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第 34 回一般社団法人日本顎関節学会学術大会
大会長　本田　和也

　この度，第 34 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会を 2021 年（令和 3年）10 月 23 日（土）
～10月 24 日（日）の 2日間にわたり，東京都千代田区の学術総合センター・一橋講堂（聖地）におきま
して開催させて頂く予定でしたが，新型コロナによる影響により，2021 年（令和 3年）10 月 23 日（土）
～11 月 23 日（火）の一か月間にわたるWEB開催といたしました。一般演題ですが，口頭発表 19 題，
ポスター発表 45 題，合計で 64 題となりました。コロナ禍での研究発表に大会長として感謝申し上げま
す。
　さて，プログラムですが，［メインシンポジウム］に，脳神経外科より平山晃康先生，耳鼻科より丹羽
秀夫先生，整形外科より松平浩先生をお招きして「顎関節と隣接医学の現在，そして未来」。［シンポジウ
ム］には，精神科より宮地英雄先生，ペインクリニックより北原雅樹先生をお招きして 1：顎関節領域の
慢性痛に対する医科歯科連携を考える（日本顎関節学会，日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム），精神
科・認知行動療法の専門医である，清水栄司先生をお招きして 2：臨床医の会企画シンポジウム［顎関節
症 II 軸（心理社会的要因）への対応をマスターしよう！］，3：顎関節疾患の診断と外科治療～運動療法
が奏功しない場合の対応について考える～，4：現在から未来につなぐ顎関節疾患の臨床と研究～若手臨
床家・若手研究者からのメッセージ～，5：顎関節症とTMD―世界の潮流を知る―，6：オーラルフレイ
ルにおける顎関節疾患の重要性。さらには教育講演として1：歯科衛生士セミナー　歯科衛生士がどのよ
うに顎関節症と関わるか？，2：スポーツと顎関節，3：口腔機能発達不全症への対応と顎関節症予防との
接点，4：顎関節症と矯正歯科治療，など盛りだくさんな内容を企画しています。今回，シンポジウムは
事前に講師が集まりディスカッションまで収録する予定です。全WEB開催ですので，全プログラムを期
間中何回でも視聴が可能です。
　多数の参加をお待ちしています。

第34回一般社団法人日本顎関節学会
学術大会の開催にあたって
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Ⅰ．学術大会参加の皆様へ
1．  新型コロナウイルスによる感染防止のため，これまでの学術大会とは異なりWEB開催とします。WEB開催とは，
発表スライドをご自身のパソコン・タブレット等で視聴いただく形式となります。

2．受講（参加）方法に関しましては，下記のとおりとなりますのでご熟読ください。
1）大会ホームページより事前参加登録を行ってください。
https://www2.aeplan.co.jp/jstmj34/participation.html

2）  事前参加登録申込並びに事前参加登録費のお支払いが完了されましたら，運営事務局より個別に割り当てられた
ID・PWを案内します。
※会期 1週間前（10 月 15 日前後を予定）にご登録いただいたメールアドレスにお送りさせていただきます。
※  10 月 15 日以降に参加登録と決済をされた方に関しては，決済後以下のメールが通知されます。プログラム視
聴Web サイトのログインに必要ですので，大切に保管してください。

　件名：［jstmj34］ログイン情報のお知らせ。
3）  第 34回学術大会ホームページの「WEB開催プログラム」へアクセスし，ID・PWを入力することで視聴が出来
ます。
なお，配信期限は 2021 年 10 月 23 日（土）～11 月 23 日（火）の一か月間となります。
第 34 回学術大会ホームページURL：https://www2.aeplan.co.jp/jstmj34/index.html

3．学術大会参加登録について
1）  事前参加登録（お支払い完了）をされた方へ学術大会プログラムを視聴するための ID・PWをメールにてご案内
いたします。
参加証・領収書については参加登録システム内のマイページより，ダウンロードいただけます。

2）プログラム・抄録集について
・会員の方には，学会誌として 9月下旬頃に送付を予定しています。
・事前参加登録をされた非会員，医療スタッフの方は 10 月初旬頃に送付を予定しています。
・海外在住の会員の方は，運営事務局までお申し出ください。
・  学部学生（非会員）の方，追加で抄録集をご購入希望の方は，運営事務局までお申し出ください。
　1冊￥3,000 にて販売いたします。

4．注意事項
1）  第 34回学術大会は通常開催ではなく，WEB開催となりましたため，予定をしておりました学会会場での開催は
ございません。

2）配信されているスライドデータのビデオ撮影および録音は固くお断りいたします。
3）演者・共同演者は日本顎関節学会会員に限ります。会員でない方は直ちに入会手続きをお取りください。
4）入会手続きについては，以下にお問い合わせください。
一般社団法人日本顎関節学会事務局（TEL：03-3947-8891）

5．専門医等制度研修単位について
今学術大会における，生涯研修会として認定するプログラム（認定単位付与プログラム）は，メインシンポジウム
およびシンポジウム 1～6の計 7つとなります。単位取得証明方法は，大会HP内に詳細を記しておりますので，大
会HP内からご確認ください。

お知らせとお願い
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Ⅱ．配信プログラム
企画・セッション名 実施形式

メインシンポジウム

抄録集へ掲載および発表スライド（音声収録入り）をWEB配信いたします。
質疑応答はWEBページ内のコメント機能をお使いください。

シンポジウム 1～6
教育講演・セミナー 1～4
新認定医取得のためのセミナー
共催セミナー
一般演題（口演）

一般演題（ポスター） 抄録集への掲載および ePoster をWEBページに掲載いたします。
質疑応答はweb ページ内のコメント機能をお使いください。

※WEBページの視聴には参加登録が必要となります。

Ⅲ．会員総会について
本年は現地での会員総会は実施いたしません。

Ⅳ．発表される方へ
1．一般演題（口演発表）ならびにシンポジストの先生方へ
1）PowerPoint の「スライドショーの記録」を用いて発表音声を収録し，
プレゼンテーション配信用のファイルを作成ください。

2）スライドの発表時間は 10 分以内としてください。
※シンポジストの先生方には個別でご案内している時間でお願いいたします。

3）質疑応答はweb ページ内のコメント機能をお使いください。
4）  スライドのサイズは，標準（4：3），ワイド画面（16：9）のどちらでも対応可能ですが推奨サイズは（16：9）と
なります。

5）OS標準フォントをご使用ください。
［日本語］MSゴシック，MSPゴシック，MS明朝，MSP明朝
［英　語］Times，Times New Roman，Arial

6）利益相反（COI）に関する記載について
口演発表スライド中に，「一般社団法人日本顎関節学会　利益相反（Conflict of Interest：COI）に関する細則」
第 2条に従って，様式 2により，
該当する利益相反状態について開示をお願いします。
利益相反に関する指針，細則および開示様式につきましては，一般社団法
人日本顎関節学会のホームページ（http://kokuhoken.net/jstmj/info/
interest.html）に掲載しておりますので，必ずご覧になり，しかるべきご
対応をお願いいたします。

2．一般演題（ポスター発表）の先生方へ
1）ePoster（PDF）を大会ホームページに掲載いたします。
2）ポスターサイズ：A0（エーゼロ）サイズで作成してください。
ポスター左上隅にスペースを作成し，そこに演題番号を記載してください。
その右側にて演題名・発表者名・所属・写真（顔写真は任意）を記載して
ください。
作成ソフトに指定はございませんが，PDFで提出してください。
ファイル名を「演題番号_お名前.pdf」としてください。演題番号は全て半
角英数字でお願いします。（例：P-1_顎関節太郎.pdf）

3）質疑応答はweb ページ内のコメント機能をお使いください。
4）利益相反（COI）に関する記載について
口演発表スライド中に，「一般社団法人日本顎関節学会　利益相反（Conflict 
of Interest：COI）に関する細則」第 2条に従って，様式 2により，該当す

演題名・氏名・
所属・写真（任意）

A0サイズ
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る利益相反状態について開示をお願いします。
利益相反に関する指針，細則および開示様式につきましては，一般社団法人日本顎関節学会のホームページ
（http://kokuhoken.net/jstmj/info/interest.html）に掲載しておりますので，必ずご覧になり，しかるべきご対
応をお願いいたします。
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プログラム
第34回一般社団法人日本顎関節学会学術大会

メインシンポジウム

顎関節と隣接医学の現在，そして未来

座長：本田 和也（日本大学歯学部歯科放射線学講座）
島田 淳（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）

MS-1 顎関節疾患と脳神経外科疾患の鑑別―頭痛，顔面痛ほか―
平山 晃康
（日本大学松戸歯学部付属病院痛み医科）

MS-2 顎関節疾患と耳鼻咽喉科疾患の鑑別診断―症状からの検討―
丹羽 秀夫，牧山 康秀
（日本大学松戸歯学部脳神経・頭頸部外科）

MS-3 Chronic Pain の多面的評価に基づく治療介入と健康寿命の延伸に向けた運動器の包括的な評価・介入
（ASOコンセプト）について

松平 浩
（東京大学医学部附属病院22世紀医療センター運動器 痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座）

シンポジウム 1
共催：日本顎関節学会/日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム
後援：厚生労働省慢性 痛診療システム普及・人材養成モデル事業（近畿地区）

顎関節領域の慢性痛に対する医科歯科連携を考える

座長：今村 佳樹（日本大学歯学部口腔診断学講座）
石垣 尚一（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブ

リッジ補綴学分野）

S1-1 歯科において精神科リエゾンをおこなってみてわかったこと
宮地 英雄
（北里大学健康管理センター）

S1-2 集学的痛みセンターと医科歯科連携におけるその役割
北原 雅樹
（横浜市立大学附属市民総合医療センターペインクリニック内科）
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S1-3 集学的な慢性 痛診療における歯科の役割と課題
石垣 尚一
（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野）

シンポジウム 2

臨床医の会企画シンポジウム【顎関節症 II 軸（心理社会的要因）への対応をマスターしよう！】

座長：和気 裕之（みどり小児歯科・日本大学客員教授）
澁谷 智明（日立製作所京浜地区産業医療統括センタ）

S2-1 認知行動療法の基本と臨床について―歯科患者の慢性 痛への応用―
清水 栄司1,2,3

（1千葉大学大学院医学研究院認知行動生理学，2千葉大学医学部附属病院認知行動療法センター，3千
葉大学子どものこころの発達教育研究センター）

S2-2 顎関節症の心理社会的問題について―文献的な立場から―
山口 賀大
（東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部）

S2-3 歯科におけるリエゾン診療について―リエゾン外来の経験を開業医として生かす―
仲井 太心
（歯科仲井診療所）

S2-4 歯科医師による心理的介入―認知行動療法を顎関節症患者にどのように取り入れるか―
渡邊 友希
（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座顎関節症治療学部門）

シンポジウム 3

顎関節疾患の診断と外科治療～運動療法が奏功しない場合の対応について考える～

座長：儀武 啓幸（東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野）

S3-1 運動療法を主体とした初期治療が奏功しなかった症例を考える
島田 淳
（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）

S3-2 難治性の顎関節症として歯科口腔外科に紹介された症例について
岡本 俊宏
（東京女子医科大学医学部歯科口腔外科）
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S3-3 変形性顎関節症に対する顎関節洗浄療法ならびに低侵襲な顎関節開放手術について
濱田 良樹
（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）

S3-4 滑膜軟骨腫症，咀嚼筋 ・ 膜過形成症，筋突起過形成症の診断と治療
儀武 啓幸
（東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野）

シンポジウム 4

現在から未来につなぐ顎関節疾患の臨床と研究～若手臨床家・若手研究者からのメッセージ～

座長：松本 邦史（日本大学歯学部歯科放射線学講座）
廣瀬 尚人（広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科）

S4-1 顎関節症患者の下顎頭骨髄変化に対するMRI T2 mapping を応用した定量的評価の検討
重野健一郎
（東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座）

S4-2 顎関節症における関節痛の責任病巣は何か？～下顎頭の bone marrow edema に着目する～
樋口 景介
（仙台市立病院歯科口腔外科）

S4-3 認定医・専門医取得までの最短距離を走るために
山口 賀大
（東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部）

S4-4 顎関節疾患において今後取り組んでいくべき研究とは
水口 一
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野）

S4-5 中枢におけるブラキシズム発現メカニズムの検討
飯田 崇
（日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

S4-6 筋突起過形成症による開口障害を正しく診断しよう
和気 創
（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）

S4-7 顎関節症円板障害 IIIa から IIIb への移行期における画像所見と治療
高原 楠旻
（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）
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シンポジウム 5

顎関節症と TMD―世界の潮流を知る―

座長：小見山 道（日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

S5-1 TMD X diagnosis = DC/TMD
島田 明子
（長崎大学生命医科学域（歯学系）歯科補綴学分野）

S5-2 小児と青年のためのDC/TMD
小見山 道
（日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

S5-3 顎関節上関節腔洗浄療法の世界的潮流
佐藤 仁
（昭和大学歯学部口腔外科学講座）

シンポジウム 6

オーラルフレイルにおける顎関節疾患の重要性

座長：髙野 直久（髙野歯科医院）

S6-1 オーラルフレイルと咀嚼機能
飯沼 利光
（日本大学歯学部歯科補綴学第1講座）

S6-2 高齢者に対するオーラルフレイル検査としての顎関節疾患スクリーニング法の提案
玉置 勝司
（神奈川歯科大学総合歯科学講座顎 合機能回復分野）

S6-3 オーラルフレイルにおける口腔機能年齢（お口年齢）の活用
佐藤 裕二
（昭和大学歯学部高齢者歯科学講座）
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教育講演・セミナー 1 歯科衛生士セミナー

座長：澁谷 智明（日立製作所京浜地区産業医療統括センタ）
高津 匡樹（日本大学歯学部歯科補綴学第 1講座顎関節症科）

EL1 歯科衛生士がどのように顎関節症と関わるか？

佐藤 文明
（佐藤歯科医院今戸クリニック）

教育講演・セミナー 2

座長：船登 雅彦（昭和大学スポーツ運動科学研究所）

EL2 スポーツと顎関節

武田 友孝
（東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室）

教育講演・セミナー 3

座長：島田 淳（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）

EL3 口腔機能発達不全症への対応と顎関節症予防との接点

浜野 美幸
（千葉歯科医院）

教育講演・セミナー 4

座長：藤田 幸弘（藤田矯正歯科）

EL4 顎関節症と矯正歯科治療

山田 一尋
（あすなろ小児歯科医院矯正歯科）
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新認定医取得のためのセミナー

NL 顎関節学会新認定医の取得を目指してみよう！

塚原 宏泰
（医療法人社団宏礼会塚原デンタルクリニック）

共催セミナー

顎関節症治療の指針 2020 について

小見山 道
（日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

協賛：サンスター株式会社
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一般口演

▲

基礎研究 1）変形性顎関節症

O-1 低出力超音波パルス照射は機械的負荷に起因して生じた下顎頭軟骨変性を修復する
Low-intensity pulsed ultrasound repairs mechanical stress-induced cartilage degeneration in
the TMJ

坂巻 拓馬1，岩浅 亮彦2，Linze XIA1，井澤 俊3，加納 史也4，
山本 朗仁4，田中 栄二2

（1徳島大学大学院口腔科学教育部口腔顎顔面矯正学分野，2徳島大学大学院
医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野，3岡山大学学術研究院医歯薬学域
歯科矯正学分野，4徳島大学大学院医歯薬学研究部組織再生制御学分野）

▲

臨床研究 1）画像診断

O-2 超音波エラストグラフィーを用いた健常者における 筋の機能評価
Evaluation of masseter muscle on function in healthy subjects using ultrasound elastogra-
phy

篠島 悠1，大井 一浩1，川野 晃誠1，山下 耀子1，植木 皓介1，
定梶 嶺1，伊藤 達郎1，麸谷 圭昭5，小林 一彦3，吉田 完2，
長谷 剛4，小山 岳海4，川尻 秀一1

（1金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎顔面口腔外科学
分野，2市立敦賀病院歯科口腔外科，3市立砺波総合病院歯科口腔外科，
4公立能登総合病院歯科口腔外科，5独立行政法人国立病院機構金沢医療セ
ンター歯科口腔外科）

O-3 三次元的分析に基づく下顎枝矢状分割術による下顎頭位置変化と顎関節症との関係について
Relationship between mandibular condyle position change and temporomandibular disor-
ders after sagittal split ramus osteotomy based on three-dimensional analysis

金氏 毅，永田 順子，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分野）

▲

臨床研究 2） 合と顎機能

O-4 顎関節徒手的授動術による臨床症状と 合の変化について
Clinical symptoms and changes in occlusion due to manual mobilization of the temporoman-
dibular joint

島田 淳
（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）



― 15 ―

▲

臨床研究 3）変形性顎関節症

O-5 当科における顎関節滑膜軟骨腫症の臨床統計
Clinical statistics of synovial chondromatosis of temporomandibular joint in our department

大竹 義雄，野上晋乃介，江副 祐史，高山 慎騎，木村 太，
千葉 雅俊，山内 健介，高橋 哲
（東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科
学分野）

▲

臨床研究 4）その他

O-6 歯科心身症を再考する―歯科心身症の概念の提案―
The reconsideration of dental psychosomatic disorder ―Proposal for a concept of dental
psychosomatic disorder―

和気 裕之1,２,３,５，依田 哲也2，小見山 道3，玉置 勝司4，松香 芳三5，
山口 泰彦6，石垣 尚一7，島田 淳4，澁谷 智明8，佐々木啓一9，
宮岡 等10

（1みどり小児歯科，2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，3日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学，4神奈川歯科大学総合
歯科学講座顎 合機能回復分野，5徳島大学大学院医歯薬研究部顎機能
合再建学分野，6北海道大学歯学研究院口腔機能学分野冠橋義歯補綴学教
室，7大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ
補綴学分野，8日立製作所京浜地区産業医療統括センタ，9東北大学大学院
歯学研究科口腔システム補綴学分野，10北里大学医学部精神科）

O-7 合違和感患者の診療フローチャートの提案
Proposal for clinical flowchart of patient with Occlusal discomfort

和気 裕之1,２,３，玉置 勝司3，石垣 尚一4，島田 淳3,５，松香 芳三6，
山口 泰彦7，澁谷 智明3,８

（1みどり小児歯科，2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，3神奈川歯科大学総合歯科学講座顎 合機能回復分野，4大阪大学大学
院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野，5グ
リーンデンタルクリニック，6徳島大学大学院医歯薬研究部顎機能 合再
建学分野，7北海道大学歯学研究院口腔機能学分野冠橋義歯補綴学教室，
8日立製作所京浜地区産業医療統括センタ）

▲

症例報告 1）滑膜/滑液

O-8 下顎頭外側皮下に突出した滑膜軟骨腫症の 1例
A case of synovial chondromatosis protruding subcutaneously to the lateral side of mandibu-
lar condyle

村上 春奈，小山 典昭，福山 裕望，長野 有悟，東條 格，
藤村 和磨
（兵庫県立尼崎総合医療センター）
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▲

症例報告 2） 合と顎機能

O-9 成長期前の学童の顎関節強直症に対し顎関節授動術を施行し長期経過観察した 1例
Long-term follow-up after arthroplasty for pediatric temporomandibular joint ankylosis：A
case report

倉沢 泰浩，儀武 啓幸，高原 楠旻，友松 伸允，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）

O-10 顎骨嚢胞摘出後の 合違和感に対して運動療法を行い良好な結果が得られた 1症例
A case in which good results were obtained by performing exercise therapy for occlusal dis-
comfort after removal of the jawbone cyst

島田 淳
（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）

▲

症例報告 3）筋障害

O-11 医療アプリを活用して「顎関節症に起因する頭痛」を治療した 1例
A case of treating“Headache attributed to temporomandibular disorder”using a medical
application

臼田 頌1，村岡 渡1,２，莇生田整治1，河奈 裕正1,３，中川 種昭1

（1慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室，2川崎市立井田病院歯科口腔
外科，3神奈川歯科大学顎・口腔インプラント科）

▲

症例報告 4）変形性顎関節症

O-12 顎関節円板に骨化を認めた変形性顎関節症の 1例
A case of osteoarthritis of the temporomandibular joint with ossification on the articular disc

池田 順行1，齋藤 太郎1，上野山敦士1，高嶋真樹子2，河村 篤志2，
山崎 裕太2，松崎奈々香2，荒井 良明2，西山 秀昌3，高木 律男1

（1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，2新潟大学医歯
学総合病院顎口腔インプラント治療部，3新潟大学大学院医歯学総合研究
科顎顔面放射線学分野）

O-13 片側性臼歯部開 を伴った変形性顎関節症に対してアプライアンス療法にて 合機能回復を
行った 1例
A case of oral rehabilitation using an oral appliance for unilateral posterior open bite due to
unilateral osteoarthritis of the temporomandibular joint

森 啓輔，荒巻 亮太，蒲原 麻菜，合島怜央奈，檀上 敦，
久保田英朗，山下 佳雄
（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）
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O-14 変形性顎関節症の保存治療後に関節円板が整位した 1例
Disk recapture following conservative treatment for temporomandibular joint osteoarthro-
sis：a case report

千葉 雅俊1，廣谷 拓章2，野上晋之介1，山内 健介1，高橋 哲1

（1東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科
学分野，2大崎市民病院歯科口腔外科）

▲

症例報告 5）口腔顔面痛

O-15 痛みセンターにおいて歯科医師の介入が有効であった下顎から肩部慢性 痛の 1例
A case of chronic mandibular to shoulder pain with intervention by dentist at Pain Center

西須 大徳1,３，臼田 頌2，池田 浩子3，村岡 渡2,３

（1愛知医科大学病院痛みセンター，2慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学
教室，3日野市立病院歯科口腔外科）

▲

症例報告 6）その他

O-16 開口障害を呈した咀嚼筋 ・ 膜過形成症および筋突起過長症の 2例
Two cases of masticatory muscle tendon/aponeurosis hyperplasia and muscular process hy-
perplasia with trismus

近藤 英司，小田切宏樹，田中 宏和，酒井 洋徳，栗田 浩
（信州大学医学部歯科口腔外科学教室）

O-17 Ehlers-Danlos 症候群患者の習慣性顎関節脱臼に対して関節隆起切除術を施行した 1例
Eminectomy for Recurrent temporomandibular joint dislocation with Ehlers-Danlos syn-
drome：A case report

江副 祐史，野上晋之介，菅井 優生，高山 慎騎，大竹 義雄，
千葉 雅俊，山内 健介，高橋 哲
（東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎顔面・口腔外科
学分野）

O-18 顎矯正手術の術後に後戻りを認めた 2症例の顎関節鏡視所見について
Two cases of temporomandibular arthroscope in relapse after orthognathic surgery

田島 麻衣1，高橋 康輔1，鈴木 雄祐1，渡辺 駿1，枝 卓志1,２，
山崎 文惠3，林 美恵1，伊藤 耕4，小倉 直美5，近藤 壽郎1,６，
亀井 和利1

（1独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科口腔外科，2鶴見大学
歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座，3さいたま市立病院歯科口腔
外科，4埼玉医科大学病院歯科口腔外科，5日本大学松戸歯学部顎顔面外科
学講座，6鶴見大学歯学部歯科医学教育学講座）

O-19 関節突起に発症した骨肉腫の長期経過観察症例
Long-term follow-up case of osteosarcoma occurring in TMJ resion

佐久間朋美，高原 楠旻，儀武 啓幸，依田 哲也
（東京医科歯科大学医歯学総合研究科顎顔面外科学分野）
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ポスター

▲

基礎研究 1）分子生物学/生化学/生理学

P-1 ヒト初代培養軟骨細胞における炎症性サイトカインおよびマトリックスメタロプロテアーゼ
の IL-1β誘導性発現に対する高周波近赤外半導体レーザー照射の影響
Effects of high-frequency near-infrared diode laser irradiation on IL-1β-Induced expression
of inflammatory cytokines and matrix metalloproteinases in human primary chondrocytes

坂田 修三，國松 亮，柄 優至，矢野下 真，廣瀬 尚人，谷本幸太郎
（広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学）

P-2 ニホンザル咀嚼筋 組織への反復性伸展刺激により変動する遺伝子群の特徴～咀嚼筋 ・
膜過形成症の病態解明のための基礎研究
Characteristic of gene expression pattern which is fluctuated by cyclic stretch in tendons of
Macaca fuscata：a possible mechanism for hyperplasia in masticatory muscle tendon-
aponeurosis hyperplasia

佐藤 毅，伊藤 耕
（埼玉医科大学医学部口腔外科学教室）

▲

基礎研究 2）滑膜/滑液

P-3 ヒト滑膜細胞においてレゾルビンD1は p-38，NF-kβおよび AKTシグナルを介して炎症反
応を抑制する
Resolvin D1 reduces inflammation in Human Fibroblast-Like Synoviocytes via p-38, NF-kβ,
and AKT signaling pathway

矢野下 真，廣瀬 尚人，西山沙由理，壷井 英里，大西 梓，
山内 優佳，久保 尚毅，北 大樹，麻川 由起，谷本幸太郎
（広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学）

▲
基礎研究 3）骨/軟骨

P-4 下顎頭の内軟骨性骨化におけるSemaphorin3A の役割
Role of Semaphorin 3A in endochondral ossification of the mandibular condyle

壷井 英里，廣瀬 尚人，麻川 由起，矢野下 真，大西 梓，
高野 真美，西山沙由理，久保 尚毅，北 大樹，谷本幸太郎
（広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学）
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▲

基礎研究 4） 合と顎機能

P-5 発揮された 合力を 1ch 筋筋電図から推定するシステム構築のための予備的研究
A preliminary research for system construction to estimate exerted bite force by utilizing
1ch masseteric electromyographic data

高橋 奏多1，山口 泰彦1，中島 利徳2，齋藤 未来1，前田 正名1，
石丸 智也1，後藤田章人3，三上 紗季3

（1北海道大学大学院歯学研究院冠橋義歯補綴学教室，2北海道大学病院冠橋
義歯補綴科，3北海道大学病院高次口腔医療センター顎関節治療部門）

▲

基礎研究 5）筋痛障害

P-6 持続的な開口は 筋の圧痛閾値を低下させる
Effect of mouth opening for somatosensory sensitivity on masseter muscle

渡辺 航介，早川 英利，石井 優貴，吉田 一央，飯田 崇，
小見山 道
（日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

▲

基礎研究 6）その他

P-7 日本顎関節学会の研修施設数に地域的な偏在はあるか
An assessment of the distribution equity of clinical training facilities approved by the Japa-
nese Society for Temporomandibular Joint

小木 信美1，高木 律男2，馬場 一美3，山口 泰彦4，西山 暁5，
山田 一尋6

（1愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2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，3昭和大学歯学部歯科補綴学講座，4北海道大学
大学院歯学研究科口腔機能学講座冠橋義歯補綴学，5東京医科歯科大学大
学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野，6あすなろ小児
歯科医院矯正歯科）

P-8 頸部角度と顎関節運動の関連性
Relationship between cervical angle and temporomandibular joint movement

小林 卓矢
（IMSグループ医療法人社団明芳会板橋中央総合病院リハビリテーション
科）

▲

臨床研究 1）神経科学

P-9 顎口腔ジストニアの鑑別診断用問診表の有用性について
Oromandibular dystonia screening questionnaire for differential diagnosis

吉田 和也
（独立行政法人国立病院機構京都医療センター歯科口腔外科）
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▲

臨床研究 2）画像診断

P-10 下顎骨前方移動術後の下顎頭の三次元的形態変化
Three-dimensional morphological changes of the condyle after mandibular advancement

坂口 修1，土生 学2，大谷 泰志1，鶴島 弘基1，西牟田文香1，
三次 翔2，白川 智彦3，川元 龍夫3，冨永 和宏2，吉岡 泉1

（1九州歯科大学歯学科生体機能学講座口腔内科学分野，2九州歯科大学歯学
科生体機能学講座顎顔面外科学分野，3九州歯科大学歯学科健康増進学講
座顎口腔機能矯正学分野）

P-11 MR画像を用いた片側変形性顎関節症を有する患者における下顎窩面積の定量的測定
Quantitative analysis of the glenoid fossa in the patients with unilateral osteoarthrosis using
MR images

小樋 香織1,３，伊東 宏和2，五十嵐千浪2，小林 馨2，大久保力廣1

（1鶴見大学有床義歯補綴学講座，2鶴見大学口腔顎顔面放射線・画像診断学
講座，3東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学・障害者歯
科学分野）

P-12 顎関節症患者における joint effusion に関与する因子の検討
Examination for the factors related to joint effusion in patients with temporomandibular dis-
orders

水橋 史1,２，渡會 侑子1,２，永田 和裕2,３，堀 慧2，水橋 亮2，
小出 馨1

（1日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第1講座，2日本歯科大学新潟病
院あごの関節・歯ぎしり外来，3長岡デンタルコミュニケーションズ）

P-13 進行性下顎頭吸収では下顎窩最菲薄部が肥厚する
Thickening of the roof of the glenoid fossa of the temporomandibular joint in patients with
progressive condylar resorption

出澤 幸，松本 邦史，雨宮 俊彦，澤田久仁彦，江島堅一郎，
新井 嘉則，本田 和也
（日本大学歯学部歯科放射線学講座）

P-14 顎関節症患者のMRI 検査のキャンセルに関する検討
A study on cancellation of MRI examination in patients with temporomandibular disorders

細木 秀彦1，前田 直樹1，松本 文博2，田中 栄二3，松香 芳三4

（1徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科放射線学分野，2徳島大学大学院医歯
薬学研究部口腔内科学分野，3徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面
矯正学分野，4徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能 合再建学分野）
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▲

臨床研究 3） 合と顎機能

P-15 下顎運動シミュレーションシステムの改良による 合接触状態と定量的評価
Occlusal contact state by improved mandibular simulation system and quantitative assess-
ment

小見野真梨恵1，志賀 博1，丸山 智章2，上杉 華子1

（1日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第1講座，2茨城工業高等専門学校電
気電子システム工学科）

P-16 外科的矯正治療にともなう顎関節症状と下顎頭形態の変化
Changes of condylar morphology and temporomandibular joint symptoms following surgical
orthodontic treatment

遠藤 諭1,２，新美 奏美1,３，長谷部大地1，加藤 祐介1,４，小林 正治1

（1新潟大学大学院医歯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，2新潟市民病院歯科口腔外科，3新潟大学医歯学総合病院医療連携口
腔管理治療部，4新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター歯科
口腔外科）

P-17 睡眠時ブラキシズムの臨床診断の根拠としている臨床所見の実態解明
Elucidation of actual state of clinical findings regarded as the basis of clinical diagnosis of
sleep bruxism

木村 一誠1，山口 泰彦1，三上 紗季2，斎藤 未來1，後藤田章人2，
櫻井 泰輔3，前田 正名3，中島 利徳3，町田 友梨3，水野麻梨子3，
山田 恭子3，高橋 萌1，高橋 奏多1，石丸 智也1，上田 康夫1

（1北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野冠橋義歯補綴学教室，2北海
道大学病院高次口腔医療センター顎関節治療部門，3北海道大学病院冠橋
義歯補綴科）

P-18 BluetoothⓇを用いた小型軽量のポータブル装置による睡眠時生体現象分析システムの開発
Development of sleep biological phenomenon analyzing system using a compact and light-
weight portable device equipped with BluetoothⓇ

横山 正起，志賀 博，小見野真梨恵，難波 練久
（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第1講座）

P-19 earable 計測機による外耳道運動の計測と下顎運動との関連性について
Measurement of external ear canal movement using earable device and relationship be-
tween the movement and mandibular movement

梶井 貴史1,２，山野 貴史3

（1社会医療法人恵佑会札幌病院矯正歯科，2北海道大学大学院歯学研究院薬
理学教室，3福岡歯科大学総合医学講座耳鼻咽喉科学分野）
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▲

臨床研究 4）筋痛障害

P-20 開口制限を伴う咀嚼筋痛障害の筋電図学的評価
Electromyographic evaluation of myalgia with limited jaw movement

林 暁雨，石垣 尚一，髙岡 亮太，森口 大輔，久山晃太郎，
植田 陽，森岡 詞音，山本 梨絵
（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴
学分野）

▲

臨床研究 5）関節円板障害

P-21 急性のクローズドロック症例における治療結果の違いに関する検討
Effect of disc position for acute closed lock of the temporomandibular joint

内田 貴之1,４，飯田 崇2,４，岡本 康裕1，多田 充裕1，廣畠 広実3，
若見 昌信2，小見山 道2,４

（1日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座，2日本大学松戸歯学部クラウン
ブリッジ補綴学講座，3つくばセントラル病院歯科口腔外科，4日本大学松
戸歯学部付属病院口・顔・頭の痛み外来）

P-22 非復位性顎関節円板障害に対する運動療法の有効性の検証とロック解除を困難にする要因の
探索
Study on effectiveness of exercise therapy for patients with temporomandibular joint disc
displacement without reduction and on factors making joints difficult to be unlocked

坂口 晃平1，田口 望1,２，小林 里奈2，田口 慧2，日比 英晴1

（1名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科，2医療法人田口歯科医院）

▲

臨床研究 6）変形性顎関節症

P-23 FTO遺伝子の一塩基多型（rs8044769）の変形性顎関節症への関与
Involvement of SNP（rs8044769）of FTO gene in the temporomandibular joint osteoarthritis

髙岡 亮太1，久山晃太郎1，小石由紀子1，森口 大輔1，石垣 尚一1，
矢谷 博文1，桑原 俊也1，玉利 秀樹1，内山 百夏2，中谷 温紀2，
島本 博彰2，植田 陽1，森岡 詩音1，山本 梨絵1，林 暁雨1

（1大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴
学分野，2大阪大学大学院歯学研究科口腔分化発育情報学講座口腔顎顔面
放射線学分野）

▲

臨床研究 7）口腔顔面痛

P-24 CAD/CAMによる注射針誘導ガイドを用いた第二枝の三 神経痛のボツリヌス治療
Botulinum toxin therapy of second-division of trigeminal neuralgia using CAD/CAM-
derived injection guide

吉田 和也
（独立行政法人国立病院機構京都医療センター歯科口腔外科）
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▲

臨床研究 8）疫学研究

P-25 顎関節症患者にとって重要なアウトカムに関するスコーピングレビュー―日本顎関節学会診
療ガイドライン委員会―
Patient-important outcomes in temporomandibular joint disorder：A scoping review
―Clinical guidelines committe of the Japanese society for temporomandibular joint―

大井 一浩1，湯浅 秀道2，松村 英尚3,４，松田 慎平5，渡邊 友希6，
松香 芳三7，日本顎関節学会診療ガイドライン委員会8

（1金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎顔面口腔外科学
分野，2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，3松村
歯科医院，4九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座インプラン
ト・義歯補綴学分野，5福井大学医学部附属病院歯科口腔外科，6昭和大学
歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座顎関節症治療学部門，7徳島大学大
学院医歯薬学研究部口腔科学部門臨床歯学系顎機能 合再建学分野，8一
般社団法人日本顎関節学会診療ガイドライン委員会）

P-26 顎関節症における歯科衛生士の関わり―歯周病メインテナンス患者の顎関節症症状について
（その 2）―
Involvement of dental hygienists in TMDs―About the symptoms of temporomandibular
disorders in patients with periodontal disease maintenance（Part 2）―

根橋 杏未，島田 淳，柴坂 奈々，清本 聖文
（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）

▲

臨床研究 9）その他

P-27 顎関節症共通研修で研修歯科医は何を得られたか：研修終了後アンケート調査
Dental residents evaluate TMJ training content；Post-training questionnaire survey

高嶋真樹子1，河村 篤志1，山崎 裕太1，松崎奈々香1，高田 翔1，
上野山敦士2，池田 順行2，荒井 良明1

（1新潟大学医歯学総合病院顎口腔インプラント治療部，2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）

P-28 顎関節症患者の服薬状況の検討
Analysis of medication in patients with temporomandibular disorder

神山 裕名，飯田 崇，内田 貴之，石井 優貴，吉田 一央，
早川 英利，西森 秀太，増田 学，西村 均，小見山 道
（日本大学松戸歯学部付属病院口・顔・頭の痛み外来）
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P-29 睡眠時ブラキシズムにおけるgrindingおよびclenchingに対するスタビライゼーションスプ
リントの効果
The effect of stabilization splints on grinding and clenching in sleep bruxism

大木 郷資1，築山 能大2，熱田 生3，松中 健4，鮎川 保則1,４，
古谷野 潔3

（1九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座クラウンブリッジ補綴学
分野，2九州大学大学院歯学研究院歯科医学教育学分野，3九州大学大学院
歯学研究院歯科先端医療評価・開発学分野，4九州大学大学院歯学研究院
口腔機能修復学講座インプラント・義歯補綴学分野）

P-30 覚醒時ブラキシズムの発生の伴い変化する生体情報の検索
Biological changes before the onset of awake bruxism

佐藤多美代，森島 葵，菅沼 岳史
（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座顎関節症治療学部門）

▲

症例報告 1）骨/軟骨

P-31 歯科治療を契機に診断された両側筋突起過形成症の 1例
A case of bilateral hyperplasia of coronoid process diagnosed as an opportunity to dental
treatment

北吉麻理奈1，辻 要1，小滝 真也2，植村 紳司1，山田 耕治1，
秋山 広徳2，吉田 博昭1，井関 富雄1

（1大阪歯科大学口腔外科学第一講座，2大阪歯科大学歯科放射線科）

P-32 滑膜性骨軟骨腫症を疑い長期の経過観察を行なった 1例
A case of suspected synovial osteochondromatosis with long-term follow-up

伊澤 和三，鈴木 崇嗣，佐々木剛史，青木 隆幸，太田 嘉英
（東海大学医学部専門診療学系口腔外科）

P-33 閉口不全を呈した下顎頭骨軟骨腫の 1例
A case report of osteochondroma of the mandibular condyle with insufficient mouth closure

井上 庸子1，米津 博文1，横尾 嘉宣1，安西 寛真1，池邉 哲郎1，
香川 豊宏2

（1福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野，2福岡歯科大学診
断・全身管理学講座画像診断学分野）

P-34 二次性顎関節骨軟骨腫症の 1例―顎関節鏡支援下での顎関節開放手術―
A case of secondary osteochondromatosis of the TMJ ―The open surgery assisted by ar-
throscopy―

藤田 宏人1，大槻 榮人1，村上賢一郎2，大槻 有美1，大槻 麻1，
川上 哲司3,４，桐田 忠昭4

（1医療法人社団おおつき会大槻歯科医院，2赤穂市民病院歯科口腔外科，
3社会医療法人田北会田北病院歯科口腔外科，4奈良県立医科大学口腔外科
学講座）
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▲

症例報告 2）筋/靱帯

P-35 咀嚼筋 ・ 膜過形成症の手術を安全に行うための超音波骨メスとカッティングガイドの応
用
Application of ultrasonic bone scalpel and cutting guide for safe surgery for masticatory
muscle tendon and aponeurosis hyperplasia

三次 翔1，土生 学1，鶴島 弘基2，坂口 修2，西牟田文香2，
吉岡 泉2，冨永 和宏1

（1九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野，2九州歯科大学生体機能
学講座口腔内科学分野）

▲

症例報告 3）画像診断

P-36 両側顎関節の関節円板および円板後部組織石灰化の 1例
A case of bilateral disc and retrodiscal tissue calcification in the temporomandibular joint

枝 卓志1，伊東 宏和1，大蔵眞太郎1，中島 和則1，若江 五月1，
五十嵐千浪1，杉﨑 正志1，小林 馨1，大久保力廣2

（1鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座，2鶴見大学歯学部有
床義歯補綴学講座）

P-37 顎関節MR撮像により偶発的に発見されたくも膜嚢胞の 2例
Incidental found two cases of arachnoid cysts with MR imaging of the temporomandibular
joint

伊東 宏和1，五十嵐千浪1，若江 五月1，大蔵眞太郎1，枝 卓志1，
中島 和則1，沢井 清治1，尚原 弘明1，渋谷 寿久2，小林 馨1

（1鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座，2渋谷歯科医院）

▲

症例報告 4） 合と顎機能

P-38 顎位の変化に伴い臼歯部開 を生じた 1例
A case of posterior open bite with the change of the mandibular position

後藤田章人1，三上 紗季1，山口 泰彦2

（1北海道大学病院高次口腔医療センター顎関節治療部門，2北海道大学大学
院歯学研究院口腔機能学分野冠橋義歯補綴学教室）

P-39 変形性顎関節症患者の機能的評価を行った 2症例
Two cases that evaluated a function of temporomandibular joint osteoarthritis

平井 真也，木原 琢也，井川 知子，重本 修伺，重田 優子，
小川 匠
（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）
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▲

症例報告 5）筋障害

P-40 顎関節症との鑑別を必要とした咀嚼筋痛を伴う放射線性下顎骨骨髄炎の 1例
A case of mandibular osteoradiomyelitis with masticatory muscle pain that required differ-
entiative diagnosis from temporomandibular disorder

定梶 嶺1，大井 一浩1，川野 晃誠1，篠島 悠1，山下 耀子1，
植木 皓介1，伊藤 達郎1，麸谷 圭昭2，小林 一彦3，吉田 完4，
小山 岳海5，川尻 秀一1

（1金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎顔面口腔外科学
分野，2独立行政法人国立病院機構金沢医療センター歯科口腔外科，3市立
砺波総合病院歯科口腔外科，4市立敦賀病院歯科口腔外科，5公立能登総合
病院歯科口腔外科）

▲

症例報告 6）関節円板障害

P-41 顎関節円板後方転位の 1例
A case of posterior disk displacement of the temporomandibular joint

渡辺 昌広1，藤井 智子1，本橋 具和1，長谷 小町2，濱田 翔央2，
窪 寛仁1，中嶋 正博1

（1大阪歯科大学口腔外科学第二講座，2大阪歯科大学大学院歯学研究科口腔
外科学専攻）

▲

症例報告 7）変形性顎関節症

P-42 左側下顎頭切除後に，右側下顎頭の変形性顎関節症をきたした 1例
The left-side condylar excision caused the right-side osteoarthrosis：A case report

田窪 千子
（松江赤十字病院歯科口腔外科）

P-43 関節腔内の出血により臼歯部開 を呈した変形性顎関節症の 1例
A case of osteoarthritis of TMJ with open bite in the molar region due to intracapsular hem-
orrhage

秋山 史織1,２，石井広太郎1,２

（1九州大学病院顔面口腔外科，2飯塚病院歯科口腔外科）

P-44 前歯部開 を伴う変形性顎関節症の 1例
A case of anterior open bite with osteoarthritis

影山 徹
（松本歯科大学病院矯正歯科）
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▲

症例報告 8）口腔顔面痛

P-45 顎関節痛を契機に発見された小脳橋角部腫瘍の 1例
A case of cerebellopontine angle tumor presenting with Temporomandibular joint pain

野間 昇，今村 佳樹
（日本大学歯学部口腔診断学講座）
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メインシンポジウム
顎関節と隣接医学の現在，そして未来

メインシンポジウムのねらい

座長：本 田 和 也
日本大学歯学部歯科放射線学講座
島 田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

顎関節は歯科の中でも隣接医学について知っていることが大変重要な分野である。これは耳鼻咽喉科領域だけでなく，
脳神経外科領域などの広範囲にわたる。しかし歯科医師がこれらの分野すべてに精通することは現実的ではなく，広く
浅い知識を持ち，必要に応じて，医科と連携し対応していくことが求められる。そしてこれは医科に依存するというこ
とではなく，歯科領域の専門家として，医科歯科連携における歯科の部分を担うために連携すべき事を知る必要がある。
また，顎関節は運動器であり，これを扱うためには，他の運動器同様の基本的な知識と対応法を知っていることも必要
である。
このようなことから歯科大学病院にて脳神経外科医，耳鼻咽喉科医として活躍されている平山晃康先生，丹羽秀夫先

生に顎関節疾患と隣接医学についての考えを整理していただく。また，運動器の慢性痛治療を理解するために，慢性腰
痛治療のスペシャリストである松平浩先生に運動器としての顎関節疾患への対応をどのように考えたら良いかアドバイ
スをいただこうと考えている。是非この機会に「顎関節と隣接医学の現在，そして未来」に触れていただきたい。

●略歴●

本田和也
1982 年 日本大学歯学部卒業
1987 年 日本大学大学院歯学研究科（歯科放射線学専攻）終了

1987 年 日本大学助手（歯科放射線学講座） （平成 16 年 12 月 31 日まで）
2005 年 日本大学講師（専任扱） （平成 19 年 3 月 31 日まで）
2007 年 日本大学専任講師 （平成 19 年 11 月 30 日まで）
2007 年 日本大学教授 （現在まで）
2017 年 日本大学歯学部長 （現在まで）
2017 年 日本大学理事 （現在まで）

顎関節症専門医・日本歯科放射線学会専門医・指導医・認定医・口腔顔面痛名誉指導医
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島田 淳
1987 年 日本大学歯学部卒業
1991 年 日本大学大学院歯学研究科（補綴学専攻）修了
1995 年 日本大学助手（補綴学教室局部床義歯学講座）
1999 年 東京歯科大学講師（スポーツ歯科研究室）
2005 年～ 医療法人社団グリーンデンタルクリニック 理事長

東京歯科大学非常勤講師（スポーツ歯科研究室）
2008 年 神奈川歯科大学非常勤講師（かみあわせリエゾン診療科）
2012 年～ 日本顎関節学会理事
2017 年～ 神奈川歯科大学特任教授（包括的 合機能回復外来）

歯科顎関節症専門医・口腔顔面痛専門医・指導医，日本補綴歯科学会専門医・指導医
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メインシンポジウム
顎関節と隣接医学の現在，そして未来

MS-1 顎関節疾患と脳神経外科疾患の鑑別―頭痛，顔面痛ほか―

平 山 晃 康
日本大学松戸歯学部付属病院痛み医科

日本大学松戸歯学部は，平成 18 年に新付属病院を開設し，「口，顔，頭の痛み外来」を新設した。当外来では，歯，
口を含めた頭部，顔面すべての慢性の痛みの診断治療を行う。従来，歯学で扱ってきた歯痛やその他の口の痛み，顎と
顎の関節の痛みに加えて，これらの痛みによく合併してみられる頭痛，顔の痛み，さらにそれらに伴う首の痛み，肩の
痛みを総合的に診療する。これらの領域の痛みの診療は，従来，歯学と医学のハザマとなり連携が不足した分野であっ
た。たとえば，かみ合わせの不具合により顎の関節が障害され，これが慢性化して，頭痛や肩こりの原因となっている
例や，頸部の筋肉の筋・筋膜炎や脳の血管が原因となって歯痛に似た症状を生じる疾患では，痛み専門の歯科医師と医
師の緊密な連携がないと，往々にして診療が遠回りとなり，患者の最大利益につながっていない面があった。前者の例
では，頭痛，肩こりを訴えて医師の診察を受けた患者さんを素早く歯科医師に紹介して意見を求めることが必要となる。
また，後者の例では通常の歯痛と異なる点がある場合には，脳からくるものではないかと疑って，歯科医師から医師へ
の紹介が必要となる。こうした不都合を解消するため，当外来では慢性の痛みを持つ初診患者に対しては，痛み専門の
歯科医師と医師がその日の内に同時に同じ診療室で診断を開始する。そのため，歯科診療室と面談室を融合させた個室
診察室を用意し，患者の動線を最短とした。さらに，局所麻酔注射（神経ブロック注射など）を用いて痛みをとるペイ
ンクリニック的治療や痛みに対する精神心理的な援助を含めた総合的な痛みの医療を行う。これらの新しい診療システ
ムにより，従来複数の医療機関を回ってなかなか納得のいかないことの多かった口・顔・頭の痛みに対して，迅速で確
かな診療が出来るものと考えている。今回は，新システムについて，脳神経外科領域の疾患を中心に発表したい。

●略歴●

1986 年 日本大学医学部脳神経外科助手
1995 年 日本大学医学部脳神経外科講師（専任扱）
2002 年 日本大学医学部脳神経外科専任講師
2003 年 日本大学松戸歯学部脳神経外科教授
2005 年 日本大学松戸歯学部付属病院顎脳機能センター

副センター長

2009 年 日本大学松戸歯学部付属病院副病院長
2012 年 日本大学医学部脳神経外科教授
2020 年 日本大学松戸歯学部付属病院顎脳機能センター

臨床教授
2021 年 日本大学松戸歯学部付属病院痛み医科臨床教授
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メインシンポジウム
顎関節と隣接医学の現在，そして未来

MS-2 顎関節疾患と耳鼻咽喉科疾患の鑑別診断―症状からの検討―

丹 羽 秀 夫，牧 山 康 秀
日本大学松戸歯学部脳神経・頭頸部外科

顎関節は側頭骨に接しており，顎関節疾患が近接臓器として耳鼻咽喉科領域の疾患と同様の症状が表出される場合が
見受けられます。そのため歯科医と耳鼻咽喉科医は顎関節周囲に共通する症状や互いの疾患に関して認識をもつ必要が
あります。多くの患者は自身の症状から歯科または耳鼻咽喉科のどちらかに行くべきかを迷い，最終的に両科ともに受
診される機会があります。両科おのおのが近接領域の疾患への理解が深まれば primary care の観点から患者さんへの対
応がスムースになり，かつ歯科診療をするうえでも安心して歯科治療に専念することができるということが考えられま
す。耳鼻咽喉科の観点から顎関節周囲と関連する症状と考えられるのは頻度の高い耳痛，耳閉塞感，耳の中の違和感，
難聴，耳鳴，聴覚過敏，めまい感から近接部位である頸部の痛み，咽頭違和感，頸部腫脹などが挙げられます。具体的
な疾患名として急性外耳道炎，急性中耳炎，慢性中耳炎（真珠腫），突発性難聴（急性低音性感音性難聴），慢性副鼻腔
炎，アレルギー性鼻炎，良性発作性頭位眩暈症，メニエル病，急性扁桃炎，急性耳下腺炎，頸部腫瘍（良性，悪性），咽
頭喉頭酸逆流症が主な鑑別疾患として重要と考えます。今回，歯科医が顎関節疾患と耳鼻咽喉科疾患を鑑別するために
必要であると考えられる疾患の特徴と内容を症状から検討して供覧したいと思います。

●略歴●

1991 年 日本大学医学部卒業
1991 年 日本大学耳鼻咽喉科研修医
1992 年 大宮赤十字病院耳鼻咽喉科
1993 年 日本大学大学院医学研究科
1997 年 銚子市立総合病院耳鼻咽喉科医長
1999 年 日本大学医学部耳鼻咽喉科助手

2000 年 ピッツバーグ大学医学部耳鼻咽喉科
Visiting Research Fellow

2002 年 日本大学医学部板橋病院耳鼻咽喉科
2003 年 横須賀市立市民病院耳鼻咽喉科科長
2005 年 日本大学医学部附属光が丘病院
2007 年 日本大学松戸歯学部頭頸部外科専任講師
2012 年 日本大学松戸歯学部脳神経・頭頸部外科准教授
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メインシンポジウム
顎関節と隣接医学の現在，そして未来

MS-3 Chronic Pain の多面的評価に基づく治療介入と健康寿命の延
伸に向けた運動器の包括的な評価・介入（ASOコンセプト）
について

松 平 浩
東京大学医学部附属病院22世紀医療センター運動器 痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座

患者に対し最適な 痛管理と包括的な健康を提供するためには，多面的な視点によるアセスメントとそれに対応する
ソリューションを明確化しておくことが望まれる。
第一に， 痛のメカニズムが侵害受容性，神経障害性，あるいは中枢性感作や下行性 痛調整系の機能異常がある cen-
tralized pain の関与が強いかを判断し，それに応じた薬物療法の選択を考慮する。Centralized pain の一部は，近年，新
たなコンセプトとして nociplastic pain（痛み情報処理神経回路の可塑性）とも呼ばれるが，new terminology といえる
Chronic Overlapping Pain Conditions（COPCs）において，「顎関節の痛み」は線維筋痛症などとともに最も centralized
の関与が強いグループに位置づけられている。また，顎関節症は，Functional Somatic Syndrome（FSS）の範疇でもあ
るため，Somatic Symptom Scale（SSS）―8 がスクリーニングツールとして有用かもしれない。SSS―8 は，直近 1週の体
の問題（1胃腸の不調，2腰背部痛，3四肢・関節の痛み，4頭痛，5胸痛または息切れ，6めまい，7疲労感，8睡眠障
害）について，どの程度悩まされたかを 5段階評価で問う質問票であり，DSM―5 のフィールドトライアルで身体表現性
障害（somatic symptom disorder）の診断を容易にするために用いられた。CSI―9（中枢性感作），MPQ（マギル），POMS
（気分関連），PCS（破局的思考），TSK―11（運動恐怖），ASRS（ADHD疑い）およびW-fun（労働機能障害）と量的
相関関係にあり，16 点以上を very high と判定している。SSS―8 が very high であると抑うつを 3割以上，中枢性感作
を 6割以上伴う。
Centralized pain に対しては，Exercise-Induced Hypoalgesia（EIH）の効果を狙った有酸素運動をTime-Contingent Ap-

proach を重視しつつ処方する。加えて，患者の 痛行動と家族の態度を注視しつつMultidimensional Pain Inventory
（MPI）を参考にしたサブグループ化をし，優先すべき認知行動療法のタイプを決定する。
痛管理とは独立して，健康長寿に向けて介入する価値の高い筋骨格系（運動器）の包括的診療パッケージとして「ASO

コンセプト（A 矢状面アライメント：姿勢およびその保持の不良 Poor Sagittal Alignment/Balance，S サルコペニア/
ダイナペニア Sarcoppenia/Dynapenia，O：骨粗鬆症 Osteoporosis）」を提案している。ASOは，それぞれが相互に関連
し，転倒および要介護のリスクとなる。

●略歴●

1992 年 順天堂大学医学部医学科卒業
1992 年 東京大学整形外科入局
1998 年 東京大学整形外科，助手（東大腰椎・腰痛グルー

プ担当）
2006 年 東京大学医学系研究科論文博士取得
2008 年 英国 Southampton 大学MRC Epidemiology Re-

source Center 留学
（MRC Epidemiology Resource Center（Uni-
versity of Southampton）
Southampton General Hospital, Visiting Scien-
tist and Senior Research Fellow）

2009 年 関東労災病院勤労者筋・骨格系疾患研究セン
ター（センター長），労働者健康福祉機構本部
研究ディレクター兼

2014 年 東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター
運動器 痛メディカルリサーチ＆マネジメント
講座長（特任准教授）

2016 年 現職（同講座特任教授），福島県立医科大学医
学部 痛医学講座特任教授（兼務）
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シンポジウム 1
顎関節領域の慢性痛に対する医科歯科連携を考える

共催：日本顎関節学会/日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム 後援：厚生労働省慢性 痛診療システム普及・人材養成モデル事業（近畿地区）

シンポジウム 1のねらい

座長：今 村 佳 樹
日本大学歯学部口腔診断学講座
石 垣 尚 一
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野

本年日本語訳が公開された国際口腔顔面痛分類第 1版（ICOP-1）では，痛みを「一次性 痛」と「二次性 痛」に大
別している．この一次性 痛は，原因が特定できない痛みであり，慢性 痛化しやすいため，治療にあたる歯科医師や
施設の充実が望まれている．日本口腔顔面痛学会では，これまでに非歯原性歯痛の診断能力の向上に努めてきたが，一
次性の慢性 痛に対応するためには，歯科のみの知識では困難であり，精神科，心療内科，脳神経内科などと連携する
必要がある．日本顎関節学会の歯科顎関節症専門医においても，今後，集学的慢性 痛治療に臨む機会が増加するであ
ろう．
そこでまず，宮地英雄先生（北里大学健康管理センター）には，歯科とのリエゾンや口腔心身症外来のご経験に基づ
き，精神科医からみた顎関節関連疾患の慢性痛の特徴や，歯科での課題や今後の展望についてお話しいただく．
次に，北原雅樹先生（横浜市立大学附属市民総合医療センター，ペインクリニック内科）には，地域中核痛みセンター
で行っている臨床と慢性痛に対する考えや医科歯科連携において歯科に求めることについてお話しいただく．
最後に，共同座長の石垣先生より，近畿地区における厚生労働省慢性 痛モデル事業に関わってきた経験から，歯科

を含んだ集学的な慢性 痛診療と診療連携の重要性，医療従事者同士の円滑な診療ネットワークの構築，痛みの診療や
ケアに関する治験・知識を広げる「医療者教育セミナー」の開催などの活動について，今後の課題も含め報告させてい
ただく．

●略歴●

今村佳樹
1981 年 九州歯科大学卒業，同大学院入学（歯科麻酔学専攻）
1985 年 九州歯科大学助手（歯科麻酔学）
1986 年 九州歯科大学講師（歯科麻酔学）
1987 年 NTT関東逓信病院ペインクリニック科研修生
1994 年 米国国立歯科学研究所神経生理・麻酔部門客員研究員（1995 年まで）
1998 年 九州歯科大学助教授（歯科麻酔学）
2003 年 日本大学教授（口腔診断学）
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石垣尚一
1984 年 大阪大学歯学部卒業
1988 年 大阪大学大学院歯学研究科修了大阪大学博士（歯学）
1989 年 大阪大学歯学部助手
1991 年～1993 年 ニューヨーク州立大学客員研究員（Otolaryngology, Plastic surgery, Head ＆

Neck Pain Center）
2003 年 大阪大学歯学部附属病院講師
2019 年 大阪大学大学院歯学研究科准教授

指導医・専門医：日本顎関節学会，日本口腔顔面痛学会，日本補綴歯科学会



― 37 ―

シンポジウム 1
顎関節領域の慢性痛に対する医科歯科連携を考える

S1-1 歯科において精神科リエゾンをおこなってみてわかったこと

宮 地 英 雄
北里大学健康管理センター

「リエゾン・コンサルテーション精神医学」という一分野がある。学問分野というよりは，医療システムとしての呼
称という要素が強い。「リエゾン」はもともとフランス語で「連携」を意味する語で，精神科医療において「リエゾン」
といえば，精神科医が，身体医療を担当する医師ほか医療従事者と連携を取り患者へ対応することをいう。精神科リエ
ゾン医療を担当する精神科医は，精神医学のみならず幅広い知識を必要とし，総合的に医療を遂行する技術を要求され
る。精神科医が連携する他領域の医療に対しての知識をある程度求められるのと同時に，連携を要する側の literacy も
必要である。歯科医師，患者，精神科医が同じ方向を向かないと，連携はうまくいかない。
歯科医師の多くは，精神医学的問題に対してはそれほど詳しくないであろうが，同時に，精神科医も歯科領域の問題
についてよく知っているわけではない。しかし今後広く連携を進めていくのであれば，「歯科リエゾンの専門家」という
のは作るべきではなく，双方の領域の一般的な医療者が障壁なく連携できるような，教育やシステムの構築が理想であ
る。
連携では，双方が広く共通した問題意識で関われるとよいと思うが，そのなかで一つのキーワードになりえるのが「感
覚」であると考えている。「感覚」は身体症状であるが，精神的問題の影響も受けやすい。その「感覚」の異常の中でも
特に重要なものに「痛み」があるが，その「痛み」について身体科，精神科双方がそれぞれに，それぞれの領域に関連
する問題についてもっと学び，その「痛み」を共通のキーワードにして患者に対処していくことが，連携を進めやすく
するものと考える。

●略歴●

1996 年 3 月 北里大学医学部卒業
1996 年 5 月 北里大学東病院精神神経科入局
2007 年 3 月 北里大学大学院医療系研究科博士課程卒

（医学博士取得）
2009 年 4 月 北里大学医学部精神科学診療講師

2012 年 4 月 北里大学医学部精神科学専任講師
2019 年 4 月 北里大学健康管理センター准教授
2002 年～ 精神保健指定医
2009 年～ 日本精神神経学会専門医
2014 年～ 日本口臭学会理事
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シンポジウム 1
顎関節領域の慢性痛に対する医科歯科連携を考える

S1-2 集学的痛みセンターと医科歯科連携におけるその役割

北 原 雅 樹
横浜市立大学附属市民総合医療センターペインクリニック内科

集学的痛みセンター（Multidisciplinary Pain Center：MPC）とは，生物心理社会的モデルに基づき，1）臨床面では
集学的なチーム医療でこじれた慢性痛に対処し，2）MPCがある地域の特性を考慮しつつ慢性痛についての研究を行い，
3）臨床・研究での後進の育成に寄与し，4）地域の医療者・住民・行政などに対して慢性痛についての啓発・教育活動
を行う，その地域の痛み診療の中心となる施設である。先進諸国の多くでは 2000 年代から整備が進み，人口 100 万人に
1つ程度配置されている。一方，日本は慢性痛診療の分野では世界に大きく遅れ，2020 年 10 月時点で集学的痛み治療が
行われていると認定された施設は全国で約 30 か所である。
医科歯科連携は慢性痛診療において今後の大きな課題であるが，それはとりもなおさず，現在，ほとんど連携が行わ
れていないことを意味する。最大の問題は，互いに何がどうなっているかを知らない，という情報の途絶ともいえる状
態である。
医科の医療者も個人的には歯科の医療者のお世話になることが極めて多い。齲歯の予防や治療，歯石の除去などで，
多くが年に数回以上，歯科の診療を受けているだろう。しかし，医療者の立場からみると，歯科の姿はほとんどみえな
いのが実情であろう。
当科にも，歯科や口腔外科から口腔周囲のこじれた慢性痛の患者が紹介されてくる。その初診の際に，一番多く浮か

ぶのは「どういう経緯でこうなったのだろう？」という疑問である。たとえば，医科領域の難治性慢性痛として線維筋
痛症の診断名で紹介されてくる患者がいる。不幸中の幸いに，多くの場合，線維筋痛症ではないと当科で再診断される。
その際に，紹介状や患者の問診などから，どこで何があって，その結果，痛みがこじれていったのかの推測がつく場合
がほとんどである。
一方，例えば顎関節症として紹介されてきた患者は，複数の歯科・口腔外科で， 合障害などの診断のもとに歯を削
られたり，埋められたり，抜かれたりしてくる。そして，その経過―どのような方針で何を行おうとしたのか―がまっ
たくと言っていいほど推測できないのである。
医科歯科連携の基本は，やはりお互いが「顔のみえる」関係を作り，慢性痛についてそれぞれ何ができるのか，相手
に何を期待しているのか，をざっくばらんに情報交換することであろう。そのためには，医科側ではまず各地域に設置
されつつあるMPCが先兵となって動く必要があろう。

●略歴●

1987 年 東京大学医学部医学科卒業
1987 年 帝京大学医学部附属市原病院麻酔科入局
1990 年 帝京大学医学部附属溝口病院麻酔科助手
1991 年 米国留学（Senior Fellow of Clinical Pain Service,

University of Washington Medical Center）
1996 年 帝京大学医学部附属溝口病院麻酔科助手
1999 年 帝京大学溝口病院麻酔科講師
2006 年 東京慈恵会医科大学ペインクリニック診療部

長，麻酔科講師

2009 年 東京慈恵会医科大学ペインクリニック診療部
長，麻酔科准教授

2016 年 横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科
特任教授（兼任）

2017 年 横浜市立大学医学部麻酔科学講座 准教授（ペ
インクリニック担当）

2019 年 横浜市立大学附属市民総合医療センター 診療
教授（ペインクリニック担当）

2020 年 横浜市立大学附属市民総合医療センター ペイ
ンクリニック内科診療部長/診療教授
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シンポジウム 1
顎関節領域の慢性痛に対する医科歯科連携を考える

S1-3 集学的な慢性 痛診療における歯科の役割と課題

石 垣 尚 一
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野

私は，2018 年度に近畿地区における厚生労働省慢性 痛診療体制構築モデル事業（モデル事業は全国 8地域で行われ
ている）に参加させていただく機会を与えていただいたのをきっかけに，引き続き 2019 年度には慢性 痛痛みセンター
設立モデル事業，2020 年度および 2021 年度には，慢性 痛診療システム普及・人材養成モデル事業に，歯科・口腔外科
部門の担当者として関わらせていただいている。
主な活動の一つとして，痛みの診療やケアに関する治験・知識を広げる「医療者教育セミナー」の開催がある。継続
して開催しているテーマは 2つあり，1つ目は歯科医師からの発信として，医師および多職種の医療従事者に対し，歯科
における痛みの特殊性を知っていただき，同時に，心療内科および運動療法の専門家から，歯科における慢性 痛に対
する適用を学ぼうとするものである。2つ目は，神経内科やペインクリニックの医師からの歯科医師への発信として，三
神経・自律神経性頭痛など，顔面口腔領域に痛みが発現する頭痛疾患への理解を深めようとするものである。
集学的な慢性 痛治療における歯科の役割にはいくつかの段階があると思う。最初は，慢性痛のことを知り，不要な
あるいは有害な治療介入を行うことを防止すること，次に，慢性痛のことを詳しく学び，患者に説明でき，専門領域に
紹介判断（診療連携）ができるようになること，そして，慢性痛の治療に参加することである。できるところから少し
ずつ始めていただき，痛みで苦しむ皆さんのQOLを少しでも改善するための一助となれば幸いである。

●略歴●

1984 年 大阪大学歯学部 卒業
1988 年 大阪大学大学院歯学研究科修了大阪

大学博士（歯学）
1989 年 大阪大学歯学部助手
1991 年～1993 年 ニューヨーク州立大学客員研究員

（Otolaryngology, Plastic surgery,
Head ＆ Neck Pain Center）

2003 年 大阪大学歯学部附属病院講師
2019 年 大阪大学大学院歯学研究科准教授

日本顎関節学会：指導医・専門医
日本口腔顔面痛学会：指導医・専門医
日本補綴歯科学会：指導医・専門医
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シンポジウム 2
臨床医の会企画シンポジウム【顎関節症 II 軸（心理社会的要因）への対応をマスターしよう！】

シンポジウム 2のねらい

座長：和 気 裕 之
みどり小児歯科・日本大学客員教授
澁 谷 智 明
日立製作所京浜地区産業医療統括センタ

すべての疾患は，心身両面から評価して，心身相関を検討して対応する必要がある。しかし，歯科医師は，患者の身
体面の評価と対応に関する知識と技術は多くもっているが，心理社会面あるいは精神面のそれは十分と言えない。
顎関節症においては，心理社会的要因や精神疾患と関連性が高い慢性 痛， 合違和感やその他不定愁訴を伴う症例
でその対応に苦慮している。
現在，顎関節症は，2軸診断（I軸：身体，II 軸：精神・心理社会）が推奨されている。今回，II 軸の評価法と対応法

を学ぶ目的で，はじめに，認知行動療法の基本と応用について，この領域の第一人者である精神科医の清水栄司先生に
ご講演頂く。また，文献的な考察は山口賀大先生に，そして，リエゾン診療の経験と歯科医師が行う心理療法は仲井太
心先生と渡邊友希先生にそれぞれご報告頂く。皆様と共に，本シンポジウムを通して慢性 痛や精神疾患の理解を深め
て，顎関節症の治療の向上を目指したい。

●略歴●

和気裕之
1978 年 日本大学松戸歯学部卒業
1981 年 みどり小児歯科開業（横浜市）
1992 年 東京医科歯科大学口腔外科で精神科医とのリエゾン診療を開始
1999 年 歯学博士（東京医科歯科大学）
2017～2018 年 一般社団法人日本顎関節学会副理事長
2018 年 一般社団法人日本顎関節学会名誉会員
2021 年 みどり小児歯科院長，東京医科歯科大学臨床教授，日本大学客員教授，昭和大学

客員教授，神奈川歯科大学客員教授，北海道大学客員臨床教授，長崎大学非常勤
講師，千葉大学非常勤講師，日本顎関節学会指導医，日本口腔顔面痛学会指導医
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澁谷智明
1991 年 九州歯科大学卒業
1997 年 東京医科歯科大学大学院修了（顎顔面外科学分野：歯学博士）
1997 年 東京医科歯科大学歯学部附属病院医員（顎顔面外科学分野）
2002 年 九州歯科大学助手（口腔外科学第二講座）
2003 年 九州歯科大学学内講師（口腔外科学第二講座）
2004 年 日立製作所主任医長

現在に至る

九州歯科大学特別研修員（口腔内科学講座），平成横浜病院非常勤医，東京歯科大学非常勤講師，日本大学松戸歯学部兼
任講師，神奈川歯科大学特任講師，顎関節学会理事・歯科顎関節症専門医・指導医，口腔外科学会専門医，口腔顔面痛
学会専門医・指導医・代議員，歯科心身医学会認定医・代議員，労働衛生コンサルタント，産業衛生学会代議員・関東
地方会および歯科保健部会幹事
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シンポジウム 2
臨床医の会企画シンポジウム【顎関節症 II 軸（心理社会的要因）への対応をマスターしよう！】

S2-1 認知行動療法の基本と臨床について
―歯科患者の慢性 痛への応用―

清 水 栄 司1,2,3

千葉大学大学院医学研究院認知行動生理学1，千葉大学医学部附属病院認知行動療法センター2，
千葉大学子どものこころの発達教育研究センター3

認知行動療法は，医学的根拠の強い精神療法であり，うつ病，不安症などの精神疾患の治療の第一選択となっている。
問題解決を目指し，偏った感情，認知（考え方），行動，身体反応の悪循環のパターンをバランスのとれたものに見直し
て，生活の質を上げていくために，週 1回 50 分で 16 回程度をマンツーマンで行うことが標準的である。近年，慢性
痛は，米国精神医学会の診断基準であるDSM―5 では，身体症状症（ 痛を主とする）と呼ばれるようになった。慢性
痛に対する認知行動療法も，メタ解析で有効性が示されている。千葉大学病院では，痛みセンターを設置し，多診療
科・多職種による総合的診察を行い，慢性の痛みを持つ患者さん一人一人に合ったオーダーメイドの痛み治療を提供し
ている。そのなかで，千葉大学病院認知行動療法センターが認知行動療法を提供している。われわれの慢性 痛の認知
行動療法の対面でのシングルアーム試験では，主要評価項目である 痛強度（NRS：Numerical Rating Scale）に変化は
なかったが，破局的認知（PCS：Pain Catastrophizing Scale）は有意に改善し，高い効果量を示した。また，副次評価項
目である日常生活障害度（PDAS：Pain Disability Assessment Scale），抑うつ，不安の程度はいずれも有意な改善を示
した。オンライン認知行動療法（vCBT）群と通常診療（TAU：Treatment As Usual）群のランダム化比較試験では，
主要評価項目の 痛強度（NRS）は両群で有意差なしであった。副次評価項目では，簡易的な 痛評価用紙（縮小版）（BPI：
Brief Pain Inventory）の 11 項目の総合スコアおよび 7項目の 痛による生活への支障（interference）スコアで vCBT
群はTAU群に比べ，有意な改善を示し，日常生活障害度（PDAS）において，vCBT群がTAU群に比べ，有意な改善
を示し，費用対効果に優れていることが示された。当日は，これらの慢性 痛の認知行動療法に対する臨床経験をもと
に，顎関節症の心理社会的要因への対応として応用する方策についての話題提供をしたい。

●略歴●

1990 年 千葉大学医学部卒業
1997 年 千葉大学大学院医学研究科博士課程（内科系精

神医学）修了
1997 年 千葉大学医学部附属病院精神科神経科助手
1997 年 米国プリンストン大学分子生物学講座客員研究

員
2003 年 千葉大学大学院医学研究院精神医学講師
2005 年 千葉大学大学院医学研究院精神医学助教授

2006 年 千葉大学大学院医学研究院神経情報統合生理学
教授

2010 年 研究領域名を認知行動生理学に変更
2011 年 千葉大学大学院医学研究院子どものこころの発

達研究センター長兼務
2015 年 センター名を千葉大学子どものこころの発達教

育研究センターに変更
2016 年 千葉大学医学部附属病院認知行動療法センター

長兼務
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シンポジウム 2
臨床医の会企画シンポジウム【顎関節症 II 軸（心理社会的要因）への対応をマスターしよう！】

S2-2 顎関節症の心理社会的問題について―文献的な立場から―

山 口 賀 大
東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部

2020 年，IASP（国際 痛学会）は“痛みの定義”を改定した。これを日本 痛学会は，“組織損傷が実際に起こった
時あるいは起こりそうな時に付随する不快な感覚および情動体験，あるいはそれに似た不快な感覚および情動体験”と
和訳している。
今回の定義は，従来（1979 年）のものからさらに，痛みにおける心理社会的問題（II 軸）を重視したものである。こ

のことからわかるように，痛みを評価する際には局所的評価と同等に，心理社会的評価が必須である。
また，II 軸の評価の歴史的な変遷では，G. Engel によって“Bio-psycho-social Model”が提唱されて以来多くの研究の
蓄積もあり，1992 年の RDC/TMD（Research and Diagnostic Criteria for TMD），2013 年の DC/TMD（The Diagnostic
Criteria for Temporomandibular Disorders）と診断基準が発展していった。
臨床では，I軸評価に加えて適切な II 軸評価を行うことで，それまで診断や治療に苦慮していた症例の病態が明確に
なることが多い。しかしながら，DC/TMDの II 軸スクリーニングは，1）痛みの描記，2）計量的慢性的痛みスケール
第 2.0 版（GCPS），3）顎機能制限スケール【8項目版】（JFLS-8），4）患者健康質問票（PHQ-4），5）口腔行動チェック
リスト（Oral Behavior Checklist）など多くの検査が必要となる。これは，研究目的であれば実施が可能であるが，臨床
においては患者と歯科医師の負担が大きい。また，II 軸の因子が関与していることが判明したところで，どう対応すれ
ば良いかわからないということも多い。
本講演では心理社会的問題（II 軸）の歴史的変遷ならびにDC/TMDにおける II 軸の役割，評価ならびに臨床運用に

おけるポイントを解説していく。

●略歴●

2013 年 北海道大学歯学部 卒業
2013 年 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科研修医
2015 年 医療法人田口歯科医院勤務

2018 年 愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座非常勤講
師

2021 年 東京医科歯科大学附属病院顎関節治療部医員
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臨床医の会企画シンポジウム【顎関節症 II 軸（心理社会的要因）への対応をマスターしよう！】

S2-3 歯科におけるリエゾン診療について
―リエゾン外来の経験を開業医として生かす―

仲 井 太 心
歯科仲井診療所

演者はこれまで開業医として，東京医科歯科大学および神奈川歯科大学の附属病院において精神科医とのリエゾン診
療を経験してきた。
東京医科歯科大学では，顎関節症や舌痛症などの，また神奈川歯科大学では顎関節症や 合違和感症候群などの患者
が主な対象となっている。
両外来ともに来院する患者の特徴は，既に複数の医療機関を受診したが症状の改善していない症例や，口腔顔面領域

の症状に留まらず全身的な身体症状，不安，抑うつなどの精神症状を伴う症例等である。
また，一部の患者では，自覚症状に対して 合治療などの不可逆的な治療を受けてさらに症状が悪化した症例など，

医原性の要因が疑われるケースもある。
こうした症例では，治療の妥当性や十分なインフォームド・コンセントが行われていたか，また，良好な患者―歯科医

師関係は築かれていたかなどが問題となる。
今回は，これまでの経験をもとにリエゾン外来を受診する患者の特徴と具体的な治療法について，および開業医から
精神科へ診察を依頼する場合のタイミングや患者への説明の方法等に関してもお話しさせていただく。
今回の発表にあたり和気裕之先生，宮地英雄先生にご指導をいただきました。この場を借りて深く御礼申し上げます。

●略歴●

2006 年 3 月 日本歯科大学新潟歯学部卒業
2011 年 3 月 北海道医療大学歯学部大学院歯学研究科修

了
2011 年 4 月 北海道医療大学歯学部任期制助手

2013 年 4 月 北海道医療大学歯学部非常勤講師
2017 年 4 月 神奈川歯科大学病院付非常勤講師
2020 年 4 月 神奈川歯科大学病院付臨床講師
2021 年 4 月 神奈川歯科大学病院付特任講師
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シンポジウム 2
臨床医の会企画シンポジウム【顎関節症 II 軸（心理社会的要因）への対応をマスターしよう！】

S2-4 歯科医師による心理的介入
―認知行動療法を顎関節症患者にどのように取り入れるか―

渡 邊 友 希
昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座顎関節症治療学部門

患者をBio-psycho-social model で捉えると，より理解は深まる。顎関節症の多くは，Bio（身体）だけではなく，-Psycho
（心理，精神），-Social（社会，環境）への多面的な対応が有用であり，慢性化した患者においては特に心理面への配慮
が求められる。
認知行動療法は精神療法・心理療法の一つである。うつ病の治療に始まった認知行動療法だが，薬物療法と同等の有
効性を認めたという結果や，さらには治療後の長期経過において薬物療法に勝る効果が報告されている。その後は精神
疾患のみならず，身体疾患や生活習慣病などにも応用されてきた。痛みの治療，特に腰痛に代表される慢性痛治療でも，
認知行動療法による介入が行われている。歯科ではいまだに精神・心理領域は十分な教育を受けていないのが現状であ
り，精神疾患が疑われる患者は専門家に相談すべきである。ただそのはざまにいるような患者では，歯科医師が対応せ
ざるを得ない状況が，現場ではしばしば生じている。歯科医師にも認知行動療法の考え方は有効なことが多いと実感し
ている。
では歯科医師にできる心理療法，認知行動療法的な介入とはどのようなものだろうか。まずは，患者との関係性構築
につとめつつ，認知行動モデルに基づき患者の問題を 1．身体，2．感情，3．認知，4．行動の 4つに分けてアセスメン
トし，それぞれに認知行動療法的な介入を試みている。
身体的治療のみでは改善は困難と感じた顎関節症患者の例を挙げて，認知行動療法的な対応について紹介したい。

●略歴●

1996 年 昭和大学歯学部卒業
2000 年 昭和大学歯学部第一口腔外科大学院

卒業
2000 年～2004 年 昭和大学歯学部第一口腔外科員外助

手
2008 年～ 昭和大学歯学部スペシャルニーズ口

腔医学講座顎関節症治療学部門兼任
講師

2013 年 10 月 放送大学教養学部教養学科（心理と
教育コース）全科履修生

歯学博士
日本顎関節学会：専門医
日本口腔顔面痛学会：認定医 専門医
日本慢性 痛学会：専門歯科医
DC/TMD Certification
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シンポジウム 3
顎関節疾患の診断と外科治療～運動療法が奏功しない場合の対応について考える～

シンポジウム 3のねらい

座長：儀 武 啓 幸
東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野

一般臨床医にとって，顎関節疾患に対する外科処置はいわば他人事になっているのではないでしょうか。しかし，歯
科医師が取り扱う顎関節関連疾患は顎関節症が全てでは無いことは言うまでもありません。また，顎関節症に対する開
口訓練や悪習癖の是正指導などの初期治療の有効性が広く認知されてきたものの，それらの治療が奏功せずに困った経
験をお持ちの先生も多いと思います。顎関節症の初期治療が奏功しない場合は，単に難症例というだけでは無く，顎関
節症と症状が類似したその他の顎関節疾患である可能性も念頭に入れる必要があります。言い換えれば初期治療は顎関
節疾患に対する診断的治療となり得るということでもあります。現在，初期治療としての運動療法が奏功しない場合の
対応についてのガイドラインは存在しませんが，その治療法としての顎関節外科は依然として重要な位置を占めている
と考えます。
以上から，本シンポジウムのテーマには顎関節外科に縁が無い（と思っている）臨床医の先生にこそ関心を持って参

加して貰いたいと思っています。そして，単に外科治療のみにフォーカスを当てるのではなく，開口障害，痛み，閉口
障害，顎関節雑音，などの顎関節疾患による症状への対処，特に初期治療後の対応と鑑別診断という視点から各シンポ
ジストにそれぞれの専門性と経験に基づいたお話をしていただく予定です。
本シンポジウムが顎関節学会（顎関節 症 学会ではない）として，顎関節疾患の治療における顎関節外科の意義を
再認識するきっかけとなる場を提供できればと考えています。保存的治療とその先のアドバンスな治療としての外科治
療（顎関節外科）を繋ぐ議論が今後増してくるものと期待しています。

●略歴●

1995 年 鶴見大学歯学部卒業
1995 年 東京医科歯科大学大学院 第一口腔外科学講座

（顎顔面外科学分野）専攻生
2000 年 東京医科歯科大学大学院修了（博士（歯学））
2001 年 東京厚生年金病院歯科口腔外科 医員
2006 年 東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野 助

教
現在に至る

2007 年 鶴見大学歯学部薬理学講座 非常勤講師 現在
に至る

日本口腔外科学会 専門医日本顎関節学会 専門医，指
導医日本口腔科学会 認定医 International Member of
American Society of Temporomandibular Joint Surgeons
（ASTMJS）。日本顎関節外科研究会（JSTMJS）創立メ
ンバー
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シンポジウム 3
顎関節疾患の診断と外科治療～運動療法が奏功しない場合の対応について考える～

S3-1 運動療法を主体とした初期治療が奏功しなかった症例を考える

島 田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

顎関節症は，自然経過が良好な疾患であり，心理社会的な枠組みの中で捉え，初期治療として適切な保存療法を行う
ことで，そのほとんどが症状の軽減，消失をみるとされている。しかし，当然，運動療法を主体とした保存療法を行っ
ても症状が改善しないケースがある。なぜ症状が改善しないか考えてみる。2014 年に学会より公表された「顎関節症と
鑑別を要する疾患あるいは障害」「顎関節・咀嚼筋の疾患あるいは障害」に示されている様に顎関節症に類似した疾患は
多い。また，他院で顎関節症として診断され，当院へ来院した患者の中には，歯髄炎や歯周炎，智歯周囲炎など口腔内
の疾患であったケースもあり，症状が改善しない場合には，まず診断を見直す事が必要である。次に，歯科医師の知識，
技術，経験などの問題がある。顎関節症と診断された場合，その病態に合わせた治療を行う必要があるだけでなく，顎
関節症は，心理社会的要因が関係しているため，同じような症状に，同じ治療をしても必ずしも良くなる場合だけでは
ない。また，患者側の問題としては心理社会的要因が強い，あるいは，ラポールが築けない，理解が悪いなど，アドヒ
アランスを上手く作れず，指導通りにセルフケアを行ってくれないなどのケースも考えられる。このような事を考えた
上で，開業医として困るのは，痛みが取れない。あるいは開口障害が改善しないという事ではないであろうか。特に痛
みは，患者の主観的な問題であるので，評価に困る。運動療法を行い，機能の改善の後に痛みが軽減してくるとわかっ
ていても，患者が強い痛みを訴えれば，どれぐらい我慢して運動療法を行えば，その先に痛みの改善があるかを示唆す
る事は難しい。開口障害も同様に運動療法をはじめとした保存療法で改善せず，毎回，変わらないと訴えられたらなす
すべはない。このようなケースでは，やはり高次医療機関へ助けを求めることになろう。今回の講演では，自院で対応
に困った顎関節症，さらにはどのような症例を口腔外科へ紹介したかについて見直すことで，開業医と歯科口腔との連
携について考えてみたい。

●略歴●

1987 年 日本大学歯学部卒業
1991 年 日本大学大学院歯学研究科（補綴学専攻）修

了
1995 年 日本大学助手（補綴学教室局部床義歯学講

座）
1999 年 東京歯科大学講師（スポーツ歯科研究室）
2005 年～ 医療法人社団グリーンデンタルクリニック

理事長
東京歯科大学非常勤講師（スポーツ歯科研究
室）

2008 年 神奈川歯科大学非常勤講師（かみあわせリエ
ゾン診療科）

2012 年～ 日本顎関節学会理事
2017 年～ 神奈川歯科大学特任教授（包括的 合機能回

復外来）
歯科顎関節症専門医・口腔顔面痛専門医・指
導医，日本補綴歯科学会専門医・指導医



― 48 ―

シンポジウム 3
顎関節疾患の診断と外科治療～運動療法が奏功しない場合の対応について考える～

S3-2 難治性の顎関節症として歯科口腔外科に紹介された症例について

岡 本 俊 宏
東京女子医科大学医学部歯科口腔外科

日本顎関節学会「顎関節症治療の指針 2020」による顎関節症の専門治療として，顎関節症では，基本治療により 1か
月から 3か月の治療でも改善しない場合，MRI による検査や，より高度な医療連携による処方，また医療連携による専
門的対処が必要となることが多いとされている。顎関節症症状に類似した顎関節症以外の顎関節・咀嚼筋の疾患，ある
いは障害にはさまざまな要因が考えられる。当科に顎関節症を疑い受診した症例の紹介元医療機関としては歯科医院が 4
割程度と最も多く，ついで整形外科，脳神経外科，耳鼻咽喉科などの院内他科である。一方で紹介なしで直接患者本人
が顎関節症を疑い受診するケースも 2割ほど認めた。一次医療機関での顎関節症に対しての治療期間は 0日から 6か月
と幅がみられている。本シンポジウムではこれらの症例のなかで，難治性の顎関節症として当科に紹介された症例に関
して，紹介元での診断と実際の診断・治療など，症例を通じて顎関節症の初期治療の対応に関して検討を行いたい。

●略歴●

1989 年 明海大学歯学部卒業
1992 年 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座助

手
1996 年 東京医科歯科大学顎顔面外科学講座国内留学
2004 年 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座准

講師
2005 年 ワシントン大学・免疫部門（米国）客員研究員
2006 年 セント・ジュード小児研究病院（米国）博士研

究員
2007 年 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座講

師
2009 年 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座准

教授
2019 年 東京女子医科大学八千代医療センター歯科口腔

外科診療科長
2020 年 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座顎

口腔外科分野教授
2021 年 東京女子医科大学医学部歯科口腔外科顎口腔外

科分野教授・基幹分野長博士（医学）

日本顎関節学会：専門医・指導医
日本口腔外科学会：専門医・指導医・評議員
日本がん治療認定医機構：がん治療認定医（歯科口腔外
科）
日本口腔インプラント学会：専門医・指導医・代議員
日本顎顔面インプラント学会：指導医・評議員
日本有病者歯科医療学会：認定医・指導医
日本口腔科学会：認定医・指導医・評議員
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S3-3 変形性顎関節症に対する顎関節洗浄療法ならびに低侵襲な
顎関節開放手術について

濱 田 良 樹
鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

変形性顎関節症（Osteoarthritis：OA）の本態は，顎関節を構成する骨・軟骨の退行性病変で，臨床診断はその症状
と画像所見によってなされる。一方，OAの病態形成の背景には咀嚼筋群の parafunction による顎関節への慢性的な com-
pressive force があり，病理学的には滑膜炎に継発する炎症性疾患である。したがって，顎関節症の初期段階においても
病理学的なOAは存在し，顎関節症に対する基本的な初期（非外科的）治療は，病理学的OAの臨床的OAへの進展を
防止する役割も演じているものと思われる。実際，臨床的にOAと診断された症例においても，非外科的治療は多くの
症例で奏効する。しかし，一部の症例では，筋症状は軽快しても顎関節痛による顎運動障害が残存し顎関節洗浄療法（洗
浄療法）の適用が検討される。このような症例では，画像診断学的に関節腔内における活動性の炎症反応を示唆する所
見が観察される。当科では洗浄療法として顎関節有視下洗浄療法を採用しているが，術中の関節鏡視所見からも滑膜炎
やOAの存在が確認できる。また，このような症例の滑液には，さまざまな起炎性物質が含まれていることは周知の事
実で，この段階で洗浄療法を適用することの妥当性は高いと考えられる。一方，洗浄療法にも抵抗性を示すOA症例の
CT検査では，下顎頭機能関節面の骨棘（関節隆起に生じることもある）が高頻度に検出され，これが炎症を伴う滑膜に
被覆された関節隆起を引っかくことで顎運動時の関節痛が生じると考えられる。演者らは，320 列Multi-detector CTを
用いて構成した 4-D CT画像にて，一部の症例の無痛最大開口位において，下顎頭の骨棘が関節隆起と接触している状況
を確認している。以上より当科では，機能関節面に生じた骨棘が顎運動時の関節痛の主因と考え，このような骨棘の除
去に主眼をおいた顎関節開放手術を行っている。この術式では，原則として関節円板切除は行わないため，従来の関節
円板切除術に比べて低侵襲な術式と思われる。実際の奏効率は約 94％で，術後の成功基準を満たすまでの期間も 3か月
と短く，臨床的有用性は高いと考えている。本講演では，上述のコンセプトに則った当科でのOAに対する外科療法の
流れを紹介するとともに，皆様とOAに対する外科療法の意義について有意義なディスカッションを展開できることを
願っている。

●略歴●

1989 年 東北大学歯学部卒業
1989 年 友紘会病院歯科口腔外科医員
1900 年 鶴見大学歯学部附属病院診療科助手（口腔外

科）
1991 年 博慈会記念総合病院歯科口腔外科医員（出向）
1992 年 鶴見大学歯学部助手（口腔外科学第一講座）

2003 年 鶴見大学歯学部講師（口腔外科学第一講座）
2008 年 鶴見大学歯学部教授（口腔外科学第一講座）
2011 年 鶴見大学歯学部教授（※口腔顎顔面外科学講

座）※講座名の変更
2017 年 Editor-in-Chief：J Oral Maxillofac Surg Med

Pathol
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S3-4 滑膜軟骨腫症，咀嚼筋 ・ 膜過形成症，筋突起過形成症の
診断と治療

儀 武 啓 幸
東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野

顎関節症の初期臨床診断に基づいた治療の開始にあたっては日本顎関節学会より「顎関節症患者のための初期治療ガ
イドライン」が示されている。しかし，日常の臨床では初期治療によっても症状の改善が得られない症例に出会うこと
も皆無ではなく，そのような場合には漫然と治療を継続することは避けなければならない。
顎関節症に対する初期治療が奏功しない場合に考慮すべきは，1）治療方法の選択の問題，2）診断の妥当性（高度な

画像診断に依らない初期臨床診断の限界）であり，これらは運動療法を主体とした保存的治療の限界にも連なる問題で
ある。
滑膜軟骨腫症，咀嚼筋 ・ 膜過形成症，筋突起過形成症は，顎関節症と同様の臨床症状を示すため顎関節症との鑑

別診断が困難であり，1次医療機関で的確に診断されずに，顎関節症として治療されている症例に紛れ込んでしまってい
る可能性があり，顎関節症の治療経過が思わしくないことが契機として発見されることが少なくない。また，いずれの
疾患も根治的な治療は外科的治療となる。
本講演では，これらの疾患の診断のポイントについて，顎関節症の各病態との臨床症状の類似点と相違点について鑑

別に有用な検査方法と重要となる検査所見を交えて解説を行うとともに対応と治療法の実際について症例を供覧しなが
ら議論を進めてみたい。

●略歴●

1995 年 鶴見大学歯学部卒業
1995 年 東京医科歯科大学大学院第一口腔外科学講座

（顎顔面外科学分野）専攻生
2000 年 東京医科歯科大学大学院修了（博士（歯学））
2001 年 東京厚生年金病院歯科口腔外科医員
2006 年 東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野助教

現在に至る
2007 年 鶴見大学歯学部薬理学講座非常勤講師 現在に

至る

日本口腔外科学会：専門医
日本顎関節学会：専門医・指導医
日本口腔科学会：認定医
International Member of American Society of Temporo-
mandibular Joint Surgeons（ASTMJS）
日本顎関節外科研究会（JSTMJS）創立メンバー
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シンポジウム 4のねらい

座長：松 本 邦 史
日本大学歯学部歯科放射線学講座
廣 瀬 尚 人
広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科

顎関節疾患は非常に多岐にわたる。特に顎関節症の成因や増悪のメカニクスはいまだ不明点も多い。一方顎関節症の
病態分類においては，これまで偉大な諸先輩方のご活躍により，ある一定の成果が達成され，それに伴い治療の体系化
が進んでいる。実際に学会が提唱する治療ガイドラインに従うことで，生活上問題ないレベルまで臨床症状を改善する
ことができると実感している。顎関節疾患における検討は，臨床検査や診療結果からのフィードバックも重要になるわ
けであるが，今後はミクロな視点からのアプローチ，すなわち生理学的，細胞生物学的検討を合わせることで，その詳
細な病態まで解明されていくことが推察される。
本シンポジウムでは，現在すでに最前線で活躍する新進気鋭の若手Dr.を集め，それぞれの専門分野からの臨床，研究
の最新の知見や専門医取得に関わる経験談など内容豊富なシンポジウムになっている。みなさまの日々の顎関節治療や
研究に対して，新しい発見があることを期待する。

●略歴●

松本邦史
2002 年 3 月 日本大学歯学部卒業
2006 年 3 月 日本大学大学院歯学研究科修了博士（歯学）
2008 年 4 月 日本大学歯学部歯科放射線学講座助教
2011 年 4 月 日本大学歯学部付属歯科病院顎関節症科医局長
2016 年 4 月 鹿児島大学病院顎顔面放射線科講師
2018 年 4 月 鹿児島大学病院顎顔面放射線科外来医長
2019 年 4 月 日本大学歯学部歯科放射線学講座助教
2020 年 4 月 日本大学歯学部歯科放射線学講座准教授

日本顎関節学会：学術委員会委員，病態分類委員会委員，研究企画委員会委員，若手部会会員
日本歯科放射線学会：専門医・指導医，代議員，診療ガイドライン委員会委員，防護委員会委員
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廣瀬尚人
2006 年 3 月 広島大学歯学部卒業
2007 年 3 月 広島大学病院歯科医師臨床研修プログラム修了
2011 年 3 月 広島大学歯学研究科修了博士（歯学）
2013 年 11 月 広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯科矯正学助教
2018 年 4 月 広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯科矯正学外来医長
2021 年 4 月 広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科講師

日本顎関節学会：学術委員会委員，若手部会会員，専門医等認定委員会委員
日本矯正歯科学会：認定医・指導医，代議員，認定医委員会幹事
中四国矯正歯科学会：学術委員
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S4-1 顎関節症患者の下顎頭骨髄変化に対するMRI T2 mapping を
応用した定量的評価の検討

重野健一郎
東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座

顎関節症患者の画像検査において，MR画像は関節円板転位や joint effusion の有無，erosion や osteophyte などの多
岐にわたる下顎頭骨変化を呈する変形性顎関節症の診断に最も適した画像検査法とされる。そのためこれまでMR画像
を用いた多くの研究が行われ顎関節症の医学的な解明が明らかにされてきた。しかし，そのなかでも未解明な点が多い
とされるのが下顎頭骨髄変化である。下顎頭骨髄における組織的変化は関節円板転位の存在との関連性が報告されてお
り，これは変形性顎関節症への進行を予兆する重要な因子であると考える。従来のMR画像診断では下顎頭骨髄におけ
る信号強度を視覚的に評価することで，正常な下顎頭骨髄の所見と比較して浮腫や骨壊死などの病理組織学的と対応さ
せて診断されてきた。本学では 2014 年以降，これらの画像所見を定量的に評価することを可能にするT2 mapping を応
用して，変形性顎関節症患者の各骨変化と下顎頭骨髄変化の関連性を検討し，本学会で報告を行ってきた。
本講演では，これまでわれわれが実施してきた臨床研究を文献的考察も交えて紹介させていただく。本講演での皆様
方との貴重な意見交換が，将来的になんらかの形で顎関節症における研究，治療のお役立ちとなれば幸いである。

●略歴●

2010 年 東京歯科大学卒業
2016 年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了
2016 年 東京歯科大学千葉病院口腔外科医員
2017 年 東海大学医学部付属八王子病院口腔外科臨床助

手
2019 年 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座助教

一般社団法人日本顎関節学会：認定医
公益社団法人日本口腔外科学会：認定医
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S4-2 顎関節症における関節痛の責任病巣は何か？
～下顎頭の bone marrow edema に着目する～

樋 口 景 介
仙台市立病院歯科口腔外科

顎関節痛は顎関節症における最も一般的な症状であるが，顎関節痛の責任病巣は十分に解明されていない。これまで
顎関節痛に関連するMRI 所見を調査した多くの研究がなされ，関節円板転位（ID），変形性顎関節症（OA），joint effusion，
下顎頭骨髄異常（bone marrow edema），円板後部組織（PDA）異常などとの関連が報告され，顎関節痛の責任病巣は
単一ではないことが示唆される。しかしながら，多くの研究は顎関節痛と単一のMRI 所見との関連を評価した二変量解
析であり，交絡因子の影響を否定できない。そこでわれわれは，顎関節症の診断でMRI を撮像した 245 関節において，
顎関節痛を目的変数，ID，OA，joint effusion，bone marrow edema，PDA信号変化を説明変数として多変量解析を行っ
た。その結果，bone marrow edema（オッズ比（OR）=11.6，p＜0.001），PDA信号変化（OR=6.21，p＜0.001），joint ef-
fusion（OS=2.21，p=0.03）が顎関節痛に有意に関連する所見であった（Relationship between temporomandibular joint
pain and magnetic resonance imaging findings in patients with temporomandibular joint disorders. Int J Oral Maxillofac
Surg. 2020；49：230-236）。本研究や文献の結果から，顎関節症の臨床において bone marrow edema は特に重要な所見
と考えており，下顎頭の bone marrow edema を縦断的に調査した研究についても概要を報告する（The relationship be-
tween bone marrow edema and bone changes in the mandibular condyle：A longitudinal study with MR imaging. Oral
Sci Int. 2013；10：33-39）。本講演が明日からの顎関節症治療にお役に立てれば幸甚である。

●略歴●

2005 年 3 月 東北大学歯学部卒業
2009 年 3 月 東北大学大学院歯学研究科修了（口腔外科

学分野）
2009 年 4 月 山形県立中央病院歯科口腔外科
2010 年 4 月 東北大学病院歯科口腔外科（医員）
2011 年 4 月 みやぎ県南中核病院歯科口腔外科（副科

長）
2013 年 4 月 東北大学病院歯科顎口腔外科（助教）
2017 年 4 月 仙台市立病院歯科口腔外科（医長）

日本顎関節学会：歯科顎関節症専門医
日本口腔外科学会：口腔外科専門医・指導医
日本がん治療認定医機構：がん治療認定医（歯科口腔外
科）
日本口腔顔面痛学会：口腔顔面痛認定医
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S4-3 認定医・専門医取得までの最短距離を走るために

山 口 賀 大
東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部

顎関節疾患を専門領域として日々の診療を行っている歯科医師において，大学での評価項目として専門資格を有する
こと，一般開業医での周辺地域への集患対策などとして専門資格を取ることは有意義なことであると考える。特に認定
医や専門医を取ることを一つの目標とすることは，日々の研鑽の大きなモチベーションとなる。
また，日本歯科専門医機構の尽力もあり，歯科専門医制度の確立が将来的に見込まれていることからも，ますます学
会認定資格の重要性が増していくものと考える。
演者は，学会所属してから申請に必要最低条件を満たした段階で認定医資格ならびに専門医資格を取得している。こ
れを達成できたのは，諸先輩歯科医師からのアドバイスなどが早期からあったことが非常に大きい。つまりは，単純に
いうと“早期から取得に向けての準備をする”ということに尽きるのだが，どのように準備するのか，何を準備するの
かなどを知らない同世代の歯科医師の意見をよく耳にする。
本講演では，これまで演者が得てきた諸先輩方のアドバイスや自身の経験をもとに，回り道をせず最短距離で学会認
定資格を取得するための方法を解説する。本講演が学会認定資格の取得を少しでも考えている同世代の歯科医師の参考
となれば幸甚である。

●略歴●

2013 年 北海道大学歯学部卒業
2013 年 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科研修医
2015 年 医療法人田口歯科医院勤務

2018 年 愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座非常勤講
師

2021 年 東京医科歯科大学附属病院顎関節治療部医員
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S4-4 顎関節疾患において今後取り組んでいくべき研究とは

水 口 一
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野

これまでのエビデンスの集積から，顎関節症の大部分が self-limiting な病態であることが明らかとなり，認知行動療法
や生活指導といった非侵襲的，非可逆的な初期治療によりその症状の多くが寛解することが知られるようになった。し
かしながらすべての顎関節症がこれらの初期治療で寛解を示すわけではなく，一部の症例においては口腔アプライアン
ス療法や薬物療法を施行することにより初めて症状・兆候の改善が認められる場合もある。このような少数ながら初期
治療が奏功しない症例が存在することが明らかであるにも関わらず，現状ではそれらを的確に診断する事は困難である。
そのため，すべての症例に初期治療を実施し，その治療結果から初期治療が奏功しないタイプであると診断し，さらな
る治療法を実施している。そのため初診の段階で，初期治療が奏功するのか否かが診断できれば，より早期に的確な治
療の実施が可能となり，治療期間の短縮や医療費の削減に大いに貢献できることになる。
一方で，睡眠時や日中のブラキシズムは，古くから顎関節症の発症/継続のリスク因子といわれてきたが，いまだ明確

な結論は得られていない。そのようななか，小型筋電図による夜間筋電図検査が保険収載されるにいたった。これは従
来の患者の自覚や口腔内所見によるブラキシズム診断の妥当性，定量性が低いことが認知され，ブラキシズムの客観的
な検査の必要性が高く評価されたことの裏付けであり，非常に喜ばしいことといえる。しかしながら現行の検査による
診断基準の臨床的な根拠や検査結果をどのように治療に活用するのかについて十分な議論はなされていない。そこで今
後，われわれが考えていかなくてはならないことは，本検査の有効性を示すことであり，具体的には，1）検査を行うこ
とにより治療法の選択が可能となり，2）選択した治療法により患者がどのようなメリットを享受できるのか，という点
を明らかにすることであろう。そのためには，本検査の妥当性，検査結果に応じた治療法選択の妥当性，その治療法の
有効性に関する臨床エビデンスの蓄積が求められる。そこで本講演ではこれらの点について，文献的考察を行うととも
にわれわれが行ってきた研究内容を併せて紹介させていただく。これらが顎関節疾患において今後解決しなければなら
ないトピックについて諸先生と意見交換できる一つのきっかけとなれば望外の喜びである。

●略歴●

1995 年 岡山大学歯学部卒業
1999 年 岡山大学大学院歯学研究科修了
2000 年 岡山大学歯学部助手
2005 年 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科助教

2012 年 岡山大学病院クラウンブリッジ補綴科（現歯
科・口腔インプラント科部門）講師 現在に至
る
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S4-5 中枢におけるブラキシズム発現メカニズムの検討

飯 田 崇
日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

ブラキシズムは歯のクレンチングまたはグラインディングおよび（または）顎の前方への突出といった動きを特徴と
して繰り返し行う顎運動であり，睡眠中に生じる睡眠時ブラキシズムと覚醒中に生じる覚醒時ブラキシズムの 2つに分
類される。健常者ではブラキシズムは疾患ではなく習慣（行動）とみなされるが，重度のブラキシズムは口腔顔面痛，
合性外傷，失活歯の歯根破折，補綴装置の破壊といった歯科的問題を引き起こす因子の一つとされている。また，顎
関節症の発症メカニズムは解明されていない点も多いが，病因の行動因子として睡眠時ブラキシズムおよび覚醒時ブラ
キシズムの関与が示唆されている。
しかしながら，ブラキシズムの発現機序・病態生理はこれまでに解明されておらず，臨床現場では対処療法による対
応が実情である。過去の疫学研究より睡眠時ブラキシズムのリスク因子は骨格や 合といった末梢性の因子は主要な要
因ではなく，主に中枢性の要因によって引き起こされていることが示唆されている。演者はこれまでに「ヒトはなぜ無
意識下でブラキシズムを生じるか」という問いに対して，そのブラキシズムが発現するメカニズムを中枢から解明する
研究を進めてきた。
ヒトは日常生活において無意識下で下顎運動を反復的に行っている。単純な下顎運動により脳活動の賦活を認めるな
らば，日常生活における反復的な下顎運動が中枢に影響を与えている可能性が示唆される。つまり，日常生活において
無意識下に生じるブラキシズムの習癖によって中枢になんらかの変化が生じている可能性が考えられる。以上の実験結
果および仮説の検証により，これまでの研究から睡眠時ブラキシズムの習癖によって下顎運動を司る運動野に神経可塑
性変化が生じ，この神経可塑性変化が睡眠時ブラキシズムの習癖に起因した中枢の神経活動の違いに影響することを明
らかとした。一方，すべてのブラキシズムが歯科的な問題ではないことからNormo-bruxism（正常範囲内のブラキシズ
ム）と patho-bruxism（病的なブラキシズム）へ分類することを提言が Journal of Oral Rehabilitation に掲載された。こ
の概念をもとに将来的にブラキシズムの抑制を目的とした治療方法を確立するならば，patho-bruxism がターゲットとな
ることが考えられる。
今回はこれまでに進めてきた研究から得られた知見，その知見から考えられる将来的な展望について紹介する。

●略歴●

2003 年 日本大学松戸歯学部卒業
2007 年 日本大学大学院松戸歯学研究科修了
2007 年 日本大学松戸歯学部助教

2010 年～2012 年 デンマーク王国オーフス大学歯学部
ポストドクタルフェロー

2016 年 日本大学松戸歯学部専任講師
2021 年 日本大学松戸歯学部准教授
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シンポジウム 4
現在から未来につなぐ顎関節疾患の臨床と研究～若手臨床家・若手研究者からのメッセージ～

S4-6 筋突起過形成症による開口障害を正しく診断しよう

和 気 創
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

筋突起過形成症は，過度に形成された筋突起が開口時に頰骨後面および頰骨弓内面に干渉することで硬性の開口障害
を呈する疾患である。
本病態は両側性に発症することが多く，診断時の平均年齢は 20 代で，性別は男性に多い。
臨床症状は緩徐に進行する無痛性の開口障害が主であるが，自覚症状が乏しいことから医療機関への受診が遅れ，歯

科治療時に歯科医師に指摘されて気づくことも多い。また，その症状は顎関節症と類似していることから顎関節症との
鑑別が重要となる。
筋突起の過形成部位は病理組織学的に正常な骨からなり， 組織の骨・軟骨化性などにより筋突起の過長や過形成が

生じる可能性が指摘されている。発育異常，側頭筋の過活性，遺伝，全身疾患や症候群との関連や内分泌異常などの関
与が考えられているが，詳細な発症機序は明らかにされていない。
開口訓練などの保存的治療は適応とならず，根本的な治療法は筋突起切除術や筋突起切離術などの外科的治療により

筋突起と頰骨後面および頰骨弓内面との干渉を除去することになる。診断にはCTが有効であるが，顎関節症や咀嚼筋
の疾患などの鑑別のため必要に応じてMRI を活用する。
本講演では，筋突起過形成症による開口障害を正しく診断し，適切な治療の導入を行うために必要な臨床知識や顎関

節症などのほかの疾患との類似点と鑑別点を整理し，実際の症例を供覧しながら解説する。

●略歴●

2011 年 日本大学歯学部卒業
2012 年 東京医科歯科大学大学院医歯薬総合研究科顎顔

面外科学分野入局
2016 年 東京医科歯科大学大学院医歯薬総合研究科顎顔

面外科学分野修了（歯学博士）
2016 年 みどり小児歯科勤務 東京医科歯科大学大学院

医歯薬総合研究科顎顔面外科学分野非常勤

日本顎関節学会：若手部会会員・歯科顎関節症専門医
日本口腔外科学会：認定医
口腔顔面神経機能学会：認定医
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シンポジウム 4
現在から未来につなぐ顎関節疾患の臨床と研究～若手臨床家・若手研究者からのメッセージ～

S4-7 顎関節症円板障害 IIIa から IIIb への移行期における画像所見と
治療

高 原 楠 旻
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

顎関節症円板障害 IIIa から IIIb への移行期の病態には，間欠的クローズドロック，急性クローズドロックが含まれる。
前者では，患者の年齢， 痛の有無，ひっかかりや雑音の大きさなどの支障度により円板整位を試みるのか，経過観察
するのか，また後者ではロック期間により円板復位を目指すのか，非復位のままで下顎頭の可動性の向上を図るのか，
治療方針の選択は議論の余地がある。
間欠的クローズドロックは，通常は復位性円板転位の病態をとるが，一過性の非復位性円板転位により開口障害を呈

する。Wilke の病期分類によると，顎関節内障のEarly/Intermediate の段階にあるとされている。顎関節症 IIIa 型のな
かではまれな病態であり，発現状況や発現頻度などの臨床所見が多彩なため，治療についてはさまざまな見解がある。
一般に，無痛性のクリックのみの状態では日常生活での障害は少なく治療の必要性はないとされているが，間欠的クロー
ズドロックでは一過性の関節ロックにより日常生活に支障を及ぼすとされている。治療に関しては，リポジショニング
スプリントや上関節腔洗浄療法が有効とされるが，難治例もしばしばみられ，対応に苦慮することもある。間欠的クロー
ズドロックを病態分類し，臨床所見，MR所見，治療内容ならびに奏効率について検討したので報告する。
さらに，急性クローズドロックでは適切な早期タイミングでの治療介入により円板が復位することで最大開口域を大

幅に拡大し，痛みを即座に軽減することが可能である。関節円板復位に関しては，非復位の状態となってからの期間が
短いほど復位しやすいと報告されているが，その期間が短くても復位が得られない症例や，一度復位してもすぐに再び
非復位となってしまう症例も少なくない。観血処置を含み，手技上の有害事象の恐れもあるので円板復位療法の予知性
を高める必要がある。われわれは，急性非復位性関節円板前方転位に対して臨床所見，MRI 所見から関節円板復位の予
測因子を明らかにしたので，関節円板復位療法の適応を紹介する。

●略歴●

2004 年 新潟大学歯学部卒業
2004 年 東京医科歯科大学顎口腔外科入局
2005 年 焼津市立病院歯科口腔外科研修医
2008 年 東京医科歯科大学顎口腔外科医員
2009 年 千葉県がんセンター麻酔科医員

2010 年 東京医科歯科大学顎口腔外科医員
2011 年 東京医科歯科大学医歯学総合研究科大学院

（～2015 年）
2015 年 東京医科歯科大学顎口腔外科医員
2018 年 東京医科歯科大学顎顔面外科助教
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シンポジウム 5
顎関節症と TMD―世界の潮流を知る―

シンポジウム 5のねらい

座長：小見山 道
日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

本シンポジウムは国際的な顎関節症の診断や治療についてアップデートを目的とする。Diagnostic Criteria for Tenporo-
mandibular Disorders（DC/TMD）は International Research DC/TMD Consortium および国際 痛学会の口腔顔面痛
グループが中心となり，厳密な文献レビューおよび多施設臨床試験による信頼性と妥当性の検証を経て 2014 年に発表さ
れ，現在では国際的な標準となった。DC/TMDは生物心理社会的モデルに基づく 2軸診断システムを有し，もっとも頻
度の高いTMDのみを対象としたシステムである。それゆえ，すべての顎関節症を精緻に診断できるわけではなく，そ
こに若干の誤解が生じている場合もある。DC/TMDは感度と特異度が明示されており，それを達成するための詳細なプ
ロトコールも準備されている。したがって，臨床および研究で使用可能であり，各言語に翻訳されている。
今回はこのDC/TMDを再度わかりやすく紹介し，さらに新たに発表されたDC/TMD for children and adolescents に
ついても解説する。また顎関節上関節腔洗浄療法の世界的潮流についても概説する。世界の潮流を感じていただけると
幸甚である。

●略歴●

1989 年 日本大学松戸歯学部卒業
1990 年 日本大学松戸歯学部総義歯補綴学講

座
1998 年 日本大学博士（歯学）
2003 年 日本大学松戸歯学部講師
2003 年～2005 年 ベルギー王国ルーベンカトリック大

学歯学部客員教授
2011 年～ 日本大学松戸歯学部准教授
2016 年～ 日本大学松戸歯学部教授顎口腔機能

治療学分野
2021 年～ 日本大学松戸歯学部教授クラウンブ

リッジ補綴学講座
日本大学松戸歯学部付属病院口・
顔・頭の痛み外来責任者

日本補綴歯科学会：指導医・常務理事・代議員
日本顎関節学会：指導医・理事・評議員
日本口腔顔面痛学会：指導医・常任理事・評議員
日本顎口腔機能学会：評議員
日本 痛学会：評議員
日本歯科心身医学会：評議員
日本慢性 痛学会：専門歯科医
Asian Academy of Craniomandibular Disorders：Coun-
cil
International Association of Dental Research：Neurosci-
ence Group Past President
International Association for the Study of Pain
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S5-1 TMD X diagnosis = DC/TMD

島 田 明 子
長崎大学生命医科学域（歯学系）歯科補綴学分野

The Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders（DC/TMD）は 2014 年に Journal of Oral Rehabilitation 誌
にて，International Association for Dental Research（IADR）の International RDC/TMD Consortium Network と Inter-
national Association for the Study of Pain（IASP）の Orofacial Pain Special Interest Group から発表された国際的に標準
化された顎関節症の診断基準である。その歴史は 2001 年に千葉県で開催された IADRで発足した International RDC/
TMD Consortium Network に始まり，様々な検証，議論を経て現在の形式に至る。20 年経過した現在でもエビデンスに
基づいたアップデートは，International RDC/TMD Consortium Network の後継グループである the International Net-
work for Orofacial pain ＆ Related disorders Methodology（INfORM）によって継続的に行われている。
演者は 2014 年南アフリカケープタウンで開催された IADR中に開催された International RDC/TMD Consortium Net-

work 主催のシンポジウム『Next Steps for the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders（DC/TMD）』に
参加したのをきっかけに，教育，研究，そして臨床の場面でDC/TMDと関わってきた。本学会から 2020 年 12 月に発
表された『顎関節症治療の指針 2020』は，日本語版DC/TMDをベースに，日本の医療制度に則した形式に改変され，
日々の臨床に大変有用であるが，国外に比べるとあまり普及してない印象がある。
本講演では，DC/TMDについて INfORMの最近の活動を紹介し，日本におけるDC/TMDのより多様な活用につい
て考察する。

●略歴●

2003 年 長崎大学歯学部歯学科卒業
2007 年 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科修了
2007 年 長崎大学歯学部附属病院補綴治療室医員
2010 年 Visiting researcher, Section of Orofacial Pain

and Jaw Function, Department of Dentistry,
Aarhus University, Denmark

2011 年 Clinical instructor, Section of Orofacial Pain and
Jaw Function, Department of Dentistry, Aar-
hus University, Denmark

2012 年 PhD fellow, Section of Orofacial Pain and Jaw
Function, Department of Dentistry, Aarhus
University, Denmark

2015 年 Doctor of Philosophy（PhD）, Aarhus University,
Denmark

2015 年 Post.doc, Department of Dental Medicine, Ka-
rolinska Institutet, Sweden

2015 年 Post.doc, Section of Orofacial Pain and Jaw
Function, Department of Dentistry, Faculty of
Health, Aarhus University, Denmark

2017 年 大阪歯科大学病院口腔リハビリテーション科
講師

2019 年 大阪歯科大学高齢者歯科学講座 講師
2021 年 長崎大学生命医科学域（歯学系）歯科補綴学分

野 准教授
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S5-2 小児と青年のためのDC/TMD

小見山 道
日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders（DC/TMD）は International Research DC/TMD Consortium
および国際 痛学会の口腔顔面痛グループが中心となり，厳密な文献レビューおよび多施設臨床試験による信頼性と妥
当性の検証を経て 2014 年に発表され，現在では国際的な標準となった。DC/TMDは生物心理社会的モデルに基づく 2
軸診断システムを有し，最も頻度の高いTMDのみを対象としたシステムである。このたび，International Network for
Orofacial Pain and Related Disorders Methodology（INfORM）のメンバーにより小児，青年期のためのDC/TMDの改
善の方向性が発表された。これは，一般用のDC/TMDを小児と青年を対象に使用するために必要な見直しについて議
論されたものである。方法としては改訂版デルファイ法を用いて 14 名のワークショップによるプロトコール作成後，さ
らに 9名を追加して 3回のデルファイ法の過程を経て国際的なコンセンサスが形成された。DC/TMD for children and
adolescents の I 軸評価の見直しとしては以下の通りである。#10 歳を基準に小児と青年を区別し，両者においてスクリー
ニング用と完全版を準備する，#小児用，青年用，そして父母用の健康質問用紙，小児用，青年用に適合させたデモグラ
フィックと症状質問票を使い，臨床的な診断分類は現在のDC/TMDを流用する，#診察時の指示（コマンド）について，
成人用は使用せず，小児，青年用にわかりやすい簡便な説明を検討する，#青年の臨床診察は，運動時痛の検査は成人と
同様に行うが開口量は 36mm以下で開口障害とし，その他の診察は成人とほぼ同じとする，#小児の臨床診察は，運動
時痛の検査は開閉口運動のみとし 32mm以下で開口障害とする。筋触診は 9か所ではなく 3か所とし，関連痛といつも
痛みの使用についてはさらに検討とする。関節雑音は開閉口運動のみとする，#画像は成人と同じく顎関節症の診断には
要求しないが，鑑別診断などへの使用は考慮する。さらに現在は II 軸評価においても作業が進んでいる。これらの検討
項目を改善し，最終的な小児，青年用のDC/TMDが近々に完成する予定である。今回，TMDの国際的な専門家のコン
センサスを経て発表された，小児と青年の顎関節症を評価するためのDC/TMDの方向性について解説する。

●略歴●

1989 年 日本大学松戸歯学部卒業
1990 年 日本大学松戸歯学部総義歯補綴学講

座
1998 年 日本大学博士（歯学）
2003 年 日本大学松戸歯学部講師
2003 年～2005 年 ベルギー王国ルーベンカトリック大

学歯学部客員教授
2011 年～ 日本大学松戸歯学部准教授
2016 年～ 日本大学松戸歯学部教授顎口腔機能

治療学分野
2021 年～ 日本大学松戸歯学部教授クラウンブ

リッジ補綴学講座
日本大学松戸歯学部付属病院口・
顔・頭の痛み外来責任者

日本補綴歯科学会：指導医・常務理事・代議員
日本顎関節学会：指導医・理事・評議員
日本口腔顔面痛学会：指導医・常任理事・評議員
日本顎口腔機能学会：評議員
日本 痛学会：評議員
日本歯科心身医学会：評議員
日本慢性 痛学会：専門歯科医
Asian Academy of Craniomandibular Disorders：Coun-
cil
International Association of Dental Research：Neurosci-
ence Group Past President
International Association for the Study of Pain
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S5-3 顎関節上関節腔洗浄療法の世界的潮流

佐 藤 仁
昭和大学歯学部口腔外科学講座

本講演では顎関節上関節腔洗浄療法の本邦での取扱と近年の海外における報告を概説する。
2020 年に日本顎関節学会より公表された「顎関節症治療の指針」によれば，顎関節腔（上関節腔）の穿刺手技とそれ
に伴って行われるパンピングマニピュレーションや上関節腔洗浄療法は顎関節症に対する基本的な外科的治療の一つで
あり，観血処置であることや有害事象への対応を考慮して，口腔外科を専攻する専門医によって施行することが望まし
いとされている。本邦では，顎関節受動術においてパンピングを併用した場合と，関節腔洗浄療法を併用した場合では
歯科診療報酬点数に差があり，上関節腔に注射針を 2本刺入し，薬剤にて自然潅流を行った場合のみ関節腔洗浄療法の
算定が可能となっている。
近年，海外の報告では穿刺する針の本数によって開口量や顎関節痛などの治療効果には明らかな差がないことが示さ
れている。上関節腔に穿刺する針の本数は 2本よりも 1本の方が処置時間は短く，有害事象の発生リスクも低い。その
ため，最近では穿刺する針の本数を 1本としながらも，径の太いカテーテル針の外筒を上関節腔内に留置し，より径の
細い洗浄針をそこから挿入して関節腔内を洗浄することで，薬剤の潅流を試みる方法が報告されている。
関節腔洗浄療法において関節腔内に注入する薬剤については，生理食塩水やリンゲル液でも十分な治療効果が得られ
るとする過去の報告もある。現在ではヒアルロン酸や副腎皮質ステロイドホルモン，オピオイドなどの上関節腔内投与
が有効とされる一方，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）は有効性が乏しいことが報告されている。2021 年には 2つ
のランダム化比較試験が報告され，多血小板フィブリン（PRF：Platelet Rich Fibrin）の関節腔内投与によって顎関節痛
が改善すること，自家脂肪組織由来微小細断脂肪組織片の関節腔内投与により開口量や顎関節痛が改善したことなどが
示され，それぞれの治療法の有用性が注目されている。

●略歴●

2008 年 昭和大学歯学部卒業
2008 年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室臨床

研修医
2010 年 慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程
2012 年 デンマークオーフス大学歯学部臨床生理学教室

客員研究員
2012 年 学術振興会特別研究員DC2
2014 年 川崎市立川崎病院歯科口腔外科副医長
2016 年 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科

学部門助教
2018 年 ドイツエッセン大学付属病院顎顔面口腔外科

AOCMFフェロー
2019 年 昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学

部門講師

日本口腔外科学会
日本顎関節学会
日本口腔顔面痛学会：専門医
国際口腔顎顔面外科：専門医（FIBCSOMS）
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シンポジウム 6
オーラルフレイルにおける顎関節疾患の重要性

シンポジウム 6のねらい

座長：髙 野 直 久
髙野歯科医院

「オーラルフレイル」には，当初使われた狭義の意味合いと，最近では口腔機能の低下を包括した総称のような広義
の意味合いで用いることもある。変形性顎関節症，顎関節脱臼等のように，顎関節の状態による機能低下が，特に高齢
者では口腔機能の低下として発現することも考えられる。顎関節疾患による機能低下が「オーラルフレイル」として捉
えられている場合が少なからずあるはずである。顎関節疾患による「オーラルフレイル」について，臨床現場では感覚
的に感じているものの，十分な調査や検討の報告はない。そこで，今回，第一線で活躍されている方々にご参集頂き，
現状での知見や今後の方向性についてお願いした。顎関節疾患を治療する立場以外の多くの方々にも，「オーラルフレイ
ル」における顎関節疾患の重要性を伝える，これからの情報発信の始まりとしたいと思う。さらにご参集された方々に
は，今後の調査研究にご協力賜れば幸甚である。

●略歴●

1982 年 東京歯科大学卒業
1986 年 東京歯科大学大学院修了（歯学博士）
1986 年 東京歯科大学口腔外科学第 2講座助手
1992 年 髙野歯科医院院長

1992 年～現在 東京歯科大学口腔外科学第 2講座非
常勤講師（現在：顎顔面口腔外科学
講座）

2005 年～2015 年 （社）東京都歯科医師会理事，（社）
東京都学校歯科医会理事

2016 年～2019 年 （公社）日本歯科医師会常務理事
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シンポジウム 6
オーラルフレイルにおける顎関節疾患の重要性

S6-1 オーラルフレイルと咀嚼機能

飯 沼 利 光
日本大学歯学部歯科補綴学第1講座

現在，日本は超高齢社会を迎え，2020 年の高齢者人口は 3617 万人，総人口に占める割合は 28.7％とともに過去最高
となり，80 歳以上人口も 1160 万人と報告されている。そのため，高齢者や超高齢者（85 歳以上）を要介護とさせない
環境づくり，あるいは社会の超高齢化に応じた新たな価値観の創造と社会システムの構築が急務である。そもそも身体
および口腔機能の劣化は，高齢者において生命予後の悪化や日常生活での自立を脅かす重要な問題の一つとされている。
最近の疫学研究によると，高齢者では筋骨格疾患と口腔疾患とはさまざまに関連することが報告されており，しかもこ
の 2つの疾患は，互いに加齢に伴う低栄養，糖尿病，慢性炎症および認知機能障害などとも深い関連性があると報告さ
れ，発症基盤を共有する可能性が報告されている。一方，これまで要介護になる原因疾患としては，脳卒中や骨折が知
られているが，超高齢世代においてはその原因は必ずしも疾患ではなく，むしろ加齢による「低栄養・やせ」や「虚弱
（フレイルティー）」に起因する部分が大きいことがわかっている。そこで，私たちは“健康長寿”を実践するためには，
まずお口の健康が大切であると考え，“お口からながいき”というライフスタイルを提案している。それはすなわち，
むことの大切さであり，これには円滑な下顎運動の確保が重要と考えている。しかし現実には，良質な食生活が確保さ
れずに，低栄養状態となっている高齢者が数多く存在するのも事実である。そもそも人は，生涯生きるための栄養を口
から食事により得なくてはならず，これには咀嚼機能を保つことが最も重要とされる。一方，超高齢者の加齢による運
動能力や判断能力の低下を起因とする，社会生活でのさまざまな弊害や問題事象が報告されている。これまで，これら
の判断は医師に委ねられてきた。しかし，最近の研究から高齢者の加齢による判断能力低下の診断に口腔機能測定が有
効であることが報告されており，この問題解決のため歯科医師の活躍が大いに期待されている。そこで今回の発表では，
演者らがこれまで行ってきた超高齢者を対象とした「お口と身体の健康調査」から得た疫学データをもとに，健康寿命
の延伸のために必須とされるオーラルフレイル予防に，咀嚼機能がいかに重要な意味をもつか，さらにその機能の維持
が超高齢世代の健康にもたらすさまざまな効果について検討する。

●略歴●

1987 年 日本大学歯学部卒業
1991 年 日本大学大学院歯学研究科修了（歯博）
2002 年 日本大学専任講師歯科補綴学第 1講座
2010 年 慶應義塾大学医学部老年内科非常勤講師（現在

に至る）

2015 年 日本大学海外派遣研究員としてNewcastle
Univ.（英国）に派遣

2017 年 日本大学教授歯科補綴学第 1講座（現在に至
る）

2019 年 日本大学歯学部付属歯科病院病院長（現在に至
る）
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シンポジウム 6
オーラルフレイルにおける顎関節疾患の重要性

S6-2 高齢者に対するオーラルフレイル検査としての顎関節疾患
スクリーニング法の提案

玉 置 勝 司
神奈川歯科大学総合歯科学講座顎 合機能回復分野

日本の超高齢社会において高齢者の健康寿命の延伸に対して歯科医療が寄与するところは大きい。2015 年に公益社団
法人日本補綴歯科学会と東京都健康長寿医療センターとの共同研究「草津研究」が開始され，2020 年には機能歯数と生
命予後の関連性が確認された。また，2018 年 4 月の診療報酬改定に伴いオーラルフレイル状態の高齢者に対する新規病
名「口腔機能低下症」が収載された。この概念は，高齢者に対する口腔機能評価とそれに対応する管理指導の実施によ
り口腔機能低下の重症化を予防・改善を図り，国民の健康寿命の延伸に繋げようとするものである。そのような社会的
背景のなかで，2019 年度より本学会内に「オーラルフレイル委員会」が設置され，髙野直久委員長，佐藤裕二委員，島
田 淳委員，塚原宏泰委員，和気裕之委員らと高齢者のオーラルフレイル対応について本学会として協議を行ってきた。
以下がその概要である。【第 1回委員会】1．オーラルフレイルと口腔機能低下症の概説（佐藤裕二委員）2．高齢者の顎
関節症の現状（髙野直久委員長）3．オーラルフレイルと口腔機能低下症における顎関節症への配慮 4．機能低下の場合
の簡単な顎関節症スクリーニング法の必要性【第 2回委員会】1．高齢者に対する顎関節疾患のスクリーニングの項目と
内容（1）顎関節（顎の関節）に関する問診票（8項目：患者自身が答える）（草案作成）（2）スクリーニング調査票（6
項目：歯科医師が診察と検査する）（草案作成）（3）日本歯科医師会オーラルフレイル対応マニュアルに対する修正案の
検討依頼。2．若年者に対する顎関節疾患のスクリーニングの項目と内容（継続審議）厚労省の調査において，噛みにく
いという高齢者が多いとの報告がある。その背景にあるオーラルフレイル状態において， 合機能の低下と同時に顎関
節機能の評価も重要で必要不可欠と考えられる。こうしたことから，本学会では高齢者の顎関節機能を容易に評価でき
る「顎関節疾患のスクリーニング法」を作成し，日本歯科医師会へオーラルフレイル対応マニュアルへの収載を提案し
ていく所存である。今後，会員の先生方からのご意見も頂きながら，進めていきたい。

●略歴●

1982 年 4 月 神奈川歯科大学歯科補綴学教室第 3講座入
局，助手

1989 年 4 月 神奈川歯科大学歯科補綴学教室第 3講座講
師

2008 年 4 月 神奈川歯科大学顎口腔機能修復科学講座歯
科補綴学分野診療科教授

2011 年 4 月 神奈川歯科大学顎口腔機能修復科学講座有
床義歯補綴学分野准教授

2012 年 4 月 神奈川歯科大学顎口腔機能修復科学講座有
床義歯補綴学分野教授

2017 年 4 月 神奈川歯科大学全身管理医歯学講座顎 合
機能回復補綴医学分野教授

2020 年 6 月 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合
医療学講座顎 合機能回復補綴医学分野教
授

2021 年 4 月 神奈川歯科大学総合歯科学講座顎 合機能
回復分野教授
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S6-3 オーラルフレイルにおける口腔機能年齢（お口年齢）の活用

佐 藤 裕 二
昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含み，身体の衰え（フレイル）の一つである「オーラルフレイル」を診療室
で評価するために，日本老年歯科医学会は，「口腔機能低下症」を提唱し，2018 年から医療保険に検査と管理が導入され
た。しかしながら，2019 年 6 月の社会医療診療行為別調査によると，65 歳以上の初診患者 188 万名に対して，口腔機能
低下症の検査や管理が行われたのは，約 2万件程度であり，1％強にしか過ぎない。普及を妨げているものとして，「検
査に必要な時間の長さ」「検査機器導入のため費用」「記録・管理用紙の煩雑さ」「健康保険システムの問題」「管理方法
のわかりにくさ」どが挙げられている。
特に「管理方法のわかりにくさ」は問題である。口腔機能低下症に該当した場合には，老年歯科医学会の指導用資料
を参考にすると，「義歯，う蝕，歯周病などの歯科治療を受けましょう」「歯ごたえのある物を食べましょう」「 む筋力
を鍛えましょう」「一口の 20～30 回 みましょう」「食事形態の指導を受けましょう」などの指導を行うことになるが，
顎関節の状態による機能低下は考慮されていない。そこで，先に紹介された「オーラルフレイルに対応した高齢者の顎
関節疾患スクリーニング調査票」が重要になってくる。
しかし，口腔機能低下症の診断では，年齢性別によらず，同じ基準で判定されている。したがって，中年では年齢に
相応しい口腔機能がなくても，口腔機能低下症と診断されず，超高齢者では歳相応以上の口腔機能であっても，「口腔機
能低下症」と診断されるという問題点がある。実際，90 歳以上の方はほとんどが「口腔機能低下症」に該当してしまう。
「あなたは，お口の機能 7つのうち 6つがが下がっています。あれもして，これもして，よほど頑張らないと危ないで
すよ。」などといった「だめだし」をされると，前向きにはなれないであろう。
そこで，老化により口腔機能が低下し，性差があることを考慮して，口腔機能が歳相応かどうかを示すために，「骨年
齢」「血管年齢」「肺年齢」「肌年齢」「脳年齢」などと同様に「口腔機能年齢（お口年齢）」の算出方法を作った。これに
より，各人における管理の目標を明確にすることが可能となった。本講演ではその使い方に関して，顎関節症との関わ
りを含めて解説する。

●略歴●

1982 年 広島大学歯学部卒業
1986 年 広島大学大学院（歯科補綴学 1）修了・

歯学博士
1986 年 広島大学歯学部附属病院助手
1988 年～1989 年 アメリカ合衆国NIST客員研究員

1990 年 広島大学歯学部講師（歯科補綴学第
一講座）

1994 年 広島大学歯学部助教授
2002 年 昭和大学歯学部教授（高齢者歯科学）
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教育講演・セミナー 1 歯科衛生士セミナー

「歯科衛生士がどのように顎関節症と関わるか？」のねらい

座長：澁 谷 智 明
日立製作所京浜地区産業医療統括センタ
高 津 匡 樹
日本大学歯学部歯科補綴学第1講座顎関節症科

現在，歯科衛生士による患者管理の重要性が，歯周病の治療のみならず，オーラルフレイルの予防や在宅歯科診療な
どでも大きくなってきている。
一方顎関節症の治療においても，患者自身によるセルフケアが重要であることが明らかとなり，症状改善のためには

患者が適切にセルフケアを行うための患者管理が重要となってきている。歯科衛生士は患者管理の専門家であるため，
顎関節症の治療においてもその活躍が期待でき，本学会においても歯科衛生士の関わりを深めるために歯科衛生士部会
の設立に向けて動いている。
佐藤文明先生は，これまで顎関節症に対して東京医科歯科大学での調査・研究，臨床を通して，TCHの是正管理を含
めたセルフケアの重要性を啓発し，また開業後も自院において歯科衛生士とのチーム医療を確立している。そこで今回，
これまで行ってきたこと，また自院での例を挙げ，歯科衛生士に参加してもらいながら，どのように顎関節症への治療
をチームで行っていくと良いかについて，ご講演いただく。

●略歴●

澁谷智明
1991 年 九州歯科大学卒業
1997 年 東京医科歯科大学大学院修了（顎顔面外科学分野：歯学博士）
1997 年 東京医科歯科大学歯学部附属病院医員（顎顔面外科学分野）
2002 年 九州歯科大学助手（口腔外科学第二講座）
2003 年 九州歯科大学学内講師（口腔外科学第二講座）
2004 年 日立製作所主任医長

現在に至る

九州歯科大学特別研修員（口腔内科学講座），平成横浜病院非常勤医，東京歯科大学非常勤講師，日本大学松戸歯学部兼
任講師，神奈川歯科大学特任講師，顎関節学会理事・歯科顎関節症専門医・指導医，口腔外科学会専門医，口腔顔面痛
学会専門医・指導医・代議員，歯科心身医学会認定医・代議員，労働衛生コンサルタント，産業衛生学会代議員・関東
地方会および歯科保健部会幹事
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高津匡樹
1993 年 東北大学歯学部卒業
1997 年 東北大学大学院歯学研究科博士課程修了
2001 年 東北大学大学院歯学研究科加齢歯科学分野助手
2007 年 日本大学歯学部歯科補綴学第 I講座准教授
2017 年 日本大学歯学部付属歯科病院 顎関節症科科長

現在に至る
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教育講演・セミナー 1 歯科衛生士セミナー

EL1 歯科衛生士がどのように顎関節症と関わるか？

佐 藤 文 明
佐藤歯科医院今戸クリニック

顎関節症はう蝕，歯周病についで，歯科における第 3の疾患といわれて久しい。現在，顎関節症は単独の原因ではな
く，複合的な要因（リスク因子）により症状が出現すると考えられており，その基本治療として患者に対する病態説明
や疾患教育，発症継続要因である多くのリスク因子を抽出して指導を行う病因治療および顎関節症の症状に対して行う
病態治療が主に行われている。現在，病態治療については不可逆的治療を避け，できうる限り保存療法が行われる。
そのなかでも運動療法は有用性が認識されており，中心的な治療として行われている。運動療法は整形外科において

リハビリテーションとして実践されており，可動域の拡大や筋の伸展などを行うことで症状を改善する方法である。整
形外科では理学療法士，看護士，臨床心理士などが医師とともにワンチームで治療にあたる集学的治療が行われている。
一方，歯科では患者に運動療法の方法を説明，指導して，自宅でセルフケアとして行わせるのが一般的であり，この際，
患者への対応は歯科医師が単独で行っていることがほとんどである。
開業医が顎関節症患者を診る場合，歯科医師が単独で行おうとすれば十分な時間をかけられずスムーズにいかないこ
とも多い。限られた時間での患者への病態説明や治療法説明は，歯科医師側から患者への一方通行になりやすく，患者
側も遠慮して質問できない場合もある。また情報を受け取る患者自身の理解度もさまざまであり，時に忍耐強く，繰り
返しの説明が必要になる。さらには，運動療法をセルフケアとして自宅で行なってもらう場合でも自宅で確実に行えて
いるかなどの評価も重要となる。患者が歯科医師の説明を理解していない，指示通りにできていない，勘違いしている，
自分で独自のアレンジをしている，などが問題となる。これらの解決策として顎関節症の治療においても役割分担を行
い，疾病に対してチームアプローチを行うことはメリットがあると考える。
特に歯科衛生士は，歯周病などの予防や慢性疾患管理にも精通しており，セルフケアを実践させるスキルに長けてい
るため，歯科医師と連携し，顎関節症の治療管理に参画してもらうことは非常に有効であると考える。これらを踏まえ，
当院では現在，歯科衛生士が顎関節症治療の管理を担っている。今回の講演ではこれまでの経験を踏まえ，今後の歯科
衛生士の活躍の場を広げるチームアプローチについて考えてみたい。

●略歴●

1989 年 北海道大学歯学部卒業
1989 年 東京医科歯科大学歯学部第一口腔外科入局
1993 年 佐藤歯科医院開業（東京都台東区）
2004 年 東京医科歯科大学歯学部顎顔面外科学分野非常

勤講師
2007 年 歯学博士取得（東京医科歯科大学顎顔面外科学

分野）

2016 年 佐藤歯科医院今戸クリニック移転開業（東京都
台東区）

2021 年 現在に至る

日本顎関節学会：専門医・指導医・代議員・社会連携・
広報委員会委員・総務委員会委員
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「スポーツと顎関節」のねらい

座長：船 登 雅 彦
昭和大学スポーツ運動科学研究所

スポーツにより顎関節の軟組織損傷・捻挫・脱臼・骨折，外傷性顎関節炎，および顎関節症などの顎関節傷害が起こ
りうる。これは主に相手選手との接触やボールなどの道具による直接および間接的外力により生じる。特に顎関節症の
発症，維持・永続化に関与するリスク因子としてコンタクトスポーツ，球技スポーツ，ウィンタースポーツ，およびス
キューバダイビングなどが挙げられる。スポーツと顎関節とは切っても切り離せない関係があり，臨床で顎関節と関わ
る先生方にスポーツ歯学を理解していただきたい。そこで本セッションではスキー・スケート連盟医事委員であり，オ
リンピック強化スタッフなどを務め，スポーツ歯学分野で著明な武田友孝教授にスポーツクレンチング，クレンチング
による顎口腔系傷害， 合偏位の全身・運動機能への影響，および顎関節を保護するマウスガードなどについて解説し
ていただく。

●略歴●

1981 年 日本大学松戸歯学部卒業
昭和大学歯学部助手

1988 年 歯学博士（昭和大学）
1990 年 昭和大学歯学部第一歯科補綴学講座講師
2008 年 日本大学松戸歯学部兼任講師

2012 年 昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座
顎関節症治療学部門准教授
昭和大学歯科病院顎関節症治療科・スポーツ歯
科外来科長

2014 年 東京医科歯科大学歯学部非常勤講師
2017 年 昭和大学スポーツ運動科学研究所教授

（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講
座顎関節症治療学部門兼担教授）
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EL2 スポーツと顎関節

武 田 友 孝
東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室

たとえば，スピード，タイムを競う種目，陸上，水泳，アルペンスキーなどのトップアスリートは，100 分の 1000 分
の 1秒を争います。競技時には，極限状態ではないでしょうか。いかなる場面でも，アスリートはベストなパフォーマ
ンスを発揮するよう日々，激しいトレーニングを行っています。心身のコンディション作りにも並々ならぬ努力をはらっ
ており，近年は口腔内・顎口腔系の状態に関しても注意を払うアスリートが増加しています。スポーツ歯科医学の目的
は，歯の破折，顎骨骨折，外傷性顎関節炎などを代表とする顎口腔系スポーツ外傷ならびに運動時の強い持続的な嚙み
しめ（スポーツクレンチング）の結果としての歯の 耗，歯冠，修復物の破損，歯周組織のダメージなどの障害に対し
て，適切な予防策を講じること，不幸にして顎口腔系外傷，障害が起きてしまった場合の適切な診断，治療を行うこと，
歯学を通して全身の健康の維持・増進を図ること，歯科的な問題に煩わされることがなく自身のもつベストなパフォー
マンス，ベストな運動能力の発揮を支援することと思われます。顎口腔系の外傷・疾患・ 痛などは，全身の健康，機
能にさまざまな形で影響するものと思われ，顎口腔系と全身との運動学的な関連も明らかにされつつあり，歯牙欠損の
放置，不良な 合関係，不適切な口腔内装置の使用などが，姿勢，体のバランス，歩行，筋活動などに影響し，結果と
して外傷の発症，運動機能の低下に繋がるものと考えられています。今回は，各種競技におけるスポーツクレンチング
の発現様相，マウスガード非装着時・マウスガード装着時のクレンチングの顎口腔系傷害，間接的な外力により生じる
脳震盪への効果， 合偏位の全身・運動機能への影響などについてお話させて頂きます。トップレベルの選手では，ちょっ
とした口腔内のトラブルが，成績を左右することも考えられます。 合を守るという意味からも最新のマウスガードの
設計，製作法についても少しお話させて頂きたいと思います。スポーツにおける歯科的な活動は，縁の下の力持ちであ
ることが少なくないと思われます。しかし，今後のわが国のスポーツ界の発展に必要不可欠と思われます。今回のお話
が，先生方の臨床に少しでもお役に立ち，選手や国民の皆様の外傷の予防・軽減，競技力の維持向上に少しでもお役に
立てれば幸いです。

●略歴●

1983 年 日本大学歯学部卒業
1987 年 日本大学大学院歯学研究科（補綴学専攻）修了
1987 年 日本大学歯学部歯科補綴学教室局部床義歯学講

座助手（歯学部）
1999 年 日本大学歯学部歯科補綴学教室局部床義歯学講

座講師

1999 年 東京歯科大学スポーツ歯学研究室講師
2003 年 東京歯科大学スポーツ歯学研究室助教授
2018 年 東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研

究室教授



― 73 ―
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「口腔機能発達不全症への対応と顎関節症予防との接点」のねらい

座長：島 田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

「口腔機能発達不全症」は，発達不全と言っても，機能的にまったく働いていないわけではなく，機能獲得がやや遅
れている状態であり，早期に発見，介入し軌道修正が出来れば，その後の発達が見込まれるとされている。その主な対
応は，日常生活での気づき，生活習慣，食生活の見直し，トレーニングである。これは顎関節症のセルフケアと類似し
ており，このような子どもの頃からの正しい対応が，顎関節症の予防につながるのではないかと考え，今回，日本小児
歯科学会認定専門医・指導医としてご活躍されている浜野美幸先生に講演をお願いした。
浜野先生はかなり以前から，日々，子どもと向き合うなかでこの疾患に気づき，独自に取り組んでこられてきた。今
回，浜野先生が日常臨床で行われていることを踏まえ「口腔機能発達不全症」という疾患とその対応についてお教えい
ただく中で顎関節症の予防について考えてみたい。

●略歴●

1987 年 日本大学歯学部卒業
1991 年 日本大学大学院歯学研究科（補綴学専攻）修

了
1995 年 日本大学助手（補綴学教室局部床義歯学講

座）
1999 年 東京歯科大学講師（スポーツ歯科研究室）
2005 年～ 医療法人社団グリーンデンタルクリニック

理事長
東京歯科大学非常勤講師（スポーツ歯科研究
室）

2008 年 神奈川歯科大学非常勤講師（かみあわせリエ
ゾン診療科）

2012 年～ 日本顎関節学会理事
2017 年～ 神奈川歯科大学特任教授（包括的 合機能回

復外来）
歯科顎関節症専門医・口腔顔面痛専門医・指
導医，日本補綴歯科学会専門医・指導医
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EL3 口腔機能発達不全症への対応と顎関節症予防との接点

浜 野 美 幸
千葉歯科医院

「口腔機能発達不全症」とは，「「食べる機能」「話す機能」その他の機能が十分に発達していないか，正常（定型的）
に機能獲得ができていない状態で，明らかな摂食機能障害の原因疾患を有さず，口腔機能の定型発達において，個人的
因子あるいは環境因子に専門的関与が必要な状態」と定義されている。調査研究から小児の「食べること」に関してさ
まざまな問題があり保護者が悩んでいることが判明したことから，2018 年に「口腔機能発達不全症」の新病名ができ，
保険内で対応することができるようになった。本疾患の病態は，本人の自覚がなく保護者も気づいていないことが多い。
そのため歯科医療関係者が「意識して口腔機能を診る」ことにより早期に発見し，適切に対応することで口腔機能を正
常な発達に導くことが求められている。口腔機能は主に「食べること」を通じて機能獲得・発達するため，対応では正
しい咀嚼・嚥下指導を含めた生活指導を行う。口腔周囲筋の筋力・筋圧が適正に保たれ， 合保全力が働くことにより，
歯列・ 合形態を良い状態に導くことに繋がる。また正しい食習慣を小児期に身につけることは，生涯の健康に繋がる
ことは明白であり，食の専門的知識を有している歯科医療関係者が積極的に関わることを勧めたい。一方，口腔習癖お
よび，態癖（頰 ・猫背などの悪い姿勢，睡眠態癖，偏咀嚼などの誤った食べ方など）は，口腔機能発達に負に働いて
いる因子であり，口腔周囲筋は不適切な筋力・筋圧になり，歯列不正に繋がることがある。したがって口腔習癖・態癖
についても早期発見し，中止を支援することが大切である。口腔周囲筋の筋力が弱い場合は問題点に合わせた運動訓練
を行い，筋肉のバランスを整える必要があればストレッチを行うが，小児では遊びや生活のなかで取り組みやすい方法
を提案することも大切である。特に口腔機能の正常な発達には正しい姿勢による正しい舌位・口唇位が重要であり，こ
れらの生活習慣を小児期に身につけることは顎関節症予防と接点があるのではないかと考え，先生方のご意見を伺い再
考したい。「子どもの口腔機能を育てる」視点を推進していくためには，多職種と連携し，保育や歯科保健教育に取り入
れるなど協働することが必要である。本疾患と診断された小児だけでなく，すべての子どもたちに支援の手が届き，社
会全体で子どもを育てる環境が整うことを願っている。

●略歴●

1986 年 東京歯科大学卒業
1990 年 東京歯科大学大学院（小児歯科）修了
2003 年 千葉歯科医院院長現在に至る
東京歯科大学小児歯科学講座非常勤講師
昭和大学歯学部客員講師

日本小児歯科学会：常務理事・専門医指導医
全国小児歯科開業医会：理事
日本小児歯科学会関東地方会：副会長
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「顎関節症と矯正歯科治療」のねらい

座長：藤 田 幸 弘
藤田矯正歯科

顎関節症を伴う不正 合患者の矯正治療においては，まず顎関節症症状を消退あるいは緩和させ，その後可及的に症
状を再燃させないよう管理しながら矯正治療を行うことになる。矯正治療中に顎関節症が発現した際には，特に慎重な
対応が必要であり，対応を誤ると患者との信頼関係も損なわれ円滑な矯正治療が行えなくなることがある。初診時ある
いは矯正治療中に患者が訴える顎関節症症状を察知し，適切に対応することが必要不可欠となるであろう。
本セッションでは長年，矯正治療と顎関節症に関わられてきたエキスパートである山田一尋先生に，顎関節症を伴う
患者の矯正治療をできるだけ安全に遂行するための診察・検査，診断，そして治療中の顎関節症リスク因子を管理する
ための方法について，さらには矯正医を苦慮させ，矯正治療後の 合を壊す病態を示す，関節突起の短小化を惹起する
下顎頭の骨吸収についても先生の研究成果を交えて解説していただく。

●略歴●

1984 年 東京医科歯科大学歯学部卒業
1987 年 日本学術振興会特別研究員
1988 年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科（歯科矯正

学専攻）修了
1992 年 東京医科歯科大学歯学部歯科矯正学第一講座助

手
1996 年 東京医科歯科大学歯学部歯科矯正学第一講座講

師
2000 年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 合

機能制御学分野講師

2002 年 藤田矯正歯科（埼玉県越谷市）開設
2004 年 埼玉医科大学（歯科・口腔外科）非常勤講師

日本顎関節学会専門医・指導医
日本矯正歯科学会臨床指導医（旧称専門医）・指導医
日本顎関節学会代議員
日本顎口腔機能学会評議員（2008 年まで）
日本学術振興会審査委員候補者
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EL4 顎関節症と矯正歯科治療

山 田 一 尋
あすなろ小児歯科医院矯正歯科

顎関節症は 10 代に発症する疾患で，矯正治療の開始時期と重なる。そのため，矯正患者の初診時の顎関節，筋肉の診
査および矯正治療中に顎関節症が発症した場合の対応が重要となる。
顎関節症の要因については，ホストの耐性とメカニカルストレスのバランスが崩れた場合に発症すると考えられ，矯
正治療で扱う 合もメカニカルストレスの要因の一つにあげられている。不正 合の要因としては交 合の関連が疑
われている。しかしながら，同じような交 合でも顎関節症が発症する場合と発症しない場合があることから， 合
以外の他の因子を管理することが非常に重要になる。
一般に，矯正治療を希望する患者で，痛み，開口障害がなく関節雑音のみの場合，通報どおりの矯正治療の対応が可
能となる。しかし，初診時の顎関節，筋肉の状態の確認，および顎関節症の発症要因をコントロールしないで，矯正治
療を開始した場合，治療中，治療後に顎関節症状が発症あるいは再発する場合がみられる。従って，初診時の診査およ
び顎関節症の要因の管理が重要である。
また，下顎頭に突発性骨吸収が発症して下顎後退，偏位，開 が発症し，治療計画通りに治療が進まず，矯正治療が

きわめて困難に陥る場合が報告されている。突発性下顎頭吸収の要因は，ホストの要因として，ホルモンバランス，自
己免疫疾患，年齢，性差など，メカニカルストレスの要因として，悪習癖，外傷，不良な 合治療等が考えられている。
また，ストレスが加わる期間とその大きさが関連している。
本講演では，顎関節症患者に対する診査，検査，診断，矯正治療中の顎関節症の管理について解説する。

●略歴●

1981 年 新潟大学歯学部卒業
1985 年 新潟大学歯学部歯学研究科修了（歯

学博士）新潟大学歯学部歯科矯正学
講座助手

1988 年～1990 年 Creighton and Nebraska University
留学

1993 年 新潟大学歯学部附属病院講師
2001 年 日本顎関節学会学会賞学術奨励賞受

賞

2007 年 松本歯科大学歯科矯正学講座教授
2020 年 松本歯科大学定年退職
2020 年 あすなろ小児歯科医院矯正歯科勤務

現在に至る

日本顎関節学会：指導医・専門医
日本矯正歯科学会：臨床指導医・指導医・認定医
日本口蓋裂学会：認定師
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新認定医取得のためのセミナー

NL 顎関節学会新認定医の取得を目指してみよう！

塚 原 宏 泰
医療法人社団宏礼会塚原デンタルクリニック

専門性のある分野を学ぶことは，どの分野においてもとても面白く興味が尽きない。私は顎関節に携わって 30 余年に
なるが，開業医である今でもその関心は尽きない。その理由は，顎関節症を理解するために，歯科放射線学，口腔外科
学，補綴学，矯正学のほかに痛みや 合などを勉強する必要があり，それらは自分の知識欲なるものを簡単に満足させ
るものではないということ。また，顎関節症が身体的因子と心理社会的因子の 2軸からなることで，多彩な患者を診察
できることなどである。顎関節症患者を専門的に診察するメリットについて考えてみる。顎関節症患者は生活障害度が
強い方が多い。すなわち，さまざまな知識を駆使して診断し，症状が緩解した暁には，歯科医師として患者から多大な
信頼を得ることができる。現代社会においては，目先の利益より信頼を得ることを重要視すべきではないかと考える。
歯科顎関節症専門医は，全国で約 300 名程度でしかなくその多くは大学病院に所属している。確実に治療できる医療機
関は減少傾向にあり，逆に患者数は減少していない。つまり人気のないニッチ市場である。顎関節症は歯科臨床の多く
に関わってくるため，顎関節症の知識や治療への取り組みは今後の重要な課題である。新認定医を取得することは歯科
臨床における大きなアドバンテージとなるだろう。新認定医の取得がいかに魅力的なことかをお伝えしたい。

●略歴●

1989 年 日本大学松戸歯学部卒業
1989～98 年 東京医科歯科大学第 2口腔外科勤務
1997 年 口腔外科学会専門医
1998 年 東京都千代田区にて塚原デンタルクリニッ

ク開院
2002 年 東京医科歯科大学歯学部歯学博士
2004～15 年 東京医科歯科大学顎口腔外科客員臨床教授
2012 年 日本大学松戸歯学部顎顔面外科兼任講師

神奈川歯科大学非常勤講師
2018 年 日本顎関節学会理事

日本顎関節学会：専門医・指導医
口腔外科学会：指導医
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共催セミナー 協賛：サンスター株式会社

顎関節症治療の指針 2020 について

小見山 道
日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

我が国では，顎関節症の臨床における統一された診察，検査，診断，治療についての明確な指針が示されていなかっ
たため，顎関節症患者の増加にもかかわらず，共通の適切な認識に基づいた治療を実施できる一般臨床歯科医師が少な
い状況であった。近年，世界標準の顎関節症診断基準であるDC/TMDがとりまとめられた。この動きを踏まえて，日
本顎関節学会でも「学会症型分類とRDC/TMD分類の検証委員会」を設置し，本会が作成してきた顎関節症の症型分類
等とDC/TMDとの整合性を検討し，「顎関節症の疾患概念 2013」「顎関節症の病態分類 2013」「顎関節・咀嚼筋の疾患
あるいは障害 2014」「顎関節症と鑑別を要する疾患あるいは障害 2014」を発表した。またDC/TMDの日本語版も作成
した。顎関節症とその治療に対する考え方は，DC/TMDというかたちで世界的なコンセンサスが得られてきており，日
本においてもこれに準拠した顎関節症の標準的な治療指針の作成が必要であると考えられた。そこで，本学会でも，DC/
TMD日本語版の一般臨床への応用に際しての追加的検証に取り組んでいるが，この作業を完成するには暫く時間を要す
る。以上から，日本顎関節学会は，一般臨床歯科医師が使用できる顎関節症の標準的な診察，検査，診断および治療の
指針作成が急務であると判断し，現時点における「顎関節症治療の指針」を作成することとし 2018 年にホームページに
掲載した。
「顎関節症治療の指針 2020」は，「顎関節症治療の指針 2018」の改訂版であり，基本的には前回の指針を踏襲してい
るが，「顎関節症の診断基準 2019」の内容を挿入するとともに，その他の内容に関しても新たに見直しを行い作成された
ものである。本セミナーでは，この「顎関節症治療の指針 2020」の内容について要点と，その臨床応用について解説す
る。

●略歴●

1989 年 日本大学松戸歯学部卒業
1990 年 日本大学松戸歯学部 総義歯補綴学

講座
1998 年 日本大学 博士（歯学）
2003 年 日本大学松戸歯学部講師
2003 年～2005 年 ベルギー王国ルーベンカトリック大

学歯学部 客員教授

2011 年～ 日本大学松戸歯学部准教授
2016 年～ 日本大学松戸歯学部教授 顎口腔機

能治療学分野
2021 年～ 日本大学松戸歯学部教授 クラウン

ブリッジ補綴学講座
日本大学松戸歯学部付属病院 顎関
節・ 合科 科長



第 34回一　　般
社団法人日本顎関節学会学術大会

口演発表
ポスター発表



― 80 ―

O-1

低出力超音波パルス照射は機械的負荷に起因して生
じた下顎頭軟骨変性を修復する

Low-intensity pulsed ultrasound repairs mechanical
stress-induced cartilage degeneration in the TMJ

坂巻拓馬1，岩浅亮彦2，Linze XIA1，井澤 俊3，
加納史也4，山本朗仁4，田中栄二2

1徳島大学大学院口腔科学教育部口腔顎顔面矯正学分野，
2徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野，
3岡山大学学術研究院医歯薬学域歯科矯正学分野，
4徳島大学大学院医歯薬学研究部組織再生制御学分野

【目的】これまでにわれわれは，骨折における骨治癒促
進効果が認められている低出力超音波パルス（LIPUS）
の変形性顎関節症（TMJ-OA）に対する発症予防効果を
報告した。そこで本研究では，TMJ-OAにおける下顎頭
軟骨変性に対する LIPUS の治療効果について検討し
た。また，LIPUS の出力量による治療効果の違いについ
ても検討した。
【方法】11 週齢 ICRマウスに，1日 3時間の強制過開口
を 5日間あるいは 10 日間施行し，TMJ-OAモデル（過
開口 5日群，過開口 10 日群）を作成した。また，5日間
の過開口後，さらに 5日間の過開口と LIPUS 照射（30
mW/cm2，60 mW/cm2）を施行したマウスを LIPUS 群
とした。
【結果】µCT画像より，過開口群の下顎頭表面は粗造化
していたのに対し，LIPUS 群では，出力に関係なく，下
顎頭の粗造感の改善を認めた。組織学的解析より，LIPUS
群下顎頭においては過開口群で見られる軟骨細胞の空砲
化，軟骨細胞数の減少，骨梁の希薄化などの改善が認め
られた。さらに，免疫組織学的解析より，LIPUS 群下顎
頭軟骨層におけるMMP13 陽性細胞数が減少し，II 型コ
ラーゲンやアグリカンの陽性範囲が増大していた。一
方，TMJ-OAに対する LIPUS 照射の治療効果は出力が
30 mW/cm2において顕著であった。
【結論】LIPUS 照射がTMJ-OAの有効な治療法となる
可能性が示唆された。

O-2

超音波エラストグラフィーを用いた健常者における
筋の機能評価

Evaluation of masseter muscle on function in healthy
subjects using ultrasound elastography

篠島 悠1，大井一浩1，川野晃誠1，山下耀子1，
植木皓介1，定梶 嶺1，伊藤達郎1，麸谷圭昭5，
小林一彦3，吉田 完2，長谷 剛4，小山岳海4，川尻秀一1

1金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎
顔面口腔外科学分野，2市立敦賀病院歯科口腔外科，3市
立砺波総合病院歯科口腔外科，4公立能登総合病院歯科口
腔外科，5独立行政法人国立病院機構金沢医療センター歯
科口腔外科

【目的】超音波エラストグラフィー（USE）は，肝臓の
線維化や乳癌の診断で用いられる画像診断法で，組織の
歪（SR：Strain Ratio）を検出して硬さを客観的に評価
できる。近年，USEによる顎関節症患者の 筋硬さが報
告されたが，機能時における 筋の評価はほとんど見当
たらなかった。そこで今回，USEを用いて健常者の 筋
を機能的に評価したので報告する。
【方法】対象は，顎関節症と不正 合を除外した本院職
員の健常ボランティア 15 名とした。東芝メディカルシ
ステムズ社製超音波検査装置Aplioi700 を用いて，最大
みしめ時の左右 筋の最大豊隆部を安静時，開口時，
合時で評価し SRを算出した。各時点における SRの

変化および SRレベルと関連する因子について，年齢，
BMI，性別，最大開口域，overbite，overjet，舌圧，咀
嚼能力，口唇圧， 筋断面積に対応する 2時点の SRを
従属因子として統計学的に解析した。
【結果】SRは，安静時 0.05（0.009-0.45）と比較して，
開口時 0.05（0.1-0.02）では有意差がなかったが， 合時
0.07（0.19-0.03）では有意に大きく， 合時は開口時より
も有意に大きかった。開口時の SRが安静時の SRより
も大きくなるにつれて， 合力は低くなっていた。
【考察】 合時の SRは，開口時よりも大きく変化し，
開口時と安静時の SRの差が 合力と関連していた。
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O-3

三次元的分析に基づく下顎枝矢状分割術による下顎
頭位置変化と顎関節症との関係について

Relationship between mandibular condyle position
change and temporomandibular disorders after sagittal
split ramus osteotomy based on three-dimensional analy-
sis

金氏 毅，永田順子，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分野

【目的】下顎枝矢状分割術（以下，SSRO）の術後安定
性・顎関節機能変化は，下顎頭の位置変化が影響してい
ると考えられる。今回われわれは SSROの術後安定性・
顎関節機能変化と下顎頭の位置変化との関連について
CT画像による三次元的評価を行ったのでその概要を報
告する。
【方法】対象は 2016 年 4 月から 2020 年 9 月までに当院
において骨格性下顎前突症の診断のもと SSROによる下
顎後方移動を施行した症例のうち，術前と術後 1・6か
月目に CT撮影を行った 24 例 48 側（男性 9例，女性 15
例）とした。手術時年齢は 17-51 歳で，非対称を伴う症
例が 5例あった。側面頭部X線規格写真で Pogonion の
位置評価を行い，CT画像から下顎頭の位置や角度を評
価した。
【結果】後方移動量は平均 7.8±2.5mmであり，術後 6
か月で平均 0.8±0.9mm前方，0.4±0.6mm上方への後戻
りを認めた。術後 2mm以上の後戻りを認めた 7例では
下顎頭長軸角は有意に内旋し，下顎枝内外側傾斜角は有
意に外旋していた。また，術前よりも 5mm以上の開口
量の減少を認めた 4例においても下顎頭長軸角が有意に
内旋していた。顎関節症症状については，1例に症状の
悪化を認め，6例が改善，7例が不変，10 例が術前後に
無症状であった。
【考察】今回，SSROの術後安定性・顎関節機能回復に
おいて，下顎頭の軸変化が関連していることが示唆され
た。

O-4

顎関節徒手的授動術による臨床症状と 合の変化に
ついて

Clinical symptoms and changes in occlusion due to man-
ual mobilization of the temporomandibular joint

島田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

【目的】顎関節徒手的授動術は，顎関節症によるクロー
ズドロックの改善を目的として行う運動療法の手技の一
つである。これは，咀嚼筋痛障害，顎関節痛障害，復位
性顎関節円板障害，変形性顎関節症においても臨床症状
改善に有効なことも多い。顎関節徒手的授動術により臨
床症状が改善した患者のなかには， 合感覚の変化を訴
えるものもいることから，顎関節徒手的授動術施術前後
における症状と実際の 合の変化を調べることを目的と
した。
【方法】患者は 2021 年 1 月から 3月までに，顎関節症
症状または 合違和感を主訴として，医療法人社団グ
リーンデンタルクリニックに来院した初診および再診の
患者 10 名である。検討項目として主訴，現病歴，現症，
既往歴，通院年数，顎関節症病態分類，顎関節徒手的授
動術施術前後の症状および 合接触状態の変化について
検討を行った。 合接触状態の変化には，適合検査材ブ
ルーシリコーン（GC）および専用の分析装置バイトアイ
BE-1（GC）を用いた。
【結果】顎関節徒手的授動術施術による臨床症状はすべ
ての患者で改善傾向にあり，多くの患者において自覚的
な 合の変化が認められた。また， 合接触状態につい
ても多くの患者で変化が認められた。
【結論】顎関節徒手的授動術により 合が変化する可能
性が考えられたことから，施術を行うにあたっては，
合が変化する可能性に対する十分なインフォームドコン
セントが必要であると思われた。
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O-5

当科における顎関節滑膜軟骨腫症の臨床統計

Clinical statistics of synovial chondromatosis of temporo-
mandibular joint in our department

大竹義雄，野上晋乃介，江副祐史，高山慎騎，
木村 太，千葉雅俊，山内健介，高橋 哲
東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎
顔面・口腔外科学分野

【目的】顎関節滑膜軟骨腫症は関節滑膜組織から軟骨粒
が遊離し増大する疾患であり，主に膝，肩などの大関節
に好発し顎関節部の発症はまれな疾患である。今回われ
われは，当科において顎関節滑膜軟骨腫症の治療を行っ
た症例の臨床的検討を行った。
【方法】対象は 2013 年 1 月から 2020 年 12 月の間に，
当科で顎関節滑膜軟骨腫症の治療を行った 8例とした。
調査項目は年齢，性別，術前および術後の開口量，顎関
節痛，顎関節雑音などの臨床症状とした。また術前・術
後のCT所見，MRI 所見，さらに術中の顎関節鏡視下所
見と術後の病理組織学的所見についてまとめた。
【結果】年齢は平均 47.3 歳で女性が多かった。術後はほ
とんどの症例で術後の開口量は増大し，顎関節痛は消失
していた。CT所見では術後に下顎頭および関節結節が
正常であったものが 2例（25.0％）であった。MRI 所見
で遊離体は上関節腔に多くみられ，関節円板の前方転位
が 4例（50.0％）認めた。Milgram分類では第 2期が 6
例（75.0％），Gerard 分類では Stage1 が 5 例（62.5％）
だった。
【考察】遊離体を摘出したことで，術後開口量の増大と
顎関節の 痛を軽減させることができたが，CT所見に
おいてほとんどの症例で，下顎頭の erosion や osteophyte
といった変形が残存していた。このことから顎関節滑膜
軟骨症の再発と顎関節症状の再燃に留意し長期的な経過
観察が必要と考えられた。

O-6

歯科心身症を再考する―歯科心身症の概念の提案―

The reconsideration of dental psychosomatic disorder
―Proposal for a concept of dental psychosomatic disor-
der―

和気裕之1,２,３,５，依田哲也2，小見山 道3，玉置勝司4，
松香芳三5，山口泰彦6，石垣尚一7，島田 淳4，
澁谷智明8，佐々木啓一9，宮岡 等10

1みどり小児歯科，2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，3日本大学松戸歯学部クラウンブ
リッジ補綴学，4神奈川歯科大学総合歯科学講座顎 合機
能回復分野，5徳島大学大学院医歯薬研究部顎機能 合再
建学分野，6北海道大学歯学研究院口腔機能学分野冠橋義
歯補綴学教室，7大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再
建学講座クラウンブリッジ補綴学分野，8日立製作所京浜
地区産業医療統括センタ，9東北大学大学院歯学研究科口
腔システム補綴学分野，10北里大学医学部精神科

【緒言】歯科心身症は，定義や統一された概念がないた
め，歯科の教育や臨床の現場で混乱が生じている。今回，
「歯科心身症の概念」の試案を作成したので提案する。
【方法】日本心身医学会の心身症の定義（1991），ICD-10
の F54 およびDSM-5 の code316 と可能な限り矛盾がな
いように検討した。
【結果・考察】以下の「歯科心身症の概念」の試案を作
成した。今後，議論を重ねることで，「歯科心身症の概
念」が統一されて，適切な教育と臨床に繋がることが期
待される。
―「歯科心身症の概念」の試案―
すべての疾患は生物-心理-社会的モデルで捉える必要
があるが，歯科心身症は特に心理-社会的な評価と対応を
要する病態であり，以下の 2要件を満たす必要がある。
1．身体疾患（器質的障害ないし機能的障害）がある。
（注釈）器質的障害には，顎関節症（顎関節円板障害）
などが含まれる。一方，機能的障害という用語の範囲は
曖昧であり，たとえば舌咽神経痛から舌痛症にいたるま
で，発症機序のかなり明らかな疾患から，未解明の病態
まで含まれる可能性がある。どのような病態を身体疾患
（機能的障害）に含めるかは慎重な議論が必要である。
2．発症や経過に心理社会的要因が影響を与えている。
（注釈）心理社会的要因の影響の程度は，疾患ごとに，
個体ごとに，そして，同一個体でも時期ごとに差がある
ため，特定の疾患を心身症と呼ぶことは好ましくない。
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O-7

合違和感患者の診療フローチャートの提案

Proposal for clinical flowchart of patient with Occlusal
discomfort

和気裕之1,２,３，玉置勝司3，石垣尚一4，島田 淳3,５，
松香芳三6，山口泰彦7，澁谷智明3,８

1みどり小児歯科，2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，3神奈川歯科大学総合歯科学講座顎
合機能回復分野，4大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機
能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野，5グリーンデ
ンタルクリニック，6徳島大学大学院医歯薬研究部顎機能
合再建学分野，7北海道大学歯学研究院口腔機能学分野

冠橋義歯補綴学教室，8日立製作所京浜地区産業医療統括
センタ

合違和感は，主に歯や補綴装置等の器質的な異常に
起因する感覚障害と考えられる。顎関節関連では，関節
円板転位や顎関節滑膜骨軟骨腫症等が原因になることが
ある。
その多くは，歯， 合，および顎関節や筋の診察と検

査から異常所見がみつかるが，一部の症例では客観的な
異常を確認できない場合があり，難治なことが多い。
こうした症例は，Phantom bite syndrome や Occlusal
Dysesthesia などとよばれてきたが，日本補綴歯科学会
は， 合違和感症候群1）として提唱した。また，患者の
なかには，歯科心身症2）の病態に該当する場合があると
報告されている。しかし，現在のところ具体的な診療指
針は存在しないため，今回， 合違和感患者が受診した
場合の診療フローチャート試案を作成したので報告す
る。
基本的な対応は，疾患群を bio-psycho-social model と
して捉え， 合や顎関節等，不安や抑うつなど，および
生活背景などの各方面から評価したうえで診療する。
今後，皆様との議論を重ね，より精度の高いものを完
成し，臨床に資したいと考えている。
参考文献
1）玉置勝司，石垣尚一，他： 合違和感症候群，日補
綴会誌 5（4）：369-386, 2013．
2）和気裕之，依田哲也，他：歯科心身症を再考する．
第 36 回日本歯科心身医学会学術大会，北海道大学大学
院口腔診断内科学web 開催，2021. 6. 19, 20．

O-8

下顎頭外側皮下に突出した滑膜軟骨腫症の 1例

A case of synovial chondromatosis protruding subcuta-
neously to the lateral side of mandibular condyle

村上春奈，小山典昭，福山裕望，長野有悟，東條 格，
藤村和磨
兵庫県立尼崎総合医療センター

【目的】滑膜軟骨腫症は，滑膜が慢性的な機械的刺激を
受けた結果，化生変化を起こし，滑膜下結合組織に軟骨
形成を生じ，滑膜より関節腔内に遊離する疾患である。
好発部位は膝，肘，股関節であり，顎関節での報告は比
較的少ない。今回われわれは，下顎頭外側皮下に骨様硬
の突出を認め，パノラマ及び顎関節 4分割，CT撮影は
異常がなかったが，MRI 撮影にて病変が確認され，摘出
を行い滑膜軟骨腫症の確定診断を得た 1例を経験したの
でその概要を報告する。
【症例】85 歳，女性。左側顎関節部の骨様隆起を主訴に
近歯科医院より当科を紹介された。初診時，左側下顎頭
外側に長径約 10mm，約 5mmの隆起，圧痛を伴う骨様
硬の腫瘤を触知した。開口量は 40mm，顎関節痛や雑音
は認めなかった。パノラマおよび顎関節 4分割，CT撮
影は異常を認めなかった。しかし，MRI 撮影にて左側上
関節腔に滑液貯留を伴う関節腔の拡張を認め，下顎頭外
側皮下にプロトン強調画像では低信号の病変を確認した
ため，確定診断目的に腫瘍摘出術を施行した。
【結果】病理組織学的診断は滑膜軟骨腫症であった。Mil-
gram分類では II 期に相当する。術後，開口量 42mmで
機能障害や再発もなく経過良好である。
【結論】パノラマ及び顎関節 4分割，CT撮影は異常所
見を認めなかったが，MRI 撮影にて下顎頭外側皮下に病
変が存在していることが確認できた。今回，外側皮下に
突出するという特異な形態を示した滑膜軟骨腫症の 1例
を経験したので報告した。
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O-9

成長期前の学童の顎関節強直症に対し顎関節授動術
を施行し長期経過観察した 1例

Long-term follow-up after arthroplasty for pediatric tem-
poromandibular joint ankylosis：A case report

倉沢泰浩，儀武啓幸，高原楠旻，友松伸允，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

【緒言】顎関節強直症は顎関節周囲組織が線維性あるい
は骨性の癒着により下顎骨の可動域が制限された状態で
ある。幼少期に発症した場合には開口障害だけでなく，
下顎骨の成長発育が阻害されることがある。今回，小児
の下顎骨関節突起骨折後に生じた顎関節強直症に対し，
成長期前に外科的に介入することで，良好な結果を得る
ことができた症例について概要を報告する。
【症例】11 歳の男児で開口障害を主訴に来院した。6歳
時に左下顎関節突起骨折に対して非観血的な治療を受け
たが，その後に徐々に開口量が減少した。単純CTでは
左側下顎枝外側と頰骨弓との間に骨性癒着を認め，関節
突起は前内方に偏位しその基部は下顎枝内側と癒合して
いた。左側顎関節強直症の診断のもと 12 歳時に全身麻
酔下で左側顎関節授動術を実施した。側下顎枝外側と頰
骨弓との骨性癒着部を削除したところ，内側に偏位した
下顎頭上に上関節腔，関節円板，下関節腔の関節構造が
確認されたことから変位した下顎頭および関節円板を保
存した。術後 2日目より徒手的開口練習を開始し，その
後も定期的に経過観察を行った。その結果，成人後にも
重度の不正 合や顔面非対称を認めず，術後 9年におい
ても適切な開口量が維持され，内側に偏位した関節突起
は新たな関節として良好に機能している。
【結語】小児顎関節強直症に対し偏位した下顎頭及び関
節円板を温存した手術を成長期前に行うことで顎顔面の
成長抑制を予防できた。

O-10

顎骨嚢胞摘出後の 合違和感に対して運動療法を行
い良好な結果が得られた 1症例

A case in which good results were obtained by perform-
ing exercise therapy for occlusal discomfort after re-
moval of the jawbone cyst

島田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

【緒言】今回，顎骨嚢胞の摘出手術後より生じた 合違
和感に対して，セルフケア，運動療法を行い良好な結果
を得られた 1症例について報告する。
【症例の概要】患者は 52 歳，男性。主訴は嚙んだとき
の感触がおかしい。11 か月前に口腔外科で顎骨嚢胞摘出
手術を行い，顎間固定を行う。その後より 合違和感を
感じるようになるが，担当医，かかりつけ歯科医より問
題ないといわれ，当院来院。現症として開口量 55mm，
開口時左右 筋痛，圧痛はないが 筋，胸鎖乳突筋はか
なり硬い。閉口時左右クレピタスあり。下顎頭の変形な
どはないが，左側の関節腔は広い。習慣性閉口位では右
側の 合接触が弱いが早期接触などはない。仕事は 1日
8時間 PC作業を行っている。明らかな 合の問題は見
当たらないため，診断は 合違和感症候群とした。
【治療経過】筋の緊張が強いこと，左側関節腔が広いこ
とより，セルフケアとして自己牽引療法， 筋マッサー
ジ，運動療法として単独での顎関節徒手的授動術を行っ
た。3か月後には 合違和感は減少。7か月後， 筋の
硬さがほぼ消失。9か月後，違和感は気にならなくなる。
【考察】今回，運動療法により 筋の緊張が改善され患
者のもつ許容範囲が拡大されたのではないかと思われた
が，自然経過を含めた総合的なアプローチの結果である
と考える。今後，それぞれの要素をどのように評価する
かが課題と思われた。
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医療アプリを活用して「顎関節症に起因する頭痛」
を治療した 1例

A case of treating“Headache attributed to temporoman-
dibular disorder” using a medical application

臼田 頌1，村岡 渡1,２，莇生田整治1，河奈裕正1,３，
中川種昭1

1慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室，2川崎市立
井田病院歯科口腔外科，3神奈川歯科大学顎・口腔インプ
ラント科

【目的】筋筋膜痛の治療法としてセルフケアの有効性が
報告されているが，患者の理解度や実施率により効果に
差が出ることが指摘されている。今回われわれは，スマー
トフォンを活用して患者のセルフケアサポートを行う
「医療アプリ」を開発し，「顎関節症に起因する頭痛」
のセルフケアを管理することで症状が改善した 1例を経
験したので報告する。
【症例】27 歳，男性。1年前より持続的な頭痛を自覚，
当院神経内科にて片頭痛が疑われ，薬物療法を受けたが
症状は改善しなかった。肩こりの自覚も強く，筋筋膜痛
の関与が疑われ，咀嚼筋の評価を含め当科精査依頼と
なった。初診時の診査では両側側頭筋に著明な筋筋膜痛
を認め，頭部への関連痛，Familiar Pain，食後の頭痛増
悪の自覚もあり「顎関節症に起因する頭痛」（ICHD-3
11.7）と診断した。そこで筋筋膜痛に対して「医療アプ
リ」を用いたセルフケアプログラムを開始した。
【結果】患者はアプリ上で再生されるオーダーメイドの
動画を視聴しながらセルフケアを良好に施行し，筋筋膜
痛の改善に伴い頭痛も軽快した。
【結論】筋筋膜痛に対して「医療アプリ」を用いること
でセルフケアのオーダーメイド化や実施率の向上といっ
た，より質の高いセルフケアを導く可能性が示唆され
た。また，神経内科との連携による頭痛診療においても，
筋筋膜痛に対する質の高いセルフケアの提供が重要であ
ると考えられた。

O-12

顎関節円板に骨化を認めた変形性顎関節症の 1例

A case of osteoarthritis of the temporomandibular joint
with ossification on the articular disc

池田順行1，齋藤太郎1，上野山敦士1，高嶋真樹子2，
河村篤志2，山崎裕太2，松崎奈々香2，荒井良明2，
西山秀昌3，高木律男1

1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，2新潟大学医歯学総合病院顎口腔インプラント治療
部，3新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面放射線学分
野

【目的】今回われわれは，顎関節円板に骨化を認めた変
形性顎関節症の 1例を報告する。
【症例】患者：62 歳女性。主訴：右側顎関節の開口時痛
と開口障害。現病歴：10 年以上前から右側顎関節の開口
時痛と開口障害の出現と緩解を繰り返していたが，再度
同症状が出現して改善がないため紹介で当科を初診し
た。現症：右側顎関節に開口時痛と圧痛を認め，開口量
は 27mmで関節雑音はみられなかった。画像所見：CT
およびMRI にて右側顎関節では，下顎頭前方に骨棘が
みられ，顎関節円板は断裂して前方に転位して前方肥厚
部に帯状の石灰化像が確認された。診断：右側顎関節
症，顎関節部腫瘍疑い。経過：確定診断を得ることと症
状の改善を目的とし，全身麻酔下で石灰化物を含めた顎
関節円板切除術と下顎頭整形術を行った。術後は早期か
ら開口練習を開始した。病理組織学的所見：滑膜下の組
織において顎関節円板と連続するように骨組織の形成が
認められ軟骨成分は確認されなかった。
【結果】術後 1か月程で開口時痛は消失し，術後 4年が
経過して開口量は 40mmを維持し終診となった。
【結論】滑膜性骨軟骨腫症に伴う顎関節円板の骨化の報
告は散見されるが，変形性関節症に伴う骨化の報告はま
れである。骨化の原因は明らかではないが，10 年以上の
病歴や臨床画像所見から，長期にわたる機械的刺激によ
り顎関節円板の断裂が生じ，栄養障害や変性が起こり骨
化が生じたと推測された。
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O-13

片側性臼歯部開 を伴った変形性顎関節症に対して
アプライアンス療法にて 合機能回復を行った 1例

A case of oral rehabilitation using an oral appliance for
unilateral posterior open bite due to unilateral osteoar-
thritis of the temporomandibular joint

森 啓輔，荒巻亮太，蒲原麻菜，合島怜央奈，
檀上 敦，久保田英朗，山下佳雄
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

【目的】下顎頭の形態変化に起因する 合障害はさまざ
まであり，その病態によって開 が惹起される。今回，
片側性変形性顎関節症による臼歯部開 に対してアプラ
イアンス療法を行い，症状の改善を認めた症例を経験し
たので報告する。
【症例】43 歳，女性。2018 年 10 月頃より左側顎関節部
の痛みを自覚，翌年 3月より近在歯科医院にてアプライ
アンス療法が施行された。顎関節部の痛みは消失した
が，8月頃より 合時の違和感を認めるも，経過観察と
なっていた。徐々に症状が増悪したため，2020 年 5 月に
当科紹介となった。
【経過】初診時，最大開口量は 45mm，両側顎関節に関
節雑音や自発痛は認めなかった。 合は左側臼歯部に開
を認めた。CTにて右側下顎頭の変形を認め，下顎枝

の長さは非対称であった。右側下顎頭の吸収性変化によ
る開 と考えたが，病勢が進行性である可能性も考慮
し，アプライアンス療法を選択した。スタビライゼーショ
ンアプライアンスに準じ製作し，左側臼歯部の接触部の
み徐々に削合し，下顎臼歯部の 出を誘導した。適宜調
整を継続し，治療開始 10 か月時点で左側下顎臼歯部の
合状態は改善傾向にあり，CTでは右側下顎頭の変形

も改善傾向にあった。
【結論】下顎頭の吸収性変化に起因する 合障害はさま
ざまで，その病勢に応じて治療法を選択する必要があ
る。本症例では比較的侵襲の少ない保存的加療により症
状改善をすることができた。

O-14

変形性顎関節症の保存治療後に関節円板が整位した
1例

Disk recapture following conservative treatment for tem-
poromandibular joint osteoarthrosis：a case report

千葉雅俊1，廣谷拓章2，野上晋之介1，山内健介1，
高橋 哲1

1東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎
顔面・口腔外科学分野，2大崎市民病院歯科口腔外科

【目的】変形性顎関節症の多くは，非復位性顎関節円板
障害に続発する二次性変形性顎関節症である。変形性顎
関節症に保存治療を行い，臨床症状が改善しても大部分
の関節円板の位置は変わらない。セルフケアを主体とす
る保存治療を行い，治療後に関節円板が整位した 1症例
を経験したので報告する。
【症例】39 歳女性。9年前から左側顎関節に関節音と開
口時の抵抗を生じ，4年前から近歯科でスプリント治療
を受けたが症状は改善しなかった。7か月前から左側顎
関節に痛みと開口障害を生じ，紹介来院した。左側顎関
節に開口時と咀嚼時に鈍痛を生じ，無痛最大開口域 32
mmと制限されていた。MRI で左側顎関節に非復位性関
節円板前方転位と joint effusion の貯留，下顎頭の滑走制
限，CTで下顎頭頂部に骨硬化と骨嚢胞を認めた。変形
性顎関節症と診断し，TCH等の習癖の是正と開口スト
レッチを指導した。初診から 7週後，開口域は 50mmに
増加し，顎関節痛も改善した。以後，起床時に左顎関節
に軽度の痛みや開口時に抵抗がたまに生じる程度で，経
過は良好であった。
【結果】初回から 1年後のMRI で関節円板は整位し，
joint effusion は減少していた。下顎頭の変形は改善し，
滑走も良好であった。関節円板の整位に伴う臼歯部離開
などの 合異常は生じなかった。
【考察】まれだが変形性顎関節症に対する保存治療に
よって関節円板が整位し，変形性顎関節症の症状と顎関
節形態が改善する可能性がある。
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O-15

痛みセンターにおいて歯科医師の介入が有効であっ
た下顎から肩部慢性 痛の 1例

A case of chronic mandibular to shoulder pain with inter-
vention by dentist at Pain Center

西須大徳1,３，臼田 頌2，池田浩子3，村岡 渡2,３

1愛知医科大学病院痛みセンター，2慶應義塾大学医学部
歯科・口腔外科学教室，3日野市立病院歯科口腔外科

【目的】痛みが 3か月以上の慢性 痛は，生物心理社会
的要因を鑑みた学際的/集学的対応が推奨される。歯科
介入が効果的であった症例を報告する。
【症例】40 代女性，主訴は右下顎から肩の痛みによる食
事困難。X-1 年 5 月，食事で右下大臼歯部痛と頭痛を生
じ歯科医院にて抜髄処置を行うも寛解せず，脳神経外科
受診。カルバマゼピンなども効果なく，当科紹介受診と
なった。痛みのNumerical Rating Scale 最大 7，Pain
Catastrophizing Scale 47。看護師医療面接では，右下顎
から頸肩部の食事誘発性の激痛（5-10 分，頭痛や嘔吐・
音過敏を伴うことあり）と持続性鈍痛，自身を心配性と
表現。初診は麻酔科医が診察し，筋性と心理社会的要素
が関係すると判断し頸肩部ストレッチなどの運動療法を
開始。整形外科医や精神科医，心理士なども参加する学
際的カンファレンスを経て，歯科介入の方針となり，DC/
TMDに準じた診査などを実施。自力最大開口域 44mm，
筋および頸肩部に筋圧痛あるも，明らかな関連痛はな
かった。また，激痛時の明確な自律神経症状もなし。歯
科で考えうる病態説明と，運動効果の実感から，開口ス
トレッチを指導した。
【結果】3週後の麻酔科医診察で，歯科医の説明で安心
を得たとの発言があり，食事の困難感が著明に改善して
いた。一方で 5分程度の激痛は未だ継続している。
【結論】歯科介入で複雑な病態解決の糸口を得た。慢性
痛の複雑な病態には学際的対応を行うことが重要であ

る。

O-16

開口障害を呈した咀嚼筋 ・ 膜過形成症および筋
突起過長症の 2例

Two cases of masticatory muscle tendon/aponeurosis
hyperplasia and muscular process hyperplasia with tris-
mus

近藤英司，小田切宏樹，田中宏和，酒井洋徳，栗田 浩
信州大学医学部歯科口腔外科学教室

【目的】咀嚼筋 ・ 膜過形成症は，咀嚼筋，特に側頭
筋および 筋の ・ 膜の過形成によって筋の進展障害
が発現し，高度な開口制限が認められる疾患である。ま
た筋突起過長症も無痛性開口障害の原因とされている。
今回われわれは長期間開口障害を生じていた咀嚼筋 ・
膜過形成症および筋突起過長症に対して外科療法を実
施し，良好に経過している 2例を経験したので報告す
る。
【症例】症例 1：61 歳，女性。約 5年前から徐々に増悪
した開口障害を主訴に受診。現症：最大開口量 20mm，
顎関節雑音なし。咀嚼筋，顎関節 痛症状なし。
症例 2：46 歳，女性。約 6年前に開口障害を自覚され近
在歯科医院で顎関節症に対する治療が行われていたが，
症状改善が認められないため受診。現症：最大開口量 25
mm，顎関節雑音なし。咀嚼筋，顎関節 痛症状なし。
【結果】症例 1，2ともに CT画像で両側下顎角の骨添
加による肥大，両側筋突起の過形成を認め，MR画像で
両側 筋および 筋前縁の咀嚼筋 ・ 膜が肥厚してい
た。両側筋突起過長症，咀嚼筋 ・ 膜過形成症の診断
に全身麻酔下で両側筋突起切除術および 筋 ・ 膜切
除術を実施した。症例 1は術中 41mm，症例 2は 53mm
まで開口は可能となり，いずれも開口リハビリテーショ
ンを継続し 40mm前後を保っている。
【結論】本疾患の治療法として外科療法は有効であり，
慎重な経過観察を行うとともに，術後の開口リハビリ
テーションが必須かつ重要と考える。
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O-17

Ehlers-Danlos 症候群患者の習慣性顎関節脱臼に対
して関節隆起切除術を施行した 1例

Eminectomy for Recurrent temporomandibular joint dis-
location with Ehlers-Danlos syndrome：A case report

江副祐史，野上晋之介，菅井優生，高山慎騎，
大竹義雄，千葉雅俊，山内健介，高橋 哲
東北大学大学院歯学研究科病態マネジメント歯学講座顎
顔面・口腔外科学分野

【目的】Ehlers-Danlos 症候群（EDS）は，皮膚の過伸
展と過弾力性，皮膚と血管の脆弱性，全身の関節の過可
動性を主徴とする症候群である。EDSの臨床症状の一つ
に顎関節脱臼が挙げられるが，その治療法の選択に関し
て明確な基準となる報告はされていない。今回われわれ
は，EDS患者の習慣性顎関節脱臼に対して，関節隆起切
除術を施行し良好な経過を示した 1例を経験したので報
告する。
【症例】患者は 34 歳の女性，中学生時より当科受診ま
でほぼ毎日左側顎関節が脱臼し，自己整復していた。2018
年に他院遺伝科でEDS古典型（classical type）と診断さ
れた。当院整形外科より左側顎関節痛と顎関節脱臼の加
療依頼で 2019 年 2 月当科紹介受診された。無痛開口量
は 25mmであった。X線画像では左側関節隆起関節面の
一部は平坦化を認め，MRI 画像では開口位で関節円板の
復位は認めなかった。習慣性顎関節脱臼についてもEDS
に伴う症状の一つと考えられた。
【結果】左側顎関節習慣性顎関節脱臼の臨床診断につ
き，2019 年 5 月関節隆起切除術を行った。術後 6か月ま
で脱臼頻度は徐々に減少し，その後は脱臼症状を認めな
かった。術後 2年経過しているが左側顎関節脱臼の症状
は消失した。無痛開口量 32mmと改善し，良好な顎運動
が保たれている。CTにて術後の左側関節隆起部の骨添
加は認めていない。
【結論】関節隆起切除術はEDSに伴う習慣性顎関節脱
臼に対する治療の選択肢の 1つと考えられた。

O-18

顎矯正手術の術後に後戻りを認めた 2症例の顎関節
鏡視所見について

Two cases of temporomandibular arthroscope in relapse
after orthognathic surgery

田島麻衣1，高橋康輔1，鈴木雄祐1，渡辺 駿1，
枝 卓志1,２，山崎文惠3，林 美恵1，伊藤 耕4，
小倉直美5，近藤壽郎1,６，亀井和利1

1独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科口腔
外科，2鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講
座，3さいたま市立病院歯科口腔外科，4埼玉医科大学病
院歯科口腔外科，5日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講
座，6鶴見大学歯学部歯科医学教育学講座

【目的】顎矯正手術の術後に 合の変化を認め，対応に
苦慮することはしばしば臨床で遭遇する。今回われわれ
は，顎矯正手術の術後に 合の変化を認めた 2症例を経
験した。両症例ともに術後に著明な下顎頭をはじめとす
る関節構造の形態変化を認めたので，術後の 合変化と
顎関節構造の変化を調査することを目的として術後の顎
関節鏡視検査を行った。
【症例】症例 1；19 歳男性。顔面非対称症に対して 2016
年 9 月に上下顎移動術を施行した。術後半年目より下顎
正中の左方偏位が認められ，同時期の画像所見からは左
顎関節の骨構造の変形を疑う所見を認めた。2018 年 12
月に全身麻酔下にプレート除去手術施行とともに同顎関
節に対し関節鏡視を行った。症例 2；21 歳女性。下顎後
退症に対して 2016 年 6 月上下顎移動術およびオトガイ
形成術を施行した。術後 10 か月頃より下顎の後退傾向
が現れた。2019 年 11 月にプレート除去手術施行ととも
に両側顎関節に対する関節鏡視を行った。
【結果】 合の変化が顕著化した時点での画像所見から
は，下顎頭の変形が疑われ変形性顎関節症様症状が考え
られた。2症例ともに関節鏡視所見では滑膜の癒着や線
維化等の病的顎関節所見を認めた。また 1症例に関節円
板の穿孔が認められた。
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O-19

関節突起に発症した骨肉腫の長期経過観察症例

Long-term follow-up case of osteosarcoma occurring in
TMJ resion

佐久間朋美，高原楠旻，儀武啓幸，依田哲也
東京医科歯科大学医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

【緒言】頭頸部領域に発症する骨肉腫はきわめてまれで
ある。今回われわれは，顎関節部に発症した骨肉腫に対
する治療を行い，再発・転移を認めず 32 年間にわたり
良好な経過を得ることができた症例を経験したので，そ
の概要について報告する。
【症例】26 歳の男性。右耳前部の腫脹を主訴に当科受診
した。右顎関節の開口時痛を自覚し近医歯科を受診，顎
関節症の診断を受けたが，その後に右耳前部腫脹と右オ
トガイ部のしびれ感を自覚したため当科紹介受診となっ
た。右耳前部に 42×34mm大，弾性軟～硬の腫瘤を触知
した。パノラマXPでは，右関節突起にあきらかな異常
を認めなかったが，造影CTにて関節突起の骨破壊像を
伴い，耳下腺浅葉を含む周囲組織に進展を認める比較的
境界明瞭な病変が描出された。
【治療】耳前部切開から右耳下腺浅葉の組織を採取して
生検を行い骨肉腫の診断を得たことから，右浅側頭動脈
からの動注化学療法および放射線治療を行ったのち手術
を施行した。手術は関節突起・下顎枝・耳下腺浅葉・頰
骨弓・上顎洞後壁を含めた郭清手術を施行した。腫瘍は
右関節突起より外向性に右顎関節周囲および右耳下腺浅
葉に及んでいたがリンパ節転移は認めなかった。病理組
織診断により，右関節突起の骨肉腫の確定診断を得た。
【結果】手術によって顔貌の変化などの問題を余儀なく
されたが，術後は追加治療の必要もなく，現在まで 32
年間を経て再発や転移は認めずに良好に経過している。
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P-1

ヒト初代培養軟骨細胞における炎症性サイトカイン
およびマトリックスメタロプロテアーゼの IL-1β誘
導性発現に対する高周波近赤外半導体レーザー照射
の影響

Effects of high-frequency near-infrared diode laser irra-
diation on IL-1β-Induced expression of inflammatory cy-
tokines and matrix metalloproteinases in human primary
chondrocytes

坂田修三，國松 亮，柄 優至，矢野下 真，
廣瀬尚人，谷本幸太郎
広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学

【目的】高周波近赤外線半導体レーザー（コールドレー
ザー）は，従来の半導体レーザーと比較して高い光エネ
ルギーを安全に組織深部に到達させることが可能である
ことから，近年その有効性が注目されている。しかしな
がら，コールドレーザー照射の影響を分子レベルで検討
した報告は少ない。したがって本研究ではコールドレー
ザー照射がヒト初代培養軟骨細胞（NHAC-Kn）の炎症
応答へ及ぼす影響について検討を行った。
【方法】NHAC-Kn に IL-1βを添加した後，コールドレー
ザーを照射し，炎症性サイトカインおよび細胞外基質分
解酵素の遺伝子発現，蛋白質発現について定量 PCR，ウ
エスタンブロット，およびELISAを用いて検討を行っ
た。次に，IL-1βの主要な下流シグナルであるNF-κB
のリン酸化についてウエスタンブロット解析を行った。
【結果】NHAC-Kn に IL-1βを添加することで，IL-1β，
IL-6，TNF-α，MMP-1 およびMMP-3 の遺伝子および
蛋白質発現が有意に亢進し，コールドレーザー照射を行
うことでその発現上昇は有意に抑制された。また，NF-
κBのリン酸化は IL-1βの添加により有意に亢進した
が，コールドレーザー照射により有意に抑制された。
【考察】コールドレーザー照射はヒト培養軟骨細胞にお
いて，IL-1βの添加により誘導された炎症性サイトカイ
ンおよびマトリックスメタロプロテアーゼの発現を抑制
することが明らかになった。その作用機序として，NF-
κBシグナル伝達経路を介することが示唆された。

P-2

ニホンザル咀嚼筋 組織への反復性伸展刺激により
変動する遺伝子群の特徴～咀嚼筋 ・ 膜過形成症
の病態解明のための基礎研究

Characteristic of gene expression pattern which is fluctu-
ated by cyclic stretch in tendons of Macaca fuscata：a
possible mechanism for hyperplasia in masticatory mus-
cle tendon-aponeurosis hyperplasia

佐藤 毅，伊藤 耕
埼玉医科大学医学部口腔外科学教室

【目的】咀嚼筋 ・ 膜過形成症は，両側性に側頭筋の
や 筋の 膜が過形成するため，筋の伸展が妨げられ
開口制限を呈する疾患で，遺伝的要因だけでなく，異常
習癖などの環境的な要因も関与すると考えられている。
われわれは本疾患の発症要因として への反復性伸展刺
激が関与すると考えている。本研究において，霊長類の
アキレス ・ 筋 ・側頭筋 の各組織から細胞を単離
して反復性伸展刺激を加え，遺伝子網羅的発現の違いを
調べた。
【方法】Macaca fuscata（オス，5歳 10 か月齢）のアキ
レス （AT）・ 筋 （MA）・側頭筋 （TT）の各
組織から 細胞を単離した。各 細胞に対してFlexcell
社 FX-3000 による反復性伸展刺激を行った。RNAを抽
出して次世代シーケンサーを用いて網羅的解析を行っ
た。
【結果】ATでは発現変動なくTTおよびMAで発現が
上昇した遺伝子は 104 遺伝子であった。ATでは発現変
動なくTTおよびMAで発現が低下した遺伝子は 104 遺
伝子であった。functional annotation 解析を行った結果，
濃縮の優位性を p値で 0.05 以下までと区切ったところ，
上昇した遺伝子群は 9個のアノテーション，低下した遺
伝子群は 10 個のアノテーションであった。
【考察】反復性伸展刺激によりアキレス では発現変動
がなく，咀嚼筋 で変動する遺伝子群が存在することが
明らかとなった。
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P-3

ヒト滑膜細胞においてレゾルビンD1は p-38，NF-
kβおよび AKTシグナルを介して炎症反応を抑制す
る

Resolvin D1 reduces inflammation in Human Fibroblast-
Like Synoviocytes via p-38, NF-kβ, and AKT signaling
pathway

矢野下 真，廣瀬尚人，西山沙由理，壷井英里，
大西 梓，山内優佳，久保尚毅，北 大樹，麻川由起，
谷本幸太郎
広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学

【目的】ドコサヘキサエン酸（DHA）は必須脂肪酸の一
つであり，体内で合成できないため魚油などから摂取さ
れ，健康維持に効果的であると考えられてきた。DHA
の代謝産物であるレゾルビンD1は炎症細胞の浸潤を抑
制することで炎症の収束に関与すると報告されている
が，滑膜においてはレゾルビンの受容体であるALX/
FPR2 の存在が明らかでないうえに，レゾルビンD1の
抗炎症作用についても不明である。本研究は，ヒト滑膜
細胞（HFLS）におけるレゾルビンD1の炎症反応抑制
メカニズムを解明することを目的とした。
【試料および方法】HFLSにおけるALX/FPR2 の発現
を免疫蛍光細胞染色にて確認した。次にレゾルビンD1
が IL-1β添加による炎症反応に及ぼす影響についてリア
ルタイム PCR解析およびwestern blot 解析を行った。
さらに，IL-1β添加による炎症反応において，レゾルビ
ンD1がMAPKs，AKTおよびNF-kβシグナル伝達経
路に及ぼす影響についてwestern blot 解析を行った。
【結果】HFLS細胞膜上にALX/FPR2 の発現が認めら
れた。また，IL-1β添加により亢進した炎症性メディエー
タの遺伝子およびタンパク発現は抑制された。IL-1β添
加により亢進された p-38，NF-kβおよびAKTのリン
酸化はレゾルビン添加により抑制されたが，ERKおよび
JNKのリン酸化への影響は認められなかった。
【結論】レゾルビンはヒト滑膜細胞における炎症反応を
p-38，NF-kβおよびAKTシグナルを介して抑制する可
能性が示唆された。

P-4

下顎頭の内軟骨性骨化におけるSemaphorin3A の役
割

Role of Semaphorin 3A in endochondral ossification of
the mandibular condyle

壷井英里，廣瀬尚人，麻川由起，矢野下 真，
大西 梓，高野真美，西山沙由理，久保尚毅，
北 大樹，谷本幸太郎
広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学

【目的】Semaphorin3A（Sema3A）は，神経成長や骨
代謝において重要な役割を果たしていることが知られて
いるが，軟骨分化における役割は明らかにされていな
い。本研究では，培養軟骨細胞ATDC5 を用い，Sema3
Aの内軟骨性骨化における役割について検討した。
【方法】培養軟骨ATDC5 細胞の分化初期段階において
Sema3Aを添加，および Sema3A遺伝子発現を抑制し軟
骨分化抑制因子の遺伝子発現を real-time PCR 解析を
行った。さらに Sema3Aのプロテオグリカン生成能およ
び石灰化能への影響を検討するためにアルシアンブルー
染色およびアリザリンレッド染色にて検証した。
【結果】培養軟骨ATDC5 細胞の分化初期段階において
Sema3A添加は，II 型コラーゲン，Sox9 およびアグリ
カン遺伝子の発現を亢進した。分化初期段階において
Sema3Aはプロテオグリカン生成を亢進した。また Sema
3Aは分化後期段階での石灰化を抑制したが，初期段階
で Sema3A添加を中断した場合でも分化後期での石灰化
抑制が認められた。その一方で II 型コラーゲンの遺伝子
発現は，Sema3A遺伝子発現の抑制により有意に減少し
た。アリザリンレッドの吸光度測定では Sema3A添加群
が，非添加群よりも低かった。
【考察】Sema3Aの軟骨分化初期段階での分泌が増加
し，II 型コラーゲン，アグリカン，および Sox9 を介し
て軟骨分化を促進しているが，軟骨分化後期段階での
Sema3Aは石灰化抑制に関与していないことが示唆され
た。
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P-5

発揮された 合力を 1ch 筋筋電図から推定するシ
ステム構築のための予備的研究

A preliminary research for system construction to esti-
mate exerted bite force by utilizing 1ch masseteric elec-
tromyographic data

高橋奏多1，山口泰彦1，中島利徳2，齋藤未来1，
前田正名1，石丸智也1，後藤田章人3，三上紗季3

1北海道大学大学院歯学研究院冠橋義歯補綴学教室，2北
海道大学病院冠橋義歯補綴科，3北海道大学病院高次口腔
医療センター顎関節治療部門

【目的】 みしめ時など種々の顎運動時の咀嚼筋筋電図
と 合力の関係を明らかにすることを目的とする。
【方法】顎口腔系に異常を認めない被験者 11 名を対象
とした。両側 筋（Mm），側頭筋（Tm），顎二腹筋前
腹に電極を貼り，最大随意 みしめまでの 10 段階の力
での みしめを行い，デンタルプレスケールを用いて
合力も同時測定した。測定は異日に 2回行った。筋電図
は波形処理後，最大振幅値（以下振幅）を抽出した。1
回目の測定での両側Mm，Tmの振幅を平均し， 合力
との間で回帰式を作成し，2回目の測定で得られた主咀
嚼側Mmの振幅をこの式に代入することで 合力推定を
行った。精度向上のため，各種補正条件を試行した。
【結果】今回の実験である程度の精度で 合力が推定可
能であることがわかった。全被験者が全項目について安
定して記録できた 4つの みしめ強さのレベルについ
て，各補正条件間を比較した所，補正なし，4ch 振幅の
平均を利用して補正した推測値，最大 みしめの関係で
補正した推測値などで実測値との誤差が比較的少なかっ
た。
【考察】補正なしの推測値の誤差が小さかった理由とし
て考えられるのは 2回の測定時に電極の貼付条件が一定
であり，振幅の出方が近似していた可能性が考えられ
た。今後の課題として直線以外の回帰モデルを検討する
ことや，電極を貼付する位置が極端にずれていた場合は
どのような補正が有効なのかを調べる予定である。

P-6

持続的な開口は 筋の圧痛閾値を低下させる

Effect of mouth opening for somatosensory sensitivity on
masseter muscle

渡辺航介，早川英利，石井優貴，吉田一央，飯田 崇，
小見山 道
日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

【目的】歯科治療時における持続的な開口によって開口
障害を発現することが認められる。本研究では，持続的
な自力開口とバイトブロックを上下歯列に保持した開口
が 筋の筋硬度，圧痛閾値に及ぼす影響について検討し
た。
【方法】インフォームドコンセントを得た顎口腔領域に
異常を認めない正常被験者 35 名が参加した。全被験者
は 2回の測定に参加し，各日の運動課題は 30 分間の自
力開口，バイトブロックで保持した開口の 2種類とし
た。運動課題開始直後，開始 10 分後，開始 20 分後，終
了直前における 筋の筋疲労をVASによって評価し，
運動課題開始直前，終了直後に圧痛閾値， 筋の筋硬度
の測定を行った。
【結果】両運動課題において，開始 10 分後，開始 20 分
後，終了直前における 筋の筋疲労のVASスコアは開
始直後と比較して有意な上昇を認めた（p＜0.05）。30 分
間の自力開口時における終了直後の 筋の圧痛閾値は，
開始直前と比較して有意な低下を認めたが（p＜0.05），
バイトブロックで保持した開口時における 筋の圧痛閾
値は終了直後と開始直前間で有意差を認めなかった。
筋の筋硬度は両運動課題の開始直前，終了直後間で有意
差を認めなかった。
【考察】バイトブロックの有無に関係なく持続的な開口
によって主観的に 筋の筋疲労を認め，バイトブロック
の使用によって 筋の圧痛閾値は持続的な開口による圧
痛閾値の低下を防止していることが示唆された。
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P-7

日本顎関節学会の研修施設数に地域的な偏在はある
か

An assessment of the distribution equity of clinical train-
ing facilities approved by the Japanese Society for Tem-
poromandibular Joint

小木信美1，高木律男2，馬場一美3，山口泰彦4，西山 暁5，
山田一尋6

1愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2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，3昭和大学歯
学部歯科補綴学講座，4北海道大学大学院歯学研究科口腔
機能学講座冠橋義歯補綴学，5東京医科歯科大学大学院医
歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野，6あす
なろ小児歯科医院矯正歯科

【目的】本邦では医療機関や診療科に地域間の偏在が確
認されている。日本顎関節学会には研修機関の認定制度
があり，今回，研修施設数に地域的な偏在があるか否か
について検討した。
【方法】全国を厚生労働省・地方厚生局の配置に従い北
から北海道，東北，関東信越，東海北陸，近畿，中国四
国，九州の 7地域に区分した。検討の指標は各地域の 2019
年時点の日本顎関節学会の研修施設数の比較に加え，各
地域間で人口に差があるため人口 100 万人当りでの各地
域の研修施設数を算出した。研修施設の地域間における
偏在の検証には，ジニ係数（完全な平等の 0～不平等の
1に分布）を使用し，ローレンツ曲線を用いて視覚的に
表した。2020 年の国勢調査の結果はまだ公表されていな
いため，本邦の人口は政府統計の総合窓口「e-Stat」か
ら提供されている最新の 2019 年人口推計による都道府
県別の統計データを参考にした。
【結果】地域単位でみた研修施設数は人口の多寡に従う
傾向があり，ジニ係数は 0.36 であったが，各地域の人口
100 万人当りでの研修施設数をみるとジニ係数は 0.09 に
減少し人口比では地域間における格差は少ない状態で
あった。
【考察】研修施設数は地域間において偏在がみられた
が，100 万人当りの人口比でみると研修施設数のジニ係
数は 0.09 とかなり 0に近い平等性があることから，研修
施設の全国的な分布は人口比で比較した場合，均てん化
に近い状況であると推察された。

P-8

頸部角度と顎関節運動の関連性

Relationship between cervical angle and temporomandi-
bular joint movement

小林卓矢
IMSグループ医療法人社団明芳会板橋中央総合病院リハ
ビリテーション科

【目的】呼吸器内科病棟でのリハビリテーションでは，
頸部伸展位となっている症例を多く経験する。このよう
な症例は経口摂取困難や誤嚥性肺炎の再燃で難渋するこ
とも多い。また，そのような患者らは開口・閉口に可動
域制限が見られる。
先行研究では頸部の可動域と顎関節肢位が嚥下障害と
関連すると報告されている。そこで，頸部の角度と顎関
節運動の関連性を検証した。
【方法】対象は，頸椎や顎口腔系に異常のみられない個
性正常 合を有する健常有歯顎男性 17 名（平均年齢 24.2
歳）とした。方法は，40cm台に安静座位にて両手を臍
部に重ねる肢位とした。基本軸を胸骨柄と剣状突起を結
ぶ線，移動軸を眉間と前鼻棘を結ぶ線とし，最大開口運
動・最大 みしめ運動を 3回ずつ実施後，頸部屈曲・伸
展運動を実施した。頸部角度は Image J 画像解析ソフト
を使用した。
【結果】最大開口運動・最大 みしめ運動後の頸部屈
曲，伸展角度を安静時の頸部角度から差し引き変化量を
算出，T検定を行った。最大開口運動・最大 みしめ運
動後での頸部屈曲可動域に有意差を認めた（p＝0.03）。
また頸部伸展可動域にも同様に有意差を認めた（p＝
0.04）。
【考察】今回の検証にて頸部の可動域と顎関節肢位には
関連性がある事がわかった。これは臨床でよくみられる
顎関節の可動域制限と頸部の可動域制限に関連がある可
能性が示唆された。今後は咀嚼筋・僧帽筋の筋電図や
合力を測定し，原因を明らかにしていきたい。
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P-9

顎口腔ジストニアの鑑別診断用問診表の有用性につ
いて

Oromandibular dystonia screening questionnaire for dif-
ferential diagnosis

吉田和也
独立行政法人国立病院機構京都医療センター歯科口腔外
科

【目的】顎口腔ジストニア（oromandibular dystonia）
は咀嚼筋あるいは舌筋の定型的，動作特異的な不随意収
縮によって特徴付けられる。しかし，顎関節症または心
因性疾患と誤診されることが多く，この病態を顎関節症
と確定診断できるスクリーニングツールは不随意運動の
経験が少ない医療従事者にとって有用であると考える。
【方法】定型性，動作特異性，感覚トリック，早朝効果
など，顎口腔ジストニアの臨床的徴候に関する質問と顎
関節症を除外するための質問（合計 0-40 点）を含む鑑別
診断用問診表を作成した。不随意運動が疑われる 553 例
の患者に本問診表を用いて，その信頼性を評価した。患
者は顎口腔ジストニア（n=385），オーラルジスキネジア
（n=84），心因性（機能性）運動障害（n=50），および
顎関節症（n=34）の 4群に分類した。
【結果】この質問票はCronbach のαが 0.91 であり，
高い内的整合性を示し，各項目と合計との相関は有意で
あった（p＜0.001）。再テストの信頼性は有意な相関を示
した（p＜0.001）。質問票の平均スコアは顎口腔ジストニ
ア（32.0）が顎関節症（10.4），オーラルジスキネジア
（21.0），心因性運動障害（13.7）より有意に高かった（分
散分析，p＜0.001）。
【考察】本問診表は顎口腔ジストニアと顎関節症の暫定
的な鑑別に役立つ診断ツールであることが示唆された。

P-10

下顎骨前方移動術後の下顎頭の三次元的形態変化

Three-dimensional morphological changes of the condyle
after mandibular advancement

坂口 修1，土生 学2，大谷泰志1，鶴島弘基1，
西牟田文香1，三次 翔2，白川智彦3，川元龍夫3，
冨永和宏2，吉岡 泉1

1九州歯科大学歯学科生体機能学講座口腔内科学分野，
2九州歯科大学歯学科生体機能学講座顎顔面外科学分野，
3九州歯科大学歯学科健康増進学講座顎口腔機能矯正学分
野

【目的】下顎後退症に対する下顎骨前方移動術後の下顎
頭の形態変化は術後の後戻りの原因の一つである。本研
究では，下顎骨前方移動術施行後の下顎頭の位置や形態
変化，顎関節間 距離の変化について三次元的に解析し
た。
【方法】当院にて骨格性下顎後退症の診断のもと下顎骨
前方移動術を施行し，術前と術後 6か月で CT撮影を
行った 9症例（18 側）を対象とした。CTデータを用い
てシミュレーションソフト（ProPlan CMF 3.0，material-
ise）にて三次元画像を構築，重ね合わせを行い，下顎頭
中心点の位置変化を検討した。また顎関節空 距離や下
顎頭体積の変化も計測した。
【結果】下顎頭中心点の位置変化と顎関節空 距離の変
化量に相関がみられた。下顎頭は 18 側中 16 側で内側に
回転していた。体積変化量は，11 側で減少，7側で増加
がみられ，下顎頭の前後方向移動量との間に負の相関が
認められた（r=－0.509，p＜0.05）。
【結論】下顎頭の位置や形態変化に伴う顎関節空 距離
の変化がみられた。また，下顎頭の前後方向の移動が下
顎頭体積に影響を及ぼす可能性が示唆された。下顎頭の
変形に関しては，顎関節症状も含め，今後も長期的な経
過観察を継続していく予定である。



― 95 ―

P-11

MR画像を用いた片側変形性顎関節症を有する患者
における下顎窩面積の定量的測定

Quantitative analysis of the glenoid fossa in the patients
with unilateral osteoarthrosis using MR images

小樋香織1,３，伊東宏和2，五十嵐千浪2，小林 馨2，
大久保力廣1

1鶴見大学有床義歯補綴学講座，2鶴見大学口腔顎顔面放
射線・画像診断学講座，3東京医科歯科大学大学院医歯学
総合研究科小児歯科学・障害者歯科学分野

【目的】MR画像を用いて片側のみ変形性顎関節症と診
断された患者 10 名の下顎窩面積を定量的に測定すると
ともに下顎窩の角度を測定し，変形性顎関節症が生じた
場合の下顎窩の変化を検討することを目的とした。
【方法】対象は片側のみ変形性顎関節症と診断された男
性 1症例，女性 9症例（最低年齢 15 歳，最高年齢 68 歳）
であった。10 症例の初診時と最終経過観察時の両側顎関
節を対象とし，変形性顎関節症と診断された下顎頭をOA
群，正常と診断された下顎頭をControl 群とし下顎窩面
積，下顎窩の角度をAze Win（AZE社，東京）を用い
て測定した。測定値にKolmogorov-Smirnov 検定で正規
性がないことを確認したため，Mann-Whitney の U検定
を用いて統計学的検討を行った。
【結果】OA群およびControl 群において経時的に下顎
窩面積に有意差は認めなかった。しかし，OA群におい
て経時的に下顎窩の角度に有意差が認められた。
【結論】変形性顎関節症患者において下顎頭の変形が生
じた場合には，下顎窩の角度に変化が生じることが示唆
された。

P-12

顎関節症患者における joint effusion に関与する因子
の検討

Examination for the factors related to joint effusion in pa-
tients with temporomandibular disorders

水橋 史1,２，渡會侑子1,２，永田和裕2,３，堀 慧2，
水橋 亮2，小出 馨1

1日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第1講座，2日本
歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来，3長岡デン
タルコミュニケーションズ

【目的】MRI 検査において観察される joint effusion は，
顎関節の 痛と関連するとされている一方で， 痛のな
い関節にもみられるとの報告もあり，一定の見解が得ら
れていない。本研究の目的は，顎関節症患者において joint
effusion に関与する因子について検討することである。
【方法】対象は，筋痛や顎関節痛，開口制限，顎関節雑
音を主訴に来院し，日本顎関節学会による顎関節症の診
断基準に従って顎関節症と診断されMRI 検査を行った
131 関節（男性 18 名，女性 55 名，13-82 歳，平均年齢 45.5
±19.1 歳）とした。Joint effusion に関与する因子として，
性別，年齢，筋痛，顎関節痛，開口制限，関節円板転位，
関節円板の変形，骨変化を検討した。筋痛，顎関節痛は，
DC/TMDの診察用紙に基づいて診察し，強制最大開口
距離が 40mm未満を開口制限有りとした。Joint effusion
および関節円板転位，関節円板の変形，骨変化は，MR
画像上で判断した。分析は，多重ロジスティック回帰分
析を用い，有意水準は 5％に設定した。
【結果】分析の結果，性別，顎関節痛，関節円板の変形
は，joint effusion の高いリスクと関係しており，オッズ
比は性別において 4.000（p=0.018），関節円板の変形にお
いて 3.371（p=0.014），顎関節痛において 2.602（p=0.026）
であった。
【考察】本研究の結果，顎関節症患者における joint effu-
sion は，顎関節痛や関節円板の変形を生じている状態を
反映している可能性が示唆された。
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P-13

進行性下顎頭吸収では下顎窩最菲薄部が肥厚する

Thickening of the roof of the glenoid fossa of the tem-
poromandibular joint in patients with progressive condy-
lar resorption

出澤 幸，松本邦史，雨宮俊彦，澤田久仁彦，
江島堅一郎，新井嘉則，本田和也
日本大学歯学部歯科放射線学講座

【目的】これまでわれわれは，変形性顎関節症，顎関節
円板障害患者で下顎窩最菲薄部（RGF）が肥厚し，顎関
節へのメカニカルストレスに対する敏感な診断ツールと
なりうることを示してきた。一方，進行性下顎頭吸収
（PCR）の発症や進行に顎関節部へのメカニカルストレ
スの関与が疑われている。本研究では，PCRによって下
顎頭だけでなく，下顎窩にもなんらかの変化が生じると
いう仮説のもと，PCR患者と顎変形症患者，対照群の
RGF骨厚径に差があるか検証を行った。
【方法】臨床的に PCRと診断された患者 16 名（PCR
群），前歯開 の進行などの PCRの徴候がない前歯開
を伴う下顎後退症患者 22 名（Retro 群），上顎洞炎等で
CTを撮影した患者のうち顎顔面の明らかな形態異常の
ない者 21 名（Control 群）を対象とした。矢状断CT画
像または矢状断CBCT画像を用い，下顎窩中央のRGF
骨厚径を計測した。
【結果】PCR群の RGF骨厚径は，他 2群よりも有意に
厚い傾向を示した（中央値；PCR群：1.83 mm），Retro
群：1.35 mm，Control 群：1.23 mm）。一方，Retro 群と
Control 群の RGF骨厚径に有意差は認めなかった。
【考察】PCRでは，発症，病期進行の過程で下顎窩にな
んらかのメカニカルストレスや炎症反応が生じ，反応性
の骨造成が起こると考えられた。今後，PCRの進行度と
の対比や経時的観察を行い，RGFの肥厚が生じる時期の
同定が可能であれば，PCRの病期診断の一助となりうる
可能性があると考えられた。

P-14

顎関節症患者のMRI 検査のキャンセルに関する検討

A study on cancellation of MRI examination in patients
with temporomandibular disorders

細木秀彦1，前田直樹1，松本文博2，田中栄二3，松香芳三4

1徳島大学大学院医歯薬学研究部歯科放射線学分野，2徳
島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野，3徳島大学
大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野，4徳島大学
大学院医歯薬学研究部顎機能 合再建学分野

【目的】徳島大学病院で顎関節症やその疑いがある患者
に行うMRI 検査は予約制である。患者のなかには，予
約検査日時に来院されなかったり，検査途中で中止する
患者が存在する。本研究では，これらを含めて検査のキャ
ンセルの実情と背景を明らかにすることを目的とする。
【対象と方法】2008 年 1 月から 2020 年 12 月までの 13
年間に徳島大学病院顎関節症外来から顎関節症やその疑
いで依頼があったMRI 検査を対象とした。病院情報シ
ステムの電子カルテシステムおよび放射線情報システム
から検索を行った。
【結果】13 年間の検査依頼の総数は，614 件であった。
そのうち，513 件では検査が行われていた。残りの 101
件は，検査が行われていなかった。そのうち，41 件は，
主に患者の都合で検査日時を延期するための変更であっ
た。一方，残りの 60 件については，検査が行われてい
なかった。そのうち，5件は閉所恐怖症などにより患者
に検査を行う意思があったにもかかわらず，検査を終了
することができなかった。また，27 件は検査を予約した
以降に症状が改善したため患者側から検査のキャンセル
の申し出があった件数である。さらに，18 件では，患者
の事前の連絡がなく検査日に来院がなかった。
【考察と結論】予約制で行っている顎関節症あるいはそ
の疑いがある患者のMRI 検査のキャンセルの背景に
は，予約時点から検査日までの間の症状の改善など様々
な背景があることが明らかになった。
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P-15

下顎運動シミュレーションシステムの改良による
合接触状態と定量的評価

Occlusal contact state by improved mandibular simula-
tion system and quantitative assessment

小見野真梨恵1，志賀 博1，丸山智章2，上杉華子1

1日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第1講座，2茨城工業
高等専門学校電気電子システム工学科

【目的】本研究は，下顎運動シミュレーションシステム
を改良し，側方滑走時の 合接触状態を定量的分析・評
価を行うことを目的とする。
【方法】健常被験者 10 名の 6自由度顎運動記録システ
ムによる下顎運動データと口腔外 3Dスキャン装置によ
る上下顎歯列模型の形状データを用いて側方滑走運動時
の 合接触状態を定量的に評価できるようにプログラム
の改良を行った。被験者に下顎切歯点を中心 合位から
側方へそれぞれ 1mm，2mm，3mm滑走させた各側方
合位について，シリコーン印象材で 合接触状態を記録
後，本研究での 合接触状態と比較した。さらに，指定
した下顎の任意点（例えば，下顎頬側 頭）の位置座標
や対向上顎歯列との距離を数値表示できるようにした。
【結果】下顎運動データと上下歯列形状データを統合
し，側方滑走時の 合接触状態を視覚的かつ定量的に表
示することができた。本研究のシステムで得られた 合
接触状態と実際に記録した 合接触状態が近似している
ことが確認できた。さらに，指定した下顎の任意点（た
とえば，下顎頰側 頭）の位置座標や対向上顎歯列との
距離を数値表示できるようになった。
【考察】本研究で改良した下顎運動シミュレーションシ
ステムによる 合接触状態は，視覚的かつ定量的に表示
し，指定した任意点の位置座標や対向上顎歯列との距離
を表示できるようになり，臨床応用できることが示唆さ
れた。

P-16

外科的矯正治療にともなう顎関節症状と下顎頭形態
の変化

Changes of condylar morphology and temporomandibu-
lar joint symptoms following surgical orthodontic treat-
ment

遠藤 諭1,２，新美奏美1,３，長谷部大地1，加藤祐介1,４，
小林正治1

1新潟大学大学院医歯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，2新潟市民病院歯科口腔外科，3新
潟大学医歯学総合病院医療連携口腔管理治療部，4新潟大
学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター歯科口腔外
科

【目的】顎変形症患者のCT画像ならびに臨床所見から
外科的矯正治療が顎関節症状や下顎頭骨形態変化に及ぼ
す影響を明らかにする。
【方法】対象は 2014 年から 2019 年に顎矯正手術を施行
した顎変形症患者 269 例のうち資料の揃った 200 例（上
下顎移動術 161 例，下顎枝矢状分割法単独 39 例）とし
た。治療前，顎矯正手術直前および術後のCT画像と臨
床所見から顎関節症状，関節円板前方転位ならびに下顎
頭骨変化の有無を調査し統計学的に検討した。
【結果】全時点で骨格性 I・II 級症例は骨格性 III 級症例
と比べ関節円板前方転位と下顎頭骨変化を認める症例の
割合が有意に高かった。術前と比較して術後 6か月時に
おける顎関節雑音を認めた患者は有意に減少していた
が，下顎頭骨変化を認めた患者は有意に増加していた。
多変量解析では術前から術後 6か月時における吸収性骨
変化に影響を及ぼす因子として骨格性 I・II 級症例と術
前時の円板前方転位が有意な項目として抽出された。術
後に下顎頭の吸収性骨変化を認めた症例は 94 例で，下
顎頭骨吸収と診断した 3例は全例骨格性 II 級症例であっ
た。
【考察】骨格性 I・II 級症例では，術前から関節円板前
方転位を認める割合が高いことから下顎頭への力学的負
荷が大きく，顎矯正手術で下顎骨の前方移動や反時計回
りの回転を要する症例が多いため下顎頭への力学的負荷
が増加して下顎頭の吸収性骨変化が生じやすいと考えら
れた。
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P-17

睡眠時ブラキシズムの臨床診断の根拠としている臨
床所見の実態解明

Elucidation of actual state of clinical findings regarded as
the basis of clinical diagnosis of sleep bruxism

木村一誠1，山口泰彦1，三上紗季2，斎藤未來1，
後藤田章人2，櫻井泰輔3，前田正名3，中島利徳3，
町田友梨3，水野麻梨子3，山田恭子3，高橋 萌1，
高橋奏多1，石丸智也1，上田康夫1

1北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野冠橋義歯補
綴学教室，2北海道大学病院高次口腔医療センター顎関節
治療部門，3北海道大学病院冠橋義歯補綴科

【目的】将来的な，より実効性のある臨床診断基準確立
のための第一段階として，まず，現状，歯科医師が睡眠
時ブラキシズム（SB）の臨床診断の根拠としている臨床
所見に関する実態を明らかにする。
【方法】研究の対象者は，2016 年 1 月 1 日から 2020 年
5 月 30 日までの間に北海道大学病院冠橋義歯補綴科また
は高次口腔医療センター顎関節治療部門を受診した歯ぎ
しり，顎関節症，睡眠時無呼吸症候群，あるいは，これ
らの疑いの患者で，外来診療時に歯ぎしり問診票により
歯ぎしりに関する問診を受けたものとした。対象人数は
190 人であった。問診，および口腔内外の診察検査所見
から抽出した 18 項目について，関連性の有無を，χ2検
定にて行った。
【結果】歯科医師による SBの指摘の有無は，睡眠時の
くいしばり自覚，起床時の顎のだるさ自覚，日中のくい
しばり自覚， 耗の診察所見と関連を認めた。歯ぎしり
音の指摘や家族からのブラキシズムの指摘，顎関節・咀
嚼筋の 痛や違和感の診察所見とは関連はなかった。
【考察】歯科医師は歯ぎしり音に関する情報よりも，く
いしばりに関する情報や 耗に関する情報に基づき，SB
の判断を行っている可能性が示唆された。

P-18

BluetoothⓇを用いた小型軽量のポータブル装置によ
る睡眠時生体現象分析システムの開発

Development of sleep biological phenomenon analyzing
system using a compact and lightweight portable device
equipped with BluetoothⓇ

横山正起，志賀 博，小見野真梨恵，難波練久
日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第1講座

【目的】本研究の目的は，16 チャンネルまで記録可能な
最新のBluetoothⓇ搭載小型軽量のポータブル装置を用い
て，生体現象の記録・解析が可能なシステムを開発する
ことである。
【方法】事前に実験の主旨についての説明を受け，同意
した 20 歳代の健常者 3名を被験者として選択した。ATR
Promotions 社製 BluetoothⓇ搭載小型軽量のポータブル
装置を用いて，被験者の夜間睡眠中の両側 筋筋電図，
オトガイ筋筋電図，脳電図，心電図，呼吸運動図，眼球
運動図を記録した。記録は，センサーデータ表示・記録
ソフトウェア（Sensor Controller，ATR Promotions 社）
を用いて表示，保存を行った。次いで，記録装置から再
生した生体現象を表示，解析できるプログラムの作成を
試みた。
【結果】BluetoothⓇ搭載小型軽量のポータブル装置を用
いて，夜間睡眠中の生体現象を記録できることが確認で
きた。また，専用のセンサーデータ解析ソフトウェアか
ら出力される 2チャンネルごとのCSVデータを用い
て，複数チャンネル，あるいは必要チャンネルの表示，
解析が行えるプログラムを作成できた。
【考察】本研究の結果から，BluetoothⓇ搭載小型軽量の
ポータブル装置を用いることで夜間睡眠時の生体現象を
記録できると同時に，必要な部分の生体現象データを表
示，解析できる生体現象記録分析システムが開発でき
た。
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P-19

earable 計測機による外耳道運動の計測と下顎運動
との関連性について

Measurement of external ear canal movement using ear-
able device and relationship between the movement and
mandibular movement

梶井貴史1,２，山野貴史3

1社会医療法人恵佑会札幌病院矯正歯科，2北海道大学大
学院歯学研究院薬理学教室，3福岡歯科大学総合医学講座
耳鼻咽喉科学分野

【目的】顎関節と外耳道は近接しており，開閉口などの
顎関節の動きに伴い外耳道も動くが，それを定量的に評
価した報告はほとんどない。earable 計測機は，光学式
距離センサを利用して，センサと鼓膜との相対距離の変
化により外耳道の形状変化を測定する機器である。われ
われはこれを用いて開閉口運動と咀嚼運動に伴う外耳道
の動きの測定を試みた。
【方法】耳疾患を認めないボランティア 14 名を対象と
した。測定方法については，測定側の耳にイヤホンを装
着させ，同側でのガム咀嚼もしくは最大開口量での開閉
口を指示して測定した。測定は，再現性の確認のため日
を改めて数回施行した。最大開口量を測定器にて計測し
た。また，咀嚼運動能力の判定については，キシリトー
ル咀嚼チェックガムを用い，色の変化をスコアすること
で定量化した。
【結果】最大開口量と外耳道の動きには有意な正の相関
が認められた。また，咀嚼運動能力と外耳道の動きにも
有意な正の相関が認められた。
【考察】旺盛な外耳道の動きは耳垢栓塞症に起因する難
聴の予防に繋がり，さらには身体的・心理的フレイルの
予防に繋がる可能性を鑑みると，下顎運動能力を維持す
ることは，外耳道の動きの維持を通じて耳科的フレイル
の予防に繋がる可能性が示唆された。

P-20

開口制限を伴う咀嚼筋痛障害の筋電図学的評価

Electromyographic evaluation of myalgia with limited
jaw movement

林 暁雨，石垣尚一，髙岡亮太，森口大輔，
久山晃太郎，植田 陽，森岡詞音，山本梨絵
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウ
ンブリッジ補綴学分野

【目的】咀嚼筋痛障害と開口障害は，顎関節症患者の受
診動機となる頻度が高い。咀嚼筋痛障害患者の咀嚼筋活
動には異常所見を認めないことが報告されているが，開
口制限を伴う咀嚼筋痛障害の患者における開口中の閉口
筋の活動状態には不明な点が多い。本研究では，開口制
限を伴う咀嚼筋痛障害患者が最大努力開口を行った際
に，閉口筋である 筋の筋活動が開口障害に及ぼす影響
を筋電図学的に評価することを目的とした。
【方法】被験者として，本学歯学部附属病院口腔補綴科
外来患者から，DC/TMDを用いて，開口制限を伴う咀
嚼筋痛障害と診断された顎関節症患者群（n=21）を選択
した。また，本学学生 40 人を対象としてDC/TMDに
より顎関節症症状を認めなかったものを健常対象群（n=
27）とした。表面筋電計（ME6000 Biomonitor, Mega Elec-
tronics, Finland）を用いて，両側 筋および顎二腹筋前
腹の筋腹中央に筋線維と平行に双極表面電極を設置し
た。安静時筋電位を 30 秒間記録した後，自力最大開口
を行わせ，最大開口位を 5秒間保持させて筋活動を記録
した。記録は 3回繰り返し行った。
【結果】開口障害を伴う咀嚼筋痛障害群では，最大開口
時の 筋筋電位および安静時と最大開口時の 筋の筋電
位の差が，健常対象群に比べ有意に大きかった
（p = .000）。
【考察】開口障害を伴う咀嚼筋痛障害群では，最大開口
時に閉口筋である 筋が活動することにより，開口制限
に影響を及ぼしていることが示唆された。
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P-21

急性のクローズドロック症例における治療結果の違
いに関する検討

Effect of disc position for acute closed lock of the tem-
poromandibular joint

内田貴之1,４，飯田 崇2,４，岡本康裕1，多田充裕1，
廣畠広実3，若見昌信2，小見山 道2,４

1日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座，2日本大学松
戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座，3つくばセントラ
ル病院歯科口腔外科，4日本大学松戸歯学部付属病院口・
顔・頭の痛み外来

【目的】急性のクローズドロックに対する初期治療によ
り，クローズドロックが解除された症例と解除されな
かった症例の違いを明らかにすることを目的として，
MRI による関節円板転位の状態に着目し検討した。
【方法】対象はクローズドロック発症後，2週間以内に
来院し，発症後，1か月以内にMRI 撮影が行えた 23 名
とし，臨床的にクローズドロックの解除が確認された（明
瞭はクリック音と急激な無痛開口域の増大）解除症例 10
名（DDwR）と，解除が得られなかった非解除症例 13
名（DDwoR）の 2群に分けて検討した。
【結果】年齢分布はDDwRに比べDDwoRが有意に低
く，初診時最大開口域はDDwoRが有意に大きかった
が，発症から初診までの期間に差は認めなかった。MRI
矢状断における関節円板の最大長と前方肥厚部，中央菲
薄部，後方肥厚部の幅は 2群間に有意差は認められな
かった。矢状断と冠状断において関節円板の転位方向
は，DDwoRでは一定の方向を認めなかったが，DDwR
では 10 例中 7例が外側方向への転位を認めた。また
DDwoRでは関節円板の内側の変形が多く認められた
が，DDwRでは内側の変形は少なかった。
【考察】急性のクローズドロック症例のDDwoRでは，
関節円板の内側転位と内側の変形が進んでおり，DDwR
では外側転位が多く認められ，関節円板の転位方向の違
いにより，治療結果が異なることが考えられた。

P-22

非復位性顎関節円板障害に対する運動療法の有効性
の検証とロック解除を困難にする要因の探索

Study on effectiveness of exercise therapy for patients
with temporomandibular joint disc displacement without
reduction and on factors making joints difficult to be un-
locked

坂口晃平1，田口 望1,２，小林里奈2，田口 慧2，
日比英晴1

1名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科，2医療法人田
口歯科医院

【目的】非復位性顎関節円板障害（クローズドロック）
は関節円板の位置異常が患者の自発運動によって整位さ
れない病態で，顎運動の著しい制限をきたす。初期治療
として運動療法が選択されロックを解除できた場合には
即時に開口量が増大するが，解除が困難な症例も存在す
る。本研究で運動療法の有効性を検証しロック解除を困
難にする要因を探索した。
【方法】2014 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日に医療法
人田口歯科医院を受診し，日本顎関節症学会病態分類
（2013 年）で非復位性顎関節円板障害と診断され初診時
に運動療法を実施された。患側下顎骨体部を手指で把持
して下顎を緩徐にローテーションし顎関節部を前下方へ
伸展した。20 歳から 80 歳までの男女 141 例が対象となっ
た。運動療法の前と直後の開口量および 痛の程度（VAS
値）を対応のあるT検定で比較した。また，ロック解除
症例と解除困難症例の 2群に分類し，群間での比較も
行った。
【結果】ロック解除が可能であった 80 例では運動療法
施行時に整復音を触知し，開口量の増大と 痛の軽減に
加え開口時のクリックが出現した。ロック解除が困難で
あったのは 61 例であり，ロックが生じて 3週間以上経
過したもの，変形性顎関節症との重複診断されるものに
多かった。
【考察】長期経過したクローズドロック症例はロックの
解除が困難であった。クローズドロック症例を早期に診
断して発見し，運動療法を早期に開始することの必要性
が示唆された。
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P-23

FTO遺伝子の一塩基多型（rs8044769）の変形性顎
関節症への関与

Involvement of SNP（rs8044769）of FTO gene in the tem-
poromandibular joint osteoarthritis

髙岡亮太1，久山晃太郎1，小石由紀子1，森口大輔1，
石垣尚一1，矢谷博文1，桑原俊也1，玉利秀樹1，
内山百夏2，中谷温紀2，島本博彰2，植田 陽1，
森岡詩音1，山本梨絵1，林 暁雨1

1大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウ
ンブリッジ補綴学分野，2大阪大学大学院歯学研究科口腔
分化発育情報学講座口腔顎顔面放射線学分野

【目的】FTO遺伝子の一塩基多型が四肢の変形性関節
症（OA）のリスク遺伝子として注目を集めている。し
かし，顎関節においては画像検査が大きな障壁となり，
遺伝子多型が変形性顎関節症（TMJOA）に及ぼす影響
についての報告は存在しない。本研究の目的は，顎関節
症患者を対象としてFTO遺伝子の SNP（rs8044769）と
TMJOAの関連を調査することとする。
【方法】顎関節症症状を主訴として来院し，MRI 検査を
受けた患者 162 名（平均年齢 57.0 ± 12.2 歳，男性 31 名，
女性 131 名）を対象とした。DNA試料は被験者の頰粘
膜から非侵襲的に採取し，rs8044769 の genotyping を実
施した。統計解析には，従属変数をOAの有無，説明変
数を性別，年齢，BMI，円板位置異常の存在，復位性関
節円板転位の存在，rs8044769 の各アレル，とした 2項
ロジスティック回帰分析を用いた。
【結果】ロジスティック回帰分析の結果，rs8044769 の
TTのアレルに対しCCアレルがTMJOAの危険因子で
あることが示された（Odds ratio = 3.282，p = 0.018）。
【考察】本研究結果は，Zaggini らのゲノムワイド関連
解析研究による rs8044769 の Cアレルが女性の四肢の
OAに強く関連したという報告と類似していた。強い関
連が報告されている関節円板動態異常の影響を調整した
上でも rs8044769 と TMJOAの関連が認められたことか
ら，非復位性円板転位の発症をきっかけとして，FTO
遺伝子が骨代謝機能障害を増強し，TMJOAの発生を促
進する可能性が示唆された。

P-24

CAD/CAMによる注射針誘導ガイドを用いた第二枝
の三 神経痛のボツリヌス治療

Botulinum toxin therapy of second-division of trigeminal
neuralgia using CAD/CAM-derived injection guide

吉田和也
独立行政法人国立病院機構京都医療センター歯科口腔外
科

【目的】近年，ボツリヌス毒素製剤は 痛を緩和する効
果があることが明らかになってきた。本研究の目的は注
射針を誘導するガイドを用いた第二枝の三 神経痛に対
するボツリヌス治療の有効性と安全性を分析することで
ある。
【方法】対象は脳神経外科的手術の適応にならず，内服
治療の効果が不十分な第二枝の三 神経痛の患者 11 名
とした。歯科インプラント手術分析用のソフトウェアを
使用し，コンピューター断層撮影のデータと上顎石膏模
型をスキャンしたデータを融合した。コンピューター上
で目標点を翼口蓋窩に設定し，CAD/CAMによって注
射針誘導ガイドを作製した。ガイドを患者の上顎に装着
し，注射針を分析した深さまで刺入し，生理食塩水で溶
解した 25-50 単位のボツリヌス毒素（ボトックス）を注
射した。visual analog scale で評価した三 神経痛の強
度と頻度を治療前後で比較した。
【結果】ガイドを使用してボツリヌス治療を 25 回行い，
合併症は認めなかった。visual analog scale（7.9±1.1）
と 痛頻度（18.9±8.7 回/日）は有意に（p＜0.001）減少
した（おのおの 1.7±1.3，4.7±5.3 回/日）。4週間後の主
観的改善度は平均 81.6％±14.2％であった。
【考察】CAD/CAMによる刺入ガイドを使用した三
神経痛のボツリヌス治療は安全で効果的であることが示
唆された。
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P-25

顎関節症患者にとって重要なアウトカムに関するス
コーピングレビュー―日本顎関節学会診療ガイドラ
イン委員会―

Patient-important outcomes in temporomandibular joint
disorder：A scoping review ―Clinical guidelines com-
mitte of the Japanese society for temporomandibular
joint―

大井一浩1，湯浅秀道2，松村英尚3,４，松田慎平5，渡邊友希6，
松香芳三7，日本顎関節学会診療ガイドライン委員会8

1金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎
顔面口腔外科学分野，2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，3松村歯科医院，4九州大学大
学院歯学研究院口腔機能修復学講座インプラント・義歯
補綴学分野，5福井大学医学部附属病院歯科口腔外科，
6昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座顎関節症
治療学部門，7徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔科学部
門臨床歯学系顎機能 合再建学分野，8一般社団法人日本
顎関節学会診療ガイドライン委員会

【目的】顎関節症（TMD）診療ガイドラインを作成するにあた
り，既報の顎関節症患者治療論文における主要アウトカム（種類，
評価方法）についてスコーピングした。
【方法】PRISMA-ScR に従い，最近 10 年間のDC/TMDに準じ
て診断された 18 歳以上の顎関節症患者を対象とした一次研究論
文を組み入れ，アウトカムの種類，評価方法，評価時期を調査し
た。
【結果】5つの検索エンジンによる 3,122 件のスクリーニング論
文から，172 論文を組み入れた。アウトカムの種類は論文数で
痛 161，最大開口域 91，顎機能 32，顎運動 26，関節音 16，QOL
15，不安 14，口腔のQOL 10，その他 30 で， 痛アウトカムが 93％
であった。アウトカムの評価方法は 痛でVAS 121，NRS 21，
その他 26，記載なし 10 で， 痛以外では 45 種類，記載なし 85
であった。 痛アウトカム（n=229）の種類は全般 115，圧痛 45，
機能時 44，安静時 16，その他 8であった。全アウトカムの評価
時期は 4週未満 111，8 週未満 62，12 週未満 59，12 週以上 75，
記載なし 12 であった。 痛の評価部位は記載なし 90，咀嚼筋 33，
顎関節 28，両方 31 であった。 痛アウトカムの指標は二値 10
（6％），連続 158（98％）であり，治療効果の有効性に関しては
最小重要差を報告していたのは 5（3％）のみであった。
【考察】マッピングの結果，TMD治療のアウトカムは多種多様
であったが， 痛，最大開口域，顎機能や顎運動が主要アウトカ
ムに挙げられ， 痛の多くはVASの変化量で評価されていた。

P-26

顎関節症における歯科衛生士の関わり―歯周病メイ
ンテナンス患者の顎関節症症状について（その 2）―

Involvement of dental hygienists in TMDs―About the
symptoms of temporomandibular disorders in patients
with periodontal disease maintenance（Part 2）―

根橋杏未，島田 淳，柴坂奈々，清本聖文
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

【目的】顎関節症の発症，持続，悪化には，歯周病患者
同様にリスク因子の改善が重要であるとされている。歯
周病には歯科衛生士が関与していることから，顎関節症
の予防，管理においても歯科衛生士の関わりが有用とな
る可能性があるため，第 32 回本学会において，歯周病
メインテナンスに来院している患者の顎関節症症状につ
いて調査を行い報告した。今回症例数を増やしさらに検
討を加えたので報告する。
【方法】調査対象は，演者が勤務する歯科医院に歯周病
メインテナンスを目的に，3年以上来院中の患者のうち，
今回の調査の趣旨に同意を得た患者 50 名である。メイ
ンテナンスにて来院時，顎関節症スクリーニングおよび
リスク因子調査のための質問票について記載，回収する
とともに，顎関節，咀嚼筋の痛み，開口量，顎関節音の
有無などの記録を行った。
【結果】今回の調査において，歯周病メインテナンス継
続患者には顎関節症症状を有する者が存在し，ストレス
感，不安感，抑うつ感，疲労持続間，上下歯列接触癖，
起床時症状が強まるほど顎関節症有病率が増加する傾向
がみられた。
【結論】一般歯科診療室に歯周病メインテナンスに通院
する患者には，顎関節症症状を有する者が存在するた
め，歯科衛生士が顎関節症に対する知識を有し適切に対
応することで顎関節症の予防，管理に関与できることが
示唆された。
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P-27

顎関節症共通研修で研修歯科医は何を得られたか：
研修終了後アンケート調査

Dental residents evaluate TMJ training content；Post-
training questionnaire survey

高嶋真樹子1，河村篤志1，山崎裕太1，松崎奈々香1，
高田 翔1，上野山敦士2，池田順行2，荒井良明1

1新潟大学医歯学総合病院顎口腔インプラント治療部，
2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

【目的】当院では歯科医師臨床研修プログラムの一環と
して顎関節症についての共通研修を実施している。本研
究は研修歯科医に当研修終了後にアンケート調査を行い
共通研修に対する研修歯科医の評価，研修終了後の現状
と今後の研修内容の改善点について把握することを目的
とする。
【方法】対象は 2020 年度に新潟大学医歯学総合病院顎
口腔インプラント治療部で顎関節症について臨床研修を
行った研修歯科医 36 名で，無記名のアンケートを取得
した。記載内容は本人の評価に関与しないこと，回答に
ついて学会発表等に用いる可能性があることを伝えた。
アンケートは研修内容，期間，指導方法，研修内容の希
望など 10 項目とし，評価および自由コメントを記載し
てもらった。
【結果】研修自体について 95％で有意義との回答が得
られた。研修内容が研修医担当患者の治療に良い影響を
及ぼしたとの回答が 89％であった。DC-TMD日本語版
についての資料および講義についてわかりやすかったと
の回答が 100％であった。今後の改善点として，エック
ス線読影実習の実施，DC-TMDを重ねて学習できる研
修環境，熟練者による体験実習の充実などがあげられ
た。
【考察】研修医の指導は時間をかけて行う必要がある
が，早期に顎関節症について学習し正しく理解を深めて
もらうことで研修終了後に継続して興味を持ち生涯学習
に繋げやすくなり，顎関節症を担当する臨床医を増加さ
せる一助となれるのではないかと考えている。

P-28

顎関節症患者の服薬状況の検討

Analysis of medication in patients with temporomandibu-
lar disorder

神山裕名，飯田 崇，内田貴之，石井優貴，吉田一央，
早川英利，西森秀太，増田 学，西村 均，小見山 道
日本大学松戸歯学部付属病院口・顔・頭の痛み外来

【目的】顎関節症の治療として消炎鎮痛薬や筋弛緩薬の
顎関節症治療の有用性を示唆する報告は多いが，顎関節
症患者の全服薬状況についての報告は少ない。本研究で
は顎関節症患者における初診時の服薬状況について検討
を行った。
【方法】2017 年 1 月から 2017 年 12 月に日本大学松戸歯
学部付属病院口・顔・頭の痛み外来または顎関節・ 合
科を受診し，日本顎関節学会による顎関節症の病態分類
にて顎関節症と診断された患者 675 名（平均年齢；57±
21 歳）を対象とした。初診時にThe Diagnostic Criteria
for Temporomandibular Disorders（DC/TMD）に基づ
いて作成した問診票，口頭による問診，持参したおくす
り手帳の情報について各患者のカルテ情報から服用薬剤
の情報を抽出した。
【結果】患者 674 名のうち初診時の時点において定期的
に薬物を服用している者は 239 名（35.5％）であった。
服薬状況の内訳は多い順に降圧薬（11.2％），鎮痛薬
（8.4％），消化性潰瘍治療薬（8.4％），抗不安薬・睡眠薬
（7.8％），抗精神病薬・抗うつ薬（5.1％）であった。
【結論】以上より，顎関節症患者における降圧薬，鎮痛
薬，消化性潰瘍治療薬の服用率は一般処方率と比較して
同等であるが，抗不安薬・睡眠薬および抗精神病薬・抗
うつ薬の服用率は一般処方率と比較して高いことが示唆
された。
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P-29

睡眠時ブラキシズムにおけるgrindingおよびclench-
ingに対するスタビライゼーションスプリントの効果

The effect of stabilization splints on grinding and clench-
ing in sleep bruxism

大木郷資1，築山能大2，熱田 生3，松中 健4，
鮎川保則1,４，古谷野 潔3

1九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座クラウン
ブリッジ補綴学分野，2九州大学大学院歯学研究院歯科医
学教育学分野，3九州大学大学院歯学研究院歯科先端医療
評価・開発学分野，4九州大学大学院歯学研究院口腔機能
修復学講座インプラント・義歯補綴学分野

【目的】睡眠時ブラキシズム（以下 SB）の治療として
非侵襲的，可逆的であるため，スタビライゼーションス
プリント（以下 SS）が多く用いられている。SSは歯な
どを保護する効果を有するとされているが，SB減弱効
果について，効果がある，効果は装着直後の短期間のみ，
効果はないとするものとさまざまである。そこで本研究
では，SSを長期間連続で使用させて SB活動を経時的に
測定し，SSの SB減弱効果について評価した。
【方法】SBの自覚をもつ 26 名の睡眠時 筋筋活動を筋
電図測定装置を用いて計測した。タイムポイントは，SS
装着前（ベース），SS装着直後，1週間後，4週間後と
した。各タイムポイントにおける grinding と clenching
の頻度・時間・振幅を比較した。
【結果】grinding の頻度は，ベースと比較して SS装着
直後にのみ有意な減少を認めたが，その他のパラメー
ターに有意差はなかった。また clenching の振幅は，ベー
スと比較してすべてのタイムポイントで有意な減少を認
めたが，その他のパラメーターに有意差はなかった。さ
らに，clenching の振幅はすべてのタイムポイントで 0～
150％MVCに分布し，振幅分布はベースと比較してすべ
てのタイムポイントで有意に異なり，低い％MVCの方
にシフトした。
【結論】SSを装着することで，grinding の頻度に対す
る短期的な SB減弱効果を認め，clenching の頻度に対し
ては，長期的な効果が確認された。以上のことより，SS
治療は SB減弱効果を有することが示唆された。

P-30

覚醒時ブラキシズムの発生の伴い変化する生体情報
の検索

Biological changes before the onset of awake bruxism

佐藤多美代，森島 葵，菅沼岳史
昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座顎関節症
治療学部門

【目的】顎関節症のリスク因子の一つである覚醒時ブラ
キシズムの発生機序については不明な点が多い。そこで
本研究では，被験者に咀嚼筋筋電図および生体情報モニ
タを装着して日常生活を送ってもらい，覚醒時ブラキシ
ズム発生時に変化する生体情報を検索することを試み
た。
【方法】被験者は覚醒時ブラキシズムの自覚のあるボラ
ンティアの 30 代健常女性である。ウェアラブルタイプ
の身体生体信号計測プラットフォームBiosignalsPlux
（Plux 社）を用いて，自宅で 10 時から 16 時の間の左側
筋の筋電図と心電図を同時に測定した。筋電図の波形
抽出条件は，基線の 3倍以上，波形持続時間 0.08 秒以上，
エピソード間隔 0.08 秒以上とし，抽出したエピソードの
うち直前のエピソードとの間隔が 180 秒以上のものを解
析に用いた。おのおのの波形の開始時点から遡って 30
秒ごとの心拍数と心拍変動を比較した。
【結果】食事を除いた総計測時間は 6時間 22 分 4 秒で，
覚醒時ブラキシズムのエピソードを 194 回抽出した。平
均持続時間は 0.290 秒であった。36 エピソードを心電図
の解析に用いたところ，覚醒時ブラキシズムの直前に心
拍数は増加傾向を示したが，心拍変動の LF/HFは変化
しなかった。
【結論】本研究により，心拍数による覚醒時ブラキシズ
ムの予測や発生機序の解明につながる知見が得られる可
能性が示唆された。
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P-31

歯科治療を契機に診断された両側筋突起過形成症の
1例

A case of bilateral hyperplasia of coronoid process diag-
nosed as an opportunity to dental treatment

北吉麻理奈1，辻 要1，小滝真也2，植村紳司1，
山田耕治1，秋山広徳2，吉田博昭1，井関富雄1

1大阪歯科大学口腔外科学第一講座，2大阪歯科大学歯科
放射線科

【目的】開口障害のうち筋突起の過形成に起因したもの
は比較的まれである。筋突起過形成症は過剰に形成され
た筋突起が頰骨弓の内面と干渉することにより開口障害
を呈するとされている。今回われわれは，歯科治療を契
機に診断された両側筋突起過形成症の 1例を経験したの
でその概要を報告する。
【症例】46 歳，男性。20 歳の頃より開口障害を自覚し
ていたが放置していた。2019 年 8 月に左下 6部の腫脹を
自覚し近歯科を受診したところ，開口障害により治療が
できないため精査加療目的に当科を受診した。初診時，
口腔内所見は左下 6根尖相当部の歯肉の発赤と腫脹を認
め，開口量は 11mmであった。画像所見は，両側筋突起
上端は頰骨弓上縁を越えており，左側頰骨内面部と左側
筋突起前縁部に連続する骨様組織の増生を認めた。CT，
MRI では開口障害の原因となるような関節円板の前方転
位や咀嚼筋 膜の過形成は認めなかった。
【結果】両側筋突起過形成症の診断のもと，2019 年 11
月に全身麻酔下にて口腔内からのアプローチにより，両
側筋突起切離術を施行した。術中，両側筋突起を切離し
た時点で 45mmの最大開口量が得られた。術後 4日目よ
り開口訓練を開始した。術後 1年 6か月が経過し切離部
の再付着は認めず，最大開口量は 38mmで 合状態に変
化は認めず経過は良好である。
【結論】今回われわれは，歯科治療を契機に診断された
両側筋突起過形成症の 1例を経験したので，その概要を
報告した。

P-32

滑膜性骨軟骨腫症を疑い長期の経過観察を行なった
1例

A case of suspected synovial osteochondromatosis with
long-term follow-up

伊澤和三，鈴木崇嗣，佐々木剛史，青木隆幸，太田嘉英
東海大学医学部専門診療学系口腔外科

【目的】滑膜性骨軟骨腫症は，滑膜内に骨軟骨組織が形
成され多数の軟骨粒が関節腔に生じる疾患である。顎関
節に発症することは少ないとされるが近年報告は散見さ
れている。保存的治療で長期間にわたり本疾患の進行過
程を同一症例で経過観察した報告は少ない。今回滑膜性
骨軟骨腫症が疑われ，10 年間経過観察した 1例を経験し
たので概要を報告する。
【症例】49 歳，男性。初診の 1年前に左耳前部の腫脹を
指摘された。20XX年 6月，近医耳鼻咽喉科受診。20XX
年 8月，精査加療目的に当院紹介受診した。CTで左下
顎骨頭の外側に突出する骨性隆起を認め，左顎関節に多
数の関節内遊離体を認め骨軟骨腫症が疑われた。手術を
提案したが，患者は手術を希望せず保存的経過観察と
なった。
【結果】20XX年から 10 年間 CT画像で経過観察を行っ
たが，画像，臨床症状ともに著変なく経過している。
【結論】関節内にX線不透過像を呈する病変は，滑膜性
骨軟骨腫症やピロリン酸カルシウム結晶沈着症が挙げら
れるが画像上その鑑別は困難である。生活に支障となる
臨床症状が無く耳前部の腫脹のみの訴えであり，臨床診
断を滑膜性骨軟骨腫症とした。10 年の経過観察中，関節
内遊離体や石灰化物の変化もほぼ認めなかった。治療期
間中に病期の進行を認めた症例や頭蓋底，側頭骨の骨吸
収を認めた症例もあり，今後の病勢を見極める必要があ
ると思われた。
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P-33

閉口不全を呈した下顎頭骨軟骨腫の 1例

A case report of osteochondroma of the mandibular con-
dyle with insufficient mouth closure

井上庸子1，米津博文1，横尾嘉宣1，安西寛真1，
池邉哲郎1，香川豊宏2

1福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分
野，2福岡歯科大学診断・全身管理学講座画像診断学分野

【目的】一般に片側性の下顎頭骨腫および骨軟骨腫は顎
関節部の膨隆，関節音ならびに下顎の健側偏位などを伴
うことは比較的多くみられるが，平行不全が発現するこ
とはまれなようである。今回，私たちは閉口不全を呈し
た下顎頭骨軟骨腫の 1例を経験したので，その概要を報
告する。
【症例】26 歳，女性。10 代の頃から右側顎関節に 痛
を覚え，複数の歯科でバイトスプリント療法を受けてい
た。25 歳頃から徐々に下顎が左方へ偏位したとのことで
ある。2020 年 7 月，歯列不正と顎関節症状を主訴として
当院矯正歯科受診し，精査のため口腔外科を紹介され
た。
【結果】当科初診時，右側耳前部に骨様膨隆を認めた。
開口距離は 25mmであった。なお，関節音は認めなかっ
た。下顎は左方へ 5mm偏位しており，右側臼歯部は開
を呈していた。Orthopantomogramにて右側下顎頭に
変形を認めたが，下顎窩ならびに関節結節に形態異常は
認めなかった。CTにおいて，右側下顎頭関節結節下方
に位置し，前上方へ大きく膨隆した腫瘤を認め，内側は
腫瘤により頭蓋底が軽度陥凹していた。なお，患者の身
体的理由からMRI 撮像は行わなかった。下顎頭腫瘍の
診断下，腫瘍切除術を行ったところ，開口距離 40mmで，
開口時に下顎は右方偏位するも 頭嵌合位にて上下歯列
正中は一致するようになった。
【結論】閉口不全を呈した右側下顎頭骨軟骨腫に対し
て，腫瘍切除術を施行し，閉口不全は消失し， 頭嵌合
が可能となった。

P-34

二次性顎関節骨軟骨腫症の 1例―顎関節鏡支援下で
の顎関節開放手術―

A case of secondary osteochondromatosis of the TMJ
―The open surgery assisted by arthroscopy―

藤田宏人1，大槻榮人1，村上賢一郎2，大槻有美1，
大槻 麻1，川上哲司3,４，桐田忠昭4

1医療法人社団おおつき会大槻歯科医院，2赤穂市民病院
歯科口腔外科，3社会医療法人田北会田北病院歯科口腔外
科，4奈良県立医科大学口腔外科学講座

【目的】顎関節に生じる骨軟骨腫症は原因不明で発症時
期が不明な一次性が多い。本症例では当院通院中にX線
検査により発見された二次性顎関節骨軟骨腫を経験した
ので報告する。
【症例】患者は 66 歳男性，う蝕処置，歯周病の定期メ
ンテナンスのためX-6 年より通院加療中であった。X年
Y月のパノラマX線検査で側顎関節周囲に不透過像を認
めた。過去にも自覚症状はなく，開口量 40mm，左側顎
関節に無痛性の関節音（クリック）を認めた。CBCT検
査およびMRI 検査で精査したところCT所見では左側
下顎頭の変形，前方部に不透過像を認め，腫瘍性病変が
疑われた。MR所見ではT1強調像で左側上関節腔に内
部不均一の腫瘤を疑う所見を認め，T2強調像で左側上
関節腔内に高信号像を認めた。左側顎関節腫瘍性病変の
診断のもと，全身麻酔下で耳前部切開後に下顎頭切除
術，関節遊離体の摘出および関節円板切除術を施行し
た。術中内側極には遊離体を認め，後方内斜面に存在す
る滑膜炎を認めたため顎関節鏡視検査を併用した。病理
組織学的所見は osteochondromatosis，下顎頭部および
遊離組織の 1片は層板骨で構成され，二次性顎関節骨軟
骨腫症と診断した。現在，術後一年経過し顎関節痛・腫
脹は消失し再発も認めず経過良好である。
【結語】顎関節鏡支援下での顎関節開放手術により確実
に摘出し得た二次性骨軟骨腫症の 1例を経験したので報
告した。
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P-35

咀嚼筋 ・ 膜過形成症の手術を安全に行うための
超音波骨メスとカッティングガイドの応用

Application of ultrasonic bone scalpel and cutting guide
for safe surgery for masticatory muscle tendon and ap-
oneurosis hyperplasia

三次 翔1，土生 学1，鶴島弘基2，坂口 修2，
西牟田文香2，吉岡 泉2，冨永和宏1

1九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野，2九州
歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野

【目的】咀嚼筋 ・ 膜過形成症の 膜肥厚が著しい症
例では，側頭筋の剝離や切離，筋突起切除に難渋する場
合がある。また， ・ 膜や筋突起を除去しても術中に
十分な開口量が得られない場合もある。今回，われわれ
は当院で行っている咀嚼筋 ・ 膜過形成症の手術の工
夫について報告する。
【症例】50 歳女性。初診時開口距離 23 mm，側方運動
は両側 8 mm。両側咀嚼筋 ・ 膜切除ならびに筋突起
切除を施行した。術中，筋突起裏面に強固に付着した側
頭筋の 膜剝離に難渋したが，超音波骨メスを使用する
ことで安全に容易に索状組織を切離できた。最大開口量
53 mmを確認した。48 歳女性。初診時開口距離 23 mm，
側方運動は 10 mm。両側咀嚼筋 ・ 膜切除と筋突起切
除を行った時点で開口量が 40 mm程度であったので，下
顎角切除を追加したところ，最大開口量 52 mmを確保で
きた。その際，CAD/CAMのカッティングガイドを用
いることで，狭い口腔内の術野でも下顎管損傷を回避す
る安全な操作が可能であった。
【結論】側頭筋 が硬化している症例では， ・ 膜の
切離，剝離に超音波骨メスが有効で，特にロングネック
の湾曲したチップが筋突起裏面の操作性に優れた。ま
た，開口量が確保しにくい症例では，下顎角切除の追加
も検討すべきで，CAD/CAMのカッティングガイドの
応用は安全性の向上に寄与すると考えられた。

P-36

両側顎関節の関節円板および円板後部組織石灰化の
1例

A case of bilateral disc and retrodiscal tissue calcification
in the temporomandibular joint

枝 卓志1，伊東宏和1，大蔵眞太郎1，中島和則1，
若江五月1，五十嵐千浪1，杉﨑正志1，小林 馨1，
大久保力廣2

1鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座，
2鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

【目的】円板後部組織は疎線維性結合組織が主体で，血
管や神経を多く認める。関節円板が石灰化する報告は散
見されるものの，円板後部組織の石灰化はまれである。
今回われわれは，両側関節円板および円板後部組織の石
灰化を認めた 1例を経験したので，その概要と文献的考
察を加え報告する。
【症例】患者；56 歳，男性。2014 年 8 月，近歯科医院
にて舌縮小術を施行した。病理組織診断はアミロイドー
シスであった。2015 年 1 月より血液内科にてアミロイ
ドーシスの治療を開始した。2018 年 12 月，補綴治療依
頼のため，本学附属病院補綴科を受診した。2021 年 3 月，
顎関節アミロイドーシスの精査目的に当科紹介受診し
た。初診時臨床所見は巨舌による閉口不能を認めた。顎
関節部に圧痛はなかった。CTで両側下顎頭の後方に境
界不明瞭，内部均一な粒状高密度像の散在を認めた。両
側下顎頭に変形はなかった。MR画像で関節円板転位は
認めず，上関節腔後内方に貯留液を少量認めた。CTと
MR画像から両側関節円板および円板後部組織の石灰化
を認めた。
【結果ならびに考察】顎関節部に腫瘤性病変を認めず，
アミロイドーシスは否定された。貯留液が少量のため，
滑膜軟骨腫症およびピロリン酸カルシウム結晶沈着症は
否定的で，明らかな石灰化の原因は不明であった。閉口
不能による円板後部組織の退行変性により，線維性結合
組織の石灰化が生じたのではないかと推察した。
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P-37

顎関節MR撮像により偶発的に発見されたくも膜嚢
胞の 2例

Incidental found two cases of arachnoid cysts with MR
imaging of the temporomandibular joint

伊東宏和1，五十嵐千浪1，若江五月1，大蔵眞太郎1，
枝 卓志1，中島和則1，沢井清治1，尚原弘明1，
渋谷寿久2，小林 馨1

1鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座，
2渋谷歯科医院

【目的】くも膜嚢胞はくも膜でできた被膜の中に髄液が
局所的に貯留している状態で，頻度は約 0.1～0.3％，そ
のほとんどが無症状である。今回，顎関節MR検査にて
偶発的にくも膜嚢を発見した 2例を経験したので報告す
る。
【症例 1】60 歳，女性。 合時の右側側頭部痛を主訴に
来院した。20 年前より同部に鈍痛を自覚するも自然消退
していたため放置していたという。右側側頭部に運動時
痛があり，右側頭筋・両側 筋および両側下顎頸部に圧
痛，右側クリック音を触知した。顎関節MRを撮像し，
顎関節に異常所見は認めなかった。しかし，左側脳頭蓋
内にT1強調像で低信号，T2強調像で著明な高信号像を
呈する境界明瞭な病変を認めたため，脳頭蓋内の嚢胞性
病変を疑い，脳神経外科に精査依頼した。
【症例 2】16 歳，男子。開口時の引っかかりを主訴に来
院した。右側 筋に圧痛，右側クリック音を触知，明ら
かな運動時痛は認めなかった。同日にMR撮像を行い両
側復位性顎関節円板前方転位と診断したが，左側脳頭蓋
内に上記同様の信号強度を呈する境界明瞭な病変を認め
たため，脳頭蓋内の嚢胞性病変を疑い，脳神経外科に精
査依頼した。
【結果】いずれも左側中頭蓋内くも膜嚢胞との診断であ
り，経過観察となった。
【結論】本疾患の大部分が無症状であるが，病変増大傾
向にある場合はその限りではない。いずれも経過観察と
なったが，顎関節部のMR撮像時には，くも膜嚢胞の存
在も念頭に置いて診断する必要がある。

P-38

顎位の変化に伴い臼歯部開 を生じた 1例

A case of posterior open bite with the change of the man-
dibular position

後藤田章人1，三上紗季1，山口泰彦2

1北海道大学病院高次口腔医療センター顎関節治療部門，
2北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野冠橋義歯補
綴学教室

【目的】関節円板の位置変化によると考えられる顎位の
変化に伴い臼歯部開 を生じた症例を経験したので報告
する。
【症例】64 歳，男性。約 3年前から左側関節雑音を自覚。
約 3か月前，起床時に顎のずれを自覚し，以後間欠的に
左臼歯部が み合わなくなった。他院歯科製作のスタビ
リゼーションスプリントを使用したが 合状態は改善せ
ず，同院の紹介で当科初診。診察・検査では， 合状態
は左右臼歯部で 合接触する状態と，左臼歯部が開 と
なる状態の 2種類がみられた。開口量は 43mm（自力無
痛）。関節雑音は触知しなかった。左臼歯部が開 状態
で撮像したMRI では関節円板の位置に著しい前方転位
はみられなかった。
【治療経過】初診時以後，上記開 が発現する頻度が増
えた。左側関節円板は以前は転位していたものが整位す
る方向に変化し，それに伴う 合変化が生じた可能性が
考えられた。開 となる際の顎位は痛みや不快感の自覚
はなく，この顎位を基準として 合再構成することを検
討した。左臼歯部の開 部分を補う量の 合挙上を試
み，左上臼歯部への分割スプリントを製作し，後に仮着
した。以後左右臼歯部での 合支持が得られた状態で経
過し機能的にも感覚的にも問題ないことを確認した後，
最終的に左臼歯部のFMCの新製等の処置を行った。
【結論】 合変化を生じた症例は顎関節の状態や経過を
確認し， 合への処置の必要性について慎重に検討する
ことが重要と考えられた。
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P-39

変形性顎関節症患者の機能的評価を行った 2症例

Two cases that evaluated a function of temporomandibu-
lar joint osteoarthritis

平井真也，木原琢也，井川知子，重本修伺，重田優子，
小川 匠
鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

【目的】当講座では顎関節症や 合異常を訴える患者に
対して，Computed Tomography（CT）などによる三次
元的な形態的評価と磁気ベクトル方式 6自由度顎運動測
定装置を用いた機能的評価を行っている。形態的評価に
ついては，第 32 回学術大会で報告したボンウィル三角
とバルクウィル角に着目した評価を行い，運動論的に算
出した機能的ボンウィル三角とバルクウィル角と比較し
ている。今回，変形性顎関節症患者 2症例の長期経過例
を通して興味ある知見が得られたので報告する。
【症例】症例 1：32 歳，男性。左側変形性顎関節症，
合不安定。症例 2：57 歳，女性。両側変形性顎関節症，
後天性の前歯部開 いずれも外科矯正後の補綴治療後，
合関係は正常に回復し，3年以上経過した時点での，

形態的ならびに運動論的評価を行った。
【結果】症例 1は，下顎頭の骨形態変化に左右差を認め
た。また，運動論的に算出した運動論的評価についても
相似形を呈していた。症例 2は，解剖学的な指標は両側
に下顎頭の著しい吸収を認めた。運動論的評価，特に，
全運動軸は，著しく乱れており，二次性開 症を呈して
いた。
【結論】変形性顎関節症患者の治療においては，形態や
合関係など解剖学的回復が求められる。しかし，運動

機能との調和が得られない症例については良好な経過が
得られない可能性を示し，顎運動などの機能評価が必要
であると考えられる。

P-40

顎関節症との鑑別を必要とした咀嚼筋痛を伴う放射
線性下顎骨骨髄炎の 1例

A case of mandibular osteoradiomyelitis with mastica-
tory muscle pain that required differentiative diagnosis
from temporomandibular disorder

定梶 嶺1，大井一浩1，川野晃誠1，篠島 悠1，
山下耀子1，植木皓介1，伊藤達郎1，麸谷圭昭2，
小林一彦3，吉田 完4，小山岳海5，川尻秀一1

1金沢大学大学院医薬保健学総合研究科外科系医学領域顎
顔面口腔外科学分野，2独立行政法人国立病院機構金沢医
療センター歯科口腔外科，3市立砺波総合病院歯科口腔外
科，4市立敦賀病院歯科口腔外科，5公立能登総合病院歯
科口腔外科

【目的】今回われわれは，顎関節症との鑑別を必要とし
た咀嚼筋痛を伴う放射線性下顎骨骨髄炎の 1例を経験し
たので報告する。
【症例】症例は 70 代の男性，2021 年 3 月頃から食事時
の顎の痛みによる開口障害を自覚，近在歯科医院，かか
りつけ病院耳鼻科及び整形外科を受診したが原因は判別
せず同病院歯科口腔外科より顎関節症疑いと診断され，
精査の依頼で同年 5月に当科を紹介受診した。患者は
2008 年に上咽頭癌に対して当院耳鼻科で頸部郭清術，放
射線治療合計 74Gy を施行されていた。
【結果】無痛開口量 13mm，有痛開口量 15mm，強制開
口量 18mm。右側 筋部に強い緊張と圧痛を認め，大開
口時に同部にいつもの痛み，右側下顎全体に常にじわっ
とした痛みを自覚。痛みのVAS値は 80/100 であった。
歯肉から明らかな排膿はなかった。パノラマX線写真で
右側下顎 7番に分岐部病変とう蝕が認められた。自発
痛，著しい開口障害，既往歴から顎関節症以外を疑い精
査した。MR像で右側下顎枝にT1強調画像低信号，STIR
高信号が認められ，右側 筋・内側翼突筋に STIR 高信
号が認められた。CT像で右側下顎枝皮質骨の断裂を認
め，骨シンチグラフィーで同部に集積が認められた。耳
鼻咽喉科に対診したが，上咽頭癌の再発は否定され，放
射線性下顎骨骨髄炎と診断した。
【結論】咀嚼筋痛の原因として炎症所見に乏しい下顎骨
骨髄炎にも注意する必要があると考えられた。
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P-41

顎関節円板後方転位の 1例

A case of posterior disk displacement of the temporo-
mandibular joint

渡辺昌広1，藤井智子1，本橋具和1，長谷小町2，
濱田翔央2，窪 寛仁1，中嶋正博1

1大阪歯科大学口腔外科学第二講座，2大阪歯科大学大学
院歯学研究科口腔外科学専攻

【目的】顎関節円板障害は，そのほとんどが前方転位で
あり，後方転位はきわめてまれとされる。今回われわれ
は顎関節円板後方転位の 1例を経験したので報告する。
【症例】患者は 29 歳女性。2020 年 5 月に閉口障害を主
訴に近歯科医院を受診。投薬処置を受けるも症状改善せ
ず，精査依頼で同年 7月に当科受診した。初診時，無痛
自力開口量は 30mm，有痛自力開口量は 40mmで閉口
時，下顎は左側に偏位し，前歯部から左側臼歯部が離開
していた。右側顎関節のクリックとともに下顎位は徒手
的に整位するも，すぐに左側偏位が再燃した。MR画像
で右側顎関節円板後方転位と，右側上関節腔に軽度の
joint effusion を認めたため，右側復位性関節円板後方転
位と診断した。関節円板の整位を目的に同日パンピング
マニピュレーションを行ったが，術前同様，下顎位は右
側へ整位するも容易に左側偏位したため顎間ゴム（H4）
にて顎間牽引を行った。術後 4日目には下顎位は整位し
たため，術後 11 日目に顎間牽引を解除した。術後 1か
月半のMR画像にて右側顎関節円板は整位しており，現
在，術後 11 か月経過し症状再燃なく経過良好である。
【結論】これまでに顎関節円板後方転位に対してパンピ
ングマニピュレーションが奏功し良好な結果を得ている
報告が多いが，本症例のように容易に円板転位が再燃す
る場合は短期間の顎間牽引を検討する必要があると考え
る。

P-42

左側下顎頭切除後に，右側下顎頭の変形性顎関節症
をきたした 1例

The left-side condylar excision caused the right-side os-
teoarthrosis：A case report

田窪千子
松江赤十字病院歯科口腔外科

【目的】変形性顎関節症は下顎頭関節面軟骨および側頭
骨顎関節面軟骨の破壊による骨変形が進行する病変で，
保存療法が第一選択とされているが，いまだ決定的では
ない。左側下顎頭切除後に右側下顎頭の変形性顎関節症
をきたした 1例を経験したので報告する。
【症例】患者は 60 代男性，2010 年 11 月大開口時の左側
顎関節痛を主訴に当科を紹介され受診した。開口量 39
mm。パノラマX線写真で左側下顎頭の変形を認めた。
顎関節症診断のもとNSAIDs を内服。開口量が 48mm
になったところで終診。2013 年 2 月左側顎関節痛が再燃
したため再受診。左側顎関節は外方向に突出。 合時に
下顎が左側に偏位し，開口量は 35mmと軽度開口障害を
きたしていた。MRI では滑膜性骨軟骨腫症が疑われた。
2013 年 3 月全身麻酔下に左側下顎頭を切除した。最終病
理診断は骨髄炎であった。
【結果】術後はスプリントを装着しゴム牽引による顎間
誘導を行ったところ，開口障害や下顎の偏位は改善した
が，2016 年 5 月パノラマX線写真で左側下顎臼歯部歯
根破折と，右側下顎頭の変形を認めるようになった。現
在開口量は 45mmであるが，右側顎関節は外方向に突
出。左側臼歯部の 合崩壊および右側臼歯部歯根破折を
きたし，CTでは右側下顎頭軟骨下嚢胞を認め，変形性
顎関節症が疑われている。
【結語】下顎頭切除後は 合負荷がかからないように対
策が必要と考えられた。
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P-43

関節腔内の出血により臼歯部開 を呈した変形性顎
関節症の 1例

A case of osteoarthritis of TMJ with open bite in the mo-
lar region due to intracapsular hemorrhage

秋山史織1,２，石井広太郎1,２

1九州大学病院顔面口腔外科，2飯塚病院歯科口腔外科

臼歯部開 を突如発症する病態において，MRI で関節
包内液体貯留を認める場合には化膿性顎関節炎や滑液貯
留が疑われるのが一般的である。今回われわれは，変形
性顎関節症を有し明らかな外傷歴がなく，関節腔内に出
血を生じ臼歯部開 を呈した 1例を経験したのでその概
要を報告する。59 歳，女性。以前から左側顎関節部の雑
音を自覚しており，初診する約 2か月前より 痛を生じ
ていた。初診前日の起床時に突然臼歯部開 を生じ 2019
年 11 月中旬に当科初診した。左側顎関節部は軽度腫脹
し，開口量 26mm，左側臼歯部開 を認め下顎正中は右
方偏位していた。発熱はなく，血液検査の結果はWBC，
CRPなど炎症マーカーはすべて基準値内であった。MRI
にて左側の関節円板は前方へ転位しており，上関節腔に
多量の joint effusion を認めた。関節腔内の穿刺・吸引を
行ったところ赤褐色血液様の液体が吸引でき，吸引後は
十分な洗浄処置を施した。穿刺直後に正常の 合を獲得
できた。細菌検査で菌は同定されなかった。術後顎関節
強直症防止のため徒手的な運動療法を一年間継続したと
ころ，開口量は 49mmを維持し下顎頭変形にも改善がみ
られた。関節円板障害および変形性顎関節症に内在性外
傷の機転が生じ，関節腔内への出血を生じたと考えられ
た。また，変形性顎関節症を誘因として顎関節強直症へ
と進展する症例が存在する可能性が示唆された。

P-44

前歯部開 を伴う変形性顎関節症の 1例

A case of anterior open bite with osteoarthritis

影山 徹
松本歯科大学病院矯正歯科

【目的】開 を伴う矯正治療患者において顎関節症を併
発していることがあり，顎関節治療を考慮した 合の再
構築が重要な課題となる。今回，変形性顎関節症に保存
療法を行ったので報告する。
【症例】初診時年齢 34 歳の女性，アゴの痛み，前歯で
物が嚙めないことを主訴に来院した。18 歳頃の外傷によ
り両側顎関節の痛み開口障害および 合の変化を自覚。
無痛開口量 29mm，両側顎関節部， 筋後腹中部，側頭
筋中部に圧痛あり，両側顎関節に運動痛を認めた。口腔
内所見は前歯部開 で，TCHを認めた。MRI 画像所見
では矢状断より左両下顎頭の皮質骨は前方部で一部 cor-
tical erosion を認め，右側下顎頭は関節面の扁平化およ
び前方部に骨新生像を認めた。T2強調画像では左右関
節の上関節腔に joint effusion を認めたことより，両側咀
嚼筋痛障害，両側顎関節痛障害，変形性顎関節症と診断
した。顎関節症のマネージメントとして病態説明，摂食
時の顎関節への負担軽減，最大開口の制限，TCHの是
正指導を行った後に夜間アプライアンス療法・開口スト
レッチ指導を開始した。12 か月後に顎関節圧痛，咀嚼時
痛は軽快し，無痛開口量は 40.0mmに増加した。症状の
安定を確認後，開 を改善するために歯科矯正治療を
行った。
【結果】下顎位の再構築が達成できた結果，良好な 合
関係が得られ，治療後の顎関節症状も安定した。
【結論】 合の改善は顎関節症のマネージメントに有用
であることが示唆された。
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P-45

顎関節痛を契機に発見された小脳橋角部腫瘍の 1例

A case of cerebellopontine angle tumor presenting with
Temporomandibular joint pain

野間 昇，今村佳樹
日本大学歯学部口腔診断学講座

【目的】国際的な口腔顔面痛分類・診断基準として「国
際口腔顔面痛分類 第 1版」が Cephalalgia に発表され
た。短時間の発作性 痛の特徴を有していて，脳腫瘍が
存在する場合は，二次性三 神経痛となり，持続性 痛
の場合には，「その他の疾患による三 神経障害性 痛」
となる。今回われわれは，ドイツ障害性 痛研究ネット
ワークの定量感覚検査（QST）を用い類表皮腫患者の体
性感覚的，主観的特性を調べた。
【症例】患者：48 歳，女性。主訴：下顎左側の 痛，左
側下唇の感覚鈍麻。1年 8か月前，左舌としびれを自覚。
6か月後，冷水により左下唇から下顎全体に激しい発作
痛を自覚し，1か月前より 痛の性質が 1―2 分間持続す
る発作痛に変化した。本研究では類表皮腫患者 1名に左
側下唇に対してQSTを実施した。
【結果】Zスコアー：冷痛覚閾値（CPT）（z＝3.25）お
よび温痛覚閾値（HPT）（z=2.84）のパラメーターでは
感覚亢進（陽性徴候）を認めた。また触覚識別閾値
（MDT）（z＝－2.48）のパラメーターでは感覚低下（陰
性徴候）を認めた。
【結論】某脳神経外科で腫瘍摘出術を施行し，類表皮腫
の病理診断を得た。術後，発作痛は消失した。二次性三
神経痛と三 神経障害性 痛の鑑別には臨床的特徴

（自発痛の性質・誘発痛・感覚障害の有無）によって診
断される。QSTの結果から，両疾患の鑑別には簡易的な
綿棒刷掃やスパチュラ（冷温覚検査）のような定性検査
が有用であると考えられた。



複写をご希望の方へ

　一般社団法人日本顎関節学会では，複写複製に係る著作権を一般社団法人学術著作権協会に委託してい
ます。当該利用をご希望の方は，学術著作権協会（https://www.jaacc.org/）が提供している複製利用許諾
システムを通じて申請ください。
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