
一般演題 

Ａ-1 ナビゲーション 9：00-9：32 座⻑：管野貴浩 

Ａ-1-1 頬骨骨折手術における computer assisted surgery による治療経験 

      ⾹川県⽴中央病院 ⻭科⼝腔外科  増井正典 他 

Ａ-1-2 広範眼窩骨折患者に対してコンピュータアシストにより頭蓋骨外板を用いた眼窩再建   

        の有用性 

     島根大学医学部⻭科⼝腔外科  大熊⾥依 他 

Ａ-1-3 ナビゲーションシステムガイド使用下に顔⾯⽪下組織異物除去を⾏った一例 

     大阪急性期・総合医療センター ⻭科⼝腔外科  中野晋太郎 他 

Ａ-1-4 ⼝腔内ガラス⽚の摘出やドレーン留置等にハイブリッド手術室での手術が有  

    用であった一例 

     東千葉メディカルセンター ⻭科⼝腔外科  吉村周作 他 

  

Ａ-2 咬合再建 9：35-10：07 座⻑：⼩林正治 

Ａ-2-1 幼児期下顎骨関節突起骨折術後の顎顔⾯非対称を伴う偏位咬合に対して外科的矯正治 

        療を施⾏した 1 例 

     新潟大学大学院 医⻭学総合研究科 顎顔⾯再建学講座 組織再建⼝腔外科学分野 

斎藤直朗 他 

Ａ-2-2 広範囲に及ぶ⻭槽骨⽋損を伴なった顔⾯多発骨折症例に対して、骨造成・インプラン  

        ト治療により咬合再建施⾏した１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  濱本周一 他 

Ａ-2-3 段階的に治療をおこなった下顎骨骨折の 1 例 

     ⽯川県⽴中央病院 ⻭科⼝腔外科  ⾼⽊純一郎 他 

Ａ-2-4 下顎骨骨折変形治癒に対して３次元プランニングを基に骨切り術式を選択した１例 

     九州⻭科大学 顎顔⾯外科学分野  三次 翔 他 

 

Ａ-3 ⾼齢者・眼窩・デバイス 10：10-10：58 座⻑：佐野次夫 

Ａ-3-1 病的骨折をきたした慢性下顎骨骨髄炎の１例 

     東京⻄徳洲会病院 ⻭科⼝腔外科  萩野貴磨 他 

Ａ-3-2 整復固定に難渋した⾼齢者の特異な様相を呈した下顎骨骨折の 2 例 

     奈良県⽴医科大学 ⼝腔外科学講座  今田光彦 他 

Ａ-3-3 当科における ARONJ 患者の病的骨折に関する検討 

    熊本大学大学院生命科学研究部 総合医薬科学部門 感覚・運動医学講座  

     ⻭科⼝腔外科学分野 宮原知也 他 



Ａ-3-4 ⿐篩骨眼窩複合体骨折に対して下顎枝⽪質骨を用いて眼窩再建を⾏った 1 例 

     島根大学医学部 ⻭科⼝腔外科  ⾦⼭純一 他 

Ａ-3-5 生体活性を有するバイオセラミックス微粒⼦配合ポリ-L-乳酸シートを用いた眼窩外 

        傷における眼窩再建治療の有用性 

     島根大学医学部 ⻭科⼝腔外科学講座  大迫⾥江 他 

Ａ-3-6 顎骨骨折に対する SMART Lock Hybrid MMF®の有用性について 

     近畿大学医学部 形成外科  平野成彦 他 

 

Ａ-4 統計① 13：30-14：10 座⻑：大岩伊知郎 

Ａ-4-1 当科における⾼齢者の⼝腔顎顔⾯領域の骨折症例に関する検討 

     苫⼩牧市⽴病院 ⻭科⼝腔外科  村田 翼 他 

Ａ-4-2 福岡大学病院⻭科⼝腔外科における過去 10 年間の顎骨骨折の検討 

     福岡大学医学部医学科 ⻭科⼝腔外科学講座  ⽯田晋太郎 他 

Ａ-4-3 下顎骨骨折患者における気道管理の検討 

     ⾹川県⽴中央病院 ⻭科⼝腔外科  助川信太郎 他 

Ａ-4-4 下顎骨骨折術後に生じた⾆側⽪質骨の間隙に関する臨床的検討 

     名古屋第一赤十字病院 ⻭科⼝腔外科  早川泰平 他 

Ａ-4-5 当科における過去 10 年間の下顎関節突起骨折の検討 

     苫⼩牧市⽴病院 ⻭科⼝腔外科  浅⾹雄一郎 他 

 

Ａ-5 顎関節 14：15-14：47 座⻑：堀之内康⽂ 

Ａ-5-1 両側顎関節突起骨折に対し high perimandibular approach で整復固定した 1 例 

        神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院 ⻭科⼝腔外科  前田圭吾 他 

Ａ-5-2 下顎骨関節突起頭部骨折に対する⽿前部切開アプローチによる観⾎的整復固定術 

     島根大学医学部 ⻭科⼝腔外科学講座  管野貴浩 他 

Ａ-5-3 陳旧性関節突起骨折に伴う顎関節脱⾅に対し⼝内法下顎頭切除術を適用した１例 

     広島大学大学院 医系科学研究科 医⻭薬学専攻 ⼝腔外科学  植月 亮 他 

Ａ-5-4 ⼩児下顎骨関節突起骨折後の骨リモデリングを経時的に観察し得た 1 症例 

    公⽴学校共済組合 九州中央病院 ⻭科⼝腔外科  平⼭真敏 他 

 

 

 

 

 

 



Ｂ-1 迷入等 9：00-9：32 座⻑：宮田 勝 

Ｂ-1-1 ピアシング用インサート・ニードルが⾆深部から⼝底部に迷入した 1 例 

    済生会横浜市東部病院 ⻭科⼝腔外科  雨宮剛志 他 

Ｂ-1-2 破折迷入した⻭科用注射針の X 線透視下での摘出経験 

      ⽇鋼記念病院 ⻭科⼝腔外科  ⽔野貴⾏ 他 

Ｂ-1-3 上顎智⻭抜⻭時に生じた側頭下窩への破折注射針迷入の 1 例 

    三重大学大学院 医学系研究科 生命医科学専攻 臨床医学系講座 ⼝腔・顎顔⾯外科学分野 

 池田貴哉 他 

Ｂ-1-4 下顎埋伏智⻭抜⻭時の下顎骨骨折の 1 事例報告 

    新百合ヶ丘総合病院 ⻭科⼝腔外科  喜久田利弘  

 

Ｂ-2 ⼝腔内刺創・気腫 9：35-10：15 座⻑：牧野修治郞 

Ｂ-2-1 当科救急外来を受診した⼝腔内刺創症例の臨床的検討 

     獨協医科大学医学部 ⼝腔外科学講座 大島 遼 他 

Ｂ-2-2 プラスチック製玩具により軟⼝蓋部に裂創を認めた１例 

     大阪急性期・総合医療センター ⻭科・⼝腔外科  ⼩松享祐 他 

Ｂ-2-3 成⼈に発生した⻭ブラシによる⼝腔内刺入の２例 

    東京⻄徳洲会病院 ⻭科⼝腔外科  中澤貴士 他 

Ｂ-2-4  PLLA プレートを用いた⼩児下顎骨骨折の１例 

     東京⻄徳洲会病院 ⻭科⼝腔外科  守谷亜沙⼈ 他 

Ｂ-2-5 まれな原因により発生した⽪下気腫の 3 例 

     千葉大学医学部附属病院 ⻭科・顎・⼝腔外科  時村真理 他 

 

Ｂ-3 統計② 10：18-10：58 座⻑：新井直也 

Ｂ-3-1 過去 6 年間の顎骨骨折症例の臨床的検討 

     東京都⽴墨東病院 ⻭科⼝腔外科  秋⼭友理恵 他 

Ｂ-3-2 当科における⼝腔顎顔⾯外傷の臨床的検討 

     砂川市⽴病院 ⻭科⼝腔外科  中村裕介 他 

Ｂ-3-3 当科における交通外傷に起因した顎顔⾯外傷患者の臨床検討 

    東北大学大学院 ⻭学研究科 顎顔⾯・⼝腔外科学分野  森島浩允 他 

Ｂ-3-4 島根大学顎顔⾯外傷センター開設後 7 年間における⼝腔顎顔⾯外傷症例の検討 

     島根大学医学部 ⻭科⼝腔外科学講座  都田絵梨奈 他 

Ｂ-3-5 遊具による⼩児の⼝腔顎顔⾯外傷の臨床的検討 

     岡崎市⺠病院 ⻭科⼝腔外科  齊藤輝海 他 


