彦 実行委員長：平島 惣一
住所：〒807-8556 北九州市八幡西区医生ケ丘１−１
TEL：093−603−1611 FAX：093−603−4639
E-mail：oralsurgery@mbox.clnc.uoeh-u.ac.jp
協賛：北九州市、
（公財）北九州観光コンベンション協会

会 場 案 内 図

学会会場 ２階国際会議室
評議員会 ３階 31 会議室
企業展示・ドリンクコーナー ２階 22 会議室
学会会場入り口に受付があります。受付開始は９時からです。
クロークはございません。

利益相反（COI）の開示：特定非営利活動法人 日本口腔科学会の利益相反（COI）開示に関する指針等により、利益相反の
開示が求められています。下記についてご協力をお願い致します。

口演発表時に（様式２）により開示
本学会ホームページ「利益相反（COI）」を参照してください。
学会参加費：2,000 円、当日受付にて徴収します。
発表時間 6 分 質問時間 2 分です。演者は時間を厳守し、座長の指示に従ってください。

教育研修会参加について
事前申込は件名：「第 51 回教育研修会申し込み」として、2018 年 11 月 30 日（金）までに所属と氏名を E−mail で下記宛お送り
ください。お申し込みの方には受付完了のメールを返信いたします。
oralsurgery@mbox.clnc.uoeh-u.ac.jp QR コード
当日の申し込みも可能です。
教育研修会参加費：１,000 円、当日受付にて徴収します。
参加者に教育研修会終了後に修了証を当日発行いたします。
郵送は致しませんので、当日、受講証書を受け取り、お帰りください。

第５１回 NPO 法人日本口腔科学会九州地方部会
プログラム
9：25
開会の辞
9：30～9：50
NPO 法人日本口腔科学会 理事長講演
10:00～11:00 一般演題１

司会 代表理事 池邉 哲郎（福岡歯科大学）
理事長 丹沢 秀樹
座長 笹栗 正明（九州歯科大学）

１．
４本鎖 DNA への結合特異性を向上した化合物の各種培養細胞への影響
1
九州歯科大学 生体機能学講座 顎顔面外科学分野
2
九州歯科大学 健康増進学講座 口腔応用薬理学分野

福田 晃（ふくだ ひかる）1

２．
局所制御下に肺転移を生じた口腔扁平上皮癌の臨床的検討
大分大学医学部 歯科口腔外科学講座

山本 哲彰（やまもと のりあき）

３．
セツキシマブ投与により生じたインフュージョンリアクションの 4 症例
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

山下 沙弥香（やました さやか）

４．
鹿児島県垂水市在住高齢住民における前向きコホート研究の概要と当科の取り組み
1
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
2
鹿児島大学医学部・歯学部付属病院 口腔顎顔面センター 口腔外科
有村 麻弥（ありむら まや）１
５．
オトガイ部下縁に発生した周辺性骨腫の 1 例
国立病院機構熊本医療センター 歯科口腔外科
６．
下顎骨に生じた類骨骨腫の 1 例
1
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
2
九州大学大学院歯学研究院 OBT 研究センター
７．
上顎前歯部に生じた骨軟骨腫の 1 例
1
佐世保共済病院 歯科口腔外科
2
鹿児島愛心会 大隅鹿屋病院 歯科口腔外科

11:00～11:50 一般演題２

中尾 美文（なかお みふみ）

村上 祐香（むらかみ ゆか）１

安永 奈津子（やすなが なつこ）1

座長 平木 昭光（福岡歯科大学）

８．
下顎骨に転移した類上皮血管内皮腫の一例
1
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻 顎口腔再生外科室
2
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻 口腔病理学

川崎 貴子（かわさき たかこ）１

９．
下顎歯肉に発生した紡錘細胞/多形脂肪腫の 1 例
九州歯科大学 生体機能学講座 口腔内科学分野

平林 文香（ひらばやし ふみか）

10．
上顎埋伏智歯と過剰歯の癒合歯の 1 例
1
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
2
山辺歯科

赤星僚一（あかほし りょういち）1

11．
唇顎裂患者に生じた鼻前庭嚢胞の一例
1
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野
2
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線科学分野
3
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理解析学分野

上栗 裕平（かみくり ゆうへい）１

12．
組織内気腫を伴った医原性異物迷入の１例
福岡大学医学部医学科 歯科口腔外科学講座

斉藤 洸佑（さいとう こうすけ）

13．
頬部に生じた孤立性線維性腫瘍の 1 例
国立病院機構九州医療センター 歯科口腔外科/口腔腫瘍・口腔ケアセンター

山口 豊（やまぐち ゆたか）

昼休み
評議員会（31 会議室）

13:35～14:20 一般演題３

座長 近藤 誠二（福岡大学）

14．
13 歳女児の硬口蓋に生じた粘表皮癌の１例
久留米大学病院 歯科口腔医療センター

拝形 祐登（はいかた ゆうと）

15．
頚部に巨大な甲状腺のある精神発達遅滞の患者に生じた舌扁平上皮癌の１例
久留米大学病院 歯科口腔医療センター

時崎 詩織（ときざき しおり）

16．
左側下顎埋伏智歯周囲に認められた左側下顎骨顎骨中心性扁平上皮癌
長崎大学 生命医科学域 (歯学系) 顎口腔再生外科学分野

竹内 正彦（たけうち まさひこ）

17．
上顎歯肉に生じた無色素性悪性黒色腫の 1 例
佐賀大学医学部 歯科口腔外科学講座

岩本 脩平（いわもと しゅうへい）

18．
真性多血症患者に生じた上顎歯肉癌の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

新甫 智明（しんぼ ともあき）

14:20～15:00 一般演題４
19．
臨床診断を炎症性エプーリスとした下顎歯肉未分化多形肉腫の一例
1
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面疾患制御学分野
2
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理解析学分野

座長 吉岡 泉（九州歯科大学）

森 和樹（もり かずき）1

20．
頬部に生じた脂肪肉腫の１例
福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座

成富 正和（なりとみ まさかず）

21．
気管切開閉鎖後に皮下・縦隔気腫を生じた舌癌の 1 例
国立病院機構九州医療センター 歯科口腔外科/口腔腫瘍・口腔ケアセンター

清水 達郎（しみず たつろう）

22．
急速に呼吸困難に陥った下行性壊死性縦隔炎の 1 例
熊本大学医学部附属病院歯科口腔外科

新垣 勝太（あらかき しょうた）

23．
口腔カンジダ症で投薬にて改善するも肺炎発症を契機に HIV 感染が判明した AIDS 症例の 1 例
産業医科大学病院 歯科口腔外科
森脇 悠太（もりわき ゆうた）

15:20～16:20 教育研修会
座長 吉岡 泉（九州歯科大学）
教育研修会 HIV 感染症の動向と歯科診療 ～増え続ける HIV 感染者と今後抱える問題点～
戸畑総合病院 病院長 齋藤 和義先生

