
第64回 （公社） 日本口腔外科学会総会・学術大会のご案内 （第Ⅱ報） 
第 64 回 （公社） 日本口腔外科学会総会・学術大会

大　会　長　髙　橋　　　哲 
準備委員長　山　内　健　介

第 64 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．

Ⅰ．学術大会企画概要　　＊テーマ等は一部予定 / 仮題です （敬称略）
　 1 ．海外特別講演企画
    1 ）海外招聘講演 1
    　　演者：Sanjiv Nair （B M Jain Hospital, Bangalore, India） 
    2 ）海外招聘講演 2
    　　演者：Larry Wolford
    　　　　　　（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Bailor University Medical Center）

　 2 ．特別講演
    1 ）今村　文彦 （東北大学災害科学国際研究所 所長）
    2 ）森　　正樹 （九州大学消化器・総合外科 / 一般社団法人日本外科学会理事長）

　 3 ．招聘講演
    1 ）小林　久隆 （米国国立がん研究所）

　 4 ．教育講演
    1 ）出澤　真理 （東北大学大学院医学系研究科  細胞組織学分野）

会　　　　期： 2019年 10月 25日（金）・26日（土）・27日（日）
 【理事会・定時総会・会員懇親会等は

 札幌プリンスホテルにて 10月 24日 （木） に開催します】

会　　　　場： 札幌コンベンションセンター

 〒 003-0006  札幌市白石区東札幌 6条 1丁目 1-1

 TEL： 011-817-1010 / FAX ：011-820-4300　https://www.sora-scc.jp/

学 会テーマ： 未来につなげる口腔外科医療
 “Succession from the past, leading to the future.”

事前参加登録： 2019年 4月10日（水）正午 ～ 8月 30日（金） 正午

学術大会HP： http://www.c-linkage.co.jp/jsoms2019/



　 5 ．海外招聘講演

    1 ）Rainer Schmelzeisen
     　　　（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, 
    　　　  Albert-Ludwigs-University Freiburg） 
    2 ）Peter Kessler
    　　　（Clinic for Cranio-Maxillofacial Surgery, MUMC - University Maastricht） 
    3 ）Alexander Johann Gaggl
    　　　（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University Hospital Salzburg） 

　 6 ．国際シンポジウム

    1 ）国際シンポジウム 1：「顎関節と顎変形症のインターフェイス」

    　　座長：高橋　　哲 （東北大学大学院歯学研究科  顎顔面・口腔外科学部分野）
    　　　　　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）
    　　演者：Larry Wolford
       （Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Bailor University Medical 
         Center, U.S.A）
    　　　　　Chi Yang （Department of Oral Surgery, Shanghai Ninth People’s Hospital, 
         College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of 
         Medicine, Shanghai, Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 
         200011, China）
    　　　　　相川　友直 （大阪大学大学院歯学研究科  口腔外科学第一教室）

    2 ）国際シンポジウム 2：日独合同シンポジウム

    　　座長：濱田　良樹 （鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　　大島　俊之 （フライブルク大学）
    　　演者：宮下　　仁 （東北大学大学院歯学研究科歯学部歯科学専攻  口腔病態外科学講座 
         顎顔面・口腔外科学分野）
    　　　　　大山　厳雄 （静岡市立静岡病院  口腔外科）
    　　　　　近藤　雄大 （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）
    　　　　　Birte Julia Siegmund
       （Department of Maxillofacial and Facial Plastic Surgery, Central Medical 
         Center Bremen, Germany）
    　　　　　Frohwitter Gesche
       （Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University Hospital 
         Erlangen, Germany）
    　　　　　Dominik Horn
       （Department of Oral and Cranio-Maxillofacial Surgery, Saarland 
         University Hospital, Homburg）

    3 ）国際シンポジウム 3：「先進機器を応用した顎変形症の未来」

    　　座長：小林　正治 （新潟大学組織再建口腔外科学分野）
    　　　　　山内　健介 （東北大学大学院歯学研究科  顎顔面・口腔外科学部分野）
    　　演者：Peter A Kessler
       （Cranio-Maxillofacial Surgery, University of Maastricht, Netherlands）
    　　　　　Sejin Han （Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Dankook University, 
         Seoul, Korea）
    　　　　　渡邊　　章 （東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　　山内　健介 （東北大学大学院歯学研究科  顎顔面・口腔外科学部分野）



    4 ）国際シンポジウム 4：「血管柄付き遊離骨移植を用いた下顎再建 −顎関節切除例も含めて−」

    　　座長：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）
    　　　　　山下　善弘 （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：Alexander Johann Gaggl
       （Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
         University Hospital Salzburg） 
    　　　　　島本　裕彰 （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）
    　　　　　川口　浩司 （鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　　矢野　智之 （がん研有明病院  形成外科）

    5 ）国際シンポジウム 5：ACOMS 合同シンポジウム

    　　座長：Tetsu Takahashi 
       （Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine 
         and Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry） 
    　　　　　Tian Ee Seah 
       （Oral Maxillofacial Surgery, TES Clinic for Face and Jew） 
    　　演者：Yue He （Oral and Maxillofacial head and neck Oncology, North of the Ninth
         people’s Hospital, Shanghai Tong University School of Medicine） 
    　　　　　Edward Chengheuan Ko
       （The University of Tokyo/Head and Attending surgeon, Division of 
         Oral and Maxillofacial Surgery） 
    　　　　　Hee Kyun Oh （School of Dentistry, Chonnam National University） 
    　　　　　Mario E. Esquillo
       （FPCOMS, FIAOMS, FAAOMS, FPAID, FICD, FPFA, FICCOI/
    　　　　    Associate Professor, College of Dentistry, Manila Central University） 
    　　　　　Toru Nagao （Department of Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, 
         Aichi-Gakuin University） 
    　　　　　Alejandro Martinez Garza
       （Cirugía Maxilofacial en Monterrey）

    6 ）国際シンポジウム 6：「口腔外科医が行うインプラントのための骨造成」

    　　座長：嶋田　　淳 （明海大学歯学部病態診断治療学講座  口腔顎顔面外科学分野 1 ）
    　　　　　管野　貴浩 （島根大学医学部歯科口腔外科学講座）
    　　演者：Bach Le （University of Southern California）
    　　　　　堀内　克啓 （中谷歯科医院）
    　　　　　嶋田　　淳 （明海大学歯学部　病態診断治療学講座　口腔顎顔面外科学分野 1 ）

    7 ）国際シンポジウム 7：口腔がんの未来型医療 「今， 何が口腔癌の最新の治療となるか」

    　　座長：鵜澤　成一 （大阪大学大学院歯学研究科  口腔外科学第二教室）
    　　　　　片倉　　朗 （東京歯科大学口腔病態外科学講座）
    　　演者：石岡千加史 （東北大学大学院医学系研究科  臨床腫瘍学）
    　　　　　Woong Nam （Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery Yonsei University）
    　　　　　Elliot Shih-Jung Cheng 
       （National Taiwan University） 
    　　　　　光藤　健司 （横浜市立大学大学院医学研究科  顎顔面口腔機能制御学）



    8 ）国際シンポジウム 8：「ここまできた内視鏡医療　その現状と課題」

    　　座長：星　　和人 （東京大学大学院医学系研究科 外科学専攻感覚・運動機能医学講座
         口腔外科学）
    　　　　　竹信　俊彦 （神戸市立医療センター　中央市民病院　歯科口腔外科）
    　　演者：Rainer Schmelzeisen 
       （Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, 
    　　　　    Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany）
    　　　　　稲波　弘彦 （稲波脊椎・関節病院）
    　　　　　大圃　　研 （NTT 東日本関東病院  消化管内科）
    　　　　　金氏　　毅 （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）

　 7 ．合同シンポジウム

    1 ）日本口腔顔面痛学会共同シンポジウム： 「口腔領域の神経障害」

    　　座長：飯田　征二 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・顎口腔再建外科学分野）
    　　　　　今村　佳樹 （日本大学歯学部口腔診断学講座）
    　　演者：高田　　訓 （奥羽大学歯学部口腔外科学講座）
    　　　　　千葉　雅俊 （東北大学大学院歯学研究科）
    　　　　　村岡　　渡 （川崎市立井田病院  歯科口腔外科）
    　　　　　柴原　孝彦 （東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座）

    2 ）口蓋裂学会合同シンポジウム：「日本口蓋裂学会の沿革と現状（仮題）」

    　　座長：古郷　幹彦 （大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第一教室）
    　　演者：楠本　健司 （関西医科大学形成外科学講座）
    　　　　　古郷　幹彦 （大阪大学大学院 歯学研究科  口腔外科学第一教室）
    　　　　　斎藤　　功 （新潟大学大学院医歯学総合研究科  歯科矯正学分野）
    　　　　　今井　智子 （北海道医療大学リハビリテーション科学部  言語聴覚療法学科）

    3 ）耳鼻科合同シンポジウム（上顎洞）：
       「続・上顎洞に関連する耳鼻咽喉科医 , 歯内療法医とのディスカッション （仮題）」

    　　座長：河奈　裕正 （神奈川歯科大学顎・口腔インプラント科 /
         慶應義塾大学医学部・慶應義塾大学理工学部）
    　　　　　中丸　裕爾  （北海道大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）
    　　演者：岩井　俊憲 （横浜市立大学大学院医学研究科  顎顔面口腔機能制御学 
         横浜市立大学附属病院  歯科口腔外科  矯正歯科）
    　　　　　石井　信之 （神奈川歯科大学口腔統合医療学講座  マイクロスコープ診療科）
    　　　　　中丸　裕爾 （北海道大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 准教授）
    　　　　　鴻　　信義 （東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科学教室 教授）

    4 ）口腔 3 学会合同シンポジウム：「口腔癌の診断基準」

    　　座長：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）
    　　　　　前田　初彦 （愛知学院大学歯学部口腔病理学講座）
    　　演者：林　　孝文 （新潟大学大学院医歯学総合研究科  顎顔面放射線学分野）
    　　　　　長塚　　仁 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科  病態機構学講座 
    　　　　    口腔病理学分野）
    　　　　　太田　嘉英 （東海大学医学部外科学系口腔外科学領域）
    　　　　　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）



    5 ）日本有病者歯科医療学会合同シンポジウム：
    　「抗血栓療法と抜歯（小手術）UP-TO-DATE −ガイドライン改訂に向けて−」

    　　座長：矢郷　　香 （国際医療福祉大学三田病院  歯科口腔外科）
    　　　　　栗田　　浩 （信州大学医学部歯科口腔外科）
    　　演者：川杉　和夫 （帝京大学医療技術学部）
    　　　　　長尾　毅彦 （日本医科大学多摩永山病院  脳神経内科）
    　　　　　矢郷　　香 （国際医療福祉大学三田病院  歯科口腔外科）
    　　　　　佐藤　一道 （東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座）

　 8 ．シンポジウム

    1 ）シンポジウム 1：MRONJ/BRONJ
    　　座長：柴原　孝彦 （東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座）
    　　　　　岸本　裕充 （兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）
    　　演者：豊澤　　悟 （大阪大学歯学部大学院歯学研究科  口腔病理学教室）
    　　　　　田口　　明 （松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座）
    　　　　　岸本　裕充 （兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

    2 ）シンポジウム 2：「顎関節脱臼に対する外科療法（仮）」

    　　座長：栗田　賢一 （愛知学院大学歯学部顎口腔外科講座）
    　　　　　山本　哲也 （高知大学医学部歯科口腔外科学講座）
    　　演者：瀬上　夏樹 （前金沢医科大学）
    　　　　　小木　信美 （愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座）
    　　　　　北村　直也 （高知大学医学部歯科口腔外科学講座）

    3 ）シンポジウム 3：「高齢口腔がん患者の治療」

    　　座長：田村　和夫 （福岡大学医学部総合医学研究センター）
    　　　　　上田　倫弘 （北海道がんセンター口腔腫瘍外科）
    　　演者：西嶋　智洋 （九州がんセンター 老年腫瘍科， 消化管・腫瘍内科）
    　　　　　山本　　寛 （東京都健康長寿医療センター呼吸器内科）
    　　　　　太田　嘉英 （東海大学 医学部 外科学系 口腔外科学領域）

    4 ）シンポジウム 4：病院歯科口腔外科推進委員会シンポジウム 「口腔外科診療の病病連携と交流」

    　　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）
    　　演者：竹信　俊彦 （神戸市立市医療センター中央市民病院  歯科・口腔外科）
    　　　　　石井　宏昭 （川崎市立多摩病院  歯科口腔外科）
    　　　　　渋谷　恭之 （名古屋市立大学大学院医学研究科）
    　　　　　藤盛　真樹 （釧路労災病院  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）

　 9 ．公募Workshop

    1 ）外傷（関節突起骨折に対する治療アプローチ）
    2 ）先進医療（デジタルテクノロジー応用した先進口腔外科医療）



　10．ミニレクチャー・ビデオレクチャー

   10 月 25 日 （金） ～ 27 日 （日） にミニレクチャー・ビデオレクチャーを開催いたします．
    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 単位が認定され

ます．
   参加費は 1 レクチャーにつき 3,000 円です．
     8 月上旬， 事前参加登録を開始いたしますので， 参加希望者はあらかじめお申し込みください．

奮ってご参加をお願いいたします．
    開催日時， 企画内容， 講師， 参加申込方法等の詳細につきましては， 学術大会 HP に掲載いたしま

すので， ご確認ください．

テ　ー　マ 講師氏名 講師所属

ミニレクチャー

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

舌部分切除における工夫 堀江　彰久 関東労災病院歯科口腔外科

きれいな手術創痕にするためのコツ 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

当科で実施している浅側頭動脈カテーテル留置術の
手技について 加藤　逸郎 大阪大学大学院歯学研究科

口腔外科学第二教室

はじめての口唇形成術
～片側性口唇形成術の術式と術後管理～ 西條　英人 東京大学医学部　

口腔顎顔面外科学分野

気管切開術　輪状甲状膜穿刺のポイント 玉置　盛浩 社会医療法人高清会高井病院口腔外科

矯正治療をサポートする外科手術 大西　祐一 大阪歯科大学口腔外科学第二講座

安全・確実に上顎骨を三次元的に移動させる上で
重要なポイント 栗原　祐史 昭和大学歯学部口腔外科学講座

顎顔面口腔外科学部門

医療 AI の現在 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

口腔外科医のためのゲノム研究入門 森田　圭一 東京医科歯科大学顎顔面外科学分野

歯性感染症の進展とそのマネジメント 大部　一成 九州大学病院顎口腔外科

下顎枝矢状分割法の勘所と注意を要する
解剖学的形態 菅原　圭亮 東京歯科大学口腔病態外科学講座

耳前切開による顎関節外科の基本手技
−ビデオクリップと共に− 村上賢一郎 赤穂市民病院歯科口腔外科

ポケットエコーの有用性 赤柴　　竜 日本歯科大学新潟病院口腔外科

若手口腔外科医のための口腔粘膜疾患の診断と治療 津島　文彦 東京医科歯科大学顎口腔外科

睡眠時無呼吸症候群 中島世市郎 徳島大学大学院医歯薬学研究部　
口腔外科学分野

心肺蘇生と救急心血管治療のための最新の
ガイドライン 2015 石井　宏昭 川崎市立多摩病院

AMR 対策と費用対効果から考える抗菌薬の適正使用 比地岡浩志 鹿児島大学病院口腔外科

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



High perimandibular approach による
下顎骨関節突起骨折の観血的整復固定術 中岡　一敏 鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

関節突起骨折 今井　智章 大阪大学大学院歯学研究科　
口腔外科学第二教室

歯科口腔外科に必要な全身医学の
ポイント再チェック（4） 柳川　　徹 筑波大学附属病院

茨城県地域臨床教育センター

口内炎を診る， なぜ難治性なのか 上川　善昭 鹿児島大学口腔外科

摂食嚥下に関連する神経・運動制御のメカニズムと
薬剤について 長谷　剛志 公立能登総合病院歯科口腔外科

歯科インプラント治療に有用な
自家骨ブロック骨移植術 今村　栄作 横浜総合病院歯科口腔外科

サイナスリフトの基本術式と継発症対策 嶋田　　淳 明海大学歯学部病態診断治療学講座
口腔顎顔面外科学分野１

口腔乾燥症 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

近位伝達麻酔法による下歯槽神経伝達麻酔
−最新の知見と麻酔奏効率向上のポイント− 高杉　嘉弘 近畿大学医学部麻酔科学講座

なるほど医学 ～全身疾患の把握の仕方～ 米永　一理 ＪＲ東京総合病院

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 群馬大学医学部付属病院

歯の移植 松沢　祐介 恵佑会札幌病院歯科口腔外科

周術期口腔機能管理における安全な抜歯計画 岸本　裕充 兵庫医科大学歯科口腔外科学講座

ビデオレクチャー

下顎骨関節突起骨折への手術治療 管野　貴浩 島根大学医学部歯科口腔外科学講座　
同医学部附属病院顎顔面外傷センター

口腔外科手術に Computer Assisted Surgery を
どのように応用するか 助川信太郎 香川県立中央病院

口唇形成術の要点 山西　　整 大阪母子医療センター口腔外科

上顎歯肉癌の外科的治療 
−上顎部分切除術を安全に行うための基本テクニック− 野村　武史 東京歯科大学オーラルメディシン・

口腔外科学講座

保存的頸部郭清術 荘司　洋文 日本歯科大学附属病院口腔外科

ビデオでみる頸部郭清術の基本 
～根治的頸部郭清術変法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顎口腔外科学

肩甲骨皮弁による上下顎再建の基本 長谷川和樹 静岡市立静岡病院口腔外科

若手でも安全・確実に切れる上顎前方歯槽部骨切り術 古賀　陽子 東京医科大学口腔外科学分野

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

口腔外科医が知って得する形成外科基本手技 牧口　貴哉 群馬大学

埋伏智歯抜歯 堀之内康文 公立学校共済組合 
九州中央病院歯科口腔外科

＊内容・講師・日程はプログラム調整により変更になる場合もございますのでご了承ください．最新情報は学術大会 HP にてご確認ください。



　11．共催（ランチョン）セミナー
    学術大会開催期間中  10 月 25 日 （金）・26 日 （土）・27 日 （日）， 昼食時間に共催セミナー （ランチョ

ンセミナー）を開催いたします．
   詳細は学術大会 HP にてご確認ください．

　12．ハンズオンセミナー　

　13．オーラルサージェリーコンテスト
   第 3 会場 （中オール A） にて開催します．
   参加希望者はあらかじめ申し込んでください．

　14．ポストコングレスセミナー
    1 ）日　時：2019 年 10 月 28 日 （月）
    2 ）場　所：東北大学歯学研究科　大会議室
    3 ）テーマ：Leading future in Oral and Maxillofacial Surgery （仮）
    4 ）演　者：
   　　Peter A Kessler （Cranio-Maxillofacial Surgery, University of Maastricht, Netherlands）
   　　Alexander Johann Gaggl （Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
   　　　　　　　　　　　　　 University Hospital Salzburg） 

　15．併催会議・研究会等 （順不同）
   ＊例年開催している会議等を予定しています．詳細は学術大会 HP でお知らせします．

   　理事会， 定時社員総会， 関連医療連携部会長会議， 日本歯科医学会会長講演， 会務報告会， 
  　 日本病院歯科口腔外科協議会総会・学術集会， 全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議， 
  　 口腔がん低侵襲診断治療研究会， 口腔癌 / 唾液腺癌 RCT 全体会議， 歯科衛生士会研究会， 
  　 歯科・口腔外科看護研究会， 歯科・口腔外科看護研究会 & 歯科衛生士研究会合同発表会， 
  　 脱タバコ社会実現委員会ミニシンポジウム， 日本病院歯科口腔外科協議会， SORG， 
  　 顎関節外科研究会， 口腔細胞診セミナー， 若手口腔外科医交流会， 口腔粘膜観察研究会， 
  　 精密触覚機能研修会， 口腔外科 ECC トレーニングサイト AHA-BLS コース
  　 口腔がん診療ガイドライン改訂委員会， 口腔がん登録制度説明会

　16．市民公開講座
   日　時：2019 年 9 月 28 日 （土）
   場　所：TKP ガーデンシティ仙台
   テーマ：「お口の病気と健康について」



Ⅱ．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：2019年 4月 10日 （水） 正午～ 8月 30日 （金） 正午
   ※銀行振込：2019年 8月 15日 （木） まで

　 2 ．学会参加費
   第 64 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通りです．
   学会ホームページより 「学会参加費の前納 （事前参加登録） 」をお願いします．
   当日参加登録より割安な事前参加登録をご利用ください．

　 3 ．学術大会プログラム号ならびに抄録集の送付・販売について
    第 64 回 （公社） 日本口腔外科学会・学術大会では 「プログラム・抄録集 CD 付」 を日本口腔外科

学会雑誌大会特別号として 2019 年 9 月下旬頃に本学会正会員に送付予定です．また， 別途 「プロ 
グラム・抄録集」 を， 学会参加費を前納 （事前登録） した正会員および非会員に 2019 年 9 月下旬頃
に送付予定です．

    学会当日に参加費を納入された正会員には 「プログラム・抄録集」 のみをお渡ししますので 「プロ
グラム・抄録集 CD 付」はご持参ください．また， 非会員 （記号 C） には 「プログラム・抄録集」   

「プログラム・抄録集 CD 付き」 をお渡しします．
    なお , 「プログラム・抄録集」 および 「プログラム・抄録集 CD 付き」 は学術大会期間中， 総合受付

にて各々 1,000 円で販売いたします．
   ※ なおプログラム・抄録集 PDF は 「会員専用ページ MyWeb」 内に掲載予定です．

　 4 ．託児所について
   会場内に託児所の設営を予定しております．
    受け入れ人数に限りがございますが， 準備が整い次第， 学術大会ホームページから事前予約を受け

付けます．

記号 資　格　区　分 学会参加費
（事前）

学会参加費
（当日）

A 正会員 14,000 円 16,000 円

B 準会員・口腔外科関連医療従事者 （看護師， 歯科衛生士等） 取り扱いません   3,000 円

C 非会員 （歯科医師・医師・患者支援団体等） 16,000 円 18,000 円

D 一般市民　患者・患者家族 取り扱いません   3,000 円

E
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）

取り扱いません 無　料



Ⅲ．ノミネート演題， 一般演題の発表について

　 1 ．口演発表
    1 ）ノミネート演題発表時間：1 題 9 分・質疑応答 3 分
    　一般演題発表：1 題 7 分・質疑応答 3 分
    2 ）口演発表は Microsoft PowerPoint を用いた発表に限り， 一面映写となります．
    　スライド枚数の制限ありませんが，時間厳守でお願いします．
    3 ）発表データは USB フラッシュメモリーもしくは PC 本体を持参ください．

   ※ その他， 口演発表に関する詳細・注意点については， 大会ホームページならびにプログラム号 
      に掲載いたしますので，必ず事前にご確認ください．

　 2 ．示説（ ポスター） 発表
    1 ）ノミネート演題， 公募 Poster Discussion では， 一般演題ともに発表時間は 1 題 3 分・質疑応答
    　 2 分を予定しております．
    2 ）すべてのポスターのサイズは， 全体で幅 90 cm × 高さ 180 cm 以内とします．
    3 ）ポスターの上部の幅 70 cm × 20 cm のスペースには 「演題名， 発表者名 （演者に○）， 所属施設名」
    　を貼付し （印刷） し，その左側に幅 20 cm × 高さ 20 cm 以内のサイズで 「発表者の顔写真」 を 
    　貼付 （印刷） してください．
    　「本文」 の貼付 （印刷） スペースは幅 90 cm × 高さ 160 cm 以内とします．

   ※ その他， ポスター発表に関する詳細・注意点については， 大会ホームページならびにプログラム号 
      に掲載いたしますので，必ず事前にご確認ください．

Ⅳ．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】 東北大学大学院歯学研究科  顎顔面・口腔外科学分野
      準備委員長：山内　健介
      〒 980 − 8575  宮城県仙台市青葉区星陵町 4 番 1 号
      TEL：022 − 717 − 8350
      FAX：022 − 717 − 8359

   【運営事務局】 株式会社コンベンションリンケージ LINKAGE 東北内
      〒 980 − 6020  宮城県仙台市青葉区中央 4 − 6 − 1  SS30 ビル 20 階
      TEL：022 − 722 − 1657（平日 9：00 ～ 18：00）
      FAX：022 − 722 − 1658
      E-mail：jsoms2019@c-linkage.co.jp


