
第65回 （公社） 日本口腔外科学会総会・学術大会のご案内 （第Ⅲ報）

第 65 回 （公社） 日本口腔外科学会総会・学術大会
大　会　長　朝 比 奈 　 泉
準備委員長　大　場　誠　悟

　第 65 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会“on line LIVE”を下記の要領で開催

いたします．昨今の COVID-19 の影響により， 本会は on line と LIVE での配信の Web 開催と

させていただくことといたしました．

会　　　　期： 2020年 11月13日（金）・14日（土）・15日（日）【on line LIVE】

 （理事会・定時総会は 11月12（木） に同会場で開催します）

会　　　　場： 名古屋国際会議場

 〒456‒0036  愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

学 会 テ ー マ： Serendipity －新たな発見との遭遇－

事前参加登録： 2020年 4月13日（月） ～ 2020年 10月13日（火） 正午

直前参加登録： 2020年 10月中旬～ 11月15日（日） 14：00

学術大会 H P： https://www.congre.co.jp/jsoms2020/

webでの視聴可能期間

 1 . on line LIVE：2020年 11月13日（金） ～ 15日（日） （プログラム通りに進行）

 2 . on line LIVEの録画配信 ：11月 27日（金） ～ 12月15日（火）

 3 . on Demandのコンテンツ配信 ：11月13日（金） ～ 12月15日（火）



【学術大会企画概要】　＊テーマは一部予定 / 仮題です （敬称略）

Ⅰ．on line LIVE
  プログラムの進行に伴い LIVE 配信されます （11 月 13 日〜 15 日） ．
  後日録画を視聴可能です （11 月 27 日〜 12 月 15 日） ．

　 1 ．海外招聘講演

    1 ）「幹細胞研究から未来の医療へ」
    　　座長：柴田　敏之 （岐阜大学大学院医学系研究科　病態制御学講座 口腔病態学分野）
    　　演者：中内　啓光 （スタンフォード大学 幹細胞生物学・再生医学研究所／
    　　　　　　　　　　　東京大学医科学研究所 幹細胞治療部門） 
    2 ）「Stem Cell Based Tissue Engineering in the Cranio-maxillofacial Skeleton: 
    　　 Aspirations and Experience」
    　　座長：朝比奈　泉 （長崎大学  生命医科学域）
    　　演者：György K. Sándor 
    　　　　　　　　　　 （Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
    　　　　　　　　　　   University of Oulu, Finland） 
    3 ）「Soft Tissue Reconstruction in Head and Neck」
    　　座長：桐田　忠昭 （奈良県立医科大学 医学部  口腔外科学講座）
    　　演者：Rui Fernandes
    　　　　　　　　　　 （Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Florida 
    　　　　　　　　　　   College of Medicine, USA） 

　 2 ．特別講演

   　　「がんゲノム医療〜現状と展望〜」
    　　座長：朝比奈　泉 （長崎大学  生命医科学域）
    　　演者：中釜　　斉 （国立研究開発法人国立がん研究センター） 

　 3 ．教育講演

    　　座長：中村　誠司 （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）
    1 ）「原発事故と医療人；放射線リスクと健康影響について」
    　　演者：山下　俊一 （福島県立医科大学／量子科学技術研究開発機構高度被ばく医療
    　　　　　　　　　　  センター） 
    2 ）「ウイズコロナ時代のグローバルヘルスと熱研の医薬品開発研究」
    　　演者：平山　謙二 （長崎大学熱帯医学研究所免疫遺伝学） 

　 4 ．関連学会理事長講演

    1 ）「日本内科学会の目指す方向」
    　　座長：鄭　　漢忠 （公益社団法人日本口腔外科学会  理事長）
    　　演者：矢冨　　裕 （一般社団法人日本内科学会）
    2 ）「歯科・口腔外科手術に麻酔をもっと利用しよう」
    　　座長：池邉　哲郎 （福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 口腔外科学分野）
    　　演者：飯島　毅彦 （一般社団法人日本歯科麻酔学会） 



　 5 ．口腔３学会合同シンポジウム

   　　「口腔顎顔面疾患診断への人工知能の応用」
    　　座長：勝又　明敏 （朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野）
    　　　　　池邉　哲郎 （福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学分野）
    　　演者：藤田　広志 （岐阜大学工学部）
    　　　　　有地　淑子 （愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座）
    　　　　　坂本　　啓 （東京医科歯科大学口腔病理学分野）
    　　　　　平岡慎一郎 （大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第一教室）
    　　　　　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）

　 6 ．シンポジウム

    1 ）シンポジウム１　頭頸部癌
   　　「局所進展口腔癌に対する治療法の検証と新たな展開」
    　　座長：上田　倫弘 （北海道がんセンター  口腔腫瘍外科）
    　　　　　柳本　惣市 （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）
    　　演者：Kuan-Min Huang 
    　　　　　　　　　　 （Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Changhua Christian 
    　　　　　　　　　　   Hospital, Taiwan）
    　　　　　來生　　知 （横浜市立大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学）
    　　　　　本間　義崇 （国立がん研究センター中央病院）

    2 ）シンポジウム 2　再生医療
   　　「歯科領域で臨床研究が進められている再生医療」
    　　座長：各務　秀明 （松本歯科大学  総合歯科医学研究所）
    　　　　　住田　吉慶 （長崎大学生命医科学域）
    　　演者：Mark  E. Wong
    　　　　　　　　　　 （University of Texas Health Science Center at Houston, USA）
    　　　　　各務　秀明 （松本歯科大学  総合歯科医学研究所）
    　　　　　朝比奈　泉 （長崎大学生命医科学域） 
    　　　　　岩田　隆紀 （東京医科歯科大学大学院  医歯学総合研究科  歯周病学分野）
    　　　　　住田　吉慶 （長崎大学生命医科学域）

    3 ）シンポジウム 3　唇顎口蓋裂
   　　「言語成績をあげるための口蓋裂手術の工夫」
    　　座長： 中村　典史（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面再建講座 
　　　　　　　　　　　　　　   口腔顎顔面外科学分野）
    　　　　　三古谷　忠 （北海道大学病院  高次口腔医療センター）
    　　演者： 手塚　征宏 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  口腔顎顔面外科）
    　　　　　光安　岳志 （九州大学病院顎口腔外科）
    　　　　　児玉　泰光 （新潟大学大学院顎顔面口腔外科）
    　　　　　山西　　整 （大阪母子医療センター  口腔外科）



    4 ）シンポジウム 4　直接経口抗凝固薬
   　　「直接経口抗凝固剤 （DOAC） の基礎と臨床」
    　　座長：吉川　博政 （国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科）
    　　　　　栗田　　浩 （信州大学医学部歯科口腔外科）
    　　演者：髙橋　尚彦 （大分大学 医学部 循環器内科・臨床検査診断学）
    　　　　　矢坂　正弘 （国立病院機構  九州医療センター  脳血管センター  臨床研究センター
    　　　　　　　　　　   脳血管・神経内科）
    　　　　　吉川　博政 （国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科）

    5 ）シンポジウム 5　睡眠時無呼吸
   　　「閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する口腔外科の役割」
    　　座長：外木　守雄 （日本大学歯学部口腔外科学第 1 講座）
    　　　　　松尾　　朗 （東京医科大学  茨城医療センター歯科口腔外科）
    　　演者：外木　守雄 （日本大学歯学部口腔外科学第 1 講座）
    　　　　　山中　章弘 （名古屋大学環境医学研究所神経系分野 2）
    　　　　　中山　明峰 （仁愛診療所名駅睡眠医療センター）
    　　　　　岩崎　智憲 （鹿児島大学医歯学総合研究科小児歯科学分野）

    6 ）シンポジウム 6　顎変形症
   　　「顎変形症　審美性の獲得に向けて」
    　　座長：小林　正治 （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）
    　　　　　大場　誠悟 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科学分野）
    　　演者：森山　啓司 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）
    　　　　　丸岡　　豊 （国立国際医療研究センター病院  歯科・口腔外科）
    　　　　　高木多加志 （東京歯科大学  千葉歯科医療センター  口腔外科）
    　　　　　Tae-Geon Kwon
    　　　　　　　　　　 （Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery, School of Dentistry,  
    　　　　　　　　　　   Kyungpook National University, Korea）

    7 ）シンポジウム 7　骨吸収抑制薬関連顎骨壊死
   　　「薬剤関連顎骨壊死の最新の知見〜何が分かっていて何が分かっていないのか〜」
    　　座長：梅田　正博 （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）
    　　　　　明石　昌也 （神戸大学大学院医学研究科外科学講座口腔外科学分野）
    　　演者：斎藤　　充 （東京慈恵会医科大学整形外科学講座）
    　　　　　藤盛　真樹 （独立行政法人労働者健康安全機構  釧路労災病院  歯科口腔外科）
    　　　　　林田　　咲 （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）

    8 ）シンポジウム 8　歯科小手術
   　　「外来口腔外科手術 Up-to-Date」
    　　座長：楠川　仁悟 （久留米大学医学部歯科口腔医療センター）
    　　　　　堀之内康文 （九州中央病院  歯科口腔外科）
    　　演者：栗田　賢一 （愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座）
    　　　　　栗田　　浩 （信州大学医学部歯科口腔外科学教室）
    　　　　　木下　径彦 （医療法人いぶき）
    　　　　　倉富　　覚 （くらとみ歯科クリニック）
    　　　　　柴原　清隆 （柴原歯科医院）



    9 ）シンポジウム 9　顎関節
   　　「顎関節人工関節全置換術の適応と術式」
    　　座長：依田　哲也 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野）
    　　　　　小木　信美 （愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座）
    　　演者：村上賢一郎 （赤穂市民病院  歯科口腔外科）
    　　　　　儀武　啓幸 （東京医科歯科大学大学院  顎顔面外科学分野）

   10）シンポジウム 10　インプラント
   　　「Surgical Driven Implant Placement を再評価しよう」
    　　座長：高橋　　哲 （東北大学大学院歯学研究科  顎顔面・口腔外科学分野）
    　　　　　神保　　良 （RYO JIMBO DENTAL）
    　　演者：高橋　　哲 （東北大学大学院歯学研究科  顎顔面・口腔外科学分野）
    　　　　　佐々木匡理 （公立学校共済組合  九州中央病院  歯科口腔外科・
    　　　　　　　　　　   インプラントセンター）
    　　　　　神保　　良 （RYO JIMBO DENTAL）
    　　　　　Benny Chih-Yuan Fang
    　　　　　　　　　　 （School of Dentistry, College of Oral Medicine, Taipei Medical 
    　　　　　　　　　　  University, Taipei, Taiwan）

   11）シンポジウム 11　顎再建
   　　「ゴールから始める顎再建」
    　　座長：植野　高章 （大阪医科大学  医学部  口腔外科学教室）
    　　　　　去川　俊二 （埼玉医科大学  国際医療センター  形成外科）
    　　演者： 明石　昌也 （神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野）
    　　　　　横尾　　聡 （群馬大学大学院医学系研究科  口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座）
    　　　　　岩井　俊憲 （横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・矯正歯科）
    　　　　　吉岡　徳枝 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科  口腔顎顔面外科学分野）
    　　　　　榎木祐一郎 （埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科）
    　　　　　中島世市郎 （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）

   12）病院歯科口腔外科推進委員会シンポジウム
   　　「病院歯科口腔外科における口腔がん治療の連携について」
    　　座長：牧野修治郎 （北斗病院歯科口腔外科）
    　　　　　薬師寺　登 （公立学校共済組合近畿中央病院歯科口腔外科）
    　　報告：湯浅　秀道 （独立行政法人国立病院機構  豊橋医療センター  歯科口腔外科）
    　　演者：石川　好美 （藤沢市民病院歯科口腔外科）
    　　　　　重松　司朗 （東京都立多摩総合医療センター）
    　　　　　小堀　善則 （社会医療法人  耳鼻咽喉科麻生病院  歯科口腔外科）
    　　　　　仁熊　敬枝 （香川県立中央病院  緩和ケア内科）

　 7 ．優秀口演発表賞ノミネート演題

　   （基礎編） 座長：朝比奈　泉 （長崎大学  生命医科学域）
    　　　　　中山　秀樹 （熊本大学大学院 生命科学研究部 歯科口腔外科学講座）
　   （臨床編） 座長：中嶋　正博 （大阪歯科大学歯学部口腔外科学第二講座）
    　　　　　原田　浩之 （東京医科歯科大学  顎口腔外科学分野）



Ⅱ．Zoom on line 

　　プログラムの進行に伴い LIVE 配信されます （11 月 13 日〜 15 日）．
　　後日録画を視聴可能です （11 月 27 日〜 12 月 15 日）．

　　ワークショップ
　　「EBM 時代の口腔癌治療：臨床現場でいかに診療ガイドラインを使いこなすか？」
    　　座長：足立　雅利 （公立阿伎留医療センター歯科口腔外科）
    　　　　　湯浅　秀道 （豊橋医療センター歯科口腔外科）
    　　演者：丹生　健一 （神戸大学大学院医学研究科外科系講座耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野）
    　　　　　武田　大介 （神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野）
    　　　　　南郷　栄秀 （独立行政法人地域医療機能推進機構  東京城東病院  総合診療科）

Ⅲ．on Demand

　　11 月 13 日〜 12 月 15 日の期間視聴可能です．通常の会場での発表はありません．

   1 ．一般口演　（優秀口演発表賞ノミネート演題は除く）．音声入りのファイルでの発表です．
   2 ．全てのポスター発表 音声はありません．

Ⅳ．ミニレクチャー・ビデオレクチャー

   1 ．全てのミニレクチャー・ビデオレクチャーは on Demand での配信 （視聴期間：11 月 13 日〜 
　　　　12 月 15 日） です．
   2 ．申込方法・視聴方法・受講記録の詳細は HP でお知らせいたします．
   3 ．参加者は 1 レクチャーにつき （公社） 日本口腔外科学会専門医資格更新のための 5 単位が設定さ 
  　　れます．
   4 ．参加費は 1 レクチャーにつき 3,000 円です．

  ■ミニレクチャー

   1 ．頸部郭清術  〜術者を目指す若手へ〜
    　　　　　長谷川　温 （東京医科大学口腔外科学分野）

   2 ．口腔蛍光観察装置を用いた舌部分切除術の要点
    　　　　　大野　啓介 （東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座）

   3 ．チタンメッシュトレーと PCBM による下顎骨再建とインプラントによる咬合再建のコツ
    　　　　　中岡　一敏 （鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）

   4 ．緊急時の気管切開術， 輪状甲状靭帯切開のポイント
      玉置　盛浩 （医療法人高清会高井病院）

   5 ．口腔病変の病理と臨床
    　　　　　石橋　浩晃 （朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学分野）

   6 ．口腔外科・病院歯科医師のための骨粗鬆症リエゾンサービス （OLS） 講座
    　　　　　鈴木　大貴 （東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座）

   7 ．病態生理からみた難治性歯性上顎洞炎の治療戦略
    　　　　　横尾　　聡 （群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座）

   8 ．口腔外科手術の手術部位感染に対する予防抗菌薬の考え方
    　　　　　栗原　絹枝 （東京歯科大学市川総合病院）

   9 ．口腔外科手術時の抗菌薬・鎮痛薬の適正使用
    　　　　　岸本　裕充 （兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）



  10．口腔粘膜疾患に合併する 2 次性カンジダ症
    　　　　　寺井　陽彦 （大阪医科大学口腔外科学教室）

  11．対称性に優れた骨架橋を叶える顎裂部骨移植術のポイント
    　　　　　田村　知子 （東京医科大学口腔外科学分野）

  12．口唇とその周囲の Aethetic mind を取り入れた形成外科的再建
    　　　　　牧口　貴哉 （群馬大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座・形成外科学講座）

  13．片側裂症例に対する口唇外鼻修正術の基本戦略
    　　　　　山西　　整 （大阪母子医療センター 口腔外科）

  14．顎矯正手術  －下顎骨側方偏位症例を中心に－
    　　　　　中野　旬之 （大阪医科大学 医学部 口腔外科学教室）

  15．下顎枝垂直骨切り術における合併症発生予防のチェックポイント
    　　　　　越沼　伸也 （滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座）

  16．顎変形症  －オトガイ形成術の基本手技－
    　　　　　古賀　陽子 （東京女子医科大学歯科口腔外科学講座 口腔顎顔面外科学分野）

  17．舌神経障害における外科療法の治療戦略
    　　　　　西山　明宏 （東京歯科大学口腔病態外科）

  18．口腔乾燥症の概念， 分類と診断および唾液分泌促進薬の使い方
    　　　　　岩渕　博史 （神奈川歯科大学大学院歯学研究科顎顔面病態診断治療学講座
    　　　　　　　　　　   顎顔面外科学分野）

  19．顎関節徒手的授動術， パンピング， 関節腔洗浄療法の手技と適応
    　　　　　村上賢一郎 （赤穂市民病院歯科口腔外科）

  20．安全，確実な顎関節腔穿刺と徒手的授動術のスキルと口腔アプライアンス調整法
    　　　　　覚道　健治 （大阪歯科大学口腔外科学第二講座）

  21．耳前切開による下顎骨アプローチの有用性
    　　　　　山田　朋弘 （九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面外科学分野）

  22．Four-step chart でシンプルに捉え直す関節突起骨折口外法術式
    　　　　　今井　智章 （大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二）

  23．サイナスリフト基本術式と併発症対策
    　　　　　嶋田　　淳 （明海大学歯学部附属病院）

  24．目立たない手術創痕をめざして
    　　　　　松永　和秀 （大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第二教室）

  25．マイクロスコープを用いた歯根端切除術 （広範囲に進展した歯根嚢胞への適用）
    　　　　　小川　　将 （群馬大学医学部附属病院 歯科口腔・顎顔面外科）

  26．顕微鏡視下での歯根端切除を行ってみよう
    　　　　　南　　克浩 （愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室）

  27．Dentoalveolar surgery 事始め
    　　　　　松沢　祐介 （恵佑会札幌病院歯科口腔外科）

  28．心肺蘇生と心血管治療のための最新のガイドライン 2015
    　　　　　石井　宏昭 （聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院）

  29．エコーガイド下での安全な PICC 挿入とその管理について
    　　　　　栗本　聖之 （独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院 歯科口腔外科）



  30．若手口腔外科医のための Anatomical space concept をベースにした Surgical anatomy
    　　　　　河野　通秀 （東京医科大学 口腔外科学分野）

  31．歯科口腔外科に必要な全身医学のポイント再チェック 新 「心・肺」 編
    　　　　　柳川　　徹 （筑波大学附属病院 茨城県地域臨床教育センター）

  32．歯科医師が診る味覚障害
    　　　　　坂田健一郎 （北海道大学大学院歯学研究院 口腔診断内科学教室）

  33．シンプル英会話で外国人患者さんの診療も怖くない
    　　　　　佐藤　　淳 （北海道大学大学院 歯学研究院 口腔診断内科学教室）

  34．動物モデルの作製から始める転移研究のデザインと実際
    　　　　　森田　祥弘 （大阪大学歯学部歯学研究科 口腔外科学第二教室）

  35．口腔外科医のためのゲノム研究入門 2
    　　　　　森田　圭一 （東京医科歯科大学大学院 顎顔面外科学分野）

　■ ビデオレクチャー

   1 ．早期表在型舌癌に対する FV-guided surgery の実際
    　　　　　野村　武史 （東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座 / 口腔がんセンター）

   2 ．頸部郭清術の基本手術手技　根治的頸部郭清術および肩甲舌骨筋上頸部郭清術
    　　　　　山縣　憲司 （筑波大学医学医療系臨床医学域顎口腔外科学）

   3 ．口腔外科医としてマスターしたい有茎皮弁！ 〜オトガイ下皮弁と大胸筋皮弁〜
    　　　　　管野　貴浩 （島根大学医学部歯科口腔外科学講座）

   4 ．遊離組織移植再建におけるインドシアニングリーン血管造影の有用性について
    　　　　　江口　貴紀 （鶴見大学歯学部 口腔顎顔面外科学講座）

   5 ．高齢者の習慣性顎関節脱臼に対する外科療法のポイント
    　　　　　北村　直也 （高知大学医学部歯科口腔外科学講座）

   6 ．簡易マニピュレーション療法と顎関節症自主開口リハビリ訓練
    　　　　　吉田　博昭 （大阪歯科大学口腔外科学第一講座）

   7 ．上顎を移動する　－安定性を強化した KUMIKI method の術式とその結果－
    　　　　　外木　守雄 （日本大学歯学部口腔外科学第 1 講座）

   8 ．Computer assisted surgery を用いた口腔顎顔面手術の実際
    　　　　　助川信太郎 （香川県立中央病院）

Ⅴ．共催セミナー

   1 ．全ての共催セミナーは on line LIVE で開催されます．
   2 ．企画内容・講師・申込方法・視聴方法の詳細は HP でお知らせいたします．

Ⅵ．併設会議・研究会等

   1 ．on line LIVE  ：日本病院歯科口腔外科協議会総会・学術集会， 口腔細胞診セミナー
   2 ．Zoom on line：全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議
   3 ．on Demand   ：脱タバコ社会実現委員会ミニシンポジウム， 第 3 回口腔粘膜研究会，
  　　　　　　　　  口腔がん登録説明会経過報告会，IBCSOMS 説明会，若手口腔外科医交流会
  その他開催予定の会議等の詳細は HP でお知らせいたします．



Ⅶ．市民公開講座

  on Demand での配信を予定しています．詳細は HP でお知らせいたします．

　【事前参加登録・学会参加費について】

  1 ．学会の事前登録ならびに学会参加費前納について

  ＊今学会では学会場での参加登録・参加費の支払いはできません．

   ①事前参加登録期間：2020年 4月 13日 （月） ～ 2020年 10月 13日 （火） 正午
    　　　　　　　　  （銀行振込：2020年 10月 6日 （火） まで）

   ②直前参加登録期間：2020年 10月中旬 ～ 2020年 11月 15日 （日） 14：00
    　　　　　　　　  （銀行振込：2020年 11月 5日 （木） まで）

  2 ．学会参加費
    第 65 回 （公社） 日本口腔外科学会総会・学術大会“on line LIVE”における学会参加費は下記の通

りです．2020 年 10 月 13 日 （火） 正午以降は参加費が変更になりますのでご注意ください．
   ＊ 10 月 13 日 （火） 正午〜直前登録料金への移行期間中は， 一時的にシステムメンテナンスのため 
    参加登録を休止いたします．具体的なスケジュールは決まり次第 HP にて案内いたします．

   ＊学会場での参加登録・参加費の支払いはできません．

記号 資格区分

① （事前登録） 学会参加費
（2020 年 4 月 13 日〜
2020 年 10 月 13 日正午）

＊銀行振込：2020 年 10 月 6 日まで

②直前登録　学会参加費
（2020 年 10 月中旬〜

2020 年 11 月 15 日 14：00）
＊銀行振込：2020 年 11 月 5 日まで

A 正会員 15,000 円 17,000 円

B
準会員
口腔外科関連医療従事者

 （看護師・歯科衛生士）
  3,000 円   3,000 円

C
非会員 （歯科医師・医師・患者
支援団体等）

17,000 円 20,000 円

D 一般市民　患者・患者家族 取り扱いません 取り扱いません

E

学生 （歯学部・歯科大学および
医科大学に在学中の学部学生 
歯科衛生士養成学校・看護師
養成学校などに在学中の学生）

無　料 無　料



  3 ．学術大会プログラム号ならびに抄録集に関して
    第 65 回 （公社） 日本口腔外科学会総会・学術大会“on line LIVE”では， 「プログラム」 を日本口腔

外科学会雑誌大会特別号として 2020 年 10 月下旬頃に本学会正会員および事前参加登録者 （直前
登録は含まない） に送付予定です．抄録集 CD は付属しません．

   また，本会では，紙媒体での 「プログラム・抄録集」 を作成せず，アプリを使用いたします．
    お手持ちの PC の Web ブラウザで専用ページをご覧頂くか， スマートフォンまたはタブレットに

指定のアプリ （iOS・Android 共に対応） をダウンロードしていただき，抄録をご確認ください．
   使用方法の詳細は HP でお知らせいたします．

　【ノミネート演題，一般演題の発表について】

  1 ．口演発表
    1 ）優秀口演発表賞ノミネート演題のみ on line LIVE での発表となります：1 題 9 分・質疑応答 3 分
    2 ）一般口演は，音声つきの MP4 データを本会 HP よりご登録いただきます．学会場での発表は
   　　ありません．
    3 ）   1 ）， 2 ）ともに詳細は大会 HP ならびにプログラム号に掲載いたしますので， 必ずご確認いた
    　だくようお願いします．

  2 ．示説 （ポスター） 発表
    1 ）優秀ポスター賞ノミネート演題を含めて全ての示説発表は学会場での発表はありません．
    2 ）音声なしの PowerPoint データを本会 HP よりご登録いただきます．学会場での発表はありま
   　　せん．
    3 ）ポスター発表に関する詳細は大会 HP ならびにプログラム号に掲載いたしますので， 必ずご確認 
   　　いただくようお願いします．

　【学術大会参加登録・演題申し込み・プログラム・企画内容などに関するお問い合わせ先】

　大会事務局：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科学分野
    　　　準備委員長：大場　誠悟
    　　　〒 852-8588  長崎県長崎市坂本 1-7-1
    　　　 TEL：095 － 819 － 7704
    　　　 FAX：095 － 819 － 7705

　運営事務局：株式会社コングレ九州支社内
    　　　〒 810-0001  福岡県福岡市中央区天神 1-9-17　福岡天神フコク生命ビル 11F
    　　　 TEL：092 － 716 － 7116
    　　　 FAX：092 － 716 － 7143
    　　　 E-mail : jsoms2020@congre.co.jp


