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第 31 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会
大会長　鱒見　進一

　第 31 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会を第 23 回日本口腔顔面痛学会ならびに第 33 回日
本歯科心身医学会との共催で，2018 年 7 月 7 日（土），8日（日）に北九州市小倉北区の北九州国際会議
場および西日本総合展示場で開催させていただきます。これに先立ち 6日（金）には理事会，社員総会を
開催いたします。学会会場は，小倉駅に隣接していることから新幹線が必ず止まるだけでなく，福岡空港
ならびに北九州空港からのアクセスも非常に便利です。
　今回初めての 3学会合同の学術大会ということで，学術大会のメインテーマは，“痛みを究める～侵害
受容性 痛・神経障害性 痛・心因性 痛～”といたしました。これら 3学会には重複する部分が多く，
顎関節学会会員の多くが他の2学会にも所属されております。単独開催にはないメリットを生かし，各学
会が共通認識のもとに日々の臨床や研究に携われることを目的に，学術大会運営委員会を中心に，メイン
テーマに沿った 3学会合同のシンポジウムをはじめ，特別講演として九州大学大学院薬学研究院 臨床薬
学部門 ライフイノベーション分野の津田　誠先生による「感覚情報処理における脊髄グリア細胞の役
割」，滋賀医科大学神経難病研究センターMR医学研究部門の椎野顯彦先生による「脳画像形態解析と心
の病」，教育セミナーとして国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センターの堀越　勝先生によ
る「セルフケアの効果を高めるコミュニケーションスキル」，慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
の和嶋浩一先生の座長による「よく診る典型的痛みをどの様に捉えるか，専門による違い」，北海道医療
大学歯学部保健衛生学分野の松岡紘史先生による「歯科医師のための認知行動療法の基礎と実践」等の企
画を考えております。海外招待講演者としては，USCの Glenn T. Clark 教授を招聘いたしました。
　小倉では祇園太鼓，戸畑では提灯山笠，博多では山笠と，7月の福岡は祭り一色となります。美味しい
海の幸や美酒とともに北九州の夏を満喫していただければと思っていますので，ぜひとも多くの会員の皆
様がご参集くださいますようお願い申し上げます。

第31回一般社団法人日本顎関節学会
総会・学術大会の開催にあたって



第 23 回一般社団法人日本口腔顔面痛学会学術大会
大会長　松香　芳三

　一般社団法人日本口腔顔面痛学会（OFP）は口腔顔面痛に関する専門学会として，臨床，研究，教育の
進展に寄与し，世界の民の健康増進に邁進しております。このたび，第 31 回一般社団法人日本顎関節学
会総会・学術大会，第 33 回一般社団法人日本歯科心身医学会総会・学術大会との共催での開催となりま
した。日本顎関節学会との学術大会共催は，昨年に引き続きになりますし，日本歯科心身医学会との共催
は，初めての試みです。3学会合同大会でありますので，活発な議論が繰り広げられることを期待してお
ります。
　このたびの共催に関しまして，日本顎関節学会の大会長を務められます鱒見進一先生，理事長の古谷野　
潔先生，日本歯科心身医学会の大会長を務められます依田哲也先生，理事長の岡田智雄先生のご高配に深
く感謝申し上げます。
　日本口腔顔面痛学会と日本顎関節学会は顎関節症などの重複する領域が多くあり，これまでにも共催で
学術大会を開催しております。また，日本口腔顔面痛学会と日本歯科心身医学会とは痛みにおける精神心
理学的な関与において，重複する領域があります。共催学術大会を開催することにより，それぞれの専門
領域の話をより深く知ることができるという利点があります。
　今大会におきましても，これらを有効に活かす企画が立てられています。メインシンポジウムとしまし
て，「痛みを究める～侵害受容性 痛，神経障害性 痛，心因性 痛～」では 3学会の合同シンポジウム
が開催されます。そのほかにも，和嶋浩一先生の座長による教育セミナー「よく診る典型的痛みをどの様
に捉えるか，専門による違い」，津田　誠先生による特別講演「感覚情報処理における脊髄グリア細胞の
役割」，一般口演・ポスター発表などを企画しております。
　口腔顔面痛学会会員の皆様にはぜひ，多くの企画を楽しんでいただきたいと希望しますとともに，顎関
節学会，歯科心身医学会の会員の皆様には，口腔顔面痛の基礎・臨床のエッセンスに触れていただくこと
を希望しております。
　大会長としまして，多くの皆様のご参加を期待しております。

第23回一般社団法人日本口腔顔面痛学会
学術大会の開催にあたって



第 33 回一般社団法人日本歯科心身医学会総会・学術大会
大会長　依田　哲也

　日本歯科心身医学会は，わが国の歯科臨床フィールドにおける患者の精神や心理，いわゆる「こころ」
と体の関係に関する問題に取り組むことを目的に1986年 7月に設立されました。「こころ」が原因となっ
て発症する心身症疾患はもとより，すべての歯科疾患の治療結果が「こころ」に左右されるといっても過
言ではありません。その意味で本学会の果たす役割は多大であります。
　本学会の総会・学術大会は，毎年日本顎関節学会と同じ7月の週末に開催しております。II軸診断が示
すように顎関節症の心身医学的なアプローチは必須であり，例年の顎関節学会学術大会においても，一般
口演・ポスター発表をはじめシンポジウムに心身医学や認知行動療法などに関する演題が多数みられま
した。一方，歯科心身医学会でも，顎関節症に関する特別講演や 合異常感症のシンポジウムが企画され
るなど学術的なクロスオーバーがあります。
　このように時期も内容も共通点が多いにもかかわらず，両方に所属する会員は意外に少数であり，両学
会の情報共有は希薄な感がありました。そこで，顎関節学会と歯科心身医学会の両方の理事を兼ねる少数
派が大会長を仰せつかったのは絶好の機会と考え，今回共催を提案させていただいた次第です。さらに
は，日本口腔顔面痛学会の参加も得て，ここに顎口腔顔面の侵害受容性 痛と神経障害性 痛，心因性
痛の 3種類を扱う 3学会が一堂に会することになったのはうれしいかぎりです。
　3学会合同のシンポジウムや懇親会等を通じて，相互理解を深め，学術的な連携を図ることが期待でき
ます。今回の合同学会が歯学界や学会のあり方や方向性に一石を投じることになり，発展に寄与すること
を心から願う次第です。

第33回一般社団法人日本歯科心身医学会
総会・学術大会の開催にあたって



日時：平成 30 年 7 月 6 日（金）

 平成 30 年度一般社団法人日本顎関節学会第 2回理事会 12：00～13：50 22 会議室

 平成 30 年度一般社団法人日本顎関節学会第 1回社員総会 14：00～15：30 21 会議室（第 3会場）

 平成 30 年度一般社団法人日本顎関節学会第 3回理事会 15：30～15：50 22 会議室

 平成 30 年度一般社団法人日本顎関節学会第 4回理事会 15：50～16：10 22 会議室

 平成 30 年度一般社団法人日本顎関節学会第 2回社員総会 16：10～16：30 21 会議室（第 3会場）

 平成 30 年度一般社団法人日本顎関節学会指導医講習会 16：30～17：30 21 会議室（第 3会場）

 平成 30 年度一般社団法人日本口腔顔面痛学会理事会 14：00～15：30 22 会議室

 平成 30 年度一般社団法人日本歯科心身医学会認定医試験 12：30～13：30 21 会議室（第 3会場）

 一般社団法人日本歯科心身医学会雑誌編集査読委員会 14：00～15：00 32 会議室A

 一般社団法人日本歯科心身医学会会則検討委員会 14：00～15：00 32 会議室 B

 一般社団法人日本歯科心身医学会認定委員会 14：00～15：00 32 会議室 C

 一般社団法人日本歯科心身医学会学術委員会 15：00～16：00 32 会議室A

 一般社団法人日本歯科心身医学会教育委員会 15：00～16：00 32 会議室 B

 平成 30 年度一般社団法人日本歯科心身医学会理事会 16：10～17：30 22 会議室

 日本歯科医学会会長との懇談会 17：30～18：30 21 会議室（第 3会場）

 平成 30 年 7 月 7 日（土）

 一般社団法人日本顎関節学会振興会理事会・総会 12：00～12：50 22 会議室

 一般社団法人日本顎関節学会一般臨床医の会 16：00～17：00 22 会議室

 一般社団法人日本歯科心身医学会代議員会 17：00～18：00 国際会議室（第 2会場）

 平成 30 年 7 月 8 日（日）

 一般社団法人日本顎関節学会ポスター発表優秀賞選考委員会 10：00～10：30 22 会議室

 一般社団法人日本顎関節学会学術大会運営委員会 12：00～13：00 22 会議室

 一般社団法人日本顎関節学会診療ガイドライン委員会 12：00～13：00 33 会議室A

 平成 30 年度一般社団法人日本顎関節学会会員総会・授与式 13：10～14：00 メインホール（第 1会場）

会場：北九州国際会議場

 〒802-0001　北九州市小倉北区浅野 3-9-30

 TEL：093-541-5931

会議日程
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北九州国際会議場 西日本総合展示場  AIM  3階

第1会場
1階  メインホール

第2会場
2階  国際会議室

第3会場
2階  21会議室

企業展示会場
1階  

イベントホール

ポスター 
会場
展示場D

ハンズオン 
セミナー会場
311-313

新認定医 
ポスター会場
314-315
　　　

９：００

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

7月7日（土） ※TMJ…日本顎関節学会，OFP…日本口腔顔面痛学会，PSD…日本歯科心身医学会

8：50～9：00　開会式
9：00～10：40
教育セミナー① 

（TMJ・OFP・PSD）
【よく診る典型的痛みをどの様に 
捉えるか，専門による違い】

講師：川上哲司　
　　　村岡　渡　
　　　大久保昌和
　　　原　節宏　
　　　伊藤幹子　
座長：和嶋浩一　

10：50～11：50
シンポジウム（TMJ）

【顎関節症の鑑別診断セミナー】
講師：儀武啓幸　
　　　野上晋之介
座長：村上賢一郎
　　　髙橋　哲　

12：00～12：50
ランチョンセミナー1

【BUTLER Palpeterによる顎関節，咀嚼筋へ
の触診およびBUTLER GrindCareによる睡眠
時ブラキシズムモニタリングとその低減について】
講師：小見山道　座長：和気裕之

協賛：サンスター株式会社

13：00～15：00
メインシンポジウム 

（TMJ・OFP・PSD）
【痛みを究める～侵害受容性 

痛，神経障害性 痛， 
心因性 痛～】
講師：小見山道
　　　今村佳樹
　　　豊福　明
座長：鱒見進一
　　　松香芳三
　　　依田哲也

15：00～16：30
教育セミナー④（TMJ）
【セルフケアの効果を高める 
コミュニケーションスキル】

講師：堀越　勝
座長：和嶋浩一

16：30～17：50
特別講演①（OFP）

【感覚情報処理における脊髄 
グリア細胞の役割】
講師：津田　誠
座長：岩田幸一

9：00～9：50
一般口演

【基礎/臨床（筋痛障害）】
座長：村岡宏祐
O-B-1～O-B-5

10：00～10：40
教育セミナー②（TMJ）

【DC/TMD診断のための画像検査】
講師：森本泰宏　座長：小林　馨

10：50～11：50
教育セミナー③（PSD）

【歯科医師のための認知行動療
法の基礎と実践】
講師：松岡紘史
座長：安彦善裕

12：00～12：50
ランチョンセミナー2

【下顎頭の前方滑走を誘導する新型
開口訓練器「ヤセック開口訓練器」
を用いた開口訓練の実際】

講師：儀武啓幸　座長：村上賢一郎
協賛：株式会社モリタ

15：00～15：30
平成29年度学会賞学術奨励賞
（覚道健治賞）受賞講演（TMJ）

【非復位性顎関節円板障害に対す
る運動療法の効果に関する検討】

講師：山口賀大　
座長：佐々木啓一

15：40～16：40
一般口演

【症例（基礎・筋痛障害・関節 
円板障害・変形性関節症）】

座長：濱田　傑
O-B-6～O-B-11

17：00～18：00
代議員会（PSD）

9：00～9：50
一般口演

【臨床（関節痛障害・関節円板 
障害）】

座長：髙木律男
O-C-1～O-C-5

10：00～10：50
一般口演

【臨床（ 合異常感症・歯科 
心身症・疫学研究・その他）】

座長：片桐綾乃
O-C-6～O-C-10

11：00～11：50
一般口演

【臨床（変形性関節症・口腔 
顔面痛，歯痛・舌痛症）】
座長：佐久間泰司
O-C-11～O-C-15

12：00～12：50
ランチョンセミナー3
講師：福島洋介　大宮雄司
座長：依田哲也　　　　　

企画：一般社団法人日本歯科心身医学会

15：00～15：50
一般口演

【症例（口腔顔面痛，歯痛・ 
舌痛症）】

座長：篠崎貴弘
O-C-16～O-C-20

15：50～16：40
一般口演

【症例（歯科心身症・その他）】
座長：髙橋　哲
O-C-21～O-C-25

9：00～10：00
ポスター貼付

9：00～18：00
企業展示

10：00～13：00
ポスター展示

13：00～14：00
ポスター発表＊
奇数演題

14：00～18：00
ポスター展示 16：00～16：55

ハンズオンセミナー
【DC/TMDの 
診断法―筋圧痛
検査と関節痛誘
発試験―】

講師：和嶋浩一　小見山道　大久保昌和　石垣尚一　原　節宏　松香芳三
　　　村岡　渡　有馬太郎　鳥巣哲朗　　前川賢治　飯田　崇　佐藤　仁
座長：築山能大　 協賛：サンスター株式会社

9：00～10：00
新認定医 
ポスター貼付
（TMJ）

10：00～14：00
新認定医 
ポスター展示
（TMJ）

14：00～15：40
新認定医 
ポスター 
プレゼンテー
ション（TMJ）

15：40～16：10
新認定医判定
会議（TMJ）

16：10～17：00
新認定医 
ポスター撤去
（TMJ）

18：30～20：30
日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会・日本歯科心身医学会　合同会員懇親会　リーガロイヤルホテル小倉・4Fロイヤルホール

17：00～17：55
ハンズオンセミナー
【DC/TMDの 
診断法―筋圧痛
検査と関節痛誘
発試験―】

- 8 -



北九州国際会議場 西日本総合展示場

第1会場
1階  メインホール

第2会場
2階  国際会議室

第3会場
2階  21会議室

企業展示会場
1階  

イベントホール

ポスター会場
AIM  3階  
展示場D

９：００

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

7月8日（日） ※TMJ…日本顎関節学会，OFP…日本口腔顔面痛学会，PSD…日本歯科心身医学会

＊ポスター発表
7月7日（土）　13：00～14：00

【①基礎―顎関節，筋，骨】
【②基礎―神経，痛み，心身症】
【③基礎―神経障害， 合異常感症，
歯科心身症，疫学研究】

座長：梅崎陽二朗
【臨床1―顎関節，筋，骨，筋痛障害，
関節円板障害，神経障害】

【臨床1―口腔顔面痛，舌痛症】
座長：窪木拓男

【臨床2― 合異常感症，疫学研究】
【臨床2―その他】
 座長：山口泰彦
【症例1―筋痛障害，関節痛障害，関
節円板障害，変形性関節症】

【症例1―口腔顔面痛，歯痛】
座長：冨永和宏

【症例2―口腔顔面痛，歯痛，舌痛症】
【症例2―歯科心身症，その他】

座長：石垣尚一

7月8日（日）　9：00～10：00
【①基礎―顎関節，筋，骨】
【②基礎―神経，痛み，心身症】
【③基礎―神経障害， 合異常感症，
歯科心身症，疫学研究】

座長：金銅英二
【臨床1―顎関節，筋，骨，筋痛障害，
関節円板障害，神経障害】

【臨床1―口腔顔面痛，舌痛症】
座長：土生　学

【臨床2― 合異常感症，疫学研究】
【臨床2―その他】
 座長：村岡　渡
【症例1―筋痛障害，関節痛障害，関
節円板障害，変形性関節症】

【症例1―口腔顔面痛，歯痛】
座長：嶋田昌彦

【症例2―口腔顔面痛，歯痛，舌痛症】
【症例2―歯科心身症，その他】

座長：近藤壽郎

9：00～10：30
特別講演②（PSD）

【脳画像形態解析と心の病】
講師：椎野顯彦
座長：福島洋介

10：30～12：00
海外特別講演（TMJ）

【Artificial intelligence in orofa-
cial pain diagnosis!】
講師：Glenn T. Clark
座長：古谷野潔  　　
　　　鱒見進一  　　

13：10～14：00
会員総会・授賞式（TMJ）

15：00～16：00
市民公開講座

【神経障害性 痛について】
講師：坂本英治
　　　椎葉俊司
座長：今村佳樹

14：00～14：10 閉会式

9：00～10：20
モーニングセミナー（TMJ）

【歯の痛み・口腔違和感の脳機
能イメージングと診断・治療】

講師：澁谷智明
　　　小野弓絵
座長：島田　淳
　　　羽毛田匡

10：30～12：00
教育セミナー⑤（OFP）

【口腔顔面および顎関節の痛覚
過敏における末梢および中枢神

経機構】
講師：篠田雅路　
　　　岡本圭一郎
座長：岩田幸一　

12：10～13：00
ランチョンセミナー4

【デジタライゼーションは歯科医療
を変えることができるのか？】

講師：杉元敬弘
協賛：和田精密歯研株式会社

9：00～13：00
企業展示

12：00～12：30
会員総会（PSD）

10：00～13：00
ポスター展示

13：00～14：00
ポスター撤去

8：00～9：00
ポスター貼付

9：00～10：00
ポスター発表＊
偶数演題
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Timetable

Kitakyushu International Conference Center West Japan General Exhibition Center
Hall 1
1F 

Main Hall

Hall 2
2F 

International Conference Room

Hall 3
2F 

21Conference Room

Exhibition
1F 

Event Hall

Poster 
Presentation
 AIM 3F Hall “D”

Hands on 
Seminar

AIM 3F 311-313

９：００

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

July 7（Saturday）

8：50～9：00 Opening Ceremony

9：00～10：40
Educational Seminar①

10：50～11：50
Symposium

12：00～12：50
Luncheon Seminar 1

13：00～15：00
Main Symposium

15：00～16：30
Educational Seminar④

16：30～17：50
Special Lecture①

9：00～9：50
Oral Sessions
O-B-1～O-B-5

10：00～10：40
Educational Seminar②

10：50～11：50
Educational Seminar③

12：00～12：50
Luncheon Seminar 2

15：00～15：30
Lecture, 2017 Investigator 

Award Winner

15：40～16：40
Oral Sessions
O-B-6～O-B-11

9：00～9：50
Oral Sessions
O-C-1～O-C-5

10：00～10：50
Oral Sessions
O-C-6～O-C-10

11：00～11：50
Oral Sessions
O-C-11～O-C-15

12：00～12：50
Luncheon Seminar 3

15：00～15：50
Oral Sessions
O-C-16～O-C-20

15：50～16：40
Oral Sessions
O-C-21～O-C-25

9：00～10：00
Poster Preparation

10：00～13：00
Poster Viewing

13：00～14：00
Poster Sessions 
(Odd Poster 
Number)

14：00～18：00
Poster Viewing

16：00～16：55
Hands on Seminar

18：30～20：30
Get-together with Members

9：00～18：00
Exhibition

17：00～17：55
Hands on Seminar
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Kitakyushu International Conference Center West Japan General Exhibition Center
Hall 1
1F 

Main Hall

Hall 2
2F 

International Conference Room

Hall 3
2F 

21Conference Room

Exhibition
1F 

Event Hall
Poster Presentation
 AIM 3F  Hall “D”

９：００

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

July 8（Sunday）

9：00～10：30
Special Lecture②

10：30～12：00
Invited Lecture

13：10～14：00
TMJ

General Meeting and  
Award Ceremony

15：00～16：00
Public Lecture

14：00～14：10 Closing Ceremony

9：00～10：20
Morning Seminar

10：30～12：00
Educational Seminar⑤

12：10～13：00
Luncheon Seminar 4

9：00～13：00
Exhibition

12：00～12：30
PSD General Meeting

9：00～10：00
Poster Sessions 

(Even Poster Number)

10：00～13：00
Poster Viewing

13：00～14：00
Removal of Posters

8：00～9：00
Poster Preparation
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Ⅰ．学術大会参加者のみなさんへ
　真夏開催の学会ですのでクールビズでお越しください。
1．北九州国際会議場　1階「メインエントランスホール」にて受付を行います。

7月 7日（土）8：00～18：00
7 月 8 日（日）8：30～12：00

2．学術大会参加登録について
1）  会費前納（事前参加登録）をされた方は事前登録者受付にて，「参加証引換券」（入金を済まされた方に送信して
います）と交換で参加証をお受け取りください。
・非会員の方：事前登録受付で抄録集をお渡しします。
・会員の方：  会員の方には学会誌として抄録集を事前に送付しておりますので必ずご持参ください（お忘れの場

合は新たにご購入いただきます）。
2）当日参加受付
当日登録される方は当日参加受付にて下記の料金を納入し，参加証をお受け取りください。

登録区分 当日会費
一般会員※1 15,000 円
非会員 18,000 円
医療スタッフ 12,000 円
学生※2 無料
海外参加者 12,000 円（当日のみ）
※1 一般会員とは，「日本顎関節学会」「日本口腔顔面痛学会」「日本歯科心身医学会」のいずれかに所属する会員
を指します。

※2 学生証のご提示をお願いいたします。学部学生が対象です。大学院生は含まれませんのでご注意ください。
3）抄録集について
・受付にて 1冊￥3,000 にて販売いたします。

4）  参加証（ネームカード）には，所属・氏名をご記入の上，会場内で必ず着用してください。参加証を着用してい
ない方の入場はお断りいたします。

5）会員懇親会
会場：リーガロイヤルホテル小倉・4階　ロイヤルホール
時間：7月 7日（土）18：30～20：30
会費：  6,000 円（定員になり次第受付を終了いたします。当日参加をお断りする場合がございますのでご了承く

ださい）
6）下記については禁止とさせていただきます。ご協力をお願いいたします。
・会場内でのスマートフォン，携帯電話の使用（マナーモードへの設定をお願いいたします）
・会場内での写真，ビデオ撮影（特に発表中の撮影とポスターパネル撮影は固くお断りいたします）及び録音

7）会場内は禁煙です。
※喫煙は会場指定の喫煙所をご利用ください。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

8）  演者・共同演者は日本顎関節学会会員ならびに共催学会の，日本口腔顔面痛学会会員，日本歯科心身医学会会員
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。

9）入会手続きについては，以下にお問い合わせください。
・日本顎関節学会：（一財）口腔保健協会学会部　日本顎関節学会事務局（TEL：03-3947-8891）
・日本口腔顔面痛学会：一ツ橋印刷（株）　日本口腔顔面痛学会事務局（TEL：03-5620-1953）
・日本歯科心身医学会：（株）学術社内　日本歯科心身医学会事務局（TEL：03-3906-1333）

お知らせとお願い
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Ⅱ．会　場
第 1会場：北九州国際会議場　1階「メインホール」
開会式，メインシンポジウム（3学会），シンポジウム（TMJ），海外特別講演（TMJ），特別講演①（OFP），特別
講演②（PSD），教育セミナー①（3学会），教育セミナー④（TMJ），ランチョンセミナー1，総会・授賞式（TMJ），
閉会式，市民公開講座

第 2会場：北九州国際会議場　2階「国際会議室」
教育セミナー②（TMJ），教育セミナー③（PSD），教育セミナー⑤（OFP），学会賞学術奨励賞受賞講演（TMJ），
モーニングセミナー（TMJ），一般口演，ランチョンセミナー 2・4，代議員会（PSD）

第 3会場：北九州国際会議場　2階「21 会議室」
一般口演，ランチョンセミナー 3，会員総会（PSD）

企業展示会場：北九州国際会議場　1階「イベントホール」
企業展示，書籍展示

ポスター会場：西日本総合展示場　AIM　3階「展示場D」
ポスター発表，展示

ハンズオンセミナー会場：西日本総合展示場　AIM　3階「311～313」
ハンズオンセミナー

新認定医ポスター会場：西日本総合展示場　AIM　3階「314～315」
新認定医ポスター展示，プレゼンテーション

※TMJ：日本顎関節学会，OFP：日本口腔顔面痛学会，PSD：日本歯科心身医学会

Ⅲ．会員総会について
日本顎関節学会会員総会は第 2日目（7月 8日）13：10 から第 1会場　北九州国際会議場 1階「メインホール」にて
開催いたします。
日本歯科心身医学会会員総会は第 2日目（7月 8日）12：00から第 3会場　北九州国際会議場 2階「21会議室」にて
開催いたします。
できるだけ多くの会員の方々のご出席をお願いいたします。

Ⅳ．発表される方へ
1．口演発表ならびにシンポジストの先生方へ
1）一般口演は発表時間 7分間，質疑応答 3分間です。シンポジストは各々の発表時間でお願いいたします。
2）  発表時間の警告：講演終了 1分前に黄ランプ，講演時間終了時には赤ランプでお知らせいたします。タイムスケ
ジュールがタイトなため時間厳守でお願いいたします。

3）  発表データの受付は，北九州国際会議場　1階　サブエントランスホールの PCデータ受付にて行います。すべ
ての演者はセッションの始まる 30 分前までに PCデータ受付にお越しいただき，発表データの試写を行ってく
ださい。なお，8日に発表されるデータは前日 7日でも受付可能です。
PC受付日時
7月 7日（土）8：00～17：00
7 月 8 日（日）9：00～12：00

4）講演は PowerPoint を使用したコンピュータによる発表に限らせていただきます。
5）会場で使用する PCの仕様について
OS：Windows 7
ソフト：Microsoft Office PowerPoint 2003/2007/2010/2013
Macintosh ご利用の方は本体をご持参ください。
＊パソコン持ち込み時のお願い
（1）外部映像出力端子（ミニD-sub15 ピン）付のパソコンをご用意ください。
（2）ポートリプリケーター（映像出力端子［VGA］アダプター）が必要な機種は忘れずにお持ちください。
　　（例：MacBook，SONY VAIO など）
（3）スクリーンセーバー，省電力設定はあらかじめ解除しておいてください。
（4）バッテリー切れを防ぐためにAC電源アダプターをご用意ください。
（5）万一パソコンが不調な場合に備えてデータのバックアップをCD-R か USBメモリでご用意ください。
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（6）  スムーズな進行を行うために，「発表者ツール」の使用はお控えください。発表原稿が必要な方は，あらか
じめプリントアウトをお持ちください。会場でのプリントアウトは対応しておりません。

6）演台にはモニター・キーボード・マウス・レーザーポインターを設置しています。
発表開始時にご自身のデータであることをご確認ください。コマ送りはご自身でお願いいたします。

7）発表データについて
USB・CD-R持込による発表とします。USB・CD-Rに保存したデータが，他のPCでも読み込めることを事前に
ご確認ください。また枚数制限はしませんが，時間厳守でお願いします。
スライド作成の際，下記に示すMicrosoft 社の標準フォントをご使用ください。特殊フォントは文字化けの可能
性がありますのでご注意ください。
［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
動画などの参照ファイルがある場合はすべてのデータを同じフォルダに保存してください。PowerPoint 2010，
2013 の場合も使用動画ファイルをバックアップとしてお持ちください。動画ファイルはWMV（ビットレート
10Mbps 以下）を推奨します。
また，バックアップデータをお持ちくださいますようお願いいたします。
なお，取り込んだ発表データは，学会終了後に事務局で責任をもって消去させていただきます。

8）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.shtml）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．ポスター発表の先生方へ
1）  発表はポスター会場　西日本総合展示場　AIM 3階「展示場D」
にて行います。

2）ポスター掲示：
ポスター番号奇数の方：  7 月 7 日（土）9：00～10：00 の間に 

貼り付けください。
ポスター番号偶数の方：  7 月 7 日（土）9：00～10：00 または
　　　　　　　　　　　  7 月 8 日（日）8：00～9：00 の間に 

貼り付けください。
3）質疑応答の日時
P-1～75（奇数番号）：7月 7日（土）13：00～14：00
P-1～75（偶数番号）：7月 8日（日） 9：00～10：00
発表時間は，1演題あたり発表 3分，質疑応答 3分です。時間の
厳守をお願いします。
発表者の先生は各自パネルの前にリボンをつけて立ってくださ
い。

4）ポスター撤去
7月 8日（日）13：00～14：00

5）  ポスターサイズ：縦 210cm×横 90cmのパネルボードをご用意
しています。右図のとおりパネル上部左手に演題番号（縦20cm
×横 20cm）を大会事務局でご用意いたします。また画鋲も用意いたします。
＊発表者の方に各自用意いただくもの（下記サイズで作成・用意願います）
タイトルサイズ：縦 20cm×横 90cm（発表者の顔写真，タイトル，氏名，所属を記載してください）
発表内容サイズ：縦 190cm×横 90cm

6）利益相反（COI）に関する記載について
ポスター中に，「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
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（http://kokuhoken.net/jstmj/info/interest.shtml）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。

3．「ポスター発表優秀賞」について
本総会ではポスター発表者に対して“ポスター発表優秀賞”を授与します。
受賞ポスターパネルには 7月 8日（日）10：30 頃にリボンを貼付いたします。
ポスター賞受賞者の発表は 7月 8日（日）11：30 以降に，第 1会場前およびポスター会場前に掲示いたします。
受賞者はただちに受付までお越しください。表彰式は総会（7月 8日（日）13：10～　第 1会場　北九州国際会議場　
1階「メインホール」）後に行いますので，必ずご出席ください。

Ⅴ．座長の先生方へ
1．一般演題（口演発表）座長の先生方へ
1）各セッションの進行は座長にお任せいたしますが，時間厳守でお願いいたします。
2）セッション開始の 15 分前までに会場内の「次座長席」にご着席ください。

2．ポスター発表の座長の先生方へ
1）発表の時間の厳守をお願いいたします。
2）発表の 5分前までに該当ポスターの前にお越しください。

Ⅵ．企業展示について
1．日　時　第 1日目　7月 7日（土）9：00～18：00
　　　　第 2日目　7月 8日（日）9：00～13：00

2．会　場　企業展示会場（北九州国際会議場　1階　イベントホール）

Ⅶ．ランチョンセミナー
1．開催日時
7月 7日（土）北九州国際会議場
　ランチョンセミナー 1（メインホール） 12：00～12：50
　ランチョンセミナー 2（国際会議室） 12：00～12：50
　ランチョンセミナー 3（21 会議室） 12：00～12：50
7 月 8 日（日）北九州国際会議場
　ランチョンセミナー 4（国際会議室） 12：10～13：00

2．整理券配布
お弁当を引き換えるための参加整理券を先着順に配布いたします。
配布日時：7月 7日（土）（開催 1日目）8：00～11：50
　　　　　7月 8日（日）（開催 2日目）8：00～12：00
配布場所：北九州国際会議場 1階　サブエントランスホール
参加整理券はなくなり次第，配布を終了します。なお，聴講のみの場合には参加整理券は不要です。

Ⅷ．その他
1．クロークは，北九州国際会議場　1階　事務局室をご利用ください。
開設時間は
第 1日目　7月 7日（土）8：00～18：00
第 2 日目　7月 8日（日）8：30～14：30
＊貴重品（現金・カード・携帯電話・PCなど）および傘はお預かりできません。
＊夜をまたいだお預かりもできません。当日中のお引き取りをお願いいたします。
＊会員懇親会に参加の方は，荷物を引き取ってから懇親会にご参加ください。
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I．To participants in Annual Meeting：
1．Registration desk will open on 1st Floor “Main Entrance Hall”, Kitakyushu International Conference Center.
July 7（Saturday） 8：00-18：00
July 8（Sunday） 8：30-12：00

2．Registration
On-site registration
Please pay the below registration fee and receive a badge and a program abstracts book at the registration 
desk.

Registration fee ¥12,000

3．Abstracts book
Additional abstracts book is available at ¥3,000.

4．Enter your affiliation and name in the participation badge.
5．Get-together with members
Venue：4th Floor “Royal Hall”, Rihga Royal Hotel Kokura
Time：July 7（Saturday）18：30-20：30
Participation fee：¥6,000

II．Halls
Hall 1：1st Floor “Main Hall”, Kitakyushu International Conference Center
Opening ceremony, Main symposium, Symposium, Invited lecture, Special lecture①, Special lecture②, Educational 
seminar ①, Educational seminar ④, Luncheon seminar 1, Ceremony of prize from general meeting and academic 
society, Public lecture and Closing ceremony

Hall 2：2nd Floor “International Conference Room”, Kitakyushu International Conference Center
Oral sessions, Educational seminar ②, Educational seminar ③, Educational seminar ⑤, Luncheon seminar 2・4, 
Lecture, 2017 investigator award winner and Morning seminar

Hall 3：2nd Floor “21 Conference Room”, Kitakyushu International Conference Center
Oral sessions and Luncheon seminar 3

Exhibition：1st Floor “Event Hall”, Kitakyushu International Conference Center
Poster presentation：3rd Floor “Hall D”, West Japan General Exhibition Center AIM

III．To presenters of general subjects（poster presentation）
1．  Poster presentation, 3rd Floor “Hall D”（West Japan General Exhibition Center）will be used for presentation and 
discussion.

2．  Odd poster number：The presenters of posters are requested to go through procedures at the poster reception 
counter in the “Hall D” mentioned above by 10：00 a.m. on July 7（Saturday）and then stick the poster to the 
panel with the specified number. Even poster number：The presenters of posters are requested to go through 
procedures at the poster reception counter in the “Hall D” mentioned above by 10：00 a.m. on July 7（Saturday） 
or 9：00 a.m. on July 8（Sunday）and then stick the poster to the panel with the specified number.

3．Removal of poster：July 8（Sunday）13：00-14：00
4．Size of posters：A panel board of 210 cm high and 90 cm wide will be provided.
The secretariat of the convention will prepare the subject number（20 cm high and 20 cm wide）and stick it to 
the upper left part of the panel as shown on the next page.
＊Thumbtacks to stick your poster will be provided.
＊Items to be prepared by the presenter

Information for participants from outside Japan

- 16 -



Title：20 cm high and 90 cm wide
（Paste a photo of your face and write the title, name, and affiliation 
you belong to.）
Size of content：190 cm high and 90 cm wide
☆ Prepare the above within the specified area.

5．Conflict of interest disclosure
Please include statements for Conflict of Interest in the bottom of 
your poster.

6．Poster discussion（Free discussion）
P-1～P-75（ODD number）：July 7（Saturday） 13：00-14：00
P-1～P-75（EVEN number）：July 8（Sunday）  9：00-10：00
Presenters are requested to wear the tag with a ribbon and stand 
in front of their own subject.

7．“Excellent Poster Award”
The “Excellent Poster Award” will be given to the excellent poster 
presenters at the general meeting. A ribbon will be put on the 
award winning posters around 10：30 on July 8（Sunday）. Award 
winners are requested to go to the registration desk immediately. 
The commendation ceremony will be conducted during the “Gen-
eral meeting” to be held from 13：10 on July 8（Sunday）. Please be 
sure to attend it.

IV．Others
1．Smoking is prohibited throughout the venue without smoking areas. Your kind cooperation would be appreciated.
2．Cloak is located at the 1st Floor Secretariat room, Kitakyushu International Conference Center.
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会　　場：
北九州国際会議場
〒802-0001　北九州市小倉北区浅野 3-9-30
西日本総合展示場　新館AIM
〒802-0001　北九州市小倉北区浅野 3-8-1

→詳しくは会場公式サイトをご覧ください。http://convention-a.jp/access/

アクセス：

【電車でお越しの方】
　JR小倉駅より徒歩 5分　動く歩道で快適にご来場頂けます
【車でお越しの方】
　北九州都市高速道路
　（小倉駅北ランプより 1分）（足立ランプより 8分）
【バスでお越しの方】
　西鉄小倉駅バスセンターより徒歩 8分
【飛行機でお越しの方】
　福岡空港から　新幹線約 30 分
　北九州空港から　車約 30 分，路線バス約 40 分（小倉駅バスセンター下車）

交通案内
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会場案内

メインホール用控室

第一会場

企業展示会場
クローク会場

大会事務局

PC受付会場
サブエントランスホール

イベントホール

メインホール

11会議室

事務局室

メインエントランス・交流ラウンジ

総合受付会場

控室1

国際会議室用控室

控室3

21会議室用控室
控室2

理事会・委員会等
22会議室

第三会場
21会議室

第二会場
国際会議室

1F
北九州国際会議場

2F

- 19 -



各種委員会・控室
32会議室（A、B、C）

　運営事務局
31会議室

  控室
33会議室（A、B）

新認定医ポスター会場

315会議室314会議室311会議室 312会議室 313会議室

ハンズオンセミナー会場

D展示場 F展示場E展示場 G展示場

ポスター会場

エントランスロビー

3F

西日本総合展示場

AIM 
3F
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プログラム
第３１回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会
第２３回一般社団法人日本口腔顔面痛学会学術大会
第３３回一般社団法人日本歯科心身医学会総会・学術大会 共催

※下記プログラムで日本顎関節学会が担当するものに（TMJ），日本口腔顔面痛学会が担当するものに（OFP），
日本歯科心身医学会が担当するものに（PSD）とセクションごとに記してあります。

教育セミナー①（TMJ・OFP・PSD）
第 1会場（メインホール） 7�7（土）9：00～10：40

よく診る典型的痛みをどの様に捉えるか，専門による違い

座長：和嶋 浩一（慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室）

1．慢性的，難治性のアゴの痛み，顔面の痛み―顎関節痛を生じる疾患―
川上 哲司

（奈良県立医科大学口腔外科学講座）

2．慢性的，難治性のアゴの痛み，顔面の痛み―顎関節部および顔面の持続痛に対する鑑別診断と治療―
村岡 渡

（川崎市立井田病院歯科口腔外科）

3．慢性的な舌痛―口腔内灼熱症候群の視点から―
大久保昌和

（日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）

4．慢性的な舌痛―筋痛および筋膜性 痛から診た二次性舌痛症のとらえ方―
原 節宏

（日本歯科大学附属病院総合診療科顎関節症診療センター/口腔顔面痛センター）

5．慢性的な舌痛―口腔外科リエゾン外来における慢性的な舌痛の診断と治療―
伊藤 幹子

（愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座）
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シンポジウム（TMJ）
第 1会場（メインホール） 7�7（土）10：50～11：50

顎関節症の鑑別診断セミナー～顎関節の滑膜軟骨腫症，その診断と治療～

座長：村上賢一郎（赤穂市民病院歯科口腔外科）
髙橋 哲（東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野）

1．顎関節の滑膜軟骨腫症，その診断と治療
儀武 啓幸

（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）

2．顎関節における滑膜軟骨腫症の治療について
野上晋之介

（東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野）

ランチョンセミナー 1
第 1会場（メインホール） 7�7（土）12：00～12：50

座長：和気 裕之（みどり小児歯科）

BUTLER Palpeter による顎関節，咀嚼筋への触診およびBUTLER GrindCare による睡眠時ブラキシ
ズムモニタリングとその低減について

小見山 道
（日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学分野）

協賛：サンスター株式会社

メインシンポジウム（TMJ・OFP・PSD）
第 1会場（メインホール） 7�7（土）13：00～15：00

痛みを究める～侵害受容性 痛，神経障害性 痛，心因性 痛～

座長：鱒見 進一（九州歯科大学口腔機能学講座顎口腔欠損再構築学分野）
松香 芳三（徳島大学大学院医歯薬学研究部 顎機能 合再建学分野）
依田 哲也（東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野）

1．痛みを究める―侵害受容性 痛―
小見山 道

（日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座）

2．三 神経の神経障害性 痛の診断に関するコンセンサス
今村 佳樹

（日本大学歯学部口腔診断学講座）
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3．「心因性」と呼ばれる痛みとは何なのか？
豊福 明

（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 全人的医療開発学講座 歯科心身医学分野）

教育セミナー④（TMJ）
第 1会場（メインホール） 7�7（土）15：00～16：30

座長：和嶋 浩一（慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室）

セルフケアの効果を高めるコミュニケーションスキル

堀越 勝
（国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター）

特別講演①（OFP）
第 1会場（メインホール） 7�7（土）16：30～17：50

座長：岩田 幸一（日本大学歯学部生理学講座）

感覚情報処理における脊髄グリア細胞の役割

津田 誠
（九州大学大学院薬学研究院 ライフイノベーション分野）

一般口演
第2会場（国際会議室） 7�7（土）

▲

9：00～9：50 基礎/臨床（筋痛障害）

座長：村岡 宏祐（九州歯科大学口腔機能学講座クリニカルクラークシップ開発
学分野）

O-B-1 BMP�3b は骨格筋幹細胞サテライト細胞の分化を抑制する
BMP�3b suppresses myogenesis of satellite cells, skeletal muscle stem cells

古株彰一郎1，佐藤 毅2，依田 哲也3，鱒見 進一4

（1九州歯科大学歯学部分子情報生化学分野，2埼玉医科大学医学部口腔外科
学教室，3東京医科歯科大学歯学部顎顔面外科学分野，4九州歯科大学歯学
部顎口腔欠損再構築学分野）

O-B-2 三 神経脊髄路核尾側亜核�上部頸髄に分布する視床および橋投射ニューロンの三 神経障
害後の形態変化
Morphological change in thalamic�and pontine�projection neurons in Vc and C1 underlying
neuropathic pain

片桐 綾乃1,２，岡田 真治2,３，菅原 詩織2,４，岩田 幸一2

（1大阪大学大学院歯学研究科口腔生理学教室，2日本大学歯学部生理学講
座，3日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座，4東京医科歯科大学大学院医歯
学総合研究科歯科心身医学分野）
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O-B-3 肥満細胞制御を介した口腔心身症治療の基礎的研究
Basic research of the therapy for oral psychosomatic disease due to mast cell regulation

杉本 是明1，崔 賢美1,２，田中 賢2

（1黒松内科すぎもとクリニック口腔内科，2山形大学有機材料システム研究
推進本部有機材料システムフロンティアセンター）

O-B-4 ドライアイ誘引性眼痛に伴う三 神経脊髄路核神経活動亢進に対するジクアホソルナトリウ
ム点眼の効果
Prevention of trigeminal nerve spinal tract nucleus nerve hyperactivity underlying the dry
eye condition by ophthalmic agent Diquafosal Sodium

菅原 詩織1,２，片桐 綾乃2,３，美久月瑠宇1,２，豊福 明1，岩田 幸一2

（1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科心身医学分野，2日本大学
歯学部生理学講座，3大阪大学大学院歯学研究科口腔生理学教室）

O-B-5 咀嚼筋痛障害に対するアミトリプチリン塩酸塩の効果
Treatment effectiveness of Amitriptyline Hydrochloride for masticatory muscle pain

小林 大輔，清水 博之，重松 司朗
（東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科）

教育セミナー②（TMJ）
第 2会場（国際会議室） 7�7（土）10：00～10：40

座長：小林 馨（鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座）

DC/TMD診断のための画像検査

森本 泰宏
（九州歯科大学歯科放射線学分野）

教育セミナー③（PSD）
第 2会場（国際会議室） 7�7（土）10：50～11：50

座長：安彦 善裕（北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分
野/北海道医療大学病院「口腔内科相談外来」）

歯科医師のための認知行動療法の基礎と実践

松岡 紘史
（北海道医療大学歯学部保健衛生学分野）
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ランチョンセミナー 2
第 2会場（国際会議室） 7�7（土）12：00～12：50

座長：村上賢一郎（赤穂市民病院歯科口腔外科）

下顎頭の前方滑走を誘導する新型開口訓練器「ヤセック開口訓練器」を用いた開口訓練の実際

儀武 啓幸
（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）

協賛：株式会社モリタ

平成 29年度学会賞学術奨励賞（覚道健治賞）受賞講演（TMJ）
第 2会場（国際会議室） 7�7（土）15：00～15：30

座長：佐々木啓一（東北大学大学院口腔機能形態学講座口腔システム補綴学分野/
日本顎関節学会学会賞選考委員会委員長）

非復位性顎関節円板障害に対する運動療法の効果に関する検討

山口 賀大
（医療法人田口歯科医院/愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座）

一般口演
第2会場（国際会議室） 7�7（土）

▲

15：40～16：40 症例（基礎・筋痛障害・関節円板障害・変形性関節症）

座長：濱田 傑（近畿大学医学部附属病院歯科口腔外科）

O-B-6 開頭術後に開口障害を合併した 2症例への理学療法介入
Rehabilitation intervention to limited opening of the mouth after craniotomy：Two case reports

太田 浩貴1，木村 陽志2，神野 洋輔3

（1名古屋徳洲会総合病院リハビリテーション科，2東京西徳洲会病院リハビ
リテーション科，3大垣徳洲会病院歯科口腔外科）

O-B-7 咀嚼筋 ・ 膜過形成症に対して外科的手術及び術後早期に開口訓練を行った 2症例
Surgical operation for masticatory muscle tendon and aponeuroplasia hyperplasia and two
cases of opening training early postoperatively

寺村 哲，越沼 伸也
（滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座）

O-B-8 中頭蓋底に進展した顎関節骨軟骨腫の 1例
A case of osteochondroma of the temporomandibular joint extending to the middle cranial
floor

岩瀬 博建1,２，石川 美香1，加藤 洋史1，佐々木忠昭1

（1社会医療法人中山会宇都宮記念病院歯科口腔外科，2いわせ歯科口腔外科
耳鼻咽喉科クリニック）
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O-B-9 関節遊離体がみられた変形性顎関節症の 2例
Osteoarthrosis of the temporomandibular joint with calcified loosebody. Report of two cases

米津 博文，井上 庸子，佐々木三奈，勝俣 由里，平木 昭光，
池邉 哲郎

（福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座）

O-B-10 顎関節開放手術を行った顎関節円板障害を伴う変形性顎関節症の 1例
A case of osteoarthritis of the temporomandibular joint with joint disc derangement treated
by open arthrotomy

池田 順行1，高嶋真樹子2，河村 篤志2，山崎 裕太2，荒井 良明2，
大貫 尚志1，齋藤 太郎1，上野山敦士1，中谷 暢佑1，新國 農3，
西山 秀昌3，髙木 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
学総合病院顎関節治療部，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-B-11 下顎の偏位を伴った下顎頭骨軟骨腫の 1例
A case of osteochondroma of the mandibular condyle with displacement

郷原 俊輔1，廣末 晃之1，吉田 遼司1，川原 健太1，田中 拓也2，
尾木 秀直1，福間 大喜1，中山 秀樹1

（1熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座，2飯塚病院歯科口腔
外科）

一般口演
第3会場（21会議室） 7�7（土）

▲

9：00～9：50 臨床（関節痛障害・関節円板障害）

座長：髙木 律男（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）

O-C-1 バイオフィードバック訓練による夜間グラインディングの抑制効果
Effect of EMG biofeedback training on nocturnal grinding regulation

斉藤 小夏1，佐藤 雅介1，島野 偉礎2，藤澤 政紀1

（1明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野，2あさひ歯科クリ
ニック）

O-C-2 パノラマ X線画像を用いた片側性非復位性関節円板前方転位患者の推定
Estimates of patients with anterior disc displacement without reduction using panoramic ra-
diographs

桐原 有里1,２，五十嵐千浪1，杉﨑 正志1,２，若江 五月1，伊東 宏和1，
林 勝彦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東京慈恵会医科大
学歯科）
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O-C-3 開口制限を伴う顎関節症患者に対する，manipulation technique の効果。顎関節の病態を考慮
したサブグループ解析
Efficacy of manipulation technique for TMD patients with mouth opening limitation, sub-
group analysis regard to pathological state of TMJ

永井 渉，永田 和裕，堀 慧，渥美陽二郎，横江 朋子，坂井 大
（日本歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来）

O-C-4 顎変形症での術後 合状態が及ぼす顎関節症状に関する臨床的検討
Effect of occlusal relationship during treatment of dentofacial deformity on temporomandi-
bular symptoms and function

山内 健介，山口 佳宏，野上晋之介，千葉 雅俊，髙橋 哲
（東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野）

O-C-5 MRI データを用いた joint effusion と関節円板の位置，動態および下顎頭骨変化との関連
Relationship between joint effusion and dynamics of joint disc, disc position and condylar
bony change

仙崎 勇輝，高岡 亮太，森口 大輔，小石由紀子，林 暁雨，
玉利 秀樹，桑原 俊也，石垣 尚一，矢谷 博文

（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）

▲

10：00～10：50 臨床（ 合異常感症・歯科心身症・疫学研究・その他）

座長：片桐 綾乃（大阪大学大学院歯学研究科口腔生理学教室）

O-C-6 神奈川歯科大学附属病院における 合違和感症候群患者への対応と転帰
Responding to patients and outcome with occlusal discomfort syndrome at Kanagawa Den-
tal University Hospital

玉置 勝司1，島田 淳1，仲井 太心1，渡辺 秀司1，澁谷 智明1，
三村 将文1，片岡加奈子1，藤原 基1，和気 裕之2

（1神奈川歯科大学歯学部全身管理医歯学講座，2日本大学松戸歯学部）

O-C-7 福岡歯科大学高齢者歯科学分野における歯科心身症患者の実態
A chart review for the patients with psychosomatic dental symptoms in the section of geri-
atric dentistry, Fukuoka Dental College

梅崎陽二朗，内藤 徹
（福岡歯科大学歯学部総合歯科学講座高齢者歯科学分野）

O-C-8 インターネット上でみる医療機関受診前の顎関節症状の特徴について
Characteristics of TMD symptoms before medical examination on the Internet

島田 淳
（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）
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O-C-9 直線偏光近赤外線の星状神経節近傍照射が心臓自律神経系に与える影響
Effects of linear polarized near�infrared ray irradiation near the stellate ganglion on cardiac
autonomic nervous function

真鍋 庸三1，山下 薫2，千堂 良造2，遠矢 明菜2，山形 和彰1，
糀谷 淳2，杉村 光隆2

（1鹿児島大学病院全身管理歯科治療部，2鹿児島大学歯学部顎顔面機能再建
学講座歯科麻酔全身管理学分野）

O-C-10 当院における顎関節脱臼症例の臨床的検討
Clinical study of temporomandibular joint luxation

檀上 敦1，森 啓輔1，合島怜央奈1，久保田英朗1,２，山下 佳雄1

（1佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座，2久保田歯科口腔外科医院）

▲

11：00～11：50 臨床（変形性関節症・口腔顔面痛，歯痛・舌痛症）

座長：佐久間泰司（大阪歯科大学歯科麻酔学講座）

O-C-11 顔面非対称患者における condylar ratio と特発性下顎頭吸収について
Condylar ratio and idiopathic condylar resorption of facial asymmetry patients

梶井 貴史1，大井 一浩2，米津 博文3

（1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野，2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，3福岡歯科大学口
腔・顎顔面外科学講座口腔外科学分野）

O-C-12 種々の持続的クレンチングによる歯根膜および歯髄感覚の変化
Changes in sensation of periodontal ligament and dental pulp by various continuous tooth
clenching

梁 珊珊，西山 暁，嶋田 昌彦
（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野）

O-C-13 口腔顔面痛患者におけるPDASの評価についての検討
Evaluation of assessment with Pain Disability Assessment Scale（PDAS）on orofacial pain
patients

坂本 英治，大島 優，塚本 真規，一杉 岳，横山 武志
（九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座歯科麻酔学分野）

O-C-14 動的定量的温度感覚検査における熱刺激条件が時間的加重によるワインドアップ現象に及ぼ
す影響
The effect of thermal stimulation condition on wind up and temporal summation of pain in-
tensity during the dynamic quantitative thermal sensory test

森口 大輔，小石由紀子，林 暁雨，仙崎 勇輝，高岡 亮太，
石垣 尚一，矢谷 博文

（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）
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O-C-15 症状改善の評価における舌痛症患者と治療者の違いに不確実さ不耐性が及ぼす影響
Effect of intolerance of uncertainty on the difference between patient’s and dentist’s evalu-
ation of symptom improvement in burning mouth syndrome

宇津宮雅史1，松岡 紘史2，吉田 光希1，竹之下美穂3，豊福 明3，
千葉 逸朗2，安彦 善裕1

（1北海道医療大学歯学部生態機能・病態学系臨床口腔病理学分野，2北海道
医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系保健衛生学分野，3東京医科歯科
大学大学院医歯学総合研究科歯科心身医学分野）

ランチョンセミナー 3
第 3会場（21会議室） 7�7（土）12：00～12：50

座長：依田 哲也（埼玉医科大学医学部口腔外科学教室）

1．使ってみよう，歯科適応のある漢方薬
福島 洋介

（埼玉医科大学医学部口腔外科学教室）

2．口内炎に対する半夏瀉心湯の有用性について―がん支持療法の副作用対策―
大宮 雄司

（株式会社ツムラ 漢方研究開発本部 ツムラ漢方研究所）
企画：一般社団法人日本歯科心身医学会

一般口演
第3会場（21会議室） 7�7（土）

▲

15：00～15：50 症例（口腔顔面痛，歯痛・舌痛症）

座長：篠崎 貴弘（日本大学歯学部口腔診断学講座）

O-C-16 うつ病患者の非定型歯痛に対して半夏厚朴湯が奏功した 1例
A case report that hangekobokuto was effective for atypical odontalgia in patient with de-
pression

新井 絵理，三浦 和仁，岩島 佑希，尾崎 公哉，山崎 裕
（北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室）

O-C-17 歯原性 痛と非歯原性 痛が併存していると診断された 1症例
Patient diagnosed both nonodontogenic and odontogenic pain

宮下 順子，三浦 杏奈，宮下 裕志
（医療法人社団EPSDC東京国際歯科/お多福坂心理研究所）
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O-C-18 小児科とともに治療を行った 10歳児の顎関節症による頭痛の 1例
A case of headache attributed to temporomandibular disorder in a 10�year�old child under
collaborated treatment with pediatrics department

臼田 頌1，村岡 渡1,２，西須 大徳3,４，池田 浩子3，黄地 健仁1，
莇生田整治1，河奈 裕正1，中川 種昭1，和嶋 浩一1

（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日野市立病院歯科口腔外科，4愛知医科大学学際的痛みセンター）

O-C-19 精神的ストレスの関与が疑われる筋痛による関連痛の非歯原性 痛に漢方医学的治療が奏功
した 1例
A case of Kampo medicine for successful treatment of non�odontogenic pain accompanied
by muscle pain suspected of involving mental stress

安田 卓史1，丹保 彩子2，矢数 芳英3，近津 大地1

（1東京医科大学医学部口腔外科学分野，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東京医科大学病院麻酔科）

O-C-20 義歯と関連した口腔内多愁訴症例に対しかかりつけ医と連携して治療した 1例
A case of treating with oral multiple complaints related to denture in cooperation with a
family doctor

三浦 和仁，新井 絵理，中澤誠多朗，岩島 佑希，尾崎 公哉，
山崎 裕

（北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯科学教室）

▲

15：50～16：40 症例（歯科心身症・その他）

座長：髙橋 哲（東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野）

O-C-21 心身医学的対応と漢方薬で管理を行った顎関節症の一例
A case report of temporomandibular disorder managed by psychotherapy and kampo

岡安 一郎1，達 聖月1，鮎瀬 卓郎1，和気 裕之1,２

（1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野，2みどり小児歯科）

O-C-22 菌血症より発症したと考えられる急性化膿性顎関節炎の 1例
A case of acute suppurative arthritis of the temporomandibular joint associated with bac-
teremia

石塚 真士，小林 大輔，清水 博之，重松 司朗
（東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科）

O-C-23 円板転位非復位型顎関節症治療後に発症した，進行性下顎頭吸収症の一例
Progressive condylar resorption（PCR）developed after treatment of temporomandibular dis-
orders patients with disc displacement without reduction. A case report

堀 慧，永田 和裕，横江 朋子，渥美陽二郎，永井 渉，坂井 大
（日本歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来）
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O-C-24 顎関節滑膜性軟骨腫症に関節鏡診断と支援手術が奏功した 1例
Arthroscopy assisted TMJ open surgery in case with recurrence synovial chondromatosis

田村 佳代，村上賢一郎
（赤穂市民病院歯科口腔外科）

O-C-25 咀嚼筋 ・ 膜過形成症における術式の工夫
Devising of the operation for masticatory muscle tendon and aponeurosis hyperplasia

土生 学1,２，国領 真也2，三次 翔1，吉岡 泉2，冨永 和宏1

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

ポスター
ポスター会場 7�7（土）

▲

13：00～13：54 ①基礎―顎関節，筋，骨

座長：梅崎陽二朗（福岡歯科大学歯学部高齢者歯科学分野）

P-1 次世代シーケンシング解析による咀嚼筋 ・ 膜過形成症患者の側頭筋 に特異的に発現す
る遺伝子群の同定
Analysis of differential gene expression in temporal tendons of patients with masticatory
muscle tendon�aponeurosis hyperplasia by using next�generation sequencing

湯本 愛実1，佐藤 毅1，遠藤 眞央1，林 直樹1，川田由美子1，
依田 哲也1,２

（1埼玉医科大学医学部口腔外科学講座，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分野）

P-3 ヒト顎関節滑膜細胞のMCPs 産生に対する FN�Fs の影響
Effect of FN�Fs on MCPs production in the fibroblast�like synoviocytes from human tem-
poromandibular joint

鈴木 麻由1，小倉 直美1,２，矢野 照雄1，高橋 康輔1,２，山﨑 文恵1，
服部 俊夫1，渡邊 駿1，石上 大輔1,３，清水 一3，伊藤 耕1,２，
近藤 壽郎1,２

（1日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座，2日本大学松戸歯学部口腔科学研
究所，3松戸市立総合医療センター歯科口腔外科）

P-5 退行性病変モデルマウスの関節軟骨におけるNG2と VI 型コラーゲンの相互的時空間変化
Spatiotemporal changes in NG2 type�VI collagen interactions during degenerative joint dis-
ease in the TMJ

四ツ谷 護1,２，佐藤 亨1，リードデビッド2

（1東京歯科大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座，2イリノイ大学シカゴ
校歯学部オーラルバイオロジー）
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P-7 Activin�Aにおける破骨細胞分化誘導の解明
Mechanisms involved in enhancement of osteoclast formation by Activin�A

梶田 倫功1,２，三次 翔2，土生 学2，吉岡 泉3，上村 俊介1，
冨永 和宏2

（1山口赤十字病院，2九州歯科大学歯学部顎顔面外科分野，3九州歯科大学
歯学部口腔内科学分野）

▲

13：00～13：54 ②基礎―神経，痛み，心身症

座長：梅崎陽二朗（福岡歯科大学歯学部高齢者歯科学分野）

P-9 口腔顔面領域における成体期切開後痛覚過敏には新生児期外傷性ストレスが関与する
Neonatal injury stress is involved in the orofacial incisional hypersensitivity in adulthood

相馬 久実1，岩田 幸一2

（1日本大学歯学部小児歯科学講座，2日本大学歯学部生理学講座）

P-11 漢方薬半夏瀉心湯の成分イソリクリチゲニンは口内炎性 痛を緩和する
Isoliquiritigenin, an ingredient in Kampo（hangeshashinto）, relief pain in oral ulcer

宮村 侑一1,２，人見 涼露1，森本 泰宏2，小野堅太郎1

（1九州歯科大学歯学部生理学分野，2九州歯科大学歯学部歯科放射線学分野）

P-13 口内炎 痛に対する抗がん剤の影響
Effects of an anticancer drug on oral ulcerative mucositis�induced pain

人見 涼露，小野堅太郎
（九州歯科大学歯学部生理学分野）

▲

13：00～13：54 ③基礎―神経障害， 合異常感症，歯科心身症，疫学研究

座長：梅崎陽二朗（福岡歯科大学歯学部高齢者歯科学分野）

P-15 合評価における fMRI の有用性の検討
Identification of occlusal interference using fMRI

小田 昌史，森本 泰宏
（九州歯科大学歯科放射線学分野）

P-17 心理特性が顎矯正に関する生活の質に及ぼす影響
Influences of psychological traits on Orthognathic Quality of Life

中村 文彦1,３，坂井 信之2，北井 則行1，硲 哲崇3

（1朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野，2東北大学大学
院文学研究科心理学研究室，3朝日大学歯学部口腔機能修復学講座口腔生
理学分野）
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▲

13：00～13：48 臨床 1―顎関節，筋，骨，筋痛障害，関節円板障害，神経障害

座長：窪木 拓男（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）

P-19 事前運動負荷によるかみしめ運動後の 痛感受性の変調
Modulation of pain sensitivity after low�level jaw clenching exercise by pre�load exercise

田邉 雄一1，鳥巣 哲朗1，多田 浩晃2

（1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野，2長崎大学歯学部総
合歯科臨床教育学）

P-21 睡眠時ブラキシズムが中枢へ及ぼす影響
Effect of sleep bruxism for the central nervous system

飯田 崇1，島田 明子2，増田 学1，本田 実加1，山本 泰3，
若見 昌信1，小見山 道1

（1日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学分野，2大阪歯科
大学附属病院口腔リハビリテーション科，3日本大学松戸歯学部口腔外科
学講座）

P-23 咀嚼筋痛患者に対する心理社会的因子のスクリーニングと病悩期間の関連
Relationships between screening of psychosocial factors for patients with masticatory mus-
cle pain and the disease duration

野口 智康1，柏木 航介1，中村 美穂1，半沢 篤1，半田 俊之2，
福田 謙一1

（1東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室，2東京歯
科大学歯科麻酔学講座）

P-25 急性クローズドロック患者の自然経過
Natural history from the onset of joint symptoms in patients with closed lock of the temporo-
mandibular joint

由良 晋也
（市立砺波総合病院歯科口腔外科）

▲

13：00～13：48 臨床 1―口腔顔面痛，舌痛症

座長：窪木 拓男（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）

P-27 演題取り下げ
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P-29 当院を受診した非歯原性歯痛症例の臨床的検討
Clinical evaluation of the patients with nonodontogenic toothache

藤田 宏人1,２，大槻 榮人1,２，川上 哲司2，川上 正良2，大槻 麻1，
浦田 貴文1，桐田 忠昭2

（1医療法人社団おおつき会大槻歯科医院，2奈良県立医科大学医学部口腔外
科学講座）

P-31 三 神経痛の診断・治療に対するMR cisternography の有効性
Utility of MR cisternography for diagnosis and treatment of trigeminal neuralgia

森本 泰宏，小田 昌史
（九州歯科大学歯学部歯学科歯科放射線学分野）

P-33 舌痛症（Burning mouth syndrome）における世界標準：診断，分類および病態生理
Current international consensus on burning mouth syndrome：the diagnosis, classifications
and pathophysiology

佐藤 淳，北川 善政
（北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室）

▲

13：00～13：54 臨床 2― 合異常感症，疫学研究

座長：山口 泰彦（北海道大学大学院歯学研究院冠橋義歯補綴学教室）

P-35 睡眠障害が 合感覚に及ぼす影響
Effect of sleep deprivation for occlusal sensation

西森 秀太1,２，飯田 崇1,２，神山 裕名1,２，西村 均2，牧山 康秀2，
小見山 道1,２

（1日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学分野，2日本大学
松戸歯学部口・顔・頭の痛み外来）

P-37 東京医科歯科大学歯学部附属病院ペインクリニックにおける過去 1年間の患者の概要
A study of patients at Tokyo Medical and Dental University Dental Hospital Pain Clinic in a
year

栗栖 諒子1,２，山﨑 陽子1，井村 紘子1，坂元 麻弥1，細田 明利1，
嶋田 昌彦1,２

（1東京医科歯科大学歯学部附属病院ペインクリニック，2東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野）

P-39 心理特性が側貌の審美的認識に及ぼす影響
Effects of psychological characteristics on aesthetic perception for facial profile

勝野 麻衣1，中村 文彦1,３，坂井 信之2，硲 哲崇3，北井 則行1

（1朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野，2東北大学大学
院文学研究科心理学研究室，3朝日大学歯学部口腔機能修復学講座口腔生
理学分野）



― 35 ―

P-41 安城更生病院歯科口腔外科開設 2年間における関節突起骨折患者の臨床的検討
Clinical study of mandibular condyle fractures past 2 years at Department of Oral and Max-
illofacial Surgery, Anjo Kosei Hospital

服部 宇1,２，日比 英晴2

（1安城更生病院歯科口腔外科，2名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部感覚
器外科学講座顎顔面外科学）

▲

13：00～13：54 臨床 2―その他

座長：山口 泰彦（北海道大学大学院歯学研究院冠橋義歯補綴学教室）

P-43 TMD患者用QOL質問票の信頼性検討
Reliability of a quality of life index for patients with temporomandibular disorders

中山 玲奈1，西山 暁2，古屋 純一1，嶋田 昌彦2

（1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科地域・福祉口腔機能管理学分
野，2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野）

P-45 2 次元スポーツ用カメラを用いた咀嚼運動記録装置の評価
Assessment of masticatory movement recording device using a 2 dimensional sports camera

横山 正起1，志賀 博1，丸山 智章2，小見野真梨恵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-47 超音波デジタル顎運動測定装置を用いた 合採得時における下顎の偏位量測定
Measurement of deviation amount of lower jaw during maxillomandibular registration using
ultrasonic digital jaw movement recorder

佐久間重光1，山口 賀大1，高木 信哉1，橋本 和佳1，小木 信美2，
栗田 賢一2

（1愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座，2愛知学院大学歯学部顎口腔外科
学講座）

P-49 顎変形症患者における顎関節症状に関する臨床的検討
Clinical investigation of TMJ disorders in patients with dentofacial deformities

高野 裕史，福田 雅幸
（秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科）

P-51 顎関節における滑膜軟骨腫症の骨化と病期の関係
Relationship between ossification and the staging of the synovial chondromatosis in the tem-
poromandibular joint

杉山健太郎1,２，儀武 啓幸1，和気 創1，高原 楠旻1，佐藤 文明1，
和気 裕之1，依田 哲也1

（1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，2JCHO東
京新宿メディカルセンター）
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▲

13：00～13：36 症例 1―筋痛障害，関節痛障害，関節円板障害，変形性関節症

座長：冨永 和宏（九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野）

P-53 筋の筋膜性 痛にエコーガイド下筋膜リリース注射が有効であった 2症例
Two cases that ultrasound�guided fascia release was effective for myofascial pain of mas-
seter muscle

左合 徹平，河端 和音，原野 望，椎葉 俊司，渡邉 誠之
（九州歯科大学歯学部歯科侵襲制御学分野）

P-55 無理な整復により関節円板が顕著に後方転位したオープンロックの 1例
A case of temporomandibular joint“open lock”with a marked posterior displacement of the
articular disc, resulting from forced reduction

本田 公亮
（兵庫医科大学医学部歯科口腔外科学講座）

P-57 上下歯槽部の癒着により開口障害をきたした 1例
A case of truisms from ankylosis of the alveolar process between the maxilla and mandible

野村 昌弘，石神 哲郎
（独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター歯科口腔外科）

▲

13：00～13：36 症例 1―口腔顔面痛，歯痛

座長：冨永 和宏（九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野）

P-59 前三 神経痛から典型的三 神経痛まで長期経過観察出来た一例
A long�term follow up case starting with pre�trigeminal neuralgia symptoms, leading to
classical trigeminal neuralgia

板橋 基雅1，正木 英之2，伏見 知行3，伏見 詩音3，和嶋 浩一4

（1いたばしデンタルクリニック，2正木歯科医院，3伏見歯科診療室，4慶應
義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室）

P-61 歯痛を呈した類上皮腫による有痛性三 神経ニューロパチーの一例
Painful trigeminal neuropathy attributed to epidermoid cyst presenting as a toothache

小笹 佳奈，野間 昇，渡邉 広輔，関根 尚彦，廣田 千紗
（日本大学歯学部口腔診断学講座）

P-63 非糖尿病患者に発症した idiopathic parotid pain の臨床的特徴
Clinical features of idiopathic parotid pain in non�diabetic patients

千葉 雅俊1，廣谷 拓章2，山口 佳宏1，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口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分
野，2大崎市民病院歯科口腔外科）
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▲

13：00～13：36 症例 2―口腔顔面痛，歯痛，舌痛症

座長：石垣 尚一（大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野）

P-65 咀嚼筋の関連痛を伴う筋膜性 痛に対しトリガーポイントへの鍼治療の併用が有効であった
一例
Dry needling combined with trigger point injection in a patient with chronic myofascial pain
with referral

半田 俊之1，福田 謙一2，柏木 航介2，中村 美穂2，野口 智康2，
半沢 篤2，一戸 達也1

（1東京歯科大学歯学部歯科麻酔学講座，2東京歯科大学歯学部口腔健康科学
講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室）

P-67 特発性 First Bite Syndrome に対して立効散が有効であった 1例
Idiopathic first bite syndrome treated with repeated Rikko�san：a case report

林 宰央1，恩田 健志1，関川 翔一1，川上 真奈1，大金 覚2，
大畠 仁1，高野 伸夫1,２，柴原 孝彦1,２

（1東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座，2東京歯科大学口腔がんセンター）

P-69 東洋医学的治療がある程度有効であった舌痛症の 1症例
A case of glossodynia to a certain degree effective by therapy of oriental medicine

黒川 修二
（JA愛知厚生連江南厚生病院麻酔科）

▲

13：00～13：36 症例 2―歯科心身症，その他

座長：石垣 尚一（大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野）

P-71 自己血注入療法を施行した習慣性顎関節脱臼の 4症例
Four cases of autologous blood injection for chronic recurrent temporomandibular joint dis-
location

久保田耕世1，伊藤 良平1，佐藤 寿2，小松 賢一3，小林 恒1

（1弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座，2つがる総合病院歯科口
腔外科，3北秋田市民病院歯科口腔外科）

P-73 患者固有の下顎運動軌跡を反映したCAD/CAMクラウンを装着した 1症例
CAD/CAM crown reflecting patient’s mandibular movement：a clinical report

塚谷 顕介1,２，田邉 憲昌1，浅野 明子2，近藤 尚知1

（1岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座，2岩手医科大学歯学部歯
科保存学講座う蝕治療学分野）
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P-75 滑膜骨軟骨腫症に併発した感染性顎関節炎の一例
A case of septic arthritis of the temporomandibular joint with synovial chondromatosis

中野 宏祐1，窪 寛仁2，本橋 具和2，矢谷 真也2，宮 由紀子1，
疋田 光波1，山崎 行庸2，中嶋 正博2，覚道 健治2

（1大阪歯科大学大学院口腔外科学専攻，2大阪歯科大学口腔外科学第二講
座）

ハンズオンセミナー
ハンズオンセミナー会場（311-313） 7�7（土）16：00～16：55/17：00～17：55

座長：築山 能大（九州大学大学院歯学研究院 口腔常態制御学講座 歯科医学教
育学分野）

DC/TMDの診断法―筋圧痛検査と関節痛誘発試験―

講師・インストラクター：
和嶋 浩一

（慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室）
小見山 道

（日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座）
大久保昌和

（日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）
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）
原 節宏

（日本歯科大学附属病院総合診療科顎関節症診療センター）
松香 芳三

（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）
村岡 渡

（慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室/川崎市立井田病院歯科口腔外科）
有馬 太郎

（北海道大学大学院歯学研究院 国際歯科部）
鳥巣 哲朗

（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座 歯科補綴学分野）
前川 賢治

（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）
飯田 崇

（日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座）
佐藤 仁

（昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門）
協賛：サンスター株式会社
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特別講演②（PSD）
第 1会場（メインホール） 7�8（日）9：00～10：30

座長：福島 洋介（埼玉医科大学医学部口腔外科学教室）

脳画像形態解析と心の病

椎野 顯彦
（滋賀医科大学神経難病研究センターMR医学研究部門）

海外特別講演（TMJ）
第 1会場（メインホール） 7�8（日）10：30～12：00

座長：古谷野 潔（九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学講座）
鱒見 進一（九州歯科大学口腔機能学講座顎口腔欠損再構築学分野）

Artificial intelligence in orofacial pain diagnosis!

Glenn T. Clark
（Professor and Assistant Dean for Distance Education and Director of The Online Master of Science

in Orofacial Pain Program, Herman Ostrow School of Dentistry of University of Southern California
Los Angeles, CA, USA）

市民公開講座
第1会場（メインホール） 7�8（日）15：00～16：00

神経障害性 痛について

座長：今村 佳樹（日本大学歯学部口腔診断学講座）

1．治らない歯の痛み～その痛み，神経障害性 痛かもしれませんよ～
坂本 英治

（九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 歯科麻酔学分野）

2．どうしたら治る!? 神経の痛み!!
椎葉 俊司

（九州歯科大学生体機能科学講座歯科侵襲制御学分野）
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モーニングセミナー（TMJ）
第 2会場（国際会議室） 7�8（日）9：00～10：20

歯の痛み・口腔違和感の脳機能イメージングと診断・治療

座長：島田 淳（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）
羽毛田 匡（羽毛田歯科医院）

1．他覚所見で自覚症状を説明できない症例にはどのように対応すれば良いか
澁谷 智明

（日立製作所横浜健康管理センタ）

2．歯の痛み・口腔違和感の脳機能イメージングと診断・治療
小野 弓絵

（明治大学理工学部）

教育セミナー⑤（OFP）
第 2会場（国際会議室） 7�8（日）10：30～12：00

口腔顔面および顎関節の痛覚過敏における末梢および中枢神経機構

座長：岩田 幸一（日本大学歯学部生理学講座）

1．顎顔面口腔領域における 痛伝達機構の可塑的変化
篠田 雅路

（日本大学歯学部生理学講座）

2．顎関節痛を調節する下行性 痛制御機構について
岡本圭一郎

（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔生理学分野）

ランチョンセミナー 4
第 2会場（国際会議室） 7�8（日）12：10～13：00

デジタライゼーションは歯科医療を変えることができるのか？

杉元 敬弘
（スギモト歯科医院）

協賛：和田精密歯研株式会社
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ポスター
ポスター会場 7�8（日）

▲

9：00～9：48 ①基礎―顎関節，筋，骨

座長：金銅 英二（松本歯科大学口腔解剖学第一講座）

P-2 内在性ヒアルロン酸が及ぼす破骨細胞支持能への影響
Effect of endogenous hyaluronan on osteoclast formation

中尾 優子1，吉岡 泉1，引地 尚子2

（1九州歯科大学大学院歯学研究科生体機能学講座口腔内科学分野，2九州歯
科大学歯学部口腔保健学科学際教育推進ユニット）

P-4 Inducing Temporomandibular Anterior Disc Displacement Experimentally? A model on Rats
GIA KIEU NGAN NGUYEN，西山 暁，嶋田 昌彦

（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学）

P-6 ヒト変形性関節症（OA）軟骨由来細胞を用いた三次元培養組織の繰り返し圧縮負荷による炎
症性サイトカインと基質分解酵素の発現促進
Excessive cyclic compressive loading upregulates pro�inflammatory cytokines and matrix
metalloproteinases on 3D tissue of human chondrocytes isolated from osteoarthritis patients

疋田 光波1,２，岡本 知子3，矢谷 真也3，藤井 智子3，中野 宏祐1，
宮本 諭2，中田 研2，中嶋 正博3

（1大阪歯科大学大学院歯学系研究科口腔外科学，2大阪大学大学院医学系研
究科健康スポーツ科学（スポーツ医学），3大阪歯科大学口腔外科第二講座）

▲

9：00～9：48 ②基礎―神経，痛み，心身症

座長：金銅 英二（松本歯科大学口腔解剖学第一講座）

P-8 日本酒は情動ストレスによる 筋の侵害受容反応の増大を抑制する
Inhibitory roles of Japanese Rice Wine（Sake）on masseter muscle nociception after repeated
psychophysical stress conditionings in the rats

中谷 暢佑1,２，岡本圭一郎2，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新潟大学大学
院医歯学総合研究科口腔生理学分野）

P-10 ラット三 神経節における組織透明化の応用と細胞体局在の検討
Application of tissue clearing and consideration of three�dimensional topography in rat
trigeminal ganglion

千堂 良造1,２，杉村 光隆1，糀谷 淳1，眞鍋 庸三1，山形 和彰1，
山下 薫1，後藤 哲哉2

（1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔全身管理学分野，2鹿児島大
学大学院医歯学総合研究科歯科機能形態学分野）
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P-12 機械受容チャネルである TRPA1 と TRPV4 が歯の移動により誘発される 痛発症に関与する
The mechano�sensitive TRPA1 and TRPV4 channels are involved with orthodontic pain

森井 葵1,２，人見 涼露1，川元 龍夫2，小野堅太郎1

（1九州歯科大学歯学部生理学分野，2九州歯科大学歯学部顎口腔機能矯正学
分野）

▲

9：00～9：48 ③基礎―神経障害， 合異常感症，歯科心身症，疫学研究

座長：金銅 英二（松本歯科大学口腔解剖学第一講座）

P-14 三 神経痛モデルラットにおけるサイトカインの変動解析
Analysis of cytokine variation in trigeminal neuralgia model rat

岩浅 匠真，SHAISTA Afroz，JUNHEL C. Danalon，大島 正充，
大倉 一夫，井上 美穂，松香 芳三

（徳島大学歯学部顎機能 合再建学分野）

P-16 社会的ストレスによって変動する遺伝子の探索
Search for genes that vary with social stress

伊神 英治，佐藤 毅，福島 洋介，依田 哲也
（埼玉医科大学病院医学部歯科口腔外科学講座）

▲

9：00～9：54 臨床 1―顎関節，筋，骨，筋痛障害，関節円板障害，神経障害

座長：土生 学（九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野）

P-18 顎矯正手術後の関節窩最菲薄部の変化について―CTによる検討―
Study of the minimum thickness of roof of the glenoid fossa in orthognathic surgical indica-
tion patient by using CT

澤田久仁彦，出澤 幸，鈴木 敏浩，佐藤 有華，雨宮 俊彦，
新井 嘉則，本田 和也

（日本大学歯学部歯科放射線学講座）

P-20 就労女性の覚醒時時間帯別 筋活動の予備調査
Preliminary study of waking�state masseter muscle activity according to the time zone of
working women

荒井 良明1，高嶋真樹子1，山崎 裕太1，河村 篤志1，髙木 律男1,２

（1新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部，2新潟大学大学院医歯学総合研究
科顎顔面口腔外科学）

P-22 咀嚼筋筋膜症候群の病態解明および治療法の検討
Treatment of masticatory myofascial pain

池田真理子1,２，高根沢大樹1,２，小橋龍太郎1，野間 昇1,２，岡田 明子1,２，
今村 佳樹1,２

（1日本大学歯学部口腔診断学講座，2日本大学歯学部付属歯科病院ペインク
リニック科）
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P-24 顎関節症患者における睡眠時ブラキシズムに対する治療の必要性
Needs of sleep bruxism treatment for TMD patients

早川 英利，飯田 崇，西森 秀太，神山 裕名，本田 実加，
増田 学，小見山 道

（日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学分野）

P-26 習慣性顎関節脱臼に対するボツリヌス治療
Botulinum neurotoxin therapy for recurrent temporomandibular joint dislocation

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）

▲

9：00～9：54 臨床 1―口腔顔面痛，舌痛症

座長：土生 学（九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外科学分野）

P-28 側頭筋における触診条件の相違が関連痛発現に及ぼす影響
Influence of different condition with palpation on temporal muscle for incidence of referred
pain and sensations in healthy participants

増田 学1，飯田 崇1，西森 秀太1，神山 裕名1，関端 哲士1，
本田 実加1，小峯 千明2，小見山 道1

（1日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座，2日本大学松戸歯学部歯科臨
床検査医学）

P-30 一般歯科医院顎関節症・口腔顔面痛外来における外来患者の臨床統計的報告
A clinical statistic study of TMD and OFP patients at the specialty clinic of the private den-
tal office

飯沼 英人1，竹内 明子2，志摩 朋香2，箕輪 和行2，和嶋 浩一1,３

（1風の杜歯科，2北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学講座歯科放射線学
教室，3慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室）

P-32 口腔顔面痛疾患におけるPain Catastrophizing Scale における病態別特徴の検討
Investigation of pathological characteristics in Pain Catastrophizing Scale in orofacial pain

永井 利樹1,２，村岡 渡1,２,４，臼田 頌2，黄地 健仁2，西須 大徳3，
池田 浩子4，柴崎 竣一1,２，吉川 桃子2，莇生田整冶2，河奈 裕正2，
中川 種昭2，和嶋 浩一2

（1川崎市立井田病院歯科口腔外科，2慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学
教室，3愛知医科大学学際的痛みセンター，4日野市立病院歯科口腔外科）

P-34 舌痛症患者におけるガム咀嚼による脳機能の変化について
Changes in brain network by chewing gum with burning mouth syndrome

篠崎 貴弘，小橋龍太郎，岡田 明子，高根沢大樹，関根 尚彦，
今村 佳樹

（日本大学歯学部口腔診断学講座）
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▲

9：00～9：48 臨床 2― 合異常感症，疫学研究

座長：村岡 渡（川崎市立井田病院歯科口腔外科）

P-36 DC/TMDにおける I 軸，II 軸診断の関連性に関するスクリーニング調査
Cross�sectional survey on the relationship between Axis I and Axis II diagnosis of DC/TMD

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

（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口腔健康
科学講座顎口腔機能治療学分野）

P-38 顎矯正手術前後における顎関節症状と下顎頭形態の変化
Changes of condylar morphology and temporomandibular joint symptoms following orthog-
nathic surgery

加藤 祐介1，三上 俊彦1，長谷部大地1，西山 秀昌2，林 孝文2，
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新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面再建学講座顎顔面放射線
学分野）

P-40 睡眠時無呼吸症患者における口腔内装置の顎関節機能への影響
TMD symptoms during oral appliance treatment in patients with sleep apnea

立石 良文，甲斐 貞子
（医療法人世薬院・展たていし歯科口腔外科クリニック）

P-42 顎関節症様症状に対して施行したMR検査で顎関節症以外の確定診断に至った症例の検討
Clinical study of the cases that were not diagnosed TMD as a result of MR examination

恩田 健志，神尾 崇，林 宰央，関川 翔一，山田 祥，川上 真奈，
柴原 孝彦

（東京歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）

▲
9：00～9：48 臨床 2―その他

座長：村岡 渡（川崎市立井田病院歯科口腔外科）

P-44 顎関節脱臼防止帽（AGOキャップ）を用いて治療した 24症例の臨床的検討
Clinical study of 24 patients treated with temporomandibular joint dislocation preventing de-
vice（AGO cap）

片山 良子1，栗田 賢一1，小川 尊明2，小木 信美1，前多 雅仁1，
中村 有宏1，石濱 嵩統3，石川 紅生3，太田 充彦3

（1愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2香川大学医学部歯科口腔外
科，3さくら総合病院歯科口腔外科）
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P-46 睡眠研究室の睡眠ポリグラフ環境下でのブラキシズムの発現数は慣れた自宅環境での発現数
と異なるか？
Are there any difference between the number of sleep bruxism bursts under condition with
polysomnography in sleep laboratory and that under accustomed condition at home?

佐久間俊光1，山口 泰彦1，前田 正名1，谷内田 渉2，斎藤 大嗣1，
中村 裕信1，三上 紗季3，斎藤 未来1

（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）

P-48 顎関節脱臼症例の臨床的検討
Clinical analysis of temporomandibular joint luxation

岡澤 信之，川上 哲司，上田 順宏，藤田 宏人，大河内則昌，
山本育功美，都築 正史，松末友美子，小向井英記，高山 賢一，
桐田 忠昭

（奈良県立医科大学口腔外科学講座）

P-50 習慣性顎関節脱臼患者に対する自己血注射療法施行 5年経過症例の術後評価
Clinical outcome after 5 years of treatment with injections of autologous blood for recurrent
dislocation of the TMJ

谷 暢1，吉田 博昭1，中西 環1，大城 庸嘉1，酒匂 潤1，
河野多香子1，辻 要1，山田 耕治1，覚道 健治2

（1大阪歯科大学歯学部口腔外科学第一講座，2大阪歯科大学歯学部口腔外科
学第二講座）

▲

9：00～9：36 症例 1―筋痛障害，関節痛障害，関節円板障害，変形性関節症

座長：嶋田 昌彦（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学
分野）

P-52 運動療法により即時的治療効果を認めた咀嚼筋痛障害の一例
Exercise therapy resulted in immediate curative effects in the myalgia of the masticatory
muscle. A case report

坂口 晃平1,２，小林 里奈1，田口 慧1，日比 英晴2，田口 望1,２

（1医療法人田口歯科医院，2名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科）

P-54 開口障害を生じ診断に苦慮したリウマチ性多発筋痛症の 1例
A case of polymyalgia rheumatica with trismus

渡辺 昌広1,２，井上 洋士1,２，山田 龍男1,２,３，本橋 具和2，
砂田 典子2,４，中嶋 正博2，杉立 光史1,２

（1大阪赤十字病院歯科口腔外科，2大阪歯科大学歯学部口腔外科学第二講
座，3独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター歯科，4互恵会大阪回
生病院歯科口腔外科）
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P-56 補綴治療後，長期経過中に下顎頭吸収が生じ顎偏位した変形性顎関節症の 1例
A case of osteoarthritis with mandibular deviation due to condyle absorption during a long�
term follow�up after several prosthetic treatments

伏見 詩音1，伏見 知行1，正木 英之2，板橋 基雅3，和嶋 浩一4

（1伏見歯科診療室歯科，2正木歯科医院歯科，3いたばしデンタルクリニッ
ク歯科，4慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室）

P-58 顎関節に発生した骨軟骨腫の 1例
Osteochondroma of temporomandibular joint：A case report

猪田 浩理，西川 正典，田中 章夫，真部 美余，西沢つきの
（京都第二赤十字病院歯科口腔外科）

▲

9：00～9：36 症例 1―口腔顔面痛，歯痛

座長：嶋田 昌彦（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学
分野）

P-60 アミトリプチリン塩酸塩と加工附子末製剤の併用が奏効した特発性歯痛の 1例
Idiopathic odontalgia well�treated with concomitant amitriptyline hydrochloride and pow-
dered processed aconite roots：A case report

桃田 幸弘1，高野 栄之2，可児 耕一1，東 雅之1,２

（1徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野，2徳島大学病院口腔管理
センター）

P-62 発作性片頭痛と群発頭痛の鑑別に苦慮した 1症例
A case of differential diagnosis between cluster headache and paroximal hemicrania

柏木 航介1，野口 智康1，中村 美穂1，半沢 篤1，半田 俊之2，
福田 謙一1

（1東京歯科大学歯学部口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室，
2東京歯科大学歯学部歯科麻酔学講座）

▲
9：00～9：36 症例 2―口腔顔面痛，歯痛，舌痛症

座長：近藤 壽郎（日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座）

P-64 抜歯器具破折片の迷入により生じた神経痛の一例
A case of neuralgia resulting from accidental insertion of surgical instruments

西口 浩明
（JA愛知厚生連海南病院歯科口腔外科）

P-66 パルス高周波療法が有効であった 1枝領域の三 神経痛の 1症例
The efficacy of pulsed radiofrequency treatment for trigeminal neuralgia of first branch：A
case report

河端 和音，左合 徹平，椎葉 俊司
（九州歯科大学歯学部歯科侵襲制御学分野）
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P-68 顎関節症関連性頭痛が併発していた慢性頭痛が集学的治療介入により改善した 1例
A case of chronic mixed headache with headache attributed to temporomandibular disorder
which was improved by multidisciplinary treatment

西須 大徳1，牧野 泉1，西原 真理1，臼田 頌2，村岡 渡2，
莇生田整治2，河奈 裕正2，中川 種昭2，和嶋 浩一2，牛田 享宏1

（1愛知医科大学医学部学際的痛みセンター，2慶應義塾大学医学部歯科・口
腔外科学教室）

▲

9：00～9：36 症例 2―歯科心身症，その他

座長：近藤 壽郎（日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座）

P-70 歯周治療による歯周組織の改善が不安傾向と脳活性化に影響した 1症例
Case of improvement of periodontal tissue by periodontal treatment affected anxiety ten-
dency and brain activation

村岡 宏祐1，小田 昌史2，吉野 賢一3，森本 泰宏2

（1九州歯科大学口腔機能学講座クリニカルクラークシップ開発学分野，2九
州歯科大学生体機能学講座放射線学分野，3九州歯科大学歯学部共通基盤
教育部門）

P-72 ナビゲーションシステム支援下に間 形成をした顎関節強直症の 1例
Navigation�guided gap arthroplasty for temporomandibular joint ankylosis：Report of a
case

小木 信美1，竹本 隆2，阿知波基信1，山本 翼2，前多 雅仁1，
片山 良子1，中村 有宏1，野澤 道仁3，有地 淑子3，有地榮一郎3，
佐久間重光4，栗田 賢一1

（1愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2蒲郡市民病院歯科口腔外科，
3愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座，4愛知学院大学歯学部冠・橋義歯
学講座）

P-74 オトガイ部の強打後に開口障害と 合不全を呈した顎関節内出血の 1例
Trismus and anterior cross�bite due to TMJ hemarthrosis：Report of a case

中村 有宏1，小木 信美1，片山 良子1，前多 雅仁1，野澤 道仁2，
有地 淑子2，有地榮一郎2，栗田 賢一1

（1愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2愛知学院大学歯学部歯科放射線
学講座）





第 31回一　　般
社団法人日本顎関節学会総会・学術大会 

第 23 回一　　般
社団法人日本口腔顔面痛学会学術大会 

第 33 回一　　般
社団法人日本歯科心身医学会総会・学術大会　共催

海外特別講演（TMJ）
特別講演（OFP・PSD）

メインシンポジウム（TMJ・OFP・PSD）
シンポジウム（TMJ）

教育セミナー（TMJ・OFP・PSD）
ハンズオンセミナー

モーニングセミナー（TMJ）
学会賞学術奨励賞受賞講演（TMJ）

ランチョンセミナー
市民公開講座
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海外特別講演（TMJ）

海外特別講演のねらい

座長：古谷野 潔
九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学講座
鱒 見 進 一
九州歯科大学口腔機能学講座顎口腔欠損再構築学分野

先般，本学会の名誉会員となられ，本学術大会において名誉会員章を授与される USC の Glenn Clark 教授に依頼して，
海外特別講演を行っていただける運びとなった。Clark 教授は，顎関節症，口腔顔面痛，睡眠時無呼吸症などに関する世
界的権威であり，本学術大会では，「Artificial intelligence in orofacial pain diagnosis！（口腔顔面痛の診断における人工
知能）」と題する講演をしていただく。

近年，AI の分野は目覚ましい進歩を遂げており，医科や歯科領域における診断システムに組み込まれるようになって
きた。本学術大会では，AI や機械学習，Symptom checkers（症状チェッカー），反復仮説検定（IHT）などの解説のほ
か，口腔顔面痛の診断における AI システムの必要性や問題点について論じていただく。

●略歴●

古谷野 潔
1983 年 九州大学歯学部卒業
1987 年 九州大学歯学部附属病院助手

九州大学大学院歯学研究科修了
1991 年 文部省在外研究員
1991～1993 年 米国 UCLA visiting associate professor
1993 年 九州大学歯学部講師
1997 年 九州大学歯学部教授
1999～2001 年 九州大学総長補佐（併任）
2000 年～ 九州大学大学院歯学研究院教授
2003 年 九州大学歯学部附属病院長（併任）
2003～2008 年 九州大学医学部・歯学部・生体防御医学研究所附属病院副病院長（併任）
2012～2014 年 九州大学総長特別補佐
2014 年～ 福岡学園理事
2017 年～ 九州大学大学院歯学研究院長，歯学府長，歯学部長

日本顎関節学会 理事長（指導医・専門医）
日本補綴歯科学会 元理事長（指導医・専門医）
日本口腔インプラント学会 常務理事・九州支部長（指導医・専門医）
日本顎口腔機能学会 理事
日本歯科理工学会 理事
日本咀嚼学会 理事
Asian Academy of Prosthodontics 元会長
International College of Prosthodontics 元会長
Asian Academy of Osseointegration 元会長
日本学術会議連携会員 元会員（22�23 期）
第 27 回日本歯科医学会総会 常任委員・学術部会長
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鱒見進一
1981 年 九州歯科大学卒業
1985 年 九州歯科大学大学院歯学研究科修了 歯学博士

九州歯科大学歯科補綴学第 1 講座 助手
1988 年 東京医科歯科大学歯科補綴学第 1 講座（国内研修）
1992～1993 年 UCLA Dental Research Institute（文部省在外研究員）
1993～2001 年 九州歯科大学歯科補綴学第 1 講座 講師
2001～2003 年 九州歯科大学歯科補綴学第 1 講座 助教授
2003～2004 年 九州歯科大学歯科補綴学第 1 講座 教授
2004 年～ 九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野 教授
2008～2010 年 九州歯科大学理事，附属病院長
2010～2012 年 九州歯科大学大学院研究科長
2012～2018 年 九州歯科大学副学長
2013～2016 年 九州歯科大学附属図書館長

日本顎関節学会 専門医，指導医，理事
日本睡眠歯科学会 認定医，指導医，理事
日本磁気歯科学会 認定医，理事，理事長（2013～2016 年）
日本顎顔面補綴学会 認定医，理事，理事長（2014～2018 年）
九州歯科学会 会長（2015～2018 年）
日本顎口腔機能学会 理事
日本口腔顔面痛学会 専門医，指導医，代議員
日本補綴歯科学会 専門医，指導医，代議員
ISO/TC106/SC2/WG22 Convenor
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海外特別講演（TMJ）

Artificial intelligence in orofacial pain diagnosis!

Glenn T. Clark
Professor and Assistant Dean for Distance Education and Director of The Online
Master of Science in Orofacial Pain Program, Herman Ostrow School of Dentistry of Univer-
sity of Southern California Los Angeles, CA, USA

To effectively discuss this topic, some definitions are described. Then I will describe the answers about 18 questions as
follows：
Q01. Is the field of artificial intelligence a growing field in medicine?
Q02. Is the field of machine learning a fast growing field of scientific enquiry in medicine?
Q03. Is this also a growing area of medical science?
Q04. Are there any good symptom checkers available to help a patient diagnose themselves?
Q05. Now that we have some definitions, why do we need Artificial Intelligent systems?
Q06. Why don’t physicians and dentists just take more time to establish a diagnosis?
Q07. How can you speed up the process and yet still achieve a reasonable chance of an accurate diagnosis?
Q08. How long for a Novice to become an Expert?
Q09. Has any research been done on the efficacy of teaching IHT to medical students?
Q10. Can a smart computer diagnose better than a smart doctor?
Q11. Has there been any work on whether A.I. systems can supplement the diagnostic process?
Q12. How good are the current symptom checker at diagnosing OFP and Oral Medicine problems?
Q13. What about for oral mucosal disease problems?
Q14. Do A.I. based symptom checker programs work in other areas of medicine?
Q15. So in medicine, symptom checker are poor（correct first diagnosis only 34％ of the time）and physician’s achieve a

correct first diagnosis on 72 percent of the time and the existing symptom checkers are not good for OFP and Oral
Medicine problems, what is next?

Q16. If this can be done, what is the process and how can it be tested?
Q17. What is the testing phase of this project?
Q18. What is the third step of the process?

In conclusions, A.I. will revolutionize and improve medicine.
1. Someday medicine might be a ‘Doctors in a box’ to diagnose/treat diseases but not for a long time.
2. Most likely, diagnosis will be a two step process with data collected by a computer which asks the most logical ques-

tions needed to iteratively test hypotheses developed as data is being collected.
3. 2nd step of diagnosis will be a telehealth［or F2F］consult with an expert to confirm or redirect the diagnostic/treat-

ment process.
Not “The End” but “The Beginning”
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●略歴●

EDUCATION
1970�74 University of Calif, Los Angeles, School

of Dentistry, D.D.S. Degree
1974�76 Eastman Dental Center, Rochester,

NY�General Practice Residency Cer-
tificate

1974�76 University of Rochester, School of
Medicine and Dentistry, M.S. Degree
in Dental Research

ACADEMIC APPOINTMENTS
1976�80 Assistant Professor, UCLA, School of

Dentistry
1980�84 Associate Professor, UCLA, School of

Dentistry
1984�2003 Professor, Division of Oral Biology and

Medicine, UCLA, School of Dentistry
2003�present Professor, Division of Diagnostic Sci-

ences, USC, School of Dentistry
2012�present Section Chair of Diagnostic Sciences,

USC, School of Dentistry
2017�present Professor and Assistant Dean For Dis-

tance Education and Director of The
Online Master of Science in Orofacial
Pain Program, USC, School of Den-
tistry

PROFESSIONAL ORGANIZATIONS（Membership）
1973� American Association of Dental

Schools
1974� International and American Associa-

tion of Dental Research
1980� International Association for the Study

of Pain
1982� American Academy of Oral Medicine
1983� American Academy of Orofacial Pain
1984� American Pain Society
1989� American, California ＆ Western Den-

tal Association
1990 American Association for the Study of

Headache

1991� Association of University Temporo-
mandibular Disorder and Orofacial
Pain Programs

1992� American Association of Sleep Disor-
ders

1992� Association of Dental Sleep Medicine

ACTIVITIES IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
1981�90 Neuroscience Group of the Dental Re-

search Association�Session Chairman
at annual meetings in Chicago�1981；
New Orleans�1982；Sydney�1983；
Australia� 1984, Dallas� 1984；Las
Vegas�1985；The Hague�1986, Neth-
erlands� 1986；Chicago� 1987；San
Francisco�1989；Cincinnati�1990

1989�90 Craniofacial Biology Group of the Den-
tal Research Association �Session Co�
chairman at the annual meeting in San
Francisco�1989

1989�95 Member of the National Institutes of
Health Reviewer’s Reserve

1982�87 President（1986�87）of the Neurosci-
ence Group of the IADR（elected）；
President Elect and Program Chair

（1985�86）；Secretary�Treasurer and
Newsletter Editor（1982�85）

1986�89 President, Southern California Division
of the AADR（elected）

1990�93 President（1992�93）, Association of
University Temporomandibular and
Orofacial Pain Programs. Vice�Presi-
dent（1991�92）. Secretary（1990�91）

2001 Member of the California Dental Asso-
ciation Strategic Planning group

2001�03 Chair of the Integrated Action Com-
mittee looking at Distance Education
for the CDA

2003�10 Member of the American Academy of
Oral Medicine（AAOM）Program Di-
rector Committee
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特別講演①（OFP）

座長：岩 田 幸 一
日本大学歯学部生理学講座

感覚情報処理における脊髄グリア細胞の役割

津 田 誠
九州大学大学院薬学研究院 ライフイノベーション分野

神経障害性 痛のメカニズムに関する研究は，神経の障害が原因で発症する慢性 痛であることから，神経細胞での
変化が主に注目されてきた。一方でわれわれは，脊髄後角のグリア細胞が神経障害性 痛に重要な役割を担っているこ
とをこれまで明らかにしてきた。脊髄後角グリア細胞は神経損傷に応答し，さまざまな機能分子の発現を介して活性化
状態となる。それらグリア細胞の活動を抑制することで，神経損傷に伴う脊髄後角ニューロンの機能異常および 痛の
発症維持が抑制されることから，グリア細胞は神経障害性 痛メカニズムを理解するうえで重要な細胞であり，鎮痛薬
開発への有力なターゲットであると考えられる。本講演では，これまでの知見と最近の成果を含めて神経障害性 痛に
おけるグリア細胞の分子細胞メカニズムを紹介する。

●略歴●

1998 年 星薬科大学大学院薬学研究科 博士課程修了
1999 年 JST特別研究員（国立医薬品食品衛生研究所配

属）
2002 年 トロント小児病院 博士研究員
2004 年 厚生労働省 入省（国立医薬品食品衛生研究所

配属）
2005 年 九州大学大学院薬学研究院薬効解析学分野 助

手
2006 年 九州大学大学院薬学研究院薬理学分野 助教授

（07 年より准教授）

2014 年 九州大学大学院薬学研究院ライフイノベーショ
ン分野 教授

2016 年 九州大学大学院薬学研究院附属産学官連携創薬
育薬センター長（併任）

2016 年 順天堂大学大学院環境医学研究所 客員教授
（併任）

日本薬理学会（代議員），日本神経化学会（評議員），日
本 痛学会（理事），日本運動器 痛学会（評議員），Soci-
ety for Neuroscience，日本薬学会，日本神経科学学会，
日本生化学会
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特別講演②（PSD）

座長：福 島 洋 介
埼玉医科大学医学部口腔外科学教室

脳画像形態解析と心の病

椎 野 顯 彦
滋賀医科大学神経難病研究センターMR医学研究部門

私たちの“こころ”は，脳の機能ユニットとそのネットワークによる活動の結果である。報酬が得られると中脳のVTA
からドーパミンが腹側線条体に放出され，“喜び”として感じられ，扁桃体とBNSTはそれぞれ“恐怖”と“不安”に
対処している。前頭前野外側は発散的思考，内側は収束的思考（＝計画の保持，遂行）に関与し，どちらが障害されて
も適切な思考をたどれない。不安障害やうつ病，統合失調症などの精神疾患において，最近の研究では神経伝達物質や
そのレセプターの異常，神経ネットワークの異常といった病態の存在が明らかになってきた。これらの疾患では脳の萎
縮など（慢性期を除いて），脳の形状には変化はないとされているが，最近のコンピュータ技術を駆使すると，人ではわ
からないような微妙な脳の形状変化を捉えることができる。たとえば脳回の形状をフラクタル次元として捉えると，そ
の脳機能の優れた特性を予測することが可能である。本発表では，VBM，TBM，SBMといったコンピュータによる脳
の形状解析とその有用性について述べる。

●略歴●

1983 年 滋賀医科大学医学部 卒業
同年 同 脳神経外科助手（助教）
1984 年 福井赤十字病院脳神経外科 勤務
1985 年 彦根市立病院脳神経外科 勤務
1989 年 滋賀医科大学脳神経外科助手（助教），脳神経

外科専門医，医学博士取得
（1992 年～ ペンシルバニア大学に留学；2年間）

1998 年 滋賀医科大学脳神経外科 講師
2009 年 滋賀医科大学MR医学総合研究センター 助教

授（准教授）
神経難病研究センター，MR医学研究部門に編
入

日本脳神経外科学会専門医，指導医
日本認知症学会専門医，指導医
日本脳神経外科学会評議員，日本脳神経外科学会近畿地
方会評議員
国際脳循環代謝学会評議員
日本脳循環代謝学会評議員
日本再生医療学会専門医
日本磁気共鳴医学会会員，日本リハビリテーション医学
会会員
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メインシンポジウム（TMJ・OFP・PSD）
痛みを究める～侵害受容性 痛，神経障害性 痛，心因性 痛～

メインシンポジウムのねらい

座長：鱒 見 進 一
九州歯科大学口腔機能学講座顎口腔欠損再構築学分野
松 香 芳 三
徳島大学大学院医歯薬学研究部 顎機能 合再建学分野
依 田 哲 也
東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野

本学術大会は，日本顎関節学会，日本口腔顔面痛学会，日本歯科心身医学会の 3 学会が，初めて合同で開催する運び
となった。3 学会の大会長で話し合い，せっかくの機会であるから，各学会の代表者にそれぞれの専門領域の講演をして
いただき，ディスカッションを通して，3 学会の会員が共通認識をもったうえで，これからの臨床や研究に生かしていけ
るようなシンポジウムを企画したいと考えた。

そこで，メインシンポジウムのテーマは「痛みを究める～侵害受容性 痛，神経障害性 痛，心因性 痛～」とし，
日本大学松戸歯学部の小見山 道先生には，日本顎関節学会を代表して「侵害受容性 痛について」，また，日本大学歯
学部の今村佳樹先生には，日本口腔顔面痛学会を代表して「神経障害性 痛について」，さらに東京医科歯科大学の豊福
明先生には，日本歯科心身医学会を代表して「心因性 痛について」それぞれご講演いただき，各学会の垣根を越えて
有意義なディスカッションができることを望む。

●略歴●

鱒見進一
1981 年 九州歯科大学卒業
1985 年 九州歯科大学大学院歯学研究科修了 歯学博士

九州歯科大学歯科補綴学第 1 講座 助手
1988 年 東京医科歯科大学歯科補綴学第 1 講座（国内研修）
1992～1993 年 UCLA Dental Research Institute（文部省在外研究員）
1993～2001 年 九州歯科大学歯科補綴学第 1 講座 講師
2001～2003 年 九州歯科大学歯科補綴学第 1 講座 助教授
2003～2004 年 九州歯科大学歯科補綴学第 1 講座 教授
2004 年～ 九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野 教授
2008～2010 年 九州歯科大学理事，附属病院長
2010～2012 年 九州歯科大学大学院研究科長
2012～2018 年 九州歯科大学副学長
2013～2016 年 九州歯科大学附属図書館長

日本顎関節学会 専門医，指導医，理事
日本睡眠歯科学会 認定医，指導医，理事
日本磁気歯科学会 認定医，理事，理事長（2013～2016 年）
日本顎顔面補綴学会 認定医，理事，理事長（2014～2018 年）
九州歯科学会 会長（2015～2018 年）
日本顎口腔機能学会 理事
日本口腔顔面痛学会 専門医，指導医，代議員
日本補綴歯科学会 専門医，指導医，代議員
ISO/TC106/SC2/WG22 Convenor
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松香芳三
1988 年 岡山大学歯学部卒業
1992 年 岡山大学大学院歯学研究科修了，博士（歯学）

岡山大学歯学部歯科補綴学第 1 講座 助手
1996～1998 年 UCLA 歯学部口腔顔面痛科 レジデント
1997 年 岡山大学歯学部附属病院第 1 補綴科 講師
1999 年 UCLA 歯学部口腔生物医学分野 研究員
2002 年 UCLA 歯学部口腔生物医学分野 助教授
2005 年 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 准教授
2012 年 徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能 合再建学分野 教授

（現在に至る）

日本顎関節学会専門医・指導医・理事
日本補綴歯科学会専門医・指導医・代議員
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医・理事
日本口腔リハビリテーション学会認定医・指導医・理事

依田哲也
1985 年 東京医科歯科大学歯学部卒業

東京医科歯科大学口腔外科学第 2 講座 入局
1987 年 東京医科歯科大学大学院入学
1992 年 東京医科歯科大学口腔外科学第 2 講座 助手
1994 年 ドイツ国ボン大学顎顔面口腔外科留学
2001 年 東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯正歯科 講師
2003 年 埼玉医科大学医学部口腔外科学 教授
2018 年 東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野 教授

日本歯科心身医学会 理事
日本顎関節学会 指導医・常任理事
日本口腔外科学会 指導医・代議員
日本口腔科学会 理事
日本有病者歯科医療学会 指導医・理事 等



― 58 ―

メインシンポジウム（TMJ・OFP・PSD）
痛みを究める～侵害受容性 痛，神経障害性 痛，心因性 痛～

1．痛みを究める―侵害受容性 痛―

小見山 道
日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座

国際 痛学会による痛みの定義は「実質的または潜在的な組織損傷によって引き起こされる，あるいはそのような損
傷を表現する言葉によって患者が訴える不快な感覚的および情動的体験」とされる。侵害受容性 痛は，生理的な状態
において，身体を損傷する刺激（侵害刺激）を認識するうえで不可欠な情報とされるが，長期化することによって生じ
る神経障害性 痛と，慢性化に伴う心因性 痛は決して切り離すことができるものではない。今回，日本顎関節学会を
代表して「侵害受容性 痛について」の講演では，顎関節症の 痛を主症状とする病態分類である咀嚼筋痛障害と顎関
節痛障害について解説し，その長期経過に伴う中枢性感作や，慢性 痛としての心因性 痛まで，決してクリアカット
できない 3 種の痛みの移行的な様相について症例を交えて解説する。

●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）
2001 年 日本大学助手（松戸歯学部）
2003 年 日本大学講師（松戸歯学部）
2003～2005 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～ 日本大学准教授（松戸歯学部）

日本大学松戸歯学部付属病院 口・
顔・頭の痛み外来 責任者

2016 年～ 日本大学教授（松戸歯学部） 顎口腔
機能治療学講座

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
日本歯科心身医学会 評議員
日本補綴歯科学会 指導医・代議員
日本顎口腔機能学会 評議員
日本 痛学会 評議員
Asian Academy of Craniomandibular Disorders：Council
International Association of Dental Research：Neurosci-
ence Group Past President
International Association for the Study of Pain
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メインシンポジウム（TMJ・OFP・PSD）
痛みを究める～侵害受容性 痛，神経障害性 痛，心因性 痛～

2．三 神経の神経障害性 痛の診断に関するコンセンサス

今 村 佳 樹
日本大学歯学部口腔診断学講座

国際頭痛分類第 3 版（ICHD3）では，三 神経の神経障害性 痛は，三 神経痛と有痛性三 神経ニューロパチーに
分類される。三 神経痛は，発作痛を主症状とし，自覚症状から診断される。三 神経痛は，さらに 3 症型に細分類さ
れ，これらの診断は検査結果を基に他覚所見に基づいてなされる。有痛性三 神経ニューロパチーは，持続痛を主体と
する神経障害性 痛で，帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛，有痛性外傷後三 神経ニューロパチー，その他の病態に分類さ
れる。一方，現在 ICHD3 に基づいて国際口腔顔面痛分類が試みられており，そのなかでは，従来用いられてきた非定型
歯痛（AO）の一部が，外傷後有痛性三 神経ニューロパチーとして神経障害性 痛に分類されることになっている。神
経障害性 痛の病態の概念を整理することで診療上の助けになればと思う。

●略歴●

1981 年 九州歯科大学卒業
1985 年 九州歯科大学大学院歯学研究科修了，

同大学助手
1986 年 九州歯科大学講師（歯科麻酔学）
1998 年 九州歯科大学助教授（歯科麻酔学）
2003 年～現在 日本大学歯学部教授（口腔診断学）

日本口腔顔面痛学会：理事長，指導医，専門医
日本 痛学会：理事
日本慢性 痛学会：理事
日本口腔診断学会：理事，指導医，認定医
日本口腔内科学会：理事
口腔顔面神経機能学会：理事
日本頭痛学会：代議員，指導医，専門医
日本ペインクリニック学会：評議員
日本歯科麻酔学会：評議員，専門医，認定医
American Academy of Orofacial Pain：Diplomate
Asian Academy of Craniomandibular Disorders Coun-
cilor
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メインシンポジウム（TMJ・OFP・PSD）
痛みを究める～侵害受容性 痛，神経障害性 痛，心因性 痛～

3．「心因性」と呼ばれる痛みとは何なのか？

豊 福 明
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 全人的医療開発学講座
歯科心身医学分野

かつては痛みの分類に「心因性」という用語が用いられていた時代があった。しかし，現在は精神科ですら「心因性」
の語彙は使用が避けられている。もちろん精神疾患が合併する痛みが即「心因性」というわけでもない。にもかかわら
ず，歯科領域では既知の知識で説明できない痛みを「心因性」と称する風潮が根強い。代わりに dysfunctional pain の概
念が提唱されているが，心理社会要素の影響を受けやすい痛みであることには変わりない。そもそも情動的要素を伴わ
ない痛みはなく，mindless な分類では実用に耐えない。脳回路網のどこに由来するかがよくわかっていない痛みをどう
理解し，どう治療していくのかは臨床上の切実な問題になっている。われわれがこれまで報告してきた臨床的研究と脳
機能画像研究の結果を踏まえて，「心因性」と呼ばれてきた痛みに対する治療戦略について論じたい。

●略歴●

1990 年 3 月 九州大学歯学部卒業
1990 年 4 月 福岡大学医学部歯科口腔外科学教室入局
1991 年 3 月 医療法人白十字会白十字病院（歯科口腔

外科）にて部外修練（～1992 年 1 月）
1992 年 10 月 福岡大学病院助手（歯科口腔外科）
2000 年 10 月 博士（医学）（福岡大学）
2001 年 4 月 福岡大学病院講師（歯科口腔外科）
2007 年 3 月 東京医科歯科大学大学院 頭頸部心身医

学分野 教授
2009 年 4 月 同歯科心身医学分野 教授（分野名変

更）
現在に至る

日本歯科心身医学会理事長（2009～2014 年）
（2014 年 12 月三期満了）
口腔病学会理事
日本有病者歯科医療学会代議員
日本心身医学会特別委員
日本口腔内科学会代議員
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シンポジウム（TMJ）
顎関節症の鑑別診断セミナー～顎関節の滑膜軟骨腫症，その診断と治療～

シンポジウムのねらい

座長：村上賢一郎
赤穂市民病院歯科口腔外科
髙 橋 哲
東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野

滑膜軟骨腫症は従来にはまれな疾患と考えられていたが，MRI の普及などにより近年報告例が増加しており，顎関節
症の診断/治療にかかわる臨床医は注意を払うべきであろう。なぜなら本疾患の臨床症状は顎関節痛，関節雑音，開口制
限などで顎関節症に酷似しているためである。また本疾患の鑑別にはX線画像の精査とともに早期のCTやMRI による
診断が必須であり，治療では腫瘍性疾患ではないものの自然寛解はなく手術的治療が適応になることを理解する必要が
ある。さまざまな病態には中頭蓋底の骨吸収や顎変形症状もあり，病態と病理像の多様性と手術戦略についても理解す
る必要がある。本セミナーの参加者は顎関節の滑膜軟骨腫症の診断と治療のアップデートについて知識を深め，さらに
エキスパートを含む参加者の質疑応答を通じて明日からの診療に有意義な情報を得ることができる。

●略歴●

村上賢一郎
1978 年 神奈川歯科大学卒業
1984 年 京都大学大学院修了，助手，講師を経て京都大学口腔外科学助教授，

診療科長（2005 年まで），その後赤穂市民病院診療部長を経て現在は非常勤嘱託
1986 年 Visiting Assistant Professor in UCLA
1998 年 Guest Professor at Wien University

日本顎関節学会理事/渉外委員長，同学会専門医/指導医
日本口腔外科学会国際学術委員，口腔外科専門医/指導医
日本顎変形症学会評議員
日本口腔リハビリテーション学会監事
AAOMS（J Oral and Maxillofac Surg 国際編集委員），IAOMS，ASTMJS 会員，ESTMJS 名誉会員

髙橋 哲
1983 年 東北大学歯学部卒業
1987 年 東北大学大学院歯学研究科修了，

その後南カリフォルニア大学医学部及びユニバーシティカレッジロンドン留学
1990 年 東北大学第二口腔外科助手
1994 年 秋田大学医学部歯科口腔外科助手，翌年講師
2000 年 九州歯科大学第二口腔外科教授
2012 年 東北大学教授，現在に至る
2016 年 東北大学病院総括副病院長併任

日本顎関節学会理事，同学会専門医/指導医
日本口腔外科学会理事，同学会専門医/指導医
日本顎変形症学会理事
Asian AOMFSエグゼクティブディレクター
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シンポジウム（TMJ）
顎関節症の鑑別診断セミナー～顎関節の滑膜軟骨腫症，その診断と治療～

1．顎関節の滑膜軟骨腫症，その診断と治療

儀 武 啓 幸
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

開口障害や顎関節の 痛，顎関節雑音などの症状により顎関節症との鑑別が困難な症例に出会うことがある。顎関節
における滑膜軟骨腫症は顎関節症との鑑別が困難な場合がある疾患の一つであるが，顎関節に発症することは比較的ま
れな病変であることから鑑別疾患が難しい疾患である。
それらの多くは治療の初期段階で発見されるわけではなく，顎関節症の臨床診断に基づいて治療が行われたものの症
状の改善が得られないことから精査を行うことで発見されるケースが多いように思われる。
関節腔内の病変はその石灰化の程度が症例によってさまざまであり，病期が初期から中期の症例では石灰化が乏しい
ためにX線写真やCTによる病変の確認は不可能であることも多く，診断にはMRI が有効である。
本セミナーでは，顎関節における滑膜性骨軟骨腫症の診断のポイントと治療について実際の症例の提示を交えながら
お話ししたいと思います。

●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 1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（歯学博士）
2001 年 東京厚生年金病院歯科口腔外科医員
2002 年 東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野医

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

日本顎関節学会 会員，指導医，専門医，代議員
日本口腔科学会 会員
日本口腔外科学会 会員
日本顎変形症学会 会員
日本骨代謝学会 会員
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 会員
American Society of Temporomandibular Joint Surgeons
（ASTMJS）International member
日本顎関節外科研究会（JSTMJS）founding member
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シンポジウム（TMJ）
顎関節症の鑑別診断セミナー～顎関節の滑膜軟骨腫症，その診断と治療～

2．顎関節における滑膜軟骨腫症の治療について

野上晋之介
東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野

滑膜軟骨腫症は滑膜の表層下組織や間質結合組織内が化生変化して多数の軟骨性結節を生じ，それが滑膜より遊離す
ることで関節腔内に多数の遊離体を生じる疾患であり，膝関節に多くみられ顎関節での発症は比較的まれとされている。
顎関節症の臨床症状と類似する点が多く，鑑別診断を行ううえではMRI などによる画像診断が特に重要である。滑膜軟
骨腫症の外科的治療法は顎関節鏡支援下手術，顎関節開放下での摘出や滑膜切除術，病態に応じて関節円板切除，下顎
頭切除が行われる。しかし治療法に関する明確な判断基準はなく，本講演では治療法を中心にわれわれが経験した症例
を供覧するとともに，文献的考察も含めて講演することで，明日からの臨床に役立つような意見交換ができれば幸いで
ある。

●略歴●

2006 年 3 月 九州歯科大学歯学部卒業
2006 年 4 月 九州歯科大学形態機能再建学分野臨床研修

医
2007 年 4 月 奈良県立医科大学医学部口腔外科学講座後

期研修医
2009 年 4 月 九州歯科大学形態機能再建学分野医員
2010 年 4 月 九州歯科大学形態機能再建学分野助教
2013 年 8 月 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外

科学分野助教

2017 年 4 月 オーストリア・ザルツブルクパラケルスス
医科大学頭蓋顎顔面口腔外科学講座留学
（～2018 年 3 月）

歯学博士
歯科臨床研修指導歯科医
日本口腔外科学会 認定医・専門医
日本顎関節学会 専門医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医（歯科口腔外
科）
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教育セミナー①（TMJ・OFP・PSD）
よく診る典型的痛みをどの様に捉えるか，専門による違い

教育セミナー①のねらい

座長：和 嶋 浩 一
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

本教育セミナーでは 3学会共催のメリットを最大限に活かすために，類似した症状ながら学会により基本的対応に差
異がある痛み疾患を取り上げて，メインフィールドの異なる演者に，症状，背景をどのように捉えて診断，治療してい
るのか，個人的見解を呈示してもらいます。対象とする症状は慢性のアゴ痛，顔面痛と舌痛の 2つです。アゴの痛み，
顔面痛がなかなか治らない場合，難治な顎関節症と捉えるか，顎関節症以外のどの様な疾患を考えるか。舌痛は従来，
舌痛症として，いわゆる心因性 痛といわれていましたが，現在では多様な捉え方がなされています。アゴ痛，顔面痛
と舌痛という共通症状ながらフィールドの違いにより，見方がどの様に異なるのか，臨床診断推論の手法に沿って診断
過程を明らかにしていただきます。
多様な病態を含む症状に対して，どの様な見方をしていくべきかを学んでいただくセミナーです。

●略歴●

1978 年 3 月 神奈川歯科大学歯学部卒業
1978 年 5 月 慶應義塾大学病院研修医（歯科・口腔外

科）
1980 年 5 月 慶應義塾大学助手（医学部歯科・口腔外科

学教室）
1995 年 5 月 慶應義塾大学専任講師（医学部歯科・口腔

外科学教室）
2010 年 4 月 昭和大学兼担講師
2017 年 4 月 慶應義塾大学非常勤講師（医学部歯科・口

腔外科学教室）

日本口腔顔面痛学会（指導医，専門医）
日本顎関節学会（指導医，歯科顎関節症専門医）
日本頭痛学会（理事，指導医，頭痛専門医）
American Board of Orofacial Pain（米国口腔顔面痛学会
専門医合格 199907）
Asian Academy of Craniomandibular Disorders（Immedi-
ate Past President）
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教育セミナー①（TMJ・OFP・PSD）
よく診る典型的痛みをどの様に捉えるか，専門による違い

1．慢性的，難治性のアゴの痛み，顔面の痛み
―顎関節痛を生じる疾患―

川 上 哲 司
奈良県立医科大学口腔外科学講座

顎関節痛を生じる疾患には，顎関節症以外に，先天異常・発育異常，外傷（顎関節脱臼，骨折），炎症（非感染性顎関
節炎，感染性顎関節炎），腫瘍および腫瘍類似疾患，顎関節強直症（線維性，骨性），特発性下顎頭吸収など，または，
全身疾患に起因する自己免疫疾患（関節リウマチなど），代謝性疾患（痛風など）がある。
顎関節痛の特徴は，深部体性痛であり，顎関節のような深部組織に炎症が惹き起こされると強く広範囲になる。炎症
組織を支配する神経線維に異常興奮により末梢神経の感作が誘導される。三 神経あるいは三 神経節細胞の活動性の
増強が長期間続くと中枢神経系活動の変調が誘導される。これら末梢および中枢神経系の活動性変化が顎関節痛となり，
難治性の顎関節痛を生じることに繋がると考えられている。
今回，関節痛を生ずる疾患を総覧し，そのなかに難治性 痛を有する顎関節症があることを解説します。

●略歴●

1984 年 3 月 神奈川歯科大学歯学部卒業
1984 年 4 月 奈良県立医科大学附属病院臨床研修医
1986 年 4 月 奈良県立医科大学附属病院医員
1993 年 5 月 奈良県立医科大学助手（口腔外科学講座）
1996 年 1 月 アメリカ合州国カリフォルニア大学ロサン

ゼルス校（文部科学省在外研究員）
1998 年 4 月 奈良県立医科大学講師（口腔外科学講座）
2016 年 4 月 奈良県立医科大学非常勤講師（口腔外科学

講座）

日本口腔外科学会 指導医・専門医，代議員
日本顎関節学会 指導医・専門医，代議員
日本口腔顔面痛学会 指導医・専門医，評議員
日本睡眠歯科学会 指導医・専門医，評議員
日本小児口腔外科学会 指導医・認定医，評議員
日本歯科麻酔学会 認定医
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教育セミナー①（TMJ・OFP・PSD）
よく診る典型的痛みをどの様に捉えるか，専門による違い

2．慢性的，難治性のアゴの痛み，顔面の痛み
―顎関節部および顔面の持続痛に対する鑑別診断と治療―

村 岡 渡
川崎市立井田病院歯科口腔外科

顎関節部の痛みを訴え患者が来院した際，開口時痛や 合時痛だけでなく持続痛を訴えることも少なくない。問診で
は，発症からの経過や，鈍痛なのか鋭い痛みなのかといった痛みのタイプ，痛みの強さ，増悪因子や緩解因子，随伴症
状などの特徴を確認し，鑑別診断を列挙する必要がある。アゴや顔面の慢性的な痛みが，関連痛であれば痛みを訴える
場所に痛みの原因がなく，また，中枢感作を生じていれば，非ステロイド性消炎鎮痛薬は奏功しづらく難治性となる。
さらに，顔面痛に関しては，歯科的疾患のみならず国際頭痛分類第 3版 beta 版の三 神経・自律神経性頭痛（Trigeminal
Autonomic Cephalalgias：TACs）による持続的な顔面痛を鑑別診断に含めることも重要である。以上を踏まえた臨床診
断推論を供覧する。

●略歴●

1997 年 鶴見大学歯学部卒業
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科研修医

1999 年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科専修医
国立栃木病院機構歯科口腔外科医員

2001 年 清水市立病院口腔外科医員
2003 年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科助手
2006 年 日野市立病院歯科口腔外科主任医員
2009 年 日野市立病院歯科口腔外科医長
2012 年 川崎市立井田病院歯科口腔外科医長

慶應義塾大学医学部客員講師（歯科・口腔外
科学）

2017 年～ 川崎市立井田病院歯科口腔外科部長
慶應義塾大学医学部非常勤講師（歯科・口腔
外科学）

日本口腔顔面痛学会専門医・指導医，理事，セミナー企
画運営委員会委員長，学術委員会委員，ガイドライン作
成委員会委員，編集委員会委員
日本顎関節学会認定顎関節症専門医・指導医
日本運動器 痛学会代議員
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医
日本歯科薬物療法学会未承認薬対策委員
Diplomate of American Board of Orofacial Pain（米国口
腔顔面痛学会認定医）
Asian Academy of Craniomandibular Disorders, Council
Member
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教育セミナー①（TMJ・OFP・PSD）
よく診る典型的痛みをどの様に捉えるか，専門による違い

3．慢性的な舌痛
―口腔内灼熱症候群の視点から―

大久保昌和
日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座

国際頭痛学会は口腔内灼熱症候群（burning mouth syndrome；BMS）を「3か月を超えて，かつ 1日 2時間を超えて
連日再発を繰り返す，口腔内の灼熱感あるいは異常感覚で，臨床的に明らかな病変を認めないもの」と定義している。BMS
は原因が特定できる二次性と特定できない一次性に分類することが提唱され，国際頭痛分類第 3版の診断基準が広く用
いられるようになった。一次性BMSの病因や病態生理は現在でも明らかでないが，舌や口腔粘膜に痛みが生じ，閉経後
の女性の有病率が高いという臨床疫学像は世界共通であり普遍性が認められることは障害を理解するうえで興味深い。
本講演では，BMSについての国際的なコンセンサスや最新の研究動向について解説させていただく予定です。

●略歴●

1992 年 日本大学松戸歯学部卒業
1996 年 日本大学大学院松戸歯学研究科修了
1998 年 日本大学助手
2001 年 日本大学講師（専任扱）
2002～2003 年 UCLA, Orofacial Pain Clinic（日本大学海

外派遣研究員）
2007 年 日本大学専任講師
2007～2008 年 USCSD, Diagnostic Sciences（日本大学

海外派遣研究員）

日本補綴歯科学会専門医
日本頭痛学会専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医
Diplomate, American Board of Orofacial Pain
Fellow of American Academy of Orofacial Pain
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教育セミナー①（TMJ・OFP・PSD）
よく診る典型的痛みをどの様に捉えるか，専門による違い

4．慢性的な舌痛
―筋痛および筋膜性 痛から診た二次性舌痛症のとらえ方―

原 節 宏
日本歯科大学附属病院総合診療科顎関節症診療センター/口腔顔面痛センター

舌は横紋筋により構成される内舌筋 4種，外舌筋 3種からなる筋束の集合体である。外舌筋の一部は骨と軟骨から起
始するが，その他の筋束は舌 膜，筋周膜などの筋膜系に結合する皮筋に分類され，表情筋との類似点が多い骨格筋で
ある。
これまで論じられている二次性舌痛症の検査の対象とはされていないが，舌を筋組織の集合体と捉え，いわゆる舌痛
症に対して舌筋の圧痛検査を行うと，筋膜性 痛の診断基準を満たす圧痛，関連痛および自覚症状の再現を認める例が
少なくない。また，治療法として舌筋，唾液腺，下顎底部および頸部筋群などの該当する筋および筋膜相当部に局所阻
血圧迫などの徒手療法を施行することにより，良好な治療効果を経験している。
講演では，舌に生じる筋膜性 痛およびその他の筋痛について整理し，その診断ポイントと治療法を供覧する。

●略歴●

1986 年 日本歯科大学生命歯学部卒業
1990 年 日本歯科大学大学院修了

日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学教室第 2講
座助手

2001 年 日本歯科大学附属病院講師
同附属病院総合診療科医長

2002 年 デンマーク王立オースフ大学歯学部臨床口腔生
理学教室客員講師

2005 年 日本歯科大学附属病院総合診療科准教授
同附属病院顎関節症診療センターセンター長

2016 年 同附属病院口腔顔面痛センター併任

日本口腔顔面痛学会 評議員，指導医
日本補綴歯科学会 指導医
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教育セミナー①（TMJ・OFP・PSD）
よく診る典型的痛みをどの様に捉えるか，専門による違い

5．慢性的な舌痛
―口腔外科リエゾン外来における慢性的な舌痛の診断と治療―

伊 藤 幹 子
愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座

慢性的な舌痛には，国際頭痛分類第 3版 beta 版で「3か月かつ 1日 2時間を超え繰り返される粘膜表層の灼熱感で，
臨床的に明らかな原因病変を認めないもの」と定義される口腔内灼熱症候群（Burning mouth syndrome：BMS）がある。
昨今，BMSの診断・治療・管理は，一次性と二次性BMSへの分類から開始するという治療概念が提唱され，「発症に関
連する局所的・全身的因子の探求で，1つ以上の要因があれば二次性BMSと診断し原因疾患の治療に専念する。なけれ
ば一次性BMSと診断する。心理学的評価も行い，精神障害による 痛を発見する」と説明されている。演者らは，1999
年から名古屋大学医学部精神科の医師と口腔外科リエゾン外来で，一次性BMSを中心に全人的治療を行ってきた。当日
はその詳細を紹介する。

●略歴●

1984 年 愛知学院大学歯学部歯学科卒業
同年 愛知学院大学歯学部口腔外科学第一講座（現・

顎口腔外科学講座）入局
1985 年 名古屋大学医学部附属病院麻酔科 非常勤医員

（研修医）
1987 年 資生会八事病院歯科勤務（1991 年まで）
1993 年 愛知学院大学歯学部 歯学博士 学位取得
1994 年 愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座 非常勤

講師（現在に至る）
1999 年 愛知学院大学歯学部附属病院にてリエゾン歯科

医療グループ発足
精神科医師・近藤三男氏（精神医学会・心身医
学会：指導医）に師事

2007 年 中京大学心理学部心理学科非常勤講師（2017 年
3 月末まで）

日本歯科心身医学会（理事，指導医・認定医）
日本口腔外科学会（認定医）
日本口腔顔面痛学会（認定医）
日本心身医学会（代議員）
日本口腔科学会
日本精神神経学会
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教育セミナー②（TMJ）

教育セミナー②のねらい

座長：小 林 馨
鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座

DC/TMDの日本顎関節学会顎関節症病態分類への導入は，国際的な分類と整合性をもたせるために行われた。これは，
世界で得られたエビデンスを日本でも活用するためである。病態分類における，顎関節円板障害と変形性顎関節症は画
像診断が確定になることに変わりはない。これらの画像所見を森本先生の講演を通してご確認いただきたい。たとえば，
変形性顎関節症とする画像所見は，subchondral cyst，erosion，generalized sclerosis，osteophyte であり flattening と cor-
tical sclerosis は退行性関節病変の確定的所見とはみなさないとされているが，本学会においてさえ平坦化を変形性顎関
節症とする発表が散見される。なお，症型分類における下顎頭の縮小化についてはまだ結論は出ていない。本講演は，
会員諸氏が共通の診断をしていくための一助となる。
この教育セミナーの前にDC/TMDの画像診断の基準になっている論文（Ahmad M et al. Oral Surg Oral Med Oral Pa-
thol Oral Radiol Endod 2009；107：844�860）をご一読いただければと思う。

●略歴●

1980 年 3 月 鶴見大学歯学部歯学科卒業
1980 年 4 月 鶴見大学歯学部助手（歯科放射線学教室）
1988 年 4 月 鶴見大学歯学部講師（歯科放射線学教室）
1992 年 7 月 日本顎関節学会学会賞（学術奨励賞）受賞
1992 年 10 月 鶴見大学歯学部助教授（歯科放射線学教室）
2004 年 10 月 鶴見大学歯学部教授（歯科放射線学教室）

現在に至る

一般社団法人日本顎関節学会常任理事
NPO法人日本歯科放射線学会理事
NPO法人日本口腔科学会評議員
一般社団法人日本顎関節学会指導医・専門医
NPO法人日本歯科放射線学会指導医・専門医
公益社団法人日本口腔インプラント学会基礎系指導医
NPO法人日本口腔科学会指導医・認定医
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教育セミナー②（TMJ）

DC/TMD診断のための画像検査

森 本 泰 宏
九州歯科大学歯科放射線学分野

顎関節に関係する疾患を評価する際に応用される画像検査はパノラマエックス線撮影，パノラマ 4分割TMJ撮影，側
斜位頸頭蓋撮影，眼窩下顎枝撮影法といった単純エックス線検査，CT，歯科用コーンビーム（CB）CTおよびMRI と
いったものが挙げられます。それぞれの画像検査法には利点と欠点があり，それに伴って診断に有利な部分と不利な部
分がみられます。そこで，今回の教育セミナーでは顎関節を対象とした画像検査の利点と欠点について，正常構造物や
病変の画像を供覧しながら説明させていただく予定です。同時に，それぞれの画像検査を行う適切なタイミングについ
ても考えていこうと思います。さらに，それぞれのモダリティによって顎関節疾患を評価する際に認識しておいていた
だきたい特徴的な画像所見についてもご説明させていただきます。今回の講演が，会員の皆様の日常臨床において，少
しでもお役に立てていただければ幸いに思います。

●略歴●

1991 年 九州歯科大学卒業
1995 年 九州歯科大学大学院修了
同年 九州歯科大学 助手
1998 年 九州歯科大学 講師
2003 年 九州歯科大学 助教授
2006 年 九州歯科大学 教授

現在に至る

日本歯科放射線学会理事
日本口腔診断学会理事
日本外傷歯学会副理事長
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教育セミナー③（PSD）

教育セミナー③のねらい

座長：安 彦 善 裕
北海道医療大学歯学部生体機能・病態学系臨床口腔病理学分野/
北海道医療大学病院「口腔内科相談外来」

認知行動療法は，行動療法と認知療法の総称であり，広義には両者いずれかあるいは両方を行うことを指します。数
ある心理療法のなかで治療効果に対するエビデンスが最も高いものであり，うつ病や不安障害， 痛を伴った身体症状
など広く応用されています。歯科領域でも，歯科恐怖症から始まり，さまざまな歯科心身症，顎関節症，ブラッシング
の行動変容などの多くの場面での応用が試みられていますが，必ずしも系統立った方法によって行われていないことが
あります。今回，「歯科医師のための認知行動療法の基礎と実践」と題した教育セミナーを企画いたしました。演者の松
岡先生は，歯科領域を専門とする数少ない臨床心理士です。特に，認知行動療法をこれから歯科領域で応用しようと考
えている先生方にとっては有益な講演となるものと思われます。

●略歴●

1986 年 東北歯科大学（現：奥羽大学歯学
部）卒業

1990 年 東京歯科大学大学院歯学研究科病理
学専攻修了（歯学博士）

1990～1992 年 ブリティッシュコロンビア大学歯学
部博士特別研究員

1992～1999 年 北海道医療大学歯学部講師（口腔病
理学）

2005 年 ロンドン大学イーストマン歯科研究
所客員教員（口腔内科）

2005～2011 年 北海道医療大学個体差医療科学セン
ター教授（歯学部門・口腔内科）

2011 年 武蔵野大学人間関係学部人間関係学
科通信教育部卒業（学士（人間学））

2011 年 北海道医療大学歯学部教授（高齢
者・有病者歯科学）

2011 年～ 北海道医療大学歯学部教授（臨床口
腔病理学）

日本歯科心身医学会・副理事長
日本臨床口腔病理学会・理事
日本口腔内科学会・理事
日本口腔検査学会・理事
国際歯科研究会議日本部会・評議員
日本病理学会・評議員
日本心身医学会・代議員
日本抗加齢医学会・評議員
日本臨床分子形態学会・評議員
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教育セミナー③（PSD）

歯科医師のための認知行動療法の基礎と実践

松 岡 紘 史
北海道医療大学歯学部保健衛生学分野

認知行動療法は，さまざまな問題に対して治療効果が認められている心理療法である。認知行動療法の適用範囲は広
く，抑うつや不安をはじめとする精神症状だけでなく，身体症状の軽減，生活習慣の改善などについても効果が認めら
れている。
歯科領域においても，歯科治療恐怖症を対象とした不安の改善や歯周病やう蝕の予防を目的とした口腔清掃行動の改
善など，幅広い領域で認知行動療法が応用されている。慢性 痛に対しても認知行動療法は適用されており，顎関節症
や舌痛症などを対象に効果が実証されている。
本講演では，演者が心理士として歯科患者に行っている対応の実際を紹介しながら，歯科領域で出会う慢性 痛患者
を認知行動療法の観点から理解し，援助する方法について紹介する。

●略歴●

2002 年 新潟大学人文学部行動科学課程卒業
2004 年 北海道医療大学大学院看護福祉学研究科臨床福

祉・心理学専攻修士課程修了
2007 年 北海道医療大学病院医療心理室
2009 年 北海道医療大学大学院心理科学研究科臨床心理

学専攻博士後期課程修了，博士（臨床心理学）
2010 年 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系

保健衛生学分野助教
2014 年 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系

保健衛生学分野講師
2018 年 北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系

保健衛生学分野准教授

日本歯科心身医学会（理事）
日本心身医学会会員（代議員）
日本行動医学会会員（評議員）など
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教育セミナー④（TMJ）

教育セミナー④のねらい

座長：和 嶋 浩 一
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

あなたは患者さんと良い関係性を築いていますか？ 最近の顎関節症治療の主体は疾患教育と患者のセルフケアにあり
ます。セルフケアを実行してもらうにはどうすればよいか，認知行動療法か？ ところが，研究によると患者の 2/3 は伝
えられた自分の診断内容を理解しておらず，60％以上が医師の指示を正確に理解していないことが明らかになっていま
す。さらに，忙しい医師は患者の話を聞かず，患者への「共感力」が薄れる傾向にあり，医者患者関係が良いとはいえ
ません。セルフケアの効果を高めるためには，コミュニケーションに基づいた良い医師患者関係が必須です。基礎的コ
ミュニケーションはスキルであり，臨床を行う者は訓練して一定のレベルまで上げる必要があるといわれています。医
療関係者に必要なコミュニケーションスキル訓練の一歩を紹介していただきます。
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教育セミナー④（TMJ）

セルフケアの効果を高めるコミュニケーションスキル

堀 越 勝
国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

＜なぜ今コミュニケーションスキルなのか＞
2015 年，米国糖尿病学会は，医師のコミュニケーションスキルが患者の予後を予測し，コミュニケーションのうまい
医師の患者ほどセルフケアができているという世界規模の調査結果を発表した。この調査結果は糖尿病治療に限らず，
医療現場全般に応用できると考えられ，医療者のコミュニケーションのスキルアップは患者のセルフケア，さらに患者
の治療動機やアドヒアランスを高めることに貢献するものとされている。日本の医療分野では専門職のコミュニケーショ
ンスキルについて徹底的な訓練を実施することは少ないが，海外ではベッドサイドマナーなど専門家のスキルとして有
効な意思疎通の手法を学ぶことは必須とされている。幸いなことに，それらのスキルはそれほど難解なものではなく，
いくつかの事柄をコツとして理解し練習することで容易に体得することが可能である。

＜ケアのコミュニケーションの作り方＞
日常の対話をケアのコミュニケーションに変えるには，スキルとして以下のいくつかのポイントを理解し身に付ける
必要がある。まず，①ピンポン会話を止める：ピンポンのように話さないことで，結果的によく相手に耳を傾けること，
対話をしながら自分と相手が考える時間を作ることができる。②感情を聴く：怒り，悲しみ，不安などの感情が何を意
味しているのかを理解し同定することで患者との関係をケアモードにすることができる。③カードの切り方を工夫する：
対話をケアのコミュニケーションにするには，出す言葉の順番を意識することが重要である。④相手が「ON」になって
いることを確認する：関係を意識的に「ON」にすることができれば，相手からの抵抗を減らし，動機づけすることがで
きる。⑤相手を「MOVE」させる：セルフケアの向上を図るには，やらされるではなく患者がみずから「選択」するこ
とが となる。そのためには意識的に質問を用いるようにする。本教育セミナーではケアのコミュニケーションスキル
について，エクササイズなどを通して体験的に学習する。

●略歴●

1995 年 米バイオラ大学大学院にて Ph.D.（臨床心
理学）取得。米マサチューセッツ州クリ
ニカル・サイコロジスト

1997 年 米ハーバード大学医学部精神科上席研究
員。この間，ケンブリッジ病院の行動医
学プログラム，マサチューセッツ総合病
院およびマクレーン病院の強迫性障害研
究所，サイバーメディシン研究所勤務

2002 年 筑波大学大学院人間総合科学研究科専任
講師

2008 年 駿河台大学大学院心理学研究科教授
2010 年～ 国立精神・神経医療研究センター認知行

動療法センター研修指導部長
2012 年～ 山梨大学医学部客員教授，慶應義塾大学

医学部精神科非常勤講師
2015 年 4 月～ 現職
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教育セミナー⑤（OFP）
口腔顔面および顎関節の痛覚過敏における末梢および中枢神経機構

教育セミナー⑤のねらい

座長：岩 田 幸 一
日本大学歯学部生理学講座

本セッションでは，「顎顔面口腔領域における 痛伝達機構の可塑的変化」というタイトルで日本大学の篠田雅路先生
に，また顎関節痛に関しては「顎関節痛を調節する下行性 痛制御機構について」というタイトルで新潟大学の岡本圭
一郎先生に講演をお願いした。お二人の演者からは口腔顔面および顎関節領域にみられる複雑な慢性痛の発症メカニズ
ムに関して，さまざまなモデル動物を使った基礎研究によって得られた知見を紹介していただく。特に，多くの 痛研
究者が最近注目しているグリア細胞の働きや下行性 痛制御機構について詳細な解説を加え，口腔顔面および顎関節に
発症する慢性痛発症メカニズムに迫る。最後に，フロアーとのディスカッションにより，基礎研究によって得られた所
見を基に，実際に患者でみられる口腔顔面および顎関節の慢性痛発症機構に関して議論を深めたい。

●略歴●

1979 年 日本大学歯学部卒業
1983 年 日本大学大学院修了
1983 年 日本大学助手（歯学部・生理学講座）
1987 年 米国国立予防衛生研究所（NIH）客員研究員
1995 年 日本大学専任講師（歯学部・生理学講座）
1997 年 米国メリーランド大学歯学部客員助教授
1998 年 大阪大学助教授（歯学部・口腔生理学講座）
2002 年 日本大学教授（歯学部・生理学講座）（～現在）
2003 年 日本大学大学院医学研究科兼担教授（応用シス

テム神経科学）

日本口腔顔面痛学会 副理事長
日本 痛学会 理事
日本生理学会 評議員
歯科基礎医学会 会員
Society for Neuroscience（SFN）会員
International Association for the Study of Pain（IASP）
会員
International Association for Dental Research（IADR）
会員
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教育セミナー⑤（OFP）
口腔顔面および顎関節の痛覚過敏における末梢および中枢神経機構

1．顎顔面口腔領域における 痛伝達機構の可塑的変化

篠 田 雅 路
日本大学歯学部生理学講座

顎顔面口腔領域への侵害刺激は三 神経節ニューロンで受容され，三 神経脊髄路核尾側亜核に伝達される。その侵
害情報は上行し，視床を経て大脳皮質体性感覚野や大脳辺縁系に伝達され，初めて「痛み」を認知する。この末梢から
中枢神経系にいたる 痛伝達経路のどこかに可塑的変化が起こることにより，顎顔面口腔領域の異常 痛が発生すると
考えられている。近年の研究から，神経細胞だけでなくグリア細胞や免疫細胞といった多くの細胞の可塑的変化が，異
常 痛発症の原因となる末梢性感作，中枢性感作および脱抑制を引き起こしていることがわかってきた。本セミナーで
は，基本的な 痛伝達機構を解説するとともに，顎顔面口腔領域に発症する異常 痛発症メカニズムについて最新の知
見も交えて概説する。

●略歴●

1998 年 東北大学歯学部 卒業
2003 年 名古屋大学大学院医学系研究科 修了
2003 年 名古屋大学大学院医学系研究科 助手
2006 年 Pittsburgh Center for Pain Research, University

of Pittsburgh, Postdoctoral Associate
2011 年 日本大学歯学部生理学講座 准教授

現在に至る

日本生理学会 評議員
日本 痛学会 評議員
歯科基礎医学会 代議員
日本口腔顔面痛学会 評議員，日本口腔顔面痛学会雑誌
編集委員長
Society for Neuroscience 会員
International Association for the Study of Pain 会員
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教育セミナー⑤（OFP）
口腔顔面および顎関節の痛覚過敏における末梢および中枢神経機構

2．顎関節痛を調節する下行性 痛制御機構について

岡本圭一郎
新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔生理学分野

顎関節など口腔顔面部に生じる慢性 痛の多くは，末梢組織での著明な異常をみない。加えて慢性 痛がストレスや
ホルモンによって変調する所見は， 痛の原因として末梢神経機構よりむしろ中枢神経メカニズムを考慮する必要があ
る。下行性 痛制御機構は 痛調節の脳神経機構である。なかでも脳幹の吻側延髄腹側部（RVM）を発した下行性回路
は，三 神経脊髄路核尾側亜核（Vc）の興奮性を抑制し 痛の軽減に働く。一方，病的状態では以上の下行性回路が痛
みを促進させる。つまり下行性 痛制御は生体内外の環境に応じ機能変化し，痛みの増悪と軽減に関与することから，
慢性 痛への対応は脳神経機構の理解が重要になる。本発表では歯学部で用いられる生理学の教科書の情報から，最新
の基礎的研究による脳神経学的な知見を交え，痛みの脳神経メカニズム，特に下行性 痛制御機構を考察する。

●略歴●

1993 年 九州歯科大学 卒業
1993 年 和歌山県立医科大学歯科口腔外科 診療医・臨

床研究医
（日本赤十字医療センター麻酔科，国保橋本市
民病院勤務を含む）

1999 年 和歌山県立医科大学解剖学第 2講座 研究生
2000 年 Brown University Medical School, Research As-

sociate
2004 年 和歌山県立医科大学生理学第 1講座 助手
2006 年 University of Minnesota School of Dentistry, Re-

search Associate
2015 年 新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生理学分

野 准教授（～現在に至る）

日本口腔顔面痛学会 会員
日本咀嚼学会 会員
歯科基礎医学会 会員
日本神経科学学会 会員
日本口腔外科学会 会員
日本生理学会 教育委員会委員
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 会員
Society for Neuroscience（SFN）会員
International Association for the Study of Pain（IASP）
会員
International Association for Dental Research（IADR）
会員



ハンズオンセミナー 協賛：サンスター株式会社

DC/TMDの診断法―筋圧痛検査と関節痛誘発試験―

座長：築 山 能 大
九州大学大学院歯学研究院 口腔常態制御学講座 歯科医学教育学分野

講師・インストラクター：
和 嶋 浩 一
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
小見山　道
日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座
大久保昌和
日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座
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
原 　 節 宏
日本歯科大学附属病院総合診療科顎関節症診療センター
松 香 芳 三
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
村 岡 　 渡
慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室/川崎市立井田病院歯科口腔外科
有 馬 太 郎
北海道大学大学院歯学研究院 国際歯科部
鳥 巣 哲 朗
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座 歯科補綴学分野
前 川 賢 治
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
飯 田 　 崇
日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座
佐 藤 　 仁
昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門
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―セッションのねらい―
　アゴの痛み，関節痛と筋痛の鑑別が正しくできていますか，あなたの診査法，自己流ではありませんか？
　2013 顎関節症病態分類に従って筋痛，関節痛を診断するには標準的な診査手技の習得が必須である。これを受けて，
2015年の学術大会からDC/TMDに準拠した筋圧痛診査法のハンズオンセミナーを組み入れてきた。セミナーでは，筋圧
痛診査法に関する説明に引き続いて，実際の診査法の実習を行う。実習では，1班 6名程度にインストラクター 1名がつ
き，インストラクターによる受講者の触診，受講者間での相互実習を行う。本ハンズオン受講によってあなたの触診法が
変わるであろう。全会員の受講を目指して継続して開催予定であるが早期の受講が望まれる。

【目　的】
　DC/TMDに準拠した咀嚼筋および顎関節の触診をインストラクターの指導のもとで実際に参加者が行い，咀嚼筋およ
び顎関節の触診を適切に実施するための具体的な方法を習得していただくことを目的とした。

【到達目標】
1．DC/TMDに準拠した咀嚼筋および顎関節の圧痛検査を実施できる。
2．顎関節症臨床における咀嚼筋および顎関節の圧痛検査，関節痛誘発試験の重要性を理解する。

【内容要旨】
1．DC/TMDに準拠した咀嚼筋および顎関節の触診
　2014 年初頭に公表されたDiagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders（DC/TMD）では，触診する筋およ
び部位，触診圧等が明確に規定されている。
　標準的な触診の部位としては，咀嚼筋では部位が明瞭で口腔外から加圧できる 筋と側頭筋，顎関節では下顎頭外側
極，下顎頭外側極周囲を対象とする。なお，触診のプロトコールには，補足の触診部位として顎二腹筋後腹，内側翼突
筋，外側翼突筋，および側頭筋 が含まれるが，再現性や信頼性の問題が解決していないため，これらの部位の結果は
DC/TMDの診断には用いられない。
　筋触診時の圧力に関しては，頭頸部領域ではこれまで約 2 kg/cm2 が一般的であったが，DC/TMDでは， 筋，側頭
筋，顎関節の下顎頭外側極周囲は 1 kg/cm2，顎関節の下顎頭外側部および追加の触診部位は 0.5 kg/cm2 に規定されてい
る。
　加圧時間は，圧痛の検知のみを目的とする場合には 2秒間でよいが，関連痛の有無を検出するためには 5秒間加圧する
必要がある。
　触診は片側ずつ行うことを原則とし，反対側の頭部を診察者の手で支えつつ指先で当該部位を加圧する。その際，触診
の直前に，圧力計などを用いて手指の加圧力を標準化する。

2．咀嚼筋および顎関節の触診がなぜ重要なのか
　咀嚼筋および顎関節の触診を適切に行うことは，顎関節症の病態である咀嚼筋痛障害および顎関節痛障害の診断に必須
である。筋骨格系の問題である顎関節症の 痛は，自発痛よりもむしろ「機能時の 痛」を特徴とするため，咀嚼筋や顎
関節に負荷がかかった際に 痛が増悪するのが一般的である。咀嚼筋および顎関節の 痛の有無の評価に加えて 痛誘発
試験である触診（圧痛検査）を行い，患者が日頃経験している「いつもの痛み」を再現できるかどうかを確認する。
　顎関節症による痛みは咀嚼筋痛と顎関節痛とに大別される。診察の際には，必ず両者を鑑別し，「咀嚼筋痛」があるの
か，「顎関節痛」があるのか，それとも，「咀嚼筋痛と顎関節痛の両方」があるのかを把握する必要がある。また筋の触診
は，非歯原性歯痛と歯原性歯痛との鑑別に際してもきわめて重要である。頭頸部筋・筋膜痛の50～85％は関連痛により非
歯原性歯痛を引き起こすことや，非歯原性歯痛と診断された患者の 51%は筋性歯痛であったとする報告などから，適切
な筋の触診は歯痛の診断においても欠くことのできない検査である。
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●略歴●

築山能大

1987 年 九州大学歯学部　卒業
1991～1999 年 九州大学歯学部附属病院　助手（第 2補綴科）
1995～1997 年 UCLA歯学部　訪問研究員（Diagnostic Sciences and Orofacial Pain）
1999～2002 年 九州大学歯学部附属病院　講師（第 2補綴科）
2002～2007 年 九州大学大学院歯学研究院　助教授（口腔機能修復学講座）
2007～2017 年 九州大学大学院歯学研究院　准教授（同上）
2017 年～現在 九州大学大学院歯学研究院　教授（歯科医学教育学分野）

日本顎関節学会　専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会　専門医・指導医
日本補綴歯科学会　専門医・指導医
International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology, Member
Asian Academy of Craniomandibular Disorders, Council Member

●略歴●

和嶋浩一

1978 年 3 月 神奈川歯科大学歯学部卒業
1978 年 5 月 慶應義塾大学病院研修医（歯科・口腔外科）
1980 年 5 月 慶應義塾大学助手（医学部歯科・口腔外科学教室）
1995 年 5 月 慶應義塾大学専任講師（医学部歯科・口腔外科学教室）
2010 年 4 月 昭和大学兼担講師
2017 年 4 月 慶應義塾大学非常勤講師（医学部歯科・口腔外科学教室）

日本口腔顔面痛学会（指導医，専門医）
日本顎関節学会（指導医，歯科顎関節症専門医）
日本頭痛学会（理事，指導医，頭痛専門医）
American Board of Orofacial Pain（米国口腔顔面痛学会専門医合格 199907）
Asian Academy of Craniomandibular Disorders（Immediate Past President）
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●略歴●

小見山　道

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）
2001 年 日本大学助手（松戸歯学部）
2003 年 日本大学講師（松戸歯学部）
2003～2005 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～ 日本大学准教授（松戸歯学部）
 日本大学松戸歯学部付属病院　口・顔・頭の痛み外来　責任者
2016 年～ 日本大学教授（松戸歯学部）　顎口腔機能治療学講座

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
日本歯科心身医学会　評議員
日本補綴歯科学会　指導医・代議員
日本顎口腔機能学会　評議員
日本 痛学会　評議員
Asian Academy of Craniomandibular Disorders：Council
International Association of Dental Research：Neuroscience Group Past President
International Association for the Study of Pain

●略歴●

大久保昌和

1992 年 日本大学松戸歯学部卒業
1996 年 日本大学大学院松戸歯学研究科修了
1998 年 日本大学　助手
2001 年 日本大学　講師（専任扱）
2002～2003 年 UCLA, Orofacial Pain Clinic（日本大学海外派遣研究員）
2007 年 日本大学　専任講師
2007～2008 年 USCSD, Diagnostic Sciences（日本大学海外派遣研究員）

日本補綴歯科学会専門医
日本頭痛学会専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医
Diplomate, American Board of Orofacial Pain
Fellow of American Academy of Orofacial Pain
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●略歴●

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博士課程　修了
1988 年 大阪大学歯学部附属病院　医員（第一補綴科）
1989 年 大阪大学助手歯学部（歯科補綴学第一講座）
1991 年 ニューヨーク州立大学Head and Neck Center 客員研究員
2001 年 Editorial board：The Journal of Craniomandibular ＆ Sleep Practice
2003 年 大阪大学歯学部附属病院　講師（口腔補綴科）

日本顎関節学会（指導医，専門医，代議員，学術委員会委員，社会連携・広報委員会委員）
日本口腔顔面痛学会（指導医，専門医，評議員，広報委員会委員，セミナー企画運営委員会委員，国際交流委員会委員，
ガイドライン作成委員会委員）
日本補綴歯科学会（指導医，専門医，代議員，支部理事，編集委員会委員，専門医認定委員会委員）
日本顎口腔機能学会（評議員）
日本咀嚼学会（評議員）
日本口腔リハビリテーション学会（専門医，評議員）
大阪大学歯学会（評議員）
日本運動器 痛学会
日本双生児研究学会
日本歯科審美学会
日本歯科医学教育学会
International Association for Dental Research
International College of Prosthodontists
International Association for the Study of Pain
International RDC/TMD Consortium Network, Member

●略歴●

原　節宏

1986 年 日本歯科大学生命歯学部卒業
1990 年 日本歯科大学大学院修了
 日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学教室第 2講座助手
2001 年 日本歯科大学附属病院講師
 同附属病院総合診療科医長
2002 年 デンマーク王立オースフ大学歯学部臨床口腔生理学教室客員講師
2005 年 日本歯科大学附属病院総合診療科准教授
 同附属病院顎関節症診療センター　センター長
2016 年 同附属病院口腔顔面痛センター併任

日本口腔顔面痛学会　評議員，指導医
日本補綴歯科学会　指導医
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●略歴●

松香芳三

1988 年 岡山大学歯学部卒業
1992 年 岡山大学大学院歯学研究科修了，博士（歯学）
 岡山大学歯学部歯科補綴学第 1講座　助手
1996～1998 年 UCLA歯学部口腔顔面痛科レジデント
1997 年 岡山大学歯学部附属病院第 1補綴科　講師
1999 年 UCLA歯学部口腔生物医学分野　研究員
2002 年 UCLA歯学部口腔生物医学分野　助教授
2005 年 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　准教授
2012 年 徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能 合再建学分野　教授
 （現在に至る）

日本顎関節学会専門医・指導医・理事
日本補綴歯科学会専門医・指導医・代議員
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医・理事
日本口腔リハビリテーション学会認定医・指導医・理事

●略歴●

村岡　渡

1997 年 鶴見大学歯学部卒業
 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科研修医
1999 年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科専修医
 国立栃木病院機構歯科口腔外科医員
2001 年 清水市立病院口腔外科医員
2003 年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科助手
2006 年 日野市立病院歯科口腔外科主任医員
2009 年 日野市立病院歯科口腔外科医長
2012 年 川崎市立井田病院歯科口腔外科医長
 慶應義塾大学医学部客員講師（歯科・口腔外科学）
2017 年～ 川崎市立井田病院歯科口腔外科部長
 慶應義塾大学医学部非常勤講師（歯科・口腔外科学）

日本口腔顔面痛学会専門医・指導医，理事，セミナー企画運営委員会委員長，学術委員会委員，ガイドライン作成委員
会委員，編集委員会委員
日本顎関節学会認定顎関節症専門医・指導医
日本運動器 痛学会代議員
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医
日本歯科薬物療法学会未承認薬対策委員
Diplomate of American Board of Orofacial Pain（米国口腔顔面痛学会認定医）
Asian Academy of Craniomandibular Disorders, Council Member
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●略歴●

有馬太郎

1996 年 岡山大学歯学部　卒業
2000 年 オールボー大学（デンマーク）PhD取得
2001 年 上記　ポスドク（Assistant Professor）
2002 年 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　助教
2008 年 北海道大学大学院歯学研究科　助教
2015 年 北海道大学大学院歯学研究科　講師
2017 年 北海道大学大学院歯学研究院　准教授
 現在に至る

日本顎関節学会（1996 年～）専門医・指導医・代議員・学術大会運営委員・病態分類委員・研究企画委員
日本補綴歯科学会（1996 年～）専門医・指導医・国際渉外委員
Assistant Editor, Journal of Oral Rehabilitation（2015 年～）会員
International Association for Dental Research（IADR, 1997 年～）会員
International Association for the Study of Pain（IASP, 1999 年～）会員
日本口腔インプラント学会（2003 年～）会員
日本スポーツ歯科医学会（2006 年～）会員
日本顎顔面補綴学会（2007 年～）会員
日本学生相談学会（2012 年～）会員
日本顎変形症学会（2013 年～）会員

●略歴●

鳥巣哲朗

1989 年 長崎大学歯学部　卒業
1993 年 長崎大学大学院歯学研究科　修了
1993 年 長崎大学歯学部附属病院　医員
1994 年 長崎大学歯学部　助手
2001 年 長崎大学歯学部附属病院　講師
2004～2005 年 デンマーク　オールボー大学ヘルスサイエンス＆テクノロジー　客員研究員
2009 年 長崎大学病院　講師
 現在に至る

日本補綴歯科学会　指導医
日本口腔顔面痛学会　指導医
日本口腔リハビリテーション学会　認定医
日本顎関節学会
日本顎口腔機能学会
日本老年歯科医学会
日本顎顔面補綴学会
日本口腔インプラント学会
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●略歴●

前川賢治

1994 年 岡山大学歯学部卒業
1998 年 岡山大学大学院歯学研究科修了　博士（歯学）
1998 年 岡山大学歯学部助手（歯科補綴学第一講座）
1999～2000 年 文部省在外研究員（UCLA歯学部）
2001 年 岡山大学歯学部附属病院講師（第 1補綴科）
2012 年 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科准教授（インプラント再生補綴学分野）

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，評議員，専門医等認定委員会，編集委員会
日本補綴歯科学会　指導医・専門医，代議員，研究企画推進委員会
日本老年歯科医学会　認定医

●略歴●

飯田　崇

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
2010～2012 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

公益社団法人　日本補綴歯科学会
一般社団法人　日本顎関節学会
一般社団法人　日本老年歯科医学会
一般社団法人　日本口腔顔面痛学会
日本顎口腔機能学会
International Association for Dental Research
International College of Prosthodontists
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●略歴●

佐藤　仁

2008 年 昭和大学歯学部卒業
2008～2010 年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室　初期臨床研修
2010～2016 年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室　助教
2010～2014 年 慶應義塾大学大学院医学研究科　博士課程
2012～2013 年 オーフス大学歯学部臨床生理学教室　客員研究員
2012～2014 年 学術振興会特別研究員DC2
2014～2016 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

日本口腔外科学会（認定医，口腔癌診療ガイドライン改訂委員会委員）
日本顎関節学会（顎関節症専門医，診療ガイドライン作成委員会委員）
日本口腔顔面痛学会（専門医，評議員，セミナー企画運営委員会委員，ガイドライン作成委員会委員，ポスター賞推薦
委員会委員）
NPO法人いたみ医学研究情報センター　からだ・運動器専門医療者
日本口腔科学会　暫定認定医
日本頭痛学会　会員
International Association for the Study of Pain（IASP）member
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モーニングセミナー（TMJ）
歯の痛み・口腔違和感の脳機能イメージングと診断・治療

モーニングセミナーのねらい

座長：島 田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック
羽毛田 匡
羽毛田歯科医院

近年，脳機能研究から「 痛や違和感は，感覚性と情動性の両面（あるいは相互作用）が関係している」こと，また
「末梢組織のどこにも客観的所見が認められないにもかかわらず，全身の多領域に痛みを訴える患者の真の原因は，脳
の構造や機能の変容にある」ことが解明されつつある。
すなわち，歯科医師も，難治性の 痛を伴う顎関節症や 合違和感など対応の難しい症例において，脳機能の面から
も理解することが求められている。
そこで今回のセミナーでは，現在の歯科における難症例に対して，澁谷智明先生に問題提起をいただき，脳機能分野
からみた歯科難症例への解釈とアプローチの可能性について，脳機能研究の第一線で活躍されている小野弓絵先生に，
ご自身の研究成果を基に解説いただく。これからの歯科における難症例への対応について，会場の先生方と一緒に考え
ていきたい。

●略歴●

島田 淳
1988 年 日本大学歯学部卒業
1991 年 日本大学大学院歯学研究科卒業
1991 年 日本大学歯学部助手（補綴学教室局部症義歯学講座）
1995 年 日本大学助手（補綴学教室局部症義歯学講座）
1999 年 東京歯科大学助手（スポーツ歯学研究室）
1999 年 東京歯科大学講師（スポーツ歯学研究室）
2005 年 医療法人社団グリーンデンタルクリニック理事長（～現在）

東京歯科大学非常勤講師（スポーツ歯学研究室 ～現在）
2008 年 神奈川歯科大学非常勤講師（ 合リエゾン科）
2017 年 神奈川歯科大学臨床教授（全身管理医学講座 ～現在）

日本顎関節学会 理事・専門医・指導医
日本補綴歯科学会 代議員・専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会 評議員・専門医・指導医
日本歯科心身医学会 評議員
日本運動器 痛学会・AACMD（アジア顎頭蓋機能学会）・日本ボツリヌス治療学会・口腔リハビリテーション学会・
日本口腔外科学会・日本歯周病学会・日本臨床歯周病学会
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羽毛田 匡
1988 年 東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業
1993 年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科歯科補綴学専攻修了

東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第 1講座医員
2000 年 東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部助手
2003 年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎関節 合学分野助手
2007 年～現在 羽毛田歯科医院 院長（2017 年～）

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野
（顎関節治療部）非常勤講師
昭和大学歯学部歯科補綴学講座兼任講師（2009 年～）
日本体育協会公認スポーツデンティスト（2017 年 4 月～）

日本顎関節学会 理事・専門医・指導医
日本補綴歯科学会 専門医・指導医
日本口腔インプラント学会
日本口腔顔面痛学会
口腔病学会
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モーニングセミナー（TMJ）
歯の痛み・口腔違和感の脳機能イメージングと診断・治療

1．他覚所見で自覚症状を説明できない症例にはどのように対応すれ
ば良いか

澁 谷 智 明
日立製作所横浜健康管理センタ

国際 痛学会では「実際に何らかの組織損傷が起こった時，あるいは組織損傷が起こりそうな時，あるいはそのよう
な損傷の際に表現されるような，不快な感覚体験および情動体験」と「痛み」を定義している。歯科を受診する患者の
なかには，その頻度こそ少ないものの患者が顎関節部痛や， 合の違和感などを訴えても，その部位にかならずしも原
因が認められないケースが存在する。たとえば「 筋前縁部の圧痛や 合の違和感を訴えるが，検査で明らかな異常を
認めず，症状は半年以上続き，生活の質（QOL）や日常生活活動（ADL）の低下が認められ，憂うつ感を自覚している
ケース」などがそれに当たる。臨床医は，このような患者に，どのような対応をしたらよいであろうか？ 今回，症例
を提示して問題を提起する。

●略歴●

1991 年 3 月 九州歯科大学卒業
1991 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部専攻生（口腔外科

学第一講座）
1997 年 3 月 東京医科歯科大学大学院修了（歯学博士）
1997 年 4 月 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：口腔外科学第一講座）
2002 年 4 月 九州歯科大学助手（口腔外科学第二講座）
2003 年 4 月 九州歯科大学学内講師（口腔外科学第二講

座）
2004 年 4 月 九州歯科大学特別研修員（口腔内科学講

座）
日立製作所横浜健康管理センタ主任医長

2009 年 4 月 神奈川歯科大学非常勤講師
2015 年 6 月 平成横浜病院歯科口腔外科非常勤医
2018 年 4 月 日本大学松戸歯学部非常勤講師

現在に至る

（日本顎関節学会）
歯科顎関節症専門医・指導医，代議員，総務委員会副委
員長，保健医療推進委員会副委員長，社会連携・広報委
員会委員
（日本歯科心身医学会）
雑誌編集査読委員
（日本産業衛生学会）
代議員，関東地方会幹事，歯科保健部会拡大幹事，関東
地方会ニュース編集委員，選挙管理委員，第 28 回日本
産業衛生学会全国協議会企画運営委員
労働衛生コンサルタント
日本口腔外科学会専門医
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医
他の所属学会：日本口腔内科学会，日本補綴歯科学会，
日本 痛漢方研究会，横浜漢方研究会
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モーニングセミナー（TMJ）
歯の痛み・口腔違和感の脳機能イメージングと診断・治療

2．歯の痛み・口腔違和感の脳機能イメージングと診断・治療

小 野 弓 絵
明治大学理工学部

近年の脳機能イメージング技術の進歩により，痛みや違和感などの情動を可視化し，診断や治療へ応用することが可
能となってきた。講演では，口腔の痛みや違和感を脳の活動から数値的に評価するための基礎研究と， 合違和感症患
者を対象とした臨床研究について紹介する。また，慢性痛や 合違和感症候群などの患者の脳に起きている感覚受容機
構の変化の解明や， 痛をおぼえる脳へのニューロモジュレーション（磁気・電気刺激）・ニューロフィードバック（脳
活動の自己制御訓練）による治療を目指した脳神経科学研究についても概説する。

●略歴●

2000 年 早稲田大学理工学部 卒業
2003 年 日本学術振興会 特別研究員
2004 年 早稲田大学大学院理工学研究科 修了 博士

（工学）
2005 年 早稲田大学総合研究機構 先端バイオ研究所

講師
2006 年 神奈川歯科大学 生体機能学講座（生理学）

講師
2010 年 同 准教授
2011 年 明治大学理工学部 准教授
2017 年 米国イェール大学医学部 客員准教授
2017 年 明治大学理工学部 教授

日本神経科学学会
米国神経科学学会
日本生体医工学会 などの会員
日本自律神経学会 評議員
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平成 29 年度学会賞学術奨励賞（覚道健治賞）受賞講演（TMJ）

座長：佐々木啓一
東北大学大学院口腔機能形態学講座口腔システム補綴学分野/
日本顎関節学会学会賞選考委員会委員長

非復位性顎関節円板障害に対する運動療法の効果に関する検討

山 口 賀 大
医療法人田口歯科医院/愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座

顎関節症に対する初期治療には，生活指導，薬物療法，理学療法（運動療法も含む）あるいはスプリント療法などの
可逆的な保存療法が推奨されている。なかでも，運動療法は特殊な器具を必要とせず簡便な手技により，適応となる症
例に対して開口量の増大や開閉口時痛の減少を見込めることから，多くの施設において有用な治療法になると考えてい
る。しかしながら，顎関節症に対する運動療法の有効性を検討した報告は数が少なく，これらの報告をみても下顎を牽
引する際の支点となる部位や方向等が異なっており，統一の術式を得るまでにはいたっていないのが現状である。
本講演では，「顎関節症における運動療法の短期的効果―非復位性関節円板前方転位に対する予備的検討―」について
概説するとともに，当院で行っている顎関節可動化療法のビデオを供覧する。

●略歴●

2013 年 3 月 北海道大学歯学部卒業
2013 年 4 月 名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科入

局
2015 年 4 月 医療法人田口歯科医院勤務
2018 年 4 月 愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座非常

勤助教

日本顎関節学会 認定医
日本口腔外科学会
日本補綴歯科学会
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ランチョンセミナー 1 協賛：サンスター株式会社

座長：和 気 裕 之
みどり小児歯科

BUTLER Palpeter による顎関節，咀嚼筋への触診およびBUTLER
GrindCare による睡眠時ブラキシズムモニタリングとその低減につい
て

小見山 道
日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学分野

Palpeter は，顎関節症のなかでも 痛に対する感受性の測定に有用であり，触診による 痛誘発の圧力を規定し正確
な測定を補助する。国際的に顎関節症はDiagnostic Criteria/Temporomandibular Disorders（DC/TMD）に沿った形で
の診断が標準であり，使用する触診の圧力は 1kg と 0.5kg で規格している。現在日本顎関節学会では，DC/TMDに準じ
て顎関節症を診査し，診断するので，学術大会でハンズオンが企画されている。
GrindCare は，咀嚼筋（側頭筋）の緊張度を筋電図で判定し，あるレベル以上の緊張が，ある時間以上継続すると微
弱な電気刺激を発生させ（バイオフィードバック），ブラキシズムを軽減させる装置として開発された。これまでの研究
で，GrindCare を用いたバイオフィードバック訓練による睡眠時ブラキシズムの抑制やブラキシズムからくる不快感の
緩和効果が報告されている。
今回はこの両装置の紹介を行う予定である。

●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）
2001 年 日本大学助手（松戸歯学部）
2003 年 日本大学講師（松戸歯学部）
2003～2005 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～ 日本大学准教授（松戸歯学部）

日本大学松戸歯学部付属病院 口・
顔・頭の痛み外来責任者

2016 年～ 日本大学教授（松戸歯学部）顎口腔
機能治療学講座

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
日本歯科心身医学会 評議員
日本補綴歯科学会 指導医・代議員
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ランチョンセミナー 2 協賛：株式会社モリタ

座長：村上賢一郎
赤穂市民病院歯科口腔外科

下顎頭の前方滑走を誘導する新型開口訓練器「ヤセック開口訓練器」
を用いた開口訓練の実際

儀 武 啓 幸
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

顎関節症の治療において開口訓練は高い治療効果が望め，またその為害作用が比較的少ないが，訓練の手技や方法が
適切に行われないとその効果を発揮することは難しい。
ヒトの顎関節は蝶番運動と滑走運動の組み合わせにより機能するが，患者自身で行う徒手開口訓練では下顎頭の前方
滑走運動を適切に誘導しながら開口運動を行うことは難しく，また，従来広く使われてきた開口訓練器は下顎頭の前方
滑走運動を積極的に誘導する機能は備わっていないため，その効果は限定的であった。
これらの問題を解決するために，われわれは新しい形式の開口訓練器を開発しその実用化を実現した。本訓練器は下
顎頭の前方滑走運動と蝶番運動を一連の動作として誘導することが可能であり，これにより効果的な開口訓練を行うこ
とが容易となった。
本セミナーでは，この新型開口訓練器の使用前の調節の手順や使用方法，臨床使用例についてお話ししたいと思いま
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 1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（歯学博士）
2001 年 東京厚生年金病院歯科口腔外科医員
2002 年 東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野

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

日本顎関節学会 会員，指導医，専門医，代議員
日本口腔科学会 会員
日本口腔外科学会 会員
日本顎変形症学会 会員
日本骨代謝学会 会員
日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 会員
American Society of Temporomandibular Joint Surgeons
（ASTMJS）International member
日本顎関節外科研究会（JSTMJS）founding member
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ランチョンセミナー 3 企画：一般社団法人日本歯科心身医学会

座長：依 田 哲 也
埼玉医科大学医学部口腔外科学教室

1．使ってみよう，歯科適応のある漢方薬

福 島 洋 介
埼玉医科大学医学部口腔外科学教室

歯科・口腔領域においては，西洋薬での適応がない疾患や，適応があっても対応が困難な症例がある。そのような場
合に漢方薬が有用となることもあり，多くの漢方薬が臨床応用されている。現在，「薬価基準による歯科関係薬剤点数表」
には 7種の漢方薬（立効散，排膿散及湯，白虎加人参湯，五苓散，半夏瀉心湯，黄連湯および因陳蒿湯）が掲載されて
いるが，その使用に消極的な歯科医師も少なくない。そこで，歯科適応のある漢方薬処方の一助になればと考え，今回
は口腔乾燥症に適応のある白虎加人参湯および五苓散の当科における使い分けについて解説し，口内炎に適応のある半
夏瀉心湯が口腔粘膜炎に対し有効であった 3例をその効果や効能をふまえ呈示する。

●略歴●

2001 年 鹿児島大学歯学部卒業
2003 年 埼玉医科大学医学部口腔外科学教室助手
2008 年 飯能中央病院歯科口腔外科医長
2010 年 埼玉医科大学医学部口腔外科学教室助教

日本歯科心身医学会認定医・指導医
日本口腔外科学会認定 口腔外科専門医

2．口内炎に対する半夏瀉心湯の有用性について
―がん支持療法の副作用対策―

大 宮 雄 司
株式会社ツムラ 漢方研究開発本部 ツムラ漢方研究所

抗がん剤や放射線治療を受けるがん患者では，4割以上という高い確率で口内炎を発症することが知られている。口内
炎は食事や会話時の痛みなど，患者のQOLを低下させるだけでなく，がん治療の継続困難というクリティカルな問題を
も引き起こす。近年，口内炎の軽減を目的として漢方薬の半夏瀉心湯を使うケースが増えつつある。これまでの研究に
おいて，同薬剤はラジカル消去，抗炎症，抗菌作用など，複数の薬効を発現することが明らかとなっている。また，口
腔の痛みに対しても半夏瀉心湯は顕著な抑制を示すが，その作用機序や責任成分についても「口内炎 痛モデル」とい
う特殊な疾患動物を用いることで解明されるにいたった。口内炎に対し多彩な作用を有する半夏瀉心湯は，がん治療に
おける副作用対策として新たな治療戦略となる可能性がある。

●略歴●

1992 年 東京薬科大学薬学部卒業
1992 年 株式会社ツムラ入社（ 痛研究所）
1994 年 漢方生薬研究所
2002 年 医薬評価研究所
2006 年 中央研究所
2009 年 ツムラ研究所
2017 年 ツムラ漢方研究所 現在に至る

日本緩和医療薬学会
Society for Neuroscience
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ランチョンセミナー 4 協賛：和田精密歯研株式会社

デジタライゼーションは歯科医療を変えることができるのか？

杉 元 敬 弘
スギモト歯科医院

近年，ITの目覚ましい発展によって日本のさまざまな分野に変化がもたらされてきた。歯科医療分野においても IT
の発展によってさまざまな恩恵が得られたことは周知されている。特に，顎関節領域においては，CTやMRI といった
非破壊で体内の情報を知る装置の登場は，これまでブラックボックスとされていた部分を鮮明にし，診断や治療の精度
をより高めることができる優れた医療機器であることは間違いない。また，画像診断方法については，臨床家のそれぞ
れの治療結果から得られる知見や大学の執念に近い研究と検証によって多くの方法が考案されてきた。今回のランチョ
ンセミナーでは，CTをベースとしたシミュレーションソフトで画像分析している実際の臨床例を供覧しながら，顎関節
部領域においてこれからのデジタル技術をどう活用するかについてお話ししたい。

●略歴●

1992 年 徳島大学歯学部卒業
1997 年 スギモト歯科医院開業
2018 年 鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座 非

常勤講師

顎 合学会認定医
日本歯周病学会・日本矯正歯科学会
日本口腔インプラント学会
日本臨床歯周病学会
OJ（Osseointegration Study Club of Japan）正会員
JIPI（Japan Institute of Periodontology ＆ Implantology）
IMDD（The Institute for multi�digital Dentistry）
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市民公開講座
神経障害性 痛について

市民公開講座のねらい

座長：今 村 佳 樹
日本大学歯学部口腔診断学講座

通常，怪我をしたり，感染を起こして炎症が生じると痛みを感じますが，これらの場合は傷や炎症が治ると痛みも解
消します。このような痛みは，身体にとって有害な状態を知らせるアラームのような働きで，健康を保つうえで必要不
可欠なものといえます。これに対して，神経自体になんらかの傷害が加わったり，神経自体の疾患に罹ったときに生じ
る痛みは，「神経障害性 痛」と呼ばれ，しばしば傷が治った後も痛みが遷延することがあり，難治性の痛みとして知ら
れます。治療には専門的な対応が必要となることがあります。この公開講座では，歯科領域に関連した神経障害性 痛
を提示し，その対応についても紹介します。

●略歴●

1981 年 九州歯科大学卒業
1985 年 九州歯科大学大学院歯学研究科修了，

同大学助手
1986 年 九州歯科大学講師（歯科麻酔学）
1998 年 九州歯科大学助教授（歯科麻酔学）
2003 年～現在 日本大学歯学部教授（口腔診断学）

日本口腔顔面痛学会：理事長，指導医，専門医
日本 痛学会：理事
日本慢性 痛学会：理事
日本口腔診断学会：理事，指導医，認定医
日本口腔内科学会：理事
口腔顔面神経機能学会：理事
日本頭痛学会：評議員，指導医，専門医
日本ペインクリニック学会：評議員
日本歯科麻酔学会：代議員，専門医，認定医
American Academy of Orofacial Pain：Diplomate
Asian Academy of Craniomandibular Disorders Coun-
cilor
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市民公開講座
神経障害性 痛について

1．治らない歯の痛み～その痛み，神経障害性 痛かもしれませんよ～

坂 本 英 治
九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 歯科麻酔学分野

歯の痛みは誰にとっても不快なものですが，悪い歯があることを知らせてくれる大事な感覚です。しかし治療しても
消えない痛みもあります。一般的にはこのような痛みを慢性 痛と呼びます。国民の 13～25％ほどが，中高年層では 47％
が慢性 痛に悩んでいるといわれています。特別なことではありません。歯にも慢性 痛はあります。しかし慢性 痛
の実態はまだよくわかっていません。
昔から「古傷が痛む」という言葉があります。よく知られている現象です。まさに治らない痛みを示しています。「古
傷の痛み」には，神経の伝え方の変調により生じる“神経障害性 痛”の要素があることがわかってきました。治らな
い歯の痛みにはこの考えを当てはめるとうまく説明がついて，よくなることもあります。なかなか治らない歯の痛みを
神経障害性 痛の側面からアプローチしてみます。治らない痛みに悩む方の解決につながれば嬉しいです。

●略歴●

1995 年 3 月 九州歯科大学歯学部歯学科卒業
1996 年 6 月 Department of Anesthesiology University

of California San Diego
1997 年 7 月 九州歯科大学助手（歯科麻酔学）
2007 年 4 月 防衛大学校助教（麻酔学）
2011 年 4 月 九州大学大学院歯学研究院講師（歯科麻酔

学）現職

日本口腔顔面痛学会 指導医，専門医
日本頭痛学会 専門医
日本運動器 痛学会 暫定評議委員
日本歯科麻酔学会 代議員，専門医，認定医
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市民公開講座
神経障害性 痛について

2．どうしたら治る!? 神経の痛み!!

椎 葉 俊 司
九州歯科大学生体機能科学講座歯科侵襲制御学分野

私たちは皮膚や筋肉などの組織が傷つけられると，炎症によって痛みを感じます。同様に神経が障害を受けると痛み
が起こります。これが神経障害性 痛です。神経障害性 痛は障害を受けた神経や，その痛みを脳へ伝える次の神経が
異常に興奮しやすくなることによって生じます。絶えず続く，焼けるような痛み，突然起こる電気ショックのような痛
みが特徴で，日常生活に大きな影響を与えます。神経障害性 痛の最も有効な治療法はお薬の内服です。しかし，市販
の鎮痛薬ではほとんど効果がありません。神経障害性 痛の治療薬は，異常な神経の興奮を抑えることで痛みを和らげ
ます。具体的には，抗うつ薬，抗てんかん薬などのお薬が使用されます。ここでは神経障害性治療薬が「どうして効く
のか」，また，内服するときには「どのようなことに注意したらよいのか」についてお話しします。痛みから解放される
チャンスかもしれません。

●略歴●

1988 年 九州歯科大学卒業
1993 年 同大学院 修了
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1996 年 九州歯科大学歯科侵襲制御学分野（旧歯科麻酔

科）助手
1998 年 ハーネマン大学神経学教室に留学
2004 年 九州歯科大学歯科侵襲制御学分野講師
2011 年 九州歯科大学歯科侵襲制御学分野准教授

日本歯科麻酔学会専門医
日本口腔顔面痛学会指導医
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O-B-1

BMP�3b は骨格筋幹細胞サテライト細胞の分化を抑
制する

BMP�3b suppresses myogenesis of satellite cells, skeletal
muscle stem cells

古株彰一郎1，佐藤 毅2，依田哲也3，鱒見進一4

1九州歯科大学歯学部分子情報生化学分野，2埼玉医科大
学医学部口腔外科学教室，3東京医科歯科大学歯学部顎顔
面外科学分野，4九州歯科大学歯学部顎口腔欠損再構築学
分野

【目的】咀しゃく筋は顎関節運動を司る。さらに咀しゃ
く筋障害は顎関節症の原因となりうるにもかかわらず，
筋を対象とした研究は少ない。BMP�3b は TGF�βスー
パーファミリーに属するサイトカインであり，TGF�β
やActivin と同様に Smad2/3 シグナルを活性化する。
Myostatin に代表されるように Smad2/3 シグナルの活性
化は骨格筋分化を負に制御すると考えられるが，依然と
して不明な点が多い。そこで本研究では成体の骨格筋成
長や修復を担う骨格筋組織幹細胞，サテライト細胞の増
殖・分化におけるBMP�3b の役割を検討する。
【方法】サテライト細胞由来マウス筋芽細胞株C2C12 細
胞を用いた。メッセンジャーRNA量は SYBR Green を
用いたリアルタイム PCR法で定量した。Myosin Heavy
Chain（Myhc）のタンパク量はMyhc 抗体を用いウエス
タンブロッティング法により定量した。
【結果】CHO細胞由来ラットBMP�3b 処理やマウス
BMP�3b 遺伝子の過剰発現は，CAGA�luciferase 活性や
Smad 2/3 シグナルの標的遺伝子である PAI�1 の発現を
誘導した。2％ウマ血清含有培地で筋分化を誘導したと
ころ，BMP�3b は濃度依存的に筋分化マーカーのMyo-
genin やMyhc の mRNAやタンパク量を減少させた。
しかしながら，ALK4，5，7 阻害剤の SB431542 の添加
によりBMP�3b の筋分化マーカー抑制効果は解除され
た。
【結論】BMP�3b はサテライト細胞の分化を抑制する。

O-B-2

三 神経脊髄路核尾側亜核�上部頸髄に分布する視床
および橋投射ニューロンの三 神経障害後の形態変
化

Morphological change in thalamic�and pontine�projec-
tion neurons in Vc and C1 underlying neuropathic pain

片桐綾乃1,２，岡田真治2,３，菅原詩織2,４，岩田幸一2

1大阪大学大学院歯学研究科口腔生理学教室，2日本大学
歯学部生理学講座，3日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講
座，4東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科心身
医学分野

【目的】三 神経損傷後，侵害刺激により活性化される
視床後内側腹側核（VPM）および橋結合腕傍核（PBN）
に投射する三 神経脊髄路核尾側亜核�上部頸髄（Vc�C
1）ニューロンの形態変化を明らかにすることを目的と
した。
【方法】眼窩下神経慢性絞扼（ION�CCI）1 週間後のラッ
トにおいて，上口唇の熱・機械刺激に対する逃避閾値を
測定した。さらに，逆行性神経トレーサーFGで標識さ
れたVPMまたは PBNに投射するVc�C1 ニューロンに
おける侵害刺激誘発性 pERK陽性細胞の分布様式を解析
した。
【結果】ION�CCI により，上口唇の熱・機械刺激に対す
る逃避反射閾値の有意な低下を認めた。ION�CCI 群で
は，カプサイシン刺激により pERK陽性を示すVPM投
射Vc�C1 ニューロン数が有意に増加したのに対し，PBN
投射Vc�C1 ニューロンでは機械およびカプサイシンの
両刺激に対して pERK陽性を示すニューロン数が有意に
増加した。
【結論】三 神経が損傷されると，C�fiber（カプサイシ
ン刺激）入力を受けるVPM投射Vc�C1 ニューロンの侵
害情報伝達が，またC�fiber およびAδ�fiber（侵害的
機械刺激）入力を受ける PBN投射ニューロンの侵害情
報伝達が増強され，この変化が三 神経損傷による痛覚
過敏の弁別的様相と情動的様相に異なったメカニズムで
関与する可能性が示された。（科研 17K11855）
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O-B-3

肥満細胞制御を介した口腔心身症治療の基礎的研究

Basic research of the therapy for oral psychosomatic dis-
ease due to mast cell regulation

杉本是明1，崔 賢美1,２，田中 賢2

1黒松内科すぎもとクリニック口腔内科，2山形大学有機
材料システム研究推進本部有機材料システムフロンティ
アセンター

心身症の病態を引き起こす原因の一つに，肥満細胞の
関与が注目されている。口腔領域の心身症には，扁平苔
癬，アフタ性潰瘍，口腔アレルギーなどがあるが，肥満
細胞の機能を抑制できれば，心身症を抑制できる可能性
がある。肥満細胞を制御しうる新規治療法の開発を紹介
する。
【目的】われわれは，結露した水滴を鋳型に作製した蜂
の巣様構造の三次元多孔質の高分子薄膜（Honeycomb
like structured Film：HCF）を開発した。この実験では，
HCFの孔径を変えることで，肥満細胞の増殖と機能を制
御できないか検討した。
【方法】肥満細胞は，非腫瘍性で自己増殖可能なNCL�2
cell と肥満細胞に性質が似ているラット好塩基球性白血
病細胞RBL cell を用いた。まず 2種の Cell Line の培養
法を確立し，材質の違う flat film，3�，5�，10�µm HCF
上で，NCL�2 を 7 日間培養し，その増殖率と形態を観察
した。また，肥満細胞から分泌される物質を酵素免疫アッ
セイ法で測定した。
【結果】HCF上で培養されたNCL�2 は，flat film の場
合より分裂・増殖した。肥満細胞で de novo に産生され
るTNF�αや LTB�4 は，どの孔径のHCFでもその分
泌が有意に低下した。
【結論】肥満細胞は，微細環境（細胞外マトリックス）
の変化で，その形や増殖と機能が影響を受け，制御しう
る可能性を示した。

O-B-4

ドライアイ誘引性眼痛に伴う三 神経脊髄路核神経
活動亢進に対するジクアホソルナトリウム点眼の効
果

Prevention of trigeminal nerve spinal tract nucleus nerve
hyperactivity underlying the dry eye condition by oph-
thalmic agent Diquafosal Sodium

菅原詩織1,２，片桐綾乃2,３，美久月瑠宇1,２，豊福 明1，
岩田幸一2

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科心身医学
分野，2日本大学歯学部生理学講座，3大阪大学大学院歯
学研究科口腔生理学教室

【目的】ドライアイ（DE）は涙液減少と角膜表面の涙
液層の菲薄化が原因で発症し，目の乾燥感や眼痛が主症
状である。近年，P2Y2受容体アゴニストで，水分・ムチ
ンの分泌を促進するジクアホソルナトリウム（Diquas Ⓡ）
点眼液がDEの治療に用いられている。しかし，Diquas
点眼によるドライアイ誘発性眼痛の抑制機構は不明であ
る。そこで，DEモデルラットを用い，Diquas の中枢感
作抑制効果について検討した。
【方法】左側外眼窩涙腺摘出（DEモデル）後，Diquas
点眼（10µl×6 回/日×4週間）を施した。涙液量，高張
食塩水誘発性瞬目回数，三 神経脊髄路核における phos-
phorylated extracellular signal�regulated kinase
（pERK）および c�Fos 発現を解析した。
【結果】Diquas 点眼 DE群では無治療DE群と比べ，涙
液量が回復し，刺激誘発性瞬目回数の増加が抑制され
た。無治療DE群では，三 神経脊髄路核尾側亜核（Vc）
表層における pERK発現と，Vc全層で c�Fos 発現が認
められた。Diquas 点眼により，pERKおよび c�Fos 陽
性細胞数の増加は有意に抑制された。
【結論】Diquas 点眼による涙液分泌促進は，Vc神経細
胞の感作による過興奮を抑制し，眼痛を軽減する可能性
が示された。（謝辞：慶應大学医学部眼科 坪田一男教
授，参天製薬）
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O-B-5

咀嚼筋痛障害に対するアミトリプチリン塩酸塩の効
果

Treatment effectiveness of Amitriptyline Hydrochloride
for masticatory muscle pain

小林大輔，清水博之，重松司朗
東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科

【目的】三環系抗うつ薬に分類されるアミトリプチリン
塩酸塩（以下TCA）は，神経障害性 痛をはじめとす
る慢性 痛にも効果が認められているが，長らくの間
痛治療には適応認可が下りずいわゆる適応外使用されて
いる状態であった。しかし 2016 年 2 月に効能・効果に
「神経障害性 痛」が追加された。顎顔面領域の咀嚼筋
痛障害に対しては認知行動療法やストレッチ療法を主体
としたセルフケアが標準治療とされており，TCAの効
果に関する報告はこれまでにない。そのため本研究にて
咀嚼筋痛障害に対するTCAの効果を明らかにする。
【方法】対象は当科を受診し 筋部，側頭部のいずれか
に機能時の 痛を訴え，機能時の痛みが筋に由来する咀
嚼筋痛障害症例とした。対象患者を無作為にセルフケア
群，セルフケア＋TCA内服群に分類し，初診時および 2
週間後の開閉口時痛，圧痛，日常生活支障度，自力最大
開口量を評価し両群を比較した。
【結果】症例の内訳はセルフケア群：男性 3例・女性 15
例，平均年齢 59.3±20.6 歳 TCA群：男性 5例・女性 13
例，平均年齢 62.4±15.1 歳であった。セルフケア群およ
びTCA群の治療前後のVAS値，および開口量を比較
したところ，すべての項目について有意に改善してい
た。またセルフケア群およびTCA群の両群間における
治療前後の改善度を比較したところ，開閉口時痛および
圧痛の項目において有意にTCA群のほうがVAS値が
改善した。
【結論】TCA内服療法は咀嚼筋痛障害に対して有効な
治療法の一つであると考えられる。

O-B-6

開頭術後に開口障害を合併した 2症例への理学療法
介入

Rehabilitation intervention to limited opening of the
mouth after craniotomy：Two case reports

太田浩貴1，木村陽志2，神野洋輔3

1名古屋徳洲会総合病院リハビリテーション科，2東京西
徳洲会病院リハビリテーション科，3大垣徳洲会病院歯科
口腔外科

【目的】開頭術後に開口障害を合併する患者は多く，そ
れに関する報告も散見される。しかし，そういった患者
への理学療法介入報告は少ない。今回，開頭術後に開口
障害を合併した 2症例に対し，理学療法介入が有効で
あったため報告する。
【方法】抜鈎後より，開口量（上下顎中切歯間距離），
痛部位， 痛の程度をNumerical Rating Scale（以後：
NRS）にて週 1回の頻度で計 4回の評価と，Post Isomet-
ric Relaxation（以後：PIR）を施行した。
【症例】症例 1：50 代男性。急性硬膜外血腫に対し開頭
血腫除去術を施行された。初回最大開口量 28mm，最大
開口時に右側頭筋に伸張痛（NRS4）を認めた。最終最
大開口量 55mm，最大開口時NRS0 と改善を認めた。症
例 2：50 代女性。未破裂動脈瘤に対し開頭クリッピング
術を施行された。初回最大開口量 25mm，最大開口時に
左側頭筋に伸張痛（NRS4）を認めた。最終最大開口量 41
mm，最大開口時NRS0 と改善を認めた。
【考察】今回，2症例ともに開頭術後に開口障害を合併
していた。開頭術後であるため側頭筋への触診，圧痛所
見の確認は直接的には困難であったが，開口時に側頭筋
に伸張痛を認めており，開頭術による側頭筋への侵襲か
ら Smmons らの提唱する筋筋膜性 痛を生じている可能
性が示唆された。さらに，Lewit らは筋筋膜性 痛の治
療として PIR の有効性を述べている。今回，術部に触れ
ることなく筋をリリース可能な PIR を早期から施行した
ことにより，側頭筋による瘢痕拘縮を予防し，2症例の
開口量， 痛改善にいたったと考えられた。
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O-B-7

咀嚼筋 ・ 膜過形成症に対して外科的手術及び術
後早期に開口訓練を行った 2症例

Surgical operation for masticatory muscle tendon and ap-
oneuroplasia hyperplasia and two cases of opening train-
ing early postoperatively

寺村 哲，越沼伸也
滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座

【目的】咀嚼筋 ・ 膜過形成症は術後の適切な開口訓
練が必要である。今回，われわれは咀嚼筋 ・ 膜過形
成症の患者に対して外科的手術を行い，術後早期に開口
訓練を開始・継続したことで，良好な経過を得た 2症例
を経験したので報告する。
【症例】症例 1は 29 歳女性，初診時の開口量は 20mm
であった。症例 2は 28 歳女性，初診時の開口量は 24mm
であった。両症例は square mandible 顔貌を呈しており
硬性開口障害を認めた。また，MR画像において両側
筋に strike root appearance を認めた。咀嚼筋 ・ 膜
過形成症と診断し，全身麻酔下にて両側 筋 膜切除
術・両側筋突起切除術を施行した。開口訓練は手術翌日
より開始し，退院後も継続して行った。開口訓練は徒手
的または万能開口器，バイトブロックを使用して行っ
た。
【結果】症例 1は術中の開口量は 50mm，手術翌日の開
口量は 28mm，術後 1か月の開口量は 38mm，術後 6か
月の開口量は 35mmであった。症例 2は術中の開口量は
49mm，手術翌日の開口量は 30mm，術後 1か月の開口
量は 43mmであり，現在術後 2か月で経過観察中であ
る。
【結論】本疾患は手術部周囲組織の瘢痕化により，術後
に後戻りすることが懸念される。症例 1の開口量は術後
1か月と術後 6か月ではわずか 3mmの差であった。症
例 2では術後の開口訓練を継続しており，今後開口量の
保持が期待できる。術後早期より開口訓練を開始，継続
することで，開口量が保持され良好な経過を得ることが
できた。

O-B-8

中頭蓋底に進展した顎関節骨軟骨腫の 1例

A case of osteochondroma of the temporomandibular
joint extending to the middle cranial floor

岩瀬博建1,２，石川美香1，加藤洋史1，佐々木忠昭1

1社会医療法人中山会宇都宮記念病院歯科口腔外科，2い
わせ歯科口腔外科耳鼻咽喉科クリニック

【目的】下顎骨関節頭が増大する疾患として，肥大，過
形成，骨腫，軟骨腫，骨軟骨腫，血管腫，粘液腫，滑膜
腫などが挙げられる。顎関節に発生する良性腫瘍におい
ては発育が緩慢であるため，初期では顎関節症に類似の
顎運動障害を生じ，腫瘍の増大に伴い顔貌の変形や不正
合などの症状を呈する。今回われわれは，中頭蓋底に

進展した顎関節骨軟骨腫の 1例を経験したので報告す
る。
【症例】83 歳女性。主訴： 合の偏位。現病歴：2016
年 9 月義歯の不具合を訴え，いわせ歯科口腔外科耳鼻咽
喉科受診。義歯調整行うも，下顎の偏位および顔貌の変
形を認めたため，2016 年 10 月当科紹介受診。現症：開
口度 45mm，下顎は右側に偏位し，顔面の変形を認めた。
両側顎関節部とも腫脹や 痛はないものの，左側の顎関
節は滑走運動認めず，CT/MR所見では左側顎関節頭か
ら中頭蓋底に向かう隆起性病変を認めた。病変の大きさ
は 3cm程度，その大部分がT1およびT2強調では低信
号，STIR では中頭蓋底側の先端部を覆うような高信号
が認められ，骨軟骨腫が疑われた。臨床診断：左側下顎
頭良性腫瘍。処置および病理組織検査結果：2017 年 10
月全身麻酔下に側頭部切開のうえ，頰骨（弓）を一時撤
去し，腫瘍摘出術を行った。病理組織検査結果は骨軟骨
腫であった。
【結果】現在，術後 6か月経過するが 合偏位や開口障
害などもなく，再発もみられていない。
【結論】今回われわれは中頭蓋底側に進展し， 合の偏
位と顔貌の変形を呈した比較的まれな顎関節骨軟骨腫の
1例を経験したので報告する。
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O-B-9

関節遊離体がみられた変形性顎関節症の 2例

Osteoarthrosis of the temporomandibular joint with calci-
fied loosebody. Report of two cases

米津博文，井上庸子，佐々木三奈，勝俣由里，
平木昭光，池邉哲郎
福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座

【目的】顎関節における遊離体の報告は少ない。最近私
たちは，顎関節遊離体がみられた変形性顎関節症の 2例
に遭遇したので，これまで本学会において報告した 6例
と合わせ計 8例における遊離体の形状や発現部位から顎
関節遊離体の発現原因を追究した。
【症例】症例 1. 77 歳，女性。左側顎関節の 痛を主訴
として夜間，救急病院を受診し同院で撮影したCTにお
いて下顎頭内側に骨様構造物が認められたため，翌朝，
精査目的に当科を紹介された。当科初診時に撮影した or-
thopantomogramにおいて左側下顎頭と重なるように関
節遊離体がみられ，さらにMRにおいて effusion 像を認
めた。症例 2. 73 歳，女性。右側顎関節の 痛を主訴と
して近歯科を受診し，同歯科の orthopantomogramにお
いて右側顎関節に遊離体が認められたため，精査目的に
当科を紹介された。当科初診時に撮影した orthopantomo-
gramで右側下顎頭前方に関節遊離体を認め，さらにCT
写真においては左側下顎頭前方にも骨様不透過像がみら
れた。
【結果および結論】顎関節遊離体が下顎頭の前方に認め
られたものは 8例中 6例であり，これらは下顎頭前方部
の骨棘が剝離骨折したものと考えられた。しかし遊離体
が下顎頭の外側ならびに内側に存在する場合は，その発
現原因を推測することができなかった。

O-B-10

顎関節開放手術を行った顎関節円板障害を伴う変形
性顎関節症の 1例

A case of osteoarthritis of the temporomandibular joint
with joint disc derangement treated by open arthrotomy

池田順行1，高嶋真樹子2，河村篤志2，山崎裕太2，
荒井良明2，大貫尚志1，齋藤太郎1，上野山敦士1，
中谷暢佑1，新國 農3，西山秀昌3，髙木律男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関節治療部，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，保存療法が奏功せず顎関節開
放手術を行った非復位性顎関節円板前内側転位を伴う変
形性顎関節症の 1例を報告する。
【症例】患者：52 歳女性。主訴：左顎関節の開口時痛。
現病歴：10 年ほど前からみられた左顎関節の開口時痛が
増悪したため本院顎関節治療部を受診した。投薬とスプ
リント治療を 2年ほど行ったが改善が得られないため当
科を紹介で受診した。現症： 痛のため開口量は 22mm
であり関節雑音はみられなかった。画像所見：単純X線
およびMRI 所見で，左側に非復位性顎関節円板前内側
転位と下顎頭前方の骨棘形成が認められた。治療経過：
投薬とスプリント治療を継続し，関節腔洗浄療法とパン
ピングマニピュレーションを行ったが 痛の改善が得ら
れなかったため，全身麻酔下で顎関節円板切除術と高位
下顎頭切除術を行った。術後は開口練習を継続し，生じ
た 合の偏位には歯科治療で対応した。
【結果】術後 2か月ほどで開口時痛は消失し，術後 6年
が経過した現在も経過観察中であるが，開口量は 35mm
で 合も安定している。
【結論】顎関節円板障害を伴う変形性顎関節症において
は，保存療法が奏功せず治療が長期化する場合がある。
本症例は， 痛による日常生活障害が強く，MRI 所見か
ら下顎頭の骨棘による関節円板を介しての周囲組織への
侵害刺激と下顎頭自体の浮腫性変化が関与していると考
えられ，外科的切除と 合再構成により症状改善が得ら
れたと思われた。



― 107 ―

O-B-11

下顎の偏位を伴った下顎頭骨軟骨腫の 1例

A case of osteochondroma of the mandibular condyle
with displacement

郷原俊輔1，廣末晃之1，吉田遼司1，川原健太1，
田中拓也2，尾木秀直1，福間大喜1，中山秀樹1

1熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学講座，
2飯塚病院歯科口腔外科

【目的】顎関節に発生する骨軟骨腫はかなりまれであ
り，本邦での報告は少ない。同疾患の発育は緩徐なため，
初期では顎関節症に類似の症状を呈し，腫瘍の増大に
従って顔貌の変形や不正 合などの症状を来すことが報
告されている。今回われわれは右側下顎頭に生じた骨軟
骨腫の 1例を経験したので報告する。
【症例】症例は 59 歳の女性。顔貌の非対称を主訴に 20
XX年 3月に当科を紹介受診した。初診時は下顎の左方
偏位，右側顎関節の 合痛とクレピタス音，口腔内では
左側臼歯部に交差 合を認めた。パノラマX線写真で
は，右側下顎頭部に拇指頭大のX線不透過像を認め，CT
では右側下顎頭部に薄い皮質骨で被覆され，不規則な骨
硬化像を伴う 30×26×24mmの骨性病変を認めた。造影
MRI では T2 強調像で右側下顎頭の高信号を呈した。
【結果】骨軟骨腫の臨床診断のもと，同年 7月に全身麻
酔下で右側下顎頭切除術を施行した。術後の病理組織検
査にて骨軟骨腫の診断を得た。術後早期から線副子を用
いてゴム牽引を開始し，理想の 合位へ顎位の誘導を
行った。現在，術後 1年が経過したが，腫瘍の再発は認
めていない。顎位の誘導によって患者の顔貌の非対称性
は改善しており，現在は近在歯科医院と連携して 合の
再構築を図っている。
【結論】下顎偏位を伴う下顎頭の腫瘍性疾患の治療法は
外科的切除が第一選択と思われるが，審美性や機能面に
配慮した術後治療が重要と考えられる。

O-C-1

バイオフィードバック訓練による夜間グラインディ
ングの抑制効果

Effect of EMG biofeedback training on nocturnal grind-
ing regulation

斉藤小夏1，佐藤雅介1，島野偉礎2，藤澤政紀1

1明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野，
2あさひ歯科クリニック

【目的】携帯型筋電計バイオフィードバック装置（EMG�
BF装置）を用いて，クレンチング自覚者にバイオフィー
ドバック訓練（BF訓練）による日中および夜間のクレ
ンチング抑制効果について報告を行った。しかし，BF
訓練によるグラインディングへの影響はいまだ不明であ
る。そこで，日中のクレンチングに対するBF訓練が夜
間のグラインディングに及ぼす影響を調べることを目的
として本実験を行った。
【方法】日中のくいしばりを自覚し，かつ夜間の歯ぎし
りを指摘されたことのある被験者 18 名（男性 17 名，女
性 1名，平均年齢 24.5±3.1 歳）をランダムにバイオフィー
ドバック群（BF群）10 名とコントロール群（CO群）8
名に分けEMG測定をした。連続した 3週間の日中およ
び夜間の測定を各 5時間行った。1週目の測定はベース
ラインデータの記録を行った。BF群の 2週目の日中に
BF訓練を 2日間連続で行い，3週目にはEMG測定のみ
を行った。CO群は EMG測定のみ実施した。得られた
EMG記録から，筋活動量 20％MVC以上，筋活動持続
時間 0.25 秒以上 2秒未満のイベントを検出し，これを
Phasic burst とした。統計処理には SPSS ver. 20.0 を使
用し，two�way repeated measures ANOVAおよび，
post�hoc test としてTukey の HSD検定を行った。な
お，本実験は明海大学歯学部倫理委員会の承認を得て実
施した（No.A1511）。
【結果】BF群において 2週目および 3週目の平均イベ
ント数が，CO群に対し有意な減少を認めた。
【結論】日中のクレンチングに対するBF訓練が夜間の
グラインディングを減少させることが示唆された。
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O-C-2

パノラマ X線画像を用いた片側性非復位性関節円板
前方転位患者の推定

Estimates of patients with anterior disc displacement
without reduction using panoramic radiographs

桐原有里1,２，五十嵐千浪1，杉﨑正志1,２，若江五月1，
伊東宏和1，林 勝彦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東京慈恵会医科大学歯科

【目的】われわれは，第 59 回日本歯科放射線学会学術
大会で，片側性非復位性関節円板前方転位患者の患側関
節突起高径は，パノラマX線画像所見で健側に比較して
有意に短小であることを報告した。今回，対象として関
節円板前方転位なし群（以下NDD），片側性復位性関節
円板前方転位群（以下ADDwR）および片側性非復位性
関節円板前方転位群（以下ADDwoR）を抽出し，パノ
ラマX線画像を用いて片側性非復位性関節円板前方転位
患者を推定することを試みたので報告する。
【対象と方法】鶴見大学歯学部附属病院画像検査部で顎
関 節MRI を 撮 像 し たNDD 103 例，ADDwR 33 例，
ADDwoR 279 例を対象に，パノラマX線画像を用いて
左右の関節突起高径とその差を計測し，統計学的検討を
行った。
【結果】ADDwRおよびADDwoR単独では健側と患側
の関節突起高径の差に有意差を認めた。しかし，年齢，
健側・患側の関節突起高径およびその差に関する 2群間
の比較では両群間で有意差を認めなかった。そこで，
ADDwoRの正診率を検討するために，健側関節突起高
径，患側関節突起高径，健側と患側の差についてROC
曲線を用いて比較すると健側と患側の差を用いて評価を
行うのが最も適切と考えられた。しかし今回の研究では
3群の標本数に差が大きいことより，今後は標本数を近
似させて再評価する予定である。

O-C-3

開口制限を伴う顎関節症患者に対する，manipulation
technique の効果。顎関節の病態を考慮したサブグ
ループ解析

Efficacy of manipulation technique for TMD patients
with mouth opening limitation, subgroup analysis regard
to pathological state of TMJ

永井 渉，永田和裕，堀 慧，渥美陽二郎，横江朋子，
坂井 大
日本歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来

【目的】開口制限を伴う顎関節症患者に対する，manipu-
lation technique（MT）の効果を確認するためランダム
化比較試験を行った。今回の発表では，MRI 所見に基づ
いた病態（正常 n，円板転位復位型 3a，円板転位非復位
型 3b）を考慮したサブグループ解析を行った。
【方法】2014 年 3 月から 2017 年 7 月までに当科を受診
し，開口制限を有する顎関節症と診断された 61 名を被
験者とした。被験者は，習癖・生活指導，自律運動療法，
認知行動療法を統合したMMT単独（30 名）と，MMT
とMTとを併用した群（31 名）にランダムに割り付け
た。評価項目は，最大開口量（mm），顎顔面痛および顎
関節雑音Numerical rating scale（NRS：0～10）とし，
初診時から 2週間おきに 10 回の評価を行った。統計解
析では繰り返しのある二元配置分散分析と Scheffé の多
重比較を行った。
【結果および考察】治療群間の比較では，3a の開口量と，
n，3a，3b の初診時の開口量のみで有意差を認め， 痛
と雑音は差を認めなかった。3a は，病態分類しない治療
群間の比較とは異なり，MT併用群で有意に開口量が増
加しているが，これは 40mm付近での 5mm程度の差で
あり，臨床的な意議は少ないと考えられる。
【結論】病態を考慮したサブグループ解析において，臨
床的に有効と考えられる治療群の差は，は初回の開口制
限のみで観察された。したがって，多面的治療を併用し
た状態において，manipulation は開口制限を患者の初診
時初回に適用することが推奨される。
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O-C-4

顎変形症での術後 合状態が及ぼす顎関節症状に関
する臨床的検討

Effect of occlusal relationship during treatment of dento-
facial deformity on temporomandibular symptoms and
function

山内健介，山口佳宏，野上晋之介，千葉雅俊，髙橋 哲
東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

【目的】顎変形症に対する治療では術後の良好な 合関
係を獲得するために術前矯正治療として decompensa-
tion や幅径の改善が行われるが，治療期間の長期化，術
前顔貌の悪化などの問題点が指摘されている。近年では
術前矯正治療を行わない Surgery First（以下 SF法）が
適応されてきているが，術後の 合関係が一時的に悪化
することが特徴であり，それによる顎関節機能への影響
に関する報告はない。今回われわれは SF法における顎
関節機能への影響について検討したのでその概要を報告
する。
【方法】当科で顎矯正手術を施行した 47 名を対象とし
た。従来法が 24 名（男性 5名，女性 19 名，平均年齢 27.2
歳），SF法が 23 名（男性 8名，女性 15 名，平均年齢 25.3
歳）であり，評価項目は最大開口量（ROM），顎関節
痛，顎関節雑音とし，評価時期は術前（T0），術後 1か
月（T1），3か月（T2），6か月（T3），12 か月（T4）と
した。
【結果】従来法のROM（mm）はT0：52.1，T1：26.9，
T2：40.0，T3：43.8，T4：49.4 であり，顎関節 痛（側）
はT0：0，T1：3，T2：2，T3：0，T4：0 であり，顎関
節雑音（側）はT0：11，T1：0，T2：5，T3：9，T4：
10 であった。SF法では ROM（mm）はT0：49.7，T1：
28.5，T2：41.4，T3：45.5，T4：47.5 であり，顎関節
痛（側）はT0：0，T1：4，T2：2，T3：0，T4：1 であ
り，顎関節雑音（側）はT0：13，T1：2，T2：6，T3：
6，T4：8 であった。
【結論】顎変形症治療での SF法は，従来法と比較して
術後 合関係が一時的に悪化するものの，術後 1年まで
の経過観察において顎関節症状や機能において差がない
ことが示唆された。

O-C-5

MRI データを用いた joint effusion と関節円板の位
置，動態および下顎頭骨変化との関連

Relationship between joint effusion and dynamics of joint
disc, disc position and condylar bony change

仙崎勇輝，高岡亮太，森口大輔，小石由紀子，
林 暁雨，玉利秀樹，桑原俊也，石垣尚一，矢谷博文
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】これまでMRI を用いて joint effusion（以下，ef-
fusion とする）と関節円板の状態および下顎頭の骨変化
との関係が報告されてきたが，決定的な関係の解明はな
されていない。その理由として，被験者数が少ないこと
や，分析対象とした正常顎関節数が少ないことが考えら
れる。本研究では，顎関節症症状を主訴に来院した患者
の大規模なMRI データを解析し，関節円板の状態，お
よび下顎頭の骨変化と effusion との関連について明らか
にすることを目的とした。
【方法】顎関節症症状を主訴に来院した連続サンプル
（682 名，1,364 関節）を対象とした。effusion は矢状面
および前頭面のT2強調画像を基に分類した。関節円板
の位置および動態は，おのおの 3群に分類した。下顎頭
の骨変化は，erosion，osteophyte，deformity，concavity，
subchondral cyst の有無を記録した。統計解析にはカイ
二乗検定およびロジスティック回帰分析を用いた。
【結果】カイ二乗検定の結果，effusion の大きさが関節
円板の動態と，erosion，osteophyte，deformity，およ
び concavity の有無に有意に影響することが示された（p
＜0.05）。effusion の大きさを従属変数としたロジス
ティック回帰分析の結果，erosion の ORは 2.122［95％
CI：1.205�3.737］，osteophyte の OR は 1.802［1.194�
2.718］，deformity の ORは 1.841［1.013�3.348］で あ っ
た。
【結論】effusion の大きさには，関節円板の位置や動態
は影響せず，下顎頭の骨変化の有無が影響することが示
唆された。



― 110 ―

O-C-6

神奈川歯科大学附属病院における 合違和感症候群
患者への対応と転帰

Responding to patients and outcome with occlusal dis-
comfort syndrome at Kanagawa Dental University Hos-
pital

玉置勝司1，島田 淳1，仲井太心1，渡辺秀司1，
澁谷智明1，三村将文1，片岡加奈子1，藤原 基1，
和気裕之2

1神奈川歯科大学歯学部全身管理医歯学講座，2日本大学
松戸歯学部

【目的】2013 年日本補綴歯科学会のポジションペーパー
として，“ 合違和感症候群（Occlusal discomfort syn-
drome：ODS）”が提唱された。今回は当診療科の予診
票，構造化問診，K式多軸診断，カルテ記載を基に，ODS
患者の実態調査を行い，その頻度と対応，そして転帰に
ついて報告する。
【方法】神奈川歯科大学附属病院を受診した患者（平成
24 年 4 月～平成 30 年 3 月）234 名（男性 42 名，女性 192
名）のうち，ODSに該当する患者 63 名を対象とした。
【結果】234 名中，ODS患者は 63 名（男 14 名，女 49
名）であった。その最終的な判定として，歯および歯周
組織の問題に由来すると考えられるODSI 型 31 名，顎
関節および咀嚼筋の問題に由来すると考えられるODSII
型 5 名，それ以外の問題に由来すると考えられるODSIII
型 24 名，判定不能 3名であった。63 例への処置および
対応は，修復処置，補綴処置， 合調整，CR充塡，TCH
是正，運動療法，マッサージ，スプリント療法，経過観
察，歯の固定，トリガーポイントインジェクション，説
明，転院などであった。
【結論】1．63 名の ODS患者に対して，I型 49％，II 型
8％，III 型 38％，判定不能 5％であった。2．III 型では，
治療が長引いたり，中断，転院などが多くなる傾向にあっ
た。3．心理社会環境因子，患者�歯科医師関係因子，性
格傾向因子，精神的因子などの修飾因子が強く関与する
場合は，良好なコンコーダンスが保てず，治療経過の延
長や治療自体が困難になる可能性が示唆された。

O-C-7

福岡歯科大学高齢者歯科学分野における歯科心身症
患者の実態

A chart review for the patients with psychosomatic den-
tal symptoms in the section of geriatric dentistry,
Fukuoka Dental College

梅崎陽二朗，内藤 徹
福岡歯科大学歯学部総合歯科学講座高齢者歯科学分野

【目的】歯科心身症とは，愁訴に相応するような器質的
異常所見を認めないにもかかわらず持続する，慢性の
痛や違和感である。当科でも，特に高齢者の症例を中心
に治療を行っている。今回われわれは，当科外来におけ
る歯科心身症患者の特徴を把握することで，適切な治療
や他科連携について検討した。
【方法】2017 年 4 月 1 日から 10 月 31 日の間に当科初診
となった歯科心身症患者 30 名を対象とした。診療録を
基に，年齢，性別，診断名，精神科既往，心理コンディ
ション，3か月予後等について調査した。
【結果と考察】男女比では，女性が 7割を超えており，
その大半が 50 代以上であった。診断名は，舌痛症が最
多で半数を超えていた。精神科疾患の既往がある患者は
3割で，うつ病が最多であった。心理コンディションに
ついて，多くの症例に不眠が認められた一方，精神病症
状のある患者はほぼいなかった。3か月予後は約 7割で
良好な経過が得られた。大半の症例が高齢女性である
点，舌痛症が多い点は，これまでの歯科心身症に関する
報告と一致していた。元来，歯科心身症は睡眠に影響し
ないとされていたが，本報告では不眠を訴える症例が多
く，特に高齢者の場合は両者の関連が示唆された。また，
患者背景を把握したうえで精神科と連携を図ることで，
比較的良好な予後が得られた。今後，さらに適切な連携
の手法を検討する必要があるものと思われた。
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O-C-8

インターネット上でみる医療機関受診前の顎関節症
状の特徴について

Characteristics of TMD symptoms before medical exami-
nation on the Internet

島田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

【目的】顎関節症症状を訴え来院する患者から，初診時
に自分の症状がどうなっているのか，何科に行けばよい
かなど悩んだ経験を聞くことが多い。そのことから考え
るとおそらくは医療機関を受診する前に悩んでいる患者
は多いと思われ，どのようなことについて悩んでいるか
を知ることは，顎関節症患者を正しい方向に導くために
は重要なことと思われる。そこで今回，インターネット
を利用し，症状出現時に患者が感じている悩みについて
調査した。
【方法】Google アラートに顎関節症と登録し，2018 年 1
月から 3月までに，毎日届けられた情報のなかから，顎
関節症症状が発症したことについての相談を掲載してい
るページを選択し，その詳細について検討を行った。
【結果】得られた情報のほとんどが女性であり，症状は
開口障害についての相談が最も多かった。その他，関節
のズレ，顔のゆがみや，全身症状との関連に関する問題，
また何科を受診すればよいのかなどの相談もみられた。
【結論】顎関節症患者が初診で来院するときの主訴は
痛が多いと思われるが，今回の結果では開口障害に関す
る相談が多かった。痛みに比べ，開口障害ではまず状況
を調べてということを考えるのかもしれない。インター
ネットの情報は玉石混淆であり，正しい情報をいかに啓
発するかを考える必要があると思われた。

O-C-9

直線偏光近赤外線の星状神経節近傍照射が心臓自律
神経系に与える影響

Effects of linear polarized near�infrared ray irradiation
near the stellate ganglion on cardiac autonomic nervous
function

真鍋庸三1，山下 薫2，千堂良造2，遠矢明菜2，
山形和彰1，糀谷 淳2，杉村光隆2

1鹿児島大学病院全身管理歯科治療部，2鹿児島大学歯学
部顎顔面機能再建学講座歯科麻酔全身管理学分野

【目的】交感神経を局所麻酔薬でブロックすることに
よってその支配領域の血管を拡張させ，血流を増加させ
るという機序は明らかであるが，直線偏光近赤外線の星
状神経節近傍照射が心臓自律神経系に与える影響につい
ては明確ではない。本研究の目的は，直線偏光近赤外線
の星状神経節近傍照射が心臓自律神経系に与える影響を
心拍変動より解析することである。
【方法】40 歳未満の女性健康成人ボランティアに対し，
仰臥位で 15 分間安静とし，その後スーパーライザー™
のプローブを星状神経節近傍に設置して，心電図より直
線偏光近赤外線照射時の心拍変動解析を行った。データ
サンプリングのポイントは，安静 15 分後，照射 10 分後，
Head Up Tilt（HUT）後の 3点とした。照射条件は，出
力 100％，1秒 ON，3秒 OFFで 10 分間とし（照射群），
対照群はプローブ設置のみで出力 0％（非照射）とした。
【結果】心臓交感神経活動は，照射群では，安静 15 分
後と比べて照射 10 分後で上昇傾向を示し，HUT後も上
昇傾向が保たれた。一方，対照群はHUT後のみ亢進し
た。心臓副交感神経活動は，照射群では変化を認めず，
対照群では安静 15 分後に比較して非照射 10 分後に亢進
し，HUT後には回復していた。
【結論】星状神経節近傍への直線偏光近赤外線照射は，
心臓交感神経活動を亢進し，心臓副交感神経活動を相対
的に抑制する可能性が示された。
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O-C-10

当院における顎関節脱臼症例の臨床的検討

Clinical study of temporomandibular joint luxation

檀上 敦1，森 啓輔1，合島怜央奈1，久保田英朗1,２，
山下佳雄1

1佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座，2久保田歯科口腔
外科医院

【目的】近年，脳血管障害や精神疾患といった基礎疾患
をもつ顎関節脱臼患者が増加している。これらの患者は
整復後も脱臼を繰り返すことが多く，管理に難渋するこ
とが多い。今回われわれは，当院における顎関節脱臼患
者の実態を把握するために臨床的検討を行ったので報告
する。
【方法】2008 年 1 月より 2017 年 12 月までの 10 年間に
佐賀大学医学部附属病院を受診し，顎関節脱臼と診断さ
れ，骨折を伴っていない 138 例を対象とした。調査項目
は診療科，性別，年齢，既往歴，脱臼の原因，罹患側，
治療法と再発の有無とした。
【結果】顎関節脱臼の患者の加療を行った診療科は歯科
口腔外科，救急部，総合内科や小児科であった。実際に
加療を行ったのは口腔外科医 102 例，医師 36 例であっ
た。受診時の患者年齢は 12～104 歳で平均年齢は 54.4 歳
であった。性別は男性 50 例，女性 88 例であった。主な
既往歴は脳 塞 12 例，精神疾患 7例，認知症 5例，パー
キンソン病 5例であった。脱臼の起因としては欠伸で 50
例であった。罹患側は両側が一番多く 61 例であった。
治療法は徒手整復が一番多く 110 例で，短期間での再脱
臼は認めなかった。一方，徒手整復するも再度脱臼し処
置を要したものは 36 例あった。習慣性脱臼となり観血
的処置を施行したのは 2例であった。
【結論】今回の検討から診療科ごとに脱臼に対する対処
法にはばらつきがあることが判明した。特に全身疾患を
伴った患者の整復後の管理は難しく，個々の対応が必要
と考える。

O-C-11

顔面非対称患者における condylar ratio と特発性下顎
頭吸収について

Condylar ratio and idiopathic condylar resorption of fa-
cial asymmetry patients

梶井貴史1，大井一浩2，米津博文3

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野，2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，3福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座
口腔外科学分野

【目的】顎変形症患者で顔面非対称を伴うものには，非
対称の主たる原因が非偏位側下顎頭の過形成であるもの
と偏位側の特発性下顎頭吸収（ICR）であるものとが混
在していると考えられる。顔面非対称で骨格性 I級と II
級不正 合を伴う患者について，下顎頭の長さと，下顎
頭の骨変化の有無について調査した。
【方法】当科を受診した顎変形症患者のうち，骨格性 I
級または II 級と診断されオトガイの偏位を伴う 24 名の
女性を対象とした。初診時のパノラマX線写真および
magnetic resonance image（MRI）を資料とした。MRI
を用いて下顎頭の骨変化を判定した。パノラマX線写真
を用いて condylar ratio（CdR，下顎頭長と下顎枝長の
比）を計測し，偏位側と非偏位側とで比較した。また両
側でのCdRを，骨格性 I級と II 級，さらに ICRの有無
とで比較した。
【結果】全対象におけるCdRは偏位側で 33.6，非偏位側
で 37.8 であり，偏位側で有意に小さかった。骨格性 I級
では非偏位側のCdRが II 級に比べ有意に大きかった
が，偏位側のCdRには群間で有意差は認められなかっ
た。ICRを伴う者のCdRには伴わない者と比べ偏位側・
非偏位側ともに有意差は認められなかった。
【結論】顔面非対称で骨格性 I級と II 級不正 合を伴う
患者において，非対称には偏位側の下顎頭骨変化よりは
非偏位側下顎頭の過形成が関連することが示唆された。
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O-C-12

種々の持続的クレンチングによる歯根膜および歯髄
感覚の変化

Changes in sensation of periodontal ligament and dental
pulp by various continuous tooth clenching

梁 珊珊，西山 暁，嶋田昌彦
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制
御学分野

【目的】大きさと持続時間の積を一定とした種々の持続
的クレンチングが，歯根膜および歯髄の感覚に及ぼす影
響を明らかにすることを目的としている。
【方法】被験者は東京医科歯科大学の学生および歯科医
18 名である。片側の下顎第一小臼歯を被験歯として，“
合力×持続時間”を一定とした 3種類（タスク 1～3）の
持続的クレンチングを行わせ，タスク前後における歯髄
感覚と歯根膜感覚の変化を比較した。歯髄感覚として，
電気式歯髄診断器により違和感を生じる閾値（EDT）を
測定した。歯根膜感覚として，フォイルテストによる厚
さ識別閾値（ITT）を測定した。なお，本研究は同大学
の歯学部倫理審査委員会の承認（番号：D2016�092）を
得ている。
【結果】EDTについて，タスク前と比較して 合力の
増加とともに増加する者（1名），増減する者（13 名）
および低下する者（4名）の 3パターンに分けることが
できた。また，ITTについて，タスク前と比較して 合
力の増加とともに増加する者（13 名），増減する者（4
名）および低下する者（1名）の 3パターンに分けるこ
とができた。
【結論】“ 合力×持続時間”を一定としたクレンチン
グを片側第一小臼歯で行わせたところ， 合力の大きさ
により歯髄感覚や歯根膜感覚には多様の変化が生じるこ
とが明らかになった。これは，ブラキシズムによる歯の
感覚変化には個人差があることを示している可能性があ
る。

O-C-13

口腔顔面痛患者におけるPDASの評価についての検
討

Evaluation of assessment with Pain Disability Assess-
ment Scale（PDAS）on orofacial pain patients

坂本英治，大島 優，塚本真規，一杉 岳，横山武志
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座歯科麻
酔学分野

【目的】Pain Disability Assessment Scale（PDAS）は
痛みによる日常生活の支障度を評価するものである。口
腔顔面痛でも全般的な生活制限を評価するために用いて
いる。そこで主訴は口腔顔面痛で，明らかな腰下肢痛を
認めないにもかかわらず，PDASのスコアが高い症例が
少なからず存在する。今回，PDASスコアによる口腔顔
面痛患者の傾向について検討した。
【方法】2013 年 4 月から 2017 年 3 月に当科を受診した
口腔顔面痛患者が対象である。PDASスコアで分類し，
年齢，性別，疾患分布，HADS，PCS，TAS20 を比較し
た。
【結果】PDAS=0 群（68 名），PDAS1�9 群（105 名），PDAS
11�20 群（69 名），PDAS21 以上群（84 名）であった。1．
有意な分布ではないが，PDAS高得点群は筋筋膜痛症が
多かった。2．HADS�A，HADS�D，PCSは，PDAS21
以上群では PDAS=0 群，PDAS1�9 群と比較して有意に
高かった。3．年齢，TAS20 は，PDAS21 以上群では PDAS
=0 群と比較して有意に高かった。
【結論】四肢の機能に問題がないながらも生活の制限を
訴える口腔顔面痛患者には筋筋膜痛が多く，心理社会的
な影響の強い傾向が認められた。また疾患群としては頭
頸部筋筋膜痛症が多いことは，これが全身的な線維筋痛
症の初期症状であり，口腔顔面痛のスクリーニングが線
維筋痛症の早期の治療介入につながりうることが示唆さ
れた。
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O-C-14

動的定量的温度感覚検査における熱刺激条件が時間
的加重によるワインドアップ現象に及ぼす影響

The effect of thermal stimulation condition on wind up
and temporal summation of pain intensity during the dy-
namic quantitative thermal sensory test

森口大輔，小石由紀子，林 暁雨，仙崎勇輝，
高岡亮太，石垣尚一，矢谷博文
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】反復性侵害刺激は時間的加重（TS）により痛み
が増強するワインドアップを生じさせ，TSの増強は中
枢性感作を示唆することが知られている。一方，TSは
侵害刺激の強度により健常人にも生じるが，その検査条
件は確立していない。本発表では，動的定量的温度感覚
検査における熱刺激条件の設定を行うことを目的とし
た。
【方法】被験者は成人 30 名（男女各 15 名）とし，動的
定量的温度感覚検査（PATHWAY，Medoc Ltd，Israel）
を 2日間行った。熱 痛閾値（PT）の測定には調節法
を用いた。測定部位は非利き手側の母指球とし，TSに
よる主観的 痛強度（PI）の変化をComputerized VAS
（Co�VAS）により連続記録した。刺激温度は，PT（T
℃），T+1 ℃，およびT+2 ℃とし，おのおの 2秒間隔で
10 回行い，各刺激に対応するCo�VASの積分値から PI
を評価した。PTの再現性を級内相関係数で，刺激の反
復による PI への経時的影響を混合効果モデルで評価し
た。
【結果】異なる測定日間の PTの再現性は高いことが示
された（級内相関係数：男性 0.876，女性 0.745）。T℃で
の反復刺激は PI に影響しないが（男性 p=.788，女性 p
=.256），T+1 ℃，およびT+2 ℃では，刺激反復回数が PI
の増強に有意に影響していた（すべて p=.000）。
【結論】動的定量的温度感覚検査による熱 痛閾値の再
現性は高く，時間的加重によるワインドアップを定量的
に評価できることが示唆された。

O-C-15

症状改善の評価における舌痛症患者と治療者の違い
に不確実さ不耐性が及ぼす影響

Effect of intolerance of uncertainty on the difference be-
tween patient’s and dentist’s evaluation of symptom im-
provement in burning mouth syndrome

宇津宮雅史1，松岡紘史2，吉田光希1，竹之下美穂3，
豊福 明3，千葉逸朗2，安彦善裕1

1北海道医療大学歯学部生態機能・病態学系臨床口腔病理
学分野，2北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系
保健衛生学分野，3東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科歯科心身医学分野

【目的】舌痛症患者では，ドクターショッピングが問題
になることがある。不確かな状況を避けなければならな
いとする不確かさ不耐性の傾向が強い患者では，症状が
完全に消失してない状況に不安を抱き，症状改善の満足
度の低下やドクターショッピングにつながる可能性があ
る。本研究では，舌痛症患者の症状改善の評価に不確実
さ不耐性が及ぼす影響を検討することを目的とする。
【方法】歯科医師によって舌痛症と診断された 22 名を
対象とし，調査研究を行った。調査項目は，VAS，PGIC，
CGI，不確実さ不耐性（SIUS）であり，初診時に SIUS
およびVAS，3か月後にVASおよび PGIC，CGI への
回答を求めた。
【結果】痛みの変化と PGIC および CGI との関連を検討
した結果，痛みの変化は，PGIC とは正の相関，CGI と
は負の相関が得られた。SIUS の高さによって対象者を 2
群に分け，同様の分析を行った結果，SIUS の高い患者
では痛みの変化と PGIC は正の相関が得られたが，CGI
とは有意な相関がみられなかった。また，精神科疾患の
有無で対象者を分け同様の分析を行ったが，痛みの変化
と PGIC および CGI には相関関係はみられなかった。
【結論】SIUS が高い場合は，痛みの変化は PGIC と関
連がみられるが，CGI とは関連がみられなかった。この
患者と治療者の評価のギャップは SIUS によって生じて
いる可能性が示唆された。
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O-C-16

うつ病患者の非定型歯痛に対して半夏厚朴湯が奏功
した 1例

A case report that hangekobokuto was effective for
atypical odontalgia in patient with depression

新井絵理，三浦和仁，岩島佑希，尾崎公哉，山崎 裕
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯
科学教室

【緒言】当科では非定型歯痛に対し SSRI を第一選択薬
としているが，今回，うつ病ですでに長期間にわたり抗
うつ薬が投与されていた症例に，半夏厚朴湯が奏功した
1例を経験したので報告する。
【症例】68 歳女性。主訴：左側下顎後方（左下 4中心）
の痛み。既往歴：高血圧症，糖尿病，骨粗鬆症，うつ病
（デュロキセチン 40mg長期服用中）。現病歴：X�6 年，
左側下顎第一小臼歯の根管治療を 1年以上にわたり受け
たが痛みは軽快せず，徐々に同歯から周囲に拡大してき
たため，X�2 年近医口腔外科を紹介受診した。CTで慢
性骨髄炎の所見が認められたため抗菌薬が投与されたが
改善せず，その後，立効散が投与されたが一時的な効果
しか認めなかった。その後も痛みは持続し，X年他歯科
医院からの紹介にて当科受診した。現症：140cm，60kg
（BMI：30.6），咽喉頭の違和感，首や肩の凝りを認めた。
左側下顎第一小臼歯を含め周囲歯牙，口腔粘膜，顎骨に
異常所見を認めなかった。左側下顎第一小臼歯が痛くな
ると，顎下部や眼窩側まで痛みは拡大した。CMI：IV領
域（多数の特記事項あり）。非定型歯痛と診断し，抗う
つ薬がすでに長期間服用されていたため，半夏厚朴湯を
2包/日から開始した。服用開始 3日後から効果を実感
し，歯痛ならびに咽喉頭の違和感は軽快傾向を示した。
2か月後には下顎義歯を新製したが歯痛の再燃傾向は認
めず，経過良好にて初診 5か月後に終診となった。

O-C-17

歯原性 痛と非歯原性 痛が併存していると診断さ
れた 1症例

Patient diagnosed both nonodontogenic and odontogenic
pain

宮下順子，三浦杏奈，宮下裕志
医療法人社団EPSDC東京国際歯科/お多福坂心理研究所

【目的】補綴治療後から引き起こされた痛みが改善せ
ず，その後何件もの歯科医院や専門医の診察を受けたが
一向に痛みから解放されなかったため当院に受診，痛み
の診断後に行動療法およびブラッシングトレーニング 2
回で快方に向かったケースを報告する。
【方法】患者は 60 代前半の男性で数件の歯科医院や専
門医に受診したが痛みが改善せず，当院を受診。患者は
初診時に痛みはセラミッククラウンをかぶせたのが主な
原因と考えていたが，診査結果，歯肉炎由来の痛みと筋
痛が混在した痛みと診断された。その後，担当歯科衛生
士による歯肉炎改善を目指したブラッシングトレーニン
グと行動療法を全 10 回で取り組むことにした。
【結果】初回面接で，患者と治療同盟を組み良好なラポー
ルを構築し，その後ブラッシング指導および行動療法に
取り組み始め 2回目で痛みが消失し始めた。評価は，
Bleeding on Probing と Patients Global Impression of
Change（PGIC）で痛みを数値化して患者の主観的な痛
みの消失を評価した。
【結論】歯原性 痛である歯肉炎由来の痛みはほぼプ
ラークコントロールにて改善することがわかった。今回
のケースは，歯原性 痛の 1つである歯肉炎由来の痛み
と，非歯原性 痛の 1つである筋・筋膜由来の痛みが混
在したケースであり，診断と両方への対処法を正しく行
う必要のあるケースだったといえる。また歯科衛生士が
患者と寄り添い支援することにより，患者も安心し前向
きに治療に取り組むことができたのも功を奏したのでは
ないかと思う。
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O-C-18

小児科とともに治療を行った 10歳児の顎関節症に
よる頭痛の 1例

A case of headache attributed to temporomandibular dis-
order in a 10�year�old child under collaborated treat-
ment with pediatrics department

臼田 頌1，村岡 渡1,２，西須大徳3,４，池田浩子3，
黄地健仁1，莇生田整治1，河奈裕正1，中川種昭1，
和嶋浩一1

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日野市立病院歯科口腔外科，
4愛知医科大学学際的痛みセンター

【目的】小児の口腔顔面領域の慢性 痛は，治療の選択
肢が少なく難渋することも多い。今回われわれは，小児
科とともに咀嚼筋痛へのアプローチを行った顎関節症に
よる頭痛の 1例を経験したので報告する。
【症例】10 歳，男児，数年前より 1～3か月に 1回の頻
度で頭痛を生じていたが，約 1か月前から週に 1回程度
の頻度となった。小児科で前兆のない片頭痛疑いにてア
セトアミノフェン 400mgが処方されたが症状は若干改
善する程度であり，頭部MRI 検査でも異常所見は認め
なかった。夜間歯ぎしりが強く，顎の痛みも生じるとの
ことで顎関節症との関連性について小児科より当科へ依
頼となった。精査の結果， 筋，側頭筋の硬結，圧痛が
著明で，頻発反復性緊張型頭痛または顎関節症による頭
痛（DC/TMD）の併発が考えられた。
【結果】 筋，側頭筋の筋筋膜痛の改善を目的に，母親
と本人へ徹底したセルフマッサージとストレッチを指導
したところ，筋筋膜痛の軽快に伴い，頭痛は軽快した。
【結論】非歯原性歯痛ガイドラインでは非歯原性歯痛の
約 8割に頭頸部の筋筋膜痛を併発しているとされてお
り，今回の症例のように，小児の頭痛や口腔顔面痛にお
いても咀嚼筋・頸部筋の筋筋膜痛が関与している可能性
があると考えられる。成人に比較し，薬物療法が限定さ
れる小児においては，咀嚼筋・頸部筋の精査，加療を行
うことは患児の治療の選択肢を広げると考えられた。

O-C-19

精神的ストレスの関与が疑われる筋痛による関連痛
の非歯原性 痛に漢方医学的治療が奏功した 1例

A case of Kampo medicine for successful treatment of
non�odontogenic pain accompanied by muscle pain sus-
pected of involving mental stress

安田卓史1，丹保彩子2，矢数芳英3，近津大地1

1東京医科大学医学部口腔外科学分野，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東京医科大
学病院麻酔科

【目的】臨床において，器質的な異常所見が認められな
い非歯原性 痛は治療に難渋することが多い。今回われ
われは長期臨床経過をたどって来院した筋・筋膜痛を
伴った非歯原性 痛に対して漢方医学的治療によって軽
快にいたった 1例を報告する。
【症例】41 歳，女性。身長：153cm。体重：46kg。BMI：
19.65。主訴：左下奥歯あたりの歯肉の痛みが続く。現病
歴：X�1 年 7 月 A歯科において左側下顎第三大臼歯抜歯
施行，X年 2月左側下顎臼歯部の痛みが出現し持続した
ためX年 9月当科を受診した。現症：左側下顎臼歯部全
体にVAS：63/100 の痛みを訴えた。各種検査において
現代医学的に器質的所見を認めなかった。左側 筋およ
び側頭筋に圧痛を認めるも関連痛は認めなかった。漢方
医学的にはストレスおよび不安に起因すると思われる所
見（口乾，咽頭部違和感=梅核気など）を認めた。
【結果】X�1 年 4 月に高知県より都内へ転居したことが
原因の精神的ストレスを疑い，気滞との診断において加
味逍遥散，半夏厚朴湯を段階的に投与した。また左側内
側翼突筋の圧痛とそれに起因する関連痛を当該部に認め
るようになり，芍薬甘草湯および葛根湯も段階的に投与
し，28 週後に痛みはVAS：2/100 となった。
【結論】本症例はかみしめによる内側翼突筋の筋・筋膜
痛の関連痛であり，転居による精神的ストレスが大きく
関与していたと考えられる。精神的ストレスと筋症状に
対して漢方医学的治療が有効であった。
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O-C-20

義歯と関連した口腔内多愁訴症例に対しかかりつけ
医と連携して治療した 1例

A case of treating with oral multiple complaints related
to denture in cooperation with a family doctor

三浦和仁，新井絵理，中澤誠多朗，岩島佑希，
尾崎公哉，山崎 裕
北海道大学大学院歯学研究院口腔健康科学分野高齢者歯
科学教室

【症例】70 代女性。主訴：舌のヒリヒリした痛み。経過：
X�4 年，義歯不適合で近医歯科受診し，残存歯の抜歯，
保存補綴治療，義歯調整を受けるうちに，口蓋のヒリヒ
リを自覚するようになった。新義歯が製作された後もさ
らに上顎歯肉，舌，口唇とヒリヒリ感の範囲は拡大した。
皮膚科での金属アレルギー検査は陰性で，以後，複数の
歯科で 4回にわたり義歯の再製，調整を繰り返した。そ
の経過中に近医口腔外科を受診し口内異常感症と診断さ
れ，立効散含嗽，ロフラゼプ酸エチル，小柴胡湯が投与
されたが一時的な効果しか得られなかった。X�1 年に新
たに受診した歯科で義歯が再製されてからは，義歯床下
粘膜の異常感は軽快した。しかし，舌のヒリヒリした痛
みは残存し口腔乾燥も訴えたため同科からの紹介にてX
年当科受診した。当科受診 1年前にペースメーカーが装
着されてから胸痛を自覚するようになり，それと連動し
て舌も痛くなった。肩こり，頭痛，下半身の冷え，胃腸
の不具合を認めた。口腔内には特記事項を認めなかっ
た。CMI：III 領域（猪突猛進型）で，舌痛のVASは 83
であった。舌痛症と診断し漢方薬を投与しながら，義歯
へのこだわりが相変わらず強かったため，紹介元の歯科
に依頼し必要最小限の義歯調整を行ってもらったとこ
ろ，症状は一時ほぼ消退した。しかしその後再燃したた
め，エスシタロプラムを開始した。これが著功を示し症
状は消失したため現在，減量中である。

O-C-21

心身医学的対応と漢方薬で管理を行った顎関節症の
一例

A case report of temporomandibular disorder managed
by psychotherapy and kampo

岡安一郎1，達 聖月1，鮎瀬卓郎1，和気裕之1,２

1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科麻酔学分野，
2みどり小児歯科

【目的】顎関節症は多因子性の身体疾患であるが，心理
社会的問題の影響を受ける心身症と考えられているた
め，心身両面からの評価と対応が必要となる。狭義の歯
科心身症に該当すると考えられた顎関節症に対し，心身
医学的対応と漢方薬で管理を行った症例を報告する。
【症例】患者：50 代，女性。主訴：頭，顎が痛い。現病
歴：X年 3月，母（80 歳，脳卒中）の入院が契機となり，
上記症状が発症し，近医歯科を受診した。しかし，通院
後も症状が変わらず，同年 8月，当科へ紹介となった。
【結果】主症状は両側の 筋，側頭筋における鈍痛で，
触診時，同部位の圧痛が認められたことから，顎関節症
（咀嚼筋痛障害（I型））と診断した。また，心理社会的
要因は母親の介護による負担が考えられた。病態説明と
生活指導，環境調整より治療を開始したが， 痛の他，
動悸やめまい，肩凝り等の随伴症状がみられたため，漢
方薬（加味逍遥散）を併用した。その後，症状の軽減を
確認しながら，加味逍遥散を減量し（7.5g/日から 5g/日，
5g/日から 2.5g/日），初診から 7か月後の現在，良好な
管理が維持できている。
【結論】本症例は，心身医学・精神医学的な対応を要す
る患者の分類（MW分類）の狭義の歯科心身症に該当す
る（Type D）と考えられた。このようなケースに対し，
通常，心身医学療法と薬物療法（主に向精神薬）が用い
られるが，今回のように，代替薬としての漢方薬の有効
性が期待できる。
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O-C-22

菌血症より発症したと考えられる急性化膿性顎関節
炎の 1例

A case of acute suppurative arthritis of the temporoman-
dibular joint associated with bacteremia

石塚真士，小林大輔，清水博之，重松司朗
東京都立多摩総合医療センター歯科口腔外科

【目的】急性化膿性顎関節炎は，比較的まれな疾患であ
るが，感染経路が不明なことが多い。今回われわれは，
インフルエンザ罹患後の上気道感染による菌血症から発
症したと考えられる急性化膿性顎関節炎を経験したの
で，その概要を報告する。
【症例】患者：62 歳，女性。現病歴：2017 年 12 月，咽
頭痛と発熱により近医受診し，インフルエンザB型と診
断され，オセルタミビルリン酸塩カプセルを服用してい
た。数日後より，顔面浮腫と発赤を認めたため近医再受
診し，ベタメタゾン・d�クロルフェニラミンマレイン酸
塩錠を処方されたが，症状改善せず，当院ER受診した。
当院初診時では，開口障害，右側顎関節部に軽度の腫脹
および強い圧痛を認めた。さらに 38 度台の発熱，WBC
と CRPの上昇，造影CTにて右側顎関節部に膿瘍形成
を認めた。そのため化膿性顎関節炎の疑いで，当科紹介
となった。
【結果】初診当日に入院し，セフトリアキソンNa 2g/日
を連日点滴投与した。また，局所麻酔下に，右側顎関節
周囲に膿瘍切開を行い，排膿を認めた。その後，腫脹，
痛および開口量は急速に改善し，入院 9日目で退院と

なった。細菌培養検査では，静脈血，膿瘍からそれぞれ
Streptococcus pyogenes が検出されたため，血行感染に
よる急性化膿性顎関節炎と考えられた。
【結論】今回の症例では，静脈血，膿瘍から同様の菌が
検出されたことから，インフルエンザから起因した血行
感染が原因であったと考えられる。

O-C-23

円板転位非復位型顎関節症治療後に発症した，進行
性下顎頭吸収症の一例

Progressive condylar resorption（PCR）developed after
treatment of temporomandibular disorders patients with
disc displacement without reduction. A case report

堀 慧，永田和裕，横江朋子，渥美陽二郎，永井 渉，
坂井 大
日本歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来

【目的】本報告では，顎関節症の治療後に発現した，進
行性の下顎頭吸収症例に関して，その経過と発症後の対
応について報告する。
【症例】患者は 43 歳女性，平成 24 年 12 月に，前歯部
の開口と 合異常，咀嚼不全を主訴に来院した。初診時
の診査で自発痛，圧痛は確認されず，最後方歯のみで歯
の接触を認めた。MRI 検査で下顎頭の吸収，海綿骨の消
失，下顎枝の短縮が確認された。既往症は平成 22 年 5
月に当外来にて，急性クローズドロックの治療を行い，
症状消失したため平成 22 年 12 月に治療終了となった。
合異常は前回治療終了時にも自覚したが， 合調整で

対処したという。その後，徐々に前歯開口が増加し，症
状が顕著となることから当科を再受診した。
診査後，後方歯の顕著な早期接触を削除するととも
に，運動練習を中心としたリハビリ療法を開始したが，
著明な 合状態の改善は認めず，咀嚼障害の改善のため
に下顎にスタビリゼーションスプリントを適用し，咀嚼
時も含めて 24 時間装着を指導した。
【結果】スプリント装着後，定期的にリコールを行い，
スプリントおよび天然歯の 合調整を行った。平成 29
年 11 月に画像検査を含めた再評価を行い， 合変化は
生じていないと判断されたことから， 合調整および部
分的な修復処置による 合改善を図った。
【結論】顎関節症治療後に発症した進行性下顎頭症例に
対して，長期的なスプリントとリハビリ療法を適用して
長期的な管理を行った。
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O-C-24

顎関節滑膜性軟骨腫症に関節鏡診断と支援手術が奏
功した 1例

Arthroscopy assisted TMJ open surgery in case with re-
currence synovial chondromatosis

田村佳代，村上賢一郎
赤穂市民病院歯科口腔外科

【目的】滑膜性軟骨腫症は，滑膜下組織や間質結合組織
が軟骨，骨組織に化生し発症する疾患である。今回われ
われは，顎関節滑膜性軟骨腫症の診断と治療に，関節鏡
ならびに同支援手術が有効であった症例を報告する。
【症例】37 歳男性。主訴は右側顎関節痛。2015 年 12 月
に右側上顎智歯抜歯後，右側顎関節部に閉口時痛を認
め，2016 年 3 月からスプリント療法行うも改善なく，同
年 6月に当科へ紹介受診となった。
【所見】初診時は開口 2横指，顎偏位はなく，閉口時に
右顎関節部 痛を認めた。パノラマX線写真で右側下顎
頭の変形やその近傍に石灰化物は認めなかった。MR画
像で上関節腔内に滑液と微小腫瘤を疑う所見を認めた。
外来では症状変化なく，滑膜性軟骨腫症を疑い全身麻酔
下に関節鏡にて診断，鏡視下に多数の軟骨瘤を摘出し
た。その後良好に経過するも，術後 10 か月頃より再度，
右側顎関節部の 痛を認めた。MR画像で顎関節腔内に
液性貯留を認め，一部には小腫瘤の集合体のような低信
号所見があり，同疾患の再発が疑われた。再手術は上関
節腔の開放手術とし多数の腫瘤を摘出した。さらに術中
に関節鏡で下顎窩を確認すると複合小腫瘤塊が癒着して
おり除去した。関節円板は保存した。病理組織所見はい
ずれも滑膜性軟骨腫症であった。
【結論】本症例のように画像だけでは腫瘤，遊離体の存
在などの診断が困難な症例に対して，顎関節鏡視診断と
関節鏡支援下手術は有用であった。

O-C-25

咀嚼筋 ・ 膜過形成症における術式の工夫

Devising of the operation for masticatory muscle tendon
and aponeurosis hyperplasia

土生 学1,２，国領真也2，三次 翔1，吉岡 泉2，
冨永和宏1

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

【目的】咀嚼筋 ・ 膜過形成症の術式は一定の見解を
得ているが， 膜の肥厚が著しい症例では，側頭筋の剝
離や切離に難渋したり，筋突起切除が困難な症例にも遭
遇する。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こともある。今回，われわれは
当院で観血的処置を施行した咀嚼筋 ・ 膜過形成症患
者の術式について工夫を行ったので報告する。
【症例】41 歳男性。主訴：開口障害。初診時開口距離 22
mm，側方運動は両側 8mm。硬性の開口障害を認め，咀
嚼筋に索状様構造物を触知した。咀嚼筋 ・ 膜過形成
症と診断し，両側咀嚼筋 ・ 膜切除ならびに筋突起切
除を施行した。術中，筋突起部の側頭筋付着部に強固に
固着した 膜剝離に難渋したため，金冠鋏にて索状組織
を切離した後，筋突起切除を行った。 筋 膜は可及的
に切除し，開口量が 40mm以上となることを確認して手
術を終了した。
38 歳女性。主訴：開口障害。初診時開口距離 25mm，

側方運動は 8mm。 筋の肥大を認め， 筋前縁に大き
な索状様構造物を触知した。咀嚼筋 ・ 膜過形成症と
診断し，両側咀嚼筋 ・ 膜切除と筋突起切除を行うも
開口量が十分でなく，下顎角切除を追加したところ，60
mm程度の開口が確保でき，手術を終了した。
【考察】側頭筋 が硬化している症例では， の切離に
金冠鋏が有効であった。また，開口量が確保しにくい症
例では，下顎角切除も検討すべきと考えられた。
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P-1

次世代シーケンシング解析による咀嚼筋 ・ 膜過
形成症患者の側頭筋 に特異的に発現する遺伝子群
の同定

Analysis of differential gene expression in temporal ten-
dons of patients with masticatory muscle tendon�ap-
oneurosis hyperplasia by using next�generation sequenc-
ing

湯本愛実1，佐藤 毅1，遠藤眞央1，林 直樹1，
川田由美子1，依田哲也1,２

1埼玉医科大学医学部口腔外科学講座，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分野

【目的】咀嚼筋 ・ 膜過形成症は，側頭筋の や 筋
の 膜などが過形成するために，筋の伸展を妨げて開口
制限を呈する疾患である。発症要因は不明であるが，幼
少期から徐々に進行し，必ず両側性に発現することから
遺伝的要因の関与が推察されている。今回われわれは本
疾患の原因遺伝子の探索を目的とし，次世代シーケン
サーを用いた網羅的遺伝子発現変動解析を行った。
【方法】対象は，疾患群として側頭筋 ・ 膜部分切除
術を行った咀嚼筋 ・ 膜過形成症患者 7 名，対照群と
して開口制限がない顎変形症患者 3 名とした（すべて女
性）。側頭筋 より RNA を抽出し，Hiseq4000 を用いた
RNA シーケンスを行い，トランスクリプトーム解析や
GO 解析などのバイオインフォマティクス解析を行っ
た。（埼玉医科大学病院倫理審査委員会承認番号：717�
III）
【結果】同定された 19,676 の遺伝子のうち，対照群と比
較し疾患群において筋細胞や 細胞の分化制御に関連す
る 124 の遺伝子の有意な発現上昇を認めた。その遺伝子
群には， や骨格筋に特異的に発現する Mohawk や
Myogenic Factor 5，Myoblast determination protein 1
などが含まれていた。
【結論】本研究で 発生のマーカーや骨格筋発達のマス
ターレギュレーターとされる複数の遺伝子の発現変動を
確認した。これらが本疾患の病態に関与している可能性
が示唆され，これらを診断マーカーや内科的治療のター
ゲットとして発展させていくためのさらなる研究が望ま
れる。

P-2

内在性ヒアルロン酸が及ぼす破骨細胞支持能への影
響

Effect of endogenous hyaluronan on osteoclast formation

中尾優子1，吉岡 泉1，引地尚子2

1九州歯科大学大学院歯学研究科生体機能学講座口腔内科
学分野，2九州歯科大学歯学部口腔保健学科学際教育推進
ユニット

【目的】ヒアルロン酸（HA）は特に関節部に多く存在
していることから，骨・軟骨代謝との関連性が示されて
おり，顎関節症を含む関節病変の病態形成への関与や治
療薬としての応用が注目されている。一方で，破骨細胞
の分化には，骨髄間質細胞上に発現する分化因子からの
シグナルが必須であり，この発現は細胞外マトリクスを
含めたさまざまな因子によって制御される。今回，破骨
細胞支持細胞周囲に存在する HA 量の変化が，その支持
能に及ぼす影響について検討した。
【方法】破骨細胞支持細胞である ST2 細胞を，ヒアルロ
ニダーゼ，TGF�β1 にて前処理後に，活性型ビタミン D3

およびデキサメタゾン存在下で培養した。培養後の細胞
より各サンプルを回収し，培養上清中の HA 濃度および
破骨細胞分化因子（RANKL）の発現について解析を行っ
た。また，破骨細胞前駆細胞との共培養実験を行い，破
骨細胞分化への影響について解析を行った。
【結果】ヒアルロニダーゼ前処理による HA 分解によ
り，活性型ビタミン D3およびデキサメタゾンによる
RANKL の発現誘導がさらに亢進した。一方で，TGF�
β1 前処理による HA 合成酵素 HAS2 の発現誘導を介し
た HA 合成の増加に伴い，RANKL の発現誘導は有意に
抑制されることが明らかとなった。共培養実験において
も同様の結果が得られた。
【考察】以上の結果より，破骨細胞支持細胞における内
在性 HA の増減が RANKL 発現の制御を介して破骨細胞
の活性を調節し，顎関節症の病態形成に関与する可能性
が示唆された。
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P-3

ヒト顎関節滑膜細胞のMCPs 産生に対する FN�Fs
の影響

Effect of FN�Fs on MCPs production in the fibroblast�
like synoviocytes from human temporomandibular joint

鈴木麻由1，小倉直美1,２，矢野照雄1，高橋康輔1,２，
山﨑文恵1，服部俊夫1，渡邊 駿1，石上大輔1,３，
清水 一3，伊藤 耕1,２，近藤壽郎1,２

1日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座，2日本大学松戸
歯学部口腔科学研究所，3松戸市立総合医療センター歯科
口腔外科

【目的】細胞外基質の分解産物が慢性炎症の病態形成に
関与することが報告されてきている。フィブロネクチン
は細胞外基質分解酵素によって分解され，生じたフィブ
ロネクチンフラグメント（FN�Fs）が，関節炎の増悪に
関与することが報告されている。本研究では，顎関節炎
症病態への FN�Fs の影響を調べることを目的として，
培養ヒト顎関節滑膜細胞（滑膜細胞）に 30kDa FN�Fs を
作用させ，発現変動する炎症関連因子について検討し
た。
【材料および方法】顎関節内障患者滑膜から out growth
法により滑膜細胞を得た。滑膜細胞に無血清条件下で，
30kDa FN�Fs を作用させた。シグナル伝達経路はインヒ
ビターによる阻害実験によって検討した。遺伝子発現量
は real time PCR 法を，タンパク質産生量は ELISA 法を
用いて測定した。
【結果】滑膜細胞に 30kDa FN�Fs を作用させると，
MCP�1，MCP�2，MCP�3 の遺伝子発現が上昇した。30
kDa FN�Fs は，MCP�1 タンパク質産生量を上昇させた。
また，MAPK および NF�kB 活性化経路の阻害薬を作用
させたところ，MCP�1 の産生量は，JNK1/2，NF�kB，
PI3K，TAK1 阻害薬によって低下した。
【結論】滑膜細胞において，30kDa FN�Fs は NF�kB 経
路を介して MCPs 遺伝子発現およびタンパク質産生量を
上昇させることが示唆された。MCP�1 は主としてモノ
サイトを遊走させるケモカインであり，モノサイトは炎
症性因子を産生することが報告されている。よって，30
kDa FN�Fs は顎関節における炎症亢進に関与する可能性
が示唆された。

P-4

Inducing Temporomandibular Anterior Disc Dis-
placement Experimentally? A model on Rats

GIA KIEU NGAN NGUYEN，西山 暁，嶋田昌彦
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制
御学

【Objective】To create rats model for anterior disc dis-
placement（ADD）of the temporomandibular joint
（TMJ）by surgical intervention.
【Methods】28 sixteen�week�old male Wistar rats were
used；4 control rats sacrificed at the beginning, 12 rats
for sham�operation group and 12 rats for ADD induced
by surgery group. The right temporomandibular upper
joint cavity was opened. The disc was identified, then
solely mobilized in sham�operated rats. For inducing
ADD, a non�absorbable suture passed through anterior
part of the disc, pulled the disc forward, and the other
end of the suture was fixed to a hole drilled on the zygo-
matic arch. After 1 week, 4 weeks, and 8 weeks, 4 rats
from each group were sacrificed, TMJ blocks were har-
vested for micro CT and histological examination.
【Results】Gross examination after sacrificing showed
that in 8 over 12 rats of ADD surgery group（66.7％）, the
TMJ disc could remain anterior displacement. Unsuc-
cessful cases were due to disc perforation or broken zy-
gomatic arch. Micro CT evaluation and histological ex-
amination showed minimal changes in sham�operation
rats. For ADD surgery group, condyle cartilage thick-
ness tended to decrease during follow�up period. More-
over, some areas absent in condylar cartilage. Micro CT
assessment for this group also indicated changes on the
condyle shape.
【Conclusion】In this first�time established model for
temporomandibular anterior disc displacement on rats,
successful rate was 66.7％. Current used surgical tech-
nique should be modified to eliminate the aforementioned
complications. This model may be used for evaluating in-
tra�articular changes to deeper understand mechanism
of temporomandibular disorder etiology.
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P-5

退行性病変モデルマウスの関節軟骨におけるNG2と
VI 型コラーゲンの相互的時空間変化

Spatiotemporal changes in NG2 type�VI collagen interac-
tions during degenerative joint disease in the TMJ

四ツ谷 護1,２，佐藤 亨1，リードデビッド2

1東京歯科大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座，2イ
リノイ大学シカゴ校歯学部オーラルバイオロジー

【Objective】TMJ degenerative joint disease（DJD）is
of unknown etiology and has limited interventional op-
tions. Neuron/glia antigen（NG2）is type1 transmem-
brane proteoglycan that is expressed in a variety of cells
and has a known binding affinity with type VI collagen.
This study defines the spatiotemporal changes in NG2�
typeVI collagen interaction during degenerative joint
disease in the TMJ.
【Materials and Methods】DJD was induced in male c57
BL/6 mice unilateral partial discectomy. Tissue was col-
lected at 4, 8, 12, and 16 weeks post�operatively, and par-
affin embedded. Colocalization of dual labeled im-
munofluorescence was calculated using the WCIF Image
J plugin. For histomorphometric analysis, sections were
deparaffinized and stained with safranin�o/fast green
staining. The progression of TMJ DJD at each time point
was quantified using a Modified Mankin Score.
【Results】NG2�typeVI collagen interaction were evalu-
ated as a function of depth because of the heterogenous
cell population of the mandibular condylar cartilage
（MCC）. High levels of membrane bound NG2 were ob-
served in articular, proliferative, and some chondroblas-
tic cells.
【Conclusion】These data support the hypothesis that
the NG2 colocalizes with typeVI collagen in the pericellu-
lar matrix, and that disruption of this signaling could pro-
mote cartilage degeneration.

P-6

ヒト変形性関節症（OA）軟骨由来細胞を用いた三次
元培養組織の繰り返し圧縮負荷による炎症性サイト
カインと基質分解酵素の発現促進

Excessive cyclic compressive loading upregulates pro�in-
flammatory cytokines and matrix metalloproteinases on
3D tissue of human chondrocytes isolated from osteoar-
thritis patients

疋田光波1,２，岡本知子3，矢谷真也3，藤井智子3，
中野宏祐1，宮本 諭2，中田 研2，中嶋正博3

1大阪歯科大学大学院歯学系研究科口腔外科学，2大阪大
学大学院医学系研究科健康スポーツ科学（スポーツ医
学），3大阪歯科大学口腔外科第二講座

【目的】顎関節症の関節円板前方転位症例においてクレ
ンチングやブラキシズムのような機械的ストレスは顎関
節炎や軟骨破壊を引き起こし，変形性顎関節症の原因の
一つとなる。今回われわれはヒト膝 OA 軟骨由来細胞の
過度な力学負荷刺激に対しての組織応答の検討を行っ
た。
【方法】ヒト OA 軟骨由来細胞を atelocollagen sponge
（MightyⓇ Koken corp）に塡入し三次元培養を行い，CLS�
5ZⓇ（Technoview, Inc）を用いて，過負荷運動刺激強度
に相当する 40kPa を Z 軸方向のみに 0.5Hz，1 時間の繰
り返し圧縮負荷を加えた。Control 群は 0kPa とした。力
学負荷 6 時間後にリアルタイム RT�PCR 法にて炎症性
サイトカインと基質分解酵素およびレセプター（IL�6，
IL�8，MMP3，MMP13，ADAMTS4，ADAMTS5，ADAM
10，ADAM17，MT1�MMP CD44）の遺伝子発現の定量
評価を行った。また同時に培養上清を採取し，炎症性タ
ンパク（IL�6，IL�8，PGE2）を HTRFⓇ法にて定量評価
を行った。
【結果】IL�6，IL�8，MMP3，ADAMTS4，CD44，ADAM
17 の遺伝子発現は繰り返し圧縮負荷群において統計学的
に有意に増加を示した。MMP13，ADAMTS5，ADAM
10，MT1�MMP の遺伝子発現は有意差を認めなかった。
IL�6，IL�8，PGE2 のタンパク量は繰り返し圧縮負荷群
において統計学的に有意に増加した。
【結論】過度な繰り返し圧縮負荷によりヒト OA 軟骨由
来細胞の三次元組織は炎症性サイトカインと基質分解酵
素の発現を促進し，関節炎を惹起させることが示され
た。
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P-7

Activin�Aにおける破骨細胞分化誘導の解明

Mechanisms involved in enhancement of osteoclast for-
mation by Activin�A

梶田倫功1,２，三次 翔2，土生 学2，吉岡 泉3，
上村俊介1，冨永和宏2

1山口赤十字病院，2九州歯科大学歯学部顎顔面外科分
野，3九州歯科大学歯学部口腔内科学分野

【目的】顎関節の変形性関節症は，関節組織が変形し，
痛などの症状を呈する難治性疾患で，破骨細胞などの

さまざまな因子の発現が関与している。Activin�A は，
TGF�β ファミリーに属するサイトカインで，顎関節に
発現することが報告されている。過去の報告では，Ac-
tivin�A が破骨細胞形成を制御に対する詳細な分子メカ
ニズムは解明されていない。そこで in vitro の破骨細胞
誘導系に対して Activin�A を作用させ，その分化修飾メ
カニズムについて解析を行った。
【方法】マウス由来の骨髄細胞と RAW 264.7 cell を Ac-
tivin�A 存在/非存在下に培養して，TRAP 染色およびア
クチンリング染色を行い，破骨細胞の形成と成熟を評価
した。また，Activin�A 刺激時の遺伝子の発現を Real�
time RT�PCR，細胞内シグナル分子の活性化については
Western blotting 法，Immunoprecipitation 法 に て 検 証
した。
【結果】骨髄細胞培養系において，Activin�A 存在下に
おいて，RANKL 誘導の TRAP 陽性多核細胞の形成およ
びアクチンリングの形成は，Activin�A 添加により亢進
が観察された。Real�time RT�PCR 解析の結果，RANKL
による破骨細胞分化関連遺伝子の発現誘導が Activin�A
併用群で増強した。また，NFATc1，c�fos については
Activin�A 併用により，タンパクレベルでの発現亢進が
検出された。Immunoprecipitation 法の結果から，p�
SMAD2 と p�c�fos の結合によって NFATc1 の発現亢進
が示された。
【結論】Activin�A は破骨細胞前駆細胞に作用して
NFATc1 の発現亢進を介して，RANKL 誘導の破骨細胞
形成を正に制御することが示された。

P-8

日本酒は情動ストレスによる 筋の侵害受容反応の
増大を抑制する

Inhibitory roles of Japanese Rice Wine（Sake）on mas-
seter muscle nociception after repeated psychophysical
stress conditionings in the rats

中谷暢佑1,２，岡本圭一郎2，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新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生理学分野

【目的】慢性ストレス状態は， 痛応答の増大など負の
生体機能の変調をもたらすが，適度のアルコール含有飲
料の摂取はリラックス効果をもたらす。今回われわれは
日本酒がストレス誘発性の 筋侵害反応の増大を軽減で
きるか否かを三 神経脊髄路核尾側領域（Vc）から上位
頸髄での Fos タンパクの発現を指標に検討した。
【方法】雄ラットを用い連続 3 日間（10 分間/日）の強
制水泳ストレス処置（FST）を行った。FST の 30 分後，
生食水，15％ エタノールまたは日本酒（アルコール量：
400mg/kg/日）を腹腔内投与した。FST 時，非水泳時間
（うつ様行動の指標）を計測した。4 日目， 筋へ 5％
ホルマリン（20ml）刺激を与えた 2 時間後，Vc から上
位頸髄部の切片を作成，Fos 抗体による免疫組織染色を
行い，Fos 発現数を定量した。
【結果】日本酒は FST における非水泳時間を短縮させ
た。生食水投与群では，ストレス処置は Vc から上位頸
髄での Fos 発現数の増加を認めた。日本酒およびエタ
ノールは生食水投与群に比し，Fos 発現数の有意な減少
を認めた。また日本酒の Fos 発現の抑制効果はエタノー
ルより有意に大きかった。非ストレス群ではエタノー
ル，日本酒ともに Fos 発現に変化を認めなかった。
【結論】日本酒はストレスによるうつ様行動ならびに
筋の侵害受容応答の増加を抑制する。そしてその効果は
エタノールおよび非エタノール成分によることが示唆さ
れた。
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P-9

口腔顔面領域における成体期切開後痛覚過敏には新
生児期外傷性ストレスが関与する

Neonatal injury stress is involved in the orofacial inci-
sional hypersensitivity in adulthood

相馬久実1，岩田幸一2

1日本大学歯学部小児歯科学講座，2日本大学歯学部生理
学講座

【目的】新生児期外傷によるストレスは成人後の神経系
にさまざまな変化を起こし，痛覚過敏発症の原因となる
可能性があるが，その詳細は不明である。そこで，本研
究では，顔面皮膚切開痛に対する新生児期外傷性ストレ
スの影響を検討した。
【方法】生後 4 日の雄性 SD ラットの口髭部皮膚に切開
を加えて 7 週目に同部位に再切開を施した incision�inci-
sion 群，7 週目に切開を加えた sham�incision 群，縫合
のみを行った sham�sham 群を用いた。再切開後 14 日目
まで口髭部の熱・機械逃避反射閾値（H, M HWT）を測
定した。さらに再切開後 14 日目に，口髭部投射 TG
ニューロンでの Nav1.8 発現解析，再切開後 14 日目の
Nav1.8 阻害薬投与あるいは 14 日間の CCR2 拮抗薬の切
開部投与に対する M HWT を測定した。
【結果】Sham 群と新生児に切開を加えた群間において
口髭部皮膚の H, M HWT に違いはみられなかった。一方，
incision�incision 群では sham�incision 群に比べ H, M HWT
が低下し，口髭部投射 Nav1.8 陽性 TG ニューロン数が
有意に増加した。また，Nav1.8 と CCR2 阻害により M
HWT の低下を抑制した。
【結論】新生児期切開による成体期切開後痛覚過敏の増
強には，口髭部投射 TG ニューロンでの Nav1.8 の発現
増加によるニューロン活動亢進の関与が示唆された。

P-10

ラット三 神経節における組織透明化の応用と細胞
体局在の検討

Application of tissue clearing and consideration of three�
dimensional topography in rat trigeminal ganglion

千堂良造1,２，杉村光隆1，糀谷 淳1，眞鍋庸三1，
山形和彰1，山下 薫1，後藤哲哉2

1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔全身管理学
分野，2鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科機能形態
学分野

【目的】三 神経節では，神経損傷した細胞体が周囲の
細胞へ作用し，非損傷部位の感覚異常を誘発すると考え
られている。この修飾機構解明には，三 神経節内での
細胞体局在を考慮する必要があるが，局在を三次元的に
解明したものは少ない。そこで本研究では，組織透明化
を応用し，特に口腔領域における細胞体局在を三次元的
に明らかにした。そして，三 神経節内の相互作用解明
に必要な基礎的データの供給を目指した。
【方法】ラットの角膜，眼窩下神経，口蓋粘膜，上顎臼
歯，下顎臼歯， 筋，舌へトレーサーを注入，1 週間後
に灌流固定し，三 神経節を取り出した。三 神経節は
3 枚に分割し，組織透明化を行い，共焦点レーザー顕微
鏡で撮影，Neurolucida で三次元再構築した。
【結果】ラット三 神経節の透明化には 3DISCO が有用
で，組織収縮はするものの，位置関係は変わらなかった。
細胞体局在として，角膜では吻側領域の内側部，背側に
偏って陽性細胞が存在した。眼窩下神経，口蓋粘膜，上
顎臼歯歯髄では，吻側領域の内外側全体に分布していた
が，各受容野で主に分布する領域が異なっていた。下顎
臼歯歯髄， 筋，舌では，尾側領域を中心に吻側領域ま
で細胞が広がっており，局在の偏りはみられなかった。
【結論】三 神経節内の吻側尾側連続領域から尾側領域
にかけて，細胞体局在は不明瞭で，特に下顎臼歯， 筋，
舌，上顎臼歯では細胞体が近接する可能性が示された。
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P-11

漢方薬半夏瀉心湯の成分イソリクリチゲニンは口内
炎性 痛を緩和する

Isoliquiritigenin, an ingredient in Kampo（hange-
shashinto）, relief pain in oral ulcer

宮村侑一1,２，人見涼露1，森本泰宏2，小野堅太郎1

1九州歯科大学歯学部生理学分野，2九州歯科大学歯学部
歯科放射線学分野

【目的】漢方薬である半夏瀉心湯は口内炎に対し鎮痛作
用をもつことが報告されている。近年われわれは，半夏
瀉心湯を構成する生薬から抽出されるイソリクリチゲニ
ン（以下 ILG）が電位依存性 Na+チャネルを抑制するこ
とを見いだした。本研究ではこの ILG に注目し，その鎮
痛作用の解明を目的とした。
【方法】侵害受容に関連する電位依存性イオンチャネル
（Nav1.1，Nav1.3，Nav1.6，Nav1.7，Nav1.8 および Cav2.2）
への ILG の作用をオートパッチクランプ法にてスクリー
ニングした。また，活動電位への作用を検討するため，
ラット感覚ニューロンに対してホールセルパッチクラン
プ法を用いた。行動実験では，急性 痛として口内炎性

痛および化学物質誘発性 痛に対する鎮痛作用を評価
した。
【結果】オートパッチクランプ法にて ILG は検討したす
べての電位依存性イオンチャネルに対して抑制作用を示
した。また，多くのニューロンにて活動電位の抑制が認
められた。行動実験では，化学物質および口内炎により
惹起される 痛に対し ILG は鎮痛作用を示した。
【結論】ILG は侵害受容に関連する電位依存性イオン
チャネルを抑制することで，口内炎を含む急性 痛を緩
和することが示唆された。これが半夏瀉心湯の鎮痛作用
に関与していると考えられる。

P-12

機械受容チャネルである TRPA1 と TRPV4 が歯の移
動により誘発される 痛発症に関与する

The mechano�sensitive TRPA1 and TRPV4 channels
are involved with orthodontic pain

森井 葵1,２，人見涼露1，川元龍夫2，小野堅太郎1

1九州歯科大学歯学部生理学分野，2九州歯科大学歯学部
顎口腔機能矯正学分野

【目的】歯科矯正治療中，歯の移動により生じる痛みは
患者に不快感やストレスを与える。これは患者の QOL
と治療に対するモチベーションの低下に繋がり，治療の
中断を引き起こすこともある。歯への矯正力は歯根膜へ
の持続的な機械刺激であるため，本研究では機械受容
チャネルである TRPA1 と TRPV4 の 痛への関与につ
いて，実験的歯牙移動モデルを用いて検討した。
【方法】300～400g 雄性ウィスターラットを使用した。
三種混合麻酔下にて上顎右側切歯と同側第一臼歯間に
Ni�Ti コイルスプリングを装着し，50 g の矯正力を負荷
した群を牽引群とした。シャム群には同様の処置を行
い，矯正力を負荷しなかった。処置の翌日に，侵害受容
行動である顔面グルーミング様行動（両前肢を舐める行
動）を測定した。TRPA1 拮抗薬（HC�030031）もしく
は TRPV4 拮抗薬（RN�1734）を行動観察の 1 時間前に
腹腔内投与した。歯根膜での TRP チャネルの発現を評
価するために，組織切片において神経線維マーカー PGP
9.5 と抗 TRPA1 抗体および抗 TRPV4 抗体を用いて二重
免疫蛍光染色を行った。
【結果】シャム群と比較して，牽引群は顔面グルーミン
グ様行動が有意に延長していた。牽引群は各拮抗薬投与
により，コントロール溶液投与と比較して，顔面グルー
ミング様行動は有意に短縮した。ラットの歯根膜におい
て，PGP9.5 免疫陽性神経線維は TRPA1 および TRPV4
免疫陽性であった。
【結論】これらの結果は，TRPA1 および TRPV4 が歯
の移動によって誘発される 痛発症に関与していること
を示唆している。
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P-13

口内炎 痛に対する抗がん剤の影響

Effects of an anticancer drug on oral ulcerative mucosi-
tis�induced pain

人見涼露，小野堅太郎
九州歯科大学歯学部生理学分野

【目的】代表的抗がん薬の一つであるシスプラチンはし
びれや痛みなど感覚異常を引き起こすが，その機序とし
て活性酸素による感覚神経傷害が報告されている。ま
た，化学療法中の口腔内傷害や嘔吐，放射線治療などで
発症する口内炎は，激痛を伴うことから臨床上の深刻な
問題となっている。本研究ではシスプラチンが及ぼす口
内炎 痛への影響とその 痛発症機序の解明を目的とし
た。
【方法】雄性 Wistar ラットにシスプラチン（4mg/kg）
または生理食塩水を 2 回，4 日間隔で腹腔内投与後，酢
酸にて口内炎を惹起した。口内炎の重篤度，口内炎部の
細菌数と PGE2量および白血球数とその細菌貪食能を検
討した。接触痛と自発痛の評価としておのおの機械逃避
閾値と自発ラビング時間を覚醒下にて測定した。
【結果】シスプラチン群の口内炎重篤度は生食群と同程
度だったが，口内炎部の細菌数と PGE2量は減少した。
また，シスプラチン群では口内炎発症による白血球数増
加は認めなかったが，白血球の細菌貪食能は亢進してい
た。さらに，シスプラチン単独で接触痛が発症し，口内
炎発症により増悪した。この接触痛は侵害受容チャネル
TRPA1 拮抗薬または抗酸化薬により抑制された。一方，
自発痛はシスプラチン群では認められなかった。
【考察】シスプラチンは，白血球の細菌貪食能を亢進す
ることで口内炎部の細菌やプロスタノイド産生を低下さ
せ COX 依存性の自発痛を抑制する一方で，活性酸素の
産生や TRPA1 の感作により接触痛を誘発することが示
唆された。

P-14

三 神経痛モデルラットにおけるサイトカインの変
動解析

Analysis of cytokine variation in trigeminal neuralgia
model rat

岩浅匠真，SHAISTA Afroz，JUNHEL C. Danalon，
大島正充，大倉一夫，井上美穂，松香芳三
徳島大学歯学部顎機能 合再建学分野

【目的】難治性の三 神経痛患者は増加傾向にあるが，
その発生機序や病態生理は十分に解明されていない。わ
れわれは三 神経痛の病態解明を目的として，末梢神経
節の障害における局所的なサイトカイン動態を解析し
た。
【方法】4 週齢の SD 系雄性ラットの左側眼窩下神経に
結紮刺激を行い実験群とし，右側は結紮を行わずに sham
群とした。結紮による末梢神経の障害度を解析するため
に，結紮 1，7，14 日後に自動デジタル式 von Frey test
を行い， 痛閾値を測定した。また，同タイムラインに
て三 神経節を摘出し，サイトカインアレイ（Rat Cy-
tokine Array Panel A，R＆D SYSTEMS）によるサイト
カインの変動を解析した。
【結果】神経結紮前の von Frey test による 痛閾値は，
両側平均 32.7g であった。結紮 1 日後では刺激側 10.7g/
sham 側 11.8g，7 日後では刺激側 8.7g/sham 側 27.2g，14
日後では刺激側 26.1g/sham 側 40.1g となり，局所的な
末梢神経刺激による 痛閾値の低下が確認された。末梢
刺激による三 神経節では，29 種類の多様なサイトカイ
ンの発現が検出され，そのなかでも刺激初期に高発現す
る CINC2 や CINC3，刺激後期に発現上昇する IL�10 な
ど特徴的なサイトカインの変動が示された。
【結論】末梢の侵害刺激により，三 神経節では多種多
様なサイトカインの経時的な動態が生じることが示され
た。これらのサイトカイン発現による神経障害性 痛の
機序を解明することにより，新たな神経痛治療の開発に
つながる可能性が示唆された。
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P-15

合評価における fMRI の有用性の検討

Identification of occlusal interference using fMRI

小田昌史，森本泰宏
九州歯科大学歯科放射線学分野

【目的】今回われわれはタスク時の脳賦活領域を画像化
することができる fMRI について， 合の評価に対する
有用性を検討した。
【方法】対象は永久歯欠損がなく， 合異常および顎関
節症の症状を伴わない健常者とした。マウスピースを用
い，上顎右側第一大臼歯歯冠のみを被覆する elevation de-
vice を作成した。Task はタッピングとし，干渉 0mm（ele-
vation device なし），0.75，0.5，0，0mm（30 分後），0mm
（60 分後）の順に行った。
【結果】Task1 では両側中心後回に有意な賦活を認め
た。Elevation device を用いたタスクでは左脳の中心後
回と Brodmann’s area 46 野（前頭前野）に有意な賦活を
認めた。Elevation device を外した後では再び両側中心
後回に賦活を認めた。前頭前野については elevation de-
vice を外した 30 分まで賦活が継続していた。60 分後の
撮像では両側中心後回に反応を認め，前頭前野では反応
が消失していた。
【結論】fMRI を用いることにより 合接触の有無に対
する脳の賦活を画像化することができたと考える。前頭
前野は 合接触を変化させた際の違和感・不快感を反映
していると考える。正常な 合に戻っても 30 分から 60
分程度は違和感が継続すると考える。

P-16

社会的ストレスによって変動する遺伝子の探索

Search for genes that vary with social stress

伊神英治，佐藤 毅，福島洋介，依田哲也
埼玉医科大学病院医学部歯科口腔外科学講座

慢性ストレスで発症する口腔外科領域の疾患には舌痛
症や非定型顔面痛などがある。現在，同疾患の明確な病
態は解明されておらず，また治療法は確立されていな
い。慢性ストレスによって HPA 軸が活性化され痛みの
受容体である TRPV1 レセプターが誘導されることが報
告されたが，変動する遺伝子はいまだ同定されていな
い。そこで，われわれはマウスへ社会的ストレスを負荷
し，採取した検体から変動する遺伝子を発見したためこ
こに報告する。
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P-17

心理特性が顎矯正に関する生活の質に及ぼす影響

Influences of psychological traits on Orthognathic Qual-
ity of Life

中村文彦1,３，坂井信之2，北井則行1，硲 哲崇3

1朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分
野，2東北大学大学院文学研究科心理学研究室，3朝日大
学歯学部口腔機能修復学講座口腔生理学分野

【目的】本研究では，一般の人々に対して顎矯正に関す
る生活の質について調査を行い，さらに心理特性との関
連性を明らかにすることを目的とした。
【被験者および方法】被験者は本実験について説明を行
い，文書による同意を受けた某歯科衛生士専門学校の 1
年生 96 名，3 年生 32 名とした。調査は，無記名，自記
式の質問調査法を用いた。質問内容は矯正歯科治療を受
けた経験，主観的な不正 合の状態，顎矯正に関する生
活の質の質問票（Orthognathic Quality of Life Question-
naire 以下 OQLQ）について尋ねた。心理特性を調べる
ために，矢田部・ギルフォード性格検査を用いた。OQLQ
と性格特徴との関連性について，Pearson の相関係数を
用いて分析した。なお本研究は，朝日大学歯学部倫理委
員会の承認（承認番号 26168）のもとに行った。
【結果】OQLQ の平均値は 24.8±13.7 であり，下位尺度
である顔貌の変形が社会に与える側面，顔貌の審美性，
機能，顔貌の変形の自覚の平均値はそれぞれ 8.5±7.5，7.4
±4.2，1.6±2.7，7.2±3.8 であった。OQLQ と抑うつ性，
気分の変化，劣等感，神経質，主観的，非協調的の間で
有意な正の相関がみられ，思考的外向，社会的外向の間
で有意な負の相関がみられた。
【結論】以上の結果から，心理特性が顎矯正に関する生
活の質に影響することが示唆された。

P-18

顎矯正手術後の関節窩最菲薄部の変化について―CT
による検討―

Study of the minimum thickness of roof of the glenoid
fossa in orthognathic surgical indication patient by using
CT

澤田久仁彦，出澤 幸，鈴木敏浩，佐藤有華，
雨宮俊彦，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】本研究では顎変形症と顎関節症の関連性を解明
することを目的として，顎関節部の骨形態変化に着目
し，顎変形症患者の顎矯正手術前後における顎関節部の
顎関節窩最菲薄部の厚さを計測して，比較検討を行っ
た。
【方法】顎変形症の治療を目的に来院した患者 40 名（男
13 人：22～56 歳（平均 34.8 歳），女 27 人：19～55 歳（平
均 30.1 歳））に対し，術前と術後 1 年目に医科用 CT 検
査（東芝製 Asteion super4 120kV 100mA）を行った画
像を基に歯科放射線科医が関節窩の最菲薄部の厚みを計
測し，比較検討した。
【結果】男女および全年代における術前の関節窩の厚み
の平均は 1.89mm，術後が 1.92mm であり，有意差は認
めなかった。顎関節に異常がないコントロール群と，顎
変形症患者術前後の関節窩の厚みとの比較では，有意差
を認めた。年代別では，術前術後の関節窩の厚みの差は
20 代で大きかったが，有意差は認められなかった。オト
ガイ形成術が施行されたことと，関節窩の厚みの変化と
は関係性が認められなかった。
【結論】関節窩の最菲薄部の厚みは，顎変形症の手術前
後で変化はみられなかった。顎変形症患者の関節窩最菲
薄部の厚みの平均は 1.9mm で，以前に報告した変形の
ない顎関節の関節窩最菲薄部の厚み（0.61mm）と比較
すると肥厚していた。本研究において，顎変形症の術前
後にかかわらず，顎変形症患者では関節窩の厚みは肥厚
傾向にあることがわかった。咀嚼能率や 合力の差で関
節窩への影響があるのではないかと考えられる。
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P-19

事前運動負荷によるかみしめ運動後の 痛感受性の
変調

Modulation of pain sensitivity after low�level jaw clench-
ing exercise by pre�load exercise

田邉雄一1，鳥巣哲朗1，多田浩晃2

1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野，
2長崎大学歯学部総合歯科臨床教育学

【目的】顎口腔系の慢性 痛に歯牙接触癖（TCH）がそ
の一因となる可能性は広く知られている。しかし，その
詳細は不明な点が多い。今回，Eccentric 運動を事前負
荷として与え，その後のかみしめ運動による 痛感覚へ
の影響を検討した。
【方法】被験者は健常者 13 名。初日に事前運動負荷と
して Eccentric 運動またはガム咀嚼（コントロール）を
負荷し，2 日後に低強度かみしめ運動を行わせた。運動
前，運動直後，運動 30 分後の 3 つの時点における 4 連
続電気刺激に対する 痛感覚 VAS を評価した。また運
動前における疲労感，緊張感等を VAS で評価した。1
か月後に負荷運動の種類を入れ替えて同様に実施した。

痛感受性の評価は，4 連続刺激の第 4 刺激の VAS の
値と第 1 刺激の VAS の値の差（VAS4�1）を連続刺激に
よる痛みの加算効果とし，標準化後に分析を行った。
【結果】連続刺激による 痛感覚 VAS4�1 では，統計的
に有意な差はみられなかったが，Eccentric 運動の場合
は 2 日後のかみしめ運動直後に上昇する傾向がみられ，
ガム咀嚼では増加傾向はみられなかった。また，Eccentric
運動事前負荷の場合，2 日後の運動前の疲労感，緊張感
等は，ガム咀嚼の場合より高い値を示した。
【結論】事前運動負荷を行った場合，その後のかみしめ
運動による中枢 痛感受性への影響が，負荷運動の種類
により変調される可能性が示唆された。

P-20

就労女性の覚醒時時間帯別 筋活動の予備調査

Preliminary study of waking�state masseter muscle ac-
tivity according to the time zone of working women

荒井良明1，高嶋真樹子1，山崎裕太1，河村篤志1，
髙木律男1,２

1新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部，2新潟大学大学
院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学

【目的】われわれは就労女性の終日の 筋活動を測定
し，咀嚼筋痛障害患者群と健常者群で比較したところ，
就寝中は両群間で差が認められないにもかかわらず，食
事を除いた覚醒時は咀嚼筋痛障害患者群では健常者群よ
りも low�level の筋活動持続時間が有意に長いことを明
らかとし，この覚醒時の low�level の筋活動に対する介
入の重要性を報告した。そこで今回は覚醒時をさらに詳
細に分析して，就労女性の咀嚼筋痛障害患者の時間帯別
の筋活動の特徴を明らかにすることを本研究の目的とし
た。
【対象と方法】被験者は 20～40 代の未婚の就労女性と
して，患者群は RDC/TMD Group Ia に属する 5 名，健
常者群は顎機能障害の既往がない正常有歯顎を有する 5
名とした。超小型筋電計を片側の 筋の中央部に貼付
し，就寝前から 24 時間無拘束で測定し，low�level の筋
活動の持続時間について分析した。日記から食事を除い
た覚醒時を，朝食前，午前仕事前半，午前仕事後半，午
後仕事前半，午後仕事後半，夕食前，夕食後のそれぞれ
90 分の 7 つのタイムゾーンに分けて比較検討した。
【結果】就労女性の 筋活動は，健常者は終日ほぼ一定
なのに対し，咀嚼筋痛障害患者は，午前よりも午後，特
に午後仕事後半と，夕食前のタイムゾーンに low�level
の筋活動が多く認められた。
【結論】就労女性の咀嚼筋痛障害患者の時間帯別の low�
level の筋活動に特徴が認められたことから，特に注意す
べき時間帯として有効活用できることが示唆されたた
め，今後症例数を増やし職業や婚姻を考慮し精査する必
要がある。
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P-21

睡眠時ブラキシズムが中枢へ及ぼす影響

Effect of sleep bruxism for the central nervous system

飯田 崇1，島田明子2，増田 学1，本田実加1，
山本 泰3，若見昌信1，小見山 道1

1日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学
分野，2大阪歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科，
3日本大学松戸歯学部口腔外科学講座

【目的】経頭蓋磁気刺激装置（TMS）を用いて運動野に
おける運動誘発電位（MEP）を測定し，睡眠時ブラキシ
ズムの習癖が運動野の神経機能へ及ぼす影響について検
討した。
【方法】被験者は顎口腔機能領域に異常を認めない成人
38 名とした。被験者は貼付型簡易式筋電計を夜間睡眠時
に 1 週間使用し，側頭筋筋活動から睡眠時ブラキシズム
のイベント数を算出し，被験者をブラキサー群 19 名と
ノンブラキサー群 19 名の 2 群に分類した。MEP の測定
は TMS を用いて行った。表面電極を右側 筋，右側第
一背側骨間筋（FDI）に貼付し MEP を導出した。安静
時運動閾値（MT）を求めた刺激部位にて TMS にて 90～
160％MT（最大出力範囲）の強度で刺激し，各刺激強度
における 筋，FDI の波形から MEP 振幅を算出した。
【結果】120％MT，160％MT におけるノンブラキサー
群の 筋 MEP 振幅は，ブラキサー群と比較して有意に
大きい値を示した（p＜0.05）。第一背側骨間筋 MEP 振
幅は両群ともに運動課題前後の比較で有意差を認めな
かった。
【結論】以上より，睡眠時ブラキシズムの習癖が下顎運
動に関与する運動野の神経機能に影響を与えている可能
性および下顎運動に関与する運動野の神経機能の違いに
より睡眠時ブラキシズムの習癖が発生している可能性が
示唆された。

P-22

咀嚼筋筋膜症候群の病態解明および治療法の検討

Treatment of masticatory myofascial pain

池田真理子1,２，高根沢大樹1,２，小橋龍太郎1，
野間 昇1,２，岡田明子1,２，今村佳樹1,２

1日本大学歯学部口腔診断学講座，2日本大学歯学部付属
歯科病院ペインクリニック科

【目的】咀嚼筋筋膜症候群の病態解明および治療法を検
討するために本研究を行った。
【方法】この研究は咀嚼筋筋膜痛症状の訴えのない 15
人（男 10 人，女 5 人）を対象とし，理学療法の前後で，
安静時 痛の有無，顔面痛の強さ，頭頸部筋肉と顎関節
における 1.0kg 以下での圧痛点および関連痛を認める部
位，その部位における既定圧触診時の 痛の強さ，圧痛
閾値，顎の最大開口量（無痛開口時，有痛開口時），頭
痛の有無，肩・頸こりの有無，および歯ぎしりの自覚の
有無を評価した。1 回目の検査後，嚙み合わせ日記およ
び頭痛日記を記録させ，2 週間後に評価し，その後に筋
マッサージ，顎の自動・受動開口を指導し 2 週間行わせ
て 3 回目の評価を行った。
【結果】初回の検査で 1.0kg 以下の圧で圧痛症状のあっ
た群（6 人）では，無意識の上下の歯の接触率（TCR）
は 57％，圧痛のない群では 50％ だった。理学療法後は，
前群は 51％，後群は 54％ であった。両群において頭頸
部筋肉の圧痛閾値は，特にストレッチ指導後に側頭筋，

筋，僧帽筋で有意に上昇した。
【結論】日々の診療で咀嚼筋筋膜痛の患者に対して噛み
しめの有無が重要であることを説明しているが，今回，
圧痛のある群とない群で TCR に顕著な差が認められ
ず，重要性を裏付ける結果ではなかった。理学療法後は
症状の改善傾向を認め，有効な治療法であると考えられ
た。今後，対象人数を増やして長期に経過をみる必要が
あると考える。
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P-23

咀嚼筋痛患者に対する心理社会的因子のスクリーニ
ングと病悩期間の関連

Relationships between screening of psychosocial factors
for patients with masticatory muscle pain and the dis-
ease duration

野口智康1，柏木航介1，中村美穂1，半沢 篤1，
半田俊之2，福田謙一1

1東京歯科大学口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛
研究室，2東京歯科大学歯科麻酔学講座

【目的】咀嚼筋痛は顎関節症のなかでも頻繁に遭遇する
重要な疾患である。顎関節症と心理社会的因子は密接に
関係しており，顎関節症の発症や増悪，病悩期間に影響
を与えるとされている。顎関節症と心理社会的因子の関
連については，これまでにも多くの研究が行われている
が咀嚼筋痛に限定した研究はいまだに少ない。今回われ
われは咀嚼筋痛患者を対象に心理社会的因子のスクリー
ニングを行い，病悩期間との関連について統計解析した
ので報告する。
【方法】2015 年 12 月から 2017 年 12 月までに東京歯科
大学水道橋病院ペインクリニック科に来院した患者のな
かから咀嚼筋痛と診断された患者 68 名を対象として，
年齢，性別，心理社会的因子の自己記入式質問票（PHQ�
9，PHQ�15，GAD�7），当科初診までの病悩期間につい
てレトロスペクティブに調査し，心理社会的因子と病悩
期間の関連について統計解析を行った。
【結果】性別は男性 13 名（年齢：47±14.57），女性 55
名（年齢：50±14.74）であった。全体の病悩期間は 5.12
±3.68 年であった。男女の病悩期間は 4.78±3.68 年，5.20
±3.61 年であった。心理社会的因子と病悩期間の相関係
数 は PHQ�9：0.363，PHQ�15：0.450，GAD�7：0.367 で
あった（スピアマンの順位相関係数）。
【結論】病悩期間の長さは治療に対する抵抗性を示すも
のと考えられる。本研究結果から咀嚼筋痛患者の心理社
会的因子のスクリーニングは，治療方針の決定や他科と
の連携に不可欠であると考えられた。

P-24

顎関節症患者における睡眠時ブラキシズムに対する
治療の必要性

Needs of sleep bruxism treatment for TMD patients

早川英利，飯田 崇，西森秀太，神山裕名，本田実加，
増田 学，小見山 道
日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学
分野

【目的】睡眠時ブラキシズムの抑制は顎関節症患者の治
療において有用と考えられているが，治療の対象は明ら
かにされていない。本研究では，顎関節症患者における
睡眠時ブラキシズムに対する治療の必要性について検討
を行った。
【方法】2017 年 1 月～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，初診時に顎関節症と診断された患者 670 名を
対象とした。初診時に顎関節症と診断された患者より日
本顎関節学会による顎関節症の病態分類にて咀嚼筋痛障
害と診断された患者を抽出し，初診時より 2 か月経過し
て咀嚼筋痛が消失しない患者および 2 か月以内に消失し
た患者の 2 群に分類した。初診時より 2 か月経過して咀
嚼筋痛が消失しない患者における睡眠時ブラキシズムの
有無に関する主観的評価を，初診時の問診票にて確認し
た。
【結果】咀嚼筋痛障害と 診 断 さ れ た 患 者 は 592 名
（88.4％）であった。2 か月以内に咀嚼筋痛が消失した
患者は 529 名（79.0％），消失しない患者は 63 名（9.4％）
であった。2 か月以内に咀嚼筋痛が消失しない患者にお
いて睡眠時ブラキシズムを 4～7 日/週の頻度にて自覚す
る患者は 30 名（4.5％）であった。
【結論】2 か月経過して咀嚼筋痛障害が改善しない顎関
節症患者の半数において，ブラキシズムに対する治療が
必要であることが示唆された。
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P-25

急性クローズドロック患者の自然経過

Natural history from the onset of joint symptoms in pa-
tients with closed lock of the temporomandibular joint

由良晋也
市立砺波総合病院歯科口腔外科

【目的】発症からの期間が長い慢性ロック患者について
は，長期間に及ぶ症状の自然経過，自然経過と他の治療
法との比較などの調査結果は多くの論文に示されてい
る。一方，急性ロック患者の自然経過や他の治療法との
比較はあまり知られていない。そこで今回，クローズド
ロック患者の障害発現時からの自然経過を調査し，過去
に報告された他の治療効果と自然経過とを比較した。
【方法】対象は，発症後 2 週間以内に初診，無治療で片
側性の急性クローズドロック 64 名である。初診時，2，
4，8，12 週間後に，最大開口域と開口時・ 合時関節痛
（VAS：0～100％）を調査した。各時期において，障害
の残った（開口域 40mm 未満，関節痛 VAS25％ 以上）
関節数を数え，カプラン�マイヤーの累積不成功率曲線
を示した。
【結果】2 週間後の障害持続は 38 関節（59.4％），4 週間
後は 28 関節（43.8％），8 週間後は 17 関節（26.6％），12
週間後は 5 関節（7.8％）のみであった。パンピングない
しマニピュレーションと自然経過との間の比較では，術
後の開口域増加量に有意差は認められなかった。
【結論】急性ロック患者の症状は，3 か月程度で 90％ 以
上が自然改善する。急性ロック患者への治療は，自然経
過より簡単で効果的でなければならない。

P-26

習慣性顎関節脱臼に対するボツリヌス治療

Botulinum neurotoxin therapy for recurrent temporo-
mandibular joint dislocation

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

【Objective】The aim of this study was to compare the
differences in treatment outcome following intramuscu-
lar injection of botulinum neurotoxin（BoNT）in patients
with recurrent temporomandibular joint dislocation, with
and without muscle hyperactivity due to neurological
diseases.
【Methods】Thirty�two patients（19 women and 13 men,
mean age：62.3 years）with recurrent temporomandibu-
lar joint dislocation were divided into two groups：
neurogenic（8 women and 12 men）and habitual（11
women and 1 man）. The neurogenic group included pa-
tients having neurological disorders, such as Parkinson’s
disease or oromandibular dystonia, that are accompanied
by hyperactive muscles.
【Results】Patients were administered BoNT via in-
traoral injection to the inferior head of the lateral ptery-
goid muscles. In total, BoNT injection was performed 102
times（mean 3.2 times/patient）. The mean follow�up du-
ration was 29.5 months. The neurogenic group was sig-
nificantly（p＜0.001）younger（47.3 years）than the habit-
ual group（84.8 years）and required significantly（p＜
0.01）more injections than the habitual group（4.1 times
vs 1.7 times）to achieve a positive outcome. No significant
immediate or delayed complications occurred.
【Conclusion】The intramuscular injection of BoNT into
the lateral pterygoid muscle is a very effective and safe
treatment for habitual temporomandibular joint disloca-
tion.
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演題取り下げ
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側頭筋における触診条件の相違が関連痛発現に及ぼ
す影響

Influence of different condition with palpation on tempo-
ral muscle for incidence of referred pain and sensations
in healthy participants

増田 学1，飯田 崇1，西森秀太1，神山裕名1，
関端哲士1，本田実加1，小峯千明2，小見山 道1

1日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座，2日本大学
松戸歯学部歯科臨床検査医学

【目的】顎顔面領域における関連痛の発現機序を解明す
ることを目的とし，健常被験者の側頭筋における触診条
件の相違が関連痛発現に及ぼす影響を検討した。
【方法】被験者は顎顔面領域に異常を認めない 16 名と
した。被験者の右側側頭筋表面を縦横 5×3 分割した 15
の測定部位を設定した。各測定部位に 3 種類の強度（0.5，
1，2kgf），3 種類の加圧時間（2，5，10 秒間）の条件に
て加圧を行った。各加圧条件における機械的感受性およ
び関連痛の発生を各測定部位にて測定した。機械的感受
性は，各加圧時における 痛強度および不快感強度を 0�
50�100 numerical rating scale（NRS）を用いて記録した。
関連痛の評価は各加圧後に口頭で質問し，関連痛の発生
部位をタブレット上に記録した。
【結果】側頭筋における関連痛は，2 秒間の加圧では 2kgf
の加圧強度にて 2/16 人，1kgf の加圧強度にて 1/16 人に
関連痛を認めた。また 5 秒間の加圧では 2kgf の加圧強
度にて 3/16 人，1kgf の加圧強度にて 1/16 人，0.5kgf の
加圧強度にて 1/16 人に認めた。10 秒間の加圧では 2kgf
の加圧強度にて 8/16 人，1kgf の加圧強度にて 2/16 人，
0.5kgf の加圧強度にて 1/16 人に認めた。2kgf 加圧時に
おいて，10 秒間加圧時の関連痛発生人数は，2 秒間加圧
時と比較して有意に高い値を示した。
【結論】健常者においても 筋と同様に側頭筋の触診に
よって関連痛または関連感覚が誘発され，加圧強度の増
加と加圧時間の延長に伴って発現者数が増加することが
示唆された。
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当院を受診した非歯原性歯痛症例の臨床的検討

Clinical evaluation of the patients with nonodontogenic
toothache

藤田宏人1,２，大槻榮人1,２，川上哲司2，川上正良2，
大槻 麻1，浦田貴文1，桐田忠昭2

1医療法人社団おおつき会大槻歯科医院，2奈良県立医科
大学医学部口腔外科学講座

【目的】歯科医院を受診する動機の最も多いものは痛み
であり，その多くは歯痛である。歯痛には，歯原性歯痛
と歯に原因がないにもかかわらず歯痛を発現する非歯原
性歯痛があり，その原疾患を特定することは治療に際し
て重要である。今回，われわれは当院を受診した非歯原
性歯痛症例について臨床的検討を行ったので報告する。
【対象】2017 年 1 月 1 日から同年 3 月 31 日まで当院に
来院した初診患者 606 例を対象とし，年齢，性別，主訴，
診断名，既往歴，原疾患等について検討した。
【結果】対象患者の平均年齢は 44.6 歳であり，男女比は
1：2 であった。診断名は，歯原性歯痛等が，504 例
（83.2％），非歯原性歯痛と診断された患者は 102 例
（16.8％）であった。非歯原性歯痛症例において，平均
年齢は 46.7 歳であり，男女比は 1：3 であった。主訴は，
歯 痛 等 47 例（46.0％），顎 関 節 痛・咀 嚼 筋 痛 19 例
（18.6％），既往歴は，「なし」が 83 例（81.4％），高血圧
症 5 例（4.9％），糖尿病 3 例（2.9％）であり，原疾患は，
すべて筋・筋膜性歯痛であった。
【結論】非歯原性歯痛と診断された患者は，主訴が顎関
節痛・咀嚼筋痛より歯痛のほうが多く認められた。その
ため，患者の訴える歯痛に対して的確に診断し，原疾患
に応じた治療を行う必要があると考えられた。

P-30

一般歯科医院顎関節症・口腔顔面痛外来における外
来患者の臨床統計的報告

A clinical statistic study of TMD and OFP patients at the
specialty clinic of the private dental office

飯沼英人1，竹内明子2，志摩朋香2，箕輪和行2，
和嶋浩一1,３

1風の杜歯科，2北海道大学大学院歯学研究科口腔病態学
講座歯科放射線学教室，3慶應義塾大学医学部歯科口腔外
科学教室

【目的】一般歯科医院顎関節症・口腔顔面痛外来を受診
した患者の臨床統計的検討を行ったので報告する。
【対象および方法】2017 年 4 月から 2018 年 3 月までに
当院顎関節症・口腔顔面痛外来を受診した患者 157 名を
対象とした。調査項目は年齢・性別・診断名・既往歴・
発症契機・初発からの期間・受診医療機関数・当院受診
の経緯・当院での診断・治療方法とその効果で，以上に
ついて，後ろ向きに追跡調査を行った。
【結果】年齢は，23～81 歳（平均年齢；50 歳）。性別は
男性 24 名，女性 133 名。病態診断は，顎関節症 27 例。
口腔顔面痛が 153 例，内併発が 21 例であった。口腔顔
面痛の内訳は，筋・筋膜 痛 119 例，神経障害性 痛 51
例，内併発が 37 例であった。発症契機は歯科治療が多
かった。当院での治療方法は，理学療法・薬物療法・精
神心理学的アプローチ・スプリント治療であった。約
92％ の患者で症状の改善を認めた。
【結論】地方大都市の一般歯科医院で顎関節症・口腔顔
面痛外来設立以来 1 年経過した現在，年間 150 名の患者
が来院している。顎関節症は一般歯科においてもよくみ
る疾患であるが，当院の特徴として口腔顔面痛の患者が
非常に多かった。対象患者のすべてが受診までに複数の
医療機関を受診しており，確定診断がつかないまま不可
逆的治療を受けていた。
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三 神経痛の診断・治療に対するMR cisternogra-
phy の有効性

Utility of MR cisternography for diagnosis and treatment
of trigeminal neuralgia

森本泰宏，小田昌史
九州歯科大学歯学部歯学科歯科放射線学分野

【目的】三 神経痛患者の診断や治療法選択および予後
判定における MR cisternography の有効性について評価
すること。
【方法】研究対象は臨床的に三 神経痛と診断され三
神経痛の治療と MRI 検査を施された患者とした。対象
患者の MR cisternography のデータをワークステーショ
ン上で三 神経 root entry zone（REZ）での神経とその
周囲の血管の走行について三次元構築した。そのデータ
より血管による神経の圧迫体積量を計測した。同時に患
者の三 神経痛による痛みの程度を VAS 法にて評価し
た。これにより血管による神経の圧迫量と痛みの程度，
治療効果との関連性についてレトロスペクティブに検討
した。
【結果】三 神経痛患者に対するカルバマゼピン 100mg/
日を投与する初期治療により， 痛の減少した患者群は

痛の減少しなかった患者群に比べ神経の圧迫量は少な
いという傾向がみられた。しかしながら，血管による神
経の圧迫量と痛みの程度や 痛制御のためのカルバマゼ
ピン投与量，三 神経ブロック注射の効果との間には関
連性は認められなかった。
【結論】MR cisternography で神経の圧迫体積を調べる
ことが，三 神経痛の治療法選択や予後判定の有効な手
法となりうると考えた。

P-32

口腔顔面痛疾患におけるPain Catastrophizing Scale
における病態別特徴の検討

Investigation of pathological characteristics in Pain
Catastrophizing Scale in orofacial pain

永井利樹1,２，村岡 渡1,２,４，臼田 頌2，黄地健仁2，
西須大徳3，池田浩子4，柴崎竣一1,２，吉川桃子2，
莇生田整冶2，河奈裕正2，中川種昭2，和嶋浩一2

1川崎市立井田病院歯科口腔外科，2慶應義塾大学医学部
歯科・口腔外科学教室，3愛知医科大学学際的痛みセン
ター，4日野市立病院歯科口腔外科

【目的】Pain Catastrophizing Scale（以下 PCS）は，13
項目の質問表で，痛みについて繰り返し考える傾向（反
すう），痛み感覚の脅威性（拡大視），痛みに関する無力
感といった痛みに対する破局的思考の程度を評価する尺
度である。今回，われわれは PCS を用いて，口腔顔面
痛を訴える患者の病態別における痛みの破局的思考の特
徴を検討した。
【対象と方法】2012 年からの 6 年間に川崎市立井田病院
口腔顔面痛外来を受診した患者で，顎関節痛障害，咀嚼
筋の筋筋膜痛，関連痛・頭痛を伴う咀嚼筋の筋筋膜痛（以
上，TMD 関連群とする），口腔灼熱症候群，典型的三
神経痛，その他の三 神経ニューロパチー（以上，NP
関連群とする）と診断された 131 名を対象に， 痛
VAS，罹病期間，PCS について病態別の臨床的検討を行っ
た。
【結果】TMD 関連群において，顎関節痛障害に比べ関
連痛・頭痛を伴う咀嚼筋の筋筋膜痛で拡大視スコアが有
意に高かった。
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舌痛症（Burning mouth syndrome）における世界標
準：診断，分類および病態生理

Current international consensus on burning mouth syn-
drome：the diagnosis, classifications and pathophysiol-
ogy

佐藤 淳，北川善政
北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学教室

【Background】Burning mouth syndrome（BMS）is a
chronic orofacial pain, which is difficult to diagnose and
treat. BMS suffers the worldwide patients. The patho-
physiology of BMS is not fully understood. This study re-
viewed recent international review articles about the di-
agnosis, classifications and pathophysiology of BMS.
【Methods】PubMed/MEDLINE and WEB of SCIENCE
databases were reviewed to identify review articles
about BMS, written in English from 2010 to 2017.
【Results】Twenty�nine review articles about BMS were
identified, including nine systematic reviews, 19 narra-
tive reviews, and one meta�analysis. The first authors of
eight articles were from USA, with other first authors
spread throughout countries in Europe, South America,
and Asia. The most frequently cited classification system
for BMS was the International Classification of Headache
Disorders（ICHD）. Twenty of the 29 articles（69％）used
the classification of primary and secondary BMS. Of the
29 articles, 25 reported that the main pathophysiology of
BMS pain was considered as“neuropathic pain”. Only
four studies did not refer to a relationship between BMS
pain and neuropathic pain. Twenty�one（72％）and 18
（62％）of the 29 articles reported the involvement of pe-
ripheral small�fiber and subclinical trigeminal neuropa-
thy, respectively. Moreover, 20（69％）reported that cen-
tral nervous system（CNS）pathology is involved in the
pathophysiology of BMS. On the other hand, only one of
the 29 articles emphasized the significant role of psycho-
logical factors in BMS.
【Conclusion】BMS is most frequently subtyped as pri-
mary and secondary. Pain in BMS is regarded as of neu-
ropathic origin, although its etiology may be multifacto-
rial.

P-34

舌痛症患者におけるガム咀嚼による脳機能の変化に
ついて

Changes in brain network by chewing gum with burning
mouth syndrome

篠崎貴弘，小橋龍太郎，岡田明子，高根沢大樹，
関根尚彦，今村佳樹
日本大学歯学部口腔診断学講座

【目的】舌痛症は，口腔にピリピリとした 痛を生じる
原因不明の疾患である。この疾患は，食事やガム咀嚼な
どにより 痛が緩和することが知られている。しかし，
作用機序は未解明であった。近年，レスティングステー
ト（rs）fMRI による解剖学的に解離した脳領域間の神
経活動パターンの類似の程度を検討できるようになっ
た。そこで，舌痛症患者にガムを咀嚼させ，脳の機能的
結合の変化を調べた。
【方法】被験者は 12 名の舌痛症患者，15 名の健康なボ
ランティアに MRI 内で，仰臥位にてガム咀嚼を行わせ，
その前後で MRI 撮像を行い，CONN functional connectiv-
ity toolbox（conn17f）にて脳の各部位の機能的な結合に
ついて解析した。
【結果および考察】ガム咀嚼後，舌痛症群では，Dorsal
Attention network，視床 network の結合が強化され，
海馬傍回の network，言語の network の結合が減弱し
た。
【結論】ガム咀嚼は，舌痛症患者において 痛を和らげ
る効果が知られていたが，作用機序は不明であった。今
回の結果より，ガム咀嚼によって，情動や注意注目，記
憶に関与すると考えられる脳のいくつかの部位の機能的
結合が変化し，デフォルトモードネットワークを変化し
たことが示唆された。
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睡眠障害が 合感覚に及ぼす影響

Effect of sleep deprivation for occlusal sensation

西森秀太1,２，飯田 崇1,２，神山裕名1,２，西村 均2，
牧山康秀2，小見山 道1,２

1日本大学松戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学
分野，2日本大学松戸歯学部口・顔・頭の痛み外来

【目的】健常被験者に対して断眠を行うことによって睡
眠障害を再現し，睡眠状態の変化が 合感覚へ及ぼす影
響を検討した。
【方法】顎口腔系に異常を認めない 14 名の被験者は，3
日間連続で本実験に参加した。1 日目の測定を Baseline
とした。1 日目の夜は全断眠を指示し，2 日目の測定は
断眠後，3 日目の測定は回復睡眠後とした。各日の測定
時にエプワース眠気尺度（ESS）を用いて睡眠評価を行
い，アクティウォッチにて 3 日間の睡眠状態を記録し
た。測定部位は下顎両側第一小臼歯および下顎両側第一
大臼歯の 4 歯にて行った。測定項目は歯根膜の触圧覚閾
値 Tactile detection threshold（TDT）， 合認知閾値 In-
terocclusal detection threshold（IDT）， 合違和感閾値
Interocclusal unpleasant threshold（IUT）とし， 合違
和感閾値と 合認知閾値の差（IUT�IDT）を算出した。
TDT は口腔内用に改造したセメスワインスタインモノ
フィラメントを用いて測定し，IDT および IUT は 12µm
のオクルーザルフォイルを複数枚重ねて，測定した。
【結果】断眠後の ESS は Baseline および回復睡眠後と
比較し，有意に増加した（p＜0.01）。TDT および IDT
は各測定間において，有意差を認めなかった。断眠後に
おける左側第一小臼歯と左側第一大臼歯の IUT は回復睡
眠後と比較して有意に低下した（p＜0.05）。断眠後にお
ける各歯の IUT�IDT は，Baseline および回復睡眠後と
比較して，有意に低下した（p＜0.05）。
【結論】睡眠障害は， 合違和感閾値と 合認知閾値の
差へ影響を及ぼすことが示唆された。
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DC/TMDにおける I 軸，II 軸診断の関連性に関する
スクリーニング調査

Cross�sectional survey on the relationship between Axis
I and Axis II diagnosis of DC/TMD

内田貴之1，小見山 道2，岡本康裕1，飯田 崇2，
多田充裕1，若見昌信2

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
戸歯学部口腔健康科学講座顎口腔機能治療学分野

【目的】DC/TMD における I 軸評価と II 軸評価での口
腔行動，不安障害，うつ状態の関連性を検討するために
スクリーニング調査を行った。
【方法】被験者は本学 5 年次臨床実習中の 113 名（男性
69 名，女性 44 名，平均年齢 24.0±2.1 歳）を対象とした。
診査は DC/TMD の I 軸評価における診察の Examina-
tion Form（EF）に則った診査を行った。また II 軸評価
の口腔行動チェックリスト（OBC），患者健康質問票
（PHQ�9），全般性不安障害（GAD�7）を聴取し，I 軸
評価および II 軸評価の関連性についての検討を行った。
【結果】過去 30 日以内に EF における 1a.，1b. の痛みを
自覚したものは 41 名（36.3％）で女性が有意に多かった
（p＜0.05）。EF における 30 日以内の症状の有無を従属
変数とし，GAD�7，PHQ�9 の評価値を独立変数として
ロジスティック回帰分析を行い，GAD�7 で不安障害な
しに対する不安障害重度のオッズ比は 8.20，PHQ�9 でう
つ状態でないに対する軽度のうつのオッズ比は 5.44 で
あった。また GAD�7 と PHQ�9 の評価値の間に有意な
相関関係を認めた（r=0.70）。
【結論】臨床実習中の 5 年生を対象に DC/TMD に対す
る横断調査を行った結果，30 日以内の自覚症状の発症に
は性差を認め，不安障害，うつの傾向を認めると発症す
る可能性が高くなることが示唆された。



― 138 ―

P-37

東京医科歯科大学歯学部附属病院ペインクリニック
における過去 1年間の患者の概要

A study of patients at Tokyo Medical and Dental Univer-
sity Dental Hospital Pain Clinic in a year

栗栖諒子1,２，山﨑陽子1，井村紘子1，坂元麻弥1，
細田明利1，嶋田昌彦1,２

1東京医科歯科大学歯学部附属病院ペインクリニック，
2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制
御学分野

【目的】今回，2016 年 4 月より 1 年間の東京医科歯科大
学歯学部附属病院ペインクリニックへ初診にて来院され
た患者について調査した。
【方法】当科へ 2016 年 4 月～2017 年 3 月に初診にて来
院された患者 865 症例を対象とし，当科新患台帳を基に
電子診療録および紙媒体による診療録から情報を収集し
た。調査項目は年齢，性別，紹介元，発症契機，来院ま
での病悩期間，診断名，治療方法とした。
【結果】年齢は，50 歳代が 185 例と最も多く，60 歳代
が 179 例，40 歳代が 164 例であった。性別は女性が 682
例，男性が 183 例であった。紹介元は当院他科が 463 例，
他院歯科が 264 例，他院医科が 28 例であった。発症契
機は，不明が多くを占め，歯科治療が 257 例，食事が 28
例，医科治療が 17 例であった。来院までの病悩期間は，
平均約 2 年であった。診断名は，非定型歯痛が 276 例，
舌痛症が 259 例，末梢神経障害性 痛が 141 例と多くを
占めた。治療内容は薬物療法が最も多かった。
【結論】当科に初診にて来院される患者は，年齢は 50
歳代，性別は女性が多く，紹介元は院内の診療科が多い
傾向にあった。これはペインクリニックでの治療が適応
となる病態が院内に周知された結果と思われた。発症契
機は，歯科治療が多い傾向が認められた。特に非定型歯
痛は当科で診断されたなかでは多数を占めた。したがっ
て他の歯科疾患との併発の可能性もあるため，歯原性歯
痛との鑑別が必要と思われる。

P-38

顎矯正手術前後における顎関節症状と下顎頭形態の
変化

Changes of condylar morphology and temporomandibu-
lar joint symptoms following orthognathic surgery

加藤祐介1，三上俊彦1，長谷部大地1，西山秀昌2，
林 孝文2，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新潟大学大学院医歯学総合研究科
顎顔面再建学講座顎顔面放射線学分野

【目的】顎矯正手術を施行した顎変形症症例の術前後の
顎関節症状と下顎頭形態の変化について後ろ向きに検討
したので報告する。
【方法】2014 年 1 月から 2017 年 9 月までに当科で顎矯
正手術を施行した顎変形症患者 175 例のうち，資料の
揃った 137 例（男性 42 例，女性 95 例）を対象とし，初
診時および術後 6 か月時の顎関節症状と CT における下
顎頭形態ならびに円板転位の有無，開口量の変化につい
て調査した。
【結果】手術時平均年齢は 22.8 歳であった。臨床診断は
下顎前突症が 92 例，下顎後退症が 15 例，それ以外の上
下顎非対称ならびに開 症例が 30 例であった。施行手
術は下顎枝矢状分割法単独が 34 例，上下顎移動術（多
分割 Le Fort I 骨切り術を含む）が 102 例，上下顎移動
術に下顎前歯部歯槽骨切り術を併用した 1 例であった。
術前にクリックやクレピタス等の関節雑音を認めたのは
57 例であったのに対し，術後は 28 例であった。術前に
顎関節部に 痛を認めたのは 13 例であったのに対し，
術後は 8 例であった。術前 CT において 11 例に下顎頭
の骨変化を認め，43 例に関節円板転位の所見を認めた。
術後約 6 か月の CT で 137 例中 47 例（34.3％）に吸収性
骨変化を認め，18 例（13.1％）に添加性骨変化を認めた。
吸収性骨変化を認めた症例のうち下顎骨の前方移動症例
が 11 例，非対称症例の偏位側に認めたものが 23 例で
あった。
【結語】外科的矯正治療後の顎関節症状は改善傾向を認
めたが，下顎頭形態変化については十分な経過観察が必
要である。
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P-39

心理特性が側貌の審美的認識に及ぼす影響

Effects of psychological characteristics on aesthetic per-
ception for facial profile

勝野麻衣1，中村文彦1,３，坂井信之2，硲 哲崇3，
北井則行1

1朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分
野，2東北大学大学院文学研究科心理学研究室，3朝日大
学歯学部口腔機能修復学講座口腔生理学分野

【目的】本研究の目的は，心理特性が側貌の審美的認識
に影響を及ぼすかどうかを明らかにすることである。
【方法】被験者は，某大学学生および某歯科衛生士専門
学校学生，男女計 98 名とした。被験者に対して心理学
的検査として矢田部・ギルフォード性格検査（YG 検査）
を行った後，画像解析ソフトウェアを用いて作成した平
均顔の側面観において，上下口唇を 1mm ずつ後退ある
いは前突させた顔合成画像（�10mm～+10mm）を作成
した。平均顔を含む 21 枚の画像を，無作為にモニター
上に 10 秒ずつ提示して被験者に閲覧させ，画像ごとに，
違和感の有無を回答させ違和感があると判断した者の割
合を算出した（課題 A）。平均顔を含む 21 画像を昇順，
または降順に表示して被験者に閲覧させ，最も好ましい
画像を選択させた（課題 B）。課題 B において，最も多
くの被験者に選択された好ましい画像において，課題 A
で違和感があると判断した群とないと判断した群との間
で，YG 検査の値に差があるか，t 検定を用いて比較した。
【結果】課題 B において，最も多く選択されたのは�3mm
の画像であった。この画像において，課題 A で違和感が
あると判断した群は，ないと判断した群と比較して，YG
検査の「抑うつ性」，「主観的」，「支配性」，「社会的外向
性」の値が有意に高い結果となった。
【結論】心理特性が側貌の審美的認識に影響を与えてい
ることが示唆された。

P-40

睡眠時無呼吸症患者における口腔内装置の顎関節機
能への影響

TMD symptoms during oral appliance treatment in pa-
tients with sleep apnea

立石良文，甲斐貞子
医療法人世薬院・展たていし歯科口腔外科クリニック

閉塞性睡眠時無呼吸症（以下 OSAS）に対する下顎前
方移動型の口腔内装置は，簡便な反面，咀嚼筋や顎関節
および歯や歯周組織への影響，長期使用の 合の非可逆
的変化などの副作用を考慮しなければならない。今回装
着期間中の顎関節機能への影響を検討した。
【方法】以下の条件を満たした 35 例について口腔内装
置装着前後の顎関節症状について検討した。
①睡眠専門の医療施設で OSAS の診断を受け，②臨床上
口腔内装置（上下顎一体型）が有効と判定され 3 か月以
上継続して装着し，③その間の経過観察が行えた患者。
【結果】今回の調査では，OSAS 患者のうち顎関節症の
既往がなかった患者群においては，口腔内装置装着後に
顎関節や咀嚼筋に持続性の症状は出現しなかった。顎関
節症の既往があり，装置装着時の 痛が生じた 2 例がみ
られた。 合の変化は 3 症例にみられ，9 か月以上の使
用で自覚された。
【考察】OSAS の口腔内装置を適応する前に顎機能系の
問診と診察を行い，既往のある患者には事前に装着後の
症状発現の可能性を特に十分に説明する必要がある。比
較的早期にも 合の変化を生じる患者が潜在する可能性
が示唆された。今後，装置装着後の顎機能の検討のため
に，リコール率を高める必要性を感じた。



― 140 ―

P-41

安城更生病院歯科口腔外科開設 2年間における関節
突起骨折患者の臨床的検討

Clinical study of mandibular condyle fractures past 2
years at Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Anjo Kosei Hospital

服部 宇1,２，日比英晴2

1安城更生病院歯科口腔外科，2名古屋大学大学院医学系
研究科頭頸部感覚器外科学講座顎顔面外科学

【目的】当科開設 2 年間の下顎関節突起骨折患者の臨床
的検討を行ったので報告する。
【方法】2015 年 11 月 1 日から 2017 年 10 月 31 日までの
2 年間に安城更生病院歯科口腔外科を受診し，下顎関節
突起骨折と診断された 14 名を対象とした。調査項目と
して，年齢，性別，罹患側，骨折の分類，発症原因，既
往歴，治療方法について調査した。
【結果】年齢は 18 歳から 87 歳（平均年齢 52.3 歳），性
別は男性 4 名，女性 10 名，罹患側はすべて片側で，左
側 12 名，右側 2 名であった。骨折は下顎頭縦骨折 6 名，
基底部骨折 2 名，上頸部骨折 2 名，下頸部骨折 4 名，発
症原因は転倒 10 名，交通外傷 4 名，既往歴は認知機能
障害 8 名であった。治療方法は保存療法 10 名，外科療
法 4 名であった。

P-42

顎関節症様症状に対して施行したMR検査で顎関節
症以外の確定診断に至った症例の検討

Clinical study of the cases that were not diagnosed TMD
as a result of MR examination

恩田健志，神尾 崇，林 宰央，関川翔一，山田 祥，
川上真奈，柴原孝彦
東京歯科大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

【目的】顎関節症に対しては，スクリーニング検査とし
てまずパノラマエックス線撮影が選択され，その後に必
要に応じて精査目的で CT や MR 検査が施行されること
が多い。本研究では顎関節症様症状から顎関節症を推定
し，MR 検査を施行したことにより，最終的に顎関節症
以外の確定診断が得られた症例について検討を行った。
【方法】2005 年から 2013 年までの 8 年間に東京歯科大
学千葉病院口腔外科を受診し，顎関節症様症状の精査の
ために MR 検査を施行した 1,717 症例のうち，MR 画像
上，顎関節症以外の異常所見を認め，最終的に顎関節症
以外の確定診断が得られた症例を対象とした。調査は診
療録および画像データを用いて後ろ向きに行った。
【結果】MR 画像所見から，顎関節症以外の診断に至っ
た症例数は 21 症例で発生頻度は 1.2％ であった。年齢は
21 歳から 79 歳までと幅広く，平均年齢は 52.9 歳，中央
値は 54 歳であった。性別は男性 6 症例，女性 15 症例で
女性が多く，男女比は 1：2.5 であった。疾患の内訳は下
顎骨骨髄炎などの炎症性疾患が 17 症例（81％）と最も
多く，次いで腫瘍性疾患 3 症例（14.3％），外傷性疾患が
1 症例（4.7％）の順であった。
【結論】頻度は比較的少ないが，パノラマエックス線画
像と臨床所見のみからでは，顎関節症との鑑別が困難な
症例が存在し，その鑑別には MR 検査の施行が有用で
あったと考えられた。
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P-43

TMD患者用QOL質問票の信頼性検討

Reliability of a quality of life index for patients with tem-
poromandibular disorders

中山玲奈1，西山 暁2，古屋純一1，嶋田昌彦2

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科地域・福祉口
腔機能管理学分野，2東京医科歯科大学大学院医歯学総合
研究科口腔顔面痛制御学分野

【目的】われわれは，TMD 患者を対象とした新規 QOL
質問票（QOLQ�TMD）について第 30 回日本顎関節学会
で発表した。今回，再テスト法を用いて信頼性を検討す
ることを目的に調査を行ったので，その途中経過を報告
する。
【方法】対象患者は，2018 年 1 月から 3 月にかけて，東
京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部を受診した
患者のうち，Diagnostic criteria for TMD に基づき TMD
と診断され，1 週間以上痛みが継続している 29 名（男性
6 名，女性 23 名，平均年齢 51.4 歳）である。対象患者
に QOLQ�TMD を渡し，診察時（1 回目）と帰宅後当日
中（2 回目）に回答させた。1 回目はその場で回収し，2
回目は次回来院時に回収した。QOLQ�TMD の総スコア
とサブカテゴリースコアについて，1 回目と 2 回目の相
関係数と，t 検定による差の有無を求めた。なお，本研
究は本学歯学部倫理審査委員会の承認（第 1285 号）を
得ている。
【結果】QOLQ�TMD の総スコアとサブカテゴリースコ
アについて，1 回目と 2 回目の間に有意な差は認められ
なかった（p＞0.05）。また相関係数はいずれも 0.8 以上
であり高い相関関係を示した。
【結論】TMD 患者用に開発した QOL 質問票において，
再テスト法を用いて信頼性を検討した結果，高い信頼性
が得られた。

P-44

顎関節脱臼防止帽（AGOキャップ）を用いて治療し
た 24症例の臨床的検討

Clinical study of 24 patients treated with temporomandi-
bular joint dislocation preventing device（AGO cap）

片山良子1，栗田賢一1，小川尊明2，小木信美1，
前多雅仁1，中村有宏1，石濱嵩統3，石川紅生3，太田充彦3

1愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2香川大学医学
部歯科口腔外科，3さくら総合病院歯科口腔外科

【目的】われわれのグループは習慣性顎関節脱臼の再発
防止策として，顎関節脱臼防止具を開発した。今回は治
療症例の検討を行い，有用性を評価した。
【方法】2016 年 3 月から 2018 年 3 月までの期間に，習
慣性顎関節脱臼に対して徒手的整復後に AGO キャップ
を装着して治療を行った 24 症例を対象とした。調査項
目は①年齢，②性別，③患側，④受診経路，⑤基礎疾患，
⑥装着状況，⑦装着期間，⑧再脱臼，⑨有害事象につい
て検討した。
【結果】年齢は平均 66.2 歳（最低 19 歳，最高 90 歳）。
性別は男性 7 例，女性 17 例。患側は片側 2 例，両側 22
例であった。受診経路は入院 4 例，外来 20 例で，基礎
疾患は有さない者 3 例と有する者 21 例であった。装着
期間は平均 4 か月（最短 1 日，最長 20 か月）。再脱臼は
3 例に認め，有害事象は 3 例に皮膚潰瘍を認めた。再脱
臼と皮膚潰瘍を認めた 2 例に対しては顎関節観血的手術
を選択した。
【結論】本装具は，基礎疾患を有するために外科的療法
の適応が困難な高齢者において，装着したまま食事摂取
が可能であり，QOL 改善に効果が得られた。基礎疾患
を有さない若年者では，夜間のみの使用指示でも再発防
止に有効であった。定期的な経過観察は装具の適正使用
の評価と有害事象を予防するために必要である。
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2 次元スポーツ用カメラを用いた咀嚼運動記録装置
の評価

Assessment of masticatory movement recording device
using a 2 dimensional sports camera

横山正起1，志賀 博1，丸山智章2，小見野真梨恵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】市販の下顎運動記録装置は，いまだ高価で臨床
の場で広く用いられているとは言いがたい。本研究の目
的は，モーションキャプチャーシステムを応用し，スポー
ツ用カメラとコンピュータのみの構成による咀嚼運動測
定装置を開発，評価することである。
【方法】20 代の健常被験者 5 名の下顎切歯点と前額部の
3 点に付けた標点の動きを 2 次元スポーツ用カメラで記
録した。次いで，測定画像の歪み補正フィルタの作成，
咀嚼運動の速さや動きに特化した標点追跡アルゴリズム
の作成，ストローク判別アルゴリズムの作成を行い，被
験者の下顎切歯点の運動を抽出した。下顎切歯点に LED
を追加し，市販の下顎運動記録装置 MVT（Motion visi�
trainer）を被験者に装着し，咀嚼運動を新たに開発した
咀嚼運動測定装置と同時記録後，両測定装置による咀嚼
運動経路を定性的に比較した。
【結果】被験者の下顎切歯点と前額部の 3 点の動きを 2
次元スポーツ用カメラで記録することができた。また，
測定画像の歪み補正フィルタ，標点追跡アルゴリズム，
ストローク判別アルゴリズムの作成を行い，被験者の下
顎切歯点の運動を抽出できた。さらに，新たに開発した
咀嚼運動測定装置による咀嚼運動経路は，市販の下顎運
動記録装置による咀嚼運動経路と近似していた。
【結論】新たに開発したスポーツ用カメラを用いた咀嚼
運動測定装置は臨床応用できる可能性があることが示唆
された。

P-46

睡眠研究室の睡眠ポリグラフ環境下でのブラキシズ
ムの発現数は慣れた自宅環境での発現数と異なる
か？

Are there any difference between the number of sleep
bruxism bursts under condition with polysomnography
in sleep laboratory and that under accustomed condition
at home?

佐久間俊光1，山口泰彦1，前田正名1，谷内田 渉2，
斎藤大嗣1，中村裕信1，三上紗季3，斎藤未来1

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】現在，睡眠時ブラキシズム（SB）の診断におい
て，音声ビデオ付睡眠ポリグラフを用いた宿泊検査
（PSG�AV）が最も信頼性が高いとされている。しかし
ながら，慣れない測定場所や複雑なセンサーの貼付とい
う測定環境が，本来のブラキシズムの発現と異なった結
果をもたらす可能性が危惧される。そこで，今回われわ
れは自宅での睡眠時のウェアラブル筋電計による咀嚼筋
筋活動データと研究室 PSG�AV 環境下でのデータの関
係を明らかにすることを試みた。
【方法】被験者は臨床的にブラキサーと診断された 7 名
である。自宅での測定には片側 筋に超小型ウェアラブ
ル筋電計 FLA�500�SD（フルサワ・ラボ・アプライアン
ス）のみを貼付し 1 夜測定した。研究室では PSG�AV
環境下に加えて同側 筋に FLA を貼付し測定した。な
お，PSG�AV は Alice 6（フィリップス・レスピロニク
ス）および EMG master（小沢医科器械）を使用した。
初めに自宅で測定を 1 夜行い，その後研究室で連続しな
い 2 夜測定した。自宅での FLA データと研究室での 2
夜目の FLA データを比較した。波形抽出条件は，振幅
20％MVC（最大随意嚙みしめ）以上，波形持続時間 0.25
秒以上とした。
【結果】研究室での測定におけるブラキシズム波形数は
自宅での測定と比較して有意に少なかった。
【結論】本研究より，測定環境がブラキシズムの発現数
に影響を及ぼす可能性が示唆された。
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超音波デジタル顎運動測定装置を用いた 合採得時
における下顎の偏位量測定

Measurement of deviation amount of lower jaw during
maxillomandibular registration using ultrasonic digital
jaw movement recorder

佐久間重光1，山口賀大1，高木信哉1，橋本和佳1，
小木信美2，栗田賢一2

1愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座，2愛知学院大学
歯学部顎口腔外科学講座

【目的】各種治療により症状が改善した顎関節症患者の
なかには， 合干渉が残存して 合関係の是正が必要と
なる症例が存在する。そのような症例に補綴処置を行う
際には， 合採得に苦慮する。そのため， 合採得時に
下顎位が偏位しているか否かを定量的に診査できるツー
ルが望まれる。今回は，診査ツールの開発に先立ち，補
綴処置を行う症例から超音波デジタル顎運動測定装置
（アルクスディグマ II）を用いる方法と従来の方法で採
得した下顎位を，CAD システムにより重ね合わせ，偏
位量測定を試みたので概要を報告する。
【方法】左側臼歯部の補綴処置を行う症例の暫間被覆冠
装着時における 頭嵌合位をアルクスディグマ II により
記録した。次いで，暫間被覆冠を撤去した状態で先に記
録した顎位に下顎を誘導して 合採得を行った。同時に

合採得材料を用いた従来の 合採得も行った。下顎偏
位量の測定は，これらの 3D 形状データを取得したのち，
上顎歯に固定点を設定し，マッチング機能を用いて重ね
合わせ，下顎に生じた差分を偏位量として臼歯部および
前歯部で測定した。
【結果】偏位量は，補綴側臼歯部では 150µｍ～280µｍ，
前歯部では 130µｍ，非補綴側臼歯部では 110µｍであっ
た。
【結論】デジタルテクノロジーを応用することにより，
下顎の偏位量を定量的に測定することが可能であった。
したがって，本方法は診査ツールとして利用できる可能
性が示唆された。

P-48

顎関節脱臼症例の臨床的検討

Clinical analysis of temporomandibular joint luxation

岡澤信之，川上哲司，上田順宏，藤田宏人，
大河内則昌，山本育功美，都築正史，松末友美子，
小向井英記，高山賢一，桐田忠昭
奈良県立医科大学口腔外科学講座

【目的】2007 年に超高齢社会となり，2012 年 e�Stat の
政府統計によると顎関節脱臼で受診した患者のなかで
57.9％ が後期高齢者であったと報告されている。今回わ
れわれは，顎関節脱臼症例について臨床的検討を行った
ので報告する。
【対象】2011 年 4 月から 2017 年 3 月までの期間に，奈
良県立医科大学口腔外科を受診し，顎関節脱臼と診断さ
れた 197 例である。性別は男性 56 例・女性 141 例，年
齢は 2～102 歳（平均年齢 61.3±23.6 歳）であった。また，
患側は左側 52 例・右側 34 例・両側 111 例であった。調
査は，①脱臼の状態，②罹患側，③発症契機，④脱臼回
数，⑤治療法，⑥既往疾患等について行った。
【結果】39.1％ が後期高齢者であり当科においても増加
していた。両側性および習慣性のものが最も多く，発症
契機は自宅での大開口時が最も多かった。治療法は徒手
整復後弾性包帯固定が多く，8 例に観血的処置，3 例に
自己血注射法を施行した。整復による合併症は認めな
かった。治療後の経過は再脱臼を認めない患者が大多数
を占めた。直接来院患者が多かったが，院外の歯科口腔
外科からの紹介が 19 例であった。既往疾患は，高血圧
症 38 例，脳血管疾患 30 例，認知症 10 例の順に多かっ
た。
【結論】超高齢社会となり，今後も顎関節脱臼の患者数
の増加が予測されるため，適切な対応を行い，さらに必
要となる場合には，関係する医療者との連携も必要であ
る。
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顎変形症患者における顎関節症状に関する臨床的検
討

Clinical investigation of TMJ disorders in patients with
dentofacial deformities

高野裕史，福田雅幸
秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

【目的】顎変形症は，顎関節の 痛や雑音，顎運動障害
などの顎関節症状を伴うことがある。そこで今回，当科
において顎矯正手術を行った顎変形症患者における顎関
節症状に関する臨床的検討を行った。
【方法】2007 年から 2016 年までの 10 年間に当科におい
て顎変形症の診断で顎矯正手術を行った 157 例（男性 45
例，女性 112 例，平均年齢 24.5 歳）を対象とした。術前
の顎関節部の 痛，開閉口時の雑音および運動障害の有
無を調査し，顎変形症の症型別における顎関節症状の発
現を検討した。
【結果】157 例中 32 例（20.4％）に何らかの顎関節症状
を認め，性差は，男性 8 例（5.1％），女性 24 例（15.3％）
であり，女性で割合が高かった。顎関節症状の内訳は，

痛 5 例（3.2％），雑音 25 例（15.9％），運動障害 2 例
（1.3％）であり，雑音を生じる割合が高く，顎関節症状
を生じた症例の 78.1％ を占めた。顎変形症の症型別にお
ける顎関節症状発現率は，顔面非対称が 26 例中 10 例
（38.5％）と最も高く，開 症で 30 例中 7 例（23.3％），
下顎前突症で 94 例中 13 例（13.8％）であった。
【結論】顎顔面形態と顎関節構造には密接な関係があ
り，顔面非対称や開 を伴う症例において顎関節症状の
発現率が高かった。顎矯正手術は，顎関節に何らかの影
響を与える可能性があるため，術前より顎関節の状態を
把握することが重要である。

P-50

習慣性顎関節脱臼患者に対する自己血注射療法施行
5年経過症例の術後評価

Clinical outcome after 5 years of treatment with injec-
tions of autologous blood for recurrent dislocation of the
TMJ

谷 暢1，吉田博昭1，中西 環1，大城庸嘉1，酒匂 潤1，
河野多香子1，辻 要1，山田耕治1，覚道健治2

1大阪歯科大学歯学部口腔外科学第一講座，2大阪歯科大
学歯学部口腔外科学第二講座

【緒言】近年，顎関節周囲への自己血注射療法が低侵襲
な治療法として注目されてきている。今回，われわれは
習慣性顎関節脱臼と診断され，自己血注射療法を施行し
5 年以上経過した症例に対し現在の状態を調査した。
【対象と方法】自己血注射療法を施行し 5 年以上経過し
た 18 名の患者を対象とした。性別は男性 5 名と女性 13
名で，初回施行時の年齢分布は 17～92 歳，平均年齢は
71.05 歳であった。両側性顎関節脱臼が 7 名，左側のみ
の顎関節脱臼が 7 名，右側のみの顎関節脱臼は 4 名で
あった。病悩期間は 2～180 月で，平均は 33.61 か月で，
そのうち 14 名は何らかの全身疾患を有していた。
【結果】1）生存し経過良好であった患者は施行時年齢
17～63 歳であり，施行後 5～10 年は経過していた。施行
後は全例に再脱臼はなく，施行後 5 年以上でも経過は良
好であった。2）他疾患等で死亡した患者は 7 例で，施
行時年齢は 72～91 歳と高齢であり，初診時から多くが
重篤な全身疾患を有していた。再々脱臼の 2 症例を除
き，残り 5 例は死亡直前まで再脱臼は認めず。経過は良
好であった。3）連絡不能の患者は 5 例であったが，初
回自己血注射施行直後に再脱臼を繰り返した 1 例も含
め，最終受診時での経過はすべて良好だった。
【考察】自己血注射療法は，観血的治療を施行するまで
の初期治療として今後が期待される治療法であると思わ
れた。
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顎関節における滑膜軟骨腫症の骨化と病期の関係

Relationship between ossification and the staging of the
synovial chondromatosis in the temporomandibular joint

杉山健太郎1,２，儀武啓幸1，和気 創1，高原楠旻1，
佐藤文明1，和気裕之1，依田哲也1

1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，2JCHO東京新宿メディカルセンター

【緒言】滑膜軟骨腫症は，滑膜に内包された，あるいは
滑膜から遊離した軟骨塊または多数の軟骨粒が関節腔に
認められる病変である。本病変は Milgram による病期分
類によりⅠ～Ⅲ期に分類され，病期の進行に伴い軟骨内
骨化を起こして終末期にいたると考えられている。しか
しⅢ期においても骨化を伴わない症例が散見される。今
回われわれは顎関節における骨化の有無と病期との関連
について検討を行ったので報告する。
【対象】2000 年から 2016 年の 17 年間に当科を受診し，
滑膜軟骨腫症と診断された患者のうち摘出手術を行った
一次症例 20 例（男性 3 例，女性 17 例，19～71 歳）を対
象とした。発生部位，摘出病変の大きさと性状，骨化の
有無，術前後の画像所見を検討項目とし，これらを Mil-
gram 分類に当てはめて検討を加えた。また，治療法と
治療成績についても検討を行った。
【結果】部位は左顎関節 8 例，右顎関節 12 例で，上関
節腔 16 例，下関節腔 3 例，不明 1 例であった。Milgram
分類ではⅠ期 1 例，Ⅱ期 12 例，Ⅲ期 7 例であった。こ
れらのうち，骨化を伴うものはⅠ期 1 例，Ⅱ期 0 例，Ⅲ
期 4 例であった。摘出手術後 18～24 か月で再発を認め
た症例はなかった。
【考察】顎関節における滑膜軟骨腫症は骨化を伴うもの
と伴わないものが存在し，本疾患における軟骨内骨化は
必ずしも病期進行に伴うものではない可能性が示唆され
た。

P-52

運動療法により即時的治療効果を認めた咀嚼筋痛障
害の一例

Exercise therapy resulted in immediate curative effects
in the myalgia of the masticatory muscle. A case report

坂口晃平1,２，小林里奈1，田口 慧1，日比英晴2，
田口 望1,２

1医療法人田口歯科医院，2名古屋大学医学部附属病院歯
科口腔外科

【目的】咀嚼筋痛障害は咀嚼筋痛とそれによる機能障害
を主徴候とする病態である。自然経過で治癒するとの認
識から積極的に加療されないことがあり，その場合は病
悩期間が長くなり患者の QOL を低下させる。今回は運
動療法が奏功し，即時的に開口量が増大し筋痛が減少し
た症例を報告する。
【症例】患者は 63 歳女性。平成 27 年 1 月に右側下顎角
部の開口時痛を感じ，症状が改善せず 2 月に当院を受診
した。右側 筋と胸鎖乳突筋に圧痛と運動時痛を認め
た。両側顎関節に異常所見はなかった。開口量は 38mm
で，痛みによりそれ以上の自力開口は困難であった。歯
は全顎的に 耗していた。睡眠時ブラキシズムの習癖が
あり起床時にだるさを感じていた。X 線写真で顎関節部
に異常所見はなかった。咀嚼筋痛障害と診断し病態説明
の後， 筋を筋の走行に沿って伸展させストレッチ，胸
鎖乳突筋のマッサージを行った。
【結果】運動療法を行い即時的に開口量が 43mm へと増
大し，筋痛の軽減（VAS 値低下）を認めた。ブラキシ
ズムによる負荷軽減や咀嚼筋の緊張緩和の目的でスタビ
ライゼーション型スプリントを製作し夜間の装着を指導
した。セルフケアとして自己牽引療法と咀嚼筋のマッ
サージを指導した。開口量減少や 痛の出現なく経過良
好である。
【結論】運動療法による咀嚼筋の伸展により即時的に開
口量の増大，筋痛の減少につながったと考えられる。運
動療法は患者の病悩期間短縮に寄与する可能性が示唆さ
れた。
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筋の筋膜性 痛にエコーガイド下筋膜リリース注
射が有効であった 2症例

Two cases that ultrasound�guided fascia release was ef-
fective for myofascial pain of masseter muscle

左合徹平，河端和音，原野 望，椎葉俊司，渡邉誠之
九州歯科大学歯学部歯科侵襲制御学分野

【目的】近年，筋膜性 痛（MP）に対してエコーガイ
ド下筋膜リリース注射（USFR）が行われるようになっ
ている。USFR は癒着した筋膜に生理食塩水を注入する
ことで，筋膜の癒着を解除し， 痛を改善する治療法で
ある。今回われわれは 筋の MP の 2 症例に対して
USFR を行い良好な結果を得たので報告する。
【症例】症例 1；43 歳男性。両側下顎の持続的な 痛を
主訴に当科紹介受診。両側の 筋にトリガーポイント
（TP）を認めた。両側の 筋の TP に対して 1％ メピバ
カインでトリガーポイント注射（TPI）を施行した。ブ
ロック直後は VAS；88mm→32mm と改善がみられた
が，2 日後には 痛が再燃した。以降 TPI を 1 回/週で 5
回施行したが，24～48 時間で 痛が再燃した。
症例 2；62 歳男性。左側顎関節周囲の 痛コントロール
目的に当科紹介受診。左側 筋に圧痛を認めたため，1％
メピバカインで TPI を施行。 痛は軽快した（VAS；77
mm→31mm）が 3 日後から徐々に 痛が再燃し，1 週間
後には初診時と同レベルの 痛が再燃していた。
【結果】症例 1；両側 筋の圧痛部位に超音波診断装置
のプローブを当て，画像上白色に描出される筋膜に生理
食塩水 1ml を注入した。注入後，VAS；85mm→17mm
と 痛の軽減がみられた。効果は 5 日間持続した。
症例 2；左側 筋に症例 1 と同様に USFR を施行した。
USFR 直後の VAS は 72mm→18mm と改 善 が み ら れ
た。 痛軽減効果は 3 日間持続した。
【結論】USFR は TPI と比較して同様か，より高い治療
効果が期待できる可能性が示唆された。

P-54

開口障害を生じ診断に苦慮したリウマチ性多発筋痛
症の 1例

A case of polymyalgia rheumatica with trismus

渡辺昌広1,２，井上洋士1,２，山田龍男1,２,３，本橋具和2，
砂田典子2,４，中嶋正博2，杉立光史1,２

1大阪赤十字病院歯科口腔外科，2大阪歯科大学歯学部口
腔外科学第二講座，3独立行政法人国立病院機構大阪南医
療センター歯科，4互恵会大阪回生病院歯科口腔外科

【目的】リウマチ性多発筋痛症（Polymyalgia rheu-
matica，PMR）は中高年者に発症し，発熱や四肢の 痛
を主訴とする原因不明の炎症性疾患である。今回われわ
れは開口障害を生じ診断に苦慮した PMR の 1 例を経験
したので報告する。
【症例】患者は 76 歳女性。平成 29 年 11 月末より微熱
を認め，当院呼吸器内科を受診されたが，同年 12 月に
開口障害を生じたため，当科へ精査依頼。初診時自力開
口量は 14mm で，左側顎関節部に開口時痛を認めた。血
液検査にて CRP は高値（RF および抗核抗体は陰性）で
あり造影 CT 画像において口腔領域に膿瘍形成を認めな
かったため，臨床的に左側化膿性顎関節炎と診断した。
同日より入院下にて DRPM 投与開始するも，入院 3 日
目より両側顎関節部，側頭筋部および 筋部に 痛を生
じ，入院 4 日目より左側頭動脈部の圧痛が著明になった
ため自己免疫疾患の可能性を考慮しリウマチ膠原病内科
に精査を依頼。PMR と診断された（脳神経外科での生
検の結果，巨細胞性動脈炎は否定された）。入院 11 日目
よりステロイド療法を開始し，症状改善を認め入院 28
日目に退院となった。
【結果】現在，ステロイドを減量し経過観察中であるが，
症状再燃を認めず経過は良好である。
【結論】PMR が顎関節症状を呈することはきわめてま
れであり，四肢症状に先行して開口障害が生じたため診
断に苦慮した 1 例を経験したので報告した。
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無理な整復により関節円板が顕著に後方転位した
オープンロックの 1例

A case of temporomandibular joint“open lock”with a
marked posterior displacement of the articular disc, re-
sulting from forced reduction

本田公亮
兵庫医科大学医学部歯科口腔外科学講座

【目的】関節円板が後方に転位する割合は，前方に転位
する場合に比べて少ない。今回演者はオープンロックの
患者に対し，整骨院で無理な整復を行った結果，円板が
顕著に後方転位した症例について報告する。
【症例】71 歳，男性。平成 29 年 12 月，あくびをした際
に右側の顎関節がオープンロックし，下顎が左側に偏
位，閉口不能になった。そのため近所の整骨院を受診，
整復によって閉口は可能になったが， 合に違和感を自
覚，咀嚼時に右側顎関節に強い痛みを認めた。初診時右
側顎関節相当部に軽度の腫脹と圧痛を認め，無痛開口域
は上下顎切歯間で 36mm， 合はわずかに右側へ偏位し
ていた。また右側臼歯で 合すると右側顎関節に強い痛
みを訴えた。MRI では右側の関節円板が下顎頭に対して
顕著に後方転位し，円板の前方肥厚部組織と外側翼突筋
上頭の一部が関節腔内に陥入していた。また円板周囲の
滑膜，滑膜下組織に炎症所見が観察された。
【結果】 合時の円板周囲組織への機械的刺激を軽減す
る目的でスタビライゼーションスプリントを装着した。
その結果，関節痛はやや寛解したが，咀嚼時の 痛に変
化がなかった。そのため除痛と円板復位を目的に関節腔
洗浄療法を施行し，咀嚼時の関節痛は消退した。また
合の偏位も改善した。
【結論】本症例では円板が下顎頭から遠位に後方転位し
ていたが，関節腔洗浄療法が有用であった。

P-56

補綴治療後，長期経過中に下顎頭吸収が生じ顎偏位
した変形性顎関節症の 1例

A case of osteoarthritis with mandibular deviation due to
condyle absorption during a long�term follow�up after
several prosthetic treatments

伏見詩音1，伏見知行1，正木英之2，板橋基雅3，和嶋浩一4

1伏見歯科診療室歯科，2正木歯科医院歯科，3いたばしデ
ンタルクリニック歯科，4慶應義塾大学医学部歯科・口腔
外科学教室

【目的】補綴治療後に下顎頭変形が生じ，顎位が変位し
た症例に原因と思われたバランシングサイド 頭干渉を
調整しスプリント療法，運動療法を用いて良好な結果を
得た変形性顎関節の 1 例を報告する。
【症例】63 歳女性。主訴：右側で めない。現病歴：20
数年前より補綴治療を繰り返し経過観察していた 201X
年 X 月に右側で みにくいとの訴え。下顎偏位し右側臼
歯離開していたが顎関節症症状はなく，バランシングサ
イド 合干渉調整，右側咀嚼指導し経過観察。2 年後パ
ノラマエックス線にて左側下顎頭に吸収像を認めた。臨
床診断：変形性顎関節症。
【治療】左側下顎頭吸収，顎変位の原因は右側側方運動
時バランシングサイド干渉による咀嚼困難に起因する左
側偏咀嚼および睡眠時歯ぎしりと推定し，バランシング
サイド干渉解除のため 合調整，臼歯部レジンテックで
の 合挙上と偏咀嚼，筋緊張に対して患者教育，セルフ
ケア指導および歯ぎしり対策スプリントにより治療を
行った。
【結果】バランシングサイド 合干渉解除により右側臼
歯での咀嚼が可能となり，セルフケアにより咀嚼筋緊張
改善し，治療開始後間もなく顎偏位が改善し正中で 合
できるようになった。
【考察】数度にわたる広範囲の補綴治療により 合干渉
が生じ，偏咀嚼が誘発され，下顎頭吸収，顎偏位にいたっ
たと推定された。今後，下顎頭吸収の状況を観察し，原
因と推定されたバランシング干渉等に注意して再補綴す
る予定である。
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上下歯槽部の癒着により開口障害をきたした 1例

A case of truisms from ankylosis of the alveolar process
between the maxilla and mandible

野村昌弘，石神哲郎
独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター歯
科口腔外科

【目的】顎関節強直症は，開口障害を起こす典型的な疾
患であり，関節部に線維性組織あるいは，骨組織が増殖
し，関節の運動が障害された状態をいい，病変の発生部
位により関節内強直と関節外強直に分類される。顎関節
強直症の症例に関する報告は多くみられるが，そのほと
んどが関節内強直のものであり，関節外強直に関するも
のは少ない。今回われわれは，関節外強直により開口障
害をきたした 1 例を経験したので報告する。
【症例】患者は 85 歳，男性。開口障害を主訴に当科を
受診した。既往歴には 2017 年 9 月慢性硬膜下血腫で入
院加療を受けており，治療終了後は自宅近くの病院へ転
院となっていた。当科初診の 2 週間前より食事摂取量が
減少し，義歯装着が困難になっていることを看護師が認
知し，往診の歯科医師に相談したところ，顎関節脱臼を
疑われ，精査加療目的に当科を紹介受診となった。画像
検査にて左側の上下歯槽頂が骨性癒着して開口障害が生
じていることが判明し，臨床診断を顎関節強直症（関節
外型）とした。
【結果】処置ならびに経過：まず徒手的に強制開口を試
みた。その際，歯槽部骨性癒着を解除できなかったが，
経日的に自然解除にいたり，開口量は歯槽頂間で 31mm
となった。義歯装着が可能となり，以後は開口訓練を継
続し，経過観察している。
【結論】慢性硬膜下血腫により意識障害および全身けい
れんが生じた際に，下顎の食いしばりがあり，歯槽部粘
膜の潰瘍形成から骨露出をきたして，後天的に骨性癒着
をきたしたと考えられた。

P-58

顎関節に発生した骨軟骨腫の 1例

Osteochondroma of temporomandibular joint：A case
report

猪田浩理，西川正典，田中章夫，真部美余，西沢つきの
京都第二赤十字病院歯科口腔外科

【緒言】骨軟骨腫は下顎頭の軟骨層肥厚により発生し，
下顎頭の肥大傾向を示す疾患である。臨床的には皮下に
骨様硬の腫瘤の触知や， 合偏位を呈して発見にいたる
場合が多い。今回，われわれは突発的な臼歯部開 状態
を主訴に受診し，下顎頭部の骨軟骨腫の診断にいたった
症例を経験したので報告する。
【症例】患者：36 歳女性。主訴：右側臼歯部開 状態の
診査。現病歴：欠伸をした際に右側顎関節部に違和感が
出現，そのときより右側下顎臼歯部にわずかな開 を呈
し，改善しないため近医歯科受診。観察するも改善せず，
当院紹介受診となった。口腔外所見に異常なく，開口障
害なし。 合時に右側臼歯部に軽度の開 状態があっ
た。CT 写真では右側下顎頭に不均一な石灰化層の添加
を認め，MR 写真の T2 強調像で同部は高信号として描
出されていた。これらの画像所見より顎関節骨軟骨腫と
診断し，全身麻酔下で下顎頭形成術を行った。術後に
合状態は回復し，開口障害は認めなかった。現在は術後
1 年経過するが，予後良好である。
【結語】臼歯部開 より診断にいたった顎関節骨軟骨腫
を経験したので，考察を加えて報告する。
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前三 神経痛から典型的三 神経痛まで長期経過観
察出来た一例

A long�term follow up case starting with pre�trigeminal
neuralgia symptoms, leading to classical trigeminal neu-
ralgia

板橋基雅1，正木英之2，伏見知行3，伏見詩音3，和嶋浩一4

1いたばしデンタルクリニック，2正木歯科医院，3伏見歯
科診療室，4慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

【目的】われわれは前三 神経痛と思われる前駆症状か
ら典型的三 神経痛にいたるまで長期経過観察出来た 1
例を経験したので報告する。
【症例】87 歳 女性。主訴：右側上顎第一大臼歯の冷水
痛。現病歴：201X 年 3 月頃より右側上顎第一大臼歯に
冷水痛が発現，症状増悪のため 1 か月後当院受診。現症：
冷水痛を訴える右側上顎第一大臼歯にカリエス認めず，
周囲組織に異常認めず。エックス線所見：カリエス，破
折線等，異常を認めず。診断：知覚過敏症。
【治療と経過】初診時，知覚過敏処置を行い，16 日後，
発作痛が生じたため抜髄，症状寛解し根充。初診＋60 日
後，痛み再発，食事や歯磨きで数分続く激痛が日に数回。
口腔外科へ紹介。抜髄後神経障害性 痛の疑いと診断，

痛軽度のため経過観察。その後，症状寛解し，初診＋
110 日後，症状消失。

初診＋6 年後，1 年ほど前より痛みが生じ，1 か月前よ
り症状が増悪し食事や歯磨きで激痛が生ずるようになっ
たと再来。右側鼻翼部を触ると発作性の電撃痛を認めた
ことから三 神経痛と診断。脳神経外科へ紹介し，MRI
検査で上小脳動脈と三 神経の圧迫所見認め，確定診断
された。現在，バクロフェンで 痛管理を行っている。
【考察と結論】本症例は前駆症状から典型的症状発現ま
で 6 年を要した。前三 神経痛の診断は容易ではない
が，説明不能な痛みが繰り返し生じたり，非侵害性の刺
激で 痛が誘発される場合は，不可逆処置の前に前三
神経痛も考慮する必要がある。

P-60

アミトリプチリン塩酸塩と加工附子末製剤の併用が
奏効した特発性歯痛の 1例

Idiopathic odontalgia well�treated with concomitant ami-
triptyline hydrochloride and powdered processed aconite
roots：A case report

桃田幸弘1，高野栄之2，可児耕一1，東 雅之1,２

1徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔内科学分野，2徳島
大学病院口腔管理センター

【目的】特発性歯痛（IO）とは原因不明の歯痛を指す。
IO は持続性特発性顔面痛の亜型とされ，局在不明瞭な持
続性の深部痛を特徴とする。IO に対して，抜髄処置・抜
歯術などの歯科治療は奏効しない。今般，われわれはア
ミトリプチリン塩酸塩と加工附子末製剤の併用が奏効し
た IO の 1 例を経験した。
【症例】患者は 61 歳，女性。2015 年 2 月，右上・下臼
歯痛（自発痛と 合痛）を主訴に来院した。2010 年頃か
ら同歯痛を自覚した。近医歯科にて，6 抜髄処置，5 抜
歯術および⑥5④ ，⑦6⑤ 補綴治療（ブリッジ）するも
著変なかった。当該歯に打診痛・動揺ともに認められ
ず，同部歯肉に圧痛も認められなかった。X 線検査にお
いて，異常は認められなかった。体性感覚検査において，
触・圧覚，痛覚および温度覚に異常は認められなかっ
た。
【結果】加工附子末製剤 0.5 mg/日（1.5 mg/日まで漸次
増量）を投与し，痛みの軽減は認められるも消失にはい
たらなかった。次いで，アミトリプチリン塩酸塩 10mg/
日（40mg/日まで漸次増量）を併用し，痛みは緩解した。
さらに，Short Form�8 Health Survey（SF�8）において，
健康関連 QOL も向上した。
【結論】IO に対して，これら二剤併用の有用性が示唆さ
れた。

本研究について申告すべき利益相反はない。
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歯痛を呈した類上皮腫による有痛性三 神経ニュー
ロパチーの一例

Painful trigeminal neuropathy attributed to epidermoid
cyst presenting as a toothache

小笹佳奈，野間 昇，渡邉広輔，関根尚彦，廣田千紗
日本大学歯学部口腔診断学講座

【目的】今回，国際頭痛分類第 3 版（ICHD3）に準拠し，
類上皮腫を原因とする「その他の疾患による有痛性三
神経ニューロパチー」を経験したので報告する。
【症例】患者：81 歳男性，2014 年 12 月に右下 6 の痛み
を主訴に当院受診。症状は持続痛を主徴とし，右下 6 か
ら右側下顎全体にかけて波及した。同歯の根管治療を受
けたが症状に改善がなく抜歯施行。しかし抜歯後痛みに
変化がないため，2016 年 10 月に当科を受診した。トリ
ガーゾーンはなく，定性・定量感覚検査において右側口
腔内外には陽性・陰性徴候はなかった。脳神経学的所見
異常なし。パノラマ X 線写真では右側下顎骨に広範囲に
及ぶ骨硬化像を認めた。
【処置および経過】2017 年 9 月から発作痛を自覚するよ
うになり，三 神経痛を疑い，MRI 撮影を施行したとこ
ろ，右側小脳橋角部に類上皮腫様の画像診断を得た。脳
神経外科を紹介したが，高齢のため手術にいたらなかっ
た。当科にてカルバマゼピンを処方し， 痛は完全に消
失した。
【考察と結論】脳腫瘍による三 神経領域の痛みは，
ICHD3b では，有痛性三 神経ニューロパチーに分類さ
れたが，ICHD3 では，症候性三 神経痛に分類される。
本症例は，持続痛を主訴としたことから上記診断とした
が，症候性三 神経痛が発作痛を主徴とすることを念頭
に診断を進めると，占拠性病変を見落としてしまう恐れ
がある。

P-62

発作性片頭痛と群発頭痛の鑑別に苦慮した 1症例

A case of differential diagnosis between cluster headache
and paroximal hemicrania

柏木航介1，野口智康1，中村美穂1，半沢 篤1，
半田俊之2，福田謙一1

1東京歯科大学歯学部口腔健康科学講座障害者歯科・口腔
顔面痛研究室，2東京歯科大学歯学部歯科麻酔学講座

【目的】しばしば頭痛の診断に難渋することがある。今
回われわれは，発作性片頭痛（PH）と群発頭痛（CH）
の鑑別に苦慮した 1 症例を経験したので報告する。
【症例】37 歳男性。主訴：5 日前より左側上顎の歯から
眼窩にかけての激痛。既往歴：パニック障害。現病歴：
左側眼痛のため，眼科を受診するが問題なしと診断され
た。近歯科医で急性上顎洞炎と診断され，クラリスロマ
イシンとロキソプロフェンナトリウムを処方されたが症
状改善せず，当科受診。上顎左側第二大臼歯に冷水痛，

合時痛があり，齲蝕症が認められたため齲蝕除去を
行った。デンタル X 写真および CT 上ではその他に特記
すべき所見はなかった。しかし症状は改善せず，1 日に
5 回以上生じる該当歯，眼窩～側頭部にかけての拍動性
の激痛は残存した。また症状には結膜充血，鼻汁を伴い，
症状が生じると診療室で落ち着きがなく動き回ってい
た。
【結果】症状より CH と考え，7l /min で 15 分間酸素を
行ったところ，患者より症状の緩和の訴えがあった。そ
のため当院内科へ対診し，スマトリプタンコハク酸塩 50
mg を頓服処方された。しかし，後日症状は再発し再度
来院した。そこで PH を疑い，インドメタシン 25mg を
処方したところ，歯痛・頭痛ともに症状が改善した。そ
の後 痛の再発はなく，経過良好である。
【結論】口腔顔面痛外来には鑑別に苦慮するまれな神経
血管性歯痛を訴える患者が来院することもあるため，歯
科医師にも頭痛の知識は必須だと考えられた。
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P-63

非糖尿病患者に発症した idiopathic parotid pain の
臨床的特徴

Clinical features of idiopathic parotid pain in non�diabetic
patients

千葉雅俊1，廣谷拓章2，山口佳宏1，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口腔病態外科学講座顎顔面・
口腔外科学分野，2大崎市民病院歯科口腔外科

【目的】First bite syndrome（FBS）は，食事開始時に
耳下腺痛を生じる疾患で，上頸部の手術で耳下腺の交感
神経支配が失われることで生じる。われわれは頭頸部に
手術の既往はないが FBS と類似した耳下腺痛を生じる
疾患を idiopathic parotid pain（IPP）として報告してい
る。IPP は糖尿病患者に発症することが多いが，非糖尿
病患者に発症することがある一方，その病態は不明であ
る。本研究は非糖尿病患者に発症した IPP の臨床的特徴
を明らかにすることである。
【方法】2013 年から 2016 年の間に東北大学病院歯科顎
口腔外科・口腔顔面痛外来を受診した非糖尿病患者に発
症した IPP 患者 5 名の臨床所見を後ろ向きに調査した。
【結果】対象患者の年齢の中央値は 52 歳，性別は女性
が 4 名，罹患期間は 2.5～120 か月，2 名が両側性であっ
た。頭部顔面の MRI と血液検査で異常はなかった。自
律神経系の合併症は，起立性調節障害と Horner 症候群
が各 1 名であった。痛みの強度は数値評価尺度で 8（3�
10），痛みの持続時間は数秒から 1 分以内，痛みの性質
は，鋭痛が 4 名，締め付ける痛みが 1 名であった。痛み
による食事の障害度は数値評価尺度で 8（5�10）であっ
た。
【結論】非糖尿病患者に発症した IPP は，糖尿病患者に
発症した IPP と病因や発症機序は異なるが，痛みの特徴
が類似した疾患である。

P-64

抜歯器具破折片の迷入により生じた神経痛の一例

A case of neuralgia resulting from accidental insertion of
surgical instruments

西口浩明
JA愛知厚生連海南病院歯科口腔外科

【緒言】下顎智歯抜歯の偶発症として，下顎骨内に切削
器具破折片の迷入がある。下顎骨周囲軟組織への切削器
具破折片の迷入と合わせ報告は散見されるが，迷入破折
片に起因する各症状については報告がまれである。今
回，下顎骨内の切削破折片迷入を原因とする MRI 撮影
時の下顎部神経痛を経験したので報告する。
【症例】患者：38 歳，女性。主訴：MRI 撮影時の左下
顎部激痛。現病歴：X 年 7 月当院乳腺外科にて右乳癌の
診断で，術前検査としての MRI 撮影時に左下顎臼歯部
から左側頭部に向けての電撃用 痛を自覚し，MRI 検査
が中止になった。同年 8 月右乳房切除施行され，術後化
学療法開始となった。同年 10 月 MRI 撮影時の 痛原因
検索目的に当科対診となった。初診時撮影のパノラマ X
線写真において左下顎骨内に切削器具破折片と思われる
不透過像認め，CT において下顎管内に存在することが
確認できた。左おとがい領域には軽度知覚鈍麻を認めた
が，日常生活においては MRI 撮影時の 痛は全くない
状態であった。術後化学療法中であったため，口腔内管
理を行いつつ経過観察を継続した。X＋1 年 12 月に術後
化学療法終了となったため，X＋2 年 3 月に破折片除去
を行った。
【結果】破折片除去後に MRI 撮影室にて 痛が誘発さ
れないことを確認した。したがって当初 MRI 撮影時に
誘発された電撃様 痛は，迷入切削器具破折片により誘
発された神経痛と診断した。
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P-65

咀嚼筋の関連痛を伴う筋膜性 痛に対しトリガーポ
イントへの鍼治療の併用が有効であった一例

Dry needling combined with trigger point injection in a
patient with chronic myofascial pain with referral

半田俊之1，福田謙一2，柏木航介2，中村美穂2，
野口智康2，半沢 篤2，一戸達也1

1東京歯科大学歯学部歯科麻酔学講座，2東京歯科大学歯
学部口腔健康科学講座障害者歯科・口腔顔面痛研究室

【目的】今回私たちは咀嚼筋の関連痛を伴う筋膜性 痛
を発症した患者に対し，トリガーポイントへの鍼治療を
併用し良好な経過をたどった症例を経験したので報告す
る。
【症例】46 歳，女性。以前抜歯をした下顎左側第二大臼
歯部の持続的な鈍痛を主訴に某大学病院で星状神経節ブ
ロック，アミトリプチリンの投薬が行われていた。担当
医の退職に伴い当院へ転院となった。初診時の症状は，
「下顎左側第二大臼歯部の持続的な鈍痛」「下顎右側第
二大臼歯の持続的な鈍痛」であった。触診上，両側 筋，
側頭筋，胸鎖乳突筋に多数の圧痛点があり，下顎両側大
臼歯部に関連痛を発現させていた。痛みの VAS は 70 か
ら 85 であった。心理的因子は特記すべき事項はなかっ
た。
【結果】咀嚼筋の関連痛を伴う筋膜性 痛であると診断
し，咀嚼筋ストレッチ，圧痛点に対するトリガーポイン
ト注射を行った。3 か月後，トリガーポイント注射は有
効であったが，患者からすべての圧痛点に対しトリガー
ポイント注射をしてほしいと訴えがあった。しかし，圧
痛点が多数であり同日に注射を行うことは局所麻酔薬が
過量投与になると考えた。そこで，トリガーポイント注
射は数か所とし，それ以外のトリガーポイントに対して
は鍼治療を行った。9 か月後，ほぼ症状は消失し，12 か
月で投薬も終了し経過観察とした。
【結論】鍼治療はトリガーポイント注射の付加治療とし
て有用であったことが示唆された。

P-66

パルス高周波療法が有効であった 1枝領域の三 神
経痛の 1症例

The efficacy of pulsed radiofrequency treatment for
trigeminal neuralgia of first branch：A case report

河端和音，左合徹平，椎葉俊司
九州歯科大学歯学部歯科侵襲制御学分野

【症例】年齢・性別：69 歳，女性。主訴：眼窩下部およ
び前頭部の電撃痛。既往歴・家族歴：特記事項なし。
【経過】平成 29 年 10 月に眼窩下部，前頭部の電撃痛を
主訴に受診した。三 神経痛と診断しカルバマゼピン 200
mg/日を処方したところ痛みは完全に消退したが，1 か
月経過の時点で全身皮膚に蕁麻疹が出現した。カルバマ
ゼピンを中止し，プレガバリン 300mg/日まで増量した
が効果はなかった。そこで，5％ テトラカイン 0.3ml で
眼窩孔ブロックを行ったところ，眼窩下部は無痛となっ
た。しかし，前頭部には効果がなかった。続いて，眼窩
上神経ブロックを 5％ テトラカイン 0.3ml で 2 回行った
が，無痛にはいたらなかった。そこで，パルス高周波療
法（以下，pulsed radiofrequency：PRF）をリージョン
ゲネレーター TLG�10（トップ社製）で行ったところ，
徐々に鎮痛効果が現れ，1 週間後には無痛が得られた。
同部の感覚低下の訴えはなかった。
【考察】PRF は，42°C 以下の比較的低温のパルス状高
周波電流を神経に与え，痛みを軽減する方法である。眼
窩上神経は神経束が細く，複数に分岐するためブロック
針での穿刺ができないことがテトラカインでのブロック
が奏功しない原因である。PRF は高周波電流であるため
近傍の神経束すべてに効果を発揮し，熱による神経変性
がないため，知覚も温存されたまま鎮痛が得られたと思
われる。
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特発性 First Bite Syndrome に対して立効散が有効で
あった 1例

Idiopathic first bite syndrome treated with repeated
Rikko�san：a case report

林 宰央1，恩田健志1，関川翔一1，川上真奈1，
大金 覚2，大畠 仁1，高野伸夫1,２，柴原孝彦1,２

1東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座，2東京歯科大学口
腔がんセンター

【目的】First Bite Syndrome（FBS）は副咽頭間 や耳
下腺の術後合併症として生じ，食事の最初の一口目に耳
下腺部に強い鋭痛を生じ徐々に痛みは漸減する。特に神
経損傷の既往はなく FBS と同様の痛みを生じる疾患は
特発性 FBS とされる。今回，われわれは特発性 FBS に
対し立効散が有効であった 1 例を経験したので報告す
る。
【症例】患者は 81 歳の女性。2016 年 6 月，左耳下腺部
痛を主訴に受診した。既往歴は甲状腺機能低下症，狭心
症，高血圧，脂質異常症。2015 年 11 月より痛みを自覚
し，近耳鼻科にて三 神経痛と診断されカルバマゼピン
処方されるも無効であった。2016 年 2 月，近歯科にて顎
関節症咀嚼筋痛障害と診断されスプリント療法とロキソ
プロフェンナトリウム処方されたが無効であった。痛み
は味覚刺激時にのみ生じた。トリガーポイントは認めな
かった。唾液分泌量は正常であった。頭頸部 CT・MRI
および血液検査において異常所見は認めなかった。
【結果】お湯 100ml に立効散約 1.0g を溶かし食前に含
嗽させ 30 秒間口腔内に貯め服用を指導した。症状は軽
快し 1 か月で痛みは出ないか違和感程度のみとなったた
め一度中止したが症状はすぐに再燃し，立効散 0.5g で再
開させた。立効散少量でも痛みは発現していない。患者
の一口目の痛みに対する不安も改善され食事に対する
QOL も改善されている。
【結論】今回，立効散による含嗽で特発性 FBS の改善
を認めたが，因果関係は明らかでなく症例の蓄積が待た
れる。

P-68

顎関節症関連性頭痛が併発していた慢性頭痛が集学
的治療介入により改善した 1例

A case of chronic mixed headache with headache attrib-
uted to temporomandibular disorder which was im-
proved by multidisciplinary treatment

西須大徳1，牧野 泉1，西原真理1，臼田 頌2，
村岡 渡2，莇生田整治2，河奈裕正2，中川種昭2，
和嶋浩一2，牛田享宏1

1愛知医科大学医学部学際的痛みセンター，2慶應義塾大
学医学部歯科・口腔外科学教室

【目的】顎関節症による頭痛（TMD�HA）は，片頭痛
や他の筋骨格系異常の併存で難治性となる。今回，集学
的治療で改善を認めた慢性混合性頭痛を報告する。
【症例】40 代女性，頭痛を主訴に来院。X�20 年に側頭
部頭痛を自覚し X�4 年から増悪した。片頭痛の薬物治療
を受けるも改善しなかった。頭痛は夜間生じることが多
く，月に 1 度は仕事を休んでいた。肩こり，嘔吐，光・
音過敏を伴っていた。初診時の Numerical rating scale
（NRS）は 10，Pain Disability Assessment Score（PDAS）
は 17 であった。既往歴に強い脊椎変性側彎症があった。
当センター内科医師が診察したところ，混合性頭痛が疑
われたため顎関節症評価の依頼を受けた。右側側頭筋に
圧痛と「いつもの痛み」，開口時・触診により右側 筋
痛と肩部に「いつもの痛み」を認めた。左側 合障害が
あり右偏咀嚼していた。理学療法士の評価では右側頸
部，上背部の筋緊張を認めた。以上より，側彎症が影響
する TMD�HA と緊張型頭痛および片頭痛と診断した。
【結果】医師を主治医とし，患者教育，薬物療法と運動
療法を開始した。そうしたところ TMD�HA および緊張
型頭痛が軽快した。その後片頭痛も改善し，NRS が 5，
PDAS が 2 となった。
【結論】他の要因が関与する TMD�HA を含む慢性混合
性頭痛には，集学的治療が有効であると考えられた。
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東洋医学的治療がある程度有効であった舌痛症の 1
症例

A case of glossodynia to a certain degree effective by
therapy of oriental medicine

黒川修二
JA愛知厚生連江南厚生病院麻酔科

【目的】舌痛症は，舌，口唇，口蓋，歯肉に持続性の痛
みが認められる原因不明の病態の総称である。40 歳以降
の女性に好発する。原因が不明の原発性舌痛症と背景と
なる原因疾患がある二次性舌痛症に分類される。症状と
しては両側性の舌，口腔内の持続性の痛みが認められ，
食事の際に痛みが寛解することもある。治療としては薬
物療法，認知行動療法，経験的に星状神経節ブロック（以
下 SGB）が有効との報告もあるが，現時点では有効な治
療法は確立されていない。今回漢方療法も含めて東洋医
学的治療がある程度有効であった舌痛症の症例を経験し
たので報告する。
【症例】50 代の女性。2015 年夏頃より舌の痛みを認め，
近医歯科受診。原因不明のまま，神経内科，総合診療科
を紹介され舌痛症と診断。その後カルバマゼピン等の内
服を開始するも痛みは軽減せず，麻酔科紹介受診。受診
時 VAS70/100 で激痛を訴えていた。内科医からの依頼
と本人希望もあり SGB を左右交互に施行していく方針
となった。
【結果】VAS50/100 と多少改善認めるも悪化すること
もあり，近医歯科にて針（鍼？）治療施行し，当科では
漢方（加味逍遥散，滋陰至宝湯）処方し，VAS30/100
とある程度有効となり現在にいたっている。
【結論】舌痛症は有効な治療法が確立されておらず，本
症例も SGB を中心に西洋医学的治療を継続していたが
難渋した。このような症例に漢方療法を含めた東洋医学
的治療は試みてもいい治療と考えられる。

P-70

歯周治療による歯周組織の改善が不安傾向と脳活性
化に影響した 1症例

Case of improvement of periodontal tissue by periodontal
treatment affected anxiety tendency and brain activation

村岡宏祐1，小田昌史2，吉野賢一3，森本泰宏2

1九州歯科大学口腔機能学講座クリニカルクラークシップ
開発学分野，2九州歯科大学生体機能学講座放射線学分
野，3九州歯科大学歯学部共通基盤教育部門

【目的】functional Magnetic Resonance Imaging（fMRI）
を用いて，歯周治療前後の被験者にクレンチングを遂行
させ，歯周治療が不安傾向と高次脳機能に影響したか否
かを検討した。
【症例】患者：62 歳女性。主訴：全顎的な歯周治療希望。
現病歴：数年前より歯肉の出血を認めたがそのまま放
置。数か月前から歯肉の出血，発赤が増大したため来院。
全身既往歴，常用薬剤：特記事項なし。口腔外所見：体
格は中程度，栄養状態良好，全身的な異常所見を認めな
かった。口腔内既往歴：数年前に全顎的な歯周治療を除
く歯科治療を行った。家族歴，習癖：特記事項なし。診
断：広汎型慢性歯周炎。治療経過：通常のブラッシング
指導，スケーリング・ルートプレーニングを行った。fMRI
を用いた測定方法：クレンチング課題を用い，クレンチ
ング有・無 30 秒間ずつの 1 サイクルを 3 回行った。
【結果および考察】歯周治療により，歯周組織の改善と
ともに不安傾向と脳機能が改善した。fMRI を用いた脳
活性部位は，前頭葉の運動野，第一次体性感覚野に賦活
化を認めた。つまり，歯周基本治療により，歯根膜が回
復し歯根膜ニューロンが第一次体性感覚野に影響したと
考える。さらにクレンチングを行うことにより，筋紡錘
の感覚が運動野に影響したと考える。しかしその詳細に
ついては不明である。今後さらに被験者を増やし検証を
行いたいと考えている。
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自己血注入療法を施行した習慣性顎関節脱臼の 4症
例

Four cases of autologous blood injection for chronic re-
current temporomandibular joint dislocation

久保田耕世1，伊藤良平1，佐藤 寿2，小松賢一3，
小林 恒1

1弘前大学大学院医学研究科歯科口腔外科学講座，2つが
る総合病院歯科口腔外科，3北秋田市民病院歯科口腔外科

【目的】習慣性顎関節脱臼に対しては顎間固定，チン
キャップなどによる顎外固定，顎関節前方部障害形成
術，口腔粘膜・側頭 膜短縮術等の観血的治療法などい
くつかの治療法が施行，報告されてきた。しかしながら，
高齢者や全身疾患を有する患者では外科的治療法を適応
しにくく，その対処法に苦慮することも多い。2001 年に
Hasson＆Nahlieli が習慣性顎関節脱臼に対して上関節腔
および関節包周囲に自己血を注入する療法を報告し，こ
れまで苦慮してきた症例にも侵襲が少なく治療効果が期
待されている。今回われわれは，高齢者や既往疾患を考
慮し，自己血注入療法を施行した習慣性顎関節脱臼の 4
例について報告する。
【対象と方法】男性 2 例，女性 2 例。年齢は 59～92 歳。
全例両側の習慣性顎関節脱臼であった。Hasson＆Nahlieli
法で全例両側顎関節部に自己血注入を行った。
【結果】自己血注入療法回数は 3 回が 1 例，2 回が 1 例，
1 回が 2 例であった。再脱臼は 4 か月から 2 年 4 か月の
間で認められ，再度自己血注入を施行したが，脱臼回数
が著しく減少し，再脱臼までの期間が長くなった。
【結論】習慣性顎関節脱臼に対する自己血注入療法は侵
襲が少なく，外科的治療法を適応しにくい高齢者や全身
疾患を有する患者への有用性が示唆された。

P-72

ナビゲーションシステム支援下に間 形成をした顎
関節強直症の 1例

Navigation�guided gap arthroplasty for temporomandi-
bular joint ankylosis：Report of a case

小木信美1，竹本 隆2，阿知波基信1，山本 翼2，
前多雅仁1，片山良子1，中村有宏1，野澤道仁3，
有地淑子3，有地榮一郎3，佐久間重光4，栗田賢一1

1愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2蒲郡市民病院
歯科口腔外科，3愛知学院大学歯学部歯科放射線学講
座，4愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座

【目的】術野の位置情報を表示するナビゲーションシス
テムは，頭蓋底，鼻副鼻腔，眼窩内の病変などの手術支
援に用いられ，有用性が広く知られている。今回，われ
われは，ナビゲーションシステムの支援下で顎関節強直
症に対し顎関節授動術を行ったので，概要を報告する。
【症例】症例は 59 歳男性で，開口障害を主訴に近在の
歯科を受診し，顎関節強直症を指摘され紹介来院した。
開口時の顎堤間距離は 30mm で，パノラマ顎関節撮影法
や CT 画像で骨性の顎関節強直症を認め，ナビゲーショ
ンシステムの支援下で手術を行った。
【結果】手術直前に位置確認のためのマーカーを頭部・
顔面皮膚の任意の位置につけ，ナビゲーション CT 撮影
した。全身麻酔下に CT 画像と頭部・顔面マーカーのポ
イントをレジストレーション（重ね合わせ）した後，顎
関節にアプローチし，術中に骨削除部にプローブ先端を
接触させてモニタ画面上で骨削除部と周囲組織との距離
や骨削除の進行を確認して間 形成を行った。さらに患
側筋突起を切除し，間 形成部に頰脂肪体を移植し，顎
堤間距離 63mm を得て手術を終了した。術後 5 か月経過
した時点で，開口訓練を続け，経過観察中である。
【結論】ナビゲーションシステムの支援下で顎関節強直
症の骨削除部の解剖学的な位置情報の画像化が可能で，
術者以外のスタッフもモニタ画面を通じて情報を共有で
き安全に間 形成を施行できることが示唆された。
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患者固有の下顎運動軌跡を反映したCAD/CAMクラ
ウンを装着した 1症例

CAD/CAM crown reflecting patient’s mandibular move-
ment：a clinical report

塚谷顕介1,２，田邉憲昌1，浅野明子2，近藤尚知1

1岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座，2岩手
医科大学歯学部歯科保存学講座う蝕治療学分野

【目的】近年，CAD/CAM と顎運動測定データの統合
により，従来法による 合器の調整では困難だった生体
の下顎運動に近似した曲線的な顆頭運動がコンピュータ
上で再現可能となった。本研究の目的は，機能運動時の
下顎運動を反映した 合面のバーチャルワックスアップ
を行うことで，より機能的なクラウン製作方法を開発す
ることである。
【症例】患者は 28 歳女性。下顎右側第一大臼歯金属冠
の審美不良を主訴に来院し，CAD/CAM クラウンを製
作することとした。初診時に下顎運動を記録し，通法に
従い，支台歯形成，精密印象採得等を行い，作業用模型
を製作した。技工用スキャナで模型をスキャンし，その
データを CAD ソフトウェアに移行した後，記録した下
顎運動データと統合した。これらのデータを基に CAD
ソフトウェア上で 3 種類のクラウンをワックスアップ
し，ブロックのミリングを行った。それらを口腔内に試
適し，それぞれの調整量を比較した。
【結果】咀嚼運動データを 合面形態に反映したクラウ
ンは，ほとんど調整の必要がなかった。また，クラウン
装着後の咀嚼運動を解析し，模型データと組み合わせて
観察した結果，理想的な咀嚼を行っていることが確認で
きた。
【結論】クラウンの 合面に咀嚼時の下顎運動を反映さ
せる本法は，より干渉の少ない適切な 合接触を有する
補綴装置製作法であることが示唆された。

P-74

オトガイ部の強打後に開口障害と 合不全を呈した
顎関節内出血の 1例

Trismus and anterior cross�bite due to TMJ hemarthro-
sis：Report of a case

中村有宏1，小木信美1，片山良子1，前多雅仁1，
野澤道仁2，有地淑子2，有地榮一郎2，栗田賢一1

1愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2愛知学院大学
歯学部歯科放射線学講座

【目的】下顎は顎顔面領域で外傷を受けやすい部位であ
る。今回，われわれは，外傷によって顎関節腔内に出血
し血液が貯留したために開口障害と 合不全を生じた症
例の経過について概要を報告する。
【症例】症例は 8 歳の男児で，初診の 3 日前に木の床で
転倒しオトガイ部を打ち，家人が 合の変化と左側顎関
節の痛みに気付き来院した。初診時，開口域は 28mm で，
開閉口時に左側顎関節痛を訴えた。 合時に下顎は右方
に偏位し，前歯部で反対 合となっていた。パノラマエッ
クス線写真で，骨折は認めなかったが，左側下顎頭が右
側に比して前下方に位置していた。初診の翌日，MRI を
撮像し，左側顎関節の関節腔内に液体の貯留を認めた。
関節腔内の出血を疑い，局所麻酔下に上関節腔を穿刺
し，黒色がかった血液の排出を認めた。生食でパンピン
グを行い，排液に血液の混入がみられなくなるまでパン
ピングを繰り返した。
【結果】初診時に認めた開口障害と 合不全はいずれも
パンピングの後に改善していた。パンピング 3 日後に開
口域が 45mm で機能時痛は軽度に改善し，パンピング 17
日後に開口域が 47mm で機能時痛は消退していた。パン
ピング後 2 か月でも著変はなかった。
【結論】オトガイ部への外傷が介達外力として顎関節に
伝わり，関節腔内に出血を来したことによる開口障害と

合不全は，関節腔のパンピングによって速やかに改善
できることが示唆された。
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滑膜骨軟骨腫症に併発した感染性顎関節炎の一例

A case of septic arthritis of the temporomandibular joint
with synovial chondromatosis

中野宏祐1，窪 寛仁2，本橋具和2，矢谷真也2，
宮 由紀子1，疋田光波1，山崎行庸2，中嶋正博2，
覚道健治2

1大阪歯科大学大学院口腔外科学専攻，2大阪歯科大学口
腔外科学第二講座

【目的】滑膜骨軟骨腫症に併発した感染性顎関節炎を経
験したので報告する。
【症例】患者は 56 歳の女性。10 日前から感冒様症状が
あり，3 日前から右側顎関節部の自発痛， 合偏位およ
び開口障害が生じ始め，昨日から増悪してきたので，精
査を希望して来院した。体温は 37.5°C で，右側顎関節部
に圧痛を認めた。開口距離は 16mm で，下顎の歯の正中
は左側に 3mm 偏位し，右側臼歯部開 と交 合とが
認められた。血液検査では WBC13,500/µl，CRP9.95mg/
dl と高値を示していた。
【処置および経過】右側感染性顎関節炎の診断で直ちに
入院させ，PIPC の経静脈投与（4g/日）を開始した。第
二病日の MRI 検査で右側上関節腔に著明な joint effu-
sion 像が認められたが，高信号領域の内部に無信号領域
が散在していたので CT 検査を追加したところ，右側下
顎頭の上方～内側に高信号領域が散在しており，滑膜骨
軟骨腫症を伴う感染性顎関節炎と診断した。同日，右側
顎関節上関節腔穿刺で膿を確認し，上関節腔洗浄療法を
施行した。第五病日の血液検査では白血球数 4,660/µl，
CRP1.54mg/dl と改善し，臼歯部開 と 合偏位とは消
失していた。第六病日に退院し，その後は外来で経過観
察を行ったが，退院後 1 か月には開口距離は 48mm に改
善し， 合状態も正常だった。
【考察】滑膜骨軟骨腫症に併発した感染性顎関節炎の一
例を経験した。感染の focus として滑膜骨軟骨腫症が疑
われ，今後も長期にわたって経過をみていく必要があ
る。
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