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第 66 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会

大　会　長　原　田　浩　之
　　　　　　（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 
 顎口腔外科学分野  教授）

実行委員長　道　　　泰　之
　　　　　　（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 
 顎口腔外科学分野  講師）

第 66 回（公社）日本口腔外科学会総会・学術大会を下記の要領で開催いたします．
会員各位の学会参加をお願い申しあげます．

会　　　　　期： 2021 年 11 月 12 日 （金）・13 日 （土）・14 日 （日）
 【理事会・定時総会等は 11 月 11 日 （木） に開催いたします】

参加登録期間： （事前）2021 年  4  月 12 日 （月） ～ 11 月 11 日 （木）正午
 （当日）2021 年 11 月 12 日 （金） ～ 11 月 14 日 （日）

会　　　　　場： 幕張メッセ国際会議場
 〒 261-8550  千葉市美浜区中瀬 2-1 
 TEL：043 − 296 − 0001 （代）　 FAX：043 − 296 − 0529
 https://www.m-messe.co.jp/

第 66回大会 HP： https://www.congre.co.jp/jsoms2021/

大 会 テ ー マ： 口腔外科学の現在までの進歩・未来の進歩を考える

開 催 形 式： ハイブリッド開催
 詳細は決定次第 第66回大会 HP でご案内いたします．

Webでの視聴可能期間 （予定）：
　　　　　　　　ライブ配信：2021 年 11 月 12 日 （金）・ 13 日 （土）・14 日 （日）
オンデマンドコンテンツ配信：2021 年 11 月 12 日 （金） ～ 12 月 14 日 （火）
　ライブ録画アーカイブ配信：2021 年 11 月 26 日 （金） ～ 12 月 14 日 （火）



Ⅰ．学術大会企画プログラム （案）

　 1 ．特別講演
    1 ） 『TGF-β シグナルとがん : 最近の研究と今後の展望』
   　　宮園　浩平 先生（東京大学医学系研究科分子病理学）
     
    2 ） 『COVID-19 のこれまで， そしてこれから』
   　　尾身　茂 理事長（独立行政法人地域医療機能推進機構理事長）

　 2 ．教育講演
   『臓器再生への展望』
   　　武部　貴則 先生（東京医科歯科大学統合研究機構）

　 3 ．関連学会理事長講演
   『COPD をご存知ですか ?』
   　　横山　彰仁 先生（高知大学呼吸器・アレルギー内科学）

　 4 ．海外招聘講演
    1 ） 『Management Oral Cancer ㏌ Taiwan, from Prevention, Screening, to Clinical Treatment』
   　　 Sheng-Po Hao
   　　　（Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, Shin Kong Wu Ho-Su Memorial  
   　　　  Hospital, Fu-Jen University, Taipei, Taiwan）

    2 ） 『Stem Cell based Tissue Engineering in the Cranio-maxillofacial Skeleton: Aspirations and
   　　 Experience （仮）』
   　　 György K. Sándor
   　　　（Oulu University Hospital, Oulu, Finland）

    3 ） 『Challenges and Innovations for Mandibular and Maxillary Reconstruction: Biology meets 
   　　 Technology』
   　　 Nils-Claudius Gellrich 
   　　　（Hannover Medical School, Hannover, Germany)

　 5 ．シンポジウム
    1 ） 顎変形症治療の新たな展開
    　座長：髙野　正行 先生（東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　横江　義彦 先生（洛和会音羽病院京都顎変形症センター）
    　演者：渡邊　　章 先生（東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　丸岡　　豊 先生（国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院歯科・口腔外科）
    　　　　板宮　朋基 先生（神奈川歯科大学歯学部総合歯学教育学講座）
    　　　　横江　義彦 先生（洛和会音羽病院京都顎変形症センター）



    2 ） 顎関節脱臼の治療 / 習慣性顎関節脱臼　ベストな治療法は何か ?
    　座長：依田　哲也 先生（東京医科歯科大学顎顔面外科学分野）
    　　　　岡本　俊宏 先生（東京女子医科大学歯科口腔外科学講座）
    　演者：高原　楠旻 先生（東京医科歯科大学顎顔面外科 )
    　　　　吉田　博昭 先生（大阪歯科大学口腔外科学第一講座）
    　　　　川上　哲司 先生（奈良県立医科大学口腔外科学講座）
    　　　　小木　信美 先生（愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座）

    3 ） 口腔外科における上顎再建の展望
    　座長：去川　俊二 先生（埼玉医科大学国際医療センター形成外科）
    　　　　鵜澤　成一 先生（大阪大学口腔外科学第二教室）
    　演者：上田　倫弘 先生（独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター口腔腫瘍外科）
    　　　　大山　哲生 先生（日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座）
    　　　　寺尾　保信 先生（がん・感染症センター都立駒込病院形成再建外科）
    　　　　杉浦　康史 先生（自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座）
    　　　　平井　英治 先生（大分赤十字病院歯科口腔外科）
    　　　　莇生田整治 先生（慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室）

    4 ） 頸部郭清術の最前線
    　座長：太田　嘉英 先生（東海大学医学部専門診療学系口腔外科学）
    　　　　上田　倫弘 先生（独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター口腔腫瘍外科）
    　演者：新山　　宗 先生（独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター口腔腫瘍外科）
    　　　　Wei-Fan Chiang 先生（Chi Mei Medical Center, Liouying, Tainan, Taiwan）
    　　　　富岡　寛文 先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野）
    　　　　佐々木剛史 先生（東海大学医学部専門診療学系口腔外科学）

    5 ） 新型コロナウィルス （COVID-19） 対策の現状とこれから
    　座長：星　　和人 先生（東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科 )
    　　　　池邉　哲郎 先生 （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：岸本　裕充 先生（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）
    　　　　冨永　和宏 先生（九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野）
    　　　　竹信　俊彦 先生（神戸市立医療センター中央市民病院）
    　　　　栗田　　浩 先生（信州大学医学部歯科口腔外科）
    　　　　丸岡　　豊 先生（国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院歯科・口腔外科）
    　　　　星　　和人 先生（東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科）

    6 ） 難治性骨髄炎の治療
    　座長：北川　善政 先生（北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室）
    　　　　梅田　正博 先生（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：林田　　咲 先生（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）
    　　　　廣田　　誠 先生（横浜市立大学附属市民総合医療センター歯科・口腔外科・矯正歯科）
    　　　　浅香　卓哉 先生（北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室）
    　　　　野口　一馬 先生（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）



    7 ） がん微小環境の理解から迫る革新的治療法開発への試み
    　共催：先端歯学国際教育研究ネットワーク
    　座長：渡部　徹郎 先生（東京医科歯科大学病態生化学分野）
    　　　　樋田　京子 先生（北海道大学大学院歯学研究院口腔病態学分野血管生物分子病理学教室）
    　演者：前濱　朝彦 先生（神戸大学医学研究科分子細胞生物学分野）
    　　　　井上　カタジナアンナ 先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科病態生化学分野）
    　　　　間石　奈湖 先生（北海道大学大学院歯学研究院血管生物分子病理学）
    　　　　東　みゆき 先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子免疫学分野）
    　　　　内橋　俊大 先生（大阪大学医学部附属病院歯科治療室）
    　　　　來生　　知 先生（横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・矯正歯科）

    8 ） 外来口腔外科手術
    　座長：吉川　博政 先生（国立病院機構九州医療センター歯科口腔外科）
    　　　　鈴木　豊典 先生（社会医療法人耳鼻咽喉科麻生北見病院歯科口腔外科）
    　演者：鈴木　豊典 先生（社会医療法人耳鼻咽喉科麻生北見病院）
    　　　　柴戸和夏穂 先生（船越歯科歯周病研究所）
    　　　　芳澤　享子 先生（松本歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　秦　　浩信 先生（独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター歯科口腔外科）
    　　　　岸本　裕充 先生（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

    9 ） 顔面外傷手術のための顎顔面骨への外科的アプローチ
    　座長：濱田　良樹 先生（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　管野　貴浩 先生（島根大学医学部歯科口腔外科学講座）
    　演者：Hsi-Feng Tu 先生（National Yang Ming Chiao Tung University Hospital, Taiwan）
    　　　　大岩伊知郎 先生（名古屋第一赤十字病院）
    　　　　助川信太郎 先生（香川県立中央病院歯科口腔外科 )
    　　　　今井　智章 先生（大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室）
    　　　　野上晋之介 先生（東北大学大学院歯学研究科）

　　　10） インプラント関連外科手術を再考する
    　座長：朝比奈　泉 先生（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）
    　　　　武知　正晃 先生（広島大学 大学院医系科学研究科口腔外科学）
    　演者：武知　正晃 先生（広島大学 大学院医系科学研究科口腔外科学）
    　　　　豊島　健史 先生（医療法人社団新樹会豊嶋歯科医院）
    　　　　朝比奈　泉 先生（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）
    　　　　白鳥　清人 先生（白鳥歯科インプラントセンター）
    　　　　中田光太郎 先生（医療法人社団洛歯会）



　　　11） 再生医療実用化の最新動向
    　座長：畠　賢一郎 先生（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）
    　　　　住田　吉慶 先生（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科硬組織疾患基盤研究センター）
    　演者：永田　昌毅 先生（新潟大学医歯学総合病院高度医療開発センター先進医療開拓部門）
    　　　　星　　和人 先生（東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科）
    　　　　住田　吉慶 先生（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科硬組織疾患基盤研究センター）
    　　　　小野　悠介 先生（熊本大学発生医学研究所筋発生再生分野）
    　　　　飛田　護邦 先生（順天堂大学革新的医療技術開発研究センター）
    　　　　畠　賢一郎 先生（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）

　　　12） 顎再建のゴール　Part 2
    　座長：植野　高章 先生（大阪医科薬科大学医学部感覚機能形態医学講座口腔外科学教室）
    　　　　山下　善弘 先生（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）
    　演者：川口　浩司 先生（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　平井　秀明 先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野）
    　　　　上田　順宏 先生（奈良県立医科大学口腔外科学講座）
    　　　　金氏　　毅 先生（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）
    　　　　中野　旬之 先生（大阪医科薬科大学医学部感覚器機能形態医学講座口腔外科学教室）
    　　　　橋川　和信 先生（名古屋大学大学院医学系研究科形成外科学）

　 6 ．病院歯科口腔外科シンポジウム『病院歯科口腔外科における顎顔面外傷診療の連携構築』
    　座長：牧野修治郎 先生（北斗病院歯科口腔外科）
    　　　　宇佐美雄司 先生（名古屋医療センター歯科口腔外科）
    　演者：佐野　次夫 先生（医療法人徳洲会東京西徳洲会病院）
    　　　　管野　貴浩 先生（島根大学医学部歯科口腔外科学講座）
    　　　　助川信太郎 先生（香川県立中央病院歯科口腔外科）
    　　　　大岩伊知郎 先生（名古屋第一赤十字病院）

　 7 ．日独合同シンポジウム 『Clinical & Translational Research on Oral Cancer』
    　座長：濱田　良樹 先生（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　大島　俊之 先生（フライブルク大学医学部口腔・顎顔面外科）
    　演者：Stefan Schultze-Mosgau 先生
    　　　　　　（Head of the Department OMS-Surgery / Plastic Surgery, 
    　　　　　　 Medical University of Jena,Jena, Germany)
    　　　　Andreas Pabst 先生
   　　　　　　　（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Federal Armed Forces Hospital, 
   　　　　　　　 Rübenacherstr. 170, 56072 Koblenz, Germany)
    　　　　Christian Doll 先生
   　　　　　　　（Charité – Universitätsmedizin Berlin, corporate member of Freie Universität 
   　　　　　　　 Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Oral and Maxillofacial 
   　　　　　　　 Surgery, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin, Germany)



    　　　　Stefan Hartmann 先生
   　　　　　　　（Department of Oral and Maxillofacial Plastic Surgery, University Hospital 
        Würzburg, Pleicherwall 2, 97070 Würzburg, Germany)
    　　　　Manuel Weber 先生
    　　　　　　（Department of Maxillofacial Surgery, University Hospital Erlangen, 
        Erlangen, Germany)
    　　　　菅原　圭亮 先生（東京歯科大学口腔病態外科学講座）
    　　　　熊谷　賢一 先生（東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科）
    　　　　冨原　　圭 先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野）

　 8 ．日韓合同シンポジウム
   『Current Progress in Comprehensive Management for Cleft Lip and Palate』
    　座長：Young-Wook Park 先生
    　　　　　　（College of Dentistry, Gangneung-Wonju National University, Korea)
    　　　　栗田　賢一 先生（愛知学院歯学部顎口腔外科学講座）
    　演者：Hongju Park 先生
    　　　　　　（Chonnam National University Dental Hospital, Korea）
    　　　　Young-Soo Jung 先生
    　　　　　　（Yonsei University College of Dentistry & Hospital, Dept. of Oral & Maxillofacial 
    　　　　　　 Surgery, Seoul, Korea）
    　　　　中村　典史 先生（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）
    　　　　山西　　整 先生（大阪母子医療センター口腔外科）

　 9 ．口腔三学会合同シンポジウム『唾液腺癌の診断と治療 Up to date』
    　座長：片倉　　朗 先生（東京歯科大学口腔病態外科学講座）
    　　　　前田　初彦 先生（愛知学院大学歯学部口腔病理学 ･ 歯科法医学講座）
    　演者：浦野　　誠 先生（藤田医科大学医学部病理診断学ばんたね病院病理診断科）
　　　　　　　　角　　美佐 先生（長崎大学・医歯薬学総合研究科・口腔診断情報科学分野）
　　　　　　　　多田雄一郎 先生（国際医療福祉大学三田病院頭頸部腫瘍センター）
　　　　　　　　道　　泰之 先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野）

　10．市民公開講座
    　座長：原田　浩之 先生（東京医科歯科大学顎口腔外科学分野）
    　演者：津島　文彦 先生（東京医科歯科大学顎口腔外科学分野）
　　　　　　　　丸川恵理子 先生（東京医科歯科大学口腔再生再建学分野）

　11．ミニレクチャー・ビデオレクチャー
   ＊ 全てのミニレクチャー・ビデオレクチャーは、オンデマンドコンテンツ配信
    （11 月 12 日～ 12 月 21 日） です．
   ＊ 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．
   ＊  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．参加費は 1 レクチャーにつき 3,000 円です．



　12．その他プログラム （予定）
　　　◦優秀口演発表賞　ノミネート演題
　　　◦優秀ポスター発表賞　ノミネート演題
　　　◦一般演題（口演・ポスター）
　　　◦ランチョンセミナー
　　　◦第 4 回若手口腔外科医交流会
　　　◦口腔細胞診セミナー
　　　◦第 17 回歯科・口腔外科看護研究会
　　　◦第 36 回日本病院歯科口腔外科協議会・学術集会
　　　◦歯科衛生士会研究会
　　　◦口腔がん登録説明会経過報告会
　　　◦全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議
　　　◦脱タバコ社会実現委員会ミニシンポジウム
　　　◦日本顎関節外科研究会
　　　◦精密触覚機能研修会
　　　◦口腔粘膜蛍光観察研究会
　　　◦口腔がん低侵襲診断治療研究会

Ⅱ．学術大会 （以下「学会」） 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
   学会当日の混乱を回避するため， 事前参加登録と参加費前納にご協力願います．
   事前参加登録期間：2021 年 4 月 12 日 （月） ～ 11 月 11 日 （木） 正午まで
   　　　　　　　　　＊銀行振込みの場合：2021 年 10 月 29 日 （金） まで
   　　　　　　　　　＊ミニレクチャー・ビデオレクチャー申込開始は 10 月中旬予定
   当日参加登録期間：2021 年 11 月 12 日 （金） ～ 11 月 14 日 （日） まで

　 2 ．学会参加費
   第 66 回 （公社） 日本口腔外科学会総会・学術大会における学会参加費は下記のとおりです．
   正会員の皆さまには， 学会ホームページより事前参加登録にご協力願います．

記号 資格区分 学会参加費
（事前）

学会参加費
（当日）

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 取り扱いなし   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 海外参加者 取り扱いなし 16,000 円

E 一般市民　患者・患者家族 取り扱いなし   3,000 円

F
学生（歯学部・歯科大学および医学部・医科大学
に在学中の学部学生　歯科衛生士養成学校・看護
師養成学校等に在学中の学生）

取り扱いなし 無料



Ⅲ．お問い合わせ

   大会事務局：東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野
   　　　　　　〒 113-8549  東京都文京区湯島 1-5-45
   　　　　　　TEL：03 − 5803 − 5506　FAX：03 − 5803 − 0199

   【学術大会参加登録・演題申込・プログラム・企画内容等に関するお問い合わせ】
   運営事務局：株式会社コングレ内
   　　　　　　〒 103-8276  東京都中央区日本橋 3-10-5　オンワードパークビルディング
   　　　　　　TEL：03 − 3510 − 3701（平日 9：30 ～ 17：30 土・日・祝除く）
   　　　　　　E-mail：jsoms2021@congre.co.jp


