
プログラム（Ａ会場） 

8：55～開会の辞  会長 別所和久 

 

9：00～9：42 口演 1～6  座長 高橋克（北野病院） 

 

1. 『歯周疾患と腎臓病との関係に関する疫学研究 ～ながはま 0 次コホート事業～』 

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 

〇宮内瑠依 井上悠 佐伯光希 梅鉢千左 福原紫津子 浅井啓太 別所和久 

 

2. 『顎関節症と心理社会学的要因の関係に関する研究 ～ながはま 0 次コホート事業～』 

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 

〇佐伯光希 井上悠 宮内瑠依 梅鉢千左 福原紫津子 浅井啓太 別所和久 

 

3. 『当院におけるエプーリス 71 例の臨床統計学的検討』 

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 

〇河本真孝 吉田 剛  西川元規 秋月 祥 別所和久 

 

4. 『口腔白板症と診断された 284 例の臨床的検討』 

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 

〇髙橋彩香 竹内文乃 山中茂樹 別所和久 

 

5. 『顎矯正手術における術後の嘔気・嘔吐発生要因の検討』 

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 

〇増田理奈 中尾一祐 牟禮愛美 福原紫津子 赤井香耶 別所和久 

 

6. 『下顎枝矢状分割術術後に生じる知覚鈍麻の発症因子の検討』 

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 

〇牟禮愛美 中尾一祐 増田理奈 赤井香耶 奥田竜二 福原紫津子 別所和久 

 

9：45～10：33 口演 7～12  座長 野口一馬（兵庫医科大学） 

 

7.  『C 型ナトリウム利尿ペプチドの中顔面の成長促進作用の検討』 

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 

〇柏木 まりな 中尾一祐 山中茂樹 別所和久 

 

8. 『当院における口腔細胞診の有用性の検討』 

舞鶴共済病院 歯科口腔外科 

○三木真優 田中昭生 藤川直輝 

 

9. 『奈良県総合医療センターにおける顎顔面骨骨折の臨床的検討』 

1） 奈良県総合医療センター口腔外科 



2) 奈良県立医科大学口腔外科学講座 

〇大澤政裕 1,2⁾ 中村泰士 1,2⁾ 山本一彦 1,2⁾ 桐田忠昭 2⁾ 

 

10. 『4D-CT を用いた口蓋裂患者の鼻咽腔閉鎖機能検査に重力が及ぼす影響の検討』 

1) 藤田医科大学病院 歯科・口腔外科 

2) 藤田医科大学 医学部 歯科・口腔外科学講座 

○名嘉真沢子 1） 小林義和 2） 近石壮登 2） 竹原庸介 2） 奥井太郎 2） 相澤貴子 2） 佐藤公治 2） 松尾浩一郎 2） 

 

11. 『咀嚼筋腱・腱膜過形成症に対する術前後における口腔機能の変化についての検討』 

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 

〇北野真也 山本直典 澤井恭久 井上和也 中島世市郎 中野旬之 寺井陽彦 植野高章 

 

12. 『耳下腺がん組織におけるテトラスパニン CD81 の発現解析』 

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 

〇濵田渉 小越菜保子 中島世市郎 中野旬之 寺井陽彦 植野高章 

 

10：35～11：23口演 13～18  座長 筧康正（神戸大学） 

 

13. 『顎嚢胞に関連して発生したと考えられる疣贅癌の 1 例』 

公立学校共済組合 近畿中央病院 

〇高瀬貴弘 髙畑惣介 石井庄一郎 薬師寺 登 

 

14. 『舌癌に合併した結核性リンパ節炎の 1 例』 

1）市立豊中病院 歯科・歯科口腔外科 

2）済生会千里病院 歯科・歯科口腔外科 

〇矢野浩司 1)  藤田祐生 1)  若林健 2)  北平有紀子 1)  墨哲郎 1) 

 

15. 『周術期の口腔内診察を契機に左側舌扁平上皮癌を発見した１例』 

滋賀医科大学医学部 歯科口腔外科学講座 

○若村祐宏 山田理人 白井悠貴 越沼伸也 町田好聡 山本 学 

 

16. 『上顎に転移した腎細胞癌の 1 例』 

1）紀南病院歯科口腔外科 

2）香川大学医学部歯科口腔外科学講座 

3）熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学分野 

4）生長会 阪南市民病院 歯科口腔外科 

〇辻 麻美 1） 宮嵜 亮 1,2） 岡本さつき 1） 西口雄祐 1） 湯田洋子 1） 髙橋 望 1,3） 木本栄司 1） 木本奈津子 1） 森

田展雄 1,4） 大亦哲司 1） 

 

17. 『広範切除を要した口底癌再発例に対し口唇を保存し審美的・機能的に再建した１例』 

1）大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第二教室 

2）市立西宮中央病院 歯科口腔外科 



〇木村友昌１） 竹下彰範１) 松永和秀１) 奥村 将１) 飯井孝年１) 西山今日子２) 梶川ひとみ１) 鵜澤成一１) 

 

18. 『肩甲骨皮弁による下顎骨再建をした悪性腫瘍患者にスプリットクレストを併用した歯科インプラント埋入で咬

合機能の回復を図った一例』 

1) 公立豊岡病院 歯科口腔外科・矯正歯科 

2) 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 

○井上史基 1) 西村隆克 1) 由利一真 1) 藤井伸夫 1) 今井琢己 1) 田中太邦 1) 別所和久 2) 

 

11：25～11：55 口腔がん登録説明会 

 

12：30～12：50 会務報告会 

 

12：55～13：55 特別講演 

「頭頸部外科領域におけるロボット支援手術の現状と展望」 

藤田医科大学耳鼻咽喉科学教授 楯谷一郎     座長 別所和久  

 

14：00～14：48 口演 19～24  座長 今井智章（大阪大学） 

 

19. 『ぺムブロリズマブの使用により完全奏功に至った再発歯肉癌の１例』 

1）関西労災病院 歯科口腔外科 

2）大阪みなと中央病院 口腔外科 

○松下 豊 1)、原田丈司 1)、和田剛信 2)、北村龍二 1) 

 

20. 『顔面領域における多発性骨髄腫の髄外性病変の１例』 

1) 公立豊岡病院組合豊岡病院 歯科口腔外科 

2) 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 

◯藤井伸夫 1) 田中太邦 1) 井上史基 1) 由利一真 1) 西村隆克 1) 今井琢己 1) 別所和久 2) 

 

21. 『診断に苦慮した歯肉と乳房に発生した腫瘤先行型顆粒球肉腫の 1 例』 

京都市立病院歯科口腔外科 

◯渡辺猛寛 白井陽子 大西ゆりあ 

 

22. 『口腔内に多発性の腫瘤を呈した悪性リンパ腫の１例』 

1) 大阪赤十字病院 歯科口腔外科   

2) 大阪歯科大学 口腔外科学第二講座 

〇井奥雄介１） 渡辺昌広２） 岡本知子１） 北浦璃子１） 岡本泰典１） 小林祐佳１）  

井上洋士１） 中嶋正博２） 杉立光史１.２） 

 

23. 『8歳小児の下顎に発症したランゲルハンス組織球症の1例』 

大阪市立総合医療センター 口腔外科 

◯田中洋充 佐野寿哉 溝畑和恵 呉孟樺 大石健三 

 



24. 『早急な動脈再吻合により救済できた腹直筋皮弁即時再建の 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 

○半田妃加里・筧康正・長谷川巧実・榊原晶子・寺岡駿・廣田純也・明石昌也 

 

14：50～15：30 口演 25～29  座長 大西祐一（大阪歯科大学） 

 

25. 『先天性左肺欠損症及び縦隔偏位の患者に全身麻酔で抜歯を行った１例』 

1）北山武田病院 歯科口腔外科 

2）医仁会武田総合病院 歯科口腔外科 

3）京都府立医科大学大学院医学研究科 歯科口腔科学 

〇門井辰聡 1,3⁾ 坂下敦宏 1,3⁾ 木村 功 1,2⁾ 中谷友恵 2,3⁾ 大塚有美 2,3⁾ 小森雅之 2,3⁾ 大迫文重 3⁾ 山本俊

郎 3⁾ 金村成智 3⁾ 

 

26. 『経鼻挿管時に生じたと考えられる皮下気腫の 1 例』 

1) 宝塚市立病院 歯科口腔外科 

2) 宝塚市立病院 医療技術部歯科衛生室 

3) 耳原総合病院 歯科口腔外科 

○福森紫乃 1) 川邊睦記 1) 神田修治 1) 小笠恵理子 1) 川野知子 2) 柳澤高道 3) 橋谷 進 1） 

 

27. 『顎矯正手術後に発生した両側眼瞼周囲の皮下気腫の 1 例』 

滋賀医科大学医学部 歯科口腔外科学講座 

○岡村武志 越沼伸也 山田理人 白井悠貴 町田好聡 山本学 

 

28. 『口腔手術の組織欠損に対する自己フィブリン糊およびポリグリコール酸シートの使用経験』 

舞鶴共済病院 歯科口腔外科 

〇田中昭生 三木真優 藤川直輝 

 

29. 『当科における摂食嚥下機能障害への取り組み』 

京丹後市立久美浜病院 歯科・歯科口腔外科 

〇山田順子 園部純也 丸尾将太 石原幹也 堀 信介  

 

15：32～16：12 口演 30～34  座長 中野旬之（大阪医科大学） 

 

30. 『口腔外切開により切除した舌骨まで及ぶ茎状突起過長症の 1 例』 

1）兵庫医科大学歯科口腔外科学講座 

2）兵庫医科大学病理学講座 

〇大前尭之 1) 野口一馬 1) 森寺邦康 1) 山根木康嗣 2) 高岡一樹 1) 岸本裕充 1) 

 

31. 『再手術を要した筋突起過形成症の 1 例』 

高島市民病院 歯科口腔外科  

〇蔵本達人 岡本孝博 徳持翔太 

 



32. 『顎関節開放術時に関節鏡の併用で内側深部の関節鼠を除去し得た滑膜骨軟骨腫症の 1 例』 

大阪歯科大学口腔外科学第一講座 

〇植村紳司 吉田博昭 池田隼人 中谷悠一郎 石川敬彬 井関富雄 

 

33. 『下垂体機能低下症を伴う唇顎口蓋裂の 1 例』 

大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 口腔外科 

○藤林えみ 大槻浩一 桐越晶子 上松節子 山元有理 西尾順太郎 山西整 

 

34. 『顎裂部骨移植術術後に発生した鼻口蓋管嚢胞の 1 例』 

1) 藤田医科大学病院 歯科・口腔外科 

2) 藤田医科大学 医学部 歯科・口腔外科学講座 

○浄宇維陽 1) 小林義和 2) 小牧令典 2) 近石壮登 2) 竹原庸介 2) 奥井太郎 2) 相澤貴子 2) 佐藤公治 2) 松尾

浩一郎 2) 

 

16：15 閉会の辞  会長 別所和久 

 

16：30～17：45 リフレッシュセミナー 

テーマ： 「臨床医に必要な医療統計学の基本」 

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療統計学 教授 佐藤俊哉 

  



プログラム（Ｂ会場） 

9：00～9：36 口演 35～40  座長 新谷ゆかり（和歌山県立医科大学） 

 

35. 小児の舌縁に発生した神経鞘腫の 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 

○久保明加 三島清香 佐藤結香 梅鉢千左 別所和久 

 

36. 口蓋隆起形成術後に膿原性肉芽腫を発症した 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 

〇佐藤結香 三島清香 久保明加 梅鉢千左 別所和久 

 

37. 『上顎歯槽部に生じた巨大な骨形成エプーリスの 1 例』 

大津赤十字病院 歯科口腔外科 

○阿部瞬也 井上亮 荒木郁子 

 

38. 『全前脳胞症の患者に生じた顎下型ガマ腫の一例』 

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 

〇岡田理沙 渡邉拓磨 中村果恋 奥田竜二 別所和久 

 

39. 『頬部に生じた歯原性角化嚢胞の 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 

〇中村果恋 渡邉拓磨 岡田理沙 奥田竜二 別所和久 

 

40. 『上唇に発症した Spindle cell hemangioma 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 

〇西川元規 吉田 剛 河本真孝 秋月 祥 山口昭彦 別所和久 

 

9：40～10：28 口演 41～46  座長 田中晋（大阪大学） 

 

41. 『頬隙に生じた骨性分離腫の 1 例』 

1)ラポール会青山病院 歯科口腔外科 

2)奈良県立医科大学 口腔外科学講座 

〇笠 瑛貴 1,2) 高嶌森彦 1,2) 伊藤宗一郎 1,2) 井上統博 1) 柳生貴裕 2) 山中康嗣 1) 桐田忠昭 2) 

 

42. 『疼痛の増悪を契機に診断を得た類骨骨腫の 1 例』 

近畿大学奈良病院歯科口腔外科 

◯根本直人 豊留宗一郎 岩本展子 鈴木晴也 長田哲次 

 

43. 『下顎骨内に発生した神経鞘腫の 1 例』 

奈良県立医科大学 口腔外科学講座 

〇木村健人 仲川洋介 中山洋平 有川 翔 栗原都 下村弘幸 桐田 忠昭 



 

44. 『頬部に生じた紡錘形脂肪腫の１例』 

京都市立病院 歯科口腔外科 

○大西ゆりあ 渡辺猛寛 白井陽子 

 

45. 『顎下に生じた静脈石を伴う静脈性血管奇形の 1 例』 

医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科 

○姜 良順  黒田 卓  村山 敦  首藤敦史 

 

46. 『ウニ棘による口腔粘膜刺創の 1 例』 

福井県立病院 歯科口腔外科 

○多賀智治 

 

10：30～11：18 口演 47～52  座長 吉田博昭（大阪歯科大学） 

 

47. 『上顎に発生した腺性歯原性嚢胞の一例』 

市立宇和島病院歯科口腔外科  

○西川雄哉 小倉紘乃 工藤佑喜 森岡慶一 

 

48. 『自己検診で発見された舌内部に発生した顆粒細胞腫の 1 例』 

近畿大学病院歯科口腔外科 

〇助臺美帆、森岡怜音、木下優子、川口美紅、江原裕基、渡瀬遂生、岩﨑早苗、李篤史、榎本明史、濱田傑 

 

49. 『舌に発生した顆粒細胞腫の 1 例』 

大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第一教室 

〇小田紗矢香 原崇之 須河内昭成 古郷幹彦 

 

50. 『X 線透視装置を用いて下顎骨異物除去を施行した 1 例』 

京都府立医科大学大学院 医学研究科 歯科口腔科学 

◯滝沢茂太 大迫文重 中尾恵理子 足立圭司 山本俊郎 金村成智 

 

51. 『両側下顎骨関節突起骨折に対して観血的整復固定術を施行した 1 例』 

和泉市立総合医療センター 歯科口腔外科 

○下岡拓矢 水谷雅英 

 

52. 『下顎骨関節突起骨折に対し high perimandibular approach を用いた 2 例』 

1）医仁会武田総合病院 歯科口腔外科 

2）京都府立医科大学大学院医学研究科 歯科口腔科学 

〇木村功¹⁾ 中谷友恵¹⁾ 大塚有美¹⁾ 小森雅之¹⁾ 鈴村優莉¹⁾ 大迫文重²⁾ 山本俊郎²⁾ 金村成智²⁾ 

 

11：20～11：54 口演 53～57  座長 堀信介（京丹後市立久美浜病院） 

 



53. 『骨吸収抑制薬関連顎骨骨髄炎治療中に Epstein-Barr Virus 関連薬疹が発症した 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分野 

○沖塩悠希 吉田剛 井上周 梅鉢千左 浅井啓太 別所和久 

 

54. 『Prader-Willi 症候群患者の抜歯経験』 

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分野 

○井上周 山中茂樹 奥田竜二 中尾一祐 三島清香 別所和久 

 

55. 『Sjögren’s syndrome に合併した Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma の自然消失

を認めた 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 

〇田代千紘 桐澤知子  村上周也 奥田竜二 中尾一祐 別所和久 

 

56. 『上下顎骨に多発性に認めた単純性骨嚢胞の 1 例 第 2 報』 

市立長浜病院 歯科口腔外科 

○佐藤舞 杉藤雅孝 北本幸恵 近藤定彦 

 

57. 『誤飲により盲腸内に迷入した異物を内視鏡下にて摘出した 1 例』 

高島市民病院 歯科口腔外科 

○徳持翔太 岡本孝博 藏本達人  

 

11：56～12：28 口演 58～61 座長 藤村和磨（兵庫県立尼崎総合医療センター） 

 

58. 『舌に発生した平滑筋性過誤腫の 1 例』 

1) 福井県立病院歯科口腔外科   

2) 京丹後市立久美浜病院歯科口腔外科   

3) 高橋歯科医院 

○山口隆子 1，2) 西岡道規 3) 多賀智治 1)  

 

59. 『頸椎前方固定術後に嚥下障害が生じた 1 例』 

市立長浜病院 歯科口腔外科 

〇杉藤雅孝 佐藤 舞 北本幸恵 近藤定彦 

 

60. 『上顎骨に生じた石灰化上皮性歯原性腫瘍の 1 例』  

1）公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院歯科口腔外科 

2）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 

○高橋克 1、2）上田優貴子 1） 小林漸 1） 吉田剛 2） 

 

61. 『左側上顎歯肉に発生した多発性骨髄腫の一例』 

大津赤十字病院 歯科口腔外科 

○荒木郁子 井上亮 阿部瞬也 

 



14：00～14：48 口演 62～67  座長 李篤史（近畿大学） 

 

62. 『OK-432 局注療法が奏功した成人の顎下部嚢胞状リンパ管腫の１例』 

磐田市立総合病院 歯科口腔外科 

〇石川 純 内山裕美子 安江玲太 南部和也 杉本圭佑 藤本雄大 

 

63. 『アトバコンが原因と考えられた無顆粒球症により抜歯後に敗血症をきたした 1 例』 

和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座 

〇溝端直樹 鈴木滋 新谷ゆかり 東條格 

 

64. 『下顎歯肉神経線維腫を伴った von Recklinghausen 病の１例』 

磐田市立総合病院 歯科口腔外科 

○安江玲太 藤本雄大 内山裕美子 南部和也 石川 純 杉本圭佑 

 

65. 『皮膚筋炎患者に発生した舌腫瘍の 1 例』 

1) 滋賀医科大学医学部 歯科口腔外科学講座  

2) 公益財団法人豊郷病院 歯科口腔外科 

○森川温子 1)  浅田泰幸 1)  藤居孝文 2)  越沼伸也 1,2) 町田好聡 1, 2)  山本学 1) 

 

66. 『ニコランジル誘発性口腔潰瘍の 2 例』 

市立宇和島病院歯科口腔外科 

○小倉紘乃 西川雄哉 工藤佑喜 森岡慶一 

 

67. 『ビスフォスフォネート関連口腔粘膜潰瘍の一例』 

京都民医連中央病院 歯科口腔外科 

○駒谷徹 山口昭彦 

 

14：50～15：30 口演 68～72  座長 越沼伸也（滋賀医科大学） 

 

68. 『生物学的製剤使用中に発症した骨吸収抑制薬関連顎骨壊死に対し、腐骨除去手術を行った 1 例』 

市立池田病院歯科口腔外科 

○古川由紀子 雨河茂樹 小川芙美 須澤佳香 佐藤桂子 

 

69. 『口腔潰瘍を契機に発見された肺血栓塞栓症およびプロテイン S 欠乏症の 1 例』 

京都第二赤十字病院 歯科口腔外科 

○加藤裕大 高橋佳也 三上正樹 山田聡 西川正典 猪田浩理 

 

70. 『口腔内出血を契機に診断された葉酸欠乏性貧血の 1 例』 

宝塚市立病院 歯科口腔外科 

〇神田修治 川邊睦記 福森紫乃 小笠恵理子 川野知子 橋谷 進 

 

71. 『口内炎を契機に診断された第二期梅毒の 1 例』 



市立岸和田市民病院 歯科口腔外科 

〇植埜修司 山田康嗣 紙谷仁之 寺野敏之 島 盛隆 

 

72. 『幼児に発生した類皮嚢胞の 1 例』 

大阪歯科大学 口腔外科学第二講座 

〇杉本彩乃 渡辺昌広 諸頭孝彦 正重裕一 中嶋正博 

 

15：32～16：12 口演 73～77  座長 山川延宏（奈良県立医科大学） 

 

73. 『上顎に発生した幼児の黒色性神経外胚葉性腫瘍の 1 例』 

1）大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室 

2）済生会松阪総合病院 歯科口腔外科 

〇栗岡恭子 1) 原田計眞 1) 笠原駿 1) 天野克比古 1) 大倉正也２) 古郷幹彦 1) 

 

74. 『先天性第Ⅺ因子欠乏症患者の多数歯抜歯の経験』 

国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 歯科口腔外科 

○加藤大貴 山田理浩 

 

75. 『顎関節脱臼患者に脳梗塞を認めた 1 例』 

京都民医連中央病院歯科口腔外科 

〇森安澄 駒谷徹 山口昭彦 

 

76. 『ピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症患者の抜歯経験』 

1）兵庫県立尼崎総合医療センター歯科口腔外科 

2）正愛病院歯科口腔外科 

〇長野有悟 1） 藤村和磨 1） 福山裕望 1） 村上春奈 1） 丸山志帆 1） 小山典昭 1） 赤澤登 1,2） 

 

77. 『副腎白質ジストロフィー患者の抜歯経験』 

1）兵庫県立尼崎総合医療センター歯科口腔外科 

2）正愛病院歯科口腔外科 

〇長野有悟 1） 藤村和磨 1） 福山裕望 1） 村上春奈 1） 丸山志帆 1） 小山典昭 1） 赤澤登 1,2） 

 

 

 

 


