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ご　挨　拶

　春風の候、第 18 回日本外傷歯学会総会・学術大会を 7 月 14 日（土）〜 7 月 15 日（日）の 2 日間、

福岡市にて開催させていただくことになりました。

日本外傷歯学会は本学会（木村光孝理事長）、東日本地方会（前田隆秀会長）、西日本地方会（山

本一世会長）と精力的に活動し、現在まで発展してきました。

　今回は『外傷歯科学から最新を診る』をメインテーマに行われます。

　学術的根拠に基づき臨床評価を行うには長期臨床データの収集が必要であり、それを可視化す

ることで可能となります。まだまだ日本では臨床データが不足しています。一朝一夕に成し得る

ことではありませんが今後の臨床のヒントになればとの思いでシンポジウムを企画しております。

シンポジウムⅠでは「口腔外傷による破折の最新治療−成長期〜老年期を対象−」というテーマの

もと外傷時破折の治療について、シンポジウムⅡでは「口腔外傷から診る長期臨床データの重要性

−歯・歯槽骨・顎顔面の検討−」というテーマで長期臨床データの重要性についてご講演をお願

い致しております。

　基調講演としては武田克彦先生（認知神経科学会理事長）、教育講演は森本泰宏先生（九州歯科

大学教授）、特別講演Ⅰは山下善弘先生（宮崎大学医学部教授）、特別講演Ⅱは丹羽均先生（大阪

大学大学院歯学研究科教授）、学術賞講演は岡田康男先生（日本歯科大学新潟生命歯学部教授）の

講演を予定しております。

　大会と併催して認定医更新セミナーを開催致します。

　今大会が先生方にとって有意義な大会となるよう、また日常の臨床に少しでも役に立つことを

願っております。会員の先生方にはご案内の通り参加をお待ちしております。

　最後になりましたが福岡での開催の機会を与えていただき、多大なご協力、ご指導を賜りまし

た木村光孝理事長をはじめとする学会役員および関係各位の皆様に深謝致します。

第18回日本外傷歯学会総会・学術大会

   大会長　福島　直樹  （九州歯科大学）
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学術大会に参加される皆様へ

1. 　受付時間

　　7 月14 日（土）、7 月15 日（日）は午前 9 時 00 分より、福岡県歯科医師会館 5 階にて受付

　　を開始致します。

2. 　参加登録

　　当日登録のみとさせていただきます。受付にて参加費を納入して下さい。

　　参加費と引き換えに「参加証」をお渡ししますので、所属・氏名を記入の上、会場内　　

　　では必ず「参加証」を着用して下さい。

　　　 　・歯科医師　　　　　　　　　　　　　　　   ：11,000 円

　　　　  ・歯科衛生士、歯科技工士、看護師、医療従事者：  3,000 円

　　　 　・学部学生、専門学校生　　　　　　　　　   ：   無   料

3.　理事・評議員会のご案内

　　7 月 14 日（土）　9 時 30 分〜 10 時 30 分、福岡県歯科医師会館 5 階にて開催致します。

4.　総会

　　7 月 14 日（土）　10 時 30 分〜 11 時 30 分　

5. 　懇親会のご案内

　　日　時：7 月 14 日（土）19 時〜 21 時

　　会　場：ホテルモントレ　ラ・スール福岡　2 階

　　　〈懇親会費〉　・5,000 円

6.　口頭発表される先生

　　発表時間の 30 分前までに口頭発表受付で受付を行い、ご自分の演題を備え付けの PC
　　でご確認の上、次演者席にご着席下さい。事前提出された CD-R は当日受付の際お返　　

　　し致します。受け取りがない場合は事務局で処分させて頂きます。

　　口頭発表者（共同発表者を含む）は会員であることが条件ですので、平成 30 年度年

　　会費（6,000 円）を下記へお振込下さい。

　　　郵便振り込み　No.01710-5-116077　日本外傷歯学会

　　　銀行振り込み　西日本シティ銀行 南小倉支店（普通）No.1161481　日本外傷歯学会

7.　座長の先生

　　担当セッションの開始 15 分前までに、次座長席にご着席下さい。

　　発表時間 6 分・質疑応答 2 分です。時間厳守でお願い致します。　

8. 　認定医更新セミナー

　　認定医の更新にはセミナーの受講が必要です。当日受講料（5,000円）を認定医更新　

　　セミナー受付でお支払い下さい。

　　認定医更新セミナーのみの受講は出来ません。

　　必ず、総会・学術大会参加登録費と共に受講料をお支払い下さい。

9.　歯科医師生涯研修の認定手続き

　　本学会は、日本歯科医師会生涯研修事業の認定を受けていますので、会員の方は生涯　　　

　　研修カードをご持参ください。
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交通アクセス

【 J R 博多駅より】

・車で約 15 分

・福岡市営地下鉄 博多駅より天神駅（所要時間約 5 分）下車後、徒歩約 7 分

【 福岡空港より 】

・車で約 25 分

・福岡市営地下鉄 福岡空港駅より天神駅（所要時間約 10 分）下車後、徒歩約 7 分

【 住 所 】

〒 810-0041  福岡市中央区大名 1 丁目 12 番 43 号

福岡県歯科医師会 5F 大ホール

TEL：092-771-3531  FAX：092-771-2988
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日  程  表

7月14日（土）　福岡県歯科医師会館 5階 大ホール

  9：00〜　　　　　受付開始

  9：30〜10：30　　理事・評議員会

10：30〜11：30　　総会

　　　　　　　　   学会賞・優秀発表賞表彰式

12：00〜12：55　　昼　食

12：55〜13：00　　開会式

13：00〜13：40　　基調講演
　　　　　　　　座長　木村　光孝　（九州歯科大学名誉教授）

　　　　　　「認知症と咬合・咀嚼・嚥下」

　　　　　　　武田　克彦　（認知神経科学会理事長）

13：40〜14：40　  一般口演 I 
　　　　　　　　座長   有住　隆史  （有住歯科医院 院長）　　　　　　　　

　　　　　　　　座長   橋本　敏昭  （福岡歯科大学臨床教授）

　　　　　　　　①養護教諭養成機関における小児口腔保健教育について

　　　　　　　　　　　 −第２報−

　　　　　　　　○吉田　あや子　

　　　　　　　　　　長崎県立大学

　　　　　　　　②外傷に関連する歯学教育の充実を目指して

　　　　　　　　　−歯科医師国家試験問題の推移−

　　　　　　　　○太刀掛 銘子1) 、 香西　克之2) 、 浅尾 友里愛2) 、 渡辺　聖子1,3) 、

　　　　　　　　   光畑 智恵子2) 

　　　　　　　　　　1)広島大学病院小児歯科
　　　　　　　　　　2)広島大学大学院医歯薬保健学研究科小児歯科
　　　　　　　　　　3)バンビ小児歯科医院

　　　　　　　　③有髄歯の破折症例に関する経過観察

　　　　　　　　○東野　あさみ 、 東野　美晴 

　　　　　　　　　　あさみ歯科医院

　　　　　　　　④歯の欠損に関する処置

　　　　　　　　○井上　友太2)、 井上　秀人1）、 林　めぐみ1）、 坂本　義浩1）

　　　　　　　　　　1）医療法人井上秀人歯科インプラントクリニック
　　　　　　　　　　2）医療法人井上秀人歯科ベリーズクリニック
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　　　　　　　　⑤外来での外傷小児歯科患児の歯科恐怖症に対しての臨床的対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　○曽我　大泉1）、　曽我 富美雄2）

　　　　　　　　　　　　1）曽我歯科医院　　　
　　　　　　　　　　　　2）九州歯科大学放射線講座

　　　　　　　　⑥外傷歯治療材としてのフロアブルコンポジット：

　　　　　　　　　　歯質接着強さと曲げ特性からの検討

　　　　　　　　○入江　正郎　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科生体材料学分野

　　　　　　　　⑦幼若外傷歯の再植についての再考　

　　　　　　　　○吉田　忠司1,5）、早田　倫久2)、吉田　忠信3)、野田 美和子4)、　　　　　　　　  

　　　　　　　　   東條　俊之1)、  笹山　智史1)、玉井　奈那1) 、永田　裕紀1)

　　　　　　　　　　　　1）吉田歯科医院
　　　　　　　　　　　　2）医療法人悠心会　早田歯科
　　　　　　　　　　　　3）よしだ歯科
　　　　　　　　　　　　4）医療法人悠真美 野田歯科・矯正歯科
　　　　　　　　　　　　5）九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

　　　　　　　　⑧転倒による前歯部外傷を予防するための

　　　　　　　　　　　上顎前突の早期矯正治療　　　　　　　　

　　　　　　　　○辻　裕文　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　九州歯科大学放射線学講座

14：40〜15：00　  学術賞受賞講演
　　　　　　　　座長　香西　克之　（広島大学大学院医歯薬保健学研究院教授）

　　　　　　　 「病理・免疫組織像から振り返る歯根破折歯と周囲組織の臨床病態」

　　　　　　　岡田　康男　（日本歯科大学新潟生命歯学部教授）

15：00〜15：30　  教育講演

　　　　　　　　座長　吉浦　一紀　（九州大学大学院歯学研究院教授）

　　　　　　「小児歯科領域における画像診断 −臨床と研究−」

　　　　　　　森本　泰宏　（九州歯科大学教授）

15：40〜17：10　  シンポジウム I
　　　　　　　　座長　千田　　彰　（愛知学院大学歯学部教授）

　　　　　　　　座長　須田　英明　（東京医科歯科大学名誉教授）

　メインテーマ 『口腔外傷による破折の最新治療 −成長期〜老年期を対象−』

　　　　　　　小田　昌史　 （九州歯科大学歯科放射線学分野）

　　　　　　　宮新美智世　 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）



− 6−

　　　　　　　吉田　忠司　 （九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野）

　　　　　　　菅谷　　勉　 （北海道大学大学院歯学研究院）

　　　　　　　冨士谷盛興　 （愛知学院大学歯学部）

　　　　　　　戸谷　孝洋　 （九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野）

17：10〜17：40　　特別講演 I 
　　　　　　　　座長　古森　孝英　（神戸大学大学院歯学研究科教授）

　　　　　「口腔顎顔面外傷と合併症」

　　　　　　　山下　善弘　（宮崎大学医学部教授）

17：40〜18：30　　一般口演 II 
　　　　　　　　座長   前田　初彦  （愛知学院大学歯学部教授）　　　　　　　　

　　　　　　　　座長   谷口　邦久  （福岡歯科大学名誉教授）

　　　　　　　　⑨持続性の咬合痛を認める難治性根尖性歯周炎の一症例

　　　　　　　　○松本　典祥、  阿南　壽　

　　　　　　　　　　福岡歯科大学 口腔治療学講座 歯科保存学分野

　　　　　　　　⑩三大唾液腺に近接して発症し、唾液腺組織の迷入が疑われた

　　　　　　　　　　　　　　骨空洞の一例

　　　　　　　　○森本　泰宏 、 西村　　瞬 、 植田　愛彦 、 山下　浩平 、

　　　　　　　　　福島　直樹 、 辻　　裕文 、 曽我富美雄 、 楠崎　晴規 、

　　　　　　　　　木村　京子 、 城嶋　孝章 、 宮村　侑一 、 若杉（佐藤）奈緒、　

　　　　　　　　　松本（武田）忍 、小田　昌史 、 鬼頭　慎司 、 田中　達朗

　　　　　　　　　　　福岡歯科大学 口腔治療学講座 歯科保存学分野

　　　　　　　　⑪輸液中ラット遊離歯肉移植片における37℃加温の効果

　　　　　　　　○岡村　友玄1) 、 富永　和也1) 、 大草　亘孝2) 、 西川　哲成3) 、

　　　　　　　　　田中　昭男1)

　　　　　　　　　　　　1）大阪歯科大学口腔病理学講座　
　　　　　　　　　　　　2）大阪歯科大学歯科法医学室
　　　　　　　　　　　　3）大阪歯科大学歯科医学教育開発室

　　　　　　　　⑫吸収性縫合糸 VicrylとVicryl Rapideに対するGFP骨髄移植

　　　　　　　　　　　　　　　　ラット皮下組織反応の比較　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　○中安　喜一1) 、 中野　敬介2) 、 青木紗衣佳2)、 西川　順平3)、

　　　　　　　　　遊佐　辰徳3) 、 正村　正仁1, 3)、 大須賀直人1, 3)、 岡藤　範正1, 4)　

　　　　　　　　　　　　1）松本歯科大学 大学院
　　　　　　　　　　　　2）岡山大学 大学院
　　　　　　　　　　　　3）松本歯科大学 小児歯科学講座　
　　　　　　　　　　　　4）松本歯科大学 歯科矯正学講座
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　　　　　　　　⑬新規足場材料エピガロカテキンガレート結合ゼラチンの

　　　　　　　　　　　　　細胞播種担体としての有用性評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　○笹山　智史1) 、 原　朋也1) 、 趙　建鑫2) 、 田中　知成3)、

   　　　　　　　　本田　義知4) 、 馬場　俊輔1)

　　　　　　　　　　　　1）大阪歯科大学口腔インプラント学講座
　　　　　　　　　　　　2）大阪歯科大学歯科矯正学講座
　　　　　　　　　　　　3）京都工芸繊維大学バイオベースマテリアル学専攻
　　　　　　　　　　　　4）大阪歯科大学中央歯学研究所

19：00〜21：00　　　懇親会　（モントレ  ラ・スール福岡）

7月15日（日）　福岡県歯科医師会館 5階 大ホール

  9：00〜　　　　　受付開始

  9：20〜10：50　　シンポジウム II

　　　　　　　　座長　三宅　　実　（香川大学医学部教授）

　　　　　　　　座長　山本　一世　（大阪歯科大学教授）

　　　　　　　　座長　長畠 駿一郎  （香川大学医学部名誉教授）

　　メインテーマ 『口腔外傷から診る長期臨床データの重要性

　　　　　　　            　　　　−歯・歯槽骨・顎顔面の検討−』

　　　　　　　後藤修一郎　 （九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野）

　　　　　　　古土井春吾　 （神戸大学大学院医学研究科）

　　　　　　　島田　拓也　 （山口大学医学部）

　　　　　　　仲宗根敏幸　 （琉球大学大学院医学研究科）

　　　　　　　野坂久美子　 （あおば歯科小児歯科）

　　　　　　　伊東　泰蔵　 （医療法人伊東会 いとう歯科医院）

10：50〜12：10　　一般口演 III 
　　　　　　　　座長   川鍋　　仁  （奥羽大学歯学部講師）　　　　　　　　

　　　　　　　　座長   西田　郁子  （九州歯科大学病院准教授）

　　　　　　　　⑭パノラマエックス線検査による口蓋扁桃結石の検出率

　　　　　　　　○小田　昌史 、 田中　達朗 、 鬼頭　慎司 、 福島　直樹 、 　　　　　　　　　

　　　　　　　　　福井　正彦 、 辻　　裕文 、 有住　隆史 、曽我富美雄 、 

　　　　　　　　　城嶋　孝章 、 宮村　侑一 、 森本　泰宏　　

　　　　　　　　　　九州歯科大学歯科放射線学分野
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　　　　　　　　⑮逆性埋伏過剰歯に発生した含歯性嚢胞の１例

　　　　　　　　○駿河由利子１） ，飯島　伸２） ， 野坂 久美子３）　　　

　　　　　　　　　　1）すこやか歯科こども歯科医院，
　　　　　　　　　   2）岩手医科大学附属病院歯科医療センター口腔外科，
　　　　　　　　　　3）あおば歯科小児歯科クリニック

　　　　　　　　⑯外傷後15年間に及ぶ長期経過観察中に上顎骨側方拡大と

　　　　　　　　　　　　　埋伏歯牽引を行った症例

　　　　　　　　○小笠原 貴子１） 、 野中 和明２）　　　

　　　　　　　　　　1）九州大学病院 小児歯科・スペシャルニーズ歯科
　　　　　　　　　　2）九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座小児口腔医学分野

　　　　　　　　⑰外傷により歯根の発育停止と埋伏を惹起した

　　　　　　　　　　　歯の開窓・牽引を行った１症例

　　　　　　　　○和田　遥 、 橋本　敏昭　　　

　　　　　　　　　　はしもと小児・矯正歯科医院

　　　　　　　　⑱フロアブルコンポジットレジンのエナメル質に対する接着強さ

　　　　　　　　○郡島　大1) 、 金城　敬2) 、 入江　正郎3)　

　　　　　　　　　　　1) おもろまち駅前歯科　
　　　　　　　　　　　2) おおひら歯科クリニック
　　　　　　　　　　　3) 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科生体材料学分野

　　　　　　　　⑲陳旧性顔面多発骨折とそれに伴う顎変形に対して

　　　　　　　　　　　骨切り手術を施行した症例

　　　　　　　　○芳地　祐梨 、 小川　尊明 、 安部　大輔 、 中井　　史、  

　　　　　　　　　大林 由美子、 三宅　　実　

　　　　　　　　　　　香川大学医学部歯科口腔外科学講座

12：10〜13：00　　ランチョンセミナー

　　　　　　　　座長　曽我　富美雄　（日本外傷歯学会理事）

　　　　　　　　  「理想のカルシウム“ナノユニカル”誕生」

　　　　　　　　　　 西村　雅彦　（ユニカ食品㈱　研究開発部総責任者）

13：00〜13：30　　 特別講演 II 

　　　　　　　　座長　柳川　　徹　（筑波大学医学医療系病院教授）

　　　　　　　　  「超高齢化社会における歯科医療−認知症患者への対応ー」

　　　　　　　　 　　丹羽　　均　（大阪大学大学院歯学研究科教授）
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13：30〜14：55　　一般口演 IV
　　　　　　　　座長   矢原　規考  （自衛隊大湊病院 歯科部長）　　　　　　　

　　　　　　　　座長   本川　　渉  （福岡歯科大学名誉教授）

　　　　　　　　⑳当院における過去10年間の外傷歯症例の臨床的検討 

　　　　　　　　　　　−世代別の特徴に関する分析−

　　　　　　　　○佐藤　　匠 、古土井春吾、 可信　雅彦 、筧　康正、 　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　明石　昌也 、古森　孝英　

　　　　　　　　　　神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

　　　　　　　　㉑歯冠・歯根破折を起こした根未完成歯の保存及び

　　　　　　　　　　　　   長期経過観察を行った1例

　　　　　　　　○馬場　篤子1） 、橋本　敏昭1） 、 尾崎　正雄1） 、阿南　壽2）　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　1）福岡歯科大学成長発達歯学講座成育小児歯科学分野
　　　　　　　　　　2）福岡歯科大学口腔治療講座歯科保存学分野

　　　　　　　　㉒低年齢時に歯冠破折し、長期経過観察の症例

　　　　　　　　○後藤　匡史１） 、 後藤 修一郎２,３）　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　1）ごとう歯科クリニック（蛍池）
　　　　　　　　　　2）ごとう歯科クリニック（鶴見）
　　　　　　　　　　3）九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

　　　　　　　　㉓外傷を機に発見された集合性歯牙腫の１例

　　　　　　　　○久保　宗平1） 、 久保　周平2）　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　1）東海中央病院 歯科口腔外科
　　　　　　　　　　2）町田市障がい者歯科診療所

　　　　　　　　㉔受傷後にtransient apical break down（TBA）を呈した１例

　　　　　　　　○川鍋　仁 、 福井　和徳

　　　　　　　　　　奥羽大学 成長発育歯学講座 歯科矯正学分野

14 ：55〜15：00　  閉 会
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基 調 講 演
   　　　　座長：木村　光孝 （九州歯科大学名誉教授）

学術賞受賞講演
　　　　　座長：香西　克之 （広島大学大学院医歯薬保健学研究院教授）

教育講演
　　　　　座長：吉浦　一紀 （九州大学大学院歯学研究院教授）

特別講演 I
　　　　　座長：古森　孝英 （神戸大学大学院歯学研究科教授）

特別講演 II
　　　　　座長：柳川　　徹 （筑波大学医学医療系病院教授）
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基 調 講 演

認知症と咬合・咀嚼・嚥下

　　　　文京認知神経科学研究所所長 
　　　　認知神経科学会理事長

武田　克彦

　ヒトは発達につれて、嚥下、捕食、押しつぶし、すり潰しなどの機能を学習する。さらに歯が

生えそろうと咀嚼して食塊を形成することを覚える。このように完成した機能も加齢により低下

してくる。我が国が高齢化社会を迎え、加齢に伴う摂食嚥下障害への対応は重要な課題となって

いる。

　この講演では、まず高齢者の摂食嚥下の主な特徴を簡明に述べる。残存歯数の減少、唾液分泌

量の低下、口腔内知覚閾値の上昇、軟口蓋・咽頭筋の筋力低下、喉頭位置の低下、呼吸機能の低

下などである。さて高齢者の摂食嚥下障害を増悪させる因子として、脱水、薬剤、全身疾患など

と共に認知機能の低下がある。この認知機能の低下の原因もさまざまあるが、ここでは近年もっ

とも問題になっている認知症について述べる。認知症には、Alzheimer 病、Lewy 小体型認知症、

脳血管性認知症、前頭側頭型認知症などがある。それらの病型の違いが、またその認知症の進行

の程度が、この咀嚼嚥下機能の障害に異なった作用をする。このため、各々の認知症についての

理解が必要となり、またそれぞれの病型の進行による症状の違いを理解することも必要である。

これらの点をできるだけわかりやすく解説する。

略歴　

1978 年 3 月東京大学医学部医学科卒業  

1987 年 4 月東京大学医学部付属病院神経内科助手

1992 年 7 月三井記念病院神経内科科長

1995 年 4 月東京都神経科学総合研究所リハビリテーション研究部門副参事研究員

2000 年 4 月日赤医療センター神経内科部長

2006 年 4 月国際医療福祉大学三田病院神経内科部長

現在　文京認知神経科学研究所所長　認知神経科学会理事長
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学術賞受賞講演

病理・免疫組織像から振り返る歯根破折歯と

周囲の臨床病態

日本歯科大学新潟生命歯学部
病理学講座 教授

　  岡田　康男

　我が国の高齢化社会と現在歯数（残存歯）の多さに伴い、歯根破折が歯の喪失原因の多くを占

めるようになってきた。このような変化を迎え，高齢者あるいは有病者の口腔機能回復を主体と

した歯科医療が求められている。そこで歯根破折の検査、診断、治療にフィードバックすること

を目的に垂直性歯根破折抜去歯 50 例とその周囲組織 42 例について臨床的、病理組織学的ならび

に免疫組織化学的に検討したので報告する．50 例の平均年齢は 67.8 歳で，これまでの報告に比

べ高く、ブリッジの支台歯は 14 例（28.0％）にみられた。根管充塡処置は 92.0％にみられ多かっ

た。歯根破折面には細菌汚染物質（96.0％）や微小破折（50.0％）が認められた。破折歯根周囲

には歯根嚢胞が 56.0％に、肉芽組織が 28.0％に認められ、破折面に付着する細菌汚染物質に起因

すると考えられた。複根歯の非破折根には根管を中心に放射状亀裂が 3 例にみられ、ヘミセクショ

ンを行う際に注意を要する。周囲組織には Cathepsin K の発現が 95.2％にみられ、それによりⅠ

型コラーゲンが分解され歯槽骨吸収が生じる一因となったと考えられた。RANK が 39 例（92.9％）

に，RANKL が 23 例（54.8％）に、PTHrP が 17 例（40.5％）に、TGF- β 1 が 30 例（74.2％）

に発現がみられ、破骨細胞の分化と活性化は、RANKL-RANK 系、PTHrP、TGF- β 1 の関与

が考えられた。

　今回の学術賞受賞講演にあたり、日本外傷歯学会関係各位に感謝申し上げるとともに、歯根破

折の病理組織学的・免疫組織学的特徴から臨床病態の理解を深める一助になれば幸甚です。

略　歴　

1990 年　日本歯科大学 新潟歯学部 卒業　

　　　　　歯科医籍登録

1994 年　日本歯科大学 大学院 新潟歯学研究科

　　　　　（顎口腔全身関連治療学）修了 博士（歯学）

1995 年　日本歯科大学 新潟歯学部 口腔外科学

　　　　　第２講座 助手

2002 年　同　講師

2005 年　同　助教授

2006 年　病理学講座に移籍

2010 年　同　主任教授（現在に至る）

この間

2000 年　中国 四川大学 華西口腔医学院 

　　　　  口腔顎顔面外科（口唇口蓋裂手術）

2002 年　産業医科大学 医学部 生化学教室

　　　　　（癌遺伝子治療研究）

2005 年　東京大学 医学部 人体病理学病理診断

　　　　　学分野（病理診断）

資　格　

日本外傷歯学会 認定医・指導医，

口腔病理専門医・指導医，死体解剖資格（病理），

口腔外科専門医・指導医，

口腔科学会認定医・指導医，口腔検査認定医

学会理事・評議員

日本外傷歯学会 理事，日本臨床口腔病理学会 常

任理事，日本口腔検査学会理事，日本病理学会 学

術評議員，日本口腔科学会 評議員，

日本口腔内科学会 代議員，歯科基礎医学会 評議員，

日本画像医学会評議員
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教 育 講 演

小児歯科領域における画像診断 

−臨床と研究−

九州歯科大学 
歯科放射線学分野 教授

　　森本　泰宏

　1895 年の Roentgen 博士によるエックス線の発見とともに僅か 120 年余りで放射線学は急速

に発展し、現在の医療になくてはならない存在になっています。歯科医学の分野でもその状態は

同様で、口腔領域の各病変を非侵襲的に描出することができるようになっています。具体的には

小児歯科領域の様々な疾患に歯科用 CBCT、CT、MRI、超音波及び PET-CT を臨床応用するこ

とが行われています。今回の講演ではその中でも特に応用する機会の多い CT や MRI について疾

患を例にとりながらその有効性を紹介しようと思います。歯科用やパノラマエックス線画像に CT

や MRI 検査を追加することで、歯、顎骨及び周囲組織の三次元的情報及び病変の質的情報を詳細

に得ることができます。今回の講演では、日常臨床で遭遇することの多い小児歯科領域に関連す

る疾患について、CT や MRI 画像が有効であった症例を供覧し、解説しようと思います。また、

当教室で行っている研究の一端についてもご紹介しようと思います。

略　歴　

1991 年　九州歯科大学卒業

1995 年　九州歯科大学大学院修了

　  同年　九州歯科大学　助手

1998 年　九州歯科大学　講師

2003 年　九州歯科大学　助教授

2006 年　九州歯科大学　教授

　　　　　現在に至る 
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特 別 講 演 Ⅰ 　

口腔顎顔面外傷と合併症

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  教授

　　　 山下　善弘

　口腔顎顔面外傷は実に様々な原因で起こり得る可能性がある。それに伴い口腔顎顔面領域だけ

の外傷ではなく、他科領域の合併症を併発している患者に対する加療を行う事も少なくない。そ

のため歯科口腔外科単独で治療可能な症例と脳神経外科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、形成外科、

眼科などの複数の診療科と協力が必要な症例を判断する必要がある。単科での治療経過中に脳神

経症状や胸・腹部症状が突然出現する場合もある。また一般歯科医院に駆け込む口腔外傷等にお

いても受傷原因によっては同様のことが起こり得ると考えられる。

　今回、当科にて経験した口腔顎顔面外傷症例に伴う様々な合併症について詳細に検討したので

報告する。

略　歴　

1993. 3. 21  　九州歯科大学　歯学部　歯学科卒業

1993. 4. 1. 〜 2005. 4. 30. 九州歯科大学　口腔顎顔面外科学講座　

　　　　　　　生態機能再建学分野（旧 第２口腔外科）　助手

2002. 4. 1. 〜 2003. 4. 30.  オーストリア共和国グラーツ大学口腔顎顔面外科学講座 留学

2005. 5. 1. 〜   九州歯科大学 口腔顎顔面外科学講座　

　　　　　　　生態機能再建学分野（旧 第２口腔外科）　講師

2008. 7. 1. 〜　九州歯科大学 口腔顎顔面外科学講座　

　　　　　　　生態機能再建学分野（旧 第２口腔外科）　准教授

2011. 9. 1. 〜　福岡歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 口腔腫瘍学分野 准教授

2013. 7. 16. 〜 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 准教授

2015. 4. 1. 〜   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 教授
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特 別 講 演 II　

超高齢社会における歯科医療

−認知症患者への対応−

大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻
高次脳口腔機能講座　教授

　　　　丹羽　　均

　総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合（高齢化率）が 21％を超えた場合を、「超高齢社会」

という。日本は、2007 年に高齢化率が 21.5％となり、超高齢社会へ突入し、2025 年には団塊

の世代（1947 〜 1949 年生まれ）がすべて 75 歳以上の後期高齢者となる。また、2030 年には、

65 歳以上の認知症患者が 800 万人を超えると見込まれ、全世界の認知症患者の約 1 割を日本人

が占めることになる。その一方、健康長寿のカギを握る一つの要因として、食生活も含めた健全

な口腔機能が重要と考えられるようになり、「8020 運動」が推進され、平成 28 年には、その達

成者が 5 割を超えるようになった。

　これらの事実を考え合わせた場合、多数の歯を有する認知症患者が急増することが容易に予想

される。そのような状況の中で歯科医師は、要介護認知症患者に対しても、その容態に応じた適時・

適切な「口腔機能の維持・回復」を担うことが期待されている。

　しかし、認知症は進行性の神経変性疾患であり、高次脳機能障害の重症化は避けられず、通常

の口腔ケアプランでは支障をきたす場合が多い。つまり重度認知症患者には通常の口腔機能の維

持・回復のためのケアプランを、当てはめることが困難となる。2017 年に出された日本神経学会

による「認知症疾患　診療ガイドライン 2017」でも、歯科治療に関しての記載はわずか数行であ

り、「認知症患者に歯科治療・口腔ケアは必須であり、予防的・継続的に口腔衛生管理を提供する

ことを推奨する。（エビデンスレベル D：とても弱い）」にとどまっており、具体的な提言はなさ

れていない。つまり重度認知症患者の口腔機能維持・管理のケアプランに関する指針は存在しな

いと言える。

　本講演では、認知症が重度となり、通常の口腔ケアが困難となった場合の口腔機能の維持・管

理に関し、地域包括ケアシステムの中で歯科医療がどのように対応すべきかを検討する。認知症

の進行に伴い、中核症状としての失認、失行は、患者自身による口腔清掃能力を著しく低下させる。

一方、BPSD による介護拒否、暴言・暴力は、介護者による口腔ケアの遂行を著しく困難にする。

その結果、重度認知症患者の口腔内の状況は、いわゆる「ほったらかし状態」となり、悲惨な状

況に陥る。齲蝕や歯周病が急激に重症化し咀嚼障害から低栄養状態・フレイルを引き起こすとと

もに、不顕性誤嚥による肺炎のリスクを著しく高める。8020 運動で残した歯が、重度認知症患者

では、逆に生命を脅かす危険因子になりかねない。現在の口腔ケアシステムの枠組みでは、重度

認知症患者への対応は不可能で、新たなシステムの構築が必須となると考えられる。

略　歴　
昭和 59 年３月 九州歯科大学歯学部卒業

昭和 59 年４月 大阪大学歯学部研究生（歯科麻酔学講座）　　　 　　
昭和 60 年３月 大阪大学歯学部附属病院医員（歯科麻酔科）　　　　　
平成  元 年７月 大阪大学歯学部助手（歯科麻酔学講座）　　　　　　
平成 ３ 年 １ 月 岩手医科大学歯学部助手（歯科麻酔学講座）　　　　
平成 ４ 年 ５ 月 大阪大学歯学部附属病院助手（歯科麻酔科）　　　　
平成 ５ 年 ７ 月 大阪大学歯学部附属病院講師（歯科麻酔科）　　　　
平成 10 年３月 大阪大学歯学部助教授（歯科麻酔学講座）　　　　　
平成 12 年 11月 大阪大学大学院歯学研究科教授（歯科麻酔学教室）
平成 21 年４月～大阪大学歯学部附属病院副病院長

資  格　

歯科麻酔学会認定医（第 333 号）
歯科麻酔学会指導医（第 65 号）
歯科麻酔専門医（第 58 号）

著  書

第７版　歯科麻酔学　医歯薬出版
第４版　臨床歯科麻酔学　永末書店
アナフィラキシーショック　克誠堂出版



− 18−



シンポジウムI

　　　　 座長：千田　　彰  （愛知学院大学歯学部教授）

　　　　 座長：須田　英明  （東京医科歯科大学名誉教授）

シンポジウムII

　　　　 座長：三宅　　実　（香川大学医学部教授）

　　　　 座長：山本　一世　（大阪歯科大学教授） 

　　　　 座長：長畠 駿一郎  （香川大学医学部名誉教授）
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　医療における画像検査には様々なものがあるが、被曝を伴うものと伴わないものに大別することができ

る。当然のことながら被曝はしないに越したことはないが、今なお画像検査の主軸となっているのはエック

ス線を利用した検査であり、被ばくを伴うものである。放射線診断における患者防護の最適化を推進する

ため、2007年に国際放射線防護委員会は診断参考レベルの使用を勧告した。その中で、防護が十分に

最適化されているか判断するために、現場でその手法と機器の再検討を行うべきであり、検討しない場合

には、その線量を低減することを目的とした対策を講じるべきであるとも勧告している。これを受け、近

年診断参考レベルを設定する活動が日本国内で活発化している。しかし、この診断参考レベルという言葉

は一般的には充分に浸透しているとは言い難いのが現状であろう。歯科放射線学の中でも被曝に関する知

識は他の分野と比べ、やや特異的であると感じられるようである。これを解消するためには被曝に関する

基礎的な知識と各種の画像検査による診断能について、より明確にまとめる必要がある。

　今回のシンポジウムでは画像診断のメリットとデメリットについて理解を深めていただくため、今一度放

射線被曝によって生じる物理科学的な事象から知識を整理したので報告する。

シンポジウムⅠ− 1 　

画像診断における被曝の考え方

口腔外傷による破折の最新治療  −成長期〜老年期を対象−

九州歯科大学歯科放射線学分野

小田　昌史　

略　歴　

2007 年　九州歯科大学歯学部　卒業

2012 年　九州歯科大学大学院歯学研究科　修了

2012 年　九州歯科大学歯学部歯科放射線学分野　助教

2017 年　Boston Medical Center, research scholar（2018 年 3 月まで）

現在に至る
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小児期における臨床的課題と対応

東京医科歯科大学大学院
小児歯科学分野

   　宮新　美智世

　小児が前歯を失う原因の一つは外傷である。小児期に歯を喪失することは、人生の早期に歯槽

骨を失うことに通じ、将来の矯正治療や補綴治療を困難にする点で、阻止したい点である。小児

の破折を中心に臨床を省みると、歯冠破折、歯根破折、歯冠歯根破折のそれぞれにおいて、歯の

喪失に直結する pitfall がある。これを早期発見・早期治療することと、陳旧性の異常への対応が

求められることになる。

　先ず歯冠破折においては。臨床における顕微鏡や内視鏡の利用が進んだ現在、より微細な損傷

である歯の不完全破折に注意を払うことが求められている。特に、歯冠表面の亀裂が細菌や刺激

の経路となることがら、歯髄炎や歯髄壊死の発現を阻止する目的で、不完全破折を接着性レジン

で被覆することの有効性が示されてきた。また、破折露髄歯に対する歯内療法の臨床成績につい

ては、かなり調査が進んでいるが、露髄を伴わない歯冠破折における歯髄壊死などの後期合併症

については発生率にかなりの幅があり、受傷時に合併した脱臼の種類と重症度が歯髄の生死を左

右することが知られている。外力は歯を破折させると共に、程度の差はあれ必ず歯周組織を損傷(脱

臼）させていることを常に意識すべきである。

　次に、歯根破折に関しては、歯根の破折や不完全破折（亀裂）が複数を生じる危険性があるが、

エックス線診査ことに CBCT を撮影しても把握できるとは限らない。ただし歯根未完成歯では整

復と 2 か月以上の固定が堅固に行われると硬組織により治癒することが観察されており、実験的

にも確認されている。とはいえ根未完成歯は根尖側の石灰化度が低いため、水平方向へ破折しや

すいうえにエックス線診査でも検出されにくい。したがって脱臼歯として経過を追ってきた歯根

未完成歯においては、根尖の石灰化が進んでから歯根破折が検出されることがあるが、残念なが

ら破折は治癒していないので短根歯に止まり、歯髄が壊死すればさらに保存が困難になる。

さらに、歯根不完全破折 ( 歯根亀裂）は詳細な観察が困難であるが、歯は常に外力を受け続ける

組織であることを考えると、不完全破折が拡大し、相互に連結して歯を崩壊させる危険性がある。

また、これらの崩壊過程は同時に歯槽骨の喪失を伴うことになるめ、特に小児期においては確実

な予防と発見、進行阻止に努めることが望まれる。

略　歴　

昭和56年3月 東京医科歯科大学 歯学部歯学科 卒業

昭和56年4月 東京医科歯科大学 小児歯科学教室専攻生

昭和56年10月東京医科歯科大学小児歯科学教室医員

平成 2 年7月 東京医科歯科大学 文部教官 助手

　　　　　　　（小児歯科）

平成 3 年3月 歯学博士

平成12年10月東京医科歯科大学 助教

　　　　　　　（歯学部附属病院小児歯科）

平成26年10月東京医科歯科大学大学院小児歯科学分　　　

　　　　　　　野 分野長（准教授）

平成26年10月 東京医科歯科大学歯学部附属病院　　　

　　　　　　  育成系診療科 小児歯科外来科長

学　会　

日本外傷歯学会副理事長、認定医指導医、

日本小児歯科学会会員、専門医・指導医

《主な著書》　

　子どもの歯と口のケガ　( 言叢社）

口腔外傷による破折の最新治療  −成長期〜老年期を対象−

シンポジウムⅠ− 2 　
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　外傷により前歯が欠損になるケースは後を絶たない。不慮の事故や飲酒による転倒が原因で歯を喪失し

た場合、インプラントによる補綴は今や避けられない治療のオプションになっている。今回我々は、外傷

で前歯を喪失した 16 歳と 23 歳の患者に対して抜歯インプラント即時埋入手術を行い、良好な結果が得ら

れたので報告する。

概要 : 患者は 13 歳 9 か月の女性。自転車で転倒し、前歯が折れたことを主訴に 2006 年 11月に来院し

た。顔面の腫脹が顕著にみられ、また歯肉および口唇からの出血が認められた。右上 2 に歯根破折、右

上 1は完全脱臼、左上 1および 2 は亜脱臼の診断でワイヤー固定を行った。しかしながら2007年 1月、

再度自転車の事故により、右上 3 の完全脱落がみられた。右上 3 は生理食塩水で洗浄後再植を行い、前

歯の再固定を行った。その後経過観察を行っていたものの、右上 2 番の歯根露出が顕著になったため抜

歯を行い，クラスプ付きの暫間義歯を装着した。その後右上 1の動揺度も 3 度となり、抜歯の必要性、さ

らに抜歯後の義歯作製の必要性を説明したもののインプラント治療を希望したため、16 歳になった 2009

年 2月、静脈内鎮静下にて JMM 社製インプラントを右上 1および右上 2 相当部に 2 本埋入した。それぞ

れ初期固定は良好であったため、テンポラリーアバットメントを用いた即時補綴を行った。その後 2009 年

10月、カスタムアバットメントを装着し最終上部耕造として陶材焼付前装冠を装着した。

　患者は 23 歳 11 か月の女性。飲酒により転倒し前歯が動揺していることを主訴に 2007年 8月6日に

来院した。歯の外傷以外に目立った外傷はなく通法に従い歯の固定を行った。経過は比較的良好と思わ

れたが歯根破折を認めたので、2008 年 9月18日右上 1に抜歯即時埋入インプラント手術を行った。局

所麻酔下において右上 1を抜歯後即時に JMM 社製インプラントを埋入した。2008 年 4 月13日に 2 次

手術、6月13日にカスタムアバットメントを装着し、最終上部耕造として陶材焼付前装冠を装着した。

結果 : 最終上部耕造装着後症例 1は約 9 年、症例 2 は約 10 年、X 線写真においても顕著な骨吸収像や

インプラント周囲炎等の異常所見は観察されなかったことから経過良好と判断した。患者は機能的にも審

美的にも十分満足している。

　今後、外傷からインプラント補綴に移行する症例が増加するにつれて若年者への対応をどうするかを検

討する必要があると考える。埋入可能な年齢の基準は Scammon の成長発育曲線が参考となるほか、2

年間での身長の変化が 0.5 cm/年未満であることなどが推奨されている。今後も長期的に経過を追って

いく必要があると考えている。

九州歯科大学口腔再建
リハビリテーション学分野　

　　吉田　忠司

外傷により欠損になった患者への

インプラント即時埋入について考える

略　歴　

1993 年 3 月　大阪歯科大学卒業

1999 年 2 月　吉田歯科医院開設

2007 年 9 月　日本外傷歯学会理事　

2008 年 5 月　厚生労働省認定臨床研修指導歯科医師　

2008 年 7 月　日本外傷歯学会認定医 

2012 年 9 月　京セラインプラント公認インプラ　　

　　　　　　　ント臨床マイスター

2013 年 3 月　日本口腔インプラント学会専門医

2016 年 3 月　九州歯科大学博士（歯学）

2016年11月　 日本外傷歯学会指導医 

口腔外傷による破折の最新治療  −成長期〜老年期を対象−

シンポジウムⅠ− 3 　
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　歯根破折の治療は破折間隙を封鎖することが基本であるが、破折間隙に細菌が増殖して歯周組

織に炎症が生じてしまうと治療の難易度が高くなる。日常の咬合によって疲労性に歯根破折した

場合には、徐々に破折線が伸展、間隙が拡大して細菌が増殖し、歯周組織に炎症が生じているこ

とが多いが、強い衝撃によって歯根破折した場合には、直後から疼痛や動揺が生じるため破折後

短期間で来院し、破折線の汚染や慢性炎症による歯周組織破壊が進行しておらず予後良好な症例

が多い。

　破折間隙を封鎖する方法として根管内から接着する口腔内接着法や、一旦抜歯して破折片を接

着して再植する口腔外接着再植法などがある。口腔外傷で強い衝撃により破折した場合には、破

折片が分離して離開していることが多いが、復位可能であれば口腔内接着法をまず選択する。破

折間隙に肉芽組織が増殖している場合には、電気メスで止血をかねて切除できると確実であるが、

チップが届かない場合には Er-Yag レーザーで肉芽組織を除去、水酸化カルシウムを調薬して炎

症が改善するのを待って、スーパーボンドで破折間隙を接着、封鎖する。有髄歯で破折線が歯髄

腔を通っていて抜髄が必要になる場合でも、抜髄より破折間隙を封鎖することを優先した方が良い。

　破折間隙の封鎖とともに、再破折を防止するために長いポストを根管壁に確実に接着すること

や、術後に破折線に沿ってポケットができることも多いのでメインテナンスも重要である。

略　歴　

1985 年 北海道大学 歯学部　卒業、医員

1988 年 北海道大学歯学部附属病院　助手（第 2 保存）

1992 年 博士（歯学）

1998 年 北海道大学 歯学部附属病院　講師

2002 年 北海道大学 大学院歯学研究科　助教授（歯周・歯内療法学）

2007 年 北海道大学 大学院歯学研究科　准教授

日本外傷歯学会指導医、日本歯周病学会指導医、日本歯科保存学会指導医

北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学講座　
歯周 ･ 歯内療法学教室  准教授

　　　　菅谷　　勉

口腔外傷による破折の最新治療  −成長期〜老年期を対象−

シンポジウムⅠ− 4 　
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　切縁隅角を含む永久前歯の歯冠破折において（WHO：2-6，Ellis & Davey：Class 2），ＭＩ審美の

概念に基いた治療法の第一選択は，コンポジットレジンによる直接修復であろう。このような症例では，

以下のようなステップに留意しなければ予後良好なレジン修復は望めない。本シンポジウムでは，症例を

通じて最新の材料や技術などを供覧したい。

1) 窩壁ならびに窩縁の的確な整理…レジンの確実な接着を期待して，破折面を一層削除し新鮮歯質を露

出する。また，窩縁全周にわたりラウンドベベルを付与し，レジンの接着面積増大や歯質とレジンの色調

調和を図ると共に，咬合圧などレジンにかかる外部応力に抵抗しレジン修復物の維持耐久性を期待する。

2) レジンの強固な歯質接着…付与したラウンドベベルに対しセレクティブエナメルエッチング処理を施し，

レジンのエナメル質に対する強固な接着と褐線防止を図る。ワンステップセルフエッチアドヒーシブは，十

分な歯面処理時間と的確なエアブローがポイントである。

3) 破壊抵抗を考慮したレジン材料の使用…新カテゴリーの修復用コンポジットレジン，すなわちペーストレ

ジンの諸物性や研磨性を改良し，従来のフロアブルレジンのダイレクトアプリケーションの操作性を継承し

填塞修復を進化させたインジェクタブルレジンを使用する。破壊靭性にすぐれ，咬合力など外部応力が非

常にかかる部位に適当なレジンである。

4) 接触点の回復を含む適切な形態の付与…マトリックス法あるいはシリコンガイド法による修復を施すが，

いずれの場合もインジェクタブルレジンを用いて舌側から接触点部にわたる薄い一層（スキン）を調製する

ことがポイントである。

5) レイヤリングテクニックによるレジンの色調の調和…調製したスキン上で，オペークとボディ色など 2 〜3

色を適宜築盛するMatching shade technique，あるいはエナメル質部分や象牙質部分を解剖学的に築

盛するAnatomical shade technique などの技法を駆使して自然な色調を醸し出す。形態修正が最小限

になるよう築盛修復することがポイントである。

6) 効果的な仕上げ・研磨…外側性の修復は平滑面が多いので，ディスク類を活用して豊隆，隅角やテクス

チャなどが失われないよう注意を払う。

前歯歯冠破折における最新のＭＩ審美直接修復

愛知学院大学歯学部
保存修復学講座

冨士谷　盛興

略　歴　

1982年　東京医科歯科大学歯学部卒業
1986年   東京医科歯科大学大学院修了、同保存学　　
　　　　  第一講座 助手
1988年〜89年　米国ハーバード大学 フォーサイス
　　　　　　　　デンタルセンター客員研究員
1995年 　東京医科歯科大学歯学部歯科保存学第　
　　　　　一講座 講師
2001年   広島大学歯学部保存修復学講座 助教授
2008年   愛知学院大学歯学部保存修復学講座 准教授
2012年   モンゴル国立医療科学大学 客員教授
            （現在に至る）
2014年   愛知学院大学歯学部特殊診療科 教授 　　　　
　　　　（現在に至る）
　　　　愛知学院大学歯学部附属病院審美歯科診療　　
　　　　部部長（現在に至る）

資格，学会関係等
厚生労働省 外国人臨床修練指導歯科医
日本歯科医学会 理事
日本レーザー歯学会 理事長 ／ 認定医・指導医　
日本歯科審美学会 常任理事 ／ 認定医
日本接着歯学会 理事 ／ 認定医
日本歯科保存学会 代議員 ／ 専門医・指導医
日本外傷歯学会 代議員 ／ 認定医
日本歯科理工学会 Dental Materials Senior Advisor
受賞歴
日本歯科保存学会優秀発表賞（2003,2004, 2013），日
本歯科審美学会優秀発表賞（2004），日本レーザー歯
学会優秀発表賞（2005），日本接着歯学会発表優秀
賞（2010, 2011），The 1st Place Winner(2013), The 
2nd Place(2016) for the AACD（米国歯科審美学会），
他

口腔外傷による破折の最新治療  −成長期〜老年期を対象−

シンポジウムⅠ− 5 　
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　高齢者にとって、口腔の健康状態と食生活は生活の質に大きな影響を与える因子である。最近

では、咀嚼が大脳の働きを活性化し、全身の健康に寄与する可能性について、研究が進められる

ようになってきた。咀嚼能力を規定する最大要因の一つが口腔内の残存歯数である事は過去の研

究から報告されている。咀嚼能力が脳活動の活性に影響を与えることは推測できるものの、全身

の組織の活性化、全身の健康に繋がるとする報告はまだまだ少なく、これを裏付けるためには、

更なる臨床的データを必要とする。今回は訪問患者を対象に、口腔内の状態と生活における活動

能力（以下 ADL）の関係について調査を実施し、分析を行ったので報告する。

　口腔内の咀嚼能力・残存歯数（現在歯数）・脳活動の活性・全身の健康について多くの角度から

検査を行い、検証を通じて口腔関連 QOL と全身の健康の相関性を明らかにすることを目的とする。

　当学会会員が歯科訪問診療において診察している患者 168 名に問診とテストを行い、データを

分析し、調査研究を行った。項目は「高齢者の口腔状態と全身健康度に関する調査票」を用いた。

患者本人から問診が困難なケースにおいては、施設スタッフやキーパーソンから問診を行った。　　　

　歯の残存歯数に対して食事の自立度、起き上がりの自立度、歩行機能、咬合力、咀嚼機能、の

各項目に相関関係が認められた。歯の残存歯数が 20 本未満になると、各々の項目において機能

低下が生じていた。これは「80 歳で 20 本以上の歯を保つことで豊かな人生を」という 8020 運

動の基本理念を裏付ける結果となった。また、咀嚼機能と食事の自立度、起き上がり、歩行機能、

座位の保持、記憶力の間にも相関性が認められた。認知症と口腔関連 QOL については、認知症の

発症により口腔清掃状態の低下、咬合力の低下が認められた。今後我々は高齢者、特に認知症患

者への歯科的介入を積極的に行うことにより、歯を 20 本以上残し、患者の口腔関連 QOL・生活

健康度 AOL の向上と維持に努めることが責務と考えられる。今回の調査結果を元に、咬合・咀

嚼と脳神経活動・全身の健康の相関関係を更に研究し、歯科治療から全身の健康と長寿に繋げて

いきたい。

略　歴　

平成４年　  長崎大学歯学部　卒業

平成 12 年　戸谷歯科クリニック開設

平成 15 年　医療法人孝陽会 開設 理事長就任

平成 23 年　大阪市立大学医学部 細菌学教室所属　

平成 24 年　九州歯科大学 口腔再建リハビリ

                 テーション学分野所属

九州歯科大学口腔再建
リハビリテーション学分野　

 　　戸谷　孝洋

　　　

高齢者の口腔状態と全身健康度の相関関係

口腔外傷による破折の最新治療  −成長期〜老年期を対象−

平成 27 年　京都府長岡京市に長岡京アゼリア　　

　　　　　   歯科設立

資格

医学博士（大阪市立大学医学部）

歯学博士（九州歯科大学）

日本外傷歯学会　認定医・指導医

シンポジウムⅠ− 6 　
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　日常の歯科臨床において成長期にある低年齢児の口腔の外傷にしばしば遭遇する。特に口腔外

傷は口腔医学の立場から科学的根拠に基づいた臨床的治療法を確立する必要がある。小児の顎骨

は柔軟で弾力性に富んでいるので、外傷を受けても骨折部は完全に離断していない場合もある。

特に乳歯列期は成長発育と同時に生理的歯根吸収と後継永久歯の萌出による交換現象に影響を与

える危険性がある。小児の顎骨内ではデンタルエックス線所見では骨折線が不明瞭な場合も多い

ので注意する必要がある。そこで基礎に立脚した臨床的立場から対応について解説する。

略　歴　

1993 年 3 月　大阪歯科大学卒業

1999 年 6 月　ごとう歯科クリニック開業

2004 年11月　アジア国際外傷歯学会理事

2008 年 6 月　日本外傷歯学会認定医

2009 年 4 月　社団法人大阪府歯科医師会歯科医事相談室常任室員

2010 年11月　日本外傷歯学会理事

2011 年 4 月　社団法人大阪府歯科医師会附属歯科衛生士専門学校理事

2015 年 7 月　九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野終了（歯学博士）

2015 年 7 月　一般社団法人大阪府歯科医師会　理事

2015 年 7 月　一般社団法人大阪府歯科医師会歯科医事相談室副室長

　　　　　　　現在に至る

シンポジウムⅡ − 1 　

口腔外傷から診る長期臨床データの重要性
−歯・歯槽骨・顎顔面の検討−

九州歯科大学口腔再建
リハビリテーション学分野　

　　後藤　修一郎

低年齢児の再植歯の長期臨床データ
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　口腔外傷から顎骨骨折をきたした場合、骨片の転位や偏位により顔面の変形、咬合不全、開口

障害などが生じる。手術による観血的整復法や顎間ゴム牽引などの非観血的整復により、形態お

よび機能の回復は可能であるが、顎間固定解除後の開口訓練などの後療法が重要となる。特に関

節突起骨折に対して保存療法を行った場合、後療法が不十分であると片側性では下顎の正中が患

側に偏位して交叉咬合、両側性では下顎が後退して開咬を呈することがある。

　また、小児の顎骨骨折においては、骨折部位に大きな転位がある場合は歯の位置異常、萌出遅延、

歯根の形成異常がみられ、骨折線が歯胚を横切っている場合は歯根の形成阻害を認めることがあ

る。よって永久歯の萌出が完了するまでの経過観察が必要である。

　本シンポジウムでは、顎骨骨折後の長期経過観察の重要性について報告させていただく。

略　歴　

1992 年 3 月　九州歯科大学卒業

1992 年 6 月　神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科研修医

1994 年 6 月　兵庫県立淡路病院（現淡路医療センター）歯科口腔外科医員

1998 年 5 月　神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科医員

2004 年 1 月　学位受領（医学博士）

2004 年12月　神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科助手

2007 年 1 月　神戸大学医学部附属病院手術部副部長

2011 年 7 月　神戸大学医学部附属病院講師　

2014 年 8 月　神戸大学医学部附属病院准教授

学会活動・役職：日本口腔外科学会認定口腔外科専門医・指導医

　　　　　　　　日本口腔外科学会代議員

　　　　　　　　日本化学療法学会抗菌化学療法認定歯科医師

　　　　　　　　日本化学療法学会評議員

　　　　　　　　日本口腔感染症学会院内感染予防対策認定医

　　　　　　　　日本口腔感染症学会理事・代議員

神戸大学大学院医学研究科
外科系講座口腔外科学分野

古土井　春吾

口腔外傷から診る長期臨床データの重要性
−歯・歯槽骨・顎顔面の検討−

シンポジウムⅡ − 2 　
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　顎顔面外傷には大きく、軟組織損傷、歯の損傷、骨折に分けられる。その原因には転倒、スポー

ツなどによるものから高エネルギー外傷といわれる高所作業での転落、自殺企図、交通外傷など

と多彩であり、口腔外科領域での症例も多い。そのため、顎顔面外傷については多くの臨床統計

がとられており、様々な検討がなされている。しかしながら、その予後について検討されている

ものは本邦では非常に少ない。その結果として、顎顔面外傷における治療は基本的にはコンセン

サスの得られているものが多いものの、いまだにコントロバーシャルな治療法もあるのが現状で

ある。また我が国の社会構造の変化や交通事情の変化といった時代の変遷とともに顎顔面外傷の

原因や好発年齢にも変化がみられる。

　今回のシンポジウムでは顎顔面外傷、特に顎顔面骨折の疫学や標準的な治療法などを再度確認

し、機能面、QOL など多方面からの視点で予後を中心に国内外の文献を用いて考察したい。

略　歴　

2009 年　3 月  鹿児島大学 歯学部歯学科 卒業 

2009 年　4 月  京都大学医学部附属病院臨床研修歯科医師  

2010 年　4 月  医仁会武田総合病院医員 

2010 年 10 月  独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療センター麻酔科研修医 

2011 年　4 月  日本赤十字社和歌山医療センター歯科口腔外科

2013 年　4 月  地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院歯科口腔外科

2015 年   4 月〜現在　山口大学医学部所属，ほかお歯科勤務

《その他：資格・所属学会・学会活動歴・受賞歴・著書など》

日本口腔外科学会　認定医

日本外傷歯学会　認定医・理事

アジア国際外傷歯学会　理事

西日本臨床小児口腔外科学会　理事

顎顔面骨折について

山口大学医学部

  島田　拓矢

口腔外傷から診る長期臨床データの重要性
−歯・歯槽骨・顎顔面の検討−

シンポジウムⅡ − 3 　
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　口腔外傷はスポーツ、暴力、 転倒などの比較的単純な外力によるものと高所からの転落、 交通事

故や作業中の事故などの高エネルギーによるものなど様々な原因で起こる。 また、治療において

は、単科で治療可能な症例と複数診療科と共同治療が必要な症例とを速やかに判断する必要があ

る。さらに、治療後の評価としても顎口腔機能評価を考慮し、比較的長期予後まで十分な予後に

対する経過観察が重要である。　　

琉球大学医学部歯科口腔外科は 1985 年に開設され 32 年が経過した。32 年間に当科を受診した

口腔外傷症例は 1535 例であった。その内訳は下顎骨骨折 642 例、平均年齢 28.6 歳、男女比 2.8：

1 であり、歯牙破折・歯牙脱臼 469 例、平均年齢 23.9 歳、男女比 1.7：1 であり、歯槽骨骨折

229 例、平均年齢 21.4 歳、男女比 1.9：1 であり、上顎骨骨折 152 例、平均年齢 24.6 歳、男女比 2.3：

1 であり、顔面多発骨折 38 例、平均年齢 25.2 歳、男女比 1.5：1 であった。

　今回、長期予後に対する経過観察が必要な関節突起部の治療法選択については、局所因子とし

ての下顎骨関節突起骨折の位置、様態、異物の有無、顎口腔機能障害程度や範囲、欠損歯の有無

や歯列咬合状態などに加え、他の顎顔面骨骨折部位の状態、患者の全身的因子として、年齢（小児、

成長期、成人）、全身状態、素質、社会的背景などが深く関わるため、依然として国際的にも治療

法選択にはコンセンサス得られておらず、常に議論の余地が残されている。そこで今回、観血的

治療法と非観血的な保存療法について先生方と共に考えてみたい。

略　歴　

1997 年〜　徳島大学歯学部歯学科　卒業

1997 年 4 月　琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科　入局

2002 年 4 月　琉球大学医学部大学院医学研究科生体制御系　修了

2002 年 6 月　Friedrich Miescher Institute（Switzerland）留学

2003 年 4 月　沖縄赤十字病院・歯科口腔外科

2004 年 4 月　琉球大学医学部（助手）

2011 年 4 月　沖縄県立中央保健所

2012 年 4 月　琉球大学院医学研究科（助教）

2014 年 8 月　琉球大学医学部附属病院　（講師）　　現在に至る

資格・所属学会

医学博士（琉球大学医学部大学院医学研究科）、日本口腔外科学会（専門医）

日本外傷歯学会、日本口腔外科学会、日本口腔科学会、日本頭頸部癌学会、日本口腔腫瘍学会、

日本癌治療学会、International Journal Oral and Maxillofacial、日本口腔ケア学会

琉球大学医学部附属病院
歯科口腔外科

仲宗根　敏幸

口腔外傷から診る長期臨床データの重要性
−歯・歯槽骨・顎顔面の検討−

シンポジウムⅡ − 4 　
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　私どものクリニックは、17 年前に一般歯科の標榜で開業致しました。平成 20 年に現在地への

移転とともに、標榜も小児歯科をメインとした改名に伴い、20 歳未満の患者さんが増加傾向にあ

るなかで、60 歳以上の患者さんは減少しております。しかし、60 歳以上の口腔外傷の患者さんは、

開業当初の５年間ではわずか１人であったものがその５年後には約 10 人、さらに５年後の現在で

は 30 人弱と急激な増加を示しております。外傷原因のほとんどは、咬合性外傷であり、外的な衝

撃による口腔外傷は３例ですが、処置法や処置後の治癒などに若年者と異なる困難性をもってお

ります。今回は 60 歳以上で口腔外傷を受け、その後、４年から８年前後まで経過を追うことの出

来た症例を中心にお話をしたいと思います。

略　歴　

1966 年　　東京歯科大学卒業

1966 年　　岩手医科大学歯学部矯正小児歯科学助手

1977 年　　同　講師

1979 年　　歯学博士学位授与（東京歯科大学）

1979 年　　岩手医科大学歯学部小児歯科学講座助教授

2001 年　　もりおかこども病院小児歯科

2002 年　　あおば歯科小児歯科（管理者）現在に至る

あおば歯科小児歯科

    野坂　久美子

口腔外傷から診る長期臨床データの重要性
−歯・歯槽骨・顎顔面の検討−

シンポジウムⅡ − 5 　
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　58 歳　男性で、初診は平成 18 年 12 月 15 日、主訴は上顎前歯・口蓋部の腫脹で特記事項はない。

歯科既往歴では、20 数年前に長男の頭部で上顎前歯部を打撲以外外傷の既往はない。現病歴は 3

年程前（平成 15 年）から上顎前歯部の口蓋の腫脹を繰り返していたが、放置していた。

上左中切歯：歯根破折歯　上左側切歯：慢性歯根膜炎による根尖病巣　上左犬歯：歯髄壊死など

による上顎嚢胞形成。嚢胞摘出術と中・側切歯の歯根端切除術について全身麻酔で行った。その

後骨の再生について途中、10 年後の経過を報告する。とくに歯根破折例についても経過は良好で

健在である。

略　歴　

昭和 48 年　神奈川歯科大学卒業     

昭和 48 年　鹿児島大学医学部 歯科口腔外科学教室（医員）

昭和 49 年　鹿児島大学医学部 歯科口腔外科学教室（助手）

昭和 51 年　神奈川歯科大学 小児歯科学教室（助手）

昭和 58 年　歯学博士号授与（神奈川歯科大学 )

昭和 55 年　神奈川歯科大学 小児歯科学教室（講師）

昭和 59 年　渋谷・山田矯正歯科医院　勤務

昭和 61 年　医療法人 伊東会 伊東歯科医院（後に伊東歯科口腔病院）勤務

平成 10 年　医療法人 伊東会 いとう歯科医院　開業　

現在に至る

資　格

　日本小児歯科専門医

　日本口腔インプラント認定医

　日本外傷歯学会認定医・指導医

いとう歯科医院

伊東　泰蔵

口腔外傷から診る長期臨床データの重要性
−歯・歯槽骨・顎顔面の検討−

シンポジウムⅡ − 6 　

外傷に起因した上顎嚢胞の長期（10年）
観察例について



ランチョンセミナー

   座長：曽我  富美雄 （日本外傷歯学会理事）
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　高い吸収性にこだわって開発、製品化した「ユニカル　カルシウム」が進化を遂げました。

本来、不溶性である「ユニカル　カルシウム」ですが、独自の製法により水に分散させることに

成功しました。「ナノユニカル」の誕生です。その微粒子は無味、無臭、ほぼ無色であるため、類

を見ない用途の広さを誇ります。

　「ナノユニカル」の特性や臨床試験結果を交え、カルシウムの新たな可能性をお伝えいたします。

略　歴　

1977 年　神戸商科大卒、江崎グリコ株式会社入社。菓子の新製品開発などを手がける。　　　

同社退社後、カルシウム関連会社の取締役を経て、1995 年ユニカ食品株式会社設立、　

社長就任。兵庫県出身。

ランチョンセミナー　

理想のカルシウム“ナノユニカル”誕生

ユニカ食品株式会社 研究開発総責任者
 代表取締役

　　　西村　雅彦
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一般口演I
　　　　 座長：有住　隆史  （有住歯科医院 院長）

　　　　 座長：橋本　敏昭  （福岡歯科大学臨床教授）

一般口演II
　　　　 座長：前田　初彦  （愛知学院大学歯学部教授）

　　　　 座長：谷口　邦久  （福岡歯科大学名誉教授）

一般口演III
　　　　 座長：川鍋　　仁  （奥羽大学歯学部講師）

　　　　 座長：西田　郁子  （九州歯科大学病院准教授）

一般口演IV
　　　　 座長：矢原　規考  （自衛隊大湊病院 歯科部長）

　　　　 座長：本川　　渉  （福岡歯科大学名誉教授）
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一 般 口 演 I 　

1 2

養護教諭養成機関における小児口腔保健教育

について　　−第２報−

○吉田　あや子

　長崎県立大学

小学校における歯と口の健康教育を効果的に

推進していくには、児童に「健康とは何か、

どのようにすれば健康の保持増進ができるの

か」を発達段階に応じて、児童自身が考え実

践できる能力を育むことが重要である。

第 17 回学術大会にて養護教諭に求められる指

導力を育成する方法に関する研究成果を発表

した。今回は、養護教諭養成機関における教

育の現状をもとに、口腔保健分野での養護教

諭の力量形成のあり方を研究目的とした。

養護教諭養成機関における①養護実習状況の

観察②教職実践演習等の専門科目履修状況③

養護教諭１種免許取得カリキュラム等を専門

科目担当者の立場から分析した。

養護教諭養成機関における教育の現状をもと

に、口腔保健分野での養護教諭の力量形成の

あり方を検討し、次のことが示唆された。

　「教育実習」の中に口腔保健指導体験が必要

であり、　事前指導としての「学校保健」「学

校保健教育法」等の科目で口腔保健指導の充

実が求められる。教育実習の事後指導として

の「教職実践演習」等の科目において口腔保

健指導の実践力を高める講義内容が求められ

る。必修科目として口腔を専門とする医師に

よる「口腔の疾病（外傷を含む）」等の科目新

設等が課題であった。

外傷に関連する歯学教育の充実を目指して　　

−歯科医師国家試験問題の推移−

○太刀掛 銘子 1)，香西　克之 2)，浅尾 友里愛 2)　　　

　渡辺　聖子 1,3) ，光畑 智恵子 2) 

　1) 広島大学病院小児歯科

　2) 広島大学大学院医歯薬保健学研究科小児歯科

　3) バンビ小児歯科医院

【目的】

我々は以前に，第 95 〜 104 回歯科医師国家

試験の外傷に関連する問題について調査 ･ 検

討を行い，重要な項目について出題されてい

るという結果を得た。今回 105 〜 111 回歯科

医師国家試験の外傷に関連する問題について，

外傷に関する教育の基準や指導内容が日常臨

床を反映したものか否かを評価することを目

的として調査 ･ 検討を行ったので報告する。

【対象および方法】

第 105 〜 111 回までの 7 年間に出題された歯

科医師国家試験 2,550 問から抽出した外傷に

関連する 91 問を対象とし，関連領域，内容な

どについて検討を行った。

【結果】

関連領域では，口腔外科領域 29 問 (31.9％ )，

小児歯科領域 28 問（30.8％）であった。内容

は治療が 41 問（45.1％）と多く認められた。

外傷の予後や予防，児童虐待に関連する問題

や歯科法医学に関連する問題は少数認められ

た。

【結論】

以前と同様に外傷に関連する問題は概ね診断 ･

治療する上で重要な項目について出題されて

いた。今後，歯学教育において臨床上重要で

ある外傷の予後や予防，新しい診査方法や材

料を使用したものについての教育，そして社

会的に注目されている虐待や歯科法医学に関

連する内容において更なる充実を図っていく

必要があることが示唆された。
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有髄歯の破折症例に関する経過観察

○東野　あさみ、東野　美晴

　あさみ歯科医院

要旨

当医院で経験した４例の有髄歯の破折症例と

その経過をお示しすることで有髄歯破折の早

期診断と予防の確立につながれば幸いです。

症例１　84 歳　男性　右上１の水平破折　

　　　　接着ブリッジ装着　

　　　　歯根が残ったまま２年経過

症例２　80 歳　女性　右上５　

　　　　歯冠垂直破折　抜歯　痛みが出てか　　　

　　　　ら診断まで１年かかり　

　　　　抜歯後１年経過

症例３　68 歳　男性　左上６

　　　　10 年前歯冠破折、有髄歯にメタルイン

 　　　  レー装着　

　　　　３年前再び歯冠破折、抜髄してメタル

　　　　インレー装着　現在に至る

　　　　６年前右下７歯冠破折のため抜歯

　　　　１年前左下７歯冠破折のため抜歯

症例４　84 歳　男性　右上７　

　　　　 歯冠破折有髄歯にメタルインレー装着　

　　　　 ６年経過

歯の欠損に関する処置

　
○井上　友太 2)、井上　秀人、林　めぐみ、

　坂本　義浩 1）

　1) 医療法人井上秀人歯科インプラントクリニック

　2) 医療法人井上秀人歯科ベリーズクリニック

小児から成人に至る時期は、顎顔面の成長発

育にとって最も旺盛な時期である。この時期

に歯が欠損し、そのままの状態で経過したな

らば、噛み合わせや、審美などに影響がでて

くる。

患者は 20 歳女性で、外傷により 10 歳の頃、

左側上顎中切歯を脱臼し、そのまま放置した

既往歴があり、歯列不正のため来院した。

左側上顎中切歯欠損部に隣在歯が入って来て

いるため、まず矯正治療を開始。一本分のス

ペースが出来た所にインプラント治療により

欠損部補綴を実施した。

矯正に於いてはワイヤーを使用した。また、

上顎左右側第 1 大臼歯の歯根周囲に SMAP を

入れ、上顎左右側第 3 大臼歯の抜歯を同時に

行い、上顎左右第２大臼歯を遠心移動させる

手法をとった。

インプラント治療に於いては 2 回法で行った。

その後、定期的な観察を行った。

処置後約 7 年間、矯正治療とインプラント治

療の併用療法を実施し、臨床的に良好に経過

しているので、若干の考察を加えて報告する。

第 8 回アジア国際外傷歯学会、マヒドール大

学にて一部発表した。
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外来での外傷小児歯科患児の歯科恐怖症に

対しての臨床的対応

○曽我　大泉 1）　曽我　富美雄 2）

　1) 曽我歯科医院　

　2) 九州歯科大学放射線講座

小児の外傷は突然起こり、来院時には痛みと

歯科治療への恐怖に対し泣き騒いでいること

がほとんどである。その中でまず診察にあた

り、いつ、どのように外傷に至ったのかを正

確に聞き取り、そして全身症状に異常がない

のかをまず確認し口腔領域の診断に入る必要

がある。そのためには話しかけや、行動療法、

これからどの様に施術を行っていくかを丁寧

に説明し患者の治療に対する不安を出来るだ

け取り除くことが必要である。更に、患者が

どの程度の歯科恐怖があるのかを臨床的指標

を用いて判断することも必要である

また小児患児の治療に対し母子分離は必要と

考えられていたが、母親と子どもの間にあま

りにも強い共生が働き母親が突然動いたり心

配や不安の表情をしめしたり、子供や術者

に不必要に話しかけたりしなければ、特に低

年齢児においては、母親がそばにいることで

リラックスでき、治療中の不安なことに対し

ても精神的な手助けになるという考え方に変

わってきており、時代の流れにより小児患児

に対する臨床的対応法は変化しつつあり、特

に低年齢の患者であると歯科診療所に来院す

るだけで泣き騒ぎ治療に対して協力的になれ

ない状況がほとんどであるため臨床上での対

応は慎重にならざるをえない。この状況を解

決するにはかかりつけの診療所を作り、三ヶ

月検診から定期的に歯科診療所に通院しても

らい、行動変容法などを用いて、患者に歯科

治療のトレーニングをすること、そして母子

ともにその診療所の歯科医師、スタッフとも

慣れることにより歯科治療を協力的かつ突然

の事故に対しても冷静に対応できる体制を整

えることが重要である。以上のことから歯科

恐怖症の要因、及び外傷小児患児に対しての

臨床的対応法について紹介したい。

外傷歯治療材としてのフロアブルコンポジット：

歯質接着強さと曲げ特性からの検討

○入江正郎　

　　岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

　　生体材料学分野

　

【目的】

最近の歯質修復材の進歩に伴い，種々のフロ

アブルコンポジット（FC）が登場した．この

FC は，種々の有用性から外傷歯治療材として

も適する修復材ではないかと考え，歯質接着

性と，FC の曲げ特性を光照射直後と 1 日後に

ついて測定した．

【方法】

歯質接着性： ヒトエナメル質および象牙質面

を使用，メーカー指示に沿って歯質を処理，

FC を充填し，光照射して硬化させ，光照射直

後および１日間水中浸漬後のせん断接着強さ

を測定した． 曲げ特性： FC 自身の曲げ強さ

および曲げ弾性率を，同様に測定した．

【結果】

対エナメル質：光照射直後では 13-17 MPa，

１日間水中浸漬後では 19-24 MPa を示し，両

者には有意差が生じた．対象牙質：光照射直

後では 13-17 MPa，１日後では 18-23 MPa

の値を示し，両者には有意差が生じた．曲げ

強さ：光照射直後では 50-100 MPa，１日後

では 83-160 MPa の値を示し，両者には有意

差が生じた．曲げ弾性率：光照射直後では 1.8-

5.5 GPa，１日後では3.5-10.7 GPaの値を示し，

両者には有意差が生じた． 

【結論】

いづれの FC も一日後の方が優れた歯質接着性

や曲げ特性を示した．
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幼若外傷歯の再植についての再考　

○吉田　忠司 1,5）、早田　倫久 2)、吉田　忠信 3)、

　野田　美和子 4)、東條　俊之 1)、笹山　智史 1)、　

　玉井　奈那 1)  、永田　裕紀 1)

　1) 吉田歯科医院

　2) 医療法人悠心会　早田歯科

　3) よしだ歯科

　4) 医療法人悠真美 野田歯科・矯正歯科

　5) 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野  

歯根未完成や歯根は完成してはいるが幼若な

永久歯が完全に脱落して来院されるケースが

ある。今回、歯根未完成の幼若永久歯が事故

により完全脱落し、数時間経過して来院、生

理食塩水で洗浄後に再植した症例（ケース１）

と同じく事故により完全脱落し数時間経過し

て来院、生理食塩水で洗浄後に再植したケー

スで、幼若ではあるが歯根が完成していた症

例（ケース 2）でケース 1 は 17 年、ケース 2

は 11 年経過しそれぞれ歯根の吸収状態に違い

が見られたので報告する。なお脱落歯に対し

て、ケース 1、2 共に保存液等は使用せず乾燥

状態での持参であった。

ケース１：感染根管処置を何度か繰り返して

おり、歯根の吸収が認められるが、アンキロー

シスは起っていない。

ケース 2：感染根管処置を何度か繰り返してお

り、歯根の吸収が認められ、アンキローシス

が起こっており低位になっている。

似たような症例であるが年齢により予後に変

化が認められることを症例を通じて実感した 2

例である。

転倒による前歯部外傷を予防するための

上顎前突の早期矯正治療

　
○辻　裕文

　九州歯科大学放射線学講座

  

学童期の前歯部の外傷に遭遇する機会は多い。

上顎前突を伴う下顎後退は頭部の前傾姿勢を

伴うことが多い。

学童早期にマウスピース型矯正装置を使用し、

歯列咬合咬合を改善することにより、上顎前

突と姿勢を改善し、前歯部打撲の軽減ができ

ると考えている。また早期治療を行うことに

より , 外科的矯正を軽減できると考えている。

今回矯正症例を報告し若年者にとって負担が

少なく効果的なものであるか示していきたい。

７歳女児　矯正希望で来院

ＮＥＷＴ４Ｋ　Trainer　（マイオファンク

ショナル　リサーチ社）を使用し装置の装着

を開始した　２か月経過時にオーバーバイト、

オーバージェットが　改善した。

上顎前突に対してマウスピース型矯正装置は　

簡便で有効な方法である。
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持続性の咬合痛を認める難治性根尖性歯周炎

の一症例

○松本　典祥、阿南　壽　

   福岡歯科大学 口腔治療学講座 歯科保存学分野

【目的】

日常の臨床で、根管治療を行うも症状の改善

が認められず、対応に苦慮する難治性根尖性

歯周炎に遭遇することがある。今回、感染根

管治療後、打診痛が継続して認められる下顎

左側中切歯に歯根尖切除法を行った症例につ

いて報告する。

【症例】

患者は下顎前歯部の自発痛と歯肉の腫脹を主

訴に来院した。デンタル X 線写真にて⎾ 1 の

根尖部に透過像を認め、根管内に破折ファイ

ルの残留を認めた。急性化膿性根尖性歯周炎

と診断し、通法に従って感染根管治療を開始

した。自発痛の改善を認めたため、根管充填

を行った。一方、打診痛は継続して認められ、

根管充填 5 か月後、頬側歯肉根尖部に瘻孔形

成を認めた。歯科用 CBCT にて⎾ 1 は根尖か

ら遠心根側部に境界明瞭な透過像を認め、頬

側にフェネストレーションが観察されたため、

歯根尖切除法を施した。

【結果】

打診痛は消失し、術後 1 年経過例では、根尖

部透過像は消失し予後良好に推移している。

【結論】

根尖部における骨組織の状態や根尖病変の位

置、大きさなどはデンタル X 線だけでは診断

が困難である。難治性根尖性歯周炎への対応

に歯科用 CBCT の有用性が示唆された。

9 10

一 般 口 演 II 　

三大唾液腺に近接して発症し、唾液腺組織の

迷入が疑われた骨空洞の一例

○森本　泰宏、西村　　瞬、植田　愛彦、

　山下　浩平、福島　直樹、辻　　裕文、

　曽我富美雄、楠崎　晴規、、木村　京子、

　城嶋　孝章、宮村　侑一、若杉（佐藤）奈緒、　

　松本（武田）忍、小田　昌史、鬼頭　慎司、

　田中　達朗

　九州歯科大学歯科放射線学分野

目的：静止性骨空洞は主に下顎骨角部の皮質

骨に発症する骨欠損であり、別名「Stafne の

骨空洞」とも呼ばれる。今回、我々は三大唾

液腺に近接して発症した静止性骨空洞を経験

したので報告する。

症例：患者は 68 歳の男性であった。近位歯科

医院より、パノラマエックス線画像にて左側

下顎角部の透過像を指摘され、精査のため九

州歯科大学附属病院を紹介された。自覚症状

はなく、視診で明らかな異常は認めなかった。

その他、既往歴等の特記事項はなかった。

結果：歯科放射線科で撮影されたパノラマエッ

クス線画像において右側下顎枝部、左側下顎

角部及び両側下顎骨前方部舌側に境界明瞭な

楕円形の透過像を認めた。CT でも上記領域に

楕円形の骨消失領域を認めた。骨消失領域の

内部 CT 値は下顎枝のもので 10 HU、下顎角

部のものでは 50 HU、下顎前方部のものでは

40 HU であった。

結論：今回、我々は全三大唾液腺に近接して

発症した静止性骨空洞を経験した。発生部位

と CT 値より静止性骨空洞の内部には三大唾

液腺の一部が迷入していると考えた。
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吸収性縫合糸 Vicryl と Vicryl Rapide に対す

る GFP 骨髄移植ラット皮下組織反応の比較

○中安　喜一 1)、中野　敬介 2)、青木紗衣佳 2)、　

　西川　順平 3)、遊佐　辰徳 3)、正村　正仁 1, 3)、　

　大須賀直人 1, 3)、岡藤　範正 1, 4)　

　1) 松本歯科大学 大学院、

　2) 岡山大学 大学院、

　3) 松本歯科大学 小児歯科学講座、

　4) 松本歯科大学 歯科矯正学講座

【目的】

吸収性縫合糸 Vicryl® (V) の生体内組織反応

について昨年度の本学会において報告した。

今回は吸収速度の速い Vicryl Rapide® (VR)

と組織反応を比較すると共に，GFP 骨髄移植

ラットのモデルを用いてその細胞が骨髄由来

であることを明確に示した。

【方法】

実験には GFP 骨髄移植ラットの背部皮下組織

内に束状の 2 種の縫合糸を埋入した。その後，

最長 6 か月まで埋入部に増殖した組織を病理

組織学的に検討すると共に，GFP をマーカー

として免疫組織化学的に追究した。

【結果】

両者の縫合糸埋入部について 2 週例から埋入

部に移植骨髄由来を示す GFP 陽性のマクロ

ファージが集簇し，中に異物巨細胞が散見さ

れた。これら細胞の集塊は 1 か月例までは両

者で増加していた。しかし，3 か月例以上では，

V では残存していたのに対し，VR では増殖し

たマロファージの著しい減少があり，ほぼ消

失していた。

【結論】

V と VR に対して出現するマクロファージ等

の細胞は骨髄間葉組織から供給され，それに

より貪食・消失した。その吸収期間の相違は

化学構造や分子量等ではなく滅菌手法が生体

内における分解速度の相違であると思考され

た。

輸液中ラット遊離歯肉移植片における

37℃加温の効果

○岡村　友玄 1)、富永　和也 1)、大草　亘孝 2)、

　西川　哲成 3)、田中　昭男 1)

　1) 大阪歯科大学口腔病理学講座

　2) 大阪歯科大学歯科法医学室

　3) 大阪歯科大学歯科医学教育開発室

【目的】

遊離歯肉移植術は歯肉の退縮を治療するため

の外科的処置の一つである。口蓋のドナー領

域から外科的に切除された移植片は室温の生

理食塩水中で保存されることが多い。生命維

持には、概ね 1℃以内の体温維持が重要とされ

ている。今回、我々は輸液中で 37℃に加温し

た移植片を保存し、加温による影響を調べる

目的で移植片に存在する細胞の生死を観察し

た。

【材料と方法】

8 週齢 Wister-ST ラットを三種混合麻酔（メ

デトミジン、ミダゾラム、バルビツール）で

鎮静し、局所麻酔（リドカイン）を施した後、

口蓋から遊離歯肉移植片を採取した。ホット

プレートで 37℃に加温した輸液（生理食塩水、

アミノ酸総合輸液）で移植片を保存したもの

を実験群、非加熱群を対照群とした。保存期

間は 1 時間とし、Live / Dead assay kit を用

いて細胞の生死を共焦点走査型レーザー顕微

鏡で観察した。

【結果】

37℃に加温した溶液で保存した遊離歯肉移植

片では、非加温の輸液で保存したものと比べ

て多くの生細胞を観察した。【結論】37℃に加

熱した輸液は遊離歯肉移植片の保存に有用で

あることが示唆された。
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一 般 口 演 II 　

新規足場材料エピガロカテキンガレート結合

ゼラチンの細胞播種担体としての有用性評価

○笹山　智史 1)、原　　朋也 1)、趙　　建鑫 2)、

　田中　知成 3)、本田　義知 4)、馬場　俊輔 1)

　1) 大阪歯科大学口腔インプラント学講座

　2) 大阪歯科大学歯科矯正学講座

　3) 京都工芸繊維大学バイオベースマテリアル学専攻

　4) 大阪歯科大学中央歯学研究所

【目的】

唇顎口蓋裂や外傷による広域骨欠損の骨再生

は困難を伴う．本研究は，エピガロカテキン

ガレート (EGCG) をゼラチンに化学結合させ

た新規足場材料 (vhEGCG-GS) に，多能性前

駆細胞である脱分化脂肪細胞 (DFAT) および

脂肪由来幹細胞 (ADSC) を播種し，その骨形

成能をラット先天性顎裂モデルで検討した．

【材料および方法】

EGCG とゼラチンを化学結合後，凍結乾燥，

真空加熱処理し vhEGCG-GS を作製した．同

様に EGCG を含有しないゼラチンスポンジ

（vhGS）を作製した．材料学的評価としては

走査型電子顕微鏡画像，Zeta 電位，接触角を

測定した．両細胞は，F344 ラット雄 8 週齢

の鼠頸部より採取した脂肪組織より調製した．

ラット下顎の顎裂に試料を埋入し，4，8 週後，

マイクロ CT による骨形態評価を行った．実験

群は両担体に DFAT あるいは ADSC を播種

した群を，対照群としては非埋入群，vhGS，

vhEGCG-GS 単独群を用いた . 

【結果】

vhEGCG-GS は親水性を示し，vhGS に比べ

細胞接着能に優れ，多くの細胞を捕捉した．

vhEGCG-GS への DFAT を播種した群が最も

高い骨形成を示した．

【考察および結論】

本結果を踏まえると，vhEGCG-GS は効率良

く細胞を捕捉し，唇顎口蓋裂や外傷部位で骨

形成を促進させる有用な新規細胞播種担体と

なる可能性が示唆された．

　　　　　　　 ( 動物実験倫理委員会承認 承認番号 17-03003)

　　　　　　　　　　　( 学術研究奨励助成金 課題番号 18-10)
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一 般 口 演 III 　

パノラマエックス線検査による口蓋扁桃結石

の検出率

○小田　昌史、田中　達朗、鬼頭　慎司、

　福島　直樹、福井　正彦、辻　裕文、

　有住　隆史、曽我富美雄、城嶋　孝章、

　宮村　侑一、森本　泰宏　

　九州歯科大学歯科放射線学分野

【目的】 

口蓋扁桃結石のパノラマエックス線検査にお

ける検出率及びそれに影響する因子について

検討することを目的とした。

【対象および方法】 

対象は CT 検査とパノラマエックス線検査が

同時期に施行された患者とした。CT 検査を

ゴールドスタンダードとし、パノラマエック

ス線検査における口蓋扁桃結石の描出率を検

討した。また、口蓋扁桃結石の大きさ、数、

CT 値等の因子とパノラマエックス線検査にお

ける描出率との関係について評価した。

【結果】 

CT 検査において扁桃結石が認められた患者は

約半数であったが、パノラマエックス線検査

では 10% 未満であった。扁桃結石の大きさ、

数及び CT 値とパノラマエックス線検査での

検出率に相関性が認められた。また、逆にパ

ノラマエックス線検査で偽陽性を認めた症例

では下顎枝の骨内に骨の過形成を認めた。

【結論】

パノラマエックス線検査による口蓋扁桃結石

の検出率は 15% 程度にとどまることが明らか

になった。また稀ながら、内骨症による偽陽

性を示す可能性があることが明らかになった。

口蓋扁桃結石は扁桃膿瘍との関連が指摘され、

また、口臭の原因としても注目されているた

め、その検出は重要であると考える。
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一 般 口 演 III 　

外傷後 15 年間に及ぶ長期経過観察中に上顎骨

側方拡大と埋伏歯牽引を行った症例

　
○小笠原 貴子１）、野中 和明２）　

　1) 九州大学病院 小児歯科・スペシャルニーズ歯科

　2) 九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座

　　 小児口腔医学分野

【緒言】

我々小児歯科の臨床では、乳幼児の口腔外傷

例に頻繁に遭遇する。今回、乳幼児から高校

生になるまでの長期観察例において、その経

過の中で乳歯の外傷が、様々な永久歯の異常

を引き起こす事が確認されたので、その対応

を含めて紹介する。

【症例】

１歳２ヶ月時に外傷による上顎乳前歯部脱臼

を来たし、当科初診となった女児。その後、

定期的な経過観察を実施した。経過観察中の

画像検査で、後継永久前歯の歯冠形態不正が

認められ、交換まで観察を行ったところ、重

度のエナメル質形成不全歯が萌出し、また、

萌出位置異常も見られた。さらに上顎左右犬

歯の水平埋伏を来たし、これらは全て、乳歯

列期の外傷に起因する結果と考えられた。

【考察】

乳歯列期の口腔外傷では、受傷した乳歯への

対応のみに終始する事例も多いようである。

しかし本症例が示すように、乳歯の外傷、特

に低年齢での外傷は、後継永久歯の形成不全

や萌出位置異常、埋伏の原因となる場合があ

る。従って、長期間に及ぶ経過観察が必須で

あり、さらに乳歯列から永久歯列へのダイナ

ミックな様相変化に伴い、口腔外科学的・小

児歯科学的・矯正歯科学的知識を以って対応

することが必要となる。

逆性埋伏過剰歯に発生した含歯性嚢胞の１例

○駿河由利子１），飯島　伸２），野坂久美子３）　

　 1) すこやか歯科こども歯科医院，

　２) 岩手医科大学附属病院歯科医療センター口腔外科

　３) あおば歯科小児歯科クリニック

【目的】

過剰歯の為害作用としては，正咬合，嚢胞形成，

永久歯萌出遅延，歯根の吸収や短縮傾向，鼻

腔内萌出，頭痛などがあげられている。今回

我々は，水平埋伏過剰歯の嚢胞の形成，永久

歯萌出の遅延，歯根の短縮をおこした症例を

経験したので報告する。

【症例】

初診時（H28 年 10 月）年齢８Y ２M 男児。

下顎の叢生が気になり来院した。既往歴には

全身的に不整脈，アトピー性皮膚炎，鼻炎が

あり，口腔内では H28 年に近医で上顎埋伏過

剰歯の摘出術を受けている。H29 年 3 月不正

咬合改善の一助として撮影したパノラマ X 線

写真で，３２１ にかけて水平埋伏過剰歯を確

認した。しかし，過剰歯が深部にあり為害作

用を認めなかったため，経過観察とした。

H30 年 3 月，2 の萌出が遅延傾向にあったた

め，再度のパノラマ X 線写真撮影で埋伏過剰

歯による嚢胞形成を疑ったため，医大口腔外

科に，過剰歯ならびに嚢胞の摘出を依頼した。

【結果】

病理診断：含歯性嚢胞。術後１か月で２は萌

出し， １ に短根傾向がみられた。

【結論】

埋伏過剰歯の診査は，その隣在歯の形成なら

びに萌出時期にはレントゲン撮影が必須であ

り，可能な限り適切な時期の摘出が必要であ

ると考える。
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外傷により歯根の発育停止と埋伏を惹起した

歯の開窓・牽引を行った１症例

○和田　遥、橋本敏昭

　はしもと小児・矯正歯科医院

【目的】

外傷によって歯根発育が停止したと思われる

歯は、自然萌出することができない。今回、

そのような稀な症例に対して開窓牽引を行っ

たため紹介する。

【症例】

11 歳男児。 A 晩期残存のため X 線撮影を行っ

たところ １埋伏を認め、歯根の発育停止と思

われる像を認めた。問診により、２〜３歳頃 

A 部を強く打撲したとのことであった。過蓋

咬合もあり、矯正治療も同時に行うこととなっ

た。歯根発育が停止していたため、自然萌出

は難しいと判断し、 A 抜歯と同時に １を開窓

し、マルチブラケット法によりスペースを確

保しながらゆっくりと弱い力で長期にわたり

牽引した。

【結果】

恐れていた骨性癒着はなく、ほぼ歯根吸収を

せずに牽引に成功した。

【結論】

今回の症例では外傷により歯根発育が停止し

ている歯でも、問題なく開窓牽引できること

が分かった。
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一 般 口 演 III 　

フロアブルコンポジットレジンのエナメル質

に対する接着強さ

○郡島　大 1)、金城　敬 2)、入江　正郎 3)　

　1) おもろまち駅前歯科

   2) おおひら歯科クリニック

　3) 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

　　 生体材料学分野

【目的】

歯質の外傷にコンポジットレジンは不可欠で，

歯質接着性が大きく関与する．最近の歯質修

復システムの進歩に伴い，種々のフロアブル

コンポジット（FC）が登場した．これら FC

の特性を明らかにする目的で，光照射直後の

乳歯エナメル質，幼若永久歯エナメル質およ

び成人永久歯エナメル質の接着性から比較検

討した．

【方法】

　FC とその付属の処理材を使用した．被着材

料として，ヒト歯質を使用した．なお，本実

験に使用したヒト歯質は，岡山大学大学院医

歯薬学総合研究科および岡山大学病院倫理委

員会（課題名：歯質への接着性レジンの接着

機構の解明，承認番号 189 号）で承認を受けた．

【結果】

　3 種のエナメル質に対する光照射直後と 1

日水中浸漬後の接着強さの結果を示した．3 種

のエナメル質に対する接着強さは，統計的に

有意差はなかった．光照射直後と 1 日間水中

浸漬後の接着強さをそれぞれ比較すると，統

計的に有意差を生じ，1 日間水中浸漬後の方が

有意に優れた結果を示した．

【結論】

　FC は , 3 種のエナメル質に対する接着性は，

光照射直後および 1 日後共に有意差のない接

着強さを示したが，光照射直後は 1 日後と比

較して有意に低いことが示された．
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一 般 口 演 IV　

当院における過去 10 年間の外傷歯症例の臨床

的検討 −世代別の特徴に関する分析−

○佐藤　匠、古土井春吾、可信雅彦、筧　康正、　

　明石　昌也、古森　孝英

　神戸大学大学院医学研究科外科系講座

　口腔外科学分野

【緒言】

加齢による身体・認知能力の変化や行動様式

の違いにより口腔外傷の受傷原因は異なり、

外傷の程度や受傷状態は多様性をもつ。今回

われわれは、当科を受診した外傷歯症例を世

代別に分類し、世代別の特徴について検討し

たので報告する。

【対象と方法】

対象は 2008 年 1 月から 2017 年 12 月までの

10 年間に当科を受診した外傷歯症例 264 例

(609 歯 ) で、0 〜 12 歳、13 〜 39 歳、40 〜

64 歳、65 歳以上の 4 つの世代に分け、各世

代別の受傷原因や受傷状態などを調査した。

【結果】世代別の症例数は 13 〜 39 歳が最も

多く (41.7%)、性別では男性が多かった。受傷

原因は 0 〜 12 歳および 65 歳以上では転倒が

多く、13 〜 39 歳では事故やスポーツの割合

が高かった。外傷歯の好発部位はどの世代も

上顎前歯部が多数を占め、受傷状態は不完全

脱臼の割合が高かったが、65 歳以上では歯根

破折も多くみられた。処置法では、歯根破折

症例は抜歯、不完全脱臼症例は整復された症

例が多かった。

【結論】

受傷原因や受傷状態は世代間で差がみられ、

顎骨骨折を合併する割合は若年者で高く、加

齢とともに減少する傾向がみられた。治療す

る際には、世代別の特徴を認識したうえで取

り組むことが重要と考えられた。

陳旧性顔面多発骨折とそれに伴う顎変形に

対して骨切り手術を施行した症例

○芳地　祐梨、小川　尊明、安部　大輔、

　中井　　史、  大林由美子、三宅　　実

　　香川大学医学部歯科口腔外科学講座

【目的】

陳旧性顔面多発骨折および顎変形による、咀

嚼困難、閉口困難に対して咬合および咀嚼機

能、審美回復を目的に、矯正治療および外科

的手術を施行した。

【対象および方法又は症例】

平成 14 年 2 月に交通外傷で顔面多発粉砕骨

折、上下口唇裂創、硬膜下血腫、くも膜下出

血、脳挫傷、肺挫傷、右膝蓋骨骨折、右上腕

骨骨折を受傷した。平成 14 年 4 月に創傷処置

と同時に顔面多発骨折に対して観血的整復固

定手術を施行した。咀嚼困難、閉口困難を主

訴に、外傷による変形手術を目的に、平成 28

年 11 月に再受診された。審美面も考慮し、形

成外科および矯正医に対診後、平成 29 年 3 月

に陳旧性眼窩下底骨折、左 LeFort2,3 型骨折、

両側 Lefort1 型骨折に対して骨移植併用顔面

骨骨折整復術を施行し、平成 29 年 8 月に口唇

形成術を施行した。その後、術前矯正を行い、

上顎歯列を拡大後、平成 30 年 5 月当科にて

陳旧性下顎骨骨折、開咬症に対して両側下顎

SSRO を施行した。

【結果】

陳旧性顔面多発骨折および顎変形に対して、

良好な治療結果を得られた。

【結論】

今回我々は、陳旧性顔面多発骨折に対して形

成外科および矯正医と協同で治療を行い、審

美および咬合回復が可能となった症例を経験

した。

一 般 口 演 III 　
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歯冠・歯根破折を起こした根未完成歯の保存

及び長期経過観察を行った 1 例

○馬場　篤子 1）、橋本　敏昭 1）、尾崎　正雄 1）、 　

　阿南　　壽 2）

　1) 福岡歯科大学成長発達歯学講座成育小児歯科学分野

　2) 福岡歯科大学口腔治療講座歯科保存学分野

幼若永久歯は①歯髄腔が大きく、髄角が突出

している　②根尖が漏斗状に開いている　③ 

エナメル質、象牙質が薄く、象牙細管は太い

という特徴を有するため、外傷により象牙質

が露出したり露髄した場合、受傷直後に処置

を施せばその予後は良好となるが、受傷後時

間が経過したり、処置が不適切であれば予後

は不良となり、永久歯としての寿命を短くす

ることにつながる。しかも、幼若永久歯の外

傷は受傷歯のみならず、受傷者の口腔機能や

審美性、心理面へも大きな影響を与えること

から、可能な限り歯髄や歯の保存を考慮して

治療し、長期間の予後観察が重要と考える。

すなわち、外傷歯の治療は、ガイドラインの

基本的なコンセプトにあるように，生体組織

の治癒能力を最大限利用して可能な限り保存

的に対応し，経過観察したうえで , 覆髄，接着，

挺出，再植などを組み合わせ，段階的に処置

を進め計画を立てることを原則にすすめるべ

きである。

今回我々は、受傷から 4 日を経過し、一般歯

科では保存が困難と診断された幼若永久歯の

露髄を伴う歯冠・歯根破折歯を可及的に保存

し、長期的な経過観察を行ったので報告する。

21 22

一 般 口 演 IV　　

低年齢時に歯冠破折し、長期経過観察の症例

○後藤　匡史１）、後藤 修一郎２, ３）

　1) ごとう歯科クリニック（蛍池）

　2) ごとう歯科クリニック（鶴見）

　3) 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

日常臨床の中で、歯冠破折などの外傷にしば

しば遭遇することがある。

今回、１歳男児で平成２４年１１月２２日に

坂道で転倒し、上顎右側乳中切歯の歯冠破折

で来院された。歯間部をスーパーボンドで固

定したが、その日に固定脱落のため生活歯髄

切断法を行い、クラウンフォームによる歯冠

修復を行った。その後、上顎右側乳中切歯歯

肉腫脹が認められ感染根管処置後、再度クラ

ウンフォームにより歯冠修復を行った。

初診から約４年後に上顎右側乳中切歯口蓋側

から過剰歯が萌出してきたため抜歯を行った。

その後、約６ヶ月後に上顎右側乳中切歯の動

揺・歯肉腫脹のため抜歯を行い、上顎右側中

切歯萌出までの長期経過観察を行った症例に

ついて報告する。
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一 般 口 演 IV　　

受傷後にtransient apical break down（TBA）

を呈した１例

○川鍋　仁、福井　和徳

　奥羽大学 成長発育歯学講座 歯科矯正学分野

目的　

外傷歯は、経時的に様々な病態変化を示す。

今回われわれは、外傷後に歯髄反応の消失と

歯の変色が生じたが、経過観察後に TAB によ

る生活反応および変色の改善した症例を経験

したので報告する。

症例

受傷時年齢　10 歳２か月　女児。

現病歴：転倒し顔面を強打した。受傷後約１

時間後に来院した。

口腔内所見：上顎左側中切歯および側切歯に

動揺がみられた。また、歯肉の裂創がみられた。

診断：上顎左側中切歯および上顎左側側切歯

の亜脱臼および歯肉裂創とした。

処置および経過

口腔内を洗浄後、局所麻酔下にて亜脱臼して

いる上顎右側中切歯を接着性レジンにて整復

固定を行なった。また、歯肉の裂創に対して、

２糸縫合を行なった。術後１週間後に抜糸を

行い、口唇の腫脹は消失していたが歯髄電気

診にて生活反応は示さなかった。なお、固定

期間は２週間とした。

術後１か月経過時より歯の変色が生じ、生活

反応も依然としてみられず打診痛も残存して

いた。しかし、受傷後９か月経過時には、生

活反応が回復し歯の変色も消退し初診時の色

調に回復した。

現在、受傷後１年経過しているが病的な所見

は認めない。しかし、今後も長期経過観察を

行う予定である。

外傷を機に発見された集合性歯牙腫の１例

○久保　宗平 1）、久保　周平 2）

　1) 東海中央病院 歯科口腔外科

　2) 町田市障がい者歯科診療所

初診時年齢性別：11 歳 4 か月男児。

初診：2015.10.19。

主訴：上顎前歯の動揺。

現病歴：2015.10.18、顔面を鉄棒に強打した

ものの放置。翌日、上顎前歯の動揺を主訴に

近医を受診後紹介にて来院。

現症：上顎右側中、側切歯、上顎左側乳中、

側切歯の口蓋側への転位を認めた。

画像所見：エックス線写真にて上顎左側前歯

部に多数の歯牙様構造物を伴うエックス線不

透過像を認めた。CT 画像にて上顎左側乳中

切歯根尖部は唇側に膨隆し、内部には一層の

low density area で囲まれた多数の歯牙様小

塊状物から成る不透過像を認めた。

臨床診断：右上中、側切歯及び左上乳中、側

切歯の側方脱臼。左上切歯部の集合性歯牙腫

疑い。左上前歯の萌出異常。

処置及び経過：全身麻酔下に右上中、側切歯

の整復固定術、左上乳中、側切歯の抜歯及び

顎骨腫瘍摘出術を施行した。病理組織検査結

果は集合性歯牙腫であった。術後整復した歯

牙は生着し、歯牙腫の再発もなく経過は良好

である。なお、本報告にあたり保護者の同意

を得た。
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平成 30 年度

− 第 2 回  認定医更新セミナー −

［ 第18 回 日本外傷歯学会総会・学術大会と併催 ］

15:00〜  開会の挨拶

　　　　　  神山 紀久男 先生（日本外傷歯学会認定医検討委員会 委員長）

　　　　　  木村 光孝 先生（日本外傷歯学会 理事長）

15：05〜15：45

      　　   「子どもの歯科治療時の重篤事故」

　　　　　　　山崎 要一 先生 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授）

15：45〜16：25　

　　　　　「頭頸部腫瘍の新しいWHO分類について」

　　　　　　　松尾　 拡 先生 （九州歯科大学教授）

16：25〜  閉会の挨拶

　　　　　  曽我 富美雄 先生（日本外傷歯学会認定医研修会事務局 事務局長）

日本外傷歯学会認定医研修会事務局

〒803-0862 北九州市小倉北区今町 2-12-13

E-mail : japan.assoc.dt@gmail.com
U R L : http://www.ja-dt.org/ 
TEL:093−562−6886 FAX:093−562−6887
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協催企業・団体一覧

広      告

株式会社モリタ

西日本シティ銀行

アサヒプリテック株式会社

株式会社ヨシダ

長田電機工業株式会社

アップパートナーズグループ

ユニカ食品株式会社

ソニー生命保険株式会社

佐賀銀行

ネオ製薬工業株式会社

Balcom BMW 福山

タカラベルモント株式会社

プルデンシャル生命保険株式会社

協      賛

株式会社 UK デンタル
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