
第 17 回⽇日本外傷⻭歯学会 抄録集 修正とお詫び

抄録集に変更更があります。以下の点につきまして、ご修正いただきますようお願いを申
し上げます。

１．開会式・総会の会場が変更更となりました。（P3, P6）

変更更前：第２講義室（楠元キャンパス ⻭歯学部基礎教育研究棟２階）
↓

変更更後：談話室（楠元キャンパス ⻭歯学部基礎教育研究棟１階）

２．下記の演題につきまして、発表⽇日時が変更更（⼊入れ替え）となっております。

演題番号５ ７⽉月８⽇日（⼟土）の 16:25（P6, P8, P12）
↓↑

演題番号 34 ７⽉月９⽇日（⽇日）の 10:36

演題番号９ ７⽉月８⽇日（⼟土）の 16:57（P6, P9, P13）
↓↑

演題番号 37 ７⽉月９⽇日（⽇日）の 14:30

お⼿手数をお掛け致しますが、変更更をお願い申し上げます。

関係の先⽣生には深くお詫び申し上げます。

 











― 1 ―

ご 挨 拶

第17回日本外傷歯学会総会・学術大会の開催にあたって

第17回日本外傷歯学会総会・学術大会

大会長 前田 初彦  愛知学院大学歯学部 
口腔病理学講座

この度、2017年（平成29年）7月8日（土）・9日（日）の2日間、愛知学院大学歯学部

楠元キャンパスにおいて、第17回日本外傷歯学会総会・学術大会を開催させていただ

くことになりました。本学会は日本に於ける外傷歯学の重要性を考え、1998年に設立

をされました。外傷歯学の分野は基礎と臨床の双方の知識と経験、さらには技術を必要

としており、接着技術の進歩により飛躍的に外傷歯の保存の可能性が高まり、新しい治

療方針に向かって今もさらなる研究が進められています。今回の大会では、メインテー

マを「基礎歯学から見た外傷歯学」としておりますが、外傷歯学を基礎歯学の視点か

ら考えることにより、新たな知見が得られることを期待しております。

企画としましては、特別講演として、愛知学院大学外科学講座教授の野本周嗣先生に

「止血、凝固系における肝臓の働きと要注意症例」のご講演、医療法人はしもと小児・

矯正歯科医院理事長の橋本敏昭先生に「乳歯外傷による早期喪失後の咬合誘導」をお

願いしております。教育講演としましては、九州歯科大学歯科放射線学分野教授の森本

泰宏先生に「画像を用いた口腔・顎・顔面領域の臨床研究の最前線」のご講演をお願

いしております。また、シンポジウムとしましては、歯科全体に関わる問題として「歯

科領域における再生医療技術の最前線」のテーマで様々な方面からパネラーをお呼び

しており、参加者の皆様と一緒に歯科領域における再生医療について考えて参りたいと

思っております。そのほか、認定医更新セミナー、大会長講演に加えて基礎・臨床を問

わずに一般口演を募集しましたところ、39題の演題が集まりました。

あらゆる角度から見て興味深い学術大会となるよう準備委員一同、努力しております。

今回は、基礎講座の開催となりますが、講座員一同、基礎講座ならではの学会となりま

すように、心を込めて準備させていただいております。学会会員および関係各位の皆様

のご参加を心よりお待ちしております。

最後に、今回名古屋での開催の機会を与えていただきました、学会役員の先生方や学

会会員および関係各位の皆様へ心より感謝の意を表します。
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学術大会に参加される皆様へ

1. 受付時間
7月8日（土）は午前11時30分、7月9日（日）は午前8時30分より、愛知学院大学楠
元キャンパス基礎教育研究棟2階にて受付を開始致します。なお、理事・評議員会に
つきましては7月8日（土）の午前9時30分より、4号館2階にて受付を行います。 

2. 参加登録 
事前参加登録は、6月2日（金）を持ちまして終了しました。事前振込された方には
「参加証」を送付致しますので、必ずご持参の上でご参加下さい。当日に参加登録を
される方は受付にて参加費を納入して下さい。参加費と引き換えに「参加証」をお
渡しします。会場内では必ず参加証（所属・氏名を記入）を着用して下さい。 

当日参加登録

・歯科医師： 11,000円 

・歯科衛生士・歯科技工士、看護師・医療従事者： 3,000円 

・学部学生・専門学校生：  無 料

3. 懇親会のご案内 
日 時：7月8日（土） 19時～20時30分

会 場：愛知学院大学楠元キャンパス4号館1階 カフェテリア

当日懇親会費

・歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、看護師、医療従事者： 4,000 円 

・学部学生、専門学校生： 2,000 円 

4. 歯科医師生涯研修の認定手続き 
本学会は日本歯科医師会生涯研修事業の認定を受けていますので、会員の方は生涯
研修カードを持参下さい。 

5. 認定医更新セミナー
認定医の更新にはセミナーの受講が必要です。当日、受講料（5,000円）を認定医更新
セミナー受付（愛知学院大学楠元キャンパス基礎教育研究棟2階）でお支払下さい。
認定医更新セミナーのみの受講は出来ません。必ず総会・学術大会参加登録費と共
に受講料をお支払い下さい。
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6. 発表される先生
発表時間の30分前までに発表者受付にお越しいただき、ご自身のご発表スライドを
備え付けのPCでご確認の上、次演者席にご着席下さい。事前提出されたCD-Rは
当日受付の際お返し致します。受け取りがない場合は事務局で処分させて頂きます。 

発表時間6分・質疑応答2分です。時間厳守でお願い致します。発表は会場に用意し
たWindows搭載 PC（PowerPoint 2007）での発表となります。 

なお、口頭発表者（共同発表者を含む）は会員であることが条件ですので、あらかじ
め手続きを行ってください。

7. 座長の先生
担当セッションの開始 15 分前までに、次座長席にご着席下さい。発表時間6分・質
疑応答2分です。時間厳守でお願い致します。 

8. 理事会・評議員会のご案内 
7月8日（土）10時より、4号館2階の4201教室にて理事・評議員会を開催致します。
学会会場とは会場が異なりますのでご注意下さい。

9. クローク
7月8日（土）は9時30分から19時まで、7月9日（日）は8時30分から16時50分まで、
基礎教育研究棟2階 組織学・病理学実習室でお荷物をお預かりします。貴重品につ
きましては各自での保管、管理をお願い致します。
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プログラム
7月8日土 愛知学院大学 楠元キャンパス 基礎教育研究棟

10：00～12：00 理事・評議員会 会場：4号館 2階 4201

12：20～13：00 開会式・総会

13：00～13：32 一般口演1
座長：有田 憲司（大阪歯科大学 教授）

01 下顎前歯根尖部に限局性に生じた X線透過性病変の一例
○嶋田 勝光、落合 隆永、長谷川 博雅
松本歯科大学 口腔病理学講座

02 マウス臼歯の髄床底穿孔による歯根膜ポリープ形成における細胞の移動と分化
○松田 紗衣佳1）、辻極 秀次2）、中野 敬介3）、岡藤 範正4）、正村 正仁1）4）、 
大須賀 直人1）4）、川上 敏行4）5）

1）松本歯科大学病院 小児歯科学講座、2）岡山理科大学 理学部 組織病態学、 
3）岡山大学 大学院 口腔病理病態学、4）松本歯科大学 大学院、 
5）松本歯科大学 総合歯研 病態解析学

03 口腔裂傷時の筋層縫合に使用する吸収性縫合糸 VicrylⓇに対する 
ラット皮下組織の反応
○中安 喜一1）2）、松田 紗衣佳1）、岡藤 範正2）、正村 正仁1）2）、大須賀 直人1）2）、 
川上 敏行2）3）

1）松本歯科大学 歯学部 小児歯科学講座、2）松本歯科大学 大学院、 
3）松本歯科大学 総合歯研 病態解析学

04 乳歯エナメル質に対する接着強さ：表層部と深層部との比較
○入江 正郎1）、後藤 修一郎2）、戸谷 孝洋2）、吉田 忠司2）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体材料学分野、 
2）九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野

13：40～14：00 大会長講演
座長：田中 昭男（大阪歯科大学 教授）

［ ヒトパピローマウイルス最前線 ］
前田 初彦（愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座）
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14：10～15：10 特別講演1
座長：嶋田 淳（明海大学 教授）

［ 止血、凝固系における肝臓の働きと要注意症例 ］
野本 周嗣（愛知学院大学 歯学部 外科学講座）

15：20～16：20 特別講演2
座長：三宅 実（香川大学 教授）

［ 乳歯外傷による早期喪失後の咬合誘導 ］
橋本 敏昭（JADT理事・はしもと小児・矯正歯科医院）

16：25～16：57 一般口演2
座長：中田 和彦（愛知学院大学 教授）

05 低年齢時に歯冠破折し、長期経過観察を行った症例
○後藤 匡史1）、後藤 修一郎2）

1）ごとう歯科クリニック（蛍池）、2）ごとう歯科クリニック（鶴見）

06 幼若永久歯再植後4年経過した1例
○佐藤 輝子、野坂 久美子
あおば歯科小児歯科クリニック

07 幼若永久歯外傷の2症例
○馬場 篤子、橋本 敏昭、尾崎 正雄
福岡歯科大学 成長発達歯学講座 成育小児歯科学分野

08 有髄歯の破折処置に関する1症例
○東野 あさみ、東野 美晴
あさみ歯科医院
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16：57～17：29 一般口演3
座長：菅谷 勉（北海道大学 准教授）

09 外傷による乳歯陥入、再植の長期経過報告
○早田 倫久1）、田路 雅彦2）、藤井 公之3）、東條 俊之4）、玉井 那奈4）、 
吉田 忠司4）5）

1）医療法人悠心会 早田歯科医院、2）悠デンタルクリニック、3）デンタルクリニックふじい、 
4）吉田歯科医院、5）九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学講座

10 造血幹細胞移植中に歯ブラシによる傷から血腫が生じ重症化した一例
○池上 由美子1）2）、夏目 長門3）、井村 英人3）、秋山 泰範3）、水嶋 広美3）、 
阿尾 敦子3）、今井 藍子3）、飯島 美幸3）

1）がん感染症センター都立駒込病院、2）愛知学院大学大学院 歯学研究科、 
3）愛知学院大学 口腔先天異常研究室

11 穿孔を伴った内部吸収歯の歯内治療：症例報告
○今泉 一郎、江幡 香里、白川 肇、中田 和彦
愛知学院大学 歯学部 歯内治療学講座

12 乳歯自家移植による歯槽保存の1例
○宮新 美智世、和田 奏絵、上原 智己、柿野 聡子
東京医科歯科大学大学院 小児歯科学分野

17：35～18：07 一般口演4
座長：新垣 敬一（沖縄県立中部病院 部長）

13 宮崎大学医学部附属病院歯科口腔外科サテライトクリニックにおける 
小児の外傷性歯牙脱臼に関する臨床的検討
○井川 加織、永田 順子、山下 善弘
宮崎大学 医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野

14 沖縄県立病院における顔面外傷の臨床検討
○仲間 錠嗣1）、立津 政晴3）、比嘉 努1）、新垣 敬一2）、澤田 茂樹3）、狩野 岳史4）

1）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 歯科口腔外科、 
2）沖縄県県立中部病院 歯科口腔外科、3）沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科、 
4）沖縄県立北部病院 歯科口腔外科

15 当科の訪問診療における老健施設・在宅等患者の外傷に関する臨床的検討
○戸谷 孝洋1）2）、中川 翔太2）、福田 亜利沙2）

1）九州歯科大学 歯学部 口腔再建リハビリテーション学分野、2）医療法人孝陽会 戸谷歯科クリニック

16 沖縄県立宮古病院歯科口腔外科における2016年度口腔顎顔面外傷の臨床統計
○澤田 茂樹1）、新垣 敬一2）、立津 政晴1）、狩野 岳史3）、比嘉 努4）、上田 剛生2）、
仲間 錠嗣4）、銘苅 泰明2）、幸地 真人4）、伊禮 光孝2）

1）沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科、2）沖縄県立中部病院 歯科口腔外科、 
3）沖縄県立北部病院 歯科口腔外科、 
4）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 歯科口腔外科
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18：07～18：39 一般口演5
座長：岡田 康男（日本歯科大学 教授）

17 乳歯再植後、後継永久歯萌出まで経過観察を行った4症例5歯の臨床的検討
○駿河 由利子1）、野坂 久美子2）、佐藤 輝子2）

1）すこやか歯科こども歯科医院、2）あおば歯科小児歯科クリニック

18 根尖周囲外科手術で保存を試みた垂直性歯根破折の3症例
○小松 恵、海老原 新、興地 隆史
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 口腔機能再構築学講座 歯髄生物学分野

19 乳児期に脱臼、再植した乳中切歯を交換期まで長期観察した2例
○太刀掛 銘子1）、光畑 智恵子2）、香西 克之2）

1）広島大学病院 小児歯科、2）広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 小児歯科学

20 診断参考レベルと当院における口内法エックス線撮影の撮影条件
○桒田 勤、松本 遼、後藤 賢一、横井 みどり、蛭川 亜紀子
愛知学院大学歯学部附属病院 放射線技術部

19：00～20：30 懇 親 会 会場：4号館 1階 カフェテリア
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7月9日日 愛知学院大学 楠元キャンパス 基礎教育研究棟

9：00～9：32 一般口演6
座長：林 康司（名古屋第二赤十字病院 部長）

21 脱落歯保存における注射用セフェム系抗菌薬および 
抗真菌薬添加総合アミノ酸輸液の有効性
○岡村 友玄1）、富永 和也1）、大草 亘孝2）、西川 哲成3）、田中 昭男1）

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

22 外傷による前歯部欠損に対し、インプラントを用いて補綴治療を行った2症例
○吉岡 文1）、尾澤 昌悟1）、村上 弘2）、武部 純1）

1）愛知学院大学 歯学部 有床義歯学講座、2）愛知学院大学 歯学部 高齢者歯科学講座

23 導帯管の画像と描出率に関する検討 
―CT及びパノラマエックス線画像による分析―
○森本 泰宏、田中 達朗、鬼頭 慎司、西村 瞬
九州歯科大学 歯科放射線学分野

24 デュアルエナジーCTにおけるメタルアーチファクトの低減
○松本 遼1）、後藤 賢一1）、桒田 勤1）、内藤 宗孝2）、有地 榮一郎2）

1）愛知学院大学歯学部附属病院 放射線技術部、2）愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座

9：32～10：04 一般口演7
座長：興地 隆史（東京医科歯科大学 教授）

25 外傷歯の診断および予後観察に歯科用CBCTを応用した3症例について
○吉田 忠司1）2）、笹山 智史1）3）、吉田 忠信4）、中村 幸生5）

1）吉田歯科医院、2）九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学講座、 
3）大阪歯科大学 口腔インプラント学講座、4）よしだ歯科、5）吉田歯科医院 先端歯科医療部門

26 Cine MRIによる摂食嚥下機能の評価
○田中 達朗、西村 瞬、鬼頭 慎司、城嶋 孝章、森本 泰宏
九州歯科大学 歯科放射線学分野

27 根未完成永久歯7例の臨床的ならびに X線学的検討
○辻 裕文、森本 泰宏
九州歯科大学 歯科放射線学分野

28 Lefort-1骨折と歯槽骨粉砕骨折を合併し歯の安静、固定に苦慮した1例
○立津 政晴1）、澤田 茂樹1）、仲間 錠嗣2）、比嘉 努2）、新垣 敬一3）

1）沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科、 
2）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 歯科口腔外科、 
3）沖縄県立中部病院 歯科口腔外科



― 12 ―

10：04～10：36 一般口演8
座長：岡藤 範正（松本歯科大学 教授）

29 歯の外傷による乳歯脱落を機に低ホスファターゼ症発見に至った一症例
○園本 美惠、篠永 ゆかり、阿部 洋子、有田 憲司
大阪歯科大学 歯学部 小児歯科学講座

30 垂直性歯根破折大臼歯における非破折根の病理組織学的検討
○大野 淳也、柬理 賴亮、岡田 康男
日本歯科大学 新潟生命歯学部 病理学講座

31 鼻口蓋管嚢胞との鑑別を要した類表皮嚢胞の1例
○河合 毅師1）、塚本 亮一2）3）

1）関内馬車道デンタルオフィス、2）プラムデンタルオフィス、 
3）日本大学 松戸歯学部 障害者歯科学講座

32 交通外傷による顔面多発骨折に対して外傷歯治療を含む 
観血的整復固定術、自家骨移植術を行った1例
○安部 大輔、中井 史、小川 尊明、大林 由美子、三宅 実
香川大学 医学部 歯科口腔外科講座

10：36～11：08 一般口演9
座長：木村 裕一（奥羽大学 教授）

33 偶発的露髄を伴う歯冠破折歯に対しレジンによる直接覆髄を施した 
MI審美修復に関する一症例
○竹口 あゆみ、冨士谷 盛興、堅田 和穂、岸本 崇史、掘江 卓、友田 篤臣、 
千田 彰
愛知学院大学 歯学部 保存修復学講座

34 偶発的露髄を伴う歯冠破折歯に対し光硬化型MTA系覆髄剤で直接覆髄を施した
MI審美修復に関する一症例
○堅田 和穂、掘江 卓、竹口 あゆみ、岸本 崇史、友田 篤臣、冨士谷 盛興、 
千田 彰
愛知学院大学 歯学部 保存修復学講座

35 Interdisciplinary治療における日本外傷歯学会認定医の役割
○齋藤 誠1）3）、小田原 聖2）3）

1）さいとう歯科医院、2）松江市立病院 歯科口腔外科、3）島根大学 医学部 歯科口腔外科学講座

36 養護教諭養成における小児口腔保健教育について
○吉田 あや子1）、曽我 富美雄2）

1）（前）西南女学院大学 保健福祉学部、2）九州歯科大学 歯学部 歯科放射線学分野
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11：15～11：55 教育講演
座長：本田 和也（日本大学 教授）

［ 画像を用いた口腔・顎・顔面領域の臨床研究の最前線 ］
森本 泰宏（九州歯科大学 歯科放射線学分野）

11：55～13：00 昼 休 憩

13：00～14：30 シンポジウム
座長：長畠 駿一郎（香川大学 名誉教授） 

本田 雅規（愛知学院大学 教授）

［ 歯科領域における再生医療技術の最前線 ］

1 外的侵襲後の歯髄修復メカニズムと再生医学への展開
○大島 勇人
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座 硬組織形態学分野

2 小児歯科領域における外傷への歯科再生医療の応用 
新規断髄後貼薬剤の開発を目指して
○林 勇輝
愛知学院大学 歯学部 小児歯科学講座

3 サイトカイン療法と幹細胞移植療法による歯周組織の再生誘導
○村上 伸也
大阪大学 大学院歯学研究科 歯周病分子病態学

14：30～14：54 一般口演10
座長：前田 初彦（愛知学院大学 教授）

37 歯冠破折歯の直接修復における種々のコンポジットレジンの評価
○岸本 崇史、友田 篤臣、堅田 和穂、竹口 あゆみ、掘江 卓、冨士谷 盛興、 
千田 彰
愛知学院大学 歯学部 保存修復学講座

38 アルゴンイオンボンバードメントを用いた 
ポリ塩化ビニリデン（PVDC）フィルムの生体活性増強とGBRへの応用
○小林 周一郎1）2）、林 達秀2）、相野 誠1）、西田 英作1）、朝倉 正紀2）、 
岡部 栄治郎1）、河合 逹志2）、野口 俊英1）、三谷 章雄1）

1）愛知学院大学 歯学部 歯周病学講座、2）愛知学院大学 歯学部 歯科理工学講座



― 14 ―

39 外傷による小児歯科患者の臨床的対応
〇曽我 大泉1）、曽我 富美雄2）

1）曽我歯科医院、2）九州歯科大学 放射線講座

15：00～ 開会の挨拶

15：10～15：50 認定医更新セミナー1

［ 神経系と老化 ］
武田 克彦 先生（日本認知神経科学会 理事長） 

16：00～16：40 認定医更新セミナー2

［ スペシャルニーズと口腔・歯の外傷 ］
森崎 市治郎 先生（梅花女子大学 口腔保健学科 教授） 

16：40～ 閉会の挨拶



特 別 講 演

教 育 講 演

大会長講演
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特別講演1

外傷には出血がつきものであり、出血を的確にコントロールする
ことは、外傷治療の最初の目標となる。しかし、時に止血困難であ
る出血傾向のある患者に遭遇することがある。
出血傾向とは、血管、血小板、凝固因子・抗凝固因子、線溶因

子・線溶阻止因子などの先天的・後天的に起こる量的質的異常に
よって引き起こされる。出血が頭蓋内などの致死的な部位に出現す
る場合や、出血が止まらず大量出血を起こす出血傾向では、致命的
となることもある。このような止血困難症例では、出血傾向の増悪
を予知して素早く補充治療などを行わないと取り返しのつかないこ
ととなる。そのためには、止血凝固のメカニズムをよく理解し、臨
床症状や出血傾向の部位・経過から、原因となる病態を推測すると
共に、出来るだけ早く出血傾向の鑑別のための臨床検査を効率よく
施行することが大切である。
肝疾患のある患者では、血小板減少や凝固因子の減少などを来し
ており、一時止血、二次止血に関わるため、表在出血・粘膜出血も
しやすいし、関節・筋肉内などの深部出血も出現しやすい。特に凝
固因子の減少は外傷直後ではなく、時間が経過してからも大量出血
を来しやすく、圧迫をはずすと再出血することもある。ほとんどの
凝固因子が肝臓で産生されていること、肝硬変などの病態で血小板
減少を来しやすいことを考慮すると、止血困難な患者では肝機能障
害があることを念頭に入れたアプローチが必要となると考えられる。
また高齢者社会になり、外傷を受傷する患者層も高齢化しており、
基礎疾患のため抗凝固剤を内服している場合も多くなってきている。
代表的な薬剤である抗血液凝固薬ワルファリンは、肝臓でのビタミ
ンK依存性凝固因子の産生を抑制し、PIVKA II を増加させる。
これらの患者の鑑別には、PIVKAII の測定にて高値を確認し、ビ
タミンK投与などを行う指標とするのが良いと思われる。
講演では止血、凝固のシステムを解説しながら、特に外傷時の止
血困難な病態を招く要注意症例として肝疾患の病態を説明したい。
また、抗血液凝固薬内服患者での注意点をわかりやすく解説したい。

略 歴

1987年3月 
 愛媛大学医学部 卒業
1997年3月 
  名古屋大学大学院医学系 
研究科 修了

1997年4月 
  愛知県がんセンター研究所 
超微形態学部 主任研究員

2000年4月 
  米国ジョンスホプキンス大学
頭頸部外科 研究員

2005年4月 
  名古屋大学医学部附属病院 
消化器外科二 助教

2011年4月 
  名古屋大学医学部附属病院 
消化器外科二 病院講師

2014年11月 
  愛知学院大学歯学部 
外科学講座 主任教授

 現在に至る

その他：資格・所属学会・ 
学会活動歴・受賞歴・著書など

2009年4月 AACR-ITO EN, Ltd. 
Scholar-in-Training Award受賞。
2015年4月より日本消化器外科学
会評議員就任（国内で350名）。
2015年8月より日本癌治療学会代
議員就任。
所属学会は日本外科学会（専門医・
指導医）、日本消化器外科学会（専
門医・指導医・評議員）、日本消
化器病学会（専門医）、日本肝臓学
会（専門医）、日本癌学会、日本臨
床外科学会、日本肝胆膵外科学会、
日本膵臓学会、American 
Association for Cancer 
Research（アメリカ癌学会）など。
一般外科の他、消化器外科、特に
肝胆膵外科を専門としている。

止血、凝固系における肝臓の働きと要注意症例

野本 周嗣
愛知学院大学 歯学部 外科学講座
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特別講演2

乳歯の早期喪失の原因の一つに外傷がある。外傷が原因と
なって早期喪失となる症例は、直接的には完全脱臼し脱落し
た乳歯で再植できないケースや保存できないほど重傷な歯根
破折や歯冠歯根破折においては抜歯を行うことによる早期喪
失もある。間接的にはどのような外傷であろうとも受傷後の
予後不良により早期に抜歯される乳歯もこれに含まれること
になる。
低年齢での受傷ほどその影響が大きく、早期喪失となった
後継永久歯の萌出空隙が狭くなったり、完全に閉鎖すること
もあり、後継永久歯は萌出障害を起こしたり、埋伏する場合
もある。そうなると後継永久歯を何らかの手段を用いて萌出
誘導する必要性が生じてくる。そのためにはスペースを作り
開窓手術を行い埋状歯の牽引を行うわけであるが、私が行っ
ている方法をご紹介する。
乳歯を早期喪失し放置しておけば上記問題が発生する可能
性が高くなるのであるが、ここでそれを事前に予防する手段
がある。それは保隙装置を装着することである。私が外傷に
よる乳歯の早期喪失時によく用いている装置にPedo Partial 
Appliance があり、この装置についてもご紹介する。
乳歯を早期喪失するような重篤な外傷は後継永久歯に萌出
障害や埋伏以外にも様々な影響を及ぼすことがある。エナメ
ル質の減形成や実質欠損をおこして萌出してくることがあり、
審美性などに問題がある場合はCR修復を行う。このような
歯を誘導するために装置をつける場合は慎重に行う必要があ
る。できればマウスピース型の柔らかい装置で歯を誘導する
ことが重要である。
乳歯を外傷により早期喪失した場合様々な影響が出ますの
で、総合的な角度から検討を行い継続的な観察と適切な時期
に適切な対応を行うことが重要である。

略 歴

1979年3月 
 福岡歯科大学 卒業
1979年4月 
 福岡歯科大学小児歯科学講座 助手
1982年7月 
  医療法人はしもと小児・矯正歯科医院
開業

 現在に至る
2004年9月 
 九州歯科大学 臨床教授
2010年4月 
 福岡歯科大学 臨床教授
 現在に至る

その他：資格・所属学会・学会活動歴・ 
受賞歴・著書など

歯学博士、 
アジア国際外傷歯学会常務理事、 
日本外傷歯学会指導医、 
日本小児歯科学会専門医指導医、 
日本顎咬合学会認定医、 
西日本臨床小児口腔外科学会理事、 
北九州市小児口腔保健学会副会長、 
小児口腔医療研究会会長
日本外傷歯学会 学術奨励賞 受賞
橋本敏昭：乳歯の早期喪失に対する処置，
歯科ジャーナル，32（5），393～404, 
1990.

乳歯外傷による早期喪失後の咬合誘導

橋本 敏昭
JADT理事・はしもと小児・矯正歯科医院
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教 育 講 演

略 歴

1991年3月 
 九州歯科大学歯学部 卒業
1995年3月 
 九州歯科大学大学院 修了
1995年4月 
 九州歯科大学歯学部 助手
1998年12月 
 九州歯科大学歯学部 講師
2003年7月 
 九州歯科大学歯学部 助教授
2006年7月 
 九州歯科大学歯学部 教授
 現在に至る

その他：資格・所属学会・学会活動歴・
受賞歴・著書など

資  格： 
   第一種放射線取扱主任者、 
日本歯科放射線学会専門医・指導医、
日本外傷歯学会認定医・指導医

所属学会： 
   日本歯科放射線学会、 
日本外傷歯学会

学会活動歴： 
   日本歯科放射線学会理事、 
日本外傷歯学会副理事長

受賞歴： 
  2011/12 Wuehrmann Prize受賞
著  書： 
   今さら聞けない歯科用 CBCTと CT
の読像法 ―三次元でみる顎顔面領
域の正常画像解剖と疾患― 
（森本泰宏、金田 隆 編集） 
クインテッセンス出版、2017.

画像を用いた口腔・顎・顔面領域の 
臨床研究の最前線

「レントゲンなくして医療なし」という言葉があるように、
1895年にRoentgen博士によって発見されたエックス線は、人体
の内部構造を非侵襲的に描画することを可能にしました。その後、
MRIや超音波画像といった人体に被ばくを引き起こさない画像検
査装置も登場しています。このように画像検査を行うための装置
は急速に進歩しており、その波は歯科界にも押し寄せています。
歯科領域の各種疾患にもCT、MRI、超音波及びPET-CTを応
用することが当たり前の時代になっています。同時に、PET-CT
だけではなくMRIでは特殊な sequences を応用することで組織
の機能的側面を表現することも可能になっています。現在ではそ
れらを組み合わせて総合画像診断を行うことにより、病変の正診
率の向上がみられます。我々も、口腔・顎・顔面領域における総
合画像診断の確立を目標に、これ迄画像による病変の客観的評価
や治療の予後予測を行ってきました。これらの研究では歯科関連
疾患に最新の画像を応用することにより、新たな知見を得ること
に成功したものです。そこで、今回の教育講演では当教室で行っ
ております画像を用いた臨床研究を紹介し、MRIや PET-CTと
いったものの有効性を再認識して頂きたいと思います。同時にこ
れ迄の放射線学の歴史や被ばくについても簡単に紹介させて頂き
ます。今回の講演をお聴き戴き、放射線学に関する基礎知識と歯
科領域における最新の臨床研究について興味を持って戴ければと
考えております。

森本 泰宏
九州歯科大学 歯科放射線学分野
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大会長講演

ヒトパピローマウイルス（HPV）は、子宮頸癌の最大のリス
クファクターであり、口腔癌や頭頚部癌にも関与している。臨
床的に高リスク型と低リスク型に分けられる。持続的な高リス
ク型HPVの感染は扁平上皮癌の発生リスクを高める一方、低
リスク型HPVの感染は良性病変に関与する。
HPVの発癌機構として、高リスク型HPVのE6、E7遺伝子
由来の蛋白は、正常上皮の分化やアポトーシスを阻害し細胞増
殖を促して発癌に強く関与する。E6は p53の分解促進しアポ
トーシスを抑制する。また、E6は c-mycを介してhTERTの
プロモーターに結合してテロメラーゼ活性を上げ、細胞の不死
化を誘導する。一方、E7は Rbと結合することにより、E2F
をRBから遊離させ細胞周期回転を促進させる。
HPVゲノムの細胞染色体への組込みなどによりE6、E7遺
伝子が高発現すると細胞は不死化するが、癌化までは至らない。
癌化にはE6、E7遺伝子の発現に加えて細胞ゲノムでの変異蓄
積が必要である。HPVゲノムの組込みが染色体を不安定化し
て、E6、E7遺伝子の発現がDNA損傷や塩基変異を誘導する
ことから、HPVがもつ変異原性が発癌に重要な役割を果たし
ていると考えられている。最近では、細胞の遺伝子改編酵素で
あるAPOBECを介して、HPVが癌化につながる変異を誘発
していることが報告されている。
近年、若年者における口腔扁平上皮癌や中咽頭扁平上皮癌の
発生率は増加傾向を示している。この病因の一つにHPV感染
があげられる。最近、頭頸部癌の治療に関して、HPV陽性の中
咽頭扁平上皮癌では、HPV陰性の症例と比べて化学療法や放射
線療法の治療効果が高いといわれている。また、口腔扁平上皮
癌においても、HPV陽性の癌ではリンパ節転移が少ないことが
判明している。
現在、日本で使用できるHPVワクチンは「サーバリックスⓇ」
と「ガーダシルⓇ」がある。我が国では2013年4月から定期予
防接種が女子を対象として行われた。しかし、有害事象に関す
る報道の後、2013年6月に厚生労働省は積極的な接種勧奨を
中止した。専門学術団体からは早期の勧奨再開の要望が出され
ているが、解決の兆しは見えていないのが現状である。
本講演では、HPVの最新の知見を紹介し、口腔領域におけ
るHPV感染について述べる。

略 歴

1980年3月 
 愛知学院大学歯学部 卒業
1984年3月 
  愛知学院大学大学院歯学研究科  
修了 歯学博士

1992年2月 
  死体解剖資格取得
1992年2月 
  日本病理学会口腔病理専門医 
（第67号）

1995年10月 
 愛知学院大学歯学部 助教授
2007年8月 
 愛知学院大学歯学部 教授
2009年8月 
  モンゴル国立健康科学大学歯学部 
客員教授

2012年2月 
  日本病理学会口腔病理専門医 
研修指導医

現在に至る

学会等および社会における主な活動

日本病理学会、日本臨床口腔病理学会、
日本ウイルス学会、日本癌学会、日本口
腔科学会、日本歯周病学会、歯科基礎医
学会、日本口腔外科学会、日本口腔腫瘍
学会、日本矯正学会、日本歯科補綴学会、
日本歯科理工学会、日本インプラント学
会、日本顎関節学会、日本レーザー歯学
会、日本口腔内科学会、日本硬組織再生
生物学会、日本外傷歯学会、日本老年歯
科医学会、日本バイオマテリアル学会、
愛知学院歯学会、日本歯科医学教育学会、
日本障害者歯科学会、日本法歯科学会、
国際歯科学士会日本部会、日本 DDS学
会、IADR、IAOP、JADR、など

役 員

日本臨床口腔病理学会常任理事、日本病
理学会学術評議員、日本口腔科学会理事、
歯科基礎医学会理事、日本レーザー歯学
会理事、日本外傷歯学会理事、日本硬組
織再生生物学会理事、日本口腔内科学会
理事、国際歯科学士会日本部会理事、日
本口腔インプラント学会代議員、愛知学
院歯学会評議員、日本口腔腫瘍学会評議
員、日本口腔ケア学会評議員、日本法歯
科学会評議員、など

ヒトパピローマウイルス最前線

前田 初彦
愛知学院大学 歯学部 口腔病理学講座
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略 歴

1987年3月 
 新潟大学 歯学部 卒業
1991年3月 
  新潟大学 大学院歯学研究科 
（歯学基礎系） 修了

1992年12月 
  新潟大学 歯学部 助手 
（口腔解剖学第二講座）

1997年1月 
  新潟大学 歯学部 講師
1997年3月 
  ヘルシンキ大学バイオテクノロ
ジー学部 留学 
（文部省在外研究員）

1998年4月 
  新潟大学 歯学部 助教授
2002年1月 
  新潟大学 大学院医歯学総合研
究科（歯学部） 教授 
（硬組織形態学分野）

 現在に至る
2004年4月 
  新潟大学 歯学部 口腔生命福祉
学科長（～2005年3月）

2007年10月 
  新潟大学 全学教育機構学生支
援部門長（～2009年4月）

その他：資格・所属学会・ 
学会活動歴・受賞歴・著書など

• 歯科医籍登録（1987年5月23日）、
歯学博士（1991年3月31日）
• 歯科基礎医学会（代議員、常任理
事、Journal of Oral Biosciences
誌 Editor-in-Chief）、日本再生医
療学会（理事）、日本解剖学会（代
議員）他

• 第7回歯科基礎医学会賞受賞、平
成25年学術振興会審査委員（特別
研究員）表彰、「歯の発生の会」世
話人、「歯科再生医療産学連携会
議」事務局

• 著書：学生支援に求められる条件
－学生支援GPの実践と新しい学
びのかたち（東信堂）、製作：表情
筋・咀しゃく筋モデル（品番：
J-01、医学モデル工業）

外的侵襲後の歯髄修復メカニズムと 
再生医学への展開

生物のもつ最も生命らしい現象の一つに再生がある。我々のから
だは、外傷や切断などの物理的損傷に対しての治癒能力を備えてお
り、その傷を受けた場所に応じて修復し、元通りに再生する。この
様な再生現象において、細胞が作り出されるかなめの部分には組織
幹細胞adult stem cells（体性幹細胞）が存在する。歯科領域におい
ても、う蝕になったり、歯が磨り減ったり、治療で削られると、歯
髄内では局所的に象牙質が形成される様に、歯髄が高い修復能力を
もつことは良く知られた事実である。これまで我々は、ラット、マ
ウスを用いた歯の切削、再植、移植等の歯の損傷動物実験モデルを
用いて、外的侵襲後の歯髄治癒メカニズムを検索してきた。また、
根尖孔が開いた歯根形成期の歯の再植や移植後に歯髄は治癒するこ
とが知られているが、その治癒過程においては、歯髄内には象牙質
に加え、骨が形成される場合がある。
歯の損傷後に歯髄が高い修復能力をもっているのは、間違いなく
局所に存在する細胞の分化能に因るところが大きい。歯髄修復に関
わる細胞の供給源になる歯髄幹細胞ついて、その存在については異
論がないところであるが、その存在部位については推測の域を出て
おらず、明らかになっていないのが現状であった。我々は、幹細胞
の特徴である非対称分裂（細胞分裂後に幹細胞と一時的増幅細胞に
分かれる特性）を利用して幹細胞をラベルする胎生期ラベリング法
を確立することに成功し、in vivo損傷モデル実験と組合せ、歯髄に
おける組織幹細胞の局在とその分化能について明らかにしてきた。
その結果をベースに、従来考えられていたものと異なる歯の損傷後
の歯髄修復メカニズムの新規仮説を提唱した。この仮説においては、
歯髄には細胞増殖せずに象牙芽細胞（最前線部隊）に分化する前駆細
胞（後方部隊）と増殖後直接象牙芽細胞に分化する歯髄幹細胞（本
隊）が存在し、損傷の程度によって異なる修復メカニズムが働くと
考える。局所に存在する細胞の分化能と細胞間シグナルの相互作用
によって規定される再生の場の理解、そして歯髄治癒過程における
組織幹細胞の動態と分化能の理解が、歯髄の再生医療具現化の重要
なステップであると考えられる。講演では、組織幹細胞を用いた歯
髄再生研究の現状と展望についてもふれ、今後の我々の研究の再生
医学への展開についても述べてみたい。

大島 勇人
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座 硬組織形態学分野
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略 歴

2010年3月 
  愛知学院大学 歯学部 卒業
2011年4月 
  愛知学院大学 大学院 歯学研究
科 入学（小児歯科学専攻）

2015年3月 
  愛知学院大学 大学院 歯学研究
科 修了（歯学博士）

2015年4月 
  愛知学院大学 歯学部 小児歯科
学講座 助教

 現在に至る

その他：資格・所属学会・学会活動歴・
受賞歴・著書など

所属学会： 
   愛知学院大学歯学会会員 
日本小児歯科学会会員 
日本再生医療学会会員 
日本歯科保存学会

著  書： 
   Encyclopedia of Human 

Biology, 3rd Edition. Dental 
stem cells. Dental and oral 
biology；12. Dental stem cells. 
ELSEVIER

受  賞： 
   第138回 日本歯科保存学会  
カボデンタル優秀ポスター賞

   中高齢者・若齢者におけるヒト歯
髄幹細胞の歯髄再生能の比較検討

小児歯科領域における外傷への歯科再生医療の応用
新規断髄後貼薬剤の開発を目指して

小児歯科領域において乳歯・幼若永久歯の外傷によって歯髄処置
が必要となる症例には頻繁に遭遇する。断髄の目的は罹患した歯冠
部歯髄を切除し、切断部歯髄の創傷を瘢痕治癒させ、健康な歯根部
歯髄を残すことにある。乳歯においては生理的な根吸収による後継
永久歯への正常な交換のため、幼若永久歯においては生理的な根の
完成を促すために歯根部歯髄の保存は不可欠であると言える。現在、
創傷部に遊走した修復性の細胞に対し、二次象牙質形成機転を促進
させ、新生象牙質で被覆することを目的として、断髄面への貼薬剤
として水酸化カルシウム製剤が応用されている。しかし歯髄におけ
る炎症範囲の診断の困難性から、ほとんどの症例で内部吸収が生じ、
完全に良好な経過をたどる症例は74%程度に留まると報告されてお
り、再歯髄処置あるいは抜歯となってしまう場合もある。そのため、
遊走促進能・抗炎症作用・象牙質分化促進能を備え、より有効性の
高い貼薬剤の開発は急務と言える。
私たちはこれまで、細胞あるいはその分泌因子の集積物である培
養上清の根管内への移植を行ってきた。その中で移植細胞そのもの
が固有細胞に分化するのではなく、様々な因子の作用が根管内に周
囲細胞を遊走させ、さらに遊走してきた細胞に対し抗炎症・分化促
進能を示すことで歯髄再生が可能となることを明らかにしてきた。そ
のメカニズムとして、根管内に周囲細胞を遊走させ、さらに遊走し
てきた細胞に対し抗炎症・分化促進能を示すことを明らかとした。
加えてその際用いた上清の解析から、CXCL14、MCP1、b-FGF、
G-CSFが歯髄再生に関与している候補因子として同定した。またそ
れらの因子単独でも、量的には少ないが、歯髄再生に成功しており、
その遊走促進能・抗炎症能・分化促進能を確認している。また、歯
髄再生の候補因子の内、G-CSFは末梢血への細胞動員に用いられて
おり、b-FGFは褥瘡・皮膚潰瘍の治療薬として、さらには歯周組織
再生誘導薬としても認可されており、遊走促進能・抗炎症作用・分
化促進能を示すと報告されている。
そこでまず、小児歯科領域への再生歯科医療の応用の第一歩とし
て、認可薬剤であるb-FGF、G-CSFを断髄モデルに移植すること
でその再生能を評価し、断髄後の貼薬剤として応用することが可能
か検討する。

林 勇輝
愛知学院大学 歯学部 小児歯科学講座
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略 歴

1984年3月 
 大阪大学 歯学部 卒業
1988年3月 
  大阪大学 大学院歯学研究科  
修了

1988年10月 
  米国国立衛生研究所（NIH） 
留学

1990年12月 
 大阪大学 歯学部 助手
1992年6月 
  大阪大学歯学部附属病院 
講師

2000年6月 
  大阪大学 大学院歯学研究科 
助教授

2002年2月 
  大阪大学 大学院歯学研究科 
教授

 現在に至る
2016年4月 
  大阪大学歯学部附属病院  
病院長

資格・所属学会・学会活動

歯学博士（大阪大学）、日本歯周病
学会（常任理事・専門医・指導医）、
日本歯科保存学会（理事・専門医・
指導医）、日本再生医療学会（代議
員・再生医療認定医）、日本炎症・
再生医学会評議員、Asian Pacific 
Society of Periodontology
（APSP）事務局長、国際歯科研究
学会（ IADR）Periodontal 
Research Group President
（2012年）、IADR日本部会
（JADR）会長（2011年）

受賞歴

IADR Anthony Rizzo Award 
（1998年）、 
AAP R. Earl Robinson 
Regeneration Award（2009年）、
IADR William J. Gies Award for 
Clinical Research（2012年）、
IADR Distinguished Scientist 
Award（2013年）

サイトカイン療法と幹細胞移植療法による 
歯周組織の再生誘導

スケーリング・ルートプレーニングを中心とした歯周基本治療を適
切に実施し、セルフケアとプロフェッショナルケアを確立することに
より、歯周病の進行・再発を阻止することは出来るが、歯周炎の進行
により破壊された歯周組織を元通り再生することは現在でも容易では
ない。そこで、歯根膜中に存在する「歯周組織幹細胞」の増殖や分
化を、何らかの医療上の工夫をすることで活性化することにより、歯
周組織再生を積極的に誘導しようとする試みがなされてきた。GTR
法やエナメルマトリクスタンパク（EMD）を用いた治療法は、その好
例であるといえる。
我々の研究室では、強力な血管新生作用と間葉系細胞に対する増殖
誘導能を有する塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF-2）に着目し、この
サイトカインを用いた新規歯周組織再生療法の開発に取り組んできた。
2001年より、FGF-2の歯周組織再生誘導効果並びに安全性の検討を
目的とした第Ⅱ相臨床治験（探索的試験、用量反応試験）、第Ⅲ相臨
床治験（検証的試験）を順次実施した結果、0.3% FGF-2を含有した
ハイドロキシプロピルセルロース製剤を歯周外科時に局所投与するこ
とにより、術後9ヶ月で統計学的に有意な歯槽骨新生を誘導し得るこ
とが、規格デンタルレントゲン写真を用いた解析により確認された。
また、すべての治験期間中において、安全性上問題になるような事例
は認められなかった。本製剤（リグロスⓇ）は、平成28年9月28日に
製造販売の承認を得て、平成28年12月1日より発売が開始されている。
一方、歯根膜に存在する「歯周組織幹細胞」の数は、加齢と共に
減少すると共に、硬組織形成能も低下することが報告されている。そ
こで、歯周病患者腹部脂肪組織より脂肪組織由来多系統前駆細胞
（ADMPC）を採取し、ADMPCをフィブリンゲルと共に移植するこ
とにより歯周組織の再生を誘導しようとする次世代型歯周組織再生療
法の確立を目指した臨床研究も我々は実施している。同臨床研究は現
在も進行中であるが、これまでのところ同治療法に関連する重篤な有
害事象は観察されず、規格デンタルレントゲン写真上でADMPCを
移植した部位に著明な歯槽骨の新生が認められている。
今回の講演では、FGF-2療法とADMPC移植療法がもたらす歯周
組織再生療法の近未来について、先生方と意見交換をさせていただき
たいと考えている。

村上 伸也
大阪大学 大学院歯学研究科 歯周病分子病態学
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【緒言】 根尖部に生じるX線透過性病変は、ほとんど
が歯に起因する炎症疾患や歯原性の腫瘍性疾患である。
今回我々は根尖部に生じた非炎症性、非腫瘍性の線維
－骨形成性疾患を経験したので報告する。
【症例】 55歳、女性。下顎左側中切歯に齲蝕がなく、
電気診で陽性を示した。デンタルX線画像では根尖
部に歯槽硬線の消失を伴う境界明瞭な透過性病変を認
めた。術中根管充填を施行後、歯根端切除術と病変の
摘出術が行われた。病変は白色で表面粗造な塊状を示
した。
【病理組織所見】 病変は根管充填を施された歯根の周
囲に認められ、膠原線維を伴う線維性組織の増生と大
小の骨様組織からなり、歯根との間に歯根膜様構造が
介在した。線維性組織内には明らかな異型を欠く紡錘
形ないし星芒状の細胞が増殖し、硬組織は大小の層板
骨、線維骨およびセメント質瘤様の砂粒体様の硬組織
などが種々の割合で形成されていた。部分的には破骨
細胞の出現、浮腫、変性や出血がみられた。
【考察】 セメント質骨性異形性症（COD）は、歯周組
織に生じる非腫瘍性の線維－骨性疾患であり、下顎骨
前歯部に限局性に生じた亜型はperiapical CODと呼
ばれる。今回の症例はデンタルX線画像で歯槽硬線
の消失が認められる。しかし、病理標本上では歯根膜
様構造が確認できることから、非腫瘍性の病変が考え
られ、periapical CODとした。

下顎前歯根尖部に限局性に生じた 
X線透過性病変の一例

○嶋田 勝光、落合 隆永、長谷川 博雅
松本歯科大学 口腔病理学講座

一般口演1

02

齲蝕による髄床底穿孔は、根管治療時にしばしば遭
遇する。穿孔が大きい場合には同部に肉芽組織が増殖
し、ポリープを形成するが、その細胞がどこから供給
されているか明確にされていない。そこで、肉芽組織
の構成細胞が当該部での細胞増殖ばかりでなく、骨髄
の未分化間葉細胞の移動によることを明らかにした。
GFP骨髄移植マウスモデルの髄床底部を穿孔し、m_
CTと病理組織学的に検討し、GFPについて免疫組
織化学的にその動態を追究するとともに、蛍光二重染
色により検討した。m_CTでは歯槽骨の吸収と歯根
膜腔の拡大が生じていた。病理組織学的に、当該部に
は、若干の円形細胞と血管を伴う線維芽細胞が主体の
肉芽組織が増殖していた。4週以降では穿孔部より髄
腔内に盛り上がった肉芽の最表層は、比較的きれいな
重層扁平上皮で覆われていた。GFP-Runx2、GFP-
S100A4の蛍光免疫二重染色において、紡錘形の細胞
にはRunx2および S100A4共に両陽性であった。ま
た、GFPと CD31両陽性の血管内皮細胞が認められ
た。このことから、線維芽細胞、歯根膜線維芽細胞、
血管が移植骨髄肉芽細胞由来であることがわかった。
よって、歯根膜部に生じたポリープの増殖本態の肉芽
組織は、骨髄由来の未分化間葉細胞が移動・分化する
こと、また同部の線維芽細胞は傷害を与えられたそれ
ぞれの組織に特化した細胞に分化することを明らかに
した。

マウス臼歯の髄床底穿孔による 
歯根膜ポリープ形成における 
細胞の移動と分化

○松田 紗衣佳1）、辻極 秀次2）、中野 敬介3）、 
岡藤 範正4）、正村 正仁1）4）、大須賀 直人1）4）、
川上 敏行4）5）

1）松本歯科大学病院 小児歯科学講座
2）岡山理科大学 理学部 組織病態学
3）岡山大学 大学院 口腔病理病態学
4）松本歯科大学 大学院
5）松本歯科大学 総合歯研 病態解析学
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口腔外傷時の縫合に用いられる吸収性縫合糸
VicrylⓇは生体内局所で吸収・消失するとされている。
そこで今回、ラット皮下組織における組織反応を病理
学組織的に追究した。実験にはWister 系ラットを用
い全身麻酔下において背部皮下組織内に束状の
VicrylⓇを埋入した。その後、最長6か月まで埋入部
に増殖した組織を病理組織学的に検討した。その結果、
2週例では埋入部にマクロファージが集簇し、この集
塊の中には多核巨細胞が散見された。これら細胞の集
塊の周囲には線維芽細胞と膠原線維が取り囲み、極め
て薄い被膜の形成がみられた。1か月例においては埋
入部にマクロファージの集塊があり、多核巨細胞は集
塊の中で2週例よりも増加していた。マクロファージ
の集塊の周囲には線維芽細胞と膠原線維が薄い被膜を
形成していた。3か月例の埋入部にもマクロファージ
の集簇がみられ、この集塊の中に多核巨細胞が多少認
められ、さらに若干の線維芽細胞が入り込んでいた。
線維芽細胞の一部は塊を形成し器質化傾向が伺えた。
6か月例では埋入部のマクロファージの集塊は小さく
なっていた。その周囲には線維芽細胞の増殖があり、
一部では瘢痕化していた。ラット皮下組織に埋入した
吸収性縫合糸VicrylⓇに対しマクロファージ主体の肉
芽組織の増殖がみられた。これは生体内で分解される
時に時間が掛かり、少なくとも一部は貪食により処理
される為である事と推察された。

口腔裂傷時の筋層縫合に使用する 
吸収性縫合糸 VicrylⓇに対する 
ラット皮下組織の反応

○中安 喜一1）2）、松田 紗衣佳1）、岡藤 範正2）、
正村 正仁1）2）、大須賀 直人1）2）、川上 敏行2）3）

1）松本歯科大学 歯学部 小児歯科学講座
2）松本歯科大学 大学院
3）松本歯科大学 総合歯研 病態解析学

一般口演1
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【目的】 外傷による乳歯処置にコンポジットレジン
（CR）は不可欠で、特に歯質接着性は気掛かりな点で
ある。そこで、乳歯エナメル質の接着性を、エナメル
質表層部と深層部から比較検討した。
【方法】 ヒト乳歯を使用、メーカー指示に従ってエナ
メル質を処理［Clearfil tri-S Bond ND Quick（TSB）、
CR（Clearfil Majesty ES Flow、クラレノリタケ、ESF）
を充填、光照射して硬化させ、1日間37℃蒸留水中に
浸漬後接着強さを測定した（Irie M, et al., Dent Mater, 
30：7, e189-e198, 2014.）。
【結果】 接着強さ（Mean（S.D.）, MPa, N=10）は、1日
後の乳歯エナメル質表層部では［TSB+ESF：17.7
（2.6）］を、乳歯エナメル質深層部では［TSB+ESF：
14.4（1.7）］を示し、有意差が生じた。
【結論】 CRの1日後の乳歯エナメル質に対する接着
強さは、表層部と深層部では有意に差を生じ、深層部
では表層部と比較して接着性に劣ることがわかった。
本結果を外傷歯処置の活用に願うものである。

乳歯エナメル質に対する接着強さ：
表層部と深層部との比較

○入江 正郎1）、後藤 修一郎2）、戸谷 孝洋2）、 
吉田 忠司2）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体材料学分野
2）九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野
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日常臨床の中で、歯冠破折などの外傷にしばしば遭
遇することがある。
今回、1歳男児で平成24年11月22日に坂道で転倒
し、上顎右側乳中切歯の歯冠破折で来院された。
歯冠部をスーパーボンドで固定したが、その日に固
定脱離したため生活歯髄切断を行い、クラウンフォー
ムによる歯冠修復を行った。
その後、上顎右側乳中切歯歯肉腫脹が認められ感染
根管処置後、再度クラウンフォームにより歯冠修復を
行い、長期経過観察を行った症例について報告する。

低年齢時に歯冠破折し、 
長期経過観察を行った症例

○後藤 匡史1）、後藤 修一郎2）

1）ごとう歯科クリニック（蛍池）
2）ごとう歯科クリニック（鶴見）

一般口演2
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今回我々は、完全脱臼した上顎左側中切歯の再植後、
4年経過した症例を経験したので報告する。
【症例】 受傷時年齢8歳4か月の女児
【現病歴】 学校で遊戯中、木製の階段に上顎左側中切
歯を打撲し、完全脱臼した。当初、口腔内で歯肉にぶ
ら下がっていた本歯牙を患児が手指で取り、牛乳に入
れて当医院を受診した。受傷から来院まで約20分で
あった。
【現症】 上顎左側中切歯脱落後の歯肉からの出血はほ
とんど無く、辺縁歯肉の色がやや赤紫色を呈していた
が、腫脹は無かった。
【処置】 エックス線写真で脱落部位を確認し、局所麻
酔下、手指で再植した（受傷から約30分経過）。その
後、スーパーボントで両隣接歯に一時的に固定し、印
象採得を行い、作製したシーネで患歯両隣接歯をスー
パーボンドで接着した。
【経過】 シーネの固定は3週間行った。その後、何回
か軽度の打診痛と根尖部圧痛を認めたが、歯の動揺が
無く、バイタルテストでは陽性を示した。また、エッ
クス線所見では明らかな異常所見は無く、経過観察を
定期的に行った。しかし、受傷から2年5か月後、自
発痛を訴え、根尖部歯肉の腫脹を認めたため、感染根
管治療を開始した。その後、現在まで経過良好である。
【考察】 現在までの予後を良好にしている要因に、受
傷から再植までの時間、固定方法、感染根管処置が適
正に行われたことなどが考えられた。

幼若永久歯再植後4年経過した1例

○佐藤 輝子、野坂 久美子
あおば歯科小児歯科クリニック
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歯の外傷は、小児歯科臨床でしばしば遭遇するもの
であり、当科でも歯の外傷を主訴に来院する患児が
年々増加傾向を示している。歯の外傷は歯周組織や歯
の硬組織、歯髄などが同時に損傷されるのが特徴であ
り、乳歯の外傷では、受傷した乳歯だけでなく、その
後継永久歯へ影響が及ぶこともある。また幼若永久歯
が受傷した場合は、その後の歯根の伸長や、歯列咬合
の発育への影響もありうる。
幼若永久歯は
①歯髄腔が大きく、髄角が突出している
②根尖が漏斗状に開いている
③エナメル質、象牙質が薄く、象牙細管は太い
という特徴を有するため、外傷により象牙質が露出し
たり露髄した場合、受傷直後に処置を施せばその予後
は良好となるが、受傷後時間が経過したり、処置が不
適切であれば予後は不良となり、永久歯としての寿命
を短くすることにつながる。したがって、治療方針を
決めるうえで苦慮することが多い。しかも、幼若永久
歯の外傷は受傷歯のみならず、受傷者の口腔機能や審
美性、心理面へも大きな影響を与えることから、可能
な限り歯髄や歯の保存を考慮して治療し、長期間の予
後観察が重要と考える。
今回我々は、幼若永久歯の受傷後長期的な経過観察
を行った2症例を経験したので報告する。

幼若永久歯外傷の2症例

○馬場 篤子、橋本 敏昭、尾崎 正雄
福岡歯科大学 成長発達歯学講座 成育小児歯科学分野

一般口演2
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横浜市で訪問歯科を中心に開業して20年。最近、
歯根破折だけでなく歯冠破折を経験することが多く
なってきたように感じます。完全に破折が確認できれ
ば処置方法も決まるし患者さんに説明できるのですが、
破折に至る前、歯の亀裂の段階での不快症状に苦労し
ます。最近経験した、有髄歯の歯冠破折の1症例を報
告します。
54歳男性 左上の違和感を訴え来院。インレーの
再治療、マウスピースを装着するも症状は消えず、ツ
ムラ立効散を処方したところ症状が消失。その後半年
して歯冠が破折してきました。

有髄歯の破折処置に関する1症例

○東野 あさみ、東野 美晴
あさみ歯科医院
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【緒言及び症例の概要】 2006年5月8日、3歳2か月の
男児で左右側上顎乳中切歯を強く打撲し、救急診療所
に来院。歯冠は出血で全く見えない状態であった。止
血して口腔内を確認したところ歯頚線からわずかに歯
冠部がみられる程度まで陥入していた。受傷歯は手指
で動揺は著しく、歯肉部は断裂していた。口腔内を清
掃消毒し歯肉部を縫合し、左右側上顎乳中切歯は歯列
に戻し乳側切歯間をワイヤーとレジンで固定した。
1週間後抜糸し、1か月後固定を除去した。以前に
一部報告したが、今回は乳歯根の吸収から後継永久歯
の萌出過程、さらに受傷後7年の経過観察を行ったの
で報告する。
【考察と結論】 乳歯の再植は以前、禁忌とされていた
が、日本外傷歯学会のガイドラインによると「形成
中の後継歯胚を障害している場合、あるいは転位が著
しい場合を除いて、自然再萌出を待つ」となっており、
乳歯再植は必ずしも否定されていない。症例を通して
今後も検証していく必要があると考える。 

外傷による乳歯陥入、再植の 
長期経過報告

○早田 倫久1）、田路 雅彦2）、 藤井  公之3）、 
東條 俊之4）、玉井 那奈4）、吉田 忠司4）5）

1）医療法人悠心会 早田歯科医院
2）悠デンタルクリニック
3）デンタルクリニックふじい
4）吉田歯科医院
5）九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学講座

一般口演3
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【緒言】 今回、急性骨髄性白血病で造血幹細胞移植中
の患者が、歯ブラシによる傷から血腫を形成し重症化
した症例を経験したので報告する。
【症例及び経過】 患者：46歳女性（体重：45.3 ㎏・臍
帯血凍結時有核細胞数：12.47×108個）
現病歴：急性骨髄性白血病
経過：急性骨髄性白血病第一再発期で、薬剤性心機能
障害等の合併症があり早期臍帯血移植目的で転院し移
植となった。
周術期口腔機能管理による精査と口腔ケアの依頼が
あり介入した。口腔内には感染のリスクはなく口腔衛
生状態も良好であった。移植前処置は、FLu+Mel+ 
TBIを実施しMTX投与を実施した。移植後d5に歯ブ
ラシ（SS）による傷から下顎前歯部分中心に口腔粘膜炎
が出現した。血液検査データは、WBC0.01 PLT1.5 
CRP4.54と骨髄抑制極期で数時間後に重症化した。口
腔ケアは、看護師と連携し愛護的にソフトスポンジブラ
シや綿球でケアを行いクーリングも実施した。d21には、
口腔粘膜炎は軽減したが、d23に生着不全となりステロ
イド大量療法を実施、肺炎を併発し感染のコントロール
がつかず呼吸状態が悪化し死亡に至った。（d29）ター
ミナルケアとエンゼルケアの口腔ケアも行った。
【考察】 造血幹細胞移植治療中の患者は、移植前から
徹底した口腔衛生指導を受けている。しかしセルフケ
アだけでは、WSD、歯肉短縮や傷も作りやすい。PCR
が良好であっても、専門的な評価や指導は必須である。
移植後d5での口腔粘膜の悪化は、骨髄抑制極期で
臍帯血移植であり生着も遅く創傷治癒遅延や感染のコ
ントロールが困難であったことも悪化の一因であった。
この時期は、重症敗血症へ至ることも多く血液内科医
と連携し早期の感染管理は必須である。また、高度な
専門的口腔ケア技術のあるチームが、継続的に口腔機
能管理を行えるように、看護師と連携を密に実施する
事も非常に重要であると考える。

造血幹細胞移植中に歯ブラシによる
傷から血腫が生じ重症化した一例

○池上 由美子1）2）、夏目 長門3）、井村 英人3）、
秋山 泰範3）、水嶋 広美3）、阿尾 敦子3）、 
今井 藍子3）、飯島 美幸3）

1）がん感染症センター都立駒込病院
2）愛知学院大学大学院 歯学研究科
3）愛知学院大学 口腔先天異常研究室
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【緒言】 歯の内部吸収は、正確な発症メカニズムは不
明であるが外傷歯にみられる病的変化の一つである。
外傷により歯髄に炎症が惹起され、長期に炎症が持続
すると歯髄組織の一部が限局性の肉芽組織に置換され
歯髄側象牙質が吸収される。通常、無症状のまま進行
することが多く、発見された時には穿孔を伴って患歯
の保存に苦慮することもある。
今回、我々は上顎中切歯の穿孔を伴った内部吸収の
症例に遭遇し、良好な治療成績が得られたので報告する。
【症例】 患者は、29歳の女性。上顎左側中切歯の根尖
部腫脹を主訴に来院した。患歯は5年前に外傷の既往
があった。初診時の現症は、自発痛（－）、打診痛（+）、
根尖部圧痛（+）、根中央相当部粘膜に瘻孔を認めた。
瘻孔にアクセサリーポイントを挿入し、口内法X線
写真を撮影したところ患歯の根尖1/3に内部吸収が認
められ、ポイントの先端はその内部吸収に近接した骨
吸収部に達していた。歯科コーンビームCT（CBCT）
により穿孔部の位置、大きさを詳細に検討し、マイク
ロスコープ（OPMI 111/カールツァイス）を用いて処
置を行った。根尖部の根管充塡は側方加圧充塡法で行
い、内部吸収部は根管充塡材料電気加熱注入器（ダイ
アガン/モリタ）を用いた垂直加圧充塡法にて行った。
【考察および結論】 今回、穿孔を伴った内部吸収歯に
対して、歯科用CBCTとマイクロスコープを活用す
ることにより正確な病態の把握と適切な根管処置を行
うことができた。

穿孔を伴った内部吸収歯の 
歯内治療：症例報告

○今泉 一郎、江幡 香里、白川 肇、中田 和彦
愛知学院大学 歯学部 歯内治療学講座
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小児において外傷により歯が喪失した場合、患児が
成人するまでの期間に受傷部の歯槽骨吸収によって歯
槽を喪失することが、将来の補綴治療が困難になる危
険性がある。したがって、歯を喪失した部位の歯槽骨
の温存は重要な課題である。このような症例に対して
は、補綴可能となるまでの期間、保隙を行うか矯正的
手段による空隙利用などの治療方針が考えられる。矯
正的手段の1つとしての永久歯自家移植はこれまで多
数の報告があるが、乳歯自家移植の報告は殆どなされ
ていない。本症例では、保存不可能と診断された後継
永久歯欠如乳歯を抜歯し、後継永久歯の存在する乳歯
を抜歯後に自家移植し、6年以上の経過観察を行った
ので報告する。
【症例】 初診時年齢及び性別：8歳0か月、男児。主
訴：後継永久歯が先天性欠如した部分の第一乳臼歯が
歯科医院で抜歯の適応であると言われ、歯の保存を希
望して来院。当該下顎右側第一乳臼歯の抜歯および可
徹式保隙装置の使用を治療方針として提案したが同意
を得られず、当該歯の歯槽骨の温存を目的として、後
継永久歯の存在する隣接乳犬歯を第一乳臼歯の抜歯窩
内に自家移植した。移植後6年間、移植歯に歯根吸収
などの異常はなく、歯根周囲に新生骨が確認され機能
している。乳歯の自家移植歯は、永久歯先天欠如や永
久歯早期喪失部位へ適応可能な治療方法として、ひと
つの選択肢であることが示唆された。

乳歯自家移植による歯槽保存の1例

○宮新 美智世、和田 奏絵、上原 智己、 
柿野 聡子
東京医科歯科大学大学院 小児歯科学分野
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【目的】 宮崎大学医学部附属病院歯科口腔外科・矯正
歯科は、外来部門の一部を大学とは離れた宮崎市中心
街に設置し（以下、サテライトクリニックと呼称す
る）、診療を行っている。2015年に本学会にて過去7
年間の16歳未満の小児の口腔顎顔面外傷95例を調査
した結果、硬組織では歯の脱臼が24例と最も多かっ
たことを発表した。今回、外傷性歯牙脱臼に対するさ
らなる調査、検討を行った。
【対象と方法】 対象は2008年1月から2016年12月ま
での過去9年間で、サテライトクリニックを受診した
16歳未満の小児における口腔顎顔面外傷症例121例の
うち外傷性歯牙脱臼の診断を得た33例である。これ
らの性別、年齢、受傷月、歯種別受傷数、脱臼歯の程
度、併発症、処置法、受傷原因について調査を行った。
【結果】 性別は男25例、女8例であり、受傷平均年齢
は7.8歳だった。受傷月では月ごとの著しい変化は認め
なかった。歯種別受傷数は乳歯25歯、永久歯38歯で、
上顎前歯部の受傷が全63歯中59歯（93.7%）で集中し
ていた。脱臼歯の程度は亜脱臼が42歯（66.7%）と最も
多かった。併発症は歯槽骨骨折および歯肉裂傷がそれ
ぞれ7例（31.8%）、次いで上唇裂傷が6例（18.2%）と
多かった。処置の大半は固定処置45歯（71.4%）であり、
次いで経過観察が14歯（22.2%）だった。受傷原因は転
倒が43歯（68.3%）で最も多かった。

宮崎大学医学部附属病院歯科口腔外
科サテライトクリニックにおける 
小児の外傷性歯牙脱臼に関する 
臨床的検討

○井川 加織、永田 順子、山下 善弘
宮崎大学 医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野
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【目的および対象】 沖縄県立病院は、平成25年度より
県立病院歯科口腔外科の連携を密にとることにより、
診療体制を確立し、他診療科との連携により、おのお
のの診療科の専門性を生かした治療を行っている。そ
の結果、患者負担の軽減、より質の高い医療の提供が
可能となった。各病院にて地域完結型の医療を提供す
るべく、総合的診療体制を整えながら、救急医療を中
心とした地域医療にとり組んでいる。
今回われわれは、沖縄県立病院5施設（中部病院、

南部医療センター・こども医療センター、宮古病院、
北部病院、八重山病院）の顎顔面外傷の臨床病態を明
らかにすることを目的に臨床的検討を行なったので報
告する。
【方法】 2016年の1月から12月までに県立病院歯科
口腔外科を受診した154例の顎顔面外傷患者を対象と
した。
【結果】 男性112人、女性42人で、男女比は2.7対1.0
で、男性のほうが明らかに多い傾向であった。年齢別
内 訳 で は、0～9歳55人、10～19歳36人、20～29
歳14人、30～39歳10人、40～49歳6人、50～59歳
8人、60～69歳11人、70～79歳7人、80～89歳7
人であった。月別患者数では5月が21人と最も多く、
7月19人、10月17人、2月16人、6,9月15人、11月
13人、1,3, 8月10人、4月8人、12月9人の順であった。
【まとめ】 今回、沖縄県立病院における顎顔面外傷に
関し臨床的検討を含め報告を予定している。

沖縄県立病院における顔面外傷の 
臨床検討

○仲間 錠嗣1）、立津 政晴3）、比嘉 努1）、 
新垣 敬一2）、澤田 茂樹3）、狩野 岳史4）

1） 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  
歯科口腔外科

2）沖縄県県立中部病院 歯科口腔外科
3）沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科
4）沖縄県立北部病院 歯科口腔外科
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外傷歯に関する臨床学的観察は、大学病院などの三
次医療機関からの報告が主で、一次あるいは二次医療
機関からの報告は少なく、把握は困難な状況にある。
更に、特別養護老人保健施設や在宅等における訪問診
療患者の外傷に関する報告は極めて少ない。そこで、
寝たきり患者、又はそれに準ずる患者の外傷歯症例の
実態を把握することを目的とし、当科の訪問診療患者
における臨床統計的観察を行ったのでその結果報告と
考察を行う。

当科の訪問診療における 
老健施設・在宅等患者の外傷に 
関する臨床的検討

○戸谷 孝洋1）2）、中川 翔太2）、福田 亜利沙2）

1）九州歯科大学 歯学部 口腔再建リハビリテーション学分野
2）医療法人孝陽会 戸谷歯科クリニック
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沖縄県立宮古病院は、沖縄本島から南西約280㎞に
位置する宮古島にあり、人口5万5千人の宮古圏域の
医療拠点を担っている病院である。診療科として総合
診療内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神
経内科、腎臓内科、外科、消化器外科、脳神経外科、
整形外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦
人科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、
救急科、麻酔科、歯科口腔外科の21診療科と276床
を有する。
今回、我々は当科における口腔顎顔面外傷患者の臨
床統計を行ったので報告する。対象は2016年4月から
2017年3月までの1年間に当科を受診した口腔顎顔面
外傷患者44名である。男性；34名、女性；10名で男
女比は3.4：1であった。年齢は0歳から81歳までで、
平均年齢32.8歳であった。来院経路として救急科；21
例、直接受診；11例、開業歯科；4例と続いた。受傷
部位（重複あり）は軟組織損傷が24例（43%）と最も多
く、次いで歯の外傷；13例（23%）、上顎骨骨折；7例
（13%）、下顎骨骨折；5例（9%）、歯槽骨骨折；4例
（7%）、頬骨骨折；3例（5%）であった。受傷原因とし
て、転倒がもっと多く11例（25%）であった。次いで
殴打；8例（18%）、交通外傷；8例（18%）、スポーツ；
7例（16%）、転落；5例（12%）の順であった。

沖縄県立宮古病院歯科口腔外科に 
おける2016年度口腔顎顔面外傷の
臨床統計

○澤田 茂樹1）、新垣 敬一2）、立津 政晴1）、 
狩野 岳史3）、比嘉 努4）、上田 剛生2）、 
仲間 錠嗣4）、銘苅 泰明2）、幸地 真人4）、 
伊禮 光孝2）

1）沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科
2）沖縄県立中部病院 歯科口腔外科
3）沖縄県立北部病院 歯科口腔外科
4） 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  
歯科口腔外科
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乳歯再植は禁忌とされつつも、その報告例が多く
なってきている。野坂は第6回アジア国際外傷歯学会
で乳歯再植6例7歯を発表した。その後4例5歯は、
後継永久歯萌出まで経過をおう事が出来たので、臨床
的検討を加えて報告する。
【症例1】 受傷時9か月の女児。外傷でA⏋が脱落し、
30分後に再植した。5年5か月後に永久歯の萌出開始
をみたが、軽度の減形成を認めたのみであった。
【症例2】 受傷時2歳0か月の女児。階段から転落し、
脱落した⎾ BCを30分後に再植した。⎾ Bは3年10
か月後、⎾2の萌出開始で抜歯した。⎾ Cは矯正治
療で5年1か月後に抜歯し、⎾3は9歳10か月で萌出
した。⎾BCとも後継永久歯に異常所見はなかった。
【症例3】 1歳3か月の男児。階段から転落し、脱落し
たB⏋を90分後に再植した。その後周囲歯槽骨の吸
収がみられ、3年4か月で脱落した。後継永久歯は6
歳6か月で萌出し、軽度の減形成が認められた。
【症例4】 5歳6か月の女児。遊戯中友人の額に強打し、
A⏊ Bが脱落した。⎿ Bのみを再植した。⎿ Bは1
年6か月後に脱落した。後継永久歯は8歳3か月で萌
出し正常形態であった。
【結果ならびに考察】 4症例とも再植された乳歯の存
在によって、後継永久歯は定位置への萌出が可能で
あった。乳歯再植は、保護者の了解ならびに後継永久
歯萌出までの観察が可能であることの条件のもとで、
保隙や咀嚼、審美、発音、また後継永久歯の萌出誘導
に有意義な処置法と考える。

乳歯再植後、後継永久歯萌出まで 
経過観察を行った4症例5歯の 
臨床的検討

○駿河 由利子1）、野坂 久美子2）、佐藤 輝子2）

1）すこやか歯科こども歯科医院
2）あおば歯科小児歯科クリニック

一般口演5
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【目的】 根尖周囲外科手術時に根尖部に限局性に生じ
た垂直性歯根破折と診断され、根尖切除および顕微鏡
下で破折線に沿って象牙質を切削後、逆根管充填によ
り保存を試みた3症例の予後を検討することである。
【方法】 各症例（上顎小臼歯1歯、上顎前歯2歯）とも、
東京医科歯科大学歯学部附属病院むし歯外来にて慢性
根尖性歯周炎（歯根破折疑い）の診断で根尖周囲外科
手術が行われた。通法に従い根尖から約3 ㎜歯根を切
除後の顕微鏡観察により、切断面に破折線が確認され
たが歯根表面まで達していなかった。そこで、顕微鏡
下でスチールバーにて可及的に顕微鏡下で破折線に
沿って象牙質を切削後、超音波チップにて逆根管窩洞
を形成し逆根管充填を行った。臨床所見とエックス線
写真所見から予後を追跡した。
【成績・考察】 3症例は術後3年、1年6か月、6か月
経過し、その間臨床症状を認めず深在性の歯周ポケッ
トも確認されなかった。根尖部エックス線透過像は前
2例でほぼ消失し、最後の1例も縮小傾向を認めた。
垂直性歯根破折はしばしば抜歯の適応となるが、破折
が根尖部に限局し、根管と歯周組織との交通部の除
去・封鎖が可能な症例では患歯の保存が期待できるこ
とが示唆された。
【結論】 根尖部に限局性に生じた垂直性歯根破折3症
例に対し、破折線からの感染を最小限にして保存を試
みたところ、いずれも根尖部エックス線透過像の縮小
が認められた。

根尖周囲外科手術で保存を試みた 
垂直性歯根破折の3症例

○小松 恵、海老原 新、興地 隆史
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科  
口腔機能再構築学講座 歯髄生物学分野
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【目的】 乳歯外傷が後継永久歯へ及ぼす影響は、受傷
時の形成状態、外傷の程度、治療経過などによって左
右されるため、外傷後は後継永久歯萌出まで定期的な
診査が必要である。今回我々は、乳児の乳中切歯完全
脱臼の処置として再植を行い、交換期まで長期観察し
た2例を報告する。
【症例1】 7か月男児。テレビのリモコンをくわえた際
に、A┘が口腔外へ完全脱臼し、受傷3時間後に当科
を受診した。A┘を再植し、縫合のみで固定を行った。
歯髄処置を行うことなく経過し、5歳11か月時に1┘
が萌出し、軽度のエナメル質形成不全を認めた。
【症例2】 9か月男児。転倒にてA┬Aが完全脱臼し、
受傷2時間後に当科を受診した。かろうじて歯肉に付
着しているA┬Aを再植し、縫合とレジンにて固定
を行った。歯髄処置を行うことなく経過し、5歳6か
月時に1┬1が萌出し、軽度のエナメル質形成不全を
認めた。
【結論】 乳歯の再植には否定的な考えもあるが、当科
ではこれまでも再植を試み、後継永久歯との良好な交
換を多数経験している。今回認められた軽度のエナメ
ル質形成不全は、治療が原因ではなく受傷時の影響に
よるものと考えられた。今回の2例とも歯髄処置は行
なわなかったが、後継永久歯萌出まで定期的に観察す
ることは、何らかの症状が現れた際の早い対応を可能
とし、乳歯外傷による後継永久歯への影響を最小限に
することにつながると考えられる。

乳児期に脱臼、再植した乳中切歯を
交換期まで長期観察した2例

○太刀掛 銘子1）、光畑 智恵子2）、香西 克之2）

1）広島大学病院 小児歯科
2）広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 小児歯科学
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【背景・目的】 診断参考レベル（Diagnostic Reference 
Level、DRL）は、放射線検査を最適化するために用
いられる指標で、地域の施設の線量を調査し、その値
よりも高い場合には線量低減を考慮すべきであるとす
るものであり、わが国では、2015年6月に標準的な
口内法X線撮影における診断参考レベルが設定され
た。そこで、当院で診療に用いられている口内法X
線撮影装置3台について、撮影条件が十分に最適化さ
れているかを検討した。
【方法】 口内法X線撮影装置3台を用いて、成人と小
児について上下顎の前歯部、犬歯・小臼歯部、大臼歯
部の撮影条件における患者入射線量（patient entrance 
dose、PED）を測定し、DRLの値と比較した。測定は、
コーン先端部に半導体検出器の検出部を設置して行い、
測定した空気カーマをPEDとした。
【結果】 同機種同撮影条件の2台のPEDはDRLに対
し、それぞれ成人で81～110%、79～106%、小児で
81～116%、79～111%であり、別機種1台では、成
人で92～115%、小児で53～101%であった。
全ての装置において、DRLの値よりも高い撮影条
件と低い撮影条件が混在していた。
【結論】 当院で診療に使用している全ての口内法X線
撮影装置において、DRLよりも高い線量が計測され
た撮影条件があったため、画質評価を含めて、診断す
るために十分な画質が得られる範囲で線量を少なくす
るよう検討する必要がある。

診断参考レベルと当院における 
口内法エックス線撮影の撮影条件

○桒田 勤、松本 遼、後藤 賢一、横井 みどり、
蛭川 亜紀子
愛知学院大学歯学部附属病院 放射線技術部
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【目的】 外傷による脱落歯は汚染されていることが多
く感染のリスクが高くて再植の成功率は低い。成功率
を高めるためには保存液の優れた効能が必要である。
脱落歯は診療室において一時的に保存液で保存する必
要がある。今回我々は、総合アミノ酸輸液を歯の保存
液として応用することの有効性を見出しているので、
それを用いて臨床的に重要である感染制御の観点から
注射用セフェム系抗菌薬および抗真菌薬を添加した溶
液でヒト歯根膜由来細胞（hPLDCs）の保存を検討した。
【材料と方法】 hPLDCsを24時間10%FBS含有Dul-
becco’s Modified Eagle’s Medium Medium（DMEM）
で培養した後、培地を抗菌薬添加の注射用セフェム系
抗菌薬および抗真菌薬添加総合アミノ酸輸液に交換し、
ホットプレートを用い37̊Cで保存した。保存期間は
1.5、3時間とし、MTT法によってミトコンドリア活
性をそれぞれ計測した。
【結果】 hPLDCsのミトコンドリア活性は保存1.5時
間後に抗菌薬および抗真菌薬添加総合アミノ酸輸液保
存群がコントロール群に比べ高いミトコンドリア活性
を示し、保存1時間後よりも3時間後に高いミトコン
ドリア活性を示した。
【結論】 抗菌薬および抗真菌薬を添加した総合アミノ
酸輸液はhPLDCsの保存に有効であるので、脱落歯
の一時的な保存に有効である可能性が示唆される。

脱落歯保存における 
注射用セフェム系抗菌薬および 
抗真菌薬添加総合アミノ酸輸液の 
有効性

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

1）大阪歯科大学 歯学部 口腔病理学講座
2）大阪歯科大学 歯学部 歯科法医学室
3）大阪歯科大学 歯学部 歯科医学教育開発室
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外傷による歯や歯槽骨の欠損は、患者の機能、審美
性、心理面へも大きな影響を及ぼし、その社会的な影
響も計り知れない。受傷した歯に対しては、可及的に
保存されることが望ましいが、状態によっては保存が
困難な症例が多い。歯の欠損に対し近年、隣在歯の保
護・審美性といった観点から、インプラントを用いた
補綴治療が選択される症例も少なくない。本発表にお
いては、外傷による前歯部欠損に対し、骨移植を伴っ
たインプラント治療を行い、良好な結果が得られた2
症例を経験したため報告する。
症例1は26歳男性、2008年4月に交通事故にて受

傷、他院にて上下顎骨骨折に対する整復固定後、当院
に来院された。初診時には1┐┌1, └2は欠損し┌2
は歯冠破折していた。動揺が見られた┘2および┘1、
└1は抜歯し、欠損部にインプラント埋入術を行った。
また、下顎は骨量が不足していたため、骨延長術を
行った。2010年4月に1┘└1, 2┐┌2にインプラン
ト埋入術を行った後に、インプラント支台としたジル
コニアクラウンを装着した。
症例2は23歳女性、2010年7月に交通事故にて受

傷、┐1、┌1┌2、の歯牙脱臼および同部歯槽骨骨
折により当院に来院された。2011年に前歯部骨移植
術を併用し、インプラント埋入術を施行した後、イン
プラントを支台とした陶材焼付冠を装着した。2症例
とも装着後より6か月毎のメンテナンスを行っており、
現在も良好に経過している。

外傷による前歯部欠損に対し、 
インプラントを用いて補綴治療を
行った2症例

○吉岡 文1）、尾澤 昌悟1）、村上 弘2）、武部 純1）

1）愛知学院大学 歯学部 有床義歯学講座
2）愛知学院大学 歯学部 高齢者歯科学講座
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導帯管は後継永久歯の萌出路であり、歯の萌出にお
いて重要な役割を果たしていると考えられる。近年、
歯科疾患に対してCTが応用されるに伴い、導帯管を
明瞭に画像化することが可能になった。そこで、今回、
我々はCTにおける導帯管の画像を紹介する。同時に
CT及びパノラマエックス線画像上での永久歯及び過
剰埋伏歯における導帯管の描出率を分析する。
対象は2010年から2015年に九州歯科大学附属病院
にて、CT及びパノラマエックス線検査が施行された
小児患者である。導帯管描出の有無についてレトロス
ペクティブに評価した。対象歯はCTにて導帯管の有
無が診断できるものに限定した。具体的には未萌出の
永久歯と上顎正中過剰埋伏歯である。
CT横断像上、上顎前歯部において導帯管は楕円形
の骨消失領域として描出された。CT cross section上、
導帯管は後継永久歯の歯冠より歯槽骨頂まで連続する
線状の骨消失領域として描画された。臼歯部において
も導帯管は、歯冠より歯槽骨頂まで連続する若干幅が
広い線状の骨消失領域として描画された。一方、上顎
正中過剰埋伏歯では導帯管は認められなかった。更に、
パノラマエックス線画像上で導帯管のほとんどは描出
できなかった。
CTの普及に伴い、導帯管を明瞭に描出することが
可能となってきている。一方で、その存在について記
載している文献は極めて少なく、認知度も低い。今後、
導帯管の画像を基にその存在意義や異常について検討
していく予定である。

導帯管の画像と描出率に関する検討
―  CT及びパノラマエックス線画像
による分析―

○森本 泰宏、田中 達朗、鬼頭 慎司、西村 瞬
九州歯科大学 歯科放射線学分野
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【背景】 近年、メタルアーチファクト（以下MA）の
低減を実現すべく、メーカーによって様々な再構成の
処理が考案されている。今回、その処理法を用いた
CT画像におけるMAの定量評価を行い、各撮影条
件間で比較・検討した。
【目的】 CTにおけるMAの定量評価を行う。
【対象】 中央に直径3 ㎜のチタンの棒を設置し水で中
を満たした直径300 ㎜の円筒形アクリルを、デュアル
エナジーCT装置（Aquilion Prime、東芝）を用いて
シングルエナジー、デュアルエナジーで撮影し、その
画像を対象に解析した。
【方法】 解析にはGumbel 法とミーンランク法を用い、
得られる位置パラメータを比較してMAの定量評価
を行った。
【結果】 シングルエナジーでのCT画像を解析した結
果、管電圧、管電流に比例して、MAは減少した。
またSEMAR（MAを低減する東芝独自の画像再構成
処理法のひとつ）によってMAが大きく減少するこ
とはなかった。
デュアルエナジーでのCT画像を解析した結果、管
電圧、管電流に比例して、MAは減少した。
【まとめ】 管電圧、管電流の増加に伴い、MAは減少
した。

デュアルエナジーCTにおける 
メタルアーチファクトの低減

○松本 遼1）、後藤 賢一1）、桒田 勤1）、 
内藤 宗孝2）、有地 榮一郎2）

1）愛知学院大学歯学部附属病院 放射線技術部
2）愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座



― 38 ―

25

【緒言】 外傷歯の症例では、正確な病態像を客観的に
把握できる方法が求められてきた。診断や予後観察に
歯科用CTを応用した3症例について報告する。
【症例1】 7歳の女児。上顎前歯部を強打して来院。口
腔内エックス線写真で左側上顎中切歯に水平性歯根破
折がみられた。同部位をCTにより撮影したところ破
折は唇側部に限局している像を呈していた。その後、
患児は同様の外傷を繰り返し受け、口腔内エックス線
写真で2本の水平な破折像が観察されるようになった。
この部位を再びCTで観察したところ、唇側から歯髄
を経過して舌側歯質に至る連続した1つの破折線を呈
していた。
【症例2】 29歳女性。上顎前歯部を強打して来院。両
側中切歯切縁に破折がみられた。上顎前歯部の固定・
破折部の修復を行い、経過観察を行っていたが、右側
中切歯のみ強い自発痛を訴えたため、根管治療を施し
た。治療により自覚症状は消退したが、根尖部圧痛が
長期間にわたり継続したため、CT撮影を行った。同
歯の根尖部には、フェネストレーションを示す形態像
が観察された。
【症例3】 35歳女性。上顎左側中切歯の違和感を訴え
来院。患者は、10年前にスキーで転倒し、上顎前歯
部を強打するという既往歴を有していた。同歯の根尖
部には歯冠大のエックス線透過像が認められたため、
直ちに根管治療を開始したところ、病巣の著明な縮小
が認められた。同部位における術前・術後のCT所見
は、治癒傾向が明確に示されていた。

外傷歯の診断および予後観察に 
歯科用CBCTを応用した 
3症例について

○吉田 忠司1）2）、笹山 智史1）3）、吉田 忠信4）、
中村 幸生5）

1）吉田歯科医院
2）九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学講座
3）大阪歯科大学 口腔インプラント学講座
4）よしだ歯科
5）吉田歯科医院 先端歯科医療部門
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【目的】 MRIにより安全かつ簡便に嚥下機能を評価出
来るような手法を確立することを目的として行った。
同時に、これまでとは異なった観点からの嚥下機能障
害の診断基準を確立することを目的として行った。
【対象と方法】 研究対象は健常者ボランティアとした。
MRI撮像は東芝社1.5 T MRI（EXCELART Vantage）
に頭頸部用コイルを用いて行った。嚥下機能を評価す
る画像の撮像に先んじて、咽頭領域における軸位断、
前頭断、矢状断のプレスキャンを行い、口腔、咽頭、
喉頭、気道、食道領域が十分に含まれるような裁断面
を決定した。嚥下の機能を評価する画像の撮像は
SSFP法で毎秒10枚程度の撮像を行った。対象者に
は予め5mLの生理食塩水を口腔内に含有してもらい、
撮像者の指示により撮像開始と同時に嚥下運動をして
もらった。得られた画像上で嚥下運動時における口腔、
咽頭、喉頭、気道、食道領域の状態を視覚的に評価し
た。また、口腔、咽頭、食道の入り口部における生理
食塩水の通過時間について得られた画像の枚数より計
測した。
【結果】 今回行った被験者のすべてにおいて、嚥下運
動により生理食塩水が口腔から咽頭、食道へと移動し
ていく状態が確認出来た。また、各領域における生理
食塩水の通過時間を計測することも可能であった。
我々の開発したT2WIをベースとした超高速MR

撮像では、非侵襲的に安全かつ容易に嚥下機能を評価
できる可能性があると考える。

Cine MRIによる摂食嚥下機能の 
評価

○田中 達朗、西村 瞬、鬼頭 慎司、城嶋 孝章、
森本 泰宏
九州歯科大学 歯科放射線学分野
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【緒言】 若年期に外傷や重度の齲蝕により歯を喪失す
ることがある。その際、治療としては補綴処置や歯の
移植が行われる。歯の移植は補綴処置と異なり臨在歯
を切削する必要はなく非常に有効な治療法である。そ
こで、我々は積極的に歯の移植を行っている。今回の
発表では歯根が未完成の非機能歯や智歯を移植した7
症例の予後について臨床的ならびにエックス線学的に
検討した。
【症例】 何らかの原因により歯の欠損部に根未完成歯
の移植を施した7名の患者について報告する。7名の
患者における手術時の年齢は、14歳から19歳であっ
た。7症例中全例とも歯根膜は正常に再生した。歯髄
は、7例中5例が生活歯の状態で、歯髄腔は経過とと
もにエックス線不透過性を呈した。歯髄腔内の石灰化
が進行している状態であると考えられた。一方、2例
は失活した。失活した2例中1例には根管治療を施し、
8年以上臨床的、エックス線学的に評価し、良好に経
過している。もう1例は 転居のため経過を追えてい
ない。
【結果】 移植を行った7例について短期で1年5か月、
長期で17年6か月以上経過を追跡していた。その結
果、臨床的、エックス線学的に判断して、失敗は認め
られなかった。

根未完成永久歯7例の臨床的 
ならびに X線学的検討

○辻 裕文、森本 泰宏
九州歯科大学 歯科放射線学分野
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【緒言】 顎顔面外傷の中でも上顎骨折の頻度は比較的
少ない。今回、Lefort-1型骨折に左上顎歯槽骨の粉
砕骨折を合併し外傷歯の安静及び固定が困難な症例を
経験したので報告する。
【症例】 患者は、40代男性、交通外傷にて受傷。X線
所見で両側Lefort-1と左上顎粉砕骨折を認めた。
【処置及び経過】 応急的に歯槽骨骨折部をMMシー
ネにて固定後、歯肉裂を縫合。入院管理下に観血的整
復固定術を実施。術後、左上顎歯列は頬舌側に動揺し
咬合時にも歯列がわずかに沈下する状態であった。顎
間固定と口蓋にプレートを装着し咬合の安定を図った。
退院後は上顎にマウスピースを装着し経過観察とした。
その後は、左上第一小臼歯の歯根露出をみとめたが、
咬合関係も良好である。

Lefort-1骨折と歯槽骨粉砕骨折を 
合併し歯の安静、固定に苦慮した 
1例

○立津 政晴1）、澤田 茂樹1）、仲間 錠嗣2）、 
比嘉 努2）、新垣 敬一3）

1）沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科
2） 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  
歯科口腔外科

3）沖縄県立中部病院 歯科口腔外科
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【緒言】 乳歯の早期脱落の原因として外傷が最も多い
が、その他に全身疾患が原因である場合もある。今回
我々は外傷により乳歯を喪失し来院した幼児において、
経過観察中に他の乳前歯が早期脱落したことで、低ホ
スファターゼ症を発見できた症例を経験したので報告
する。
【症例】 初診時年齢2歳8か月、男児。下顎前歯部を
受傷し、両側下顎乳中切歯が脱落したため、当科を受
診した。全身既往歴は特記事項がなかった。1歳6か
月頃から両側下顎乳中切歯に動揺が認められ、下顎前
歯部の打撲の既往も数回あったという。
【処置と経過】 協力が得られるようになってきた3歳
時に両側下顎乳中切歯欠損部に可撤保隙装置を装着し
た。その後の定期的観察中、4歳時に両側下顎乳側切
歯の動揺が認められたため、エックス線検査を行った
ところ、多数の萌出乳前歯に歯槽骨吸収の進行がみら
れた。外傷などの局所的原因が認められなかったこと
から、低ホスファターゼ症を疑い、医科に対診したと
ころ、歯限局性低ホスファターゼ症と診断された。
【考察】 本症例では歯の外傷を主訴に来院し、保隙装
置を装着し、経過観察していたが、他の乳前歯が動揺
してきたことより、歯限局性低ホスファターゼ症の診
断につながった。乳歯の早期脱落を認める場合、低ホ
スファターゼ症など全身的原因の可能性について検討
する必要性が示唆された。

歯の外傷による乳歯脱落を機に 
低ホスファターゼ症発見に至った 
一症例

○園本 美惠、篠永 ゆかり、阿部 洋子、 
有田 憲司
大阪歯科大学 歯学部 小児歯科学講座
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【目的】 歯根破折大臼歯の破折根と非破折根における
病態を明らかにすることを目的として臨床的ならびに
病理組織学的に検討した。
【対象症例および方法】 対象は垂直性歯根破折により
抜去され、当教室にパラフィン包埋ブロックが保管さ
れている50例中大臼歯は12例ある。そのうち下顎第
一大臼歯のヘミセクションの既往がある1例と破折根
のヘミセクション1例を除く大臼歯抜去歯10例とそ
の周囲組織を対象とした。性別では男性7例、女性3
例。年齢は50歳～77歳（平均62.6歳）。部位別では、
下顎第一大臼歯5例、下顎第二大臼歯3例、上顎第一
大臼歯2例であった。これらの抜去歯と周囲組織（嚢
胞、肉芽組織）について病理組織学的に検討した。
【結果と結論】 破折根においては歯根嚢胞が5例、肉
芽組織が2例、歯根肉芽腫が1例にみられた。非破折
根においては根管を中心とした亀裂が3例、歯根嚢胞
が1例に認められた。
非破折根において亀裂が認められたことから、破折
根を分割抜去（ヘミセクションなど）し、保存した歯
根をブリッジの支台歯にした場合には、やがて破折に
至る可能性があることが考えられた。また、通常は歯
根破折から歯根嚢胞が生じるとされるが、その存在が
複根歯の嚢胞が存在しない根に対して咬合圧の過度な
負担をきたし、歯根破折を招く原因となる可能性が考
えられた。

垂直性歯根破折大臼歯における 
非破折根の病理組織学的検討

○大野 淳也、柬理 賴亮、岡田 康男
日本歯科大学 新潟生命歯学部 病理学講座
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鼻口蓋管嚢胞は非歯原性嚢胞のなかで最も頻度の高
いもので、性別は男性に多く、年齢別では30～50歳
台に好発する。一方、類表皮嚢胞は胎生期外胚葉の嵌
入によって生ずる先天性嚢胞で、頭頸部、顔面、腹部、
卵巣、肛門部などの身体各部に発生するが、口腔領域
に発生する頻度は比較的低く、特に顎骨内に発生する
例は稀であるとされている。今回われわれは、上顎正
中部に発生した鼻口蓋管嚢胞との鑑別を要した類表皮
嚢胞の1例を経験したので、その概要に若干の考察を
含めて報告する。症例は21歳女性、上顎正中部の腫
れを主訴に平成25年12月29日に当院受診。現病歴と
して15歳頃より上顎前歯部違和感を自覚し近医にて
歯髄炎診断下に抜髄処置施行。平成25年12月頃にな
り同部の腫脹、顔貌の変化を自覚。現症として顔面は
人中～両側鼻翼にかけて腫脹による法令線の消失を認
め、口腔内所見で上顎正中部～上唇小帯付着部にかけ
て軽度の圧痛を伴う、やや境界不明瞭な暗紫色のφ5
×5 ㎝大の半球状腫瘤を認めた。触診では軽度の圧痛
を伴う羊皮紙様感を呈したが、鼻症状や周囲の知覚鈍
麻等、神経症状は認めなかった。鼻口蓋管嚢胞の臨床
診断下に平成26年1月20日、静脈内鎮静法、局所麻
酔下に嚢胞摘出術・歯根端切除術を施行。病理組織学
的所見は特徴的な所見を有する類表皮嚢胞であった。
術後経過は良好で再発の傾向は認めない。

鼻口蓋管嚢胞との鑑別を要した 
類表皮嚢胞の1例

○河合 毅師1）、塚本 亮一2）3）

1）関内馬車道デンタルオフィス
2）プラムデンタルオフィス
3）日本大学 松戸歯学部 障害者歯科学講座

一般口演8
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今回、交通外傷による顔面多発骨折患者に対し観血
的整復固定術、自家骨移植術を施行した一例を経験し
たので報告する。
患者は19歳女性。交通外傷により顔面を受傷し、

当院救急救命センターに搬送された。画像検査を行い
上顎骨、眼窩底、頬骨、鼻骨の多発骨折、歯槽骨突起
骨折、右上12の完全脱臼、左上12亜脱臼、上口唇裂
創、鼻背裂創、頸部の椎弓骨折を認めた。また右上顎
骨骨折により右上3から7を含む骨片の著しい動揺を
認めた。完全脱臼した右上12は誤飲しており、再植
は不可能と判断した。受診当日は局所麻酔下で裂創部
への縫合処置、受傷翌日に全身麻酔下で当院形成外科
と合同手術を施行した。裂創部の縫合処置、チタンプ
レートを用いた観血的整復固定術、顎骨欠損部位に対
し右腸骨の自家骨移植術を行ったが、右上3から7部
の歯槽骨を含んだ金属プレート固定はスペース不足で
固定が十分に得られないと判断し、MMシーネによ
る右上6から左上6の顎内固定で左側歯列にも固定源
を設けた。また顎間固定目的で IMFスクリューを上
下顎歯肉に埋入した。術後3か月でMMシーネを除
去したところ骨片の動揺は認められず、CTでも右上
顎骨の良好な癒合を確認した。今後は術後1年を目安
に右上12部のインプラントを計画している。

交通外傷による顔面多発骨折に 
対して外傷歯治療を含む 
観血的整復固定術、自家骨移植術を
行った1例

○安部 大輔、中井 史、小川 尊明、大林 由美子、
三宅 実
香川大学 医学部 歯科口腔外科講座
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【目的】 偶発的露髄を伴う歯冠破折歯の修復において、
安易に抜髄、補綴処置を行わず、歯髄と歯質を極力保
存し接着を活かした直接レジン修復をまずは考えるべ
きであろう。そこで今回、露髄した歯冠破折歯に対し
レジンによる直接覆髄を行ってMI審美修復した一症
例について報告する。
【方法】 患者は64歳男性で左上奥歯の破折を主訴に来
院した。1時間前に硬い豆を噛んで破折したが、冷水
痛以外に自覚症状はなく破折片は紛失していた。口腔
内検査により上顎左側第二小臼歯口蓋側に直径1 ㎜程
度の露髄を伴う歯冠破折が認められ、エックス線検査
ならびに歯髄電気診にとくに異常はなかった。そこで
患者の同意下で、レジンによる直接覆髄処置後、コン
ポジットレジン修復を行った。
【成績】 破折した歯面を一層削除後、露髄部の
Chemical surgery を行い止血を確認した。メガボン
ド（クラレノリタケデンタル）を用いて直接覆髄なら
び接着処理を行った後レジン修復を施し、露髄創傷部
の静菌化と安静化を図った。術後の経過は、とくに不
快症状もなく良好であり、歯髄が被蓋硬組織を新生し
て治癒したと考えられる。
【結論】 偶発的露髄を伴う歯冠破折歯の修復において、
歯髄が〈臨床的に健康〉であり、かつ露髄部の前処
置およびボンディングレジンの選択が適切であれば、
レジンによる直接覆髄を行い接着を活かしたMI審美
直接修復が可能であることが明らかとなった。

偶発的露髄を伴う歯冠破折歯に対し
レジンによる直接覆髄を施した 
MI審美修復に関する一症例

○竹口 あゆみ、冨士谷 盛興、堅田 和穂、 
岸本 崇史、掘江 卓、友田 篤臣、千田 彰
愛知学院大学 歯学部 保存修復学講座

一般口演9
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【目的】 偶発的露髄を伴う歯冠破折歯への対応としては、
まず歯質、歯髄の保存を試みるべきである。またこれ
らに用いる修復および歯髄保護用材料にも歯質、歯髄
保存のための十分な性能が必要である。光硬化型
MTA系覆髄剤TheraCal LC（以下セラカル、BISCO）
は、露髄部に直接適用ができ操作性にも優れている。
本発表では露髄を伴う歯冠破折歯に対し、本剤を用い
直接覆髄し、レジン修復を行い、歯質および歯髄の保
存を試みた一症例を報告する。
【方法】 患者は17歳男性で上顎前歯の破折を主訴に来
院した。7時間前に転倒し、上顎右側中切歯を破折した。
冷水痛以外に自覚症状はなく、破折片は紛失していた。
口腔内検査により同破折部に直径2 ㎜程度の露髄が認
められた。そこで患者の同意下でセラカルによる直接
覆髄後、接着性コンポジットレジン修復を行った。
【成績】 術後の経過は良好であり、歯髄が被蓋硬組織
を新生して治癒したと考えられる。また患者は歯髄が
保存されたこと、また歯質保存的にかつ審美的に修復
された結果、満足している。
【結論】 偶発的露髄を伴う歯冠破折歯の修復において、
歯髄が〈臨床的に健康〉であれば、光硬化型MTA
系覆髄剤による覆髄を施し、接着性レジン修復により
MIのコンセプトに立脚した接着審美修復が実現でき
ることが明らかとなった。

偶発的露髄を伴う歯冠破折歯に対し
光硬化型MTA系覆髄剤で 
直接覆髄を施したMI審美修復に 
関する一症例

○堅田 和穂、掘江 卓、竹口 あゆみ、岸本 崇史、
友田 篤臣、冨士谷 盛興、千田 彰
愛知学院大学 歯学部 保存修復学講座
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【目的】 広範囲の外傷歯治療において、日本外傷歯学
会認定医が主治医となって、口腔外科医、歯科矯正医
等と Interdisciplinary 治療を行うことで、患者が希
望する治療を計画して実行することができることを実
証する。
【症例】 2014年4月初診（56歳 男性）。同年2月、転
倒して顔面打撲、上下口唇裂傷の縫合処置を島根大学
歯科口腔外科で受けた。上顎前歯歯根破折は抜歯して
インプラントの治療方針。これに先立ち、下顎前歯破
折歯の抜歯と歯列矯正治療を目的に当院を紹介された。
当院での問診で、患者は農業をしており作物を前歯で
噛んで品質を観察していることから、前歯の保存を希
望したため、審査の結果外傷歯の保存が可能と診断し、
前医及び歯科矯正医とカンファレンスを行い、当院が
主治医となって治療を進めることとなった。
【結果】 初診から約3年経過した2017年4月の時点で、
歯根破折歯は全て保存され歯列矯正治療も終了し、プ
ロビジョナルレストレーションが装着されていて、最
終補綴治療が間も無く開始される。
【結論】 プランAで抜歯とされた歯根破折歯を、日本
外傷歯学会認定医が主治医となったプランBで保存
することができた。さらに口腔外科医、歯科矯正医と
Interdisciplinary治療を行うことで、今後の予防処置
も含めた患者にとって最適な治療を計画して実行する
ことができることが実証された。

Interdisciplinary治療における 
日本外傷歯学会認定医の役割

○齋藤 誠1）3）、小田原 聖2）3）

1）さいとう歯科医院
2）松江市立病院 歯科口腔外科
3）島根大学 医学部 歯科口腔外科学講座

一般口演9
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学校における児童の歯と口の健康教育は、子どもの
健康つくりに対する意識や行動の芽生えを支援、教育
していく性格を持っている。これを効果的に推進して
いくためには、児童に健康とは何か、どのようにすれ
ば健康の保持増進ができるのかを発達段階に応じて、
自ら考え実践できる能力を育むことが重要である。こ
の観点から、児童に健康リテラシーを身につけさせる
には、学級担任や養護教諭の役割は重要であり、その
力量が問われる。
そこで本研究は、大学における養護教諭の養成教育
に焦点をあて、養護教諭に求められる指導力を育成す
る方法論について検討した。
その結果、授業研究や養護教諭の教育実習での授業
担当や保健指導の体験が重要な教育方法であり、関係
者の協力の必要性が示唆された。また、養護教諭の教
育実習の時期、教材などの課題が見いだされた。

養護教諭養成における 
小児口腔保健教育について

○吉田 あや子1）、曽我 富美雄2）

1）（前）西南女学院大学 保健福祉学部
2）九州歯科大学 歯学部 歯科放射線学分野
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【目的】 歯冠破折歯の欠損のレジン修復には、他の欠
損修復同様、各材料の様々な機械的ならびに物理的諸
性質を考慮する必要があるが、中でも、特に曲げ強さ
や破壊強度への配慮が重要である。そこで本研究は、
種々のコンポジットレジンの曲げ強さならびに破壊の
様相を評価するため、二軸曲げ試験およびアルカリ環
境下におけるレジンの劣化試験を行った。
【方法】 6種のコンポジットレジン（径10 ㎜×高1 ㎜）
を用いて二軸曲げ試験を行った後、得られた測定値は、
Tukey HSDテストにより多重比較検定を行った（α= 
0.05）。また、鏡面研磨したこれらレジンのブロック試
料（縦20 ㎜×横10 ㎜×高4 ㎜）を、NaOH溶液（0.1N, 
pH12.7, 60̊C）に3日間浸漬し、侵蝕面の微小形態及
び側視断面の様相を走査電子顕微鏡により観察した。
【結果】 二軸曲げ試験において、フロアブルレジンの
方がユニバーサルレジンに比べ高い曲げ強度を示した
（p＜0.05）。劣化試験では、マトリックスレジン内の
無機フィラーの脱落がいずれのレジンにおいても観察
された。また、フィラーとマトリックスレジンの剥離
や有機複合フィラー内無機フィラーの脱落などの様相
ならびにそれらの程度はレジンにより異なっていた。
【結論】 種々のコンポジットレジンの曲げ強さならびに
破壊の様相は、各レジンのフィラーの種類、粒径、あ
るいは粒度分布などが密接に関連していることが判明
し、これらが材料選択の一助となることが示唆された。

歯冠破折歯の直接修復における 
種々のコンポジットレジンの評価

○岸本 崇史、友田 篤臣、堅田 和穂、 
竹口 あゆみ、掘江 卓、冨士谷 盛興、千田 彰
愛知学院大学歯学部 保存修復学講座

一般口演10
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外傷や歯周病により失われた口腔領域の骨再建は歯
周治療、インプラント治療においてきわめて重要であ
り、近年、骨再生誘導法（GBR）が広く普及している。
最近の研究において、ポリ塩化ビニリデン（Polyvi-
nylidene chloride、PVDC）フィルムが優れた生体適
合性や遮蔽性、骨伝導性を持ち、特に歯科用ボンディ
ング材を介した骨との接着性を有することから、足場
材料および遮蔽膜として有用であると報告されている。
しかしながら、PVDCフィルム上では細胞増殖が遅
延するとされ、生体における治癒の遅れが懸念される。
本研究では、アルゴン（Ar）イオンボンバードメント
処理による、PVDC表面におけるぬれ性、化学構造
変化、PVDCの生体活性に与える影響を検討した。
PVDCフィルムを成形、滅菌し、乾燥させ実験試
料とした。Arイオンボンバードメント処理はマグネ
トロンスパッタリング装置を応用した。未処理および
処理後PVDCフィルム（Ar-PVDC）に対し、ぬれ性
と表面構造変化の検討、細胞動態、ラット頭蓋骨の骨
再生を評価した。
Ar-PVDC群において、接触角が低下し、OH基を
示す領域での吸収が増加していた。CT画像において、
Ar-PVDC群では他の群と比較し新生骨が著明に認め
られた。PVDC表面に吸着した水酸基によって、ぬ
れ性が向上し、細胞の初期接着が促進された結果、新
生骨が増加したと考えられる。
以上よりAr-PVDCはGBR膜として利用できる可
能性があることが強く示唆された。

アルゴンイオンボンバードメントを
用いたポリ塩化ビニリデン（PVDC）
フィルムの生体活性増強と 
GBRへの応用

○小林 周一郎1）2）、林 達秀2）、相野 誠1）、 
西田 英作1）、朝倉 正紀2）、岡部 栄治郎1）、 
河合 逹志2）、野口 俊英1）、三谷 章雄1）

1）愛知学院大学 歯学部 歯周病学講座
2）愛知学院大学 歯学部 歯科理工学講座
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口腔領域における小児の外傷は発達過程 行動の範
囲により1～3歳乳幼児期7～8歳の学童期に多発す
る傾向にある。
受傷時小児患者の多くは患者 保護者ともに外傷に
よる動揺により正確な問診がとれないこともしばし見
うけられ特に乳幼児期の患者であれば治療に対しても
不安と恐怖により協力が得られない場合がある。
まず診察にあたり、いつ どこで どのように受傷
したのかを確認し全身症状に異常がないのかをまず確
認し口腔領域の診断に入らなければならないと考える。
続いて話しかけをもって小児患者の治療に対する恐
怖 不安を取り除きながら患者の性格 大胆 過敏
警戒的 神経質 こわがり 強情などの個人的性格の
観察も行う必要がある。
小児歯科治療において母子分離は必要と考えられて
いるが、母親が悪い影響、すなわち母親と子どもの間
にあまりにも強い共生が働き母親が突然動いたり心配
や不安の表情をしめしたり、子どもや術者に不必要に
話しかけたりしなければ、特に低年齢児においては、
母親がそばにいることでリラックスでき、治療中の困
難なことに対しても精神的な手助けになると考えられ
る、この様な事から当歯科医院としての小児歯科患者
の臨床的対応について報告をさせて頂きたいと思う。

外傷による小児歯科患者の 
臨床的対応

〇曽我 大泉1）、曽我 富美雄2）

1）曽我歯科医院
2）九州歯科大学 放射線講座

一般口演10
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平成29年度 

― 第2回 認定医更新セミナー ―
［ 第17回日本外傷歯学会総会・学術大会と併催 ］

15：00～ 開会の挨拶

 神山 紀久男 先生（日本外傷歯学会認定医検討委員会 委員長）
 木村 光孝 先生（日本外傷歯学会 理事長）

15：10～15：50

 「神経系と老化」
 武田 克彦 先生（日本認知神経科学会 理事長）

16：00～16：40

 「スペシャルニーズと口腔・歯の外傷」
 森崎 市治郎 先生（梅花女子大学口腔保健学科 教授）

16：40～ 閉会の挨拶

 曽我 富美雄 先生（日本外傷歯学会認定医研修会事務局 事務局長）

日本外傷歯学会認定医研修会事務局 
担当：中条 経義
〒800‒0206 福岡県北九州市小倉南区葛原東2‒5‒45
URL：http://www.ja-dt.org/
E-mail：japan.assoc.dt@gmail.com
TEL：093‒473‒5555 FAX：093‒473‒5553



協催企業・団体一覧

広 告

東京メディカルスクール株式会社

株式会社大日本精機

株式会社丸善薬店

協 賛

有限会社富屋化学薬品店

後 援

日本歯科医学会

第17回日本外傷歯学会総会・学術大会 
プログラム・抄録集

大会長：前田 初彦

事務局：愛知学院大学歯学部 口腔病理学講座 
 準備委員長：久保 勝俊
 〒464-8650 名古屋市千種区楠元町1-100
 TEL：052-757-6736 FAX：052-751-2568
 E-mail：17thjadt@sdent.agu.ac.jp

出 版：株式会社セカンド
 〒862-0950 熊本市中央区水前寺4-39-11 ヤマウチビル1F
 TEL：096-382-7793 FAX：096-386-2025
 http://www.secand.jp/
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第17回日本外傷歯学会 総会・学術大会
事務局

愛知学院大学歯学部口腔病理学講座
準備委員長：久保  勝俊

〒464-8650 名古屋市千種区楠元町1-100
TEL：052-757-6736
FAX：052-751-2568

E-mail : 17thjadt@sdent.agu.ac.jp


