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  第 32 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会
大会長　近藤　壽郎 

　第 32 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会を，令和元年 7 月 27 日（土曜日）から 28 日（日曜日）までを会
期として，東京都千代田区の学術総合センター・一橋講堂におきまして開催させていただきます。令和改元の年の大会長
を務めさせていただけることをたいへん晴れがましく存じ上げる次第です。理事会および社員総会などの附帯会議につい
ては，学術大会の前日の 26 日（金曜日）に同上会場において行います。
　第 32 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会は，第 6 回アジア顎関節学会との併催となりますが，国内学会と
しては久方ぶりに単独開催の運びとなります。前回まで行われたいくつかの国内他学会との合同開催は，学会水準の向
上，各学会間の学問的ならびに人的交流に共益がありました。ここでまた，「顎関節学会らしさ」とは何かという自問と
ともに，顎関節という頭頸部唯一の滑膜関節を軸とした咀嚼機構などの形態学的または機能学的な研究について十分に討
論する時間をつくり，「顎関節学」に思いをはせる学会に立ち返ることには意義があるものと思います。
　第 32 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会のテーマを「回顧と前進」とさせていただきました。科学の進歩
に欠かせない独創的な発想は，蓄積された既存の厖大な知識や技術のなかから，新たな組み合わせを見つけることから生
まれるといわれており，本学術大会がそのきっかけとなって，顎関節領域の科学的飛躍の一助となることを願い「回顧と
前進」といたしました。
　メインテーマに繋がるいくつかのプログラムを用意いたしました。「顎関節症専門医が目指す未来」というタイトルで
各界識者をお招きしたメインシンポジウムを計画いたしました。将来の疾病構造の変化に対応するプログラムとして，「超
高齢化社会の顎関節脱臼を考える」というテーマでシンポジウムを，また「保存療法のこれまでとこれから」および「顎
関節画像診断のこれまでとこれから」という 2 つの教育講演を企画いたしました。顎関節手術の 45 年を振り返る特別講
演を，前フロリダ大学歯学部長の MF Dolwick 教授にお願いいたしました。加えて，本学会と協力関係にある日本口腔顔
面痛学会に， 痛管理に関するシンポジウムを依頼いたしました。さらに，一般開業医の先生方のための顎関節症治療に
関するプログラムを用意いたしました。そのほかにもアジア顎関節学会との共同プログラムをはじめ特別プログラムは多
彩です。
　話は変わりまして，今回の学会ポスターに配しました絵画についてですが，「12 世紀の写字生エアドウィンの肖像」で
あります。古代ギリシャ文明の精髄は，古代ローマ時代には十分に継承されず，多くの文物はアラブ・イスラム文化のな
かへと伝承保存されました。欧州における約 1,000 年の忘却を経て，12 世紀のレコンキスタのなかで，スペインのトレド
を中心にアラビア語で書かれた古代ギリシャの文物が写字生（今でいう翻訳者）によって，ラテン語へと再翻訳され，ギ
リシャ文明はヨーロッパに戻ってきました。この文化運動が後の 14 世紀（イタリア）ルネッサンスをはじめとする欧州
文化興隆の基礎となります。まさに回顧が前進を導いた歴史の一例なのです。
　東京の夏は酷暑となり，日本全国屈指の熱帯と化しました。都心では，夜になってもなかなか気温は下がりません。ど
うかできるだけ学会場のなかで快適にお過ごしいただきながら，討論に熱中していただき，外で熱中症にならぬようおつ
とめくださいますようお願い申し上げます。おわりに日本全国津々浦々の本学会会員の諸先生のご参集を賜りますようお
願い申し上げて，第 32 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会大会長の挨拶とさせていただきます。

第32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



Chairman of the 6th Asian Academic Congress for Temporomandibular Joint
KenIchiro Murakami

Dear Friends and colleagues!
This is our privilege to welcome you to the 6th Asian Academic Congress for Temporomandibular Joint chaired by 

Dr. KenIchiro Murakami in Tokyo on July 27 and 28, 2019. The congress is held in conjunction with the 32nd Annual 
Meeting of the Japanese Society for Temporomandibular Joint by Dr. Toshirou Kondoh. 

The Asian TMJ Congress has been held biannually since 2009, hosted by four countries; Japan, Korea, China, and 
Philippines. 

In the past decade, the progress of the science and art of TMJ and relating Disorders/Diseases has been remarkably 
achieved. In this opportunity, let’s discuss and exchange the cutting edge of information forefront TMJ Diagnosis and 
Treatment. We have sophisticated guest speakers, Dr. M. Franklin Dolwick from USA, and Dr. Dorrit Nitzan from 
Israel. Their tremendous contributions to TMJ disc preservation surgery and TMJ arthrocentesis as the less invasive 
surgical interventions are of great mile stones after 1990s. We sincerely wish to audit regarding the philosophy and 
spirits beyond them for the development and renewal of TMJ Science and Art toward to new era. In the Japan/Asian 
Joint Seminar, Dr. Bu-Kyu Lee from Korea, Dr. Shanyong Zhang from China and Dr. Tetsu Takahashi will discuss the 
autogeneous and alloplastic TMJ replacement. Update your knowledge and skill for TMJ end-stage diseases such as 
bony ankyloses, and advanced staged osteoarthrosis, rheumatoid arthritis and so on. 

DC-TMD is EBM based world standard diagnostic system for common TMD aiming to biological appropriate treat-
ment. Symposium on DC-TMD: Update and Prospective in Asian Region is held to seeking the common basis of diagno-
sis and treatment for common TMD. Speakers from Japan, Korea, China, Philippines, and Indonesia will discuss and 
work in this matter. 

High level and excellent as usually, scientific abstract oral and poster sessions are held during the meeting in 
English.

We encourage all clinicians and researchers to attend the meeting from Asia, Pan-Pacific, and all over the world such 
as “West meet East” and “North meet South”. The mid-summer in recent Japan is so cruel, while the traditional sum-
mer festival such as fireworks and wind-bells with night street booths for kids and family must be charming for the 
guests from over-sea countries. 

Hope to learn and enjoy together in and out of Hitotsubashi Hall, National Center of Sciences Building in Japan.

Sincerely yours,

KenIchiro Murakami, DDS, Ph.D
Chairman of the 6th Asian Academic Congress for Temporomandibular Joint

Toshirou Kondoh, DDS, Ph.D
President of the 32nd Annual Meeting of the Japanese Society for Temporomandibular Joint

The 6th Asian Academic Congress for Temporomandibular Joint
Welcoming message for colleagues from over-sea countries and Japan



日時：2019 年 7 月 26 日（金）（July 26（Fri）, 2019）

 専門医等試験委員会
 （専門医試験のブラッシュアップ会議）  9：30～12：30  202・203 会議室

 常任理事会 12：00～12：30 貴賓室

 理事会 12：30～14：30 202・203 会議室

 社員総会 14：35～16：00 中会議場 3・4

 指導医講習会 16：00～17：00 中会議場 1・2

 日本歯科医学会会長懇談会 17：00～18：00 中会議場 1・2

 若手部会 17：00～18：00 中会議場 3・4

 International Executive committee meeting
 （Asian Academic Congress for TMJ） 17：30～18：30 Room 202

 2019 年 7 月 27 日（土）

 振興会理事会・総会 11：30～12：30 貴賓室

 臨床医の会 12：00～13：00 201 会議室

 倫理委員会 13：15～14：15 201 会議室

 2019 年 7 月 28 日（日）

 オーラルフレイル委員会 11：30～12：30 貴賓室

 ポスター発表優秀賞選考委員会 12：40～13：30 貴賓室

 学術大会運営委員会 12：30～13：30 会議室 203

会場：学術総合センター（一橋講堂）

 〒101-8439　東京都千代田区一ツ橋 2-1-2

 TEL：03-4212-3900
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日程表

学術総合センター 如水会館
A会場
2F 

一橋講堂

B会場
2F 

中会議場3・4

C会場
2F 

中会議場1・2

ポスター会場
1F 特別会議室
101 ～ 103

2F 
会議室203

1F 
コンファレンスルーム

９：００

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

15：00～15：55
第二部 ハンズオンセミナー

14：00～14：55
第一部 ハンズオンセミナー

9：15～9：30　開会式

9：30～11：50
メインシンポジウム

【顎関節症専門医が目指す 
未来】

講師：小嶺祐子
　　　住友雅人
　　　髙木律男
座長：近藤壽郎
　　　鱒見進一

13：00～14：00　特別講演
【45 years of TMJ Surgery 
1976-2019―Current philoso-
phy and observations―】
講師：M. Franklin Dolwick
座長：近藤壽郎 　　　　　
　　　村上賢一郎 　　　　

14：00～16：00
DC/TMD Symposium

【DC-TMD：Update and Pro-
spective in Asian Region】

Symposiasts： Yoshihiro Tsukiyama 
Jin Woo Chung 
Xing Long 
Sheila Ortega-Cobcobo 
Carolina Damayanti Marpaung

Moderators： Koichi Wajima 
Hirofumi Yatani

16：00～18：00
イブニングセミナー

【矯正歯科治療における 
下顎頭吸収を考える】
講師：山田一尋　
　　　田中栄二　
　　　谷本幸太郎
　　　石井武展　
座長：山田一尋　
　　　田中栄二　

12：00～12：50
ランチョンセミナー1

【顎関節外科―hereafter―】
講師：竹信俊彦　亀井和利
座長：髙橋　哲　　　　　

協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

14：00～15：30
シンポジウム1

【顎関節領域の基礎研究】
講師：小倉直美
　　　井澤　俊
　　　廣瀬尚人
　　　佐藤　毅
座長：依田哲也
　　　小倉直美

15：30～16：00 教育セミナー1
【臨床研究の統計学入門】
講師：杉崎正志 座長：窪木拓男

16：00～17：30
Japan/Asian Joint Seminar
【Reconstructive TMJ Surgery；
Recursion and Progression. 

Autogeneous and/ 
or Alloplastic】

Symposiasts： Tetsu Takahashi 
Bu-Kyu Lee 
Shanyong Zhang

Moderators：Kenichi Kurita
Tetsuya Yoda

9：30～10：18
Oral Presentations 
（Asian Session）

Chairpersons： Liezl Manaloto Ceballos 
KenIchiro Murakami

O1-C-A1～A4
10：18～11：06

Oral Presentations 
（Asian Session）

Chairpersons：Jong Jin Kwon
Kiyoshi Koyano

O1-C-A5～A8
11：06～11：54

Oral Presentations 
（Asian Session）
Chairpersons：Jin Ke

Nobumi Ogi
O1-C-A9～A12

12：00～12：50
ランチョンセミナー2

【7つの自由度を持つ次世代CBCT 
（Veraview X800）―広範囲低被曝撮影と

小照射野高解像力への挑戦―】
講師：新井嘉則

協賛：株式会社モリタ

14：00～14：30
一般口演　【画像診断1】
座長：金田　隆　　O1-C-1～3

14：30～15：00
一般口演　【画像診断2】
座長：勝又明敏　　O1-C-4～6

15：00～15：30
一般口演　【理学療法1】
座長：小川　匠　　O1-C-7～9

15：30～16：00
一般口演　【理学療法2】

座長：馬場一美 O1-C-10～12

16：00～16：30
一般口演　【その他1】

座長：志賀　博 O1-C-13～15

16：30～17：00
一般口演　【その他2】

座長：玉置勝司 O1-C-16～18

9：00～10：00
ポスター貼付

10：00～17：45
ポスター展示

17：45～18：30
ポスター発表
P-J1～13 
P-A1～24 

（Asian Session）

17：15～18：00
新認定医 
ポスター撤去

19：00～　会員懇親会　如水会館 2F スターホール

9：00～10：00
新認定医 
ポスター貼付

10：00～15：00
新認定医 
ポスター展示

16：30～17：15
新認定医 
ポスター展示

15：00～16：30
新認定医 
ポスター 

プレゼンテーション

【DC/TMDの診断法 
―筋圧痛検査と関節痛誘発試験―】

講師： 松香芳三　小見山道　原　節宏 
前川賢治　有馬太郎　石垣尚一 
大久保昌和　村岡　渡　鳥巣哲朗 
西山　暁　飯田　崇　佐藤　仁

座長：小見山道
協賛：サンスター株式会社

7月27日（土）
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学術総合センター
A会場
2F 

一橋講堂

B会場
2F 

中会議場3・4

C会場
2F 

中会議場1・2

D会場
3F 

レストラン　レパスト

ポスター会場
1F 特別会議室
101 ～ 103

９：００

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

9：15～10：00
会員総会

10：00～10：30
平成30年度覚道健治賞（学術 
奨励賞最優秀賞）受賞講演

【顎関節症長期病悩患者におけるエゴグラムチェックリスト
を活用した自我状態の検討】

講師：高嶋真樹子　　座長：佐々木啓一

10：30～12：20
日本顎関節学会・ 
日本口腔顔面痛学会 
共催シンポジウム

【顎関節領域に生じた慢性 痛を 
どう鑑別するか？】
講師：佐藤　仁　
　　　野間　昇　
　　　大久保昌和
　　　坂本英治　
座長：小見山道　
　　　村岡　渡　

13：30～15：00
シンポジウム2

【超高齢化社会の顎関節脱臼を 
考える】

講師：松香芳三
　　　形岡博史
　　　川上哲司
座長：栗田賢一
　　　川上哲司

15：00～17：00
シンポジウム3

【開業医のための顎関節症治療 
―アップデート講座―】
講師：佐藤文明　
　　　渋谷寿久　
　　　依田哲也　
　　　塚原宏泰　
　　　島田　淳　
　　　久保田英朗
座長：和気裕之　
　　　塚原宏泰　

17：10～17：40
閉会式・各賞授賞式

10：30～11：30
Guest Lecture

【Arthrocentesis, a 30 years review：
Rationale, and Prospective】
Symposiast：Dorrit W Nitzan

Chairpersons：KenIchiro Murakami
　　　　Ritsuo Takagi

12：30～13：20
ランチョンセミナー3

【顎関節症治療の指針2018とButler GrindCare®
及びButler Palpeter®の臨床への応用について】
講師：小見山道　　座長：松香芳三

協賛：サンスター株式会社

13：30～14：30
教育セミナー2

【口腔健康管理に向けての 
オーラルフレイルについて】

講師：髙野直久　
座長：有地榮一郎

14：30～16：00
教育講演1

【保存療法のこれまでとこれから】
講師：鱒見進一　
　　　佐々木啓一
座長：山口泰彦　

16：00～17：00
教育講演2

【顎関節画像診断のこれまでとこれから】
講師：小林　馨
座長：本田和也

12：30～13：20
ランチョンセミナー4

【KaVo 3D eXam＋による日常歯科臨床
の安全，正確な歯科用CT検査と臨床応用】

講師：金田　隆
協賛：カボデンタルシステムズ株式会社

13：30～13：50　一般口演 　【基礎】
座長：濱田良樹  　O2-C-1～2

13：50～14：40
一般口演

【症例報告1】
座長：藤田茂之
O2-C-3～7

14：40～15：10　一般口演
【症例報告2】

座長：北川善政　　O2-C-8～10

15：10～16：00
一般口演

【症例報告3】
座長：濱田　傑
O2-C-11～15

12：30～13：20
ランチョンセミナー5

【D-Function（歯科用両側性筋電気刺激
装置）を利用した咀嚼筋痛への臨床応用】
講師：安陪　晋　　座長：田中栄二

協賛：伊藤超短波株式会社

9：00～11：30
ポスター展示

11：30～12：15
ポスター発表
P-J14～42

12：15～16：00
ポスター展示

16：00～17：00
ポスター撤去

7月28日（日）
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Timetable

National Center of Sciences Building Josui Kaikan
Hall A
2F 

Hitotsubashi Hall

Room B
2F　Middle Meeting 

Room 3・4

Room C
2F　Middle Meeting 

Room 1・2

Poster Presentation Room
1F　Special Meeting 
Room 101 ～ 103

1F　Conference Room
14F　Kinen-shitsu

９：００

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

9：15～9：30 Opening Ceremony

9：30～11：50
Main Symposium

13：00～14：00  Invited Lecture
【45 years of TMJ Surgery 
1976-2019―Current philoso-
phy and observations―】

Symposiast：M.Franklin Dolwick
Chairpersons： Toshirou Kondoh 

KenIchiro Murakami

14：00～16：00
DC/TMD Symposium

【DC-TMD：Update and Pro-
spective in Asian Region】

Symposiasts： Yoshihiro Tsukiyama 
Jin Woo Chung 
Xing Long 
Sheila Ortega-Cobcobo 
Carolina Damayanti Marpaung

Moderators： Koichi Wajima 
Hirofumi Yatani

16：00～18：00
Evening Seminar

12：00～12：50
Luncheon Seminar 1

14：00～15：30
Symposium 1

15：30～16：00
Educational Seminar 1

16：00～17：30
Japan/Asian Joint Seminar
【Reconstructive TMJ Surgery；
Recursion and Progression. 

Autogeneous and/ 
or Alloplastic】

Symposiasts： Tetsu Takahashi 
Bu-Kyu Lee 
Shanyong Zhang

Moderators：Kenichi Kurita
Tetsuya Yoda

9：30～10：18
Oral Presentations 
（Asian Session）
O1-C-A1～A4

10：18～11：06
Oral Presentations 
（Asian Session）
O1-C-A5～A8

11：06～11：54
Oral Presentations 
（Asian Session）
O1-C-A9～A12

12：00～12：50
Luncheon Seminar 2

14：00～14：30
Oral Presentationｓ

O1-C-1～3
14：30～15：00

Oral Presentationｓ
O1-C-4～6
15：00～15：30

Oral Presentationｓ
O1-C-7～9
15：30～16：00

Oral Presentationｓ
O1-C-10～12
16：00～16：30

Oral Presentationｓ
O1-C-13～15
16：30～17：00

Oral Presentationｓ
O1-C-16～18

9：00～10：00
Poster Preparation

10：00～17：45
Poster Session

17：45～18：30
Poster Presentationｓ

P-J1～13 
P-A1～24 

（Asian Session）

19：00～　Get-together Event and Party with members　Star hall, 2F, Josui Kaikan

14：00～14：55
Hands-on Seminar

Section I 
（1F）

12：00～13：00
Luncheon service for 
oversea attendees and 

presenters
（14F）

15：00～15：55
Hands-on Seminar

Section II 
（1F）

July 27（Saturday）
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National Center of Sciences Building
Hall A
2F 

Hitotsubashi Hall

Room B
2F　Middle Meeting 

Room 3・4

Room C
2F　Middle Meeting 

Room 1・2

Room D
3F 

Restaurant Repast

Poster Presentation Room
1F　Special Meeting 
Room 101 ～ 103

９：００

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

9：15～10：00
TMJ General Meeting
Award Ceremony of  

the Honorary membership

10：00～10：30
Society Award Lecture

10：30～12：20
Japanese Society for  

TMJ/Japanese Society of 
Orofacial Pain co-hosted 

symposium

13：30～15：00
Symposium 2

15：00～17：00
Symposium 3

17：10～17：40
Closing Ceremony,  
Award Ceremony

10：30～11：30
Guest Lecture

【Arthrocentesis, a 30 years re-
view：Rationale, and Prospective】
Symposiast：Dorrit W Nitzan

Chairpersons： KenIchiro Murakami 
Ritsuo Takagi

12：30～13：20
Luncheon Seminar 3

13：30～14：30
Educational Seminar 2

14：30～16：00
Educational Lecture 1

16：00～17：00
Educational Lecture 2

12：30～13：20
Luncheon Seminar 4

13：30～13：50 Oral Presentationｓ
O2-C-1～2

13：50～14：40
Oral Presentationｓ

O2-C-3～7

14：40～15：10
Oral Presentationｓ
O2-C-8～10

15：10～16：00
Oral Presentationｓ
O2-C-11～15

12：30～13：20
Luncheon Seminar 5

9：00～11：30
Poster Session

11：30～12：15
Poster Presentationｓ

P-J14～42

12：15～16：00
Poster Session

16：00～17：00
Poster Removal

July 28（Sunday）
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Ⅰ．学術大会参加者のみなさんヘ
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．学術総合センター（一橋講堂）1 階「ロビー」にて受付を行います。

7 月 27 日（土）9：00～18：00
7 月 28 日（日）9：00～16：00

2．学術大会参加登録について
1）事前参加受付

会費前納いただいた方には，事前に参加証を郵送させていただきます。
・非会員の方：事前登録受付で抄録集をお渡ししますので，お立ち寄りください。
・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 15,000 円
非会員 18,000 円
医療スタッフ 12,000 円
学生※1 無料
海外参加者 12,000 円

※1 学生証のご提示をお願いいたします。歯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：如水会館　2 階　スターホール
時間：7 月 27 日（土）19：00～
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（マナーモードヘの設定をお願いいたします）
・会場内での写真・ビデオ撮影および録音（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）

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。

一般社団法人日本顎関節学会事務局
一般財団法人口腔保健協会内

（TEL：03-3947-8891）

お知らせとお願い
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Ⅱ．会　場
A 会場：学術総合センター　2 階　一橋講堂

開会式，メインシンポジウム，特別講演（Dr. Dolwick），DC/TMD Symposium，イブニングセミナー，会員総
会，学術奨励賞最優秀賞受賞講演，日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム，シンポジウム 2・3，
閉会式・各賞授賞式

B 会場：学術総合センター　2 階　中会議場 3・4
シンポジウム 1，教育セミナー 1・2，Japan/Asian Joint Seminar，Guest Lecture（Dr. Nitzan），教育講演 1・2，
ランチョンセミナー 1・3

C 会場：学術総合センター　2 階　中会議場 1・2
一般口演，ランチョンセミナー 2・4

ポスター会場：学術総合センター　1 階　特別会議室 101～103
ポスター展示，ポスター発表

D 会場：学術総合センター　3 階　レストラン　レパスト
ランチョンセミナー 5

新認定医ポスター会場：学術総合センター　2 階　会議室 203
新認定医ポスター展示，新認定医ポスタープレゼンテーション

企業展示会場：学術総合センター　2 階　ロビー
企業展示，書籍展示

ハンズオンセミナー会場：如水会館　1 階　コンファレンスルーム
ハンズオンセミナー

Ⅲ．会員総会について
令和元年度一般社団法人日本顎関節学会会員総会：

第 2 日目（7 月 28 日）9：15～10：00　A 会場　学術総合センター　2 階　一橋講堂
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．発表される方ヘ
1．口演発表ならびにシンポジストの先生方ヘ

1）  日本顎関節学会の一般口演は，発表時間 7 分間，質疑応答 3 分間です。アジア大会の一般口演は，発表時間 10
分，質疑応答 2 分です。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）  次演者は，会場内前方の次演者席でお待ちください。
4）  発表データの受付は，学術総合センター 2 階ロビーの PC 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，28日に発表されるデー
タは前日 27 日でも受付可能です。
PC 受付場所・日時：
開設場所：学術総合センター　2 階　ロビー
開設日時：7 月 27 日（土）9：00～18：30
　　　　　7 月 28 日（日）9：00～16：00

5）  発表形式は，PC による 1 面映写です。データは，USB フラッシュメモリ，CD-R もしくはご自身のノート PC に
保存してご準備ください。

【データを持ち込まれる方へ】
発表データをメディアにてお持ち込みいただく場合は，USBフラッシュメモリまたはCD-Rでお願いいたしま
す。コピーミスを防ぐため，メディアに保存した後，作成した PC 以外の環境でも正常に作動することを確認
してください。

【ノート PC を持ち込まれる方へ】
（1）  外部モニター接続端子をご確認の上，コネクタを必要とする場合は必ずご持参ください。学会ではミニ

D-sub15 ピンまたは HDMI 対応のケーブルを用意いたします。
（2）外部モニターに正しく出力されるかあらかじめご確認ください。
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（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。
（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した用紙をお持ちください。会場でのプリントアウトに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）会場で使用する PC の仕様について

OS：Windows 10
ソフト：Microsoft Office PowerPoint 2019
Macintosh ご利用の方は本体をご持参ください。

8）発表データについて
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 2019 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），スライドデータのサイズは 4：3 を推奨します。
また，動画や音声をご使用になる旨を PC 受付にて必ずオペレーターにお申し出ください。
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。

9）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
発表は，学術総合センター 1 階ポスター会場（特別会議室 101～103）にて行います。
1）ポスター貼付：  すべてのポスター発表者は，7 月 27 日（土）の 9：00～10：00 の間に指定番号のパネルに貼付し

てください。
2）ポスター掲示：7 月 27 日（土）10：00～18：30
　　　　　　　　 7 月 28 日（日） 9：00～16：00
3）発表日時

7 月 27 日（土）17：45～18：30
7 月 28 日（日）11：30～12：15
発表は，45 分間のフリーディスカッション方式です。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 28 日（日）16：00～17：00
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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：縦20cm

×横 20cm，タイトル，氏名，所属：縦20cm×横 70cmを記載
してください）

　発表内容サイズ：縦 160cm×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（Con-
flict 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://kokuho 
ken.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 28 日（日）14：00 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 28 日（日）14：00 以降に，ポスター会場前に掲示いたします。
受賞者は 16：00 までに受付までお越しください。表彰式は閉会式（7 月 28 日（日）17：10～A 会場）後に行いま
すので，必ずご出席ください。

Ⅴ．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。

Ⅵ．企業展示について
1．日　時：第 1 日目　7 月 27 日（土）9：00～18：00
　　　　　 第 2 日目　7 月 28 日（日）9：00～17：00
2．会　場：企業展示会場（学術総合センター　2 階　ロビー）

Ⅶ．ランチョンセミナー
1．開催日時

7 月 27 日（土）学術総合センター
　ランチョンセミナー 1（B 会場）12：00～12：50
　ランチョンセミナー 2（C 会場）12：00～12：50
7 月 28 日（日）学術総合センター
　ランチョンセミナー 3（B 会場）12：30～13：20
　ランチョンセミナー 4（C 会場）12：30～13：20
　ランチョンセミナー 5（D 会場）12：30～13：20

2．整理券配布
本学術大会ランチョンセミナーは整理券制ではございません。

演題番号
＊事務局

で用意

顔写真 演題名・氏名・所属

（cm）
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Ⅷ．その他
1．クロークは，学術総合センター 1 階ロビーに設置いたします。

開設時間は次のとおりです。
第 1 日目　7 月 27 日（土）9：00～18：40
第 2 日目　7 月 28 日（日）9：00～18：00
＊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 of Annual Meeting
1．  Registration desk is located on ground floor, in the Lobby, Hitotsubashi Hall, National Center of Sciences 

Building.
Saturday, July 27 9：00-18：00
Sunday, July 28 9：00-16：00

2．Registration
On-site registration：  Please pay the registration fee and receive participation pass and program abstract book at 

the registration desk.
Registration fee：12,000 JPY

3．Please fill in your name and affiliation on the participation pass and carry it with you during the meeting.
4．Additional abstract books are available at 3,000 JPY.
5．Opening and Closing ceremony, and General meeting

The opening statements is presented at Hall A on July 27, 9：15 am.
Members and attendees general meeting is carried out at the same hall on July 28, 9：15-10：00 with Honorary 
membership awarding ceremony.
Closing ceremony will take in place at the same hall on July 28, 17：10 with scientific presentation awardings.

6．Get-together event and party with members
Venue：Star Hall, on the 2nd floor at Josui Kaikan, a building located next to the meeting hall
Date/Time：Saturday, July 27　19：00～　Participation fee：6,000 JPY

7．Luncheon service
Venue：Josui Kaikan Kinen-shitsu, 14th floor　Date/Time：Saturday, July 27　12：00-13：00
Josui Kaikan is a building located next to the meeting hall.

II．Halls and Rooms
Hall A：Hitotsubashi Hall, 2nd floor, National Center of Sciences Building

Opening ceremony, Main symposium, Invited lecture（Dr. Dolwick, in English）, DC/TMD symposium（in Eng-
lish）, Evening seminar, General meeting, Society award lecture, Japanese Society for TMJ/Japanese Society of 
Orofacial Pain co-hosted symposium, Symposium 2, Symposium 3, Closing ceremony, Award ceremony

Room B：Middle meeting room 3 and 4, 2nd floor
Luncheon seminars, Symposium 1, Educational seminars, Japan/Asian joint seminar（in English）, Guest lecture
（Dr. Nitzan, in English）, Educational lectures

Room C：Middle meeting room 1 and 2, 2nd floor
Oral presentations（Asian session in English）, Luncheon seminars

Room D：Restaurant Repast, 3rd floor
Luncheon seminar 5

Poster presentation Room：Special meeting room 101-103, ground floor
Poster exhibition, Poster presentations
*Asian session in English：Discussion time on July 27, 17：45-18：30

Exhibition Hall：Lobby, 2nd floor
Company exhibition, Book exhibition

Hands-on seminar Room：Conference room, ground floor, Josui Kaikan

III．To presenters of general subjects
1．Oral presentations：

Room C：Middle meeting room 1 and 2：2nd floor

Information for over-sea participants
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Presentation time：10 minutes presentation and 2 minutes Q ＆ A session.
Presenters are requested to go through procedures at the PC reception located in the lobby on the second floor 
at least 30 minutes prior to your session in order to register and test presentation data.
Please bring your presentation data in USB flash memory. If you bring your own PC to play a movie or sound, or 
wish to use Macintosh, please consult with the staff.
PC reception： Saturday, July 27 9：00-18：30
 Sunday, July 28 9：00-16：00
Conflict of Interest disclosure：Please include statements for Conflict of Interest in your presentation slide.

2．Poster presentations：
Poster presentation Room：Special meeting room 101-103, ground floor.
Presentation time：A 45-minute free discussion.
Please hang your poster on the panel that matches your abstract number.
Date and time to hang your poster：Saturday, July 27　9：00-10：00
*Thumbtacks to hang your poster will be provided by the secretariat
Poster exhibition time： Saturday, July 27 10：00-18：30
 Sunday, July 28  9：00-16：00
Poster presentation time： Saturday, July 27 17：45-18：30
Presenters are requested to wear a presenter ribbon and stand in front of their poster board during the presenta-
tion session.
Time to remove poster：Sunday, July 28　16：00-17：00
Size of poster：A panel board of 210cm high and 90cm wide will 
be provided. The secretariat will prepare and stick your abstract 
number on the top left corner of the panel（20cm high and 20cm 
wide）.
Title：20cm high and 90cm wide. Please attach your face photo

（20cm×20cm）and title, your name and affiliation（20cm high and 
70cm wide）.
Poster content：160cm high and 90cm wide. Your poster data 
should be within the size specified.
*We recommend you have the poster within 180cm of total length, 
as the bottom part of the board will be close to the floor and will 
be hard to read.
Conflict of Interest disclosure：
Please include statements for Conflict of Interest in the bottom of 
your poster.
Excellent Poster Award：
The Excellent Poster Award will be given to the excellent poster 
presenters. A ribbon will be placed on the award winning posters 
around 14：00 on Sunday, July 28. Award winners are requested 
to go to the registration desk by 16：00. A ceremony will be held 
after the closing ceremony, from 17：10 at Hall A on Sunday, July 
28.

IV．Others
1．Smoking is prohibited throughout the venue except for smoking areas.
2．Cloak is located in the lobby, ground floor of National Center of Sciences Building.

Saturday, July 27 9：00-18：40
Sunday, July 28 9：00-18：00

Lecture
number

Photo-
graph

Title, Speaker’s name, 
and affiliation

（cm）
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(A９出口 )
東京パークタワー

(A８出口 )
小　学　館

(1ｂ出口 )
パレスサイドビル

KKR ホテル東京
KKR Hotel Tokyo

 to Marunouchi Hotel and
      JR TOKYO station

〒101-8439　東京都千代田区一ツ橋 2-1-2　TEL：03-4212-3900

■東京メトロ半蔵門線・都営三田線・都営新宿線　神保町駅（A8、Ａ9出口）　徒歩 4分
■東京メトロ東西線　竹橋駅（1ｂ出口）　徒歩 4分

（一橋講堂）

学術総合センター
National Center of Sciences Building
（Coference venue)

如水会館
Josui-kaikan

（Lunch,Social gathering)

学士会館
Gakushi-kaikan

Jimbocho Sta.

Takebashi Sta.

Kudanshita
Sta.

Hitotsubashi Hall,National Center of Sciences Building 2F,2-1-2 Hitotsubashi,Chiyoda-ku,Tokyo 101-8439

-By train(Subway)-
 Tokyo Metro Hanzomon Line/Toei Mita Line/Toei Shinjuku Line “Jinbocho” Exit A8 or A9
 Tokyo Metro Tozai Line “Takebashi” Exit 1b
 3-5minutes walk from the stations 

交通案内（Access）
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  Ａ会場
( 一橋講堂 )

   B 会場  C 会場

ポスター会場

201 202 203 貴賓室

学会本部

PC受付

総合受付 クローク

( 中会議室 3.4 )( 中会議室 1.2 )

企業展示
書籍展示

( 特別会議室 101 ～ 103 )

入口

EV

EV

Poster Presentation Room

Cloak
Registration desk

Entrance

Exhibition Hall

PC Preview
 Center

Hall ARoom BRoom C

Headquarters

会場フロア案内（Floor Guide）
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3F
  D 会場
( レストラン )
Room D

コンファレンスルーム
conference room

マーキュリー

cafe & pub
ジュピター

restaurant

ロビー

Lobby クローク

Cloak

正面玄関

main entrance

1F

2F
会員懇親会 Social Gathering

「スターホール Star Hall」

（7月 27 日（土）19:00~

Saturday, 27th July) 

14F
Luncheon service

( アジア顎関節学会海外参加者向け )

「記念室 Kinen-shitsu」

（Saturday, 27th July 

12:00-13:00) 
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プログラム
第32回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会

第6回アジア顎関節学会 併催

メインシンポジウム ※専門医制度研修単位：5単位
A会場（2F 一橋講堂） 7�27（土）9：30～11：50

顎関節症専門医が目指す未来

座長：近藤 壽郎（日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座）
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）

1．歯科保健医療を取り巻く状況
小嶺 祐子

（厚生労働省医政局歯科保健課）

2．歯科医療における専門医の必要性を多面的に語る
住友 雅人

（日本歯科医学会，（一社）日本歯科医学会連合，（一社）日本歯科専門医機構）

3．顎関節症専門医制度の回顧と前進
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）

特別講演
A会場（2F 一橋講堂） 7�27（土）13：00～14：00

座長：近藤 壽郎（日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座）
村上賢一郎（赤穂市民病院歯科口腔外科）

45 years of TMJ Surgery 1976-2019―Current philosophy and observations―

M. Franklin Dolwick
（Professor and Chairman, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Florida

College of Dentistry, USA）
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DC/TMD Symposium
Hall A（2F Hitotsubashi Hall） July 27（Sat）14：00～16：00

DC-TMD：Update and Prospective in Asian Region

Moderators：Koichi Wajima（Adjunct Assistant Professor, Keio University School of
Medicine, Department of Oral Surgery and Dentistry）

Hirofumi Yatani（Professor, Department of Fixed Prosthodontics, Osaka
University Graduate School of Dentistry）

Keynote speech：DC/TMD as standardized diagnostic criteria for the most common temporomandibular
disorders（TMD）

Yoshihiro Tsukiyama
（Section of Dental Education, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan）

1．Clinical utility and implementation of RDC and DC/TMD for diagnosis and management of orofacial pain
in Korea

Jin Woo Chung
（Department of Oral Medicine and Oral Diagnosis School of Dentistry, Seoul National University,

Seoul, Korea）

2．DC/TMD and TMD classification in China
Xing Long

（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Stomatology, Wuhan University, Wuhan,
China）

3．TMD diagnostic protocol in the Philippines
Sheila Ortega-Cobcobo

（Past President of Philippine Association of Functional Jaw Orthopedics and TMJ, Philippines）

4．Indonesian DC/TMD：Its development and its use in Indonesian epidemiology studies
Carolina Damayanti Marpaung

（Department of Prosthodontics, Trisakti University, Indonesia）

イブニングセミナー
A会場（2F 一橋講堂） 7�27（土）16：00～18：00

矯正歯科治療における下顎頭吸収を考える

座長：山田 一尋（松本歯科大学病院育成期口腔診療部門）
田中 栄二（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面矯正学分野）

1．矯正歯科臨床における下顎頭吸収の特徴
山田 一尋

（松本歯科大学病院育成期口腔診療部門）
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2．矯正歯科臨床における下顎頭吸収の診断と治療方針立案
田中 栄二

（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面矯正学分野）

3．下顎頭吸収を有する不正 合症例に対する歯科矯正学的対応
谷本幸太郎

（広島大学大学院医系科学研究科 歯科矯正学）

4．下顎頭吸収における性ホルモンとメカニカルストレスの相互作用を検討する
石井 武展

（東京歯科大学歯科矯正学講座）

シンポジウム 1 ※専門医制度研修単位：5単位
B会場（2F 中会議場 3・4） 7�27（土）14：00～15：30

顎関節領域の基礎研究

座長：依田 哲也（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学
分野）

小倉 直美（日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座）

1．培養ヒト顎関節滑膜細胞を用いた顎関節炎症病態関連因子の検討
小倉 直美

（日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座）

2．TGF-β/Smad3 シグナルを介した TMJ-OA の分子病態解明
井澤 俊

（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面矯正学分野）

3．機械的刺激による軟骨破壊のメカニクス―顎関節症治療薬候補物質の探索―
廣瀬 尚人

（広島大学大学院医系科学研究科 歯科矯正学）

4．咀嚼筋 ・ 膜過形成症の病態解明とトランスレーショナルリサーチへの展望
佐藤 毅

（埼玉医科大学医学部口腔外科学教室）
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教育セミナー 1
B会場（2F 中会議場 3・4） 7�27（土）15：30～16：00

臨床研究の統計学入門

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）

臨床研究を始める際に知っておくべき原則―統計など―

杉崎 正志
（鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座/東京慈恵会医科大学）

Japan/Asian Joint Seminar
Room B（2F Middle Meeting Room 3・4） July 27（Sat）16：00～17：30

Reconstructive TMJ Surgery；Recursion and Progression. Autogeneous and/or Alloplastic

Moderators：Kenichi Kurita（Professor ＆ Chairman, The Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Aichi-Gakuin
University）

Tetsuya Yoda（Professor, Department of Maxillofacial Surgery, Graduate
School of Tokyo Medical and Dental University）

1．Conventional temporomandibular joint reconstruction：indications and limitations
Tetsu Takahashi

（Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine and Surgery, Tohoku
University Graduate School of Dentistry, Miyagi, Japan）

2．Indications and know-how of effective alloplastic total temporomandibular joint replacement
Bu-Kyu Lee

（Oral Maxillofacial Surgery, Asan Medical Center, College of Medicine, University of Ulsan, Seoul,
Korea）

3．Modified surgical techniques for Stock type TMJ-TJR and outcome
Shanyong Zhang

（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of
Medicine, Shanghai, China）
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Oral Presentations（Asian Session）
Room C（2F Middle Meeting Room 1・2） July 27（Sat）

▲

9：30～10：18

Chairpersons：Liezl Manaloto Ceballos（Philippine Association of Functional Jaw
Orthopedics and TMJ）

KenIchiro Murakami（Ako City Hospital, Department of Oral and Maxillo-
facial Surgery）

O1-C-A1 Evaluation for 3D CT images for masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperplasia
Hirokazu Ito，Chinami Igarashi，Satsuki Wakae-Morita，
Takashi Ichiko，Shintaro Okura，Kazunori Nakashima，
Kiyoharu Sawai，Hiroaki Naohara，Masashi Sugisaki，Kaoru Kobayashi

（Department of Oral and Maxillofacial Radiology and Diagnosis, Tsurumi
University School of Dental Medicine, Yokohama, Japan）

O1-C-A2 Morphological analysis of the lateral pterygoid muscle inserting into the medial surface of
the condylar process

Sasin Sritara1，Masahiro Tsutsumi2，Keiko Fukino1，Takashi Ono1，
Keiichi Akita2

（1Department of Orthodontic Science, Tokyo Medical and Dental
University, Tokyo, Japan，2Department of Clinical Anatomy, Tokyo
Medical and Dental University, Tokyo, Japan）

O1-C-A3 Intramuscular injection of botulinum neurotoxin into the lateral pterygoid muscle for the
treatment of recurrent temporomandibular joint dislocation with and without neurogenic
muscular hyperactivity

Kazuya Yoshida
（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, National Hospital

Organization, Kyoto Medical Center, Kyoto, Japan）

O1-C-A4 Botulinum toxin injections in complex treatment of myofascial pain syndrome of the masti-
catory muscles

Irina Arsenova1，Valerie Arsenova2

（1Centre for Post-Graduate Education（CPGE）, Novosibirsk, Russia，
2University of Sydney, Sydney, Australia）
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▲

10：18～11：06

Chairpersons：Jong Jin Kwon（Advisor of the Korean Incorporated Association for TMJ
and Honorary Professor of Korea University）

Kiyoshi Koyano（Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Kyushu
University Faculty of Dental Science）

O1-C-A5 Relationship between arthroscopic findings of synovitis and levels of the pro-inflammatory
mediators in synovial lavage fluid from patients with mandibular condyle fractures

Shinnosuke Nogami，Kensuke Yamauchi，Yuri Takeda，
Yoshihiro Yamaguchi，Yoshio Otake，Masatoshi Chiba，
Tetsu Takahashi

（Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine
and Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry, Miyagi,
Japan）

O1-C-A6 HMGB1 plays a role in early stage of TMJ OA
Wei Fang，Zhihui Hu，Xing Long

（Department of Maxillofacial Surgery, School and Hospital of Stomatology,
Wuhan University, Wuhan, China）

O1-C-A7 Effect of targeted inhibition of aggrecanases for mandibular condylar cartilage degradation
in the STR/Ort spontaneous mouse model of temporomandibular joint osteoarthritis

Kazuhiro Ooi1，Ioannis Kanakis2，Yoko Yamashita1，Kentaro Ide1，
Yoshiaki Futani1，Yutaka Kobayashi1，Kazuhiko Kobayashi1，
Rei Jokaji1，Hiroyuki Nakamura1，Kazuhiro Yamamoto2，Takao Sakai3，
George Bou-Garios2，Shuichi Kawashiri1

（1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kanazawa University,
Graduate School of Medical Science, Kanazawa, Japan，2Institute of
Aging and Chronic Disease, University of Liverpool, Liverpool, UK，
3Institute of Translational Medicine, University of Liverpool, Liverpool,
UK）

O1-C-A8 MiR-15b is a key regulator of proliferation and apoptosis of chondrocytes from patients with
condylar hyperplasia by targeting IGF1, IGF1R and BCL2

Jin Ke，Pin-Yin Cao，Ya-Ping Feng，Xing Long
（Department of Maxillofacial Surgery, School of Stomatology, Wuhan

University, Wuhan, China）
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▲

11：06～11：54

Chairpersons：Jin Ke（Department of Maxillofacial Surgery, School of Stomatology,
Wuhan University）

Nobumi Ogi（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of
Dentistry Aichi-Gakuin University）

O1-C-A9 Magnetic resonance imaging evaluation of condylar remodeling after arthroscopic disc
repositioning

Manoj K Sah1，Chi Yang2

（1Department of Oral Surgery, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai
Jiaotong University School of Medicine, Shanghai Key Laboratory of
Stomatology, Shanghai, China，2Department of Oral Surgery, Shanghai
Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine,
Shanghai, China）

O1-C-A10 Biomechanical evaluation of Chinese customized three dimensionally printed total tem-
poromandibular joint prostheses：A finite element analysis

Xuzhuo Chen，Shanyong Zhang，Zhihang Zhou，Xinwei Chen，Yi Mao
（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）

O1-C-A11 An innovative total temporomandibular joint prosthesis with customized design and
3D printing additive fabrication a prospective clinical study

Shanyong Zhang，Chi Yang，Jisi Zheng
（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）

O1-C-A12 Clinical application of Chinese customized three-dimensionally printed total temporoman-
dibular joint prostheses

Shanyong Zhang，Xuzhuo Chen，Zhihang Zhou，Yi Mao，Xinwei Chen
（Ninth People’s Hospital, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）
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一般口演
C会場（2F 中会議場 1・2） 7�27（土）

▲

14：00～14：30 画像診断 1

座長：金田 隆（日本大学松戸歯学部放射線学講座）

O1-C-1 パノラマ X線画像を用いた非復位性関節円板前方転位患者における関節突起高径の計測
Measuring the condylar height in patients with anterior disc displacement without reduction
using panoramic radiographs

桐原 有里1,２，五十嵐千浪1，杉崎 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）

O1-C-2 Angle II 級患者の外科的矯正治療における関節突起の形態変化についての画像的検討
Image study on morphological change of mandibular condyle in surgical orthodontic treat-
ment for Angle II patients in Itoh Dento-Maxillofacial Hospital

織田 祥太，吉武 義泰，中井 大史，瀬々 良介，篠原 正徳
（医療法人伊東会伊東歯科口腔病院）

O1-C-3 画像診断における下顎頭関節面の新たなる解剖学的指標（前下顎頭稜：Anterior condylar
ridge）の定量的分析
Quantitative analysis of a new anatomical indicator of articular surface of condyle（Anterior
condylar ridge）in the diagnostic image

入江 功1,２，伊東 宏和1，杉崎 正志1,２，五十嵐千浪1，小林 馨1，
林 勝彦2

（1鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座，2東京慈恵会医科
大学歯科）

▲
14：30～15：00 画像診断 2

座長：勝又 明敏（朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野）

O1-C-4 MRI を用いた顎関節症患者における subchondral cyst の横断研究
A cross-sectional study of subchondral cyst on MR images in TMD patients

小石由紀子1，高岡 亮太1，仙崎 勇輝1，森口 大輔1，林 暁雨1，
久山晃太郎1，玉利 秀樹1，桑原 俊也1，島本 博彰2，中谷 温紀2，
内山 百夏2，石垣 尚一1，矢谷 博文1

（1大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴
学分野，2大阪大学大学院歯学研究科歯科放射線学教室）
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O1-C-5 睡眠時無呼吸症患者の口腔内装置治療におけるMRI による顎関節評価の試み
Evaluation of temporomandibular joint by MRI in oral appliance treatment of sleep apnea
syndrome patients

池畑 直樹，松尾 朗
（東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科）

O1-C-6 変形性関節症における三次元的形態解析
Three-dimensional morphological analysis of temporomandibular joint osteoarthritis

平井 真也，井川 知子，木原 琢也，伊藤 崇弘，平林 里大，
重田 優子，重本 修伺，小川 匠

（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

▲

15：00～15：30 理学療法 1

座長：小川 匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

O1-C-7 上顎癌切除術後の開口障害に理学療法士が介入した 1例
A case in which a physiotherapist intervened for opening disorder that developed after
maxillary cancer resection

中山 雄貴1，木村 陽志1，吉田 詩織1，中嶋 裕尭1，太田 浩貴2，
久保寺 翔3，佐野 次夫3

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

O1-C-8 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リハビリ訪問看護ステーショントライ，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）

O1-C-9 顎関節円板障害に対して関節円板の状態を考慮した運動療法で対応した 2症例
Two cases of TMJ disc disorder treated by exercise therapy considering the state of the
joint disc

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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▲

15：30～16：00 理学療法 2

座長：馬場 一美（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）

O1-C-10 合関係を変化させることで顎運動に変化を生じた症例
Changes in jaw movements after occulsal treatment

重本 修伺，伊藤 崇弘，平井 真也，平林 里大，井川 知子，
重田 優子，小川 匠

（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

O1-C-11 顎関節が原因と思われる 合の変化への対応に苦慮した 2症例
Two cases who struggled to cope with occlusal changes that may be caused by the TMJ

島田 淳
（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）

O1-C-12 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，山本 学
（滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座）

▲

16：00～16：30 その他 1

座長：志賀 博（日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 1講座）

O1-C-13 顎関節症患者における口腔関連QOLの評価
Evaluation of oral related QOL in temporomandibular disorders patients

小野田紀生1,２，三上 俊彦2，小林 正治2

（1七樹歯科医院，2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）

O1-C-14 TMD患者用QOL質問票の信頼性
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）

O1-C-15 顎関節症患者に対する Tooth Apart Training（TAT）の効果の評価―ランダム化比較試験の
プロトコール
Assessment of Tooth Apart Training（TAT）for temporomandibular disorders patients-
protocol for randomized controlled trial

堀 慧，永田 和裕，渥美陽二郎，横江 朋子，永井 渉，後藤 由和，
圓山 優子，坂井 大，稲富 安和，薄葉みのり

（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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▲

16：30～17：00 その他 2

座長：玉置 勝司（神奈川歯科大学全身管理医歯学講座顎 合機能回復補綴医学
分野）

O1-C-16 ブラキシズムの定量的な評価，ブラキサーと非ブラキサーの比較
Quantitative evaluation of bruxism, comparison between bruxer and non-bruxer

稲富 安和，永田 和裕，渥美陽二郎，横江 朋子，堀 慧，永井 渉，
後藤 由和，圓山 優子，坂井 大，薄葉みのり

（日本歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来）

O1-C-17 歯科口腔外科開業医における顎関節症治療の現況
The present condition of TMJ treatment in private oral surgery practice

横田 幸治1，宮木 克明2，保坂 栄勇3

（1横田歯科口腔外科医院，2宮木歯科口腔外科医院，3歯科口腔外科保坂
クリニック）

O1-C-18 顎関節症患者における音楽療法 第一報
Music therapy for TMJ patients first report

野澤 健司
（野澤歯科）

ポスター
ポスター会場（1F 特別会議室 101～103） 7/27（土）～7/28（日）

▲

ポスター発表：7�27（土）17：45～18：30

P-J1 滑膜性軟骨腫症の関節ネズミの電子顕微鏡学的分析
Electoronmicroscopical analysis of the loose bodies of synovial chondoromatosis

吉田 博昭，辻 要，石川 敬彬，河野多香子，中西 環，谷 暢，
山田 耕治，井関 富雄

（大阪歯科大学口腔外科学第一講座）

P-J2 反復性伸展刺激は yes-associated protein を介して decorin 発現を制御する～咀嚼筋 ・
膜過形成症の病態解明のための基礎研究
Cyclic stretch induces decorin expression via yes-associated protein in tenocytes：a possible
mechanism for hyperplasia in masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperplasia

佐藤 毅1，林 直樹1，阿久津眞奈1，北村 智久1，依田 哲也2

（1埼玉医科大学医学部口腔外科学教室，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）
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P-J3 メカニカルストレスはヒト関節軟骨細胞において 痛関連因子の発現を上昇させる
Mechanical stress on human articular chondrocytes promote pain sensitizing genes

疋田 光波1,２，金本 隆司2，中野 宏祐1，中田 研2，中嶋 正博1

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

P-J4 下顎頭軟骨への過度な圧迫負荷付与時の FAK阻害剤の抗炎症効果―器官培養法を用いた
検討―
Effects of FAK inhibitor on condylar cartilage under the excessive mechanical stress in or-
gan culture model

矢野下 真1，廣瀬 尚人2，高野 真実1，西山沙由理2，大西 梓1，
山内 優佳2，壷井 英里2，麻川 由紀2，谷本幸太郎2

（1広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科，2広島大学大学院医系科学研究
科歯科矯正学）

P-J5 軟骨細胞におけるANGPTL2 による炎症促進メカニズムの解明
ANGPTL2 promotes inflammation in chondrocytes

高野 真実1，廣瀬 尚人2，矢野下 真1，西山沙由里2，壷井 英里2，
大西 梓1，山内 優佳2，麻川 由起2，谷本幸太郎2

（1広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科，2広島大学大学院医系科学研究
科歯科矯正学）

P-J6 骨髄間質細胞に集積するヒアルロン酸の破骨細胞支持能への影響について
The effect of accumulation hyaluronic acid in stromal cells on osteoclast formation

中尾 優子1,２，引地 尚子3，三次 翔4，土生 学4，冨永 和宏4，
吉岡 泉1

（1九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野，2九州歯科大学健康増進学
講座感染分子生物学分野，3九州歯科大学口腔保健学科，4九州歯科大学
生体機能学講座顎顔面外科学分野）

P-J7 DC/TMDにおける痛みの有無と 2軸評価に関するスクリーニング調査
Screening survey of pain experience, tenderness of masticatory muscle, and Axis 2
evaluation in DC/TMD

内田 貴之1，小見山 道2，飯田 崇2，岡本 康裕1，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-J8 DC/TMD口腔行動チェックリストと 痛障害および心理社会的因子との関連性
Association of DC/TMD Oral Behaviours Checklist with intensity of facial pain and psycho-
social dysfunction

河村 篤志1，荒井 良明1，高嶋真樹子1，山崎 裕太1，松崎奈々香1，
土屋健太郎1，池田 順行2，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分野）
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P-J9 慢性口腔顔面痛患者の筋症状に関する検討
DC/TMD examination of whether chronic orofacial pain patients have muscle tenderness

西須 大徳1,２，臼田 頌3，池田 浩子2，山本 康博4，村岡 渡3

（1愛知医科大学痛みセンター，2日野市立病院歯科口腔外科，3慶應義塾大
学医学部歯科・口腔外科学教室，4愛知医科大学歯科口腔外科）

P-J10 筋の筋・筋膜痛と 筋上の皮膚の体性感覚に関する検討
Relationship between masseter muscle pain and somatosensory sensitivity of skin on
masseter muscle

早川 英利1，飯田 崇1，増田 学1，西森 秀太1，神山 裕名1，
関端 哲士1，山本 泰2，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日本大学
松戸歯学部口腔外科学講座）

P-J11 First bite syndrome の痛み強度，食事の障害度，破局的思考について：顎関節症と三 神経痛
との比較
Pain intensity, pain interference with eating and catastrophizing in first bite syndrome pa-
tients：comparison with temporomandibular disorders and trigeminal neuralgia

千葉 雅俊1，廣谷 拓章2，山口 佳宏1，野上晋之介1，樋口 景介3，
利根 武士1，吉田 重之1，山内 健介1，髙橋 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，3仙台市立病院歯科口腔外科）

P-J12 口腔感覚障害にともなう咀嚼関連脳活動の変調
Modulation of chewing-related brain activity under oral sensory deficits

石井 智浩1，成田 紀之2，大久保昌和1，金田 隆3

（1日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座，2日本大学松戸歯学部口腔科学
研究所，3日本大学松戸歯学部放射線学講座）

P-J13 機能的近赤外線分光法による脳活性の判定における人工知能の応用
Application of artificial intelligence in determination of brain activity by functional near-
infrared spectroscopy

高木 信哉1，佐久間重光1，山口 賀大1，稲本 京子2，竹中 誠1，
橋本 和佳1，有地 淑子3，森田 一三4，有地榮一郎3

（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歯内治療学
講座，3愛知学院大学歯学部放射線学講座，4日本赤十字豊田看護大学看護
学部）
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Poster Presentations（Asian Session）
Poster Presentation Room（1F Special Meeting Room 101～103） July 27-28（Sat/Sun）

▲

Discussion time：July 27（Sat）, 17：45～18：30

P-A1 Effect of platelet rich plasma on condylar cartilage injury in growing rabbits：An experi-
mental study

Qing Zhou，Xiaofeng Bai，Chunan Cheng
（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Stomatology,

China Medical University, Shengyang, Liaoning Province, China）

P-A2 Three dimensional finite element analysis of Costochondral Graft in the reconstruction of
condylar with mandibular advancement

Yi Mao，Xuzhuo Chen，Zhihang Zhou，Xinwei Chen，Shanyong Zhang
（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）

P-A3 Expression and significance of DLK2 gene during cartilage development
Weifeng Xu，Shanyong Zhang

（Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital, College of
Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China）

P-A4 AZD8835 inhibits osteoclastogenesis and periodontitis induced alveolar bone loss in rats
Yexin Wang，Shanyong Zhang

（Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital, College of
Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China）

P-A5 LY411575, a potent gama secretase inhibitor, suppresses osteoclastogenesis in vitro and
LPS induced calvarial osteolysis in vivo

Xinwei Chen，Shanyong Zhang
（Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital, College of

Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China）

P-A6 The role of thrombospondin-4 in rats with myogenic orofacial pain
Xiaofeng Bai1，Xuedi Zhang2，Xia Zhang2

（1Department of Oral ＆ Maxillofacial Surgery, School of Stomatology,
China Medical University, Shenyang, China，2Department of
Anesthesiology, School of Stomatology, China Medical University,
Shenyang, China）
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P-A7 A case report of the Otorrhea by TMJ herniation via Huschke foramen or the osteochondral
dissecans secondary to advanced TMJ degeneration?

Kayo Tamura，Kenichiro Murakami
（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ako City Hospital, Hyogo,

Japan）

P-A8 A case of infectious arthritis of the temporomandibular joint in a patient with osteoarthrosis
complicated by synovial chondromatosis

Masahiro Watanabe1,２，Hiroshi Inoue1,２，Tomoko Okamoto1,２，
Tatsuo Yamada2,３，Tomokazu Motohashi2，Masahiro Nakajima2，
Mitsuchika Sugitatsu1,２

（1Department of Dentistry and Oral Surgery, Osaka Red Cross Hospital,
Osaka, Japan，2Second Department of OMS, Osaka Dental University,
Osaka, Japan，3Department of Dentistry, NHO Osaka Minami Medical
Center, Osaka, Japan）

P-A9 Sudden anterior cross-bite and limited opening arising from TMJ hemarhthrosis：A 1-year
follow-up

Arihiro Nakamura1，Nobumi Ogi1，Masahito Maeda1，
Yoshiko Katayama1，Michihito Nozawa2，Yoshiko Ariji2，
Eiichiro Ariji2，Kenichi Kurita1

（1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aichi Gakuin University
School of Dentistry, Nagoya, Japan，2Department of Oral and
Maxillofacial Radiology, Aichi Gakuin University School of Dentistry,
Nagoya, Japan）

P-A10 Psoriatic arthritis of the temporomandibular joint with ankylosis：A case report
Toshihiro Okamoto1,２，Nobuyuki Kaibuchi2

（1Department of Dentistry and Oral Surgery, Tokyo Women’s Medical
Univrersity, Yachiyo Medical Center, Yachiyo City, Chiba, Japan，
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Women’s Medical
University School of Medicine, Shinjuku, Tokyo, Japan）

P-A11 Clinical efficacy of a small preauricular incision with arthroscopic assistance for removal of
TMJ synovial chondromatosis：A retrospective case series

Nobumi Ogi1，Arihiro Nakamura1，Yoshiko Katayama1，
Masahito Maeda1，Ryoko Kawai2，Yoshihiko Sugita2，
Katsutoshi Kubo2，Masako Nishiyama3，Michihito Nozawa3，
Yoshiko Ariji3，Hatsuhiko Maeda2，Eiichiro Ariji3，Kenichi Kurita1

（1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aichi Gakuin University
School of Dentistry, Nagoya, Japan，2Department of Oral Pathology,
Aichi Gakuin University School of Dentistry, Nagoya, Japan，
3Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Aichi Gakuin
University School of Dentistry, Nagoya, Japan）
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P-A12 Outcome study of surgical interventions for internal derangement of temporomandibular
joint with closed lock；Retrospective analysis

Shota Maruo1，Shinsuke Hori1，Junko Yamada1，Junya Sonobe1，
Kenichiro Murakami2

（1Department of Oral Surgery, Kyoutango City Kumihama Hospital,
Kyoutango, Japan，2Department of Oral Surgery, Ako City Hospital,
Ako, Japan）

P-A13 A multi-center retrospective study of mandibular fractures：Do occlusal support and the
mandibular third molar affect mandibular condylar fractures?

Takumi Hasegawa，Daisuke Takeda，Satomi Arimoto，
Yasumasa Kakei，Masaya Akashi，Takahide Komori

（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate
School of Medicine, Kobe, Japan）

P-A14 Validity of clinical diagnosis criteria for sleep bruxism comparing to a reference standard
using single-channel electromyogram

Saki Mikami1，Taihiko Yamaguchi2，Miku Saito2，Toshinori Nakajima3，
Masana Maeda3，Taishi Saito2，Toshimitsu Sakuma2，
Souta Takahashi2，Mebae Takahashi2，Akihito Gotouda1

（1Department of Temporomandibular Disorder, Center for Advanced Oral
Medicine, Hokkaido University Hospital, Sapporo, Japan，2Department of
Crown and Bridge Prosthodontics, Faculty of Dental Medicine, Hokkaido
University, Sapporo, Japan，3Department of Crown and Bridge
Prosthodontics, Hokkaido University Hospital, Sapporo, Japan）

P-A15 Clinical characteristics of the patients with temporomandibular joint disorder：Retrospec-
tive study in Korea University Anam Hospital

In-Seok Song1，Kiho Lee2，Hoon Chung3，Jae-Jun Ryu1

（1Department of Dentistry, Korea University Anam Hospital, Seoul,
Korea，2Graduate and General Practitioner, Seoulgoun Dental Clinic,
Graduate School of Clinical Dentistry, Korea University, Seoul, Korea，
3Adjunct Professor, Section of Dentistry, Korea University Anam
Hospital, Seoul, Korea）

P-A16 Effect of an stabilization splint on occlusion in patients with temporomandibular disorder
In-Seok Song1，Seong Mo1，Hoon Chung2，Jae-Jun Ryu1

（1Department of Dentistry, Korea University Anam Hospital, Seoul,
Korea，2Adjunct Professor, Section of Dentistry, Korea University Anam
Hospital, Seoul, Korea）
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P-A17 Evaluation of accuracy and sensory outcomes of mandibular reconstruction using computer
assisted surgical simulation

Zhihang Zhou，Shanyong Zhang
（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）

P-A18 3-Dimensional volumetric analysis of the mandibular condyles after orthognathic surgery in
skeletal class II patients

Jiyoel Bak，Jong-Seok Shin，Min-Ah Kim，Bo-Yeon Hwang，
Byung-Joon Choi

（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyung Hee University
School of Dentistry, Seoul, Korea）

P-A19 Evaluation of positional changes of mandibular condyle according to fixation method for or-
thognathic surgery in patients with mandibular prognathism - Cone beam computed to-
mography

Minah Kim，Jong-Seok Shin，Jiyeol Bak，Bo-Yeon Hwang，
Byung-Joon Choi

（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyung Hee University
School of Dentistry, Seoul, Korea）

P-A20 Assessment of the temporomandibular joint by MRI before and after mandibular osteotomy
Seigo Ohba1，Takamitsu Koga1，Misa Sumi2，Kei-Ichirou Miura1，
Noriaki Yoshida3，Takako Kawasaki4，Izumi Asahina1

（1Department of Regenerative Oral Surgery, Institute of Biomedical
Sciences, Nagasaki University, Nagasaki, Japan，2Department of
Radiology and Cancer Biology, Institute of Biomedical Sciences, Nagasaki
University, Nagasaki, Japan，3Department of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics, Institute of Biomedical Sciences, Nagasaki
University, Nagasaki, Japan，4Department of Dentistry, Sasebo Chuo
Hospital, Sasebo, Japan）

P-A21 Changes of the condylar position after modified disc repositioning：a retrospective study
based on magnetic resonance imaging

Xinru Xie，Shanyong Zhang
（Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital, College of

Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China）

P-A22 Efficacy of double needle cannula arthrocentesis technique for temporomandibular joint
pain and chronic closed lock disorder

Kryssa Justine Dizon Agpoon，Liezl Manaloto-Ceballos
（Korea University Medical Center-Guro, Seoul, Korea）
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P-A23 A prospective study of 127 arthroscopies of the temporomandibular joint：An indian experi-
ence

Nehal Patel
（K.P.Sanghvi Hospital, Surat, Gujarat, India）

P-A24 Alloplastic temporomandibular joint replacement：A case series and review of current
treatment trends in Indian scenario

Abhay T Kamath
（Manipal College of Dental Sciences, Manipal, Karnataka, India）

ハンズオンセミナー
如水会館（1F コンファレンスルーム） 7�27（土）第一部 14：00～14：55/第二部 15：00～15：55

座長：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）

DC/TMDの診断法―筋圧痛検査と関節痛誘発試験―

インストラクター：
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）
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）
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）
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）
有馬 太郎

（北海道大学大学院歯学研究院 国際歯科部）
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）
大久保昌和

（日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）
村岡 渡

（川崎市立井田病院歯科口腔外科）
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）
西山 暁

（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 口腔顔面痛制御学
分野）
飯田 崇

（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）
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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平成 30 年度覚道健治賞（学術奨励賞最優秀賞）受賞講演
A会場（2F 一橋講堂） 7�28（日）10：00～10：30

座長：佐々木啓一（東北大学大学院歯学研究科 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）

顎関節症長期病悩患者におけるエゴグラムチェックリストを活用した自我状態の検討

高嶋真樹子
（新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部）

日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム ※専門医制度研修単位：5単位
A会場（2F 一橋講堂） 7�28（日）10：30～12：20

顎関節領域に生じた慢性 痛をどう鑑別するか？

座長：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）

村岡 渡（川崎市立井田病院歯科口腔外科）

1．顎関節症の痛みの慢性化―中枢性感作を生じたら？―
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）

2．顎関節領域に生じる三 神経ニューロパチー―びりびりとした発作痛や持続痛をどうするか―
野間 昇

（日本大学歯学部口腔診断学講座）

3．顎関節症と鑑別が必要な頭痛―下顔面に痛みを生じる頭痛―
大久保昌和

（日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）

4．顎顔面部に慢性 痛を呈する心理社会的因子～顎関節症の痛みは顎関節の疾患か？～
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）
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シンポジウム 2 ※専門医制度研修単位：5単位
A会場（2F 一橋講堂） 7�28（日）13：30～15：00

超高齢化社会の顎関節脱臼を考える

座長：栗田 賢一（愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座）
川上 哲司（奈良県立医科大学口腔外科学講座）

1．高齢者における顎関節脱臼発症頻度調査
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）

2．高齢者における顎関節脱臼の発生に関わる神経学的病態
形岡 博史

（奈良県立医科大学脳神経内科）

3．神経学的異常による顎関節脱臼への対処―現状と展望―
川上 哲司

（奈良県立医科大学口腔外科学講座）

シンポジウム 3 ※専門医制度研修単位：5単位
A会場（2F 一橋講堂） 7�28（日）15：00～17：00

開業医のための顎関節症治療―アップデート講座―

座長：和気 裕之（みどり小児歯科）
塚原 宏泰（塚原デンタルクリニック）

1．鑑別診断からみた顎関節症
佐藤 文明

（佐藤歯科医院今戸クリニック）

2．医療面接から考える病態診断と 2 軸診断
渋谷 寿久

（渋谷歯科医院）

3．病態別の基本的な治療法
依田 哲也

（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野）

4．開業医のための治療の勘所
塚原 宏泰

（塚原デンタルクリニック）



― 40 ―

5．難症例への対応と病診連携
島田 淳

（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）

6．エンドポイントの考え方
久保田英朗

（久保田歯科口腔外科医院）

Guest Lecture
Room B（2F Middle Meeting Room 3・4） July 28（Sun）10：30～11：30

Chairpersons：KenIchiro Murakami（Ako City Hospital, Department of Oral and Maxillo-
facial Surgery）

Ritsuo Takagi（Professor, Division of Oral ＆ Maxillofacial Surgery, Nii-
gata University Graduate School of Medical and Dental
Sciences）

Arthrocentesis, a 30 years review：Rationale, and Prospective

Dorrit W Nitzan
（Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hebrew University, Hadassah School of

Dental Medicine, Jerusalem, Israel）

教育セミナー 2
B会場（2F 中会議場 3・4） 7�28（日）13：30～14：30

座長：有地榮一郎（愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座）

口腔健康管理に向けてのオーラルフレイルについて

髙野 直久
（髙野歯科医院）

教育講演 1
B会場（2F 中会議場 3・4） 7�28（日）14：30～16：00

保存療法のこれまでとこれから

座長：山口 泰彦（北海道大学大学院歯学研究院 口腔機能学分野 冠橋義歯補綴
学教室）

1．これまでの保存療法―とくにアプライアンス療法について―
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）
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2．これからの保存療法の展望
佐々木啓一

（東北大学大学院歯学研究科 口腔システム補綴学分野）

教育講演 2
B会場（2F 中会議場 3・4） 7�28（日）16：00～17：00

座長：本田 和也（日本大学歯学部歯科放射線学講座）

顎関節画像診断のこれまでとこれから

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）

一般口演
C会場（2F 中会議場 1・2） 7�28（日）

▲

13：30～13：50 基礎

座長：濱田 良樹（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）

O2-C-1 顎関節滑膜軟骨腫症の滑膜に特異的に発現する遺伝子群の同定
Analysis of specific gene expression in synovium of synovial chondromatosis of the temporo-
mandibular joint

東條 格1，中西 隆1，岡本健二朗1，平石 幸裕1,２，藤田 茂之1

（1和歌山県立医科大学口腔顎顔面外科学講座，2日本赤十字社和歌山医療セ
ンター歯科口腔外科）

O2-C-2 ヒト顎関節滑膜細胞のケモカイン産生に対するフィブロネクチン分解産物の影響
Effect of fibronectin fragment on chemokines production in the synovial fibroblasts from
human TMJ

鈴木 麻由1，小倉 直美1,２，矢野 照雄1，髙橋 康輔1,２，山﨑 文惠1，
渡邊 駿1，石上 大輔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）

▲

13：50～14：40 症例報告 1

座長：藤田 茂之（和歌山県立医科大学歯科口腔外科学講座）

O2-C-3 顎関節下関節腔に生じたピロリン酸カルシウム結晶沈着症の 1例
A case of calcium pyrophosphate dihydrate crystal deposition disease in the inferior joint
space of the temporomandibular joint

田村 佳代，村上賢一郎
（赤穂市民病院歯科口腔外科）
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O2-C-4 顎関節後方部に生じたガングリオンの 1例
A case of ganglion in the posterior region of the temporomandibular joint

重松 宏昭1，江口 貴紀2，馬杉 亮彦1，宮田 幸長1，熊谷 賢一2，
中岡 一敏2，濱田 良樹2

（1東芝林間病院歯科口腔外科，2鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）

O2-C-5 顎関節症様症状を主訴に顎関節治療部を受診し顎関節症以外の診断に至った症例の検討
Survey of the patients who presented with TMD-like symptoms and were not diagnosed
TMD

上野山敦士1，池田 順行1，大貫 尚志1，齋藤 太郎1，北村 厚1，
中谷 暢佑1，山崎 裕太2，河村 篤志2，高嶋真樹子2，荒井 良明2，
髙木 律男1,２

（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）

O2-C-6 顎関節突起に病的骨折を生じた多発性骨髄腫の 1例
A case of condylar process pathological fracture in multiple myeloma

大見 寧1，李 宇錫1，笹倉 裕一2，磨田友里子1，佐藤 翔1，
矢毛石眞由美3，中村 典彦4，宮 直利1

（1横須賀共済病院歯科口腔外科，2小山記念病院歯科口腔外科，3横須賀
共済病院病理科，4横須賀共済病院血液内科）

O2-C-7 下顎骨関節突起に転移した甲状腺がんの 1例
A case of metastatic thyroid carcinoma to the condylar process

木村 敦1，平井 秀明2，下野 宏晃2，依田 泰2，坂本 啓3，
高原 楠旻1，儀武 啓幸1，原田 浩之2，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，2東京医科
歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野，3東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科口腔病理学分野）

▲
14：40～15：10 症例報告 2

座長：北川 善政（北海道大学大学院歯学研究院口腔診断内科学分野）

O2-C-8 顎関節円板後方転位の 1例
A case report of posterior disc displacement without reduction of temporomandibular joint

米津 博文，井上 庸子，平木 昭光，池邉 哲郎
（福岡歯科大学口腔・顎顔面外科学講座）

O2-C-9 顎関節症との鑑別が困難であったびまん性硬化性下顎骨骨髄炎の 1例
A case of diffuse sclerosing osteomyelitis of mandible which was difficult to differentiate
from TMD

森 啓輔，合島怜央奈，下平 大治，檀上 敦，久保田英朗，山下 佳雄
（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）
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O2-C-10 左右で別時期に 痛が生じた両側茎状突起過長症の 1例
A case of bilateral elongated styloid process in which pain occurred at different time on light
and left

北村 厚1，池田 順行1，大貫 尚志1，齋藤 太郎1，上野山敦士1，
新國 農2，西山 秀昌2，林 孝文2，髙木 律男1,３

（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歯科放射線学分野，3新潟大学医歯学総合病院顎関節
治療部）

▲

15：10～16：00 症例報告 3

座長：濱田 傑（近畿大学病院歯科口腔外科）

O2-C-11 顎関節鏡併用下に手術を行った滑膜性軟骨腫症の 1例
A case of synovial cartilage tumor disease treated with temporomandibular arthroscopy

小田切宏樹1，近藤 英司1，酒井 洋徳1，山田 慎一1，栗田 浩1，
小木 信美2，栗田 賢一2

（1信州大学医学部附属病院歯科口腔外科学教室，2愛知学院大学歯学部顎口
腔外科学講座）

O2-C-12 顎関節部に石灰化物を認めた症例の臨床統計学的検討
Clinico-statistical survey of patients with calcification around the temporomandibular joint

齋藤 太郎1,２，池田 順行1，大貫 尚志1，上野山敦士1，北村 厚1，
新國 農3，西山 秀昌3，林 孝文3，髙木 律男1,４

（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齋藤歯科医
院，3新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科放射線学分野，4新潟大学医歯
学総合病院顎関節治療部）

O2-C-13 下顎頭に発生した広範な骨軟骨腫に対して超音波骨切削機器を応用して切除した 1例
A case of removal for the osteochondroma of the mandibular condyle using ultrasonic
devices

小田島健二，山内 健介，千葉 雅俊，野上晋之介，片岡 良浩，
山口 佳宏，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）

O2-C-14 難治性の変形性顎関節症に対する顎関節開放形成術―機能関節面の骨棘除去術―
Simple surgical removal of the interfering osteophytes in patients with refractory TMJ
osteoarthritis

濱田 良樹1，中岡 一敏1，齋藤 知之1，小笠原邦茂1，熊谷 賢一1，
重松 宏昭1,２，宮田 幸長2，江口 貴紀1，馬杉 亮彦2

（1鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座，2東芝林間病院歯科口腔外科）
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O2-C-15 当科における顎関節開放手術の臨床的検討
Clinical study of open surgery in temporomandibular joint

池田 順行1，大貫 尚志1，齋藤 太郎1，上野山敦士1，北村 厚1，
中谷 暢佑1，高嶋真樹子2，河村 篤志2，山崎 裕太2，荒井 良明2，
新國 農3，西山 秀昌3，林 孝文3，髙木 律男1,２

（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）

ポスター
ポスター会場（1F 特別会議室 101～103） 7/27（土）～7/28（日）

▲

ポスター発表：7�28（日）11：30～12：15

P-J14 MR像で顎関節軟骨変化を予見できるか？
Can cartilage changes of the temporomandibular joint be suggested with MR images?

由良 晋也
（市立砺波総合病院口腔顎顔面外科）

P-J15 顎関節核磁気共鳴画像における読影信頼性の検討―長期形態変化の同定に向けた予備的
検討―
Effect of observer calibration in temporomandibular joint MR imaging diagnosis

三木 春奈，水口 一，前川 賢治，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-J16 顎関節症患者における下顎頭骨髄異常の検討
A clinical study on condylar bone marrow abnormalities in patients with temporomandibu-
lar disorders using MRI T2 mapping

重野健一郎1，音成 実佳2，林 宰央1,３，恩田 健志1，大畠 仁1，
柴原 孝彦1

（1東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座，2東京歯科大学歯科放射線学講
座，3亀田総合病院口腔外科）

P-J17 顎変形症の外科的矯正手術前後における下顎窩の深さ
Change in the mandibular fossa of the TMJ after orthognathic surgery

雨宮 俊彦1，渡邉 司理2，松本 邦史1，澤田久仁彦1，江島堅一郎1，
新井 嘉則1，本田 和也1

（1日本大学歯学部歯科放射線学講座，2医療法人社団コスメデンタルコンセ
プト）
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P-J18 顎関節パノラマ 4分割撮影にて関節円板の石灰化が疑われた症例
A case of calcified articular disc suspected by the panoramic TMJ radiography

西山 秀昌1,３，新國 農1,３，池田 順行2,３，荒井 良明3，髙木 律男2,３，
林 孝文1

（1新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科放射線学分野，2新潟大学大学院医
歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野，3新潟大学医歯学総合病院顎関節
治療部）

P-J19 診療室で使用できる下顎運動シミュレーションシステムの開発
Development of a mandibular movement simulation system installable in the clinic

小見野真梨恵1，志賀 博1，丸山 智章2，上杉 華子1

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

P-J20 スポーツ用カメラを用いた 3次元咀嚼運動記録装置の開発
Development of 3 dimensional masticatory movement recording device using a sports
camera

横山 正起1，志賀 博1，丸山 智章2，小見野真梨恵1，上杉 華子1

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

P-J21 earable 計測機による外耳道運動の計測の試みと咀嚼運動との関連性について
Attempt to measurement of external ear canal movement using earable device and relation-
ship between the movement and chewing

梶井 貴史1，山野 貴史2，藤田 隆寛1，平野 成美1，近藤 寿志3

（1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野，2福岡歯科大学総合医学
講座耳鼻咽喉科学分野，3株式会社eRCC）

P-J22 大学ラグビー選手におけるマウスガード装着が顎関節症の症状に及ぼす影響
The effect of mouth guard on temporomandibular disorder symptoms in college rugby
players

佐藤多美代1，船登 雅彦1,２，芳賀 秀郷2,３，新田 雅一2,４，
松浦 光洋2,５，浅川 剛吉2,４，佐藤 仁6，槇 宏太郎2,３，三邉 武幸2，
菅沼 岳史1

（1昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座顎関節症治療学部門，2昭
和大学スポーツ運動科学研究所，3昭和大学歯学部歯科矯正学講座，4昭和
大学歯学部小児成育歯科学講座，5昭和大学藤が丘病院歯科・口腔外科，
6昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門）

P-J23 顎関節症における歯科衛生士の関わり―歯周病メインテナンス患者の顎関節症症状につい
て―
The relationship of dental hygienists in TMD―TMD symptoms in patients with periodontal
disease maintenance―

根橋 杏未，小野 亜季，柴坂 奈々，清本 聖文，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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P-J24 習慣性顎関節脱臼に対する自己血注入療法の臨床的検討
Clinical study of autologous blood injection for treatment of recurrent temporomandibular
joint dislocation

山本育功美，川上 哲司，上田 順宏，松末友美子，岡澤 信之，
横田 元熙，桐田 忠昭

（奈良県立医科大学口腔外科学講座）

P-J25 習慣性顎関節脱臼に対する自己血注射療法施行 6年経過症例の術後評価
Investigate of the prognosis after 6 years of autologous blood injection（ABI）therapy for
recurrent mandibular dislocation

谷 暢，吉田 博昭，中西 環，大城 庸嘉，河野多香子，辻 要，
山田 耕治，井関 富雄

（大阪歯科大学口腔外科学第一講座）

P-J26 片麻痺患者に生じた片側性習慣性顎関節脱臼に対し自己血注入療法を施行した 1例
A case of unilateral recurrent temporomandibular joint dislocation with hemiparesis treated
by autologous blood injection

小山 岳海1，大井 一浩2，篠島 悠2，山下 耀子2，井手健太郎2，
麩谷 圭昭2，定梶 嶺2，小林 一彦2，吉田 完3，中村 博幸2，
長谷 剛志1，川尻 秀一2

（1公立能登総合病院歯科口腔外科，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市立敦賀病院歯科口腔外科）

P-J27 AGOキャップ™を用いて顎関節亜脱臼を改善した 2例
Two cases of improved temporomandibular joint subluxation of condyle using AGO cap™

片山 良子1，栗田 賢一1，小木 信美1，中村 有宏1，前多 雅仁1，
小川 尊明2

（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学
講座）

P-J28 廃用症候群患者の習慣性顎関節脱臼に対してAGOキャップ™が有効であった 1例
Effectiveness of AGO cap for habitual temporomandibular joint dislocations with disuse
syndrome：A case report

石濱 嵩統1，栗田 賢一2，小木 信美2，片山 良子2，小川 尊明3，
太田 充彦4，阿部 厚1

（1名古屋掖済会病院歯科口腔外科，2愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講
座，3香川大学医学部歯科口腔外科学講座，4さくら総合病院歯科口腔外
科）

P-J29 下顎頭周囲に骨腫を伴った陳旧性顎関節脱臼に対して観血的整復術を施行した 1例
A case of open reduction for chronic dislocation with osteoma of the temporomandibular
joint

貝淵 信之1，富永 浩平1，岡本 俊宏1,２

（1東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座，2東京女子医科大学八千代
医療センター）
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P-J30 閉口不能が生じた下顎頭腫瘍の 1例
A case of mandibular head tumor with incompetent mouth closure

岡部 克彦，高塚 茂行
（公立松任石川中央病院歯科口腔外科）

P-J31 筋突起に生じた骨軟骨腫の発現様式
Expression pattern of osteochondroma of the coronoid process

河野多香子1，山田 耕治1，松本 和浩1，吉田 博昭1，辻 要1，
松島 由紀1，覚道 健治2，井関 富雄1

（1大阪歯科大学口腔外科学第一講座，2大阪歯科大学口腔外科学第二講座）

P-J32 X 線写真にて石灰化に乏しかった顎関節滑膜性骨軟骨腫症の 1例
Synovial ostochondromatosis of the temporomandibular joint with poorly calcification on
radiography：report of a case

青木 隆幸1，内堀 雅博1，傳田 祐也1，佐々木剛史1，太田 嘉英1，
臼井 暁昭2，五十嵐千浪3，近藤 壽郎4

（1東海大学医学部外科学系口腔外科学領域，2あかつき矯正歯科クリニッ
ク，3鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座，4日本大学松戸
歯学部顎顔面外科学講座）

P-J33 乾癬性関節炎に起因した顎関節強直症の 1例
A case of temporomandibular joint ankylosis caused by psoriatic arthritis

山口 佳宏，千葉 雅俊，野上晋之介，高橋 哲
（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）

P-J34 当院における下顎関節突起骨折の臨床的検討
Clinical analysis of mandibular condylar fracture in our department

金氏 毅，永田 順子，山下 善弘
（宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野）

P-J35 小児に発症した両側筋突起過形成症の 1例
A case of bilateral coronoid hyperplasia in a child

和気 創1，儀武 啓幸1，田口 望2，高原 楠旻1，佐藤 文明1，
小林 明子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，2医療法人田口歯
科医院）

P-J36 補綴処置後に咀嚼筋痛障害を発症し抜歯に至った 1例
A case of myalgia of masticatory muscle that resulted in teeth extraction after prosthetic
treatment

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，
桐田 忠昭2

（1医療法人社団おおつき会大槻歯科医院，2奈良県立医科大学口腔外科学
講座）
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P-J37 頭痛が契機となり TMDと診断された「TMDに起因する頭痛」の 1例
A case of “headache attributed to temporomandibular disorder” triggered from headache

臼田 頌1，黄地 健仁1,２，工藤 葉子1，西須 大徳3,４，池田 浩子3，
莇生田整治1，河奈 裕正1,５，中川 種昭1，村岡 渡1,６

（1慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室，2Developmental Biology,
Harvard School of Dental Medicine/Harvard Stem Cell Institute，3日野
市立病院歯科口腔外科，4愛知医科大学痛みセンター，5神奈川歯科大学
顎・口腔インプラント科，6川崎市立井田病院歯科口腔外科）

P-J38 変形性顎関節症に関連した神経障害性 痛の一症例
Neuropathic pain related to osteoarthritis of the temporomandibular joint：A case report

松本 文博1，細木 秀彦2，前田 直樹2，阿陪 晋3，堀川恵理子3，
松香 芳三4，田中 栄二5

（1徳島大学病院歯科口腔外科（口腔内科），2徳島大学大学院医歯薬学研究部
歯科放射線学分野，3徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療歯科学分
野，4徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能 合再建学分野，5徳島大学
大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野）

P-J39 閉塞性睡眠時無呼吸症に対する口腔内装置の治療で，短期に 合変化を発症した一症例
Occlusal change within a short-term following oral appliance therapy for obstructive sleep
apnea：a case report

石山 裕之1，西山 暁1,２，嶋田 昌彦2

（1東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部，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-J40 術前後のMRI を用いて運動療法の治療効果を判定した一例
A case report：Effects of therapeutic exercise for anterior disc displacement without reduc-
tion judged by MRI

山口 賀大1，佐久間重光1，高木 信哉1，栗田 賢一2，小木 信美2，
片山 良子2，有地 淑子3，田口 望4

（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，3愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座，4医療法人田口歯科
医院）

P-J41 薬剤性口顎ジストニアの 3症例
Three cases of drug induced oromandibular dystonia

小松 孝雪1，山口 泰彦2

（1こまつ歯科クリニック，2北海道大学大学院歯学研究院冠橋義歯補綴学
教室）
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P-J42 閉口障害を主訴として来院し重症筋無力症と診断された一例
A case of myasthenia gravis with closing movement disturbance

森 悠衣1,２，窪 寛仁1，藤井 智子1，中野 宏祐1，本橋 具和1，
岩崎 春美1，中嶋 正博1，覚道 健治1

（1大阪歯科大学口腔外科学第二講座，2一般財団法人住友病院口腔・顎セン
ター（歯科））

ランチョンセミナー 1
B会場（2F 中会議場 3・4） 7�27（土）12：00～12：50

顎関節外科―hereafter―

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）

1．解剖学的 3D プレート Subcondylar プレートシステムを使用した内視鏡支援下関節突起骨折観血的整復
固定術

竹信 俊彦
（神戸市立医療センター中央市民病院歯科口腔外科）

2．顎関節外科の再考―顎変形症の顎関節症併発症例の治療戦略―
亀井 和利

（独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科口腔外科）
協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー 2
C会場（2F 中会議場 1・2） 7�27（土）12：00～12：50

7 つの自由度を持つ次世代CBCT（Veraview X800）
―広範囲低被曝撮影と小照射野高解像力への挑戦―

新井 嘉則
（日本大学歯学部歯科放射線学講座）

協賛：株式会社モリタ

ランチョンセミナー 3
B会場（2F 中会議場 3・4） 7�28（日）12：30～13：20

座長：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）

顎関節症治療の指針 2018 と Butler GrindCareⓇ及び Butler PalpeterⓇの臨床への応用について

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
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ランチョンセミナー 4
C会場（2F 中会議場 1・2） 7�28（日）12：30～13：20

KaVo 3D eXam＋による日常歯科臨床の安全，正確な歯科用CT検査と臨床応用

金田 隆
（日本大学松戸歯学部放射線学講座）

協賛：カボデンタルシステムズ株式会社

ランチョンセミナー 5
D会場（3F レストラン レパスト） 7�28（日）12：30～13：20

座長：田中 栄二（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面矯正学分野）

D-Function（歯科用両側性筋電気刺激装置）を利用した咀嚼筋痛への臨床応用

安陪 晋
（徳島大学大学院医歯薬学研究部 総合診療歯科学分野）

協賛：伊藤超短波株式会社
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Program of English talking session
The 6th Asian Academic Congress for Temporomandibular Joint

Invited Lecture
Hall A（2F Hitotsubashi Hall） July 27（Sat）13：00～14：00

Chairpersons：Toshirou Kondoh（Department of Maxillofacial Surgery, Nihon University
School of Dentistry at Matsudo）

KenIchiro Murakami（Ako City Hospital, Department of Oral and Maxillo-
facial Surgery）

45 years of TMJ Surgery 1976-2019―Current philosophy and observations―

M. Franklin Dolwick
（Professor and Chairman, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Florida

College of Dentistry, USA）

Guest Lecture
Room B（2F Middle Meeting Room 3・4） July 28（Sun）10：30～11：30

Chairpersons：KenIchiro Murakami（Ako City Hospital, Department of Oral and Maxillo-
facial Surgery）

Ritsuo Takagi（Professor, Division of Oral ＆ Maxillofacial Surgery, Nii-
gata University Graduate School of Medical and Dental
Sciences）

Arthrocentesis, a 30 years review：Rationale, and Prospective

Dorrit W Nitzan
（Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hebrew University, Hadassah School of

Dental Medicine, Jerusalem, Israel）
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DC/TMD Symposium
Hall A（2F Hitotsubashi Hall） July 27（Sat）14：00～16：00

DC-TMD：Update and Prospective in Asian Region

Moderators：Koichi Wajima（Adjunct Assistant Professor, Keio University School of
Medicine, Department of Oral Surgery and Dentistry）

Hirofumi Yatani（Professor, Department of Fixed Prosthodontics, Osaka
University Graduate School of Dentistry）

Keynote speech：DC/TMD as standardized diagnostic criteria for the most common temporomandibular
disorders（TMD）

Yoshihiro Tsukiyama
（Section of Dental Education, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan）

1．Clinical utility and implementation of RDC and DC/TMD for diagnosis and management of orofacial
pain in Korea
Jin Woo Chung

（Department of Oral Medicine and Oral Diagnosis School of Dentistry, Seoul National University,
Seoul, Korea）

2．DC/TMD and TMD classification in China
Xing Long

（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Stomatology, Wuhan University, Wuhan,
China）

3．TMD diagnostic protocol in the Philippines
Sheila Ortega-Cobcobo

（Past President of Philippine Association of Functional Jaw Orthopedics and TMJ, Philippines）

4．Indonesian DC/TMD：Its development and its use in Indonesian epidemiology studies
Carolina Damayanti Marpaung

（Department of Prosthodontics, Trisakti University, Indonesia）
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Japan/Asian Joint Seminar
Room B（2F Middle Meeting Room 3・4） July 27（Sat）16：00～17：30

Reconstructive TMJ Surgery；Recursion and Progression. Autogeneous and/or Alloplastic

Moderators：Kenichi Kurita（Professor ＆ Chairman, The Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Aichi-Gakuin
University）

Tetsuya Yoda（Professor, Department of Maxillofacial Surgery, Graduate
School of Tokyo Medical and Dental University）

1．Conventional temporomandibular joint reconstruction：indications and limitations
Tetsu Takahashi

（Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine and Surgery, Tohoku
University Graduate School of Dentistry, Miyagi, Japan）

2．Indications and know-how of effective alloplastic total temporomandibular joint replacement
Bu-Kyu Lee

（Oral Maxillofacial Surgery, Asan Medical Center, College of Medicine, University of Ulsan, Seoul,
Korea）

3．Modified surgical techniques for Stock type TMJ-TJR and outcome
Shanyong Zhang

（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of
Medicine, Shanghai, China）

Oral Presentations（Asian Session）
Room C（2F Middle Meeting Room 1・2） July 27（Sat）

▲
9：30～10：18

Chairpersons：Liezl Manaloto Ceballos（Philippine Association of Functional Jaw
Orthopedics and TMJ）

KenIchiro Murakami（Ako City Hospital, Department of Oral and Maxillo-
facial Surgery）

O1-C-A1 Evaluation for 3D CT images for masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperplasia
Hirokazu Ito，Chinami Igarashi，Satsuki Wakae-Morita，
Takashi Ichiko，Shintaro Okura，Kazunori Nakashima，
Kiyoharu Sawai，Hiroaki Naohara，Masashi Sugisaki，Kaoru Kobayashi

（Department of Oral and Maxillofacial Radiology and Diagnosis, Tsurumi
University School of Dental Medicine, Yokohama, Japan）
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O1-C-A2 Morphological analysis of the lateral pterygoid muscle inserting into the medial surface of
the condylar process

Sasin Sritara1，Masahiro Tsutsumi2，Keiko Fukino1，Takashi Ono1，
Keiichi Akita2

（1Department of Orthodontic Science, Tokyo Medical and Dental
University, Tokyo, Japan，2Department of Clinical Anatomy, Tokyo
Medical and Dental University, Tokyo, Japan）

O1-C-A3 Intramuscular injection of botulinum neurotoxin into the lateral pterygoid muscle for the
treatment of recurrent temporomandibular joint dislocation with and without neurogenic
muscular hyperactivity

Kazuya Yoshida
（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, National Hospital

Organization, Kyoto Medical Center, Kyoto, Japan）

O1-C-A4 Botulinum toxin injections in complex treatment of myofascial pain syndrome of the masti-
catory muscles

Irina Arsenova1，Valerie Arsenova2

（1Centre for Post-Graduate Education（CPGE）, Novosibirsk, Russia，
2University of Sydney, Sydney, Australia）

▲

10：18～11：06

Chairpersons：Jong Jin Kwon（Advisor of the Korean Incorporated Association for TMJ
and Honorary Professor of Korea University）

Kiyoshi Koyano（Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Kyushu
University Faculty of Dental Science）

O1-C-A5 Relationship between arthroscopic findings of synovitis and levels of the pro-inflammatory
mediators in synovial lavage fluid from patients with mandibular condyle fractures

Shinnosuke Nogami，Kensuke Yamauchi，Yuri Takeda，
Yoshihiro Yamaguchi，Yoshio Otake，Masatoshi Chiba，
Tetsu Takahashi

（Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine
and Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry, Miyagi,
Japan）

O1-C-A6 HMGB1 plays a role in early stage of TMJ OA
Wei Fang，Zhihui Hu，Xing Long

（Department of Maxillofacial Surgery, School and Hospital of Stomatology,
Wuhan University, Wuhan, China）
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O1-C-A7 Effect of targeted inhibition of aggrecanases for mandibular condylar cartilage degradation
in the STR/Ort spontaneous mouse model of temporomandibular joint osteoarthritis

Kazuhiro Ooi1，Ioannis Kanakis2，Yoko Yamashita1，Kentaro Ide1，
Yoshiaki Futani1，Yutaka Kobayashi1，Kazuhiko Kobayashi1，
Rei Jokaji1，Hiroyuki Nakamura1，Kazuhiro Yamamoto2，Takao Sakai3，
George Bou-Garios2，Shuichi Kawashiri1

（1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kanazawa University,
Graduate School of Medical Science, Kanazawa, Japan，2Institute of
Aging and Chronic Disease, University of Liverpool, Liverpool, UK，
3Institute of Translational Medicine, University of Liverpool, Liverpool,
UK）

O1-C-A8 MiR-15b is a key regulator of proliferation and apoptosis of chondrocytes from patients with
condylar hyperplasia by targeting IGF1, IGF1R and BCL2

Jin Ke，Pin-Yin Cao，Ya-Ping Feng，Xing Long
（Department of Maxillofacial Surgery, School of Stomatology, Wuhan

University, Wuhan, China）

▲

11：06～11：54

Chairpersons：Jin Ke（Department of Maxillofacial Surgery, School of Stomatology,
Wuhan University）

Nobumi Ogi（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of
Dentistry Aichi-Gakuin University）

O1-C-A9 Magnetic resonance imaging evaluation of condylar remodeling after arthroscopic disc
repositioning

Manoj K Sah1，Chi Yang2

（1Department of Oral Surgery, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai
Jiaotong University School of Medicine, Shanghai Key Laboratory of
Stomatology, Shanghai, China，2Department of Oral Surgery, Shanghai
Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine,
Shanghai, China）

O1-C-A10 Biomechanical evaluation of Chinese customized three dimensionally printed total tem-
poromandibular joint prostheses：A finite element analysis

Xuzhuo Chen，Shanyong Zhang，Zhihang Zhou，Xinwei Chen，Yi Mao
（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）

O1-C-A11 An innovative total temporomandibular joint prosthesis with customized design and
3D printing additive fabrication a prospective clinical study

Shanyong Zhang，Chi Yang，Jisi Zheng
（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）
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O1-C-A12 Clinical application of Chinese customized three-dimensionally printed total temporoman-
dibular joint prostheses

Shanyong Zhang，Xuzhuo Chen，Zhihang Zhou，Yi Mao，Xinwei Chen
（Ninth People’s Hospital, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）

Poster Presentations（Asian Session）
Poster Presentation Room（1F Special Meeting Room 101～103） July 27-28（Sat/Sun）

▲

Discussion time：July 27（Sat）, 17：45～18：30

P-A1 Effect of platelet rich plasma on condylar cartilage injury in growing rabbits：An experi-
mental study

Qing Zhou，Xiaofeng Bai，Chunan Cheng
（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Stomatology,

China Medical University, Shengyang, Liaoning Province, China）

P-A2 Three dimensional finite element analysis of Costochondral Graft in the reconstruction of
condylar with mandibular advancement

Yi Mao，Xuzhuo Chen，Zhihang Zhou，Xinwei Chen，Shanyong Zhang
（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）

P-A3 Expression and significance of DLK2 gene during cartilage development
Weifeng Xu，Shanyong Zhang

（Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital, College of
Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China）

P-A4 AZD8835 inhibits osteoclastogenesis and periodontitis induced alveolar bone loss in rats
Yexin Wang，Shanyong Zhang

（Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital, College of
Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China）

P-A5 LY411575, a potent gama secretase inhibitor, suppresses osteoclastogenesis in vitro and
LPS induced calvarial osteolysis in vivo

Xinwei Chen，Shanyong Zhang
（Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital, College of

Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China）



― 57 ―

P-A6 The role of thrombospondin-4 in rats with myogenic orofacial pain
Xiaofeng Bai1，Xuedi Zhang2，Xia Zhang2

（1Department of Oral ＆ Maxillofacial Surgery, School of Stomatology,
China Medical University, Shenyang, China，2Department of
Anesthesiology, School of Stomatology, China Medical University,
Shenyang, China）

P-A7 A case report of the Otorrhea by TMJ herniation via Huschke foramen or the osteochondral
dissecans secondary to advanced TMJ degeneration?

Kayo Tamura，Kenichiro Murakami
（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ako City Hospital, Hyogo,

Japan）

P-A8 A case of infectious arthritis of the temporomandibular joint in a patient with osteoarthrosis
complicated by synovial chondromatosis

Masahiro Watanabe1,２，Hiroshi Inoue1,２，Tomoko Okamoto1,２，
Tatsuo Yamada2,３，Tomokazu Motohashi2，Masahiro Nakajima2，
Mitsuchika Sugitatsu1,２

（1Department of Dentistry and Oral Surgery, Osaka Red Cross Hospital,
Osaka, Japan，2Second Department of OMS, Osaka Dental University,
Osaka, Japan，3Department of Dentistry, NHO Osaka Minami Medical
Center, Osaka, Japan）

P-A9 Sudden anterior cross-bite and limited opening arising from TMJ hemarhthrosis：A 1-year
follow-up

Arihiro Nakamura1，Nobumi Ogi1，Masahito Maeda1，
Yoshiko Katayama1，Michihito Nozawa2，Yoshiko Ariji2，
Eiichiro Ariji2，Kenichi Kurita1

（1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aichi Gakuin University
School of Dentistry, Nagoya, Japan，2Department of Oral and
Maxillofacial Radiology, Aichi Gakuin University School of Dentistry,
Nagoya, Japan）

P-A10 Psoriatic arthritis of the temporomandibular joint with ankylosis：A case report
Toshihiro Okamoto1,２，Nobuyuki Kaibuchi2

（1Department of Dentistry and Oral Surgery, Tokyo Women’s Medical
Univrersity, Yachiyo Medical Center, Yachiyo City, Chiba, Japan，
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Women’s Medical
University School of Medicine, Shinjuku, Tokyo, Japan）
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P-A11 Clinical efficacy of a small preauricular incision with arthroscopic assistance for removal of
TMJ synovial chondromatosis：A retrospective case series

Nobumi Ogi1，Arihiro Nakamura1，Yoshiko Katayama1，
Masahito Maeda1，Ryoko Kawai2，Yoshihiko Sugita2，
Katsutoshi Kubo2，Masako Nishiyama3，Michihito Nozawa3，
Yoshiko Ariji3，Hatsuhiko Maeda2，Eiichiro Ariji3，Kenichi Kurita1

（1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aichi Gakuin University
School of Dentistry, Nagoya, Japan，2Department of Oral Pathology,
Aichi Gakuin University School of Dentistry, Nagoya, Japan，
3Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Aichi Gakuin
University School of Dentistry, Nagoya, Japan）

P-A12 Outcome study of surgical interventions for internal derangement of temporomandibular
joint with closed lock；Retrospective analysis

Shota Maruo1，Shinsuke Hori1，Junko Yamada1，Junya Sonobe1，
Kenichiro Murakami2

（1Department of Oral Surgery, Kyoutango City Kumihama Hospital,
Kyoutango, Japan，2Department of Oral Surgery, Ako City Hospital,
Ako, Japan）

P-A13 A multi-center retrospective study of mandibular fractures：Do occlusal support and the
mandibular third molar affect mandibular condylar fractures?

Takumi Hasegawa，Daisuke Takeda，Satomi Arimoto，
Yasumasa Kakei，Masaya Akashi，Takahide Komori

（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate
School of Medicine, Kobe, Japan）

P-A14 Validity of clinical diagnosis criteria for sleep bruxism comparing to a reference standard
using single-channel electromyogram

Saki Mikami1，Taihiko Yamaguchi2，Miku Saito2，Toshinori Nakajima3，
Masana Maeda3，Taishi Saito2，Toshimitsu Sakuma2，
Souta Takahashi2，Mebae Takahashi2，Akihito Gotouda1

（1Department of Temporomandibular Disorder, Center for Advanced Oral
Medicine, Hokkaido University Hospital, Sapporo, Japan，2Department of
Crown and Bridge Prosthodontics, Faculty of Dental Medicine, Hokkaido
University, Sapporo, Japan，3Department of Crown and Bridge
Prosthodontics, Hokkaido University Hospital, Sapporo, Japan）
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P-A15 Clinical characteristics of the patients with temporomandibular joint disorder：Retrospec-
tive study in Korea University Anam Hospital

In-Seok Song1，Kiho Lee2，Hoon Chung3，Jae-Jun Ryu1

（1Department of Dentistry, Korea University Anam Hospital, Seoul,
Korea，2Graduate and General Practitioner, Seoulgoun Dental Clinic,
Graduate School of Clinical Dentistry, Korea University, Seoul, Korea，
3Adjunct Professor, Section of Dentistry, Korea University Anam
Hospital, Seoul, Korea）

P-A16 Effect of an stabilization splint on occlusion in patients with temporomandibular disorder
In-Seok Song1，Seong Mo1，Hoon Chung2，Jae-Jun Ryu1

（1Department of Dentistry, Korea University Anam Hospital, Seoul,
Korea，2Adjunct Professor, Section of Dentistry, Korea University Anam
Hospital, Seoul, Korea）

P-A17 Evaluation of accuracy and sensory outcomes of mandibular reconstruction using computer
assisted surgical simulation

Zhihang Zhou，Shanyong Zhang
（Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong

University School of Medicine, Shanghai, China）

P-A18 3-Dimensional volumetric analysis of the mandibular condyles after orthognathic surgery in
skeletal class II patients

Jiyoel Bak，Jong-Seok Shin，Min-Ah Kim，Bo-Yeon Hwang，
Byung-Joon Choi

（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyung Hee University
School of Dentistry, Seoul, Korea）

P-A19 Evaluation of positional changes of mandibular condyle according to fixation method for or-
thognathic surgery in patients with mandibular prognathism - Cone beam computed to-
mography

Minah Kim，Jong-Seok Shin，Jiyeol Bak，Bo-Yeon Hwang，
Byung-Joon Choi

（Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyung Hee University
School of Dentistry, Seoul, Korea）
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P-A20 Assessment of the temporomandibular joint by MRI before and after mandibular osteotomy
Seigo Ohba1，Takamitsu Koga1，Misa Sumi2，Kei-Ichirou Miura1，
Noriaki Yoshida3，Takako Kawasaki4，Izumi Asahina1

（1Department of Regenerative Oral Surgery, Institute of Biomedical
Sciences, Nagasaki University, Nagasaki, Japan，2Department of
Radiology and Cancer Biology, Institute of Biomedical Sciences, Nagasaki
University, Nagasaki, Japan，3Department of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics, Institute of Biomedical Sciences, Nagasaki
University, Nagasaki, Japan，4Department of Dentistry, Sasebo Chuo
Hospital, Sasebo, Japan）

P-A21 Changes of the condylar position after modified disc repositioning：a retrospective study
based on magnetic resonance imaging

Xinru Xie，Shanyong Zhang
（Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital, College of

Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China）

P-A22 Efficacy of double needle cannula arthrocentesis technique for temporomandibular joint
pain and chronic closed lock disorder

Kryssa Justine Dizon Agpoon，Liezl Manaloto-Ceballos
（Korea University Medical Center-Guro, Seoul, Korea）

P-A23 A prospective study of 127 arthroscopies of the temporomandibular joint：An indian experi-
ence

Nehal Patel
（K.P.Sanghvi Hospital, Surat, Gujarat, India）

P-A24 Alloplastic temporomandibular joint replacement：A case series and review of current
treatment trends in Indian scenario

Abhay T Kamath
（Manipal College of Dental Sciences, Manipal, Karnataka, India）
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社団法人日本顎関節学会総会・学術大会

特別講演
メインシンポジウム

日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム
シンポジウム 1～3
教育講演 1，2

イブニングセミナー
教育セミナー 1，2
ハンズオンセミナー

覚道健治賞（学術奨励賞最優秀賞）受賞講演
ランチョンセミナー 1～5
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特別講演

特別講演のねらい

座長：近 藤 壽 郎
日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座
村上賢一郎
赤穂市民病院歯科口腔外科

現在，顎関節症の病態分類（2013）でいうところの「顎関節円板障害（III 型）a：復位性，b：非復位性」は，Wilkes CH
（1978），Farrar WB ＆ McCarty WL（1979）により，下関節腔造影撮影法による関節円板の描出によって，明確な病
態として認知され，それに伴い関節円板の整位，または切除などの顎関節開放手術（Open Arthrotomy）が，論理的な
治療法として 1980 年代初頭に広く行われるようになりました。Dolwick 先生はこの時期の顎関節開放手術の推進者の一
人で，まさに顎関節開放手術のパイオニアであります。しかし先生は関節開放手術の術後の経過を緻密に追跡するのと
並行して，Nitzan 先生とともに上関節腔洗浄療法（Arthrocentesis：1991）を開発した低侵襲処置のパイオニアでもあ
るのです。外科医は常に自身で行った手術に対して，その結果に謙虚であり，長期の観察をもってその責任を果たさな
くてはなりませんが，Dolwick 先生の外科医としての来し方はまさにそれそのものであります。先生の手術の長期観察
の結果を含めた 50 年近くの回顧と未来への示唆は，われわれ臨床医に深い感銘を与えてくれるものと確信し，本学会で
の御講演をお願いした次第です。
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●略歴●

近藤壽郎
1980 年 3 月 鶴見大学歯学部卒業
1985 年 3 月 鶴見大学大学院歯学研究科博士課程修了
1987 年 4 月 鶴見大学歯学部講師（口腔外科学第 1 講座）
1991 年 4 月 労働福祉事業団 横浜労災病院歯科口腔外科部長
1999 年 1 月 鶴見大学歯学部助教授（口腔外科学第 1 講座）
2003 年 4 月 日本大学教授（松戸歯学部口腔外科学講座）
2005 年 4 月 日本大学教授（松戸歯学部顎顔面外科学講座：主任）

現在に至る

学外兼任 熊本大学大学院非常勤講師（顎口腔病態学分野）
鶴見大学歯学部非常勤講師（口腔顎顔面外科学講座）
東北大学大学院歯学研究科非常勤講師（顎顔面・口腔外科学講座）

指導医・専門医
口腔外科専門医，（公社）日本口腔外科学会指導医
（一社）日本顎関節学会認定指導医
（一社）日本顎関節学会認定顎関節症専門医
（一社）日本有病者歯科医学会指導医
（一社）日本有病者歯科医学会専門医

（一社）日本顎関節学会：理事長，理事，評議員
（公社）日本口腔外科学会：理事，評議員
（NPO）日本口腔科学会：監事，理事，評議員
（一社）日本口腔内科学会：理事，評議員
（一社）日本歯科薬物療法学会：理事，評議員
（一社）日本小児口腔外科学会：理事，評議員
（特定非営利）日本顎変形症学会：監事，評議員
（一社）AO Japan/AOCMF Japan 前会長
日本口腔顎顔面外傷学会：副理事長，理事，評議員
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons：Affiliate member

村上賢一郎
1978 年神奈川歯科大学卒業，1984 年京都大学医学研究科修了（医学博士），

助手，講師を経て京都大学医学部口腔外科学助教授，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（UCLA），1998 年 Guest Professor（Wien University）
日本顎関節学会渉外委員/専門医/指導医，日本口腔外科学会国際学術委員/口腔外科指導医，

日本顎変形症学会名誉会員，日本口腔リハビリテーション学会監事
American Association of Oral and Maxillofacial Surgery 会員，International Editorial Board of

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery，International Association of Oral and Maxillofacial
Surgery，American Society of Temporomandibular Joint Surgeon 会員，European Society of Temporomandibular Joint
Surgeon 名誉会員



― 64 ―

特別講演

45 years of TMJ Surgery 1976-2019
―Current philosophy and observations―

M. Franklin Dolwick
Professor and Chairman, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Florida
College of Dentistry, USA

This presentation will review my experiences performing TMJ surgery for the management of TMJ Internal Derange-
ments and Osteoarthritis. I will discuss my experiences with arthrography and disk repositioning, including the evalu-
ation of the techniques and the results. I will review the severe failure with alloplastic interpositional implants（Silastic
and Proplast-Teflon）. Following alloplastic implant failure there was a period of time when autologous grafts were popu-
lar. These procedures also resulted in limited success.

The report of TMJ arthroscopy by Dr. Onishi and later by Sanders, McCain and others revolutionized the surgical ap-
proach to TMJ Internal Derangement and Osteoarthritis. In 1991, Nitzen and I introduced TMJ arthrocentesis as a con-
servative minimally invasive TMJ procedure. Conservative procedures of arthroscopy and arthrocentesis have resulted
in TMJ open surgeries being rarely performed.

The introduction of successful and safe alloplastic TMJ reconstruction in the late 1980’s has led to a period of over 20
years of success with total joint replacement for advanced TMJ osteoarthritis. Currently, most early TMJ Internal De-
rangement and Osteoarthritis can be successfully treated with arthrocentesis and/or arthroscopy. TMJ alloplastic total
joint replacement is available for the advance severe cases.

This presentation will review my experiences both successful and unsuccessful performing TMJ surgery from 1976-
2019. I will present my current philosophies and what I have learned managing these difficult patients.
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●略歴●

Dr. Dolwick is a world-renowned Oral and Maxillofa-
cial surgeon specializing in the surgical treatment of tem-
poromandibular disorders. He was a pioneer in the devel-
opment of TMJ arthrography and surgical procedures
for the treatment of TMJ internal derangement. Dr. Dol-
wick has served on several TMJ study committees for
the American Dental Association, National Institutes for
Dental Research and the American Association of Oral
and Maxillofacial Surgeons. Dr. Dolwick has published
over 100 papers and co-authored four books.

Dr. Dolwick received his DMD from the University of
Kentucky and his PhD and certification in Oral and Max-
illofacial Surgery from the Medical College of Virginia.
Dr. Dolwick is Chairman of the Department of Oral and
Maxillofacial Surgery at the University of Florida College
of Dentistry. He currently serves as the Parker E. Mahan
Facial Pain Endowed Professor, and previously served as
Residency Program Director until January 1, 2015. He is
a full-tenured Professor for the Department of Oral and
Maxillofacial Surgery. He also serves as a member of the
Craniofacial Cleft-Palate Team and with the Sleep Medi-
cine Faculty. He is board-certified by the American
Board of Oral and Maxillofacial Surgery and is a member
of the appropriate professional organizations. In 1993, he
received the Research Recognition Award from the Oral
and Maxillofacial Surgery Foundation for his research on
temporomandibular disorders. In 2013, he received the
Donald B. Osbon Outstanding Teacher Award by the
American Association of Oral and Maxillofacial Surgery.

His current research interest includes temporomandi-
bular joint arthrocentesis, temporomandibular joint
biomechanics and tissue engineering of the temporoman-
dibular joint disk, office-based arthroscopy, total joint re-
construction, and treatment of temporomandibular joint
internal derangement and osteoarthritis.

Dr. Dolwick’s major accomplishments include the fol-
lowing：
Pioneer in the development of TMJ arthrography,
arthrocentesis and surgical procedures for the treatment
of TMJ disorders.
•Article on TMJ Arthrography published in 1979. Am J.
of Roentgenology selected as the 78th most cited article
published in that journal’s 100-year history.
•Developed TMJ arthrocentesis procedures in 1989.
Has become internationally used to relieve pain in thou-
sands of patients. Over 100 articles published on subject
in over 30 different countries since 1989.

Published over 100 peer-reviewed scientific articles.
Published over 50 scientific abstracts.
Co-authored four textbooks.
Participated in the education of over 4,000 dental stu-
dents.
Participated in the education of over 100 oral and maxil-
lofacial surgery residents.
Had 15 international fellows from 10 countries.
Has lectured in 45 of 50 of US states.
Has lectured in 30 different countries.

Dr. Dolwick has received several awards, which in-
clude the following：
1979 - Commissioned to the Honorable Order of Ken-
tucky Colonels by Julian M. Carroll, Governor of the
Commonwealth of Kentucky
1980 - Meritorious Service Award, United States Air
Force
1983 - Guralnick Visiting Professor of Oral and Maxillofa-
cial Surgery at Massachusetts General Hospital, Boston,
Massachusetts at Harvard University
1986 - Annual M. Franklin Dolwick Student Research
Award established at the University of Texas - San Anto-
nio School of Dentistry
1991 - 25th Anniversary University of Kentucky College
of Dentistry Alumnus Award
1993 - American Association of Oral and Maxillofacial
Surgery Foundation Research Recognition Award
2003 - Florida Blue Key Distinguished Faculty Award
from the University of Florida
2006 - Top 100 Cited AJR（American Journal of Roent-
genology）articles at AJR’s Centennial. Article cited
ranked #78 out of 100. Title：“Arthrotomography of the
temporomandibular joint.”Authors：Katzberg RW；
Dolwick MF, et. al.
2006 - Recipient of the 2006 Distinguished Alumni Award
from the University of Kentucky
2013 - Parker E. Mahan Facial Pain Endowed Professor
for a 3-year term as outstanding educator, scientist and
clinician and pioneering work in the development of tem-
poromandibular joint（TMJ）diagnostic and surgical pro-
cedures
2013 - Donald B. Osbon Outstanding Educator Award for
outstanding educator in the specialty of Oral and Maxillo-
facial Surgery
2014 - Southeastern Society of Oral and Maxillofacial Sur-
gery Outstanding Educator Award
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メインシンポジウム
顎関節症専門医が目指す未来

メインシンポジウムのねらい

座長：近 藤 壽 郎
日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座
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

本邦の歯科医療における各歯科医師の専門性の明確化とその診療水準の担保としての専門医の広告（表示）は，口腔
外科，歯周病，小児歯科，歯科麻酔，歯科放射線の 5 分野において認められています。これら 5 分野をはじめとして，
多くの歯科領域の学会が独自の認定専門医制度を設けているのが現状であります。私ども顎関節学会も同様に学会認定
専門医を制度化して現在にいたっています。

今後の歯科医療にとって，専門医制度がどのように制度化し，また成熟し，国民に認知され活用され，歯科医療全体
の質の向上に貢献するかなど，いまだ予測が不明確な点も少なくないのが現状だと思います。そこで，顎関節学会認定
専門医を一つの軸として，今後の本邦の歯科医療の質の向上に対して，いかに専門医制度が寄与できるのか，その道筋
の途上を大まかにでも理解することには意味があり，3 名の識者にご登壇いただき，それぞれの立場から鳥瞰していただ
くことを本シンポジウムのねらいの一つとしたいと思います。

●略歴●

近藤壽郎
1980 年 3 月 鶴見大学歯学部卒業
1985 年 3 月 鶴見大学大学院歯学研究科博士課程修了
1987 年 4 月 鶴見大学歯学部講師（口腔外科学第 1 講座）
1991 年 4 月 労働福祉事業団 横浜労災病院歯科口腔外科部長
1999 年 1 月 鶴見大学歯学部助教授（口腔外科学第 1 講座）
2003 年 4 月 日本大学教授（松戸歯学部口腔外科学講座）
2005 年 4 月 日本大学教授（松戸歯学部顎顔面外科学講座：主任）

現在に至る

学外兼任 熊本大学大学院非常勤講師（顎口腔病態学分野）
鶴見大学歯学部非常勤講師（口腔顎顔面外科学講座）
東北大学大学院歯学研究科非常勤講師（顎顔面・口腔外科学講座）

指導医・専門医
口腔外科専門医，（公社）日本口腔外科学会指導医
（一社）日本顎関節学会認定指導医
（一社）日本顎関節学会認定顎関節症専門医
（一社）日本有病者歯科医学会指導医
（一社）日本有病者歯科医学会専門医

（一社）日本顎関節学会：理事長，理事，評議員
（公社）日本口腔外科学会：理事，評議員
（NPO）日本口腔科学会：監事，理事，評議員
（一社）日本口腔内科学会：理事，評議員
（一社）日本歯科薬物療法学会：理事，評議員
（一社）日本小児口腔外科学会：理事，評議員
（特定非営利）日本顎変形症学会：監事，評議員
（一社）AO Japan/AOCMF Japan 前会長
日本口腔顎顔面外傷学会：副理事長，理事，評議員
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons：Affiliate member
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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
1985 年 九州歯科大学助手
1988 年 国内研修：東京医科歯科大学歯科補綴学第 1 講座
1992 年 文部省在外研究員：UCLA Dental Research Institute
1993 年 九州歯科大学講師
2001 年 九州歯科大学助教授
2003 年 九州歯科大学教授
2008 年 九州歯科大学附属病院病院長（2010 年 3 月まで）
2010 年 公立大学法人九州歯科大学大学院研究科長（2012 年 3 月まで）
2012 年 公立大学法人九州歯科大学副学長（2018 年 3 月まで）
2013 年 公立大学法人九州歯科大学附属図書館長併任（2016 年 3 月まで）
2018 年 公立大学法人九州歯科大学口腔機能学講座長 現在に至る

日本顎関節学会：副理事長，理事
日本磁気歯科学会：前理事長，理事
日本顎顔面補綴学会：前理事長，監事
日本顎口腔機能学会：理事
日本睡眠歯科学会：理事
日本咀嚼学会：理事
日本補綴歯科学会：代議員
日本口腔顔面痛学会：評議員
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メインシンポジウム
顎関節症専門医が目指す未来

1．歯科保健医療を取り巻く状況

小 嶺 祐 子
厚生労働省医政局歯科保健課

いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上となる 2025 年以降，日本の総人口は減少し，高齢者人口の割合が増加すること
から，国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれている。また，歯科口腔保健の状況については，8020
達成者の割合が増加する一方で，歯周病の有病者率も増加している。

このように高齢社会の進展による患者像の変化や生活環境の多様化などによる歯科保健医療を取り巻く状況の変化を
ふまえ，歯科医師の資質向上などに関する検討会において，「歯科保健医療ビジョン」が取りまとめられた。本シンポジ
ウムでは，歯科保健医療を取り巻く最近の動向や，歯科保健医療提供体制の今後の方向性などについてお話しさせてい
ただきたいと思う。

●略歴●

2000 年 東北大学歯学部卒業
2006 年 東北大学大学院歯学研究科博士課程修了
2008 年 東北大学大学院歯学研究科加齢歯科学分野助教
2011 年 厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部医事課
2012 年 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室

2012 年 厚生労働省老健局老人保健課
2013 年 厚生労働省東北厚生局健康福祉部医事課 課長
2015 年 厚生労働省保険局医療課 歯科医療専門官
2016 年 同 課長補佐
2018 年 厚生労働省医政局歯科保健課 課長補佐（現職）
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メインシンポジウム
顎関節症専門医が目指す未来

2．歯科医療における専門医の必要性を多面的に語る

住 友 雅 人
日本歯科医学会，（一社）日本歯科医学会連合，（一社）日本歯科専門医機構

日本歯科専門医機構は医科の新専門医制度のスタートに合わせ 2018 年 4 月に創設された。機構は社員学会の歯科専門
医基準を承認し，各学会が認定する専門医を一括して管理，監督することから，責任をもって国民に公表し，同時に歯
科分野の専門性についても周知を図るという役目を担う。そのために機構の社員には，透明性をもった自己評価組織と
して，みずからの手で忠実に育てていくという意識が求められる。

診療所が主体の歯科では，専門性を追求すればするほど患者さんにとってメリットが大きいとはいえないことも起こ
りうるので，国民が求める歯科的問題の解決に必要な専門分野とは何かという検討が重要になってくる。

歯科医師免許の更新制度がないわが国においては，専門医制度を生涯研修の一環として活用し，適切な医療の提供体
制を維持するという意味においても，専門医の取得には大きな意義がある。

●略歴●

1969 年 3 月 日本歯科大学卒業
1973 年 3 月 日本歯科大学大学院歯学研究科（歯科理工学専攻）修了
1973 年 6 月 日本歯科大学口腔外科学第 1 講座助手
1974 年 4 月 日本歯科大学歯科麻酔学教室助手
1996 年 5 月 日本歯科大学歯学部共同利用研究所教授（歯科麻酔学併任）
2001 年 4 月 日本歯科大学歯学部附属病院長

2008 年 4 月 日本歯科大学生命歯学部長
2013 年 4 月 日本歯科大学名誉教授
2013 年 7 月 日本歯科医学会会長
2016 年 4 月 （一社）日本歯科医学会連合理事長
2018 年 4 月 （一社）日本歯科専門医機構理事長
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メインシンポジウム
顎関節症専門医が目指す未来

3．顎関節症専門医制度の回顧と前進

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

顎関節症は顎関節が直視できず，顎関節のみならずそれを動かす筋肉に問題や症状がある場合も含めて病態は多岐に
わたり，鑑別を要する疾患も多岐にわたる。患者さんの訴えから機能障害を的確に診断し治療に結び付けるためには，
エビデンスの積み重ねに基づいたそれなりのトレーニングが必要である。したがって，顎関節症専門医には初期対応の
重要性の理解・指導とさらなる診断（鑑別診断と顎関節症の病態診断），治療（顎関節部や筋肉のみでなく，精神神経領
域の対応も含めて）が求められる。

日本顎関節学会ではこれらに耐えうる顎関節症専門医を育成することで国民の健康維持に寄与すべく，これまでも特
定の認定施設において指導医による教育カリキュラムのもと一定年数の研修を行い，厳密な試験により専門医の認定を
行ってきた。今回のシンポジウムでは今後の方向性について，これまでの経緯とともに述べる。

●略歴●

1980 年 新潟大学歯学部卒業
1981 年 新潟大学 助手 歯学部
1984 年 新潟県厚生連・頚南病院 歯科勤務
1987 年 新潟大学 助手 歯学部
1989 年 新潟大学 講師 歯学部附属病院
1992 年 新潟大学 助教授 歯学部
1993 年 文部省短期在外研究員（UCLA, Univ. of Roches-

ter）
1998 年 新潟大学 教授 歯学部
2001 年 新潟大学大学院教授 現在に至る

日本口腔科学会/理事，日本口蓋裂学会/理事，日本顎関
節学会/理事，口腔顔面神経機能学会/理事，日本口腔外
科学会/代議員，日本口腔腫瘍学会/評議員

指導医（日本口腔外科学会，日本顎関節学会，日本口腔
科学会，口腔顔面神経機能学会，日本有病者歯科医学会）
ICD（Infection Control Doctor：日本感染症学会）
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日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム
顎関節領域に生じた慢性 痛をどう鑑別するか？

日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会共催シンポジウムのねらい

座長：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
村 岡 渡
川崎市立井田病院歯科口腔外科

顎関節症は，顎関節あるいは咀嚼筋の 痛，顎関節雑音，顎機能障害を主徴候とする疾患であるが，そのなかでも
痛を訴えて来院する患者が多い。最も頻繁に見受けられるタイプの顎関節症では，この 痛は保存的治療で容易に緩解
し，それほど問題となることはない。しかしながら，一定の割合で難治性の 痛が持続する，慢性 痛の状態を呈する
ことがあり，この場合，患者も歯科医師も対応に苦労する。この共催シンポジウムでは，慢性 痛に陥るリスクの高い，
顎関節症と鑑別が必要な疾患，顎関節症と併存する疾患，あるいは顎関節症の症状を継続，悪化させて慢性 痛となる
因子について，各方面から症例とともに講演いただく予定である。臨床において皆様の頭を悩ます難症例への対応の一
助となれば幸甚である。

●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
2001 年 日本大学助手
2003～2005 年 ベルギー王国ルーベンカトリック大学客員教授
2005 年 日本大学松戸歯学部口腔機能学講座専任講師
2011 年 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座准教授
2016 年より 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座教授 現在に至る

日本顎関節学会：理事，専門医，指導医 日本口腔顔面痛学会：常任理事，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 痛学会：評議員 日本顎口腔機能学会：評議員 日本老年歯科医学会：評議員 日本歯科
心身医学会：評議員
International Association for Dental Research : Past President of Neuroscience Group
International Association for the Study of Pain
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders：Councilor
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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担当，学術委員会担当，ガイドライン作成委員会
委員
日本顎関節学会認定顎関節症専門医・指導医，代議員，学術委員会委員，専門医等試験委員会委員
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医 日本運動器 痛学会代議員 日本歯科薬物療法学会未承認薬対策委員会委員
Diplomate of American Board of Orofacial Pain（米国口腔顔面痛学会認定医）
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders, Councilor
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日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム
顎関節領域に生じた慢性 痛をどう鑑別するか？

1．顎関節症の痛みの慢性化―中枢性感作を生じたら？―

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

慢性 痛は，「治療に要すると考えられる時間の枠を超えて持続する痛み」と定義される。痛みの慢性化とは，一般に
3 か月以上持続する痛みのことを指すが，顎関節症患者の訴える「痛み」は，初期治療に速やかに反応する症例を除き，
3 か月以上持続することも多い。

顎関節症の痛みが慢性化するメカニズム，すなわち，初期治療が奏功せず症状の改善に時間を要する原因として，近
年では痛みを感じる感覚神経における末梢や中枢組織の感作が注目されている。中枢性感作が生じると，痛みを感じや
すくなり，本来は痛みとして感じない感覚も痛みと感じる。また，痛みの感覚自体も増強し，痛みを感じる範囲も広が
る。

今回は，顎関節症の痛みはなぜ慢性化するのか，そして，慢性化した痛みにわれわれはどのように対応すべきかを，
中枢性感作という観点から概説する。

●略歴●

2008 年 昭和大学歯学部卒業
2008～2016 年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
2010～2014 年 慶應義塾大学大学院医学研究科博士課

程
2012～2013 年 デンマーク オーフス大学歯学部臨床

生理学教室
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
2016 年～現在 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面

口腔外科学部門
2018 年 9～10 月 ドイツ エッセン大学付属病院顎顔面

口腔外科 AOCMF フェロー

日本口腔外科学会（口腔外科専門医，口腔癌診療ガイド
ライン改定委員会 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，学術委員会 委員）
日本口腔顔面痛学会（専門医，評議員，ガイドライン作
成委員会 委員など）
国際口腔顎顔面外科専門医（FIBCSOMS）
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
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日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム
顎関節領域に生じた慢性 痛をどう鑑別するか？

2．顎関節領域に生じる三 神経ニューロパチー
―びりびりとした発作痛や持続痛をどうするか―

野 間 昇
日本大学歯学部口腔診断学講座

三 神経ニューロパチーとは，三 神経になんらかの原因で機能障害が生じ，感覚の異常をきたす病態の総称である。
原因となる病態には，外傷，帯状疱疹や HIV 感染，骨髄炎などの三 神経を傷害しうる感染症，三 神経痛や多発性硬
化症などの神経疾患，脳腫瘍などの三 神経に傷害を起こしうる空間占拠性病変，顎骨腫瘍や転移性腫瘍などが含まれ
る。

本講演では顎関節領域に生じる三 神経ニューロパチーを提示し，定性感覚検査・定量感覚検査などを用いた診断方
法について概説する。またその他の顔面痛および頭痛（舌咽神経痛，中間神経痛など）の鑑別法についても触れてみた
い。

●略歴●

1999 年 日本大学歯学部卒業
日本大学歯学部（口腔外科第 1 講座）入局

2002 年 日本大学歯学部助手（口腔外科第 1 講座）
2003 年 日本大学歯学部専修医（口腔外科第 1 講座）
2008 年 日本大学助教（口腔診断学講座）
2009～2011 年 ニュージャージー医科歯科大学歯学部

（長期海外派遣研究員）
2013 年 日本大学准教授

Diplomate, The American Board of Orofacial Pain
Fellow, The American Academy of Oral Medicine
Certificate of Headache Master（by the International
Headache Society）

日本口腔診断学会指導医，認定医，日本口腔顔面痛学会
指導医，専門医，からだ・運動器のいたみ専門医療者，
日本口腔診断学会（代議員），日本口腔顔面痛学会（評
議員），日本口腔内科学会（代議員），International subcom-
mittee of American Academy of Oral Medicine as a rep-
resentative of Japan
受賞歴：Journal of Endodontics Publication Award
（2018），日本大学歯学部佐藤賞（2017）

日本口腔顔面痛学会医療保険委員会委員長
日本口腔顔面痛学会ガイドライン作成委員会委員
日本口腔顔面痛学会広報委員会委員
日本口腔顔面痛学会セミナー企画運営委員会委員
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日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム
顎関節領域に生じた慢性 痛をどう鑑別するか？

3．顎関節症と鑑別が必要な頭痛―下顔面に痛みを生じる頭痛―

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，2018 年におよそ 300 種類の頭痛や顔面痛を分類し，それぞれの診断基準を示した，最新の国際頭痛
分類第 3 版（ICHD-3）を発表した。ICHD-3 では頭痛を「眼窩外耳孔線および・または項部上縁より上部にある痛み」，
また顔面痛を「眼窩外耳孔線以下，耳介前方，頸部より上方の痛み」と定義しており，これに従えば，眼窩外耳孔線が
頭痛と顔面痛を区別する境界となるはずであるが，いずれも三 神経を介する痛みの性質がゆえに頭痛なのか顔面痛な
のかの鑑別に苦慮することも少なくない。本講演では，顎関節症の鑑別診断として知っておくべき，口腔顔面痛を呈す
ることが知られている一次性頭痛について，歴史的変遷ならびに最新の研究動向そして国際的なコンセンサスについて
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 USC School of Dentistry, Diagnostic Sci-

ences（日本大学海外派遣研究員）

日本補綴歯科学会専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医
日本頭痛学会専門医・指導医
Diplomate, American Board of Orofacial Pain
Fellow of American Academy of Orofacial Pain
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibu-
lar Disorders Council member
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日本顎関節学会・日本口腔顔面痛学会共催シンポジウム
顎関節領域に生じた慢性 痛をどう鑑別するか？

4．顎顔面部に慢性 痛を呈する心理社会的因子
～顎関節症の痛みは顎関節の疾患か？～

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

痛みは不快な感覚的，情動的経験である。慢性 痛では中枢性感作が絡み病態がより複雑になっていく。
頭頸部の慢性 痛の一つの顎関節症は，関節の痛みと咀嚼筋の痛みとに分類される。比較的器質的所見を伴う関節の

痛みに対し，咀嚼筋痛では乏しい。むしろ悪習癖や食いしばりといった筋の過緊張に起因する機能的痛みに位置付けら
れる。

では，外傷→組織損傷→痛みのように，原因→病理→結果として痛みが生じるのであれば，咀嚼筋痛の“原因”にあ
たるものは何であろうか？ 慢性 痛に心理社会的因子の影響は明らかであるが，咀嚼筋痛においてはまさに歯を食い
しばって緊張を重ねなければならない環境，心理社会的因子そのものが原因となっている症例も少なくない。

本シンポジウムでは，慢性 痛にみられる一般的な心理社会的な因子や咀嚼筋痛の特徴的な因子について考察したい。

●略歴●

1995 年 3 月 九州歯科大学歯学部歯学科卒業
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口腔顎顔面病

態学講座歯科麻酔学分野
講師 現職

日本歯科麻酔学会：評議員，歯科治療による三 神経損
傷の診断とその治療方針に関するガイドライン策定作業
部会

日本口腔顔面痛学会：学術委員会 臨床研究検討部会（委
員長），非歯原性歯痛の診断治療ガイドライン委員会，
編集委員会，倫理委員会，渉外委員会
日本運動器 痛学会：暫定評議委員

日本口腔顔面痛学会：指導医，専門医
日本頭痛学会：専門医
日本歯科麻酔学会：専門医，認定医
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シンポジウム 1
顎関節領域の基礎研究

シンポジウム 1のねらい

座長：依 田 哲 也
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野
小 倉 直 美
日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座

治療法や診断法を確立するためには，病態を把握し原因を追究することが重要ですが，臨床的研究だけでは限界があ
り，基礎的研究が不可欠です。さらには，基礎的研究を基礎的分野の研究者のみに委ねるのではなく，臨床系の教室だ
からこそできる研究，発想があるはずです。そこで今回は，顎関節疾患の臨床のための基礎的研究を再認識することを
目的に本シンポジウムを組み，臨床系の 4 教室の先生に，顎関節症における滑膜細胞ないしは軟骨破壊，咀嚼筋 ・
膜過形成症の病態解明研究について演者をお願いしました。いずれも最近の数年間，本学会にほぼ毎年一貫したテーマ
で発表をされている教室で主導的立場にある先生方です。本シンポジウムが，顎関節疾患の基礎研究の推進に，さらに，
新たな診断法および治療法開発に貢献できることを期待しております。

●略歴●

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
1991 年 同修了
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
2019 年 東京医科歯科大学副学長・理事

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

小倉直美
1982 年 共立薬科大学卒業

日本大学松戸歯学部口腔外科学第 1 講座副手
1999 年 日本大学博士（歯学）
2003 年 日本大学松戸歯学部口腔外科学講座（講座名変更）助手
2005 年 日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座（講座名変更）講師（専任扱）
2009 年 日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座専任講師

International Association for Dental Research
日本分子生物学会，日本再生医療学会，日本骨代謝学会，日本軟骨代謝学会 他
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シンポジウム 1
顎関節領域の基礎研究

1．培養ヒト顎関節滑膜細胞を用いた顎関節炎症病態関連因子の検討

小 倉 直 美
日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座

顎関節滑膜は，顎関節腔内を被覆する組織で，滑液分泌や細胞外基質の産生など，顎関節の恒常性維持に重要な組織
である。顎関節円板転位障害および変形性顎関節症患者の滑膜では，毛細血管の増生や充血などの滑膜炎所見が高頻度
で観察される。また，顎関節滑液解析では，顎関節円板転位障害患者や変形性顎関節症患者では IL-1β，IL-6，TNF-α
といった炎症性サイトカインが上昇していることが報告されている。われわれは，炎症と顎関節腔内の病態形成との関
連について検討することを目的に、ヒト顎関節滑膜から分離した線維芽細胞様細胞（滑膜細胞）に炎症的刺激を行い，
発現変動する遺伝子群を検討してきた。本講演では，今までに得られた結果から，滑膜細胞の細胞学的性質および炎症
時の細胞動態について紹介する。

●略歴●

1982 年 共立薬科大学卒業
日本大学松戸歯学部口腔外科学第 1 講座副手

1999 年 日本大学博士（歯学）
2003 年 日本大学松戸歯学部口腔外科学講座（講座名変

更）助手
2005 年 日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座（講座名

変更）講師（専任扱）
2009 年 日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座専任講師

International Association for Dental Research
日本分子生物学会，日本再生医療学会，日本骨代謝学会，
日本軟骨代謝学会 他



― 79 ―

シンポジウム 1
顎関節領域の基礎研究

2．TGF-β/Smad3 シグナルを介した TMJ-OAの分子病態解明

井 澤 俊
徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面矯正学分野

TGF-β シグナリングの主要なシグナル伝達因子である Smad3 の TMJ-OA における役割を経時的に解析するととも
に，軟骨細胞の遊走に重要な役割を果たす脂質メディエーターの一つ，スフィンゴシン 1 リン酸（S1P）とのシグナルク
ロストークを介した軟骨細胞の維持機構について検索した。Smad3 ノックアウトマウスの下顎頭軟骨を解析した結果，
軟骨細胞領域の著しい減少を認め，TUNEL や Caspase 3 などアポトーシス分子陽性細胞の増加がみられた。さらに，MMP
13 の発現亢進と，Col2a1 の発現低下を認めた。下顎頭軟骨における S1P 受容体（S1P1-5）では S1P3の著しい発現低下が
みられた。以上のことから，Smad3/S1P3シグナル経路が TMJ-OA の病態形成において重要な役割を果たしていること
が示唆された。

●略歴●

2000 年 徳島大学歯学部歯学科卒業
2004 年 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

口腔顎顔面矯正学分野助手
2009～2012 年 米国ワシントン大学医学部病理免疫学講

座博士研究員
2012 年 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

口腔顎顔面矯正学分野助教
2015 年 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面矯正

学分野助教（大学院名称変更）

日本矯正歯科学会・指導医，認定医
米国骨代謝学会・会員
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シンポジウム 1
顎関節領域の基礎研究

3．機械的刺激による軟骨破壊のメカニクス
―顎関節症治療薬候補物質の探索―

廣 瀬 尚 人
広島大学大学院医系科学研究科 歯科矯正学

顎関節症の原因は，構造的要因から精神的要因まで非常に多岐にわたる。さらに複雑化した現代社会の生活習慣も大
きく関わり，その治療を困難なものにしている。われわれは，“がん”など他の疾患と同様に顎関節症を細胞生物学的観
点（生物はすべて細胞の集合体であり細胞レベルで解析する学問）より捉え，アプローチしていく必要性があると考え
る。顎関節症を単純化すると，軟骨の炎症（炎症性サイトカインの分泌）とそれに起因する軟骨の破壊（基質分解酵素
の分泌）に集約される。これを根幹として，細胞内のさまざまな因子やメカニクスが密接に関与している。本講演では，
これまでわれわれが長年研究を行ってきた下顎頭に対する機械的負荷と軟骨破壊のメカニクスについて，そして顎関節
症新規治療薬となりうる生理活性物質について紹介する。

●略歴●

2006 年 3 月 広島大学歯学部卒業
2007 年 3 月 広島大学病院歯科医師臨床研修プログラ

ム修了
2011 年 3 月 広島大学歯学研究科修了 博士（歯学）
2013 年 11 月 広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯科

矯正学助教
2018 年 4 月 広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯科

矯正学外来医長

日本顎関節学会 学術委員会委員・専門医等認定委員会
委員
日本矯正歯科学会 認定医
中四国矯正歯科学会 学術委員
日本口蓋裂学会 会員
WFO（World Federation of Orthodontists）会員
IADR（International Association for Dental Research）
会員
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シンポジウム 1
顎関節領域の基礎研究

4．咀嚼筋 ・ 膜過形成症の病態解明とトランスレーショナルリ
サーチへの展望

佐 藤 毅
埼玉医科大学医学部口腔外科学教室

咀嚼筋 ・ 膜過形成症は日本で発見された疾患であり，咀嚼筋の および 膜が過形成することにより筋の伸展が
制限され，開口障害をきたす疾患である。私は，この 13 年間，依田哲也先生の教室で本疾患の病態解明に取り組んでき
た。当初，本疾患の病理像から 組織は正常であり，過形成を呈するだけと考えられていたが，これまでの私たちの研
究から，本疾患の病態は単なる ・ 膜の過形成ではないことが明らかとなってきた。本シンポジウムでは，咀嚼筋 ・

膜過形成症についてわれわれが行ってきた研究成果を踏まえて概説し，トランスレーショナルリサーチへの展望につ
いても触れたい。さらに，臨床医学の教室においていかに効率良く，そして楽しく研究を進めるのかに関しても，お話
しできればと考えている。

●略歴●

1998 年 3 月 東北大学歯学部卒業
2002 年 3 月 東京医科歯科大学医歯学総合研究科歯周

病学分野
大学院博士課程修了

2002 年 4 月 東京大学医学部附属病院顎口腔外科歯科
矯正歯科医員

2003 年 4 月 佐藤歯科医院勤務医
2004 年 10 月 埼玉医科大学病院歯科・口腔外科助手
2007 年 4 月 同上 助教
2010 年 10 月 同上 講師
2015 年 1 月 同上 准教授

日本口腔外科学会 代議員
日本顎関節学会 ポスター発表優秀賞選考委員会委員
日本口腔科学会
日本歯周病学会
日本有病者歯科医療学会
歯科基礎医学会
日本骨代謝学会

日本口腔外科学会専門医
日本顎関節学会専門医・指導医
日本歯周病学会認定医
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シンポジウム 2
超高齢化社会の顎関節脱臼を考える

シンポジウム 2のねらい

座長：栗 田 賢 一
愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座
川 上 哲 司
奈良県立医科大学口腔外科学講座

本邦は超高齢化社会を迎え，社会の高齢化に伴う顎関節疾患の構成の変化が生じると考えられる。特に高齢者顎関節
脱臼は増加しており，今後も増加すると推定されている。

若年者と異なり，このなかには神経学的異常による顎関節脱臼が多くなってきている。神経学的異常は顎関節脱臼の
ほか，筋緊張異常を伴う顎偏位やオーラル・ジスキネジアを起こすことが知られているが，まだ歯科医には十分に理解
されていない領域である。しかし，顎関節脱臼の正確な診断は歯科医に委ねられたことであり，患者の環境下次第では
その診断が遅れることが少なからず経験する。

今回，高齢者における顎関節脱臼発症頻度調査，発生に関わる神経学的病態の解説，その対処―現状と展望―につい
て解説することは，今後，超高齢者顎関節脱臼患者管理の基礎知識となるであろう。

●略歴●

栗田賢一
1975 年 愛知学院大学歯学部歯学科卒業

愛知学院大学歯学部口腔外科学第二講座入局
1983 年 （社）日本口腔外科学会認定医取得（第 80 号）
1984 年 歯学博士取得（愛知学院大学）
1993 年 （社）日本口腔外科学会指導医取得（第 369 号）
1998 年～現在 愛知学院大学歯学部主任教授（顎口腔外科学講座）
2002 年 フィリピン口腔顎顔面外科学会名誉会員
2003～2018 年 公益社団法人日本口腔外科学会理事
2003～2018 年 アジア口腔顎顔面外科学会理事
2004～2016 年 一般社団法人日本顎関節学会理事
2005～2018 年 国際口腔顎顔面外科学会理事
2012～2016 年 公益社団法人日本口腔外科学会理事長
2012～2016 年 日本歯科医学会常任理事
2017 年 国際口腔顎顔面外科学会 Presidential Citation Award 受賞
2017 年～現在 愛知学院大学歯学部学部長
2018 年 国際口腔顎顔面外科学会名誉専門医

研究・専門分野：顎関節疾患，口唇口蓋裂，難抜歯（発表論文数：422 編）
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川上哲司
1984 年 3 月 神奈川歯科大学歯学部卒業

5 月 奈良県立医科大学附属病院臨床研修医
1986 年 5 月 奈良県立医科大学附属病院医員
1993 年 5 月 奈良県立医科大学医学部助手
1996 年 1 月 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 12 月 奈良県立医科大学医学部講師
2016 年 4 月 奈良県立医科大学医学部非常勤講師

一般社団法人日本顎関節学会：理事，指導医・専門医
公益社団法人日本口腔外科学会：代議員，指導医・専門医
日本口腔顔面痛学会：評議員，指導医・専門医
日本小児口腔外科学会：代議員，指導医・認定医
日本睡眠歯科学会：評議員，指導医・認定医
日本歯科麻酔学会：認定医 など
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シンポジウム 2
超高齢化社会の顎関節脱臼を考える

1．高齢者における顎関節脱臼発症頻度調査

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

後期高齢者において顎関節脱臼が発症すると，摂食・嚥下機能が大きく障害され，体力が低下するフレイルに陥る可
能性がある。要介護高齢者における顎関節脱臼の発症頻度や状態などを明らかにし，今後の医療に役立てるため，特別
養護老人ホームにおける顎関節脱臼の実態を疫学調査委員会において調査した。

無作為に抽出した特別養護老人ホームに対して，顎関節脱臼に関するアンケート調査を実施した。主なアンケート項
目は，過去 1 年間における顎関節脱臼患者総数，顎関節脱臼の整復が困難だった症例数，他施設に顎関節脱臼の治療依
頼をした症例数などである。

特別養護老人ホームにおける過去 1 年間の顎関節脱臼患者数は，施設入所者において 12 人/3,240 人（0.004％）であっ
た。顎関節脱臼の整復困難症例は 5 人/12 人（41.7％）であり，患者の整復脱臼に対する治療を依頼した症例は 6 人/12
人（50％）であった。

以上から，特別養護老人ホームにおける顎関節脱臼患者の割合は高くはないものの，整復困難であることが多いこと
が理解できた。今後は，顎関節症や顎関節脱臼とオーラルフレイルやフレイルとの関連を調査する予定である。

●略歴●

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終了，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顎口腔機能

制御学分野准教授

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
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シンポジウム 2
超高齢化社会の顎関節脱臼を考える

2．高齢者における顎関節脱臼の発生に関わる神経学的病態

形 岡 博 史
奈良県立医科大学脳神経内科

脳神経疾患に起因する顎関節脱臼の主な原因は，中枢の機能障害に由来する咀嚼筋の協調不全によるものと考えられ
る。運動神経，大脳基底核，小脳の神経回路が協調し咀嚼筋を動かしている。顎関節脱臼の頻度が高い病態は大脳基底
核疾患であり，その代表的疾患がパーキンソン病（PD）である。PD の顎関節脱臼の病態は固縮やジストニア，表情の
平坦化といった筋緊張亢進，持続性の下顎の振戦による関節包や靱帯の弛緩，節軟骨や関節突起の変形である。頸部後
屈は最大の危険因子である。その他のパーキンソン症候群や口部ジスキネジア，急性ジストニア，脳 塞，運動ニュー
ロン疾患，てんかん，筋疾患の報告もある。本シンポジウムでは，大脳基底核疾患を中心にこれらの疾患における顎関
節脱臼の病態と報告例の review，手術を含めた臨床現場での対策を述べたいと思う。

●略歴●

1994 年 奈良県立医科大学神経内科入局，市立神戸中央
市民病院など赴任し，2003 年 奈良県立医科大学 助
教，2011 年 講師，2018 年 4 月より脳神経内科 准教
授，現在に至る。

日本神経学会：代議員，専門医，指導医
日本内科学会：認定医，専門医，指導医，近畿支部の支
部評議員
日本神経感染症学会：評議員
日本神経治療学会：会員
日本リハビリテーション学会：会員
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シンポジウム 2
超高齢化社会の顎関節脱臼を考える

3．神経学的異常による顎関節脱臼への対処―現状と展望―

川 上 哲 司
奈良県立医科大学口腔外科学講座

若年者における顎関節脱臼（閉口障害）と異なり，高齢者では神経学的異常による顎関節脱臼症例に多く遭遇する。
通常，顎関節脱臼整復後，弾性包帯や顎頸バンデージ固定などの後療法が試みられるが，無効であることがある。その
なかには，錐体外路症状などを有する神経学的異常による症例が認められる。このような場合，全人的に診断・治療が
なされなければ，頻発する脱臼により患者のみならず介護者の不安や負担を増大させ，患者の QOL が低下する。超高齢
化社会となり，今後，神経学的異常に基づく顎関節脱臼患者の増加が予測される。そのため，全身状態との関わりのな
かで顎関節脱臼の病態を評価し，治療法の適応について検討を行った後，施行することにより QOL の改善が見込まれる
と考えている。

●略歴●

1984 年 3 月 神奈川歯科大学歯学部卒業
5 月 奈良県立医科大学附属病院臨床研修医

1986 年 5 月 奈良県立医科大学附属病院医員
1993 年 5 月 奈良県立医科大学医学部助手
1996 年 1 月 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 12 月 奈良県立医科大学医学部講師
2016 年 4 月 奈良県立医科大学医学部非常勤講師

一般社団法人日本顎関節学会：理事，指導医・専門医
公益社団法人日本口腔外科学会：代議員，指導医・専門
医
日本口腔顔面痛学会：評議員，指導医・専門医
日本小児口腔外科学会：代議員，指導医・認定医
日本睡眠歯科学会：評議員，指導医・認定医
日本歯科麻酔学会：認定医 など
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シンポジウム 3
開業医のための顎関節症治療―アップデート講座―

シンポジウム 3のねらい

座長：和 気 裕 之
みどり小児歯科
塚 原 宏 泰
塚原デンタルクリニック

今回，これから顎関節症を診ようと考えている開業医の先生方，現在，治療で苦戦している歯科医師，大学で診療し
ているが，顎関節症の専門医がいないため相談することができない若手歯科医師，そして，歯科衛生士などのために，
明日からの顎関節症診療に役立つシンポジウムを企画した。

顎関節症の診療は，医療面接から始まり，診察と検査を行い，以上から評価と治療方針を検討して，インフォームド・
コンセントの後に行われる。さらに，終診や再発への対応も知っておく必要がある。今回は，それぞれの重要ポイント
を簡潔に解説する予定である。

詳細は，本学会の『新編 顎関節症 改訂版』（永末書店・2018）や『顎関節症治療の指針』（2018），『顎関節症患者の
ための初期治療ガイドライン』（2013）を参照していただき，また学術講演会にも積極的に参加して認定医や専門医を目
指していただきたい。

●略歴●

和気裕之
1978 年 日本大学松戸歯学部卒業，東京医科歯科大学第一口腔外科学専攻生
1981 年 みどり小児歯科開業（横浜市）
1999 年 歯学博士（東京医科歯科大学）
2016～2018 年 日本顎関節学会副理事長
2019 年現在 みどり小児歯科院長，日本大学客員教授，東京医科歯科大学臨床教授，

昭和大学客員教授，北海道大学客員臨床教授，神奈川歯科大学客員教授，
長崎大学非常勤講師，日本顎関節学会（名誉会員，オーラルフレイル委員会委員），
日本歯科心身医学会（評議員，編集査読委員会委員）

塚原宏泰
1989 年 日本大学松戸歯学部卒業
1989～1998 年 東京医科歯科大学第 2 口腔外科勤務
1998 年～ 東京都千代田区にて開業
2002 年 東京医科歯科大学歯学部歯学博士
2004～2015 年 東京医科歯科大学顎口腔外科客員臨床教授
2019 年現在 医療法人社団宏礼会理事長，日本大学松戸歯学部顎顔面外科兼任講師，

神奈川歯科大学補綴科非常勤講師，日本口腔外科学会（専門医・指導医），
日本顎関節学会（理事・専門医・指導医），日本顎顔面インプラント学会（指導医）
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シンポジウム 3
開業医のための顎関節症治療―アップデート講座―

1．鑑別診断からみた顎関節症

佐 藤 文 明
佐藤歯科医院今戸クリニック

顎口腔領域に症状のある患者が，治療を目的として来院する際の最初の受け皿は歯科開業医であろう。開業医の多く
は一般的な歯科治療で忙しい日常臨床を行っている。そのようななか，患者が関節雑音，顎関節や咀嚼筋の痛み，開口
障害などを有し来院したときに，安直に顎関節症と診断して治療を行っていないだろうか？ 顎関節症の診断は除外診
断の結果であり，そのためには他のさまざまな重篤な疾患をまず除外することが大切である。しかし本学会が 2014 年に
公表した「顎関節症と鑑別を要する疾患あるいは障害」「顎関節・咀嚼筋の疾患あるいは障害」にある鑑別すべき疾患は
非常に多岐にわたり，すべての疾患の知識を習得したうえで除外することは困難である。

今回，鑑別すべき疾患のポイントを開業医の立場からわかりやすく整理したいと思う。
Key words：鑑別診断，除外診断，鑑別のポイント

●略歴●

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

非常勤講師
2007 年 歯学博士取得（東京医科歯科大学顎顔面外科学

分野）

2016 年 佐藤歯科医院今戸クリニック移転開業（東京都台東区）
2019 年 現在に至る

日本顎関節学会 専門医・指導医，代議員，社会連携・
広報委員会委員，総務委員会委員
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シンポジウム 3
開業医のための顎関節症治療―アップデート講座―

2．医療面接から考える病態診断と 2軸診断

渋 谷 寿 久
渋谷歯科医院

顎関節症は身体的因子（I 軸）と心理社会的因子（II 軸）を考慮すべき生物心理社会的モデルとして診断，治療を行う
疾患である。

診療の初めに行う医療面接は，患者とのラポールの形成，情報の収集，そして治療への導入と非常に重要な意味をも
つ。医療面接を効率良く行うことは，アウトカムを良くする効果があるとされている。

顎関節症の病態診断は，本学会の顎関節症診断基準（2018）により痛み，円坂障害，変形性顎関節症の観点から行う
が，これは I 軸に相当する。一方，すべての患者は心理社会的因子を有するが，この大小を判断して，I 軸診断と合わせ
て治療を行う必要がある。II 軸の因子が大きい患者は，病悩期間が長い，受診医療機関が多い，長文の手紙を持参する
などの特徴がある。この詳細は，後半のセクションに譲る。

今回，開業医が行う医療面接の具体的な方法と，それから得られる病態診断，および 2 軸診断の必要性などを解説す
る。

Key words：医療面接，病態診断，2 軸診断

●略歴●

1985 年 神奈川歯科大学卒業
同年 東京医科歯科大学歯学部第一口腔外科入局
1993 年 鎌倉市長谷にて渋谷歯科医院院長
2001 年 東京医科歯科大学歯学部顎関節治療部客員臨床

講師
2003 年 鎌倉病院、鈴木病院、鎌倉清和由比特養嘱託歯科医
2015 年 東京医科歯科大学歯学部顎関節治療部臨床教授

日本顎関節学会：専門医，指導医，代議員
介護支援専門員
博士（歯学）東京医科歯科大学
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シンポジウム 3
開業医のための顎関節症治療―アップデート講座―

3．病態別の基本的な治療法

依 田 哲 也
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野

顎関節症は異なる病態の包括的診断名である。そのため，病態別に治療法を選択する必要がある。その基本的な治療
法として，咀嚼筋痛障害（I 型）に対しては，薬物療法，開口訓練，スタビリゼーションアプライアンス，顎関節痛障害
（II 型）では，関節痛に対して薬物療法や開口訓練などが有用である。復位性顎関節円板障害（IIIa 型）に対しては，
経過観察を勧める考えもあるが，前方整位型アプライアンスや円板整位運動療法による対応も有用であり，非復位性顎
関節円板障害（IIIb 型）の急性期には徒手的顎関節授動術（マニピュレーション），陳旧症例や変形性顎関節症（IV 型）
に対しては関節可動化訓練が有用である。

今回は，これらの基本的な病態別初期治療について，本学会などの診療ガイドラインも交えて解説する。
Key words：顎関節症，病態別治療法，診療ガイドライン

●略歴●

1985 年 東京医科歯科大学歯学部卒業
同年 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
1991 年 同修了
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
2019 年 東京医科歯科大学副学長・理事

日本口腔外科学会：指導医・代議員
日本口腔科学会：指導医・監事
日本顎関節学会：指導医・常任理事
日本歯科心身医学会：理事
日本有病者歯科医療学会：指導医・理事 等
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シンポジウム 3
開業医のための顎関節症治療―アップデート講座―

4．開業医のための治療の勘所

塚 原 宏 泰
塚原デンタルクリニック

開業医は，治療の経過が良好な症例「治りやすい顎関節症」とそうでない症例「治りづらい顎関節症（難症例）」を見
極めることが大事だと考えている。

ポイントは，①病歴が長いあるいは治療歴が多い（慢性痛など），②病態診断に苦慮する（典型例でない，心理社会的
因子が大きいなど），③変形性顎関節症，④ 合違和感の自覚，⑤他覚的な 合異常の存在などが挙げられる。

「治りやすい顎関節症」は，適切な病態診断とそれに基づく基本的な治療で，3 か月の再評価時には経過良好なことが
多い。そのなかで主に用いているオクルーザルアプライアンスと運動療法の活用方法，セルフケアについて述べたい。
一方，「治りづらい顎関節症」は，病態診断や治療法に問題がある可能性があるため，病診連携を考えたほうが無難であ
る。

Key words：オクルーザルアプライアンス，運動療法，セルフケア，再評価

●略歴●

1989 年 日本大学松戸歯学部卒業
1989～1998 年 東京医科歯科大学第 2 口腔外科勤務
1998 年～ 東京都千代田区にて開業
2002 年 東京医科歯科大学歯学部歯学博士
2004～2015 年 東京医科歯科大学顎口腔外科客員臨床教授

2019 年 現在 医療法人社団宏礼会理事長
日本大学松戸歯学部顎顔面外科兼任講
師
神奈川歯科大学補綴科非常勤講師
日本口腔外科学会（専門医・指導医）
日本顎関節学会（理事・専門医・指導医）
日本顎顔面インプラント学会（指導医）
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シンポジウム 3
開業医のための顎関節症治療―アップデート講座―

5．難症例への対応と病診連携

島 田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

顎関節症における難症例は，大別すると，1．器質的な問題が大きい，2．器質的な問題は小さいと思われるのに症状
の軽減がみられない場合が考えられる。後者では，心理社会的問題の関与や他疾患との共存などの複雑な背景が考えら
れるため，重症度は器質的な問題の大小のみで判断することは危険である。したがって，治療への反応が乏しい場合は，
器質的問題の大きさだけでなく，心理社会的問題や他疾患の共存を疑い，再評価を行う必要がある。

そこで今回は，開業医が難症例をどのように評価し対応していくか，そのなかで，心理社会的問題を判断するための
MW 分類を紹介し，そのうえで，高次医療機関や医科とどのように病診連携•医療連携を行っていくかについて述べる。

Key words：難症例，MW 分類，慢性痛，病診連携

●略歴●

1987 年 日本大学歯学部卒業
1991 年 日本大学大学院歯学研究科卒業（歯科補綴学分

野）
日本大学助手（歯科補綴学教室局部床義歯学講
座～1999 年）

1999 年 東京歯科大学講師（スポーツ歯学研究室～2005
年，非常勤講師～現在）

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）

2008 年 神奈川歯科大学非常勤講師（かみ合わせリエゾ
ン診療科～2017 年）

2017 年 神奈川歯科大学臨床教授（全身管理医歯学講座
顎 合機能回復補綴医学分野～現在）

日本顎関節学会：理事（専門医・指導医）
日本口腔顔面痛学会：評議員（専門医・指導医）
日本歯科補綴学会（専門医・指導医）
日本歯科心身医学会：代議員
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibu-
lar Disorders
日本口腔外科学会，口腔リハビリテーション学会，日本
スポーツ歯科医学会，日本歯周病学会，日本臨床歯周病
学会，日本ボツリヌス治療学会，日本運動器 痛学会，
日本頭痛学会



― 93 ―

シンポジウム 3
開業医のための顎関節症治療―アップデート講座―

6．エンドポイントの考え方

久保田英朗
久保田歯科口腔外科医院

顎関節治療のゴール（エンドポイント）は患者の QOL 改善であり，この意味では，開業医も高次医療機関でも変わり
はない。しかし，個々の医療者の診断能力，治療スキルにより，開業医で対応できる顎関節症の治療のエンドポイント
は変わってくる。開業医では保存的（薬物療法，開口訓練，OA など）治療を行うことが多いが， 合治療を行う必要
がない症例がほとんどであることを認識すべきであり，自己管理の大切さを患者に理解させる必要がある。また，関節
雑音（クリック）のみの症例やクリックのみが残存した症例では，雑音を完全に消すことは困難であることを説明する
必要がある。一方，3 か月以上治療を続けても開口障害や痛みが改善しない症例は，高次医療機関に紹介すべきであろう。

本シンポジウムではいくつかの症例を提示し，エンドポイントの考え方を概説する。
Key words：治療ゴール（エンドポイント），開業医，高次医療機関

●略歴●

1978 年 神奈川歯科大学卒業
1984 年 慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程修了

米国カリフォルニア大学サンディエゴ校 訪問
研究員

1987 年 佐賀医科大学歯科口腔外科講師
1995 年 神奈川歯科大学口腔外科第 2 講座教授
2003 年 神奈川歯科大学顎顔面外科学講座教授
2008 年 神奈川歯科大学学長，高次口腔科学研究所所

長，学校法人神奈川歯科大学理事

2015 年 久保田歯科口腔外科医院院長，佐賀大学医学部
臨床教授
大阪歯科大学大学院非常勤講師

日本口腔外科学会：指導医，専門医
日本顎関節学会：元理事長，指導医，専門医
日本顎顔面インプラント学会：指導医，理事
日本有病者歯科医学会：指導医，理事
日本口蓋裂学会：評議員
日本口腔内科学会：評議員
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教育講演 1
保存療法のこれまでとこれから

教育講演 1のねらい

座長：山 口 泰 彦
北海道大学大学院歯学研究院 口腔機能学分野 冠橋義歯補綴学教室

顎関節症は多因子性であり，病態も多様であることから，さまざまな保存療法，外科的療法が用いられてきた。そし
て，その中身や適用頻度は顎関節症の病態解明や診断法，治療術式の進歩に伴い変遷してきた。しかし，いずれの時代
でもわれわれに求められているのは，おのおのの治療の特性を十分に理解し，それに合わせて，効率よく，かつ安全に
治療を施行することである。保存療法が非侵襲的治療だからといって，効果のない治療を漫然と続けてよいわけはない
し，なんらかの副障害が出ないとは限らない。

そこで本セッションでは，聴講される皆様の保存療法の知識を深め，顎関節症治療のスキルアップや研究の推進に繋
げていただくことを目的に，鱒見先生，佐々木先生というその道のエキスパートのお二人に保存療法の変遷と現状，そ
して今後の展望についてお話しいただく。

●略歴●

1983 年 北海道大学歯学部卒業
1987 年 北海道大学大学院歯学研究科（歯科補綴学第二

講座）修了，歯学博士
1987～1989 年 北海道大学歯学部歯科補綴学第二講座助手
1989～2001 年 北海道大学歯学部附属病院特殊歯科治

療部顎関節治療部門講師
2001～2007 年 同治療部助教授
2007 年 モントリオール大学客員教授

2007～2014 年 北海道大学病院高次口腔医療センター
顎関節治療部門准教授

2014 年～ 北海道大学大学院歯学研究科（現歯学研究
院）口腔機能学講座冠橋義歯補綴学教室教授

2016 年～ 北海道大学病院病院長補佐

日本顎関節学会：理事，専門医等試験委員会委員長
日本顎口腔機能学会：会長
日本補綴歯科学会：理事
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教育講演 1
保存療法のこれまでとこれから

1．これまでの保存療法―とくにアプライアンス療法について―

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

TMD は多因子性の疾患であることから，従来から種々の可逆的療法や非可逆的療法が提案されてきたが，2010 年 3
月に AADR が「正当化できる特定の証拠がないかぎり，TMD 患者の治療の第一選択は，保存的，可逆的かつ証拠に基
づく治療法とすることが強く薦められる」という policy statement を発表したことを契機に，非可逆的療法は下火になっ
てきたように思われる。

TMD の保存療法としては認知行動療法，理学療法，薬物療法，アプライアンス療法などが挙げられるが，今回はアプ
ライアンス療法に着目し，今日でも使用されているピボットアプライアンス，スタビリゼーションアプライアンス，前
方整位アプライアンスに言及して，過去から現在までの変遷についてエビデンスも含めて述べることとする。

●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

九州歯科大学助手
1988 年 国内研修：東京医科歯科大学歯科補綴学第 1 講

座
1992 年 文部省在外研究員：UCLA Dental Research In-

stitute
1993 年 九州歯科大学講師
2001 年 九州歯科大学助教授
2003 年 九州歯科大学教授
2008 年 九州歯科大学附属病院病院長（2010 年 3 月ま

で）
2010 年 公立大学法人九州歯科大学大学院研究科長

（2012 年 3 月まで）

2012 年 公立大学法人九州歯科大学副学長（2018 年 3 月
まで）

2013 年 公立大学法人九州歯科大学附属図書館長併任
（2016 年 3 月まで）

2018 年 公立大学法人九州歯科大学口腔機能学講座長
現在に至る

日本顎関節学会：副理事長，理事
日本磁気歯科学会：前理事長，理事
日本顎顔面補綴学会：前理事長，監事
日本顎口腔機能学会：理事
日本睡眠歯科学会：理事
日本咀嚼学会：理事
日本補綴歯科学会：代議員
日本口腔顔面痛学会：評議員 など
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教育講演 1
保存療法のこれまでとこれから

2．これからの保存療法の展望

佐々木啓一
東北大学大学院歯学研究科 口腔システム補綴学分野

DC/TMD が策定され TMD の病態分類が進み，その結果，TMD に用いる治療法も病態に応じて使い分けられるよう
になってきた。今後，DC/TMD に則った臨床研究が進むことにより，さらに各種の治療法の適切な用法が明確化されて
いくことであろう。現状では，高いエビデンスレベルに基づいた保存療法の選択基準，効果はまだそれほど多くはない
が，オクルーザルスプリントなどのアプライアンス療法に加え，認知行動療法や薬物療法，理学療法，さらに運動療法
の効果は広く認知されている。

そこで今回は，これら保存療法の適用，効果の現状について概観し，今後の展開について述べてみたい。とりわけ運
動療法に関しては，簡便でしかも効果が高いことから，将来の保険収載へ向けて，演者らの Review 論文（J Oral Rehabil,
2019）に基づき解説する。

●略歴●

1981 年 3 月 東北大学歯学部卒業
1985 年 3 月 東北大学大学院歯学研究科修了

4 月 東北大学助手（歯学部歯科補綴学第二講
座）

1987 年 9 月～1989 年 3 月 University of British Colum-
bia・Visiting Researcher

1991 年 10 月 東北大学講師（歯学部高齢者歯科学講座）
1994 年 4 月 東北大学助教授（歯学部高齢者歯科学講

座）
2000 年 2 月 東北大学教授（歯学部歯科補綴学第二講

座）
2000 年 4 月 東北大学大学院教授（歯学研究科顎口腔

機能解析学分野）

2009 年 2 月～2010 年 3 月 東北大学病院総括副病院
長・附 属 歯 科 医 療 セ ン
ター長

2010 年 4 月～ 東北大学大学院歯学研究科長・歯学部
長 現在に至る

日本顎関節学会：理事
日本口腔顔面痛学会：前理事長，理事
日本補綴歯科学会：元理事長，代議員
日本顎顔面補綴学会：理事
日本顎口腔機能学会：元会長，理事
日本咀嚼学会：理事 など
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教育講演 2
顎関節画像診断のこれまでとこれから

教育講演 2のねらい

座長：本 田 和 也
日本大学歯学部歯科放射線学講座

演者は，日本の顎関節画像診断の先駆者の一人であり，特に顎関節腔造影 X 線検査と MRI では世界的にも著名な先生
でもあります。このセッションでは，歯科放射線学会が行ってきた，顎関節画像診断のこれまでとこれからが示されま
す。

ところで，顎関節症は英語では Temporomandibular Disorders と表され，略して TMD と呼ばれることが一般的です。
1980 年に TMD のガイドラインや，米国歯科医師会会長主催での Conference が開催され，症型分類として発表されま
した。現在では，DC/TMD を実施することで，最も頻度の高い TMD について信頼性と妥当性が検証された診断基準に
基づいて診断が行えるようになりました。しかし，TMD と他の TMJ 疾患の鑑別には十分ではないとの意見もあります。

本講演では，鑑別診断に有効な画像診断の情報も得られると思います。

●略歴●

1987 年 日本大学助手
1998 年 ノルウェーのオスロ大学留学
1999 年 国際協力事業団（JICA）の専門家としてスリ

ランカ・ペラデニア大学派遣
2005 年 日本大学歯学部講師
2009 年 日本大学歯学部教授（歯科放射線学講座）
2012 年 日本大学歯学部付属歯科病院特殊診療部顎関節

症科科長

2014 年 日本大学歯学部付属歯科病院特殊診療部部長
2017 年 日本大学歯学部長 現在に至る

日本歯科放射線学会 専門医，指導医，認定医
日本顎関節学会 専門医，指導医，認定医
日本歯科放射線学会理事，日本顎関節学会常任理事
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教育講演 2

顎関節画像診断のこれまでとこれから

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

演者が歯科放射線学教室に入局した 1980 年，顎関節の画像検査は顎関節規格撮影，眼窩下顎枝方向撮影，パノラマ X
線撮影だけだった。当然，画像診断の対象は骨のみであった。まず，これまでの骨の X 線検査の歴史的背景について提
示する。

この年に顎関節研究会が発足した。1980 年代は，顎関節腔造影 X 線検査が急速に普及した。この火付け役は Farrar
と MaCarty（1979）による顎関節内障の解明であり，Westesson（1980）の二重造影断層 X 線検査がこれを加速した。
本邦では，高久，大西，板倉の先駆的基盤があり，柴田ら（1986）は普及に大きな功績を果たした。同時期の外科的治
療の発展と顎関節鏡の導入によって，画像所見の根拠が確立された。そして，1985 年から MRI の導入が始まり，関節円
板転位，関節腔内貯留液，骨髄信号異常などが次々に明らかになった。この頃から現在までに画像診断に飛躍的な進展
はみられていない。

しかし，予知性のある画像診断は確立されておらず，これからの課題であると考えている。

●略歴●

1980 年 3 月 鶴見大学歯学部歯学科卒業
4 月 鶴見大学歯学部助手（歯科放射線学）

1988 年 1 月 鶴見大学大学院歯学研究科歯学博士
4 月 鶴見大学歯学部講師（歯科放射線学）

1992 年 7 月 日本顎関節学会学会賞（学術奨励賞）受賞
10 月 鶴見大学歯学部助教授（歯科放射線学）

2004 年 10 月 鶴見大学歯学部教授（歯科放射線学）
2010 年 4 月 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像

診断学教授（講座名変更）

鶴見大学歯学部長（～2016 年 3 月）
現在に至る

日本顎関節学会理事長（2014～2016），日本顎関節学会
常任理事，日本歯科放射線学会理事，日本口腔科学会評
議員，日本顎関節学会指導医・専門医，日本歯科放射線
学会指導医・専門医，日本口腔インプラント学会基礎系
指導医
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イブニングセミナー
矯正歯科治療における下顎頭吸収を考える

イブニングセミナーのねらい

座長：山 田 一 尋
松本歯科大学病院育成期口腔診療部門
田 中 栄 二
徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面矯正学分野

特発性下顎頭吸収（ICR）は進行性の著しい下顎頭吸収を示す病態であり，とりわけ，10 代の女子に最も多く発症す
ることが報告されている。ICR の原因はいまだ特定されておらず，いまだ早期発見につながるような診断基準の策定も
確立されていない。その一方で，ICR 患者に特徴的な不正 合として，下顎骨の後退を伴う前歯部開 が挙げられ，こ
の二次的開 に対する対応が模索されている。本シンポジウムでは，シンポジストの先生方に，下顎頭吸収の特徴，診
断と治療方針，歯科矯正学的対応，性ホルモンとメカニカルストレスの相互作用について，それぞれ講演していただき
ます。本シンポジウムが，下顎頭吸収に起因する前歯部開 に対する安全・安心な矯正歯科的アプローチの確立に寄与
できれば幸いです。

●略歴●

山田一尋
1981 年 新潟大学歯学部卒業
1985 年 新潟大学歯学部歯学研究科修了（歯学博士）

新潟大学歯学部歯科矯正学講座助手
1988～1990 年 Creighton and Nebraska University 留学
1993 年 新潟大学歯学部附属病院講師
2007 年 松本歯科大学歯科矯正学講座教授
2009 年 松本歯科大学病院副病院長 現在に至る
2018 年 松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科教授 現在に至る
2019 年 松本歯科大学大学院歯学独立研究科研究科長 現在に至る

日本矯正歯科学会：代議員，管理指導医，専門医，臨床・疫学研究倫理審査委員会委員長
日本顎関節学会：理事，指導医，専門医，日本顎関節学会学会奨励賞（2002 年）
日本顎変形症学会：監事，編集査読委員・用語検討委員会委員長
日本口蓋裂学会：評議員，編集委員会委員長
甲北信越矯正歯科学会：理事
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田中栄二
1988 年 3 月 大阪大学歯学部歯学科卒業
1993 年 3 月 大阪大学大学院歯学研究科修了 博士（歯学）
1995 年 4 月 大阪大学歯学部 助手（歯科矯正学）
1998 年 4 月 広島大学歯学部 助手（歯科矯正学）
1999 年 2 月 広島大学歯学部附属病院 講師
2001 年 4 月 広島大学歯学部 助教授（口腔健康発育学講座）
2008 年 4 月 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 教授（口腔顎顔面矯正学分野）
2011 年 11 月 スペイン・オビエド大学工学部客員教授
2015 年 4 月 徳島大学大学院医歯薬学研究部名称変更 教授（口腔顎顔面矯正学分野）
2016 年 4 月 広島大学歯学部客員教授

日本矯正歯科学会理事・認定医委員会委員長
中・四国矯正歯科学会会長
日本顎変形症学会理事
日本顎関節学会理事・編集査読委員会委員長
日本口蓋裂学会評議員
日本顎口腔機能学会評議員
日本軟骨代謝学会評議員
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イブニングセミナー
矯正歯科治療における下顎頭吸収を考える

1．矯正歯科臨床における下顎頭吸収の特徴

山 田 一 尋
松本歯科大学病院育成期口腔診療部門

下顎頭吸収は 10 代に発症する疾患で，矯正治療と時期が重なる。そのため，初診時の顎関節の診査，および矯正治療
中に発症した場合の対応が重要となる。下顎頭吸収の要因については，ホストの耐性とメカニカルストレスのバランス
が崩れた場合に発症すると考えられ，不良な矯正治療もメカニカルストレスの要因の一つに挙げられている。しかしな
がら，下顎頭吸収は多因子性の疾患であることから，矯正治療中に多因子の要因を管理しながら対応することが重要で
ある。

若年者では，痛み，開口障害の症状がほとんど伴わずに下顎頭吸収が発症し，下顎後退あるいは開 が発症し，矯正
治療がきわめて困難に陥る場合も報告されている。

講演では，下顎頭吸収患者の画像による顎関節病態の変化，6 自由度顎運動測定装置を用いた顎運動所見から，注意す
べき特徴を示したい。

●略歴●

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

新潟大学歯学部歯科矯正学講座助手
1988～1990 年 Creighton and Nebraska University 留

学
1993 年 新潟大学歯学部附属病院講師
2007 年 松本歯科大学歯科矯正学講座教授
2009 年 松本歯科大学病院副病院長 現在に至る
2018 年 松本歯科大学病院育成期口腔診療部門矯正歯科

教授 現在に至る
2019 年 松本歯科大学大学院歯学独立研究科研究科長

現在に至る

日本矯正歯科学会：代議員，管理指導医，専門医，臨床・
疫学研究倫理審査委員会委員長
日本顎関節学会：理事，指導医，専門医，日本顎関節学
会学会奨励賞（2002 年）
日本顎変形症学会：監事，編集査読委員・用語検討委員
会委員長
日本口蓋裂学会：評議員，編集委員会委員長
甲北信越矯正歯科学会：理事
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イブニングセミナー
矯正歯科治療における下顎頭吸収を考える

2．矯正歯科臨床における下顎頭吸収の診断と治療方針立案

田 中 栄 二
徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面矯正学分野

特発性下顎頭吸収（ICR）は 10 代の女子に好発する，進行性に著しい下顎頭軟骨および骨の破壊を示す病態であるが，
その原因についてはいまだ不明である。ICR を発症した場合，成長期にもかかわらず，下顎枝高の減少が生じ，結果，
下顎骨の反時計回りの回転に伴う下顎骨の後退と前歯部開 を呈しやすい。そのため，矯正歯科治療前あるいは治療中
に ICR を発症した場合，早期に発見し，対処することが重要となる。そこで本講演では，これまでの歯科矯正患者を対
象とした臨床統計学的調査により検出された ICR 患者に共通する特徴を紹介するとともに，ICR を伴う歯科矯正患者の
診断とその治療方針について言及したい。さらに，ICR と診断した患者の矯正歯科的アプローチ法を，症例を通して紹
介したい。

●略歴●

1988 年 3 月 大阪大学歯学部歯学科卒業
1993 年 3 月 大阪大学大学院歯学研究科修了 博士（歯

学）
1995 年 4 月 大阪大学歯学部 助手（歯科矯正学）
1998 年 4 月 広島大学歯学部 助手（歯科矯正学）
1999 年 2 月 広島大学歯学部附属病院 講師
2001 年 4 月 広島大学歯学部 助教授（口腔健康発育

学講座）
2008 年 4 月 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス

研究部 教授（口腔顎顔面矯正学分野）

2011 年 11 月 スペイン・オビエド大学工学部客員教授
2015 年 4 月 徳島大学大学院医歯薬学研究部名称変更

教授（口腔顎顔面矯正学分野）
2016 年 4 月 広島大学歯学部客員教授

日本矯正歯科学会理事・認定医委員会委員長，中・四国
矯正歯科学会会長，日本顎変形症学会理事，日本顎関節
学会理事・編集査読委員会委員長，日本口蓋裂学会評議
員，日本顎口腔機能学会評議員，日本軟骨代謝学会評議
員
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イブニングセミナー
矯正歯科治療における下顎頭吸収を考える

3．下顎頭吸収を有する不正 合症例に対する歯科矯正学的対応

谷本幸太郎
広島大学大学院医系科学研究科 歯科矯正学

進行した下顎頭吸収は，下顎の後退や偏位を惹起し，開 などの不正 合の発症や増悪の原因となる。当科では，不
正 合患者の初回検査時に顎関節症と診断された場合は原則として顎関節 MRI 検査を施行し，その結果下顎頭吸収が疑
われた場合には病態の沈静化を確認したうえで矯正歯科治療を開始している。下顎頭吸収を引き起こす病態で最も多く
みられるのは変形性顎関節症であり，比較的良好に経過する場合も少なくないが，下顎頭吸収が持続的に進行し，その
原因も不明な進行性下顎頭吸収も散見される。近年，過剰な機械的負荷を感知するメカノレセプターを介して炎症反応
が誘導される機構の詳細が明らかにされつつある。本セミナーでは，当科における過去 28 年の顎関節検査データと代表
的な症例を提示したうえで，基礎的研究に基づいた下顎頭吸収の分子メカニズムの考察を行う。

●略歴●

1992 年 広島大学歯学部卒業
医療法人社団歯友会赤羽歯科勤務医

1997 年 広島大学歯学部矯正歯科学講座医員
1999 年 広島大学歯学部助手
2005 年 University of California, San Francisco, Visiting

Assistant Professor
2007 年 広島大学病院講師
2013 年 広島大学大学院医歯薬保健学研究科歯科矯正学

教授
2016 年 広島大学歯学部副学部長

現在に至る

日本顎関節学会：専門医・指導医・代議員
日本矯正歯科学会：認定医・指導医・代議員
日本口蓋裂学会：評議員
日本顎変形症学会：評議員
中・四国矯正歯科学会：副会長
日本再生医療学会：認定医
Edward H. Angle Society Member
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イブニングセミナー
矯正歯科治療における下顎頭吸収を考える

4．下顎頭吸収における性ホルモンとメカニカルストレスの相互作用
を検討する

石 井 武 展
東京歯科大学歯科矯正学講座

加速している高齢化を見越したロコモティブシンドロームの予防は，国家政策としても注目を浴びている。その原因
疾患として変形性関節炎が注目されており，顎関節の変形性関節炎の一種といわれている進行性下顎頭吸収が平成 23 年
度より国の指定難病とされた。現在，さまざまな解析が行われているが，なぜこのように下顎頭吸収が起こるのかの機
序や原因を詳細に解析した報告は少ない。そこでわれわれは，この疾患の性差が男女比 10：1 で女性に著しく多いこと
に注目し，性ホルモン分泌異常と不正 合や習癖などのメカニカルストレスが，相乗効果でこの疾患を惹起させるので
はないかと仮説を立てた。本講演では，月経不順や閉経などを想定した性ホルモン分泌異常と顎関節に機械的刺激を与
えたマウスモデルを作製し，分子病態学的な解析手法を用いて変形性顎関節症の軟骨破壊に対する性ホルモンと機械的
刺激の相互作用について検討を重ねたので報告する。

●略歴●

2001 年 3 月 東京歯科大学卒業
2006 年 3 月 東京歯科大学大学院歯学研究科（歯科矯

正学専攻）修了
4 月 東京歯科大学千葉病院病院助手（矯正歯

科）
2007 年 4 月 東京歯科大学千葉病院レジデント（矯正

歯科）
10 月 東京歯科大学歯科矯正学講座助教

2012 年 4 月 Harvard School of Dental Medicine（Bos-
ton, USA）, Dept. Oral Medicine, Infection,
and Immunity, Visiting Resercher

The Forsyth Institute（Boston, USA）,
Dept. Immunology and Infectious De-
seases, Visiting Research fellow（～2014
年 12 月 31 日）

2016 年 4 月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師
2017 年 1 月 東京歯科大学水道橋病院矯正歯科医局長

兼任
現在に至る
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教育セミナー 1
臨床研究の統計学入門

教育セミナー 1のねらい

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

診療ガイドラインの作成や目の前の臨床決断を可能にする臨床研究の大切さは強調しすぎてもしすぎることはない。
臨床研究の要素には，研究目的を明らかにするための仮説の設定，研究デザインの選択，予測因子・エンドポイント（ア
ウトカム）の信頼性と妥当性の検討，サンプリング（サンプルサイズの検討），統計解析，結果の解釈などがある。この
なかでも統計解析は，初学者が常に臨床研究の実施に対して難しいと感じるところであり，ある程度の知識が必要にな
る。最近では，臨床研究の信頼性を向上するためにレギュラトリーサイエンスとしての脱皮が図られているところでも
ある。今回は，この臨床研究における統計解析について造詣の深い杉崎教授にお話をいただき，学会発表や論文発表の
質向上を図りたい。

●略歴●

1986～1990 年 岡山大学大学院歯学研究科歯科補綴学専
攻

1990～1991 年 岡山大学歯学部歯科補綴学第一講座助手
1991～2000 年 岡山大学歯学部附属病院講師
2000～2001 年 岡山大学歯学部助教授
2001～2003 年 岡山大学大学院医歯学総合研究科助教授
2003 年～現在 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
2007～2009 年 岡山大学医学部・歯学部附属病院副病院

長（教育・研究担当）
2009～2011 年 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科副研

究科長
2012～2015 年 岡山大学歯学部長
2016 年 岡山大学副学長（研究力分析担当）
2018 年～現在 岡山大学病院デンタルインプラントセン

ターセンター長

1986 年～現在 岡山歯学会・理事
1986 年～現在 日本補綴歯科学会・理事
1986 年～現在 日本顎関節学会・理事
1996 年～現在 日本口腔科学会・評議員
1996 年～現在 日本口腔インプラント学会・理事
1997 年～現在 日本軟骨代謝学会・評議員
2001 年～現在 日本骨代謝学会・評議員
2003 年～現在 日本歯科理工学会・評議員
2003 年～現在 日本再生歯科医学会・理事
2008 年～現在 日本口腔顔面痛学会・評議員
2012 年～現在 日本口腔リハビリテーション学会（日本

顎頭蓋機能学会）・代議員
2013 年～現在 日本歯科医学教育学会・代議員



― 106 ―

教育セミナー 1
臨床研究の統計学入門

臨床研究を始める際に知っておくべき原則―統計など―

杉 崎 正 志
鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座/東京慈恵会医科大学

昔は研究に対し外部からの介入や干渉を受けない「学問の自由」が主流だったが，2008 年に「臨床研究に関する倫理
指針」が全部改正され，さらに 2014 年には「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が公布された。これには患
者および共同体のために有益な研究，個人情報保護，被検者の安全，研究倫理審査の承認などが求められている。さら
には研究の不正行為まで含まれている。特に臨床統計の誤りは結果の誤謬となり，研究倫理からの逸脱となる。今回は
研究倫理審査委員会が求める内容，研究の不正行為および統計学で注意すべき点を概説する。特に間違えやすい統計と
して，パラメトリックとノンパラメトリック，標準偏差と標準誤差，多重比較，連続数と順位，因子分析と主成分分析
および単変量解析と多変量解析などを概説する予定である。

●略歴●

1973 年 東京歯科大学卒業
東京歯科大学口腔外科学教室第 2 講座助手

1979 年 同上 講師
1981 年 東京慈恵会医科大学歯科学教室講師
1990 年 同上 助教授
1996 年 日本顎関節学会学会賞（学術奨励賞）受賞
1998 年 日本口腔外科学会指導医
2000 年 日本顎関節学会認定医、指導医
2002 年 日本歯科薬物療法学会評議員

2013 年 東京慈恵会医科大学退職
日本口腔外科学会名誉会員
鶴見大学客員教授
東京慈恵会医科大学客員教授

2014 年 日本顎関節学会名誉会員
日本歯科薬物療法学会終身会員

2015 年 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学
講座特任教授

2019 年 同上 退職
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教育セミナー 2
口腔健康管理に向けてのオーラルフレイルについて

教育セミナー 2のねらい

座長：有地榮一郎
愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座

本邦では，今後，急速な後期高齢者の全人口に占める割合が増加することが予測されています。高齢化に伴ってヒト
の身体機能の全般的な低下が生じ，精神的・心理的に，さらに社会的に種々の支障が生じることを総じて「フレイル」
という状態として表現されます。当然のことながらヒトの食やコミュニケーションの中心となる口腔の機能も高齢化に
よってフレイル化するわけで，「オーラルフレイル」という現象として，歯科医学の大きな研究テーマとなりつつありま
す。

教育セミナー 2「口腔健康管理に向けてのオーラルフレイルについて」は，本邦歯科界がこのヒトの高齢化に伴う不可
避の現象をどのように改善またはうまく受容できるように導くかというテーマを，長年にわたり取り組みをいただいて
いる髙野先生に概説していただきます。

●略歴●

1981 年 3 月 九州大学歯学部卒業
4 月 九州大学歯学部附属病院助手 歯科放射線科

1983 年 4 月 長崎大学歯学部助手 歯科放射線学講座
1984 年 4 月 九州大学歯学部助手 歯科放射線学講座
1993 年 4 月 長崎大学歯学部附属病院講師 歯科放射線科
1995 年 12 月 愛知学院大学歯学部教授 歯科放射線学

講座
現在に至る

一般社団法人日本顎関節学会理事
NPO 法人日本歯科放射線学会理事
NPO 法人日本口腔科学会理事 など



― 108 ―

教育セミナー 2

口腔健康管理に向けてのオーラルフレイルについて

髙 野 直 久
髙野歯科医院

従来の口腔ケアには，本人が行うセルフケアと歯科専門職によるプロケアが含まれていた。日本歯科医学会と日本歯
科医師会の検討会において，歯科として口腔機能管理，口腔衛生管理および口腔ケアを包括して「口腔健康管理」と文
言整理された。また，フレイルも日本老年医学会が日本において定義し，日本老年歯科学会から口腔に関わるフレイル
をオーラルフレイルという提案が示され，今日多くの場において使われている。しかし，口腔機能低下は高齢者にのみ
存在するものではなくライフステージ全体に関わることから，「かかりつけ歯科医」には口腔管理を行ううえで，全世代
の歯科健診，保健指導を行う使命がある。顎関節症の治療に関わる歯科医においてもオーラルフレイルは関与すべき対
象である。そこで，今までの経緯と今後の方向について述べる予定である。

●略歴●

1982 年 東京歯科大学卒業
1986 年 東京歯科大学大学院修了（歯学博士）

東京歯科大学口腔外科学第 2 講座助手
1992 年 髙野歯科医院院長

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

2005 年 （社）東京都歯科医師会理事，（社）東京都学
校歯科医会理事

2016 年 社会歯科学会理事，日本顎関節学会監事

2016 年 （公社）日本歯科医師会常務理事，（公財）8020
推進財団常務理事

2017 年 （公社）日本歯科医師会常務理事，（公財）8020
推進財団専務理事

日本口腔外科学会専門医，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，日本公衆衛生学会専門
家，労働衛生コンサルタント，介護支援専門員



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：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

インストラクター：
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
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
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
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
有 馬 太 郎
北海道大学大学院歯学研究院 国際歯科部
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
大久保昌和
日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座
村 岡 　 渡
川崎市立井田病院歯科口腔外科
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
西 山 　 暁
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 口腔顔面痛制
御学分野
飯 田 　 崇
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
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

- 109 -



セッションのねらい

　今回のハンズオンセミナーは，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下で実際
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す
る。以下に方法の概略を示す。

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，触診圧など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 2kg/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1kg/cm2，顎関節の下顎頭外側部および追加の触診部位は0.5kg/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の重要性
　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。

- 110 -



●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
2001 年 日本大学助手
2003～2005 年 ベルギー王国ルーベンカトリック大学客員教授
2005 年 日本大学松戸歯学部口腔機能学講座専任講師
2011 年 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座准教授
2016 年より 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座教授　現在に至る

日本顎関節学会：理事，専門医，指導医　日本口腔顔面痛学会：常任理事，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 痛学会：評議員　日本顎口腔機能学会：評議員 日本老年歯科医学会：評議員　日本歯科心
身医学会：評議員
International Association for Dental Research: Past President of Neuroscience Group
International Association for the Study of Pain
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders：Councilor

●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顎口腔機能制御学分野准教授
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
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●略歴●

原　節宏

1986 年 日本歯科大学生命歯学部　卒業（75 回）
1990 年 日本歯科大学大学院　修了（臨床系補綴学専攻）
 日本歯科大学歯科補綴学教室第 2 講座　助教
2001 年 日本歯科大学附属病院総合診療科　講師・医長
2002～2004 年 デンマーク王立オーフス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

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　指導医
日本補綴歯科学会　指導医
日本顎関節学会　DC/TMD ワーキンググループほか

●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
日本口腔インプラント学会　代議員，国際委員会
日本老年歯科医学会　認定医
日本歯科医学教育学会　代議員
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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 Study for 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
日本顎変形症学会（2013 年～）会員

●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，日本審美歯科学会，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
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●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 USC School of Dentistry, Diagnostic Sciences（日本大学海外派遣研究員）

日本補綴歯科学会専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医
日本頭痛学会専門医・指導医
Diplomate, American Board of Orofacial Pain
Fellow of American Academy of Orofacial Pain
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders Council Member

●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担当，学術委員会担当，ガイドライン作成委員会
委員
日本顎関節学会認定顎関節症専門医・指導医，代議員，学術委員会委員，専門医等試験委員会委員
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医
日本運動器 痛学会代議員
日本歯科薬物療法学会未承認薬対策委員会委員
Diplomate of American Board of Orofacial Pain（米国口腔顔面痛学会認定医）
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders, Councilor
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●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，支部代議員
日本口腔顔面痛学会　指導医，評議員
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

●略歴●

西山　暁

1995 年 3 月 東京医科歯科大学歯学部卒業
1999 年 3 月 東京医科歯科大学歯学部大学院修了　歯学博士号取得
2002 年 6 月 東京医科歯科大学大学院部分床義歯補綴学分野　助教
2007 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部　助教
2016 年 4 月 東京医科歯科大学大学院口腔顔面痛制御学分野　講師
 東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部　診療科長

日本顎関節学会：診療ガイドライン作成委員会委員，学術委員会委員，専門医等制度委員会副委員長，疫学調査委員会
副委員長
日本補綴歯科学会：診療ガイドライン委員会　エキスパートパネル
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●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

一般社団法人日本顎関節学会（学術委員会委員（幹事），専門医等制度委員会委員）
公益社団法人日本補綴歯科学会（特命委員会 I 委員，理事長幹事）
一般社団法人日本口腔顔面痛学会（ポスター賞推薦委員会委員長，国際交流委員会委員，広報委員会委員，ガイドライ
ン作成委員会委員，医療保険委員会，セミナー企画運営委員会，臨床研究検討部会，学会誌編集委員会）
一般社団法人日本老年歯科医学会（広報委員会委員）
日本顎口腔機能学会（編集委員会委員）

●略歴●

佐藤　仁

2008 年 昭和大学歯学部卒業
2008～2016 年 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
2010～2014 年 慶應義塾大学大学院医学研究科博士課程
2012～2013 年 デンマーク　オーフス大学歯学部臨床生理学教室
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
2016 年～現在 昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門
2018 年 9～10 月 ドイツ　エッセン大学付属病院顎顔面口腔外科 AOCMF フェロー

日本口腔外科学会（口腔外科専門医，口腔癌診療ガイドライン改定委員会 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，学術委員会 委員）
日本口腔顔面痛学会（専門医，評議員，ガイドライン作成委員会 委員など）
国際口腔顎顔面外科専門医（FIBCSOMS）
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
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平成 30 年度覚道健治賞（学術奨励賞最優秀賞）受賞講演

座長：佐々木啓一
東北大学大学院歯学研究科 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

顎関節症長期病悩患者におけるエゴグラムチェックリストを活用した
自我状態の検討

高嶋真樹子
新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部

顎関節症の寄与因子として，身体的因子と心理・社会的因子が考えられています。これまでに心理・社会的因子とし
て，GHQ28 や，SCL-90-R，性格検査である Y-G 検査と顎関節症との関係については多数報告されてきました。しかし，
患者本人の物事の考え方や対人関係のもち方の傾向といった患者の自我状態が，顎関節症にどのように寄与しているか
を明らかにしたものはほとんどありません。そこで，エゴグラムチェックリストを用いて評価した自我状態が，顎関節
症の病悩期間にどのように影響を及ぼしているかを検討しました。その結果，自己否定および交流回避を特徴とする自
我状態を示す患者，性別が女性である患者は，6 か月以上の病悩期間に有意に影響を与えていることが明らかになりまし
た。本講演では，実際にエゴグラムチェックリストで先生方ご自身の自我状態を確認してもらうことで，エゴグラムに
対する理解を深めていただければと考えています。

●略歴●

2008 年 新潟大学歯学部 卒業
2008 年 新潟大学医歯学総合病院 歯科研修医
2009 年 新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部 医員
2016 年 新潟大学大学院医歯学総合研究科 博士課程修了

日本顎関節学会 専門医
日本補綴歯科学会
日本口腔インプラント学会
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ランチョンセミナー 1 協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
顎関節外科―hereafter―

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

1．解剖学的 3DプレートSubcondylar プレートシステムを使用した
内視鏡支援下関節突起骨折観血的整復固定術

竹 信 俊 彦
神戸市立医療センター中央市民病院歯科口腔外科

顎関節突起骨折は下顎骨折のなかでも比較的遭遇する機会が高く，高頻度パターンは正中・傍正中部との合併骨折（介
達骨折）である。手術適応となるものは基底部骨折および下頸部骨折であり，特に両側性顎関節突起骨折の場合はその
意義が大きいとされる。近年，顎関節突起・基底部外側面の 3 次元的形態に沿うように開発されたデピューシンセス社
製 3D プレートの Subcondylar プレートシステムが使用できるようになった。顎関節突起骨折では従来，顎下部アプロー
チ・後下顎アプローチ・経耳下腺アプローチなどの皮膚切開を伴う手術が行われてきた。今回は，演者が 2004 年より行っ
てきた経口的内視鏡補助視野下での整復固定術を提示したい。本法は，皮膚切開を必要とせず顔面神経麻痺のリスクが
ない審美的にも機能的にも優れた術式といえる。

●略歴●

1993 年 3 月 大阪歯科大学卒業
1993 年 4 月 京都大学医学部口腔外科学教室研修医
1995 年 4 月 香川県立中央病院歯科口腔外科医員
1998 年 4 月 神戸市立中央市民病院歯科口腔外科医員
2015 年 4 月 神戸市立医療センター中央市民病院歯科口

腔外科部長
同 頭頸部外科参事

岡山大学医学博士，日本口腔外科学会指導医・専門医，
日本顎顔面インプラント学会指導医，日本がん治療学会
がん治療認定医（歯科口腔外科），AOCMF JAPAN 役員，
宮崎大学医学部医学臨床教授，岡山大学歯学部・愛知学
院大学歯学部・大阪歯科大学非常勤講師
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ランチョンセミナー 1 協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
顎関節外科―hereafter―

2．顎関節外科の再考―顎変形症の顎関節症併発症例の治療戦略―

亀 井 和 利
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科口腔外科

顎矯正手術は不正 合や顎変形といった病態を，顎骨の骨切りを行うことで治療が可能であるが，これに術前矯正を
加えることでより高い精度で結果を出すことが可能となっている。治療成績は外科医の技量はもちろん，術前矯正の完
成度，顎関節の安定性などに左右される。外科医がミリ単位で精度の向上を目指し，矯正医がミクロレベルで矯正の精
度を上げても，顎関節が変化をすることでその努力は徒労に終わってしまう。

顎関節に変化が起こる病態は顎関節症の III 型，IV 型に多く，顎関節治療の指針 2018 で基本治療は self-limiting であ
ることを説明すると記されている。

その結果，顎変形症で顎関節症を併発しているような症例の予後はいまだに不安定で，安定した結果が出せる治療方
法が模索されている。本セッションで皆様に若干の新知見が報告できれば幸甚である。

●略歴●

1991 年 3 月 鶴見大学歯学部卒業
1991 年 4 月 横浜労災病院歯科口腔外科研修医
1993 年 4 月 横浜労災病院歯科口腔外科専修医
1997 年 9 月 横浜労災病院歯科口腔外科医長
1997 年 10 月 鶴見大学歯学部口腔外科学第一講座助手
2001 年 6 月 横浜労災病院歯科口腔外科副部長
2010 年 4 月 横浜労災病院顎口腔機能再建外科部長

2018 年 4 月 横浜労災病院歯科口腔外科・顎口腔機能
再建外科部長

（公社）日本口腔外科学会認定専門医・指導医
国際口腔顎顔面外科専門医（FIBCSOMS）
AOCMF JAPAN Delegate
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ランチョンセミナー 2 協賛：株式会社モリタ

7つの自由度を持つ次世代CBCT（Veraview X800）
―広範囲低被曝撮影と小照射野高解像力への挑戦―

新 井 嘉 則
日本大学歯学部歯科放射線学講座

今後発展が予想される Digital Dentistry において，CBCT の基本的性能を極限まで高めることは重要である。
しかしながら従来のパノラマと歯科用 CT の兼用機は，歯科用 CT 専用機に比較すると理想的状態とはいえなかった。
この問題を解決するために，Veraview X800（モリタ製作所，京都）は 6 年の開発期間を要して“ゼロからの設計”

が行われた。
剛性を 2 倍に高めて基本的な機械精度を確保した。そのうえで，X 線主線の打ち上げ方向を可変するという“7 つ目の

自由度”を新たに付け加えることで，歯科用 CT およびパノラマ撮影の双方において，理論的に最適な方向から X 線が
入射するように進化させた。さらに，従来の 4 倍の画素数を持つ最新の高精細センサーも搭載された。

これらによって兼用機でありながら専用機と同等の性能が得られるようになった。最新の臨床例についても供覧して
いきたい。

COI；モリタ製作所 モリタ

●略歴●

1988 年 日本大学歯学部歯科放射線講座 大学院卒業
1988 年 日本大学歯学部歯科放射線講座 助手
2003 年 産学官連携功労者科学技術政策担当大臣賞 総

務省 受賞

2004 年 松本歯科大学教授 総合歯科医学研究所（硬組
織疾患制御再建学講座）

2007 年 文部科学大臣発明奨励賞 文部科学省 受賞
2008 年 日本大学歯学部特任教授
2019 年 日本大学歯学部歯科放射線学講座 教授
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ランチョンセミナー 3 協賛：サンスター株式会社

座長：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

顎関節症治療の指針 2018 と Butler GrindCareⓇ及び Butler PalpeterⓇ
の臨床への応用について

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

「顎関節症治療の指針 2018」は，一般臨床歯科医師が使用できる顎関節症の標準的な診察，検査，診断および治療の
指針作成が急務であると判断し，当時における「顎関節症治療の指針」として作成し，日本顎関節学会のホームページ
に掲載した。

その内容は，顎関節症の実態から病態分類，治療の進め方としての検査・鑑別診断，そして基本治療から専門治療ま
でを包括している。

そのなかにおいて，Butler 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。

また Butler GrindCareⓇは，咀嚼筋（側頭筋）の緊張度を筋電図で判定してブラキシズムを測定して，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低減やブラキシズム
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とその臨床応用について講演を行う予定である。

●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
2001 年 日本大学助手
2003～2005 年 ベルギー王国ルーベンカトリック大学

客員教授
2005 年 日本大学松戸歯学部口腔機能学講座専

任講師
2011 年 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学

講座准教授
2016 年より 日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学

講座教授 現在に至る

日本顎関節学会：理事，専門医，指導医 日本口腔顔面
痛学会：常任理事，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 痛学会：評議員 日本
顎口腔機能学会：評議員 日本老年歯科医学会：評議員
日本歯科心身医学会：評議員
International Association for Dental Research : Past
President of Neuroscience Group
International Association for the Study of Pain
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibu-
lar Disorders：Councilor
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ランチョンセミナー 4 協賛：カボデンタルシステムズ株式会社

KaVo 3D eXam＋による日常歯科臨床の安全，正確な歯科用CT検査
と臨床応用

金 田 隆
日本大学松戸歯学部放射線学講座

現在，わが国は，歯科用 CT を 18,000 台（令和元年現在）保有する，世界一の歯科用 CT 保有国となっている。その
ような背景のなか，画像診断ばかりでなく，CT シミュレーションやインプラントのガイドサージェリー，また CAD/CAM
による修復補綴への応用など，デジタル画像データを多方面で臨床応用する歯科医が増加している。一方，CT 検査時の
病変の見逃し事故や被曝への配慮など，適正な CT 利用も問われている。よって，今ほど歯科用 CT 検査を正しく修得
した歯科医師が国民に求められている時代はない。

本ランチョンセミナーでは，2015 年 4 月から本学付属病院放射線科に導入された，カボデンタルシステムズ社の KaVo
3D eXam＋の本学使用経験と多数症例を中心に供覧し，日常歯科臨床で安全で正確な歯科用 CT 検査や臨床応用を述べ
る。

●略歴●

1986 年 3 月 日本大学松戸歯学部卒業
1993 年 4 月 日本大学講師 松戸歯学部放射線学講座
1996 年 7 月 アメリカ合衆国ハーバード大学医学部

Massachusetts Eye and Ear Infirmary 放
射線科研究員ならびに
Massachusetts General Hospital 放射線科
研究員

1999 年 3 月 日本大学教授 松戸歯学部放射線学講座
現在に至る

＜免許・資格＞
日本歯科放射線学会専門医・指導医
日本顎関節学会専門医・指導医
日本歯科放射線学会前理事長（2014 年 6 月～2016 年 6 月）
日本画像医学会理事
日本デジタル歯科学会理事
日本医学放射線学会頭頸部研究会幹事

＜受賞＞
1998 年 第 84 回北米放射線学会（シカゴ）にて Ra-

dioGraphics 賞受賞
1999 年 第 12 回国際顎顔面放射線学会（大阪）にて

Poster Award 賞受賞
2004 年 第 90 回北米放射線学会（シカゴ）にて Certifi-

cate of Merit 賞受賞
2010 年 第 96 回北米放射線学会（シカゴ）にて Certifi-

cate of Merit 賞受賞および Exellence in Design
Award 賞受賞

2013 年 第 99 回北米放射線学会（シカゴ）にて Certifi-
cate of Merit 賞受賞

＜専門領域＞
X 線 CT や MRI による顎顔面領域の画像診断
頭頸部悪性腫瘍の画像診断
顎関節の画像診断
口腔インプラントの画像診断
パラメトリック X 線の先端的臨床応用
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ランチョンセミナー 5 協賛：伊藤超短波株式会社

座長：田 中 栄 二
徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面矯正学分野

D-Function（歯科用両側性筋電気刺激装置）を利用した咀嚼筋痛への
臨床応用

安 陪 晋
徳島大学大学院医歯薬学研究部 総合診療歯科学分野

日常臨床では， 筋や側頭筋などの咀嚼筋の 痛や違和感による開口障害や，それに付随した頸部の筋症状を認める
患者に遭遇する機会が多い。咀嚼筋痛などの症状に対する治療法の 1 つとして，マイオモニターに代表される低周波治
療器（経皮的末梢神経電気刺激：TENS）が挙げられる。この TENS は，ストレッチと同様な効果を診療室で早期に得
ることだけでなく，除痛効果も期待されている。そこで，今回我々はマイオモニターと同等以上の作用を有する低周波
治療器，歯科用両側性筋電気刺激装置（D-Function：伊藤超短波株式会社）を咀嚼筋痛などを呈する顎関節患者に使用
し，その早期の除痛効果を実感したので紹介する。本ランチョンセミナーが，会員の皆様の明日からの日常臨床の一助
となれば幸いです。

●略歴●

1996 年 3 月 徳島大学歯学部卒業
4 月 徳島大学大学院歯学研究科博士課程入学

2000 年 3 月 徳島大学大学院歯学研究科博士課程修了
4 月 徳島大学歯学部附属病院 医員（第 2 補

綴科）
2002 年 10 月 徳島大学歯学部附属病院 助手（総合歯

科診療部）
2003 年 10 月 徳島大学医学部・歯学部附属病院助手（総

合歯科診療部）

2007 年 4 月 カナダ・モントリオール大学歯学部 博
士研究員

2010 年 4 月 徳島大学病院 助教（総合歯科診療部）
2014 年 12 月 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス

研究部発達予防医歯学部門健康長寿歯科
学講座総合診療歯科学分野 講師

2015 年 4 月 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔科学
部門臨床歯学系総合診療歯科学分野 講
師（現在に至る）





第 32回一　　般
社団法人日本顎関節学会総会・学術大会

口演発表
ポスター発表
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O1-C-1

パノラマ X線画像を用いた非復位性関節円板前方転
位患者における関節突起高径の計測

Measuring the condylar height in patients with anterior
disc displacement without reduction using panoramic ra-
diographs

桐原有里1,２，五十嵐千浪1，杉崎正志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】我々は，第 31 回日本顎関節学会総会・学術大
会で，片側性顎関節円板障害と診断された患者の関節突
起は，パノラマ X 線画像を用いた計測の結果，健側に比
較して患側の関節突起高径が有意に短小であることを報
告した。今回，下顎頭に変形がない患者でも同様の結果
が得られるかを明らかにすることを目的に，片側性非復
位性関節円板前方転位患者のうち変形性顎関節症患者を
除外し，再度統計学的に検討したので報告する。
【方法】2012 年 7 月から 2016 年 12 月までの期間に鶴見
大学歯学部附属病院画像検査部で顎関節 MRI を撮像し
片側性非復位性関節円板前方転位と診断された患者 279
例のうち，変形性顎関節症患者を除外した 208 例 416 関
節を対象に，その全症例に対しパノラマ X 線画像で両側
の関節突起高径を計測した。両側ともに顎関節円板転位
のない患者 103 例 206 関節は対照群とした。
【結果】片側性非復位性関節円板前方転位患者では，変
形性顎関節症患者を除外した患者群でも患側の関節突起
高径は健側に比較して有意に短小であった。
【考察】片側性非復位性関節円板前方転位患者の患側の
関節突起高径は，変形性顎関節症でなくても短小となる
ことから，パノラマ X 線撮影は臨床所見と合わせ，片側
性非復位性関節円板前方転位患者のスクリーニング検査
として有用であると考えられた。

O1-C-2

Angle II 級患者の外科的矯正治療における関節突起
の形態変化についての画像的検討

Image study on morphological change of mandibular con-
dyle in surgical orthodontic treatment for Angle II pa-
tients in Itoh Dento-Maxillofacial Hospital

織田祥太，吉武義泰，中井大史，瀬々良介，篠原正徳
医療法人伊東会伊東歯科口腔病院

【緒言】顎矯正治療において Angle II 級患者は，治療後
に関節突起の形態変化が生じる可能性が指摘されてい
る。そこで当院で外科的矯正治療を行った患者の関節突
起の形態変化について画像的検討を行ったので報告す
る。
【対象・方法】2010 年 8 月から 2016 年 5 月に骨格性上
顎前突症，骨格性下顎後退症，骨格性開 症の診断のも
と下顎を前方移動させた 86 例のうち，十分な資料の収
集が可能であった 23 例（LeFort I 型+SSRO7 例，SSRO
16 例）を対象とした。関節突起の高さと体積の変化につ
いては，CBCT を用いて Media PACS で行った。
【結果】術前矯正治療では，2 例を除いて関節突起の高
さと体積の減少はほとんど認めなかった。初診時と手術
1 年後を比較し，減少量 10％ 未満，10％ 以上 20％ 未満，
20％ 以上の 3 群に分けて比較すると，20％ 以上減少症
例では顔面角，SNB 角は小さく，Y 軸角，FMA 角，
合平面傾斜角は大きかった。また手術時の移動量が大き
く，顎関節症の症状を認める割合が高かった。
【考察】顎変形症の治療後に関節突起の高さと体積の変
化を検索した結果，セファロ分析での顔面角，Y 軸角，
FMA 角， 合平面傾斜角ならびに顎関節症状の有無，
手術での移動量が関節突起の変化に関与していることが
示唆された。さらに，これらの因子の値が大きく外れた
症例で，術前矯正でも関節突起の変化が起こる可能性が
示唆された。
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O1-C-3

画像診断における下顎頭関節面の新たなる解剖学的
指標（前下顎頭稜：Anterior condylar ridge）の定量
的分析

Quantitative analysis of a new anatomical indicator of ar-
ticular surface of condyle（Anterior condylar ridge）in the
diagnostic image

入江 功1,２，伊東宏和1，杉崎正志1,２，五十嵐千浪1，
小林 馨1，林 勝彦2

1鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座，
2東京慈恵会医科大学歯科

【緒言】下顎頭関節面は，顎関節疾患で形態学的な変化
が生じる部位であるが，下顎頭関節面を規定する解剖学
的指標は明確ではない。小佐野らは 2008 年本学会で顎
関節腔二重造影 CT 像から，下顎頭関節面前方端と下顎
頭前方部の隆起は一致していると報告し，前下顎頭稜
Anterior condylar ridge と提案した。
【目的】顎関節腔造影矢状断 CT 像で前下顎頭稜の位置
を下関節腔付着部との関係から定量的に分析する。
【方法】対象は顎関節腔二重造影 CT 検査を施行した 20
関節（男性：3 名，女性：17 名，年齢 13～59 歳，中央
値：28 歳）とした。再構成矢状断像で下関節腔の下顎頭
付着部をマーキングした。一方，骨形態からの位置とし
て関節隆起の最下点と鼓室鱗裂（後突起）とを結んだ直
線から，下顎頭前方部に接する垂線を引き，下顎頭皮質
の前方端変曲部としてマーキングした。マーキングした
2 点間距離を 2 名の観察者が日時を変え，2 回計測した。
【結果】2 名の観察者間で計測した結果，それぞれ 2 回
の観察者内の級内相関係数は 0.994～1.000 であった。各
2 名観察者間の級内相関は 0.996 と高く，測定値の信頼
性はあるといえる。
【考察】下関節腔の下顎頭付着部と下顎頭皮質の前方部
の隆起とは画像上ほぼ同じ位置を示し，同部を下顎頭関
節面を規定する前下顎頭稜 Anterior condylar ridge とし
て用いることは，画像診断上有効な指標となることが示
唆された。

O1-C-4

MRI を用いた顎関節症患者における subchondral
cyst の横断研究

A cross-sectional study of subchondral cyst on MR im-
ages in TMD patients

小石由紀子1，高岡亮太1，仙崎勇輝1，森口大輔1，
林 暁雨1，久山晃太郎1，玉利秀樹1，桑原俊也1，
島本博彰2，中谷温紀2，内山百夏2，石垣尚一1，矢谷博文1

1大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウ
ンブリッジ補綴学分野，2大阪大学大学院歯学研究科歯科
放射線学教室

【目的】Subchondral cyst（SC）は変形性顎関節症を示
す画像所見の一つで，画像検査により診断される。しか
し，SC に関する報告は少なく，その原因および病態は
未だ明らかになっていない。そこで，SC を認める顎関
節を抽出し，その特徴を調査することで，SC の病態解
明の一助と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 682 名（1364 関
節）の連続サンプルのうち，SC を認めた 43 関節を対象
とした。MRI プロトン強調画像および T2 強調画像をも
とに，矢状断と冠状断における SC の大きさと位置，下
顎頭皮質骨外側からの距離，関節円板の位置異常につい
て調査した。
【結果】SC の大きさは矢状断では平均 3.5±2.3mm2，冠
状断では平均 3.5±2.7mm2であった。矢状断で SC が前
方，中央，後方に存在した割合は各々 33％，58％，9％
であり，冠状断においては内側，中央，外側に位置して
いた割合は各々 15％，75％，10％ であった。皮質骨外
側からの距離が 1.5mm 以内に位置する SC は 89％ で
あった。SC を認める顎関節のうち，完全円板前方転位
を認める割合は 81％ であった。
【考察】SC は負荷が加わりやすい下顎頭の前方および
上方に位置することが多く，また下顎頭皮質骨辺縁に近
接して存在しているものが多かった。さらに，SC を認
めたほとんどの顎関節に関節円板の位置異常が存在した
ことから，下顎頭に加わる力学的負荷の増大により引き
起こされる骨のリモデリングによって SC が生じる可能
性が示唆された。
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O1-C-5

睡眠時無呼吸症患者の口腔内装置治療におけるMRI
による顎関節評価の試み

Evaluation of temporomandibular joint by MRI in oral
appliance treatment of sleep apnea syndrome patients

池畑直樹，松尾 朗
東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科

【目的】閉塞型睡眠時無呼吸症（obstructive sleep apnea
disorder 以下，OSA）は上気道の閉塞が主な原因と考え
られ，その治療として口腔内装置（OA）が歯科的治療
法として用いられている。OA は下顎を前方に移動する
ことで上気道閉塞を解除することが目的であるが，その
大きな副作用の一つとして顎関節障害が認識されてい
る。一方，われわれは OSA 患者の上気道閉塞部位診断
および OA 治療の際の前方移動量の決定に Cine Mag-
netic Resonance Imaging（MRI）を用い，3 次元的かつ，
動的な気道形態の評価を行っている。今回，シネモード
MRI 撮影時に，装置装着前後の関節円板の評価を試みた
ので報告する。
【方法】OSA 患者に，PHILIPS 社製，3.0 Tesla（Ingenia
CX）を用いて，下顎安静時と下顎前方位それぞれの条
件に対して MPR 3 方向の Cine MRI 撮影を行い，上気道
形態と同時に顎関節の状態を評価した。
【結果】基本的に顎関節症のない症例では，OA 装着し
前方移動しても，顎関節は円板上に位置していた。
【考察】今回用いた方法は，OSA 患者の上気道形態の
評価と同時に関節円板の評価も行うことができ，OA 作
製に際して関節円板の位置を考慮した下顎前方移動量の
決定が可能であることが示唆された。

O1-C-6

変形性関節症における三次元的形態解析

Three-dimensional morphological analysis of temporo-
mandibular joint osteoarthritis

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

【目的】変形性関節症のように基準となるポステリアル
サポートが変化しているような症例においては製作した
補綴装置の装着時に大幅な調整が必要となることが多
い。 合器の設計や補綴装置の製作において基準となる
いくつかのパラメータが存在する。今回は，両側性と片
側性の変形性関節症における，これらの補綴学的パラ
メータについて CT 画像を用いて 3 次元的な形態的特徴
を検討した。
【方法】被験者は，鶴見大学補綴科に来院し両側性また
は片側性の変形性関節症と診断され，研究の趣旨に同意
が得られた患者とした。対照群は顎関節症の既往を認め
ない健常有歯顎者とした。計測項目はカンペル平面と
合平面のなす角，ボンウィル三角とバルクウィル角とし
た。 合平面，ボンウィル三角とバルクウィル角は上下
顎に設定した。
【結果】カンペル平面と下顎 合平面のなす角は，両側
性が有意に大きかった。両側性では，健常者に比較して
下顎ボンウィル三角の有意な縮小が認められた。片側性
においては，切歯点顆頭間距離は，健側では健常者と有
意な差を認めなかったが，患側では有意に短かった。両
側性と片側性ともにバルクウィル角は，上下顎ともに健
常者と有意差を認めなかった。
【考察】変形性関節症の病態は，バルクウィル角でなく
下顎ボンウィル三角に反映されることが示唆された。変
形性関節症に対する補綴装置製作において従来の 合器
を使用するには十分な注意が必要であると考えられる。
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O1-C-7

上顎癌切除術後の開口障害に理学療法士が介入した
1例

A case in which a physiotherapist intervened for opening
disorder that developed after maxillary cancer resection

中山雄貴1，木村陽志1，吉田詩織1，中嶋裕尭1，
太田浩貴2，久保寺 翔3，佐野次夫3

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

【目的】頭頸部悪性腫瘍切除術後に開口障害を呈する症
例は臨床で多く経験し，それに関する報告も散見され
る。しかし，そのような症例に対して理学療法士が介入
した報告は少ない。今回，左側上顎癌に対して切除術を
施行され，長期的な開口障害を呈していた症例に対して
理学療法介入が有効であったため報告する。
【症例】70 代女性，左側上顎癌に対して切除術を施行さ
れ，開口障害によって義歯の挿入が困難となり，ストロー
食を余儀なくされていた。術後 3 か月経過後より理学療
法介入となり，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，開口訓練として
Post Isometric Relaxation（以後：PIR）を施行した。
【結果】最大開口量は初期 11mm から最終 28mm，最大
開口時痛は左側頭筋伸張痛があり，初期 NRS6 から最終
NRS0 と PIR を施行したことで改善を認めた。さらに義
歯の挿入が可能となり，カステラなどの固形物が摂取可
能となった。
【結論】本症例は術後の侵襲により長期的な開口障害を
呈していた。開口障害の原因としては，瘢痕拘縮に伴っ
た咀嚼筋伸張性低下，側頭筋伸張痛を誘発している筋筋
膜性 痛症候群が関与していると考え，それらに対して
PIR を実施したことで改善を認めた。今回は手術を担当
した口腔外科医のみならず，理学療法士が開口訓練に時
間をかけて介入したことで開口量が改善し，QOL 向上
に繋がったと考えられた。

O1-C-8

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リハビリ訪問看護ステーショントライ，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】抜鉤後より，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。初回最大開口量 28mm，最大開口時，
右側頭筋に伸張痛（NRS4）を認めた。最終最大開口量 55
mm，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。
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 41mm，最大開口
時 NRS0 と改善を認めた。
【考察】今回，2 症例とも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
困難であったが，開口時に側頭筋に伸長痛を認めてお
り，開頭術による側頭筋への侵襲から Simons 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。ま
た，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，側頭筋の
瘢痕拘縮を予防し，開口量， 痛改善に至ったと考えら
れた。
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O1-C-9

顎関節円板障害に対して関節円板の状態を考慮した
運動療法で対応した 2症例

Two cases of TMJ disc disorder treated by exercise ther-
apy considering the state of the joint disc

島田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

【目的】顎関節症は，顎関節，咀嚼筋など運動器の機能
障害であり，機能回復には運動療法が有用であるとされ
ている。しかし顎関節症の病態に即した運動療法の手技
および指導法について明らかにされておらず，症例を蓄
積し，手技および指導法を確立していく必要がある。そ
こで今回，顎関節円板障害症例に対して，関節円板の状
態を考慮した運動療法の手技および指導を行うことで症
状改善がみられた 2 症例について報告する。
【方法】症例 1：28 歳，女性，主訴：開口後，口が閉じ
なくなる（間欠性ロック）。特に食事時毎回閉口障害が
生じる。症例 2：26 歳，女性， 合後の開口障害（間欠
性ロック），食事時に開口障害が生じる。診断：顎関節
円板障害。
【結果】症例 1，2 とも閉口，開口が障害された状態を
再現させ，その状態から関節可動域を増やすことを目的
とした関節可動化訓練，および自己牽引訓練を指導し，
さらに術者による関節腔および関節可動域の拡大を目的
とした運動療法（顎関節マニピュレーション）を行った
ところ，両者とも，閉口障害，開口障害（間欠性ロック）
が解消した。
【結論】顎関節円板障害に対し，円板障害の状態を考慮
し，術者と患者自身によるセルフケアとして運動療法を
行うことは，症状改善に有効であった。

O1-C-10

合関係を変化させることで顎運動に変化を生じた
症例

Changes in jaw movements after occulsal treatment

重本修伺，伊藤崇弘，平井真也，平林里大，井川知子，
重田優子，小川 匠
鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

【目的】 合の不調和は，患者の顎機能に影響を及ぼし
ている。 合接触や滑走運動時のガイドを変化させるこ
とで開口障害や習慣性脱臼が改善した症例が報告されて
いる。今回は，咀嚼障害を主訴に来院した症例に対し
合治療を行った結果， 合接触状態の変化に伴って顎運
動に変化が生じたので報告する。
【症例】患者は 59 歳女性。咀嚼障害と右側顎関節痛を
主訴に来院した。初診時の口腔内は，17，47 にのみ 合
接触を認める開口を呈していた。画像検査所見では，両
側下顎頭の変形と関節円板の前方転位を認めた。開口症
と診断し 合調整およびメタルスプリント治療を行っ
た。術前，メタルスプリント治療開始後 5 か月と 1 年の
顎運動検査を行った。矢状面内限界運動，習慣性開閉口
運動から全運動軸（KA）と最小運動軸（LMA）を算出
した。
【結果】顎運動検査の結果では，いずれの測定でも LMA
は軸として算出できたが，KA は軸として算出されなかっ
たが徐々に運動機能の改善を認めた。 合状態の変化に
伴って再現性のある下顎運動の変化，特に 合接触が関
係しない範囲の運動にも変化が観察できた。
【結論】補綴治療の術前・術中・術後の顎運動と画像情
報を統合し，患者個々の障害の程度，治療効果との関連
を明らかにすることは，どのような 合状態に対して咀
嚼筋のどのような協調活動がつくられるのか，という生
体のアルゴリズムを明らかにすることに繋がると考えら
れる。
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O1-C-11

顎関節が原因と思われる 合の変化への対応に苦慮
した 2症例

Two cases who struggled to cope with occlusal changes
that may be caused by the TMJ

島田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

【目的】臨床において急激な 合の変化が生じた場合，
合以外の要因について精査し対応することが重要であ

ると思われるが，精査しても原因がわかりづらい症例や
顎関節症の治療後に 合の変化が生じた症例など， 合
についての介入時期について苦慮する症例が存在する。
今回は顎関節が原因と思われる 合の変化への対応に苦
慮した 2 症例について報告する。
【症例】症例 1．37 歳，女性。咀嚼時の顎関節音が気に
なるという主訴で来院。顎関節円板障害と診断しセルフ
ケア，運動療法を行ったところ顎関節状態の改善に伴い
前歯部の開 が出現した。症例 2．47 歳，女性。 合の
変化に伴う咀嚼障害を主訴で来院。半年前よりだんだん
と前歯部の開 が始まり現在，右側臼歯部しか 合して
いない。CT，MRI では 合変化の原因が特定できず。

合不全による咀嚼障害と診断するが，既往より顎関節
の関与を疑い，運動療法などで対応した。
【結果】症例 1． 合状態の変化が継続するため，スプ
リント療法を行い， 合の安定を確認後，矯正治療を検
討した。症例 2．運動療法にて多少の改善はみられたも
のの大きな変化はなく，現状での 合治療を検討した。
【結論】顎関節の状態により 合が変化する可能性があ
ることから， 合の変化に対し顎関節の状態と対比し
合への介入時期を考える必要があると思われた。

O1-C-12

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，山本 学
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，我々は咀嚼筋 ・ 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，術後 6 か月の開口量は 39mm であった。
【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。術後 1 か月と術後 6 か
月の開口量の差は，症例 1 では 3mm，症例 2 では 4mm
であった。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。
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O1-C-13

顎関節症患者における口腔関連QOLの評価

Evaluation of oral related QOL in temporomandibular
disorders patients

小野田紀生1,２，三上俊彦2，小林正治2

1七樹歯科医院，2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

【目的】近年，医療評価研究として quality of life（QOL）
の評価が重要視されているが，本邦では顎関節症患者の
QOL に関する調査報告は少ない。そこで，本研究では
顎関節症患者の口腔関連 QOL に及ぼす因子について検
討した。
【対象】2017 年 7 月から 2019 年 7 月までに七樹歯科医
院において顎関節症と診断された患者 47 名を対象と
し，健常者 20 名を対照群とした。
【方法】口腔関連 QOL の評価には，Japanese version
Oral Health Impact Profile（OHIP-J54）を用い，各領域
ごとに対照群と統計学的に比較検討した。また，7 つの
臨床的因子（年齢，性別，開口量，click，closed lock，
筋痛，VAS）において 2 値化し，マン・ホイットニ検定
を用いて口腔関連 QOL に影響を及ぼす因子について検
討した。
【結果】顎関節症群は OHIP-J54 の総スコアが対照群と
比べて有意に高く，各領域別では，「機能の制限」「身体
の痛み」「精神的困りごと」において，臨床的因子では
年齢（45 歳以上）のみで統計学的に有意差を認めた。
【考察】今回の研究では顎関節症患者の症状の強さと口
腔関連 QOL との間に関連は認められなかったが，顎関
節症患者の QOL 低下には臨床的因子よりも心理的因子
が強く関連しているとの報告がある。本研究においても

「精神的困りごと」スコアが有意に高かったことからも，
顎関節症治療の際には，痛み等の臨床症状とともに精神
的な苦痛にも配慮し，十分な医療面接と患者の悩みを傾
聴することも重要と考えられた。

O1-C-14

TMD患者用QOL質問票の信頼性

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】我々は，TMD 用の QOL 指標（QOLI-TMD）
について第 30 回日本顎関節学会で発表した。今回，QOLI-
TMD について再テスト法を用いて信頼性を評価した。
【方法】対象患者は，2018 年 1 月から 12 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 91 名

（男性 20 名，女性 71 名，平均年齢 47.6 歳）である。対
象患者に QOLI-TMD を渡し，診察前（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。QOLI-TMD の総
スコアとサブスコアについて，1 回目と 2 回目の相関係
数と，対応のある 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】QOLI-TMD の総スコアとサブスコアについて，
1 回目と 2 回目の間で相関係数はいずれも 0.9 以上であ
り，高い相関関係を示した。また，対応のある t 検定に
おいて統計的な有意差が出たものの，いずれも効果量

（Cohen’s d）の値が 0.12 以下であった。
【結論】新たに開発した QOLI-TMD 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。
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O1-C-15

顎関節症患者に対する Tooth Apart Training（TAT）
の効果の評価―ランダム化比較試験のプロトコール

Assessment of Tooth Apart Training（TAT）for tem-
poromandibular disorders patients-protocol for random-
ized controlled trial

堀 慧，永田和裕，渥美陽二郎，横江朋子，永井 渉，
後藤由和，圓山優子，坂井 大，稲富安和，薄葉みのり
日本歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来

【目的】本外来では，ブラキシズムの軽減を目的として，
TAT を使用したリラクゼーショントレーニングを顎関
節症の治療で用いている。しかし，リラクゼーショント
レーニングでは，運動療法と TAT を併用するため，TAT
自体の効果は明らかではないことから，ランダム化比較
試験を用いて TAT の評価を行っている。すでに被験者
の組み込みを開始しているが，本報告では，研究プロト
コールについて報告する。
【方法】被験者：本外来を受診し，DC/TMD で顎関節
症と診断された患者。予定被験者：対照群 30 名，介入
群 30 名。サブグループ解析：ブラキシズムの症状・徴
候の有無，筋の圧痛の有無。包含規準：文書によるイン
フォームドコンセントの得られた患者，除外基準：定期
的な来院の困難な患者，特定の治療を希望する患者，精
神心理的な問題で投薬を受けている患者。隠匿：封筒法
を用いた外来受付での管理研究デザイン：単盲研ランダ
ム化比較試験，ITT 解析 1．対照群：生活指導と簡易
型 MFT を含めた自律運動練習，2．介入群：対照群＋
TAT 一次アウトカム。顎顔面痛・顎関節音（NRS），開
口量（mm）二次アウトカム。ブラキシズムの自覚・日
常生活障害度（NRS）。評価時期：一か月間隔，治療終
了まで。
【考察】顎関節症の治療における TAT の有効性を示唆
した報告は多いが，その臨床的な根拠は明らかではな
い。本研究を実施することで，TAT に関する質の高い
エビデンスが得られると考える。

O1-C-16

ブラキシズムの定量的な評価，ブラキサーと非ブラ
キサーの比較

Quantitative evaluation of bruxism, comparison between
bruxer and non-bruxer

稲富安和，永田和裕，渥美陽二郎，横江朋子，堀 慧，
永井 渉，後藤由和，圓山優子，坂井 大，薄葉みのり
日本歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来

【目的】睡眠時および覚醒のブラキシズムは，顎関節症
や歯の破折・摩耗など種々の障害の原因，誘因となると
考えられている。しかしブラキシズムの簡易かつ客観的
な評価は困難なことから，実際にブラキシズムが直接障
害に影響しているのかは明らかではない。本研究では患
者自身で装着でき，繰り返しブラキシズムの記録が行え
る Sunstar 社製 GrindCare を使用し，ブラキシズムの定
量的な評価とブラキシズム徴候・症状との比較を行っ
た。
【方法】1）ブラキシズムの自覚，2）咀嚼筋の圧痛，3）
顕著な歯の摩耗などのブラキシズム徴候を有する被験者
と，これらの徴候・症状を認めない被験者を対象とし
て，ブラキシズムの定量的な評価には，Sunstar 社製
GrindCare を使用し両被験者において，睡眠時ブラキシ
ズム（G-vS）を 5 日間の計測後に，日中覚醒時のブラキ
シズム（G-vA）を 1 日間計測した。咀嚼筋の圧痛とブラ
キシズムの徴候の評価は標準化された診査者によって
行った。
【結果・考察】GrindCare の評価では，ブラキシズムの
徴候・症状を有する被験者は，これらを有さない被験者
に対して，日中および睡眠時において顕著に大きな値が
観察され，GrindCare は原則的に Rhythmic masticatory
muscle activity（RMMA）の頻度を計測しており，咀嚼
系に加わる力の大きさや咀嚼筋に加わるストレスを直接
評価するものではないが，増加した RMMA が咀嚼筋の
圧痛や歯の摩耗と関連していることが推察された。
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O1-C-17

歯科口腔外科開業医における顎関節症治療の現況

The present condition of TMJ treatment in private oral
surgery practice

横田幸治1，宮木克明2，保坂栄勇3

1横田歯科口腔外科医院，2宮木歯科口腔外科医院，3歯科
口腔外科保坂クリニック

【目的】我々歯科口腔外科開業医は歯科口腔外科専門医
院として口腔外科疾患の治療を行っているが，顎関節治
療に対しても 3 施設で協力体制を取りながら積極的に取
り組んでおり，良好な結果を得てきた。そこで今回は，
横田歯科口腔外科医院での顎関節症治療の現況について
考察を加え報告する。
【方法】当院を開設した 1999 年から 2017 年までの 18
年間に来院した顎関節症例について，その受診時期によ
り前期（1999～2005 年），中期（2006～2011 年），後 期

（2012～2017 年）に分け病態，治療内容について比較検
討を行った。
【結果および結論】前期と比較し，中期受診患者の傾向
として重症例の割合が少なくなり，それに伴い外科療法
症例は減少傾向を示した。これはマスコミ報道や検診で
の顎関節診査導入により初期症状の段階で医療機関を受
診する患者が増加したこと，また顎関節症に対する啓蒙
活動，それに伴う一般開業医の積極的な治療参加が起因
していると思われた。ただし後期（2012 年以降）に受診
した症例ではやや重症度が上がる傾向がみられた。

O1-C-18

顎関節症患者における音楽療法 第一報

Music therapy for TMJ patients first report

野澤健司
野澤歯科

【目的】本研究は，顎関節症を含む口腔顔面痛に対する
音楽療法の効果を検討することである。長年，私は顎関
節患者に対して，考え方の癖を是正する認知療法， 痛
行動を変える行動活性化療法を併用してきた。また 痛
患者は痛みのことを考えると痛みがより増加することか
ら，呼吸に意識を集中するマインドフルネス瞑想を行っ
てきた。しかしながらマインドフルネスは効果には個人
差があり，ある程度の訓練が必要であった。そこでより
自然に痛み感覚を美しいピアノの音色によって聴覚に一
定時間シフトできれば，個人差が少なく痛みが減少する
のではないかと考えた。
【方法】症例は平成 30 年 12 月から平成 31 年 3 月に野
澤歯科を受診した顎関節症患者のうち， 筋，胸鎖乳突
筋のトリガーポイント痛を有する患者 100 名である。こ
れら患者にプロのピアニストによる生ピアノの演奏をリ
ラックスした状態で 15 分聴いた後，患者本人による
VAS 値でトリガーポイント痛の評価をした。
【結果】91 名の患者においては，ピアノ演奏を聴いた直
後は全くトリガーポイント痛がなくなっていた。7 名は
VAS 値で 1 から 3，2 名は 4 から 6 であった。
【結論】生ピアノの演奏によるトリガーポイント痛の軽
減効果はあるようである。これが 痛抑制系のどこに作
用しているか，楽器の種類や音楽の種類による 痛効果
の違い，オーディオ演奏と生演奏違いなどが，今後の課
題である。



― 135 ―

O2-C-1

顎関節滑膜軟骨腫症の滑膜に特異的に発現する遺伝
子群の同定

Analysis of specific gene expression in synovium of
synovial chondromatosis of the temporomandibular joint

東條 格1，中西 隆1，岡本健二朗1，平石幸裕1,２，
藤田茂之1

1和歌山県立医科大学口腔顎顔面外科学講座，2日本赤十
字社和歌山医療センター歯科口腔外科

【目的】滑膜軟骨腫症は滑膜の中に骨軟骨結節が異所性
に生じてくる疾患であるが，その明確な発症の原因，病
態はわかっていない。今回，我々は滑膜の中にどのよう
にして骨軟骨が生じてくるかを，ヒト顎関節滑膜軟骨腫
症の摘出滑膜において，発現遺伝子のマイクロアレイ解
析，RT-PCR，クラスター解析，さらに免疫組織染色を
行い，病態の解明を試みたので報告する。
【方法】顎関節開放術または顎関節鏡視下手術を行った
顎関節滑膜軟骨腫症 2 例，顎関節症 2 例の培養滑膜細胞
から RNA を抽出し，マイクロアレイ解析，RT-PCR，
クラスター解析を行った。また，滑膜組織で特異的発現
遺伝子のタンパクの抗体で免疫染色を行った。
【結果】37,427 遺伝子のうち，顎関節症群と顎関節滑膜
軟骨腫症群で発現強度に 2.0 倍以上の差があった遺伝子
数は 434 遺伝子であった。顎関節滑膜軟骨腫症で発現上
昇が確認された遺伝子は stathmin-like2，osteomodulin，
aggrecan，などであった。それらの遺伝子のタンパクの
一部は滑膜軟骨腫症の滑膜組織の免疫染色で発現が確認
された。
【結論】骨軟骨関連遺伝子の osteomodulin，aggrecan
の他に，神経成長関連遺伝子の stathmin-like2 の発現上
昇が新たに確認された。他，複数の遺伝子の発現変動が
確認され，診断マーカーや疾患の治療，再生医学に発展
させていく必要がある。

O2-C-2

ヒト顎関節滑膜細胞のケモカイン産生に対するフィ
ブロネクチン分解産物の影響

Effect of fibronectin fragment on chemokines production
in the synovial fibroblasts from human TMJ

鈴木麻由1，小倉直美1,２，矢野照雄1，髙橋康輔1,２，
山﨑文惠1，渡邊 駿1，石上大輔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
の分解産物（FN-F）は，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，顎関節炎症病態形成にお
ける FN-F の影響を検討するため，培養ヒト顎関節滑膜
細胞（滑膜細胞）に 30kDa FN-F を作用させ，ケモカイ
ン発現について検討した。
【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，30kDa FN-F を作用させ，
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。シグナル伝達経路は阻
害剤を用いて検討した。
【結果】滑膜細胞に 30kDa FN-F を作用させると，CCL-
2，-7，-8 および CXCL1，2，3 の遺伝子発現が上昇した。
30kDa FN-F は，CCL-2 および CXCL1 タンパク質産生
量を上昇させた。また，CCL-2 および CXCL1 の産生量
は，NF-κB および TAK1 阻害剤によって低下した。
【考察】滑膜細胞において，30kDa FN-F は NF-κB 経
路を介して CC ケモカインおよび CXC ケモカインの遺
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。CC ケモカインは単球などの滑膜組織への遊
走に関与し，CXC ケモカインは主に好中球の活性化や血
管新生に関与するとされることから，30kDa FN-F 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。
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O2-C-3

顎関節下関節腔に生じたピロリン酸カルシウム結晶
沈着症の 1例

A case of calcium pyrophosphate dihydrate crystal depo-
sition disease in the inferior joint space of the temporo-
mandibular joint

田村佳代，村上賢一郎
赤穂市民病院歯科口腔外科

【目的】ピロリン酸カルシウム（以下 CPPD）結晶沈着
症は，関節周囲組織に発症する結晶誘発性関節炎で，痛
風様発作を主症状とする。今回，右側顎関節下関節腔に
生じた CPPD 結晶沈着症の 1 例を報告する。
【症例】71 歳男性。2018 年 8 月右顎関節部腫脹を伴う
強い 痛，開口障害を自覚し某病院口腔外科を受診，化
膿性顎関節炎の疑いにて抗菌薬と消炎鎮痛薬投与で改善
した。画像所見で右側顎関節部に腫瘍類似病変が疑われ
紹介となった。
【所見】初診時に開口障害や顎偏位はなく，右顎関節部
軽度 痛を認めた。CT で右側下顎頭外側から後方に散
在性で境界不明瞭な不透過性病変，MR 画像で右側下顎
頭後下方に円板後部組織の腫大を認めた。同年 9 月に迅
速病理診断下に摘出術を施行した。迅速診断で悪性所見
はなく，軟骨性病変が疑われた。関節円板と一部滑膜を
切除，下関節腔から CPPD と思われる白色チョーク様小
腫瘤と周囲組織を摘除した。病理組織所見は炎症細胞浸
潤と線維性結合組織の多核巨細胞と一部軟骨化生，結晶
分析は CPPD とほぼ一致する値であった。以上より，滑
膜性軟骨腫症を伴う CPPD 結晶沈着症と診断した。術後
半年，再発兆候は認めていない。
【結論】腫瘍性病変を鑑別することが重要であり，迅速
診断を施行した。術前臨床所見と画像所見から本症例を
CPPD 結晶沈着症と診断することは極めて困難と考えら
れた。

O2-C-4

顎関節後方部に生じたガングリオンの 1例

A case of ganglion in the posterior region of the temporo-
mandibular joint

重松宏昭1，江口貴紀2，馬杉亮彦1，宮田幸長1，
熊谷賢一2，中岡一敏2，濱田良樹2

1東芝林間病院歯科口腔外科，2鶴見大学歯学部口腔
顎顔面外科学講座

【目的】ガングリオンは手根関節背側に好発する囊胞性
疾患であり，顎関節部に発生することはまれである。今
回われわれは顎関節後方部に生じたガングリオンの 1 例
を経験したのでその概要を報告する。
【症例】患者：51 歳，男性。主訴：右側顎関節部の開口
時痛，閉口時の耳閉感。現病歴：2014 年 9 月に右側下顎
頭前方部の不透過像を指摘され，当科を受診したが自己
中断していた。その後，右側顎関節部の開口時痛と閉口
時の耳閉感が出現したため，2016 年 6 月に再受診となっ
た。既往歴：右側顎関節脱臼。現症：右側顎関節部に自
発痛，圧痛は認めなかった。開口量は 45mm で，右側顎
関節部の開口時痛と閉口時の耳閉感を認めた。パノラマ
エックス線写真にて右側下顎頭の変形，MR 画像にて右
側下顎頭後方に囊胞様病変を認めた。臨床診断：変形性
顎関節症，顎関節後方部囊胞の疑い。処置および経過：
2016 年 8 月，顎関節上関節腔有視下洗浄療法を施行し
た。開口時 痛は消失したが，耳閉感が継続したため，
当院耳鼻咽喉科を対診したうえで，囊胞様病変の摘出術
を施行する方針となり，2017 年 1 月に全身麻酔下に手術
を施行した。病理組織学的診断は，ガングリオンであっ
た。
【結果】術後約 2 年経過した 2019 年 4 月現在，顎関節
部の 痛や耳閉感の出現はなく経過良好である。
【結論】今回われわれは顎関節後方部に生じたガングリ
オンの 1 例を経験したのでその概要を報告する。
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O2-C-5

顎関節症様症状を主訴に顎関節治療部を受診し顎関
節症以外の診断に至った症例の検討

Survey of the patients who presented with TMD-like
symptoms and were not diagnosed TMD

上野山敦士1，池田順行1，大貫尚志1，齋藤太郎1，
北村 厚1，中谷暢佑1，山崎裕太2，河村篤志2，
高嶋真樹子2，荒井良明2，髙木律男1,２

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

【目的】当院の顎関節治療部を顎関節症様症状を主訴と
して受診する患者のなかには，顎関節症以外の診断（以
下，非 TMD）に至る症例も多い。そこで，今回われわ
れは非 TMD 患者について調査したので報告する。
【方法】2012 年 4 月から 2018 年 3 月までの 6 年間に新
潟大学医歯学総合病院顎関節治療部を受診した患者
1,495 名のうち非 TMD と診断した 166 名を対象に，年
齢，性別，主訴，診断および RDC/TMD axisII との関係
について調査した。
【結果】男女比は 1：2 で女性が多かった。年齢別では
男性は 30 歳代で多かったが，女性は 40 歳代から 60 歳
代で多くみられた。また，年齢別男女比では 30 歳代ま
では男性の比率が大きかったが，40 歳代以降は女性の比
率が大きかった。診断は「異常なし」と「 合違和感症
候群」で 83 例（50％）を占め，口腔外科疾患は 29 例

（17.4％）でなかには炎症や腫瘍性病変など緊急性の高い
疾患も認めた。また，RDC/TMD axisII における抑うつ
度と非特異性身体症状の程度は非 TMD 患者全体の平均
では「軽度」の範囲であり，「異常なし」の患者では「正
常」域内であったが，「 合違和感症候群」の患者では

「高度」に近い値を示した。
【考察】顎関節症様症状を主訴に受診する患者のなかに
は異常のない患者や axisII に原因がある患者も多いが，
一方で緊急性を要する患者もみられるので慎重な対応が
必要である。

O2-C-6

顎関節突起に病的骨折を生じた多発性骨髄腫の 1例

A case of condylar process pathological fracture in multi-
ple myeloma

大見 寧1，李 宇錫1，笹倉裕一2，磨田友里子1，
佐藤 翔1，矢毛石眞由美3，中村典彦4，宮 直利1

1横須賀共済病院歯科口腔外科，2小山記念病院歯科口腔
外科，3横須賀共済病院病理科，4横須賀共済病院血液
内科

【目的】多発性骨髄腫（MM）は頭蓋骨，脊椎骨，肋骨，
骨盤骨に多くみられるが，顎骨における発生は稀であ
る。今回，我々は下顎関節突起の病的骨折により開口障
害を示した MM の 1 例を経験したので報告する。
【症例】66 歳，女性。初診 2017 年 8 月。主訴；開口障
害。現病歴；2017 年 7 月 頸部痛を訴え横須賀共済病院
整形外科を受診した。CT にて頸椎などに多発性骨融解
像を認められ MM 疑いにて血液内科を受診し MM（κ
型形質細胞腫）と診断された。血液検査では CRP 2.94mg/
dL↑，β2 MG 2.1mg/L↑，IgG 3,080.2mg/dL↑，遊離 L
鎖；κ1,020.0mg/L↑，尿蛋白 2+，免疫電気泳動 IgGκ
型 M 蛋白を示した。当科初診時，やせ形，栄養状態不
良。顔貌所見は左右対称性で 1 横指開口した。CT 像で
は両側関節突起，下顎角部，下顎下縁部，頸椎，鎖骨，
肋骨にも骨溶解像を認め，右顎関節突起の病的骨折像を
認めた。
【結果】化学療法（Rd 療法→Bd 療法）施行下で， 合
挙上副子を用い 痛緩和を行い，骨化の確認後に開口訓
練を試みた。開口度は一時的に 0.5 横指にまで悪化した
が，化学療法開始後 3 か月からそれは改善された。現在，
MM 治療の経過観察行いつつ，下顎関節突起病的骨折部
は変形治癒ではあるが，開口度は 3 横指にまで回復し
た。
【結論】下顎骨に発生する MM は稀ではあるが，化学療
法に伴う ARONJ とともに口腔領域の精査目的での歯科
口腔外科対診の重要性が考えられた。
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O2-C-7

下顎骨関節突起に転移した甲状腺がんの 1例

A case of metastatic thyroid carcinoma to the condylar
process

木村 敦1，平井秀明2，下野宏晃2，依田 泰2，
坂本 啓3，高原楠旻1，儀武啓幸1，原田浩之2，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，2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔
外科学分野，3東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
口腔病理学分野

口腔領域の他臓器からの転移性癌は，比較的まれであ
る。今回，下顎骨関節突起に転移した甲状腺癌の 1 例を
経験したので報告する。患者は，49 歳女性，左側耳前部
の腫瘤を自覚し，近在形成外科を受診され，甲状腺癌，
下顎骨関節突起転移，肺転移が疑われた。以前より通院
していた甲状腺専門病院に紹介され，甲状腺全摘出術を
施行し，病理結果は甲状腺濾胞癌，乳頭癌の診断だった。
下顎骨関節突起に関しては，当科に紹介された。初診時，
左側耳前部に 33×25mm 大，弾性硬の腫瘤を認めた。画
像検査にて，腫瘤は，左側下顎切痕から下顎頭に及び，

筋，外側翼突筋への浸潤を認めた。当科にて，腫瘍摘
出，下顎骨半側切除術を施行し，病理結果は甲状腺濾胞
癌の下顎骨関節突起転移であった。術後，甲状腺専門病
院にて放射性ヨウ素内用療法を行い，肺の転移巣も縮小
を認めた。

O2-C-8

顎関節円板後方転位の 1例

A case report of posterior disc displacement without
reduction of temporomandibular joint

米津博文，井上庸子，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】顎関節円板障害のなかで関節円板後方転位の報
告はきわめて少ない。今回，私たちは臨床症状と画像検
査から関節円板後方転位と診断した 1 例を経験したの
で，その概要を報告する。
【症例】70 歳，男性。2018 年 4 月某日の夕食時に突然，
左側顎関節に可聴性関節音および鋭利痛が発現し，左側
臼歯部が 交不能となった。その数日後，鋭利痛は鈍痛
へと緩解するも左側臼歯部が嵌合しないため近歯科を受
診した。同歯科においてバイトスプリントが装着される
も，6 か月経過しても症状に変化がないため，当科を紹
介された。
【結果】当科初診時，左側臼歯部は開 を呈しており，

頭嵌合を試みさせると鈍痛を訴えた。左側顎関節部に
炎症所見はなく，関節音も認めなかった。開口量は 45mm
であった。顎関節 MRI において左側の関節円板は開閉
口時とも下顎頭頂部に対して後方に位置していた。ま
た，上下関節腔に液性貯留を認めた。以上のことから非
復位性円板後方転位と診断し，上関節腔への 1％lidocaine
2ml 注入による pumping manipulation を施行したとこ
ろ，ただちに左側臼歯の 頭嵌合が可能となった。また，
pumping の際に漿液性内容液を認めた。その後，とくに
不快症状なく経過しているが，3 か月経過時の顎関節 MR
において初診時の MR と同様の所見を認めたため，現在
も経過観察を行っている。
【結論】 交不能を呈した関節円板後方転位に対して
pumping manipulation を行ったところ 頭嵌合が可能と
なった。
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O2-C-9

顎関節症との鑑別が困難であったびまん性硬化性
下顎骨骨髄炎の 1例

A case of diffuse sclerosing osteomyelitis of mandible
which was difficult to differentiate from TMD

森 啓輔，合島怜央奈，下平大治，檀上 敦，
久保田英朗，山下佳雄
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

【目的】びまん性硬化性下顎骨骨髄炎は抗菌薬などの治
療が奏功せず，症状の急性増悪を繰り返す，難治性の骨
髄炎である。今回，われわれは顎関節症との鑑別が困難
であったびまん性硬化性下顎骨骨髄炎の 1 例を経験した
ので報告する。
【症例】患者は 20 歳女性。2 年前より右側顎関節部の
痛・開口障害を自覚，近歯科医院にて加療を受けるも改
善せず，当科紹介受診となった。顔貌所見は対称，無痛
開口量は 20mm。右側顎関節に圧痛・開口時痛を認め
た。画像所見では明らかな右側下顎頭の変形は認めな
かった。
【経過】顎関節症と診断し，薬物療法を行うも症状が改
善しなかったため，ピボット型アプライアンス療法を 2
か月間施行し，若干の開口量増加を認めた。同時期，他
院にてぶどう膜炎に対して抗菌薬を投薬されたところ，
顎関節痛が軽度改善した。そのため，炎症性疾患を疑い
画像検査を行うも，右側下顎頭は一部骨硬化像を認める
のみであった。その後も症状緩解・増悪を繰り返してい
たが，2 年後の画像検査で骨硬化範囲の拡大を認めたた
め，びまん性硬化性下顎骨骨髄炎と診断し，BP 製剤投
薬開始した。その後，症状は緩解傾向にあり，投薬開始
後 6 か月経過するも症状は安定している。
【考察】顎関節症と鑑別を要する疾患に腫瘍性病変や炎
症性疾患があるが，自験例では診察時に顎関節部の腫脹
はなく，初診時の画像検査でも骨硬化範囲が限局してい
たことが，診断に苦慮した要因と考える。

O2-C-10

左右で別時期に 痛が生じた両側茎状突起過長症の
1例

A case of bilateral elongated styloid process in which
pain occurred at different time on light and left

北村 厚1，池田順行1，大貫尚志1，齋藤太郎1，
上野山敦士1，新國 農2，西山秀昌2，林 孝文2，
髙木律男1,３

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歯科放射線学分
野，3新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部

【目的】茎状突起過長症は，顔面痛，頸部痛，耳症状な
ど様々な症状を呈する疾患であり，症状の発現に関して
は様々な議論がなされている。今回われわれは，両側に
同様な茎状突起を持つにもかかわらず，片側の顎下部痛
が生じ片側の茎状突起切除を行った約 5 年後に，対側の
顎下部痛が生じ対側の茎状突起切除を行った 1 例を報告
する。
【症例】患者：40 歳女性。主訴：開口時の右側の顎下部
痛。現病歴：201X 年 7 月，食事時に右側顎下部周囲に
強い 痛が生じ精査目的にて当科を紹介初診となった。
画像所見にて，茎状突起は両側とも約 40mm と過長で
あった。軟組織においては両側に差は認められなかっ
た。処置および経過：両側茎状突起過長症の診断で，同
年 9 月に，全身麻酔下に右側のみの茎状突起切除術を施
行した。術後，症状は消失し終診としたが，その約 5 年
後の 5 月，開口時に左側顎下部に同様の 痛を生じ再来
した。画像所見にて，左側の茎状突起および周囲の軟組
織に変化はなかったが，症状が強かったため，同年 7 月
に全身麻酔下に左側の茎状突起切除を行い，症状は消失
し術後 1 年で終診とした。なお，右側に再石灰化などの
変化は認められなかった。
【結果・結論】今回，茎状突起周囲の軟組織への嚥下時
や頸部捻転での影響を確認できていないため十分な考察
が難しいが，少なくとも 5 年間で茎状突起の伸長および
切除後の再石灰化はなく，発症には長さ以外の要因が関
与している可能性が示唆された。
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O2-C-11

顎関節鏡併用下に手術を行った滑膜性軟骨腫症の
1例

A case of synovial cartilage tumor disease treated with
temporomandibular arthroscopy

小田切宏樹1，近藤英司1，酒井洋徳1，山田慎一1，
栗田 浩1，小木信美2，栗田賢一2

1信州大学医学部附属病院歯科口腔外科学教室，
2愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座

【緒言】滑膜性軟骨腫症は長管骨端に好発し顎関節領域
での発生は比較的稀である。治療は一般的に上関節腔洗
浄療法や，顎関節開放手術による軟骨遊離体の除去，病
的滑膜切除が行われる。今回，われわれは顎関節鏡併用
下に手術を行った滑膜性軟骨腫症の 1 例を経験したので
概要を報告する。
【症例】患者は 36 歳，女性。2014 年 7 月頃より左顎関
節の 痛を自覚し，12 月より開口障害も生じた。近医歯
科医院で顎関節症と診断され，加療を目的に 2015 年 1
月当科初診となった。左耳前部に腫脹を認め，最大開口
量は 31mm で開口時痛を伴った。CT 画像で左顎関節関
節窩に骨吸収像を認め，直下に粒状の微小石灰化物を認
めた。MR 画像では T2 強調像にて関節腔内に joint effu-
sion 像を認め，内部に低信号領域を認めた。臨床診断を
滑膜性骨軟骨腫症の疑いとし，同年 8 月全身麻酔下で手
術を施行した。手術は耳前切開を行い，上関節腔を開放
し，顎関節鏡視下で多数の粒状硬固物を確認し摘出し
た。病理組織像は，滑膜組織に被覆された小結節状の硝
子軟骨を多数認め，滑膜性軟骨腫の特徴的な所見を認め
た。術後 4 年 11 か月経過しているが，開口量は 40mm
と改善し再発は認めていない。
【考察】滑膜性軟骨腫症は顎関節症との鑑別を要し，診
断には CT，MRI 検査が重要である。自験例のような多
数の遊離軟骨を認める滑膜性軟骨腫症の手術は術野の確
保が肝要であり，顎関節鏡の併用は手術侵襲も抑えられ
有用であると考えられた。

O2-C-12

顎関節部に石灰化物を認めた症例の臨床統計学的
検討

Clinico-statistical survey of patients with calcification
around the temporomandibular joint

齋藤太郎1,２，池田順行1，大貫尚志1，上野山敦士1，
北村 厚1，新國 農3，西山秀昌3，林 孝文3，
髙木律男1,４

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齋藤歯科医院，3新潟大学大学院医歯学総合研究科
歯科放射線学分野，4新潟大学医歯学総合病院顎関節治療
部

【目的】顎関節部に石灰化物を認める疾患として，滑膜
性骨軟骨腫症・離断性骨軟骨炎・異所性石灰化などがあ
る。今回，症状の有無に関わらず顎関節部に石灰化物を
認めた症例の臨床経過について検討したので報告する。
【方法】2011 年 1 月から 2018 年 12 月に当院歯科で施行
された CT，MRI で，顎関節部に石灰化物を認めた 59
症例，75 関節の臨床症状，画像診断，治療法，経過につ
いて診療録をもとに後方視的に検討した。
【結果】顎関節 痛あり群は 17 関節， 痛なし群は 58
関節であった。 痛あり群は円板もしくは後部組織の石
灰化疑いが 9 関節で，2 関節で手術を行っていた。病理
診断は osteoarthritis，滑膜性骨軟骨腫症であり，術後症
状は改善した。7 関節で保存療法が行われ改善が 5 関節，
不変が 2 関節であった。滑膜性骨軟骨腫症疑いが 3 関節
で，1 関節で手術が行われ，病理診断も滑膜性骨軟骨腫
症であった。2 関節では鎮痛薬で症状が改善したため手
術は施行されなかった。痛風・偽痛風疑いが 4 関節で，
鎮痛薬で症状の改善を認めた。変形性顎関節症に伴う関
節腔内の石灰化と診断された 1 関節では，顎関節症治療
に準じスプリントおよび鎮痛薬による保存療法を行うも
改善は認められなかった。
【結論】顎関節部に石灰化物を認めるものの，症状は認
められない症例が多かった。顎関節に 痛等の症状を認
める症例であっても保存療法で改善する症例が多く，石
灰化物が症状を惹起している可能性は低いと考えられ
た。
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O2-C-13

下顎頭に発生した広範な骨軟骨腫に対して超音波骨
切削機器を応用して切除した 1例

A case of removal for the osteochondroma of the mandi-
bular condyle using ultrasonic devices

小田島健二，山内健介，千葉雅俊，野上晋之介，
片岡良浩，山口佳宏，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

【緒言】顎顔面領域の骨軟骨腫は比較的稀な疾患であ
る。今回顔面の変形をきたした広範な骨軟骨腫に対して
超音波骨切削機器を用いて腫瘍切除を行った 1 例を経験
したので，その概要を報告する。
【症例の概要】69 歳・女性，主訴は顔面の非対称と右側
顎関節部の 痛。40 歳時より顔面の非対称感を自覚して
いたが放置していた。近医歯科から当科での精査を勧め
られ受診。顔貌左右非対称で右側顎関節部に膨隆を認
め，オトガイ部は左偏していた。CT で右側下顎頭部～
頸部に大きさ 40×25×21mm の腫瘤があり，関節結節，
頰骨下陵の一部は吸収していた。骨シンチグラムでは右
側顎関節部に高集積があった。CT angiography では外
頸動脈から分枝した顎動脈が腫瘤の前縁に沿って走行し
ていた。骨軟骨腫の診断とした。
【結果】全身麻酔下で，外頸動脈結紮の準備をしたうえ
で腫瘍切除術を行った。耳前切開アプローチで関節窩，
関節結節および下顎頭を明示した。腫瘍は内前方へと伸
展しており，一塊としての摘出は困難と判断し，超音波
切削機器（SONOPET, Vario Surg3）を用いて腫瘍を分
割し，摘出した。術後顎間牽引・開口訓練を行い，現在
術後 3 年半経過しているが，再発なく， 痛・開口障害
もなく，開口時の右偏はあるものの 合終末位は安定し
ている。
【結論】今回我々は下顎頭に発生した広範な骨軟骨腫の
1 例を経験したので報告した。

O2-C-14

難治性の変形性顎関節症に対する顎関節開放形成
術―機能関節面の骨棘除去術―

Simple surgical removal of the interfering osteophytes in
patients with refractory TMJ osteoarthritis

濱田良樹1，中岡一敏1，齋藤知之1，小笠原邦茂1，
熊谷賢一1，重松宏昭1,２，宮田幸長2，江口貴紀1，
馬杉亮彦2

1鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座，2東芝林間病院
歯科口腔外科

【緒言・目的】当科では，保存療法や顎関節洗浄療法に
抵抗性を示す難治性の変形性顎関節症患者の顎運動時痛
の主因は機能関節面の骨棘にあると考え，CT による検
出を試みるようにしている。その結果，ほとんどの症例
において，顎運動時痛の原因と思われる骨棘を見出すこ
とができる。演者らは，このような骨棘を有する患者に
対する手術療法として，従来の術式（関節円板切除術等）
に比べて低侵襲な骨棘除去術（本法）を適用し，高い臨
床的効果を得ている。本発表では，その具体的な術式と
適応症選択の過程を紹介するとともに，これまでに得ら
れた臨床成績について報告する。
【対象・方法】難治性変形性顎関節症の診断で，本法を
適用し術後 1 年以上経過した 34 例 37 関節を対象に，術
後の臨床経過（無痛開口量，最大開口時の 痛の程度）
について検討した。
【結果】術後 1 年以上の経過観察が叶わなかった 2 例を
除いた 32 例 35 関節が術後 1～8 か月で success criteria
を満たした。なお，手術による合併症として，一過性の
顔面神経障害を 2 例に認めた。
【考察】本法は，従来の顎関節開放形成術に比べて単純
で，関節内軟組織に対する侵襲が低いため術後の機能回
復が早いものと考えられた。また，最終的な臨床成績を
併せて鑑みると，きわめて有用な術式と考えられる。
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O2-C-15

当科における顎関節開放手術の臨床的検討

Clinical study of open surgery in temporomandibular
joint

池田順行1，大貫尚志1，齋藤太郎1，上野山敦士1，
北村 厚1，中谷暢佑1，高嶋真樹子2，河村篤志2，
山崎裕太2，荒井良明2，新國 農3，西山秀昌3，
林 孝文3，髙木律男1,２

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】顎関節開放手術は，いくつかの顎関節疾患で行
われるが，その適応や管理および術後経過を調査した報
告は少ない。今回われわれは，1995 年から 2018 年の 24
年間で，当科において顎関節開放手術を行い，術後 1 年
以上の経過調査が可能であった症例を臨床的に検討し
た。
【対象】延べ数は男性 5 名 5 関節，女性 33 名 36 関節の
計 38 名 41 関節で，平均年齢は 46 歳であった。診断と
治療は，顎関節症の 21 関節で顎関節円板切除術と下顎
頭整形術や下顎頭高位切除術，腫瘍類似疾患の 10 関節
で腫瘍摘出術や下顎頭切除術，陳旧性と習慣性脱臼の 7
関節で関節結節隆起削除術，強直症の 2 関節で顎関節授
動術，骨髄炎の 1 関節で下顎頭切除術が行われていた。
【結果】顎関節部の 痛は 31 関節にみられていたが，
顎関節症の 1 関節を除き 痛は改善あるいは消失してい
た。全例とも術後 5 日目程で開口練習が開始されてお
り，開口障害のみられた顎関節症と強直症の各 1 関節を
除き，開口量は増加あるいは術前と同程度までの回復が
得られていた。 合の偏位は下顎頭を切除した 9 例で生
じたが，顎間牽引や 合調整または補綴治療を行い最終
的に 頭嵌合位は安定していた。腫瘍類似疾患の再発や
骨髄炎の再燃はなかった。
【考察】顎関節開放手術を適応するにあたっては，正確
な診断に基づき慎重に手術適応とすることおよび適切な
術後の管理が重要と考えられた。
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P-J1

滑膜性軟骨腫症の関節ネズミの電子顕微鏡学的分析

Electoronmicroscopical analysis of the loose bodies of
synovial chondoromatosis

吉田博昭，辻 要，石川敬彬，河野多香子，中西 環，
谷 暢，山田耕治，井関富雄
大阪歯科大学口腔外科学第一講座

【Purpose】The aim of this study is to reveal the morpho-
logical property about the loosed bodies of temporoman-
dibular joint（TMJ）by scanning electron microscope
（SEM）.
【Methods】We obtained specimens from 2 female cases
of released loose body by surgical operation. These speci-
mens were fixed by soaking in a mixture of 5％ glutaral-
dehyde or 4％ formaldehyde for one week. They were
cut into half pieces. These specimens were observed at
an accelerating voltage of 6 KV under a SEM（JSM-5500,
JEOL, Tokyo）.
【Results】In the electronmicroscopic findings, the inter-
nal microstructure of the central lesions of nodules, colla-
gen fibers was very densely running in the same direc-
tion in an orderly neatly manner. On the other hand, we
observed sparse collagen fibers and many microholes
structure at the outside layer portion. Outside legion of
specimens seems to be porous pattern compared with in-
ner part.
【Conclusions】These results suggested that proliferat-
ing activity of LBs grows from the inside outside, and
many fibrous tissues of the surface layer portion of LBs
seem originate from the synovial membrane. So, the
synovial membrane may play a very important role in
the proliferation of the LBs.

P-J2

反復性伸展刺激は yes-associated protein を介して
decorin 発現を制御する～咀嚼筋 ・ 膜過形成症
の病態解明のための基礎研究

Cyclic stretch induces decorin expression via yes-
associated protein in tenocytes：a possible mechanism
for hyperplasia in masticatory muscle tendon-
aponeurosis hyperplasia

佐藤 毅1，林 直樹1，阿久津眞奈1，北村智久1，
依田哲也2

1埼玉医科大学医学部口腔外科学教室，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，両側性に側頭筋の
や 筋の 膜が過形成するため，筋の伸展が妨げられ

開口制限を呈する疾患で，遺伝的要因だけでなく，異常
習癖などの環境的な要因も関与すると考えられている。
われわれは本疾患の原因として への反復性伸展刺激が
関与すると考えており，過去の本学会において，decorin
（Dcn）発現が伸展刺激後の 細胞で上昇したことを示
した。本研究では，側頭筋 組織における Dcn 発現を調
べ，メカニカルストレスに関与する yes-associated pro-
tein（YAP）についての解析も行った。
【方法】咀嚼筋 ・ 膜過形成症患者と顎変形症患者の

組織， 細胞である TT-D6 細胞を用いた。 細胞に
対して Flexcell 社 FX-3000 による反復性伸展刺激，qPCR
法，western blotting 法，免疫染色法，YAP の RNA 干
渉を行った。
【結果】咀嚼筋 ・ 膜過形成症患者の 組織において
Dcn 発現が有意に増加していた。また，反復性伸展刺激
により TT-D6 細胞の Dcn 発現が上昇した。さらに，YAP
の siRNA を導入した TT-D6 細胞では，Dcn 発現が抑制
された。
【考察】咀嚼筋 ・ 膜過形成症の において Dcn 発現
が上昇しており，Dcn 発現は YAP シグナルによって制
御されていることが明らかとなった。咀嚼筋 ・ 膜過
形成症の発症にはメカニカルストレスである反復性伸展
刺激が関与している可能性が示唆された。
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P-J3

メカニカルストレスはヒト関節軟骨細胞において
痛関連因子の発現を上昇させる

Mechanical stress on human articular chondrocytes pro-
mote pain sensitizing genes

疋田光波1,２，金本隆司2，中野宏祐1，中田 研2，
中嶋正博1

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

【目的】顎関節症の関節円板前方転位例において clench-
ing など習慣的メカニカルストレスは関節痛の原因とな
る。下顎頭軟骨に負荷のかかる状態を in vitro で再現
し，メカニカルストレスの強度や時間を変化させて 痛
関連因子（NGF，TAC1，PGE2，BradykininB1，B2）
の発現とその経過を検討した。
【方法】平面培養したヒト関節軟骨細胞を，atelocollagen
gel で懸濁，atelocollagen sponge（Mighty，Koken）へ
播種する手法で，三次元組織体を作成した。繰り返し圧
縮負荷刺激（40kPa，0.5Hz，1hour）を加え，負荷 6 時
間後に NGF，Tac1，BradykininB1，B2 を qPCR を用い
て定量した。次に負荷時間・重量を変えて NGF，TAC1
遺伝子の変化を検討した。NGF，TAC1，COX2，mPGES
1 の遺伝子発現と PGE2 量，IL-1β のタンパク発現を負
荷後のタイムコースで比較した。
【結果】NGF，TAC1 遺伝子，PGE2 量は負荷群で有意
に上昇した。NGF，TAC1 の遺伝子発現は，負荷時間・
重量依存的にそれぞれ発現増加を認めた。NGF，TAC1
遺伝子発現は負荷後 6 時間，COX2 は 3 時間でピークを
迎え，PGE2 量，mPGES1 遺伝子は 24 時間かけ徐々に
上昇した。
【考察】NGF，TAC1 はヒト関節軟骨細胞三次元組織に
おいて，負荷時間・重量依存的に発現増大した。 痛関
連因子それぞれの発現のパターンは異なっていた。この
in vitro モデルは顎関節症初期の 痛分子メカニズムの
解明に繋がると考える。

P-J4

下顎頭軟骨への過度な圧迫負荷付与時の FAK阻害剤
の抗炎症効果―器官培養法を用いた検討―

Effects of FAK inhibitor on condylar cartilage under the
excessive mechanical stress in organ culture model

矢野下 真1，廣瀬尚人2，高野真実1，西山沙由理2，
大西 梓1，山内優佳2，壷井英里2，麻川由紀2，
谷本幸太郎2

1広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科，
2広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学

【目的】Focal Adhesion Kinase（FAK）はチロシンキ
ナーゼの一種である。本研究は過度な圧迫負荷付与時に
おける，FAK リン酸化阻害剤の抗炎症効果を明らかに
することを目的とした。
【方法】実験には 13 週齢 Wistar 系雄性ラット下顎頭軟
骨に対し，20N/mm2の分銅による圧迫負荷を付与した器
官培養法を用いた。負荷開始 1，3 日後に下顎頭表層よ
り下顎頭軟骨を採取し，10µM の FAK 阻害剤添加群と
非添加群に対し炎症関連因子の遺伝子発現およびタンパ
ク発現について，リアルタイム PCR 解析および Western
blot 解析による比較検討をそれぞれ行った。同様に 7 日
後の下顎頭を採取し組織切片を作製後，IL-1β 抗体およ
び MMP-13 抗体による免疫組織学的検討を行った。
【結果】20N/mm2の分銅による下顎頭軟骨への圧迫負荷
に伴い亢進した COX-2，IL-1β，TNF-α，MMP-3 およ
び MMP-13 の遺伝子発現およびタンパク発現は 10µM の
FAK 阻害剤の添加により有意に低下した。組織学的検
討では，FAK 阻害剤添加群は対照群と比較して IL-
1β および MMP-13 の発現が減少した。下顎頭軟骨にお
いて FAK は圧迫負荷による炎症反応と関連しており，
FAK 阻害剤は抗炎症作用を有すると考えられる。
【結論】下顎頭軟骨において，FAK のリン酸化阻害は
過度な圧迫負荷による軟骨破壊を抑制する可能性が示唆
された。
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P-J5

軟骨細胞におけるANGPTL2 による炎症促進メカニ
ズムの解明

ANGPTL2 promotes inflammation in chondrocytes

高野真実1，廣瀬尚人2，矢野下 真1，西山沙由里2，
壷井英里2，大西 梓1，山内優佳2，麻川由起2，
谷本幸太郎2

1広島大学病院口腔健康発育歯科矯正歯科，
2広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学

【目的】ANGPTL2 は，生体内のストレスによりその発
現異常を生じ，様々な疾患の一要因となると報告されて
いる。また，integrin α5β1 のレセプターとして炎症反
応の細胞内シグナル伝達経路の活性化に関与することが
知られているが，軟骨細胞における ANGPTL2 との関係
は明らかにされていない。そこで本研究は，ANGPTL2
の軟骨細胞における炎症促進メカニズムについて検討を
行った。
【方法】軟骨前駆細胞株である ATDC5 を分化誘導した
後，ANGPTL2 および受容体である integrin α5β1 の経
時的な遺伝子発現についてリアルタイム RT-PCR 分析を
行った。また，ANGPTL2 添加 3 時間後に細胞を回収し，
ANGPTL2 と炎症関連因子の遺伝子発現について real-
time PCR 分析を行った。加えて MAPKs，Akt および NF-
κB のリン酸化についても western blot 解析を行った。
さらに，炎症関連因子の発現および細胞内シグナル伝達
経路に対する integrin α5β1 中和抗体の影響についても
検討を行った。
【結果】ANGPTL2 は軟骨細胞において MAPKs，Akt
および NF-κB のリン酸化を誘導し，ANGPTL2 および
炎症関連因子の遺伝子発現を亢進した。また，integrin
α5β1 中和抗体の添加は，MAPKs，Akt および NF-κB
のリン酸化を抑制し，炎症関連因子の発現を有意に抑制
した。
【結論】ANGPTL2 は，軟骨細胞においてintegrin α5β1
を介して炎症を強力に誘導していることが明らかとな
り，また，integrin α5β1 中和抗体の軟骨保護効果が示
唆された。

P-J6

骨髄間質細胞に集積するヒアルロン酸の破骨細胞
支持能への影響について

The effect of accumulation hyaluronic acid in stromal
cells on osteoclast formation

中尾優子1,２，引地尚子3，三次 翔4，土生 学4，
冨永和宏4，吉岡 泉1

1九州歯科大学生体機能学講座口腔内科学分野，2九州歯
科大学健康増進学講座感染分子生物学分野，3九州歯科大
学口腔保健学科，4九州歯科大学生体機能学講座顎顔面外
科学分野

【目的】ヒアルロン酸（HA）は骨・軟骨代謝との関連
性が報告されており，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，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
た様々な因子により制御される。今回，破骨細胞支持細
胞に集積する 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】ST2 細胞に対し，ヒアルロニダーゼ，TGF-β1
前処理あるいは HA 酸合成酵素 HAS2 のノックダウンを
行った後，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，培養上清中の HA 濃度，破骨細胞分化因
子（RANKL）の発現および破骨細胞分化への影響につ
いて解析した。また，ビタミン D 受容体（VDR）の発
現および STAT3 のリン酸化への影響について検討し
た。
【結果】ヒアルロニダーゼ前処理による HA 分解あるい
は HAS2 ノックダウンにより，RANKL の発現誘導がさ
らに亢進し，高分子 HA の添加によってその発現は一部
解除された。一方，TGF-β1 前処理による 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た。また，HAS2 ノックダウンによ
り，VDR 発現誘導は増加傾向を示し，STAT3 のリン酸
化は著しく亢進した。
【考察】ST2 細胞に集積する HA は VDR および JAK-
STAT3 シグナル経路を介して RANKL の発現を負に制
御することにより破骨細胞形成支持に関与することが示
唆された。
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P-J7

DC/TMDにおける痛みの有無と 2軸評価に関する
スクリーニング調査

Screening survey of pain experience, tenderness of
masticatory muscle, and Axis 2 evaluation in DC/TMD

内田貴之1，小見山 道2，飯田 崇2，岡本康裕1，
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 における過去 30 日間の痛みの有無（痛
み）と 1 軸評価における触診の結果，2 軸評価における
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）の関連性を検討すること
を目的としてスクリーニング調査を行った。
【方法】被験者は 2017 年度および 2018 年度の本学 5 年
次生の 226 名（男性 144 名，女性 82 名，平均年齢 23.8
±2.7 歳）を対象とした。診査は DC/TMD の 1 軸評価に
おける診査を Examination Form（EF）に則って行い，
痛みの有無と触診による圧痛点の数と OBC，PHQ-9，
GAD-7 の関連性について検討した。
【結果】GAD-7 と PHQ-9 の評価の間には有意な相関が
認められた（r=.745）。痛みを自覚した被験者は 70 名
（31.0％）で女性が有意に多かったが，GAD-7，PHQ-9
の評価の割合に男女差は認められなかった。痛みの有無
で被験者をグループ分けした結果，GAD-7 には差を認め
なかったが，PHQ-9 では痛みを認めた群の抑うつ傾向な
しが有意に少なく，抑うつ傾向軽度が有意に多かった。
また圧痛点の数も痛みを認めるグループが有意に多かっ
た。
【考察】DC/TMD に対する横断調査を行った結果，痛
みの有無には性差が認められた。また抑うつ傾向が高く
なると触診による圧痛点が増加し，痛みの発症の誘因と
なる可能性が示唆された。

P-J8

DC/TMD口腔行動チェックリストと 痛障害および
心理社会的因子との関連性

Association of DC/TMD Oral Behaviours Checklist with
intensity of facial pain and psychosocial dysfunction

河村篤志1，荒井良明1，高嶋真樹子1，山崎裕太1，
松崎奈々香1，土屋健太郎1，池田順行2，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分野

【目的】口腔習癖と顎関節症の病態や 痛との関係性に
ついてこれまで様々な議論がなされている。DC/TMD
では患者申告の口腔習癖の評価として口腔機能チェック
リスト（Oral Behavioral Checklist, OBC）が用いられて
いる。本研究では，OBC と病態および 痛強度・うつ・
不安・身体化との関連性を検討することを目的とした。
【方法】2018 年 9 月から 2019 年 4 月までの 6 か月間に
当治療部を受診した初診患者 101 人（男性 29 名，女性 72
名）を対象とした。診査・診断は DC/TMD を用いた。
診断は DC/TMD certificate を持つ 2 名を含む 3 名以上
の顎関節学会専門医により協議され決定した。なお，統
計処理は Mann-Whitney の U 検定を用いて，危険率 5％
未満をもって有意差ありとした。
【結果】DC/TMD 痛障害の分類では筋痛は 34 人，顎
関節痛は 39 人，そのうち筋痛・顎関節痛重複診断は 15
例，また 痛障害該当なしは 43 人であった。平均 OBC
はそれぞれ 痛障害該当なし群では 17.3，筋痛患者群で
は 18.6，顎関節痛患者群では 17.1 であった。各群におけ
る平均 OBC に有意差は認められなかった。また，OBC
と 痛強度・うつ・不安・身体化との関連性も認められ
なかった。
【結論】今回の結果から，OBC で示される患者申告の口
腔習癖は 痛障害の発生， 痛強度，およびうつ・不安・
身体化との関連性は低いと考えられた。今後症例数を増
やし，顎関節症と患者の自覚/無自覚の口腔習癖との関
連について，更なる検討が必要である。
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P-J9

慢性口腔顔面痛患者の筋症状に関する検討

DC/TMD examination of whether chronic orofacial pain
patients have muscle tenderness

西須大徳1,２，臼田 頌3，池田浩子2，山本康博4，
村岡 渡3

1愛知医科大学痛みセンター，2日野市立病院歯科口腔外
科，3慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室，4愛知
医科大学歯科口腔外科

慢性口腔顔面痛患者（慢性 OFP 患者）は長期の痛み，
精神的緊張等により筋緊張が引き起こされ，症状が複雑
化し診断に苦慮することがある。
【目的】本研究では，慢性 OFP 患者に対して Diagnostic
Criteria for TMD（DC/TMD）の筋触診を行い，慢性 OFP
患者における TMD 併発の有無と，それによる痛み関連
スコアの差を評価することを目的とした。
【方法】2017 年 4 月から 2019 年 3 月までに，愛知医科
大学痛みセンターを受診した顎関節症ではない慢性 OFP
患者で，DC/TMD の筋触診を行った 40 名を対象とし
た。
【結果】性差は 1：4 で女性が多く，年齢は 52.5±15.4 歳
であった。初診時診断の延べ数は非歯原性歯痛（筋筋膜
性 痛）が 17 例，バーニングマウス症候群が 12 例，頭
痛疾患が 6 例，神経障害性 痛が 2 例，その他が 3 例で
あった。筋触診の結果，圧痛なし 3 例，咀嚼筋圧痛 37
例（関連痛を伴うもの 21 例）と咀嚼筋圧痛を有する者
が 9 割以上，関連痛が半数以上に認められた。筋痛の有
無により痛み関連スコアには有意な差は認められなかっ
た。
【考察】慢性 OFP 痛においては，主訴に開口時痛や
咀嚼時痛が含まれなくても，慢性的な精神的緊張や痛み
の感作などにより無自覚性に筋緊張を併発している可能
性が示唆され，慢性 痛例では病態診査のひとつとして
DC/TMD の筋触診が有効であると考えられた。

P-J10

筋の筋・筋膜痛と 筋上の皮膚の体性感覚に関す
る検討

Relationship between masseter muscle pain and somato-
sensory sensitivity of skin on masseter muscle

早川英利1，飯田 崇1，増田 学1，西森秀太1，
神山裕名1，関端哲士1，山本 泰2，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日本大学松戸歯学部口腔外科学講座

【目的】開口障害の主たる原因となる咀嚼筋の筋・筋膜
痛が生じるメカニズムは解明されていない。本研究では
開口量が正常範囲である健常被験者を 筋の圧痛の有無
にて 2 群に分類し，定量的感覚検査（QST）を用いて
筋上の皮膚の感覚機能を比較，検討した。
【方法】口腔顔面痛の既往を認めない健常者 28 名（男
性 12 名，女性 16 名）を被験者とした。全被験者の右側

筋に 1.0kg の荷重を加え，圧痛を認める群（MMP 群）
（12 名）と圧痛を認めない群（NMMP 群）（16 名）の 2
群に分類した。QST の測定項目は German Research Net-
work on Neuropathic Pain が推奨する 13 項目とした。
QST の測定部位は右側 筋上と右側母指球筋上の皮膚と
した。
【結果】 筋における MMP 群の圧痛閾値（PPT）は，
NMMP 群と比較して有意に低い値を示した（P＜0.05）。

筋上の皮膚における MMP 群のピンプリック刺激によ
り評価を行う機械的 痛感度（MPS）は，NMMP 群と
比較して有意に高い値を示した（P＜0.05）。右側母指球
筋上の皮膚における全測定項目は有意差を認めなかっ
た。
【考察】痛覚過敏の指標となる MPS は 筋上の皮膚に
おいて NMMP 群と比較して MMP 群にて有意に高い値
を示したことから，MMP 群における 筋上の皮膚の
痛閾値が低下していることが示唆された。以上より，
筋の圧痛が 筋上の皮膚の痛覚閾値を低下させた可能性
あるいは 筋上の皮膚における痛覚閾値の違いが 筋の
圧痛を発現する因子となる可能性が示唆された。
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P-J11

First bite syndrome の痛み強度，食事の障害度，
破局的思考について：顎関節症と三 神経痛との比較

Pain intensity, pain interference with eating and catas-
trophizing in first bite syndrome patients：comparison
with temporomandibular disorders and trigeminal neu-
ralgia

千葉雅俊1，廣谷拓章2，山口佳宏1，野上晋之介1，
樋口景介3，利根武士1，吉田重之1，山内健介1，髙橋 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，3仙台市
立病院歯科口腔外科

【目的】First bite syndrome（FBS）は耳下腺付近に咀
嚼開始時に痛みを生じ，咀嚼を続けると痛みが消失する
疾患である。本研究の目的は，FBS の痛み強度，痛みに
よる食事の障害度，痛みに対する破局的思考の程度を顎
関節症と三 神経痛と比較検討することである。
【方法】研究対象は 2010 年から 2016 年の間に当科を受
診した FBS 患者 18 名（43.5±14.9 歳，男性 12 名・女性
6 名），食事で痛みが誘発された三 神経痛患者 28 名
（69.5±9.6 歳，男性 9 名・女性 19 名），咀嚼時に最も強
い痛みを示した顎関節症患者 110 名（68.3±8.2 歳，男性
29 名・女性 81 名）とした。痛み強度と食事の障害度は
数値評価スケール（NRS：0-10），破局的思考は pain catas-
trophizing scale（PCS：0-52）を用いて評価した。
【結果】痛み強度の中央値は，FBS が 8（四分位範囲 6.8-
10），三 神経痛が 6（5-8），顎関節症が 6（4-8）であり，
FBS は顎関節症より有意に痛みが強かった。食事の障害
度の中央値は FBS が 8（6-10），三 神経痛が 6（4.3-7.8），
顎関節症が 6（3.5-8）であり，FBS は顎関節症と三 神
経痛よりも有意に食事の障害度が高かった。PCS 総点は
FBS が 35（27-40.5），三 神経痛が 28.5（22.3-36.8），顎
関節症が 24（15-32.3）であり，FBS が顎関節症より有意
に高かった（Steel の検定，有意水準 0.05）。
【結論】FBS は，顎関節症より咀嚼時痛，食事の障害度，
破局的思考が高く，三 神経痛より食事が重度に障害さ
れる疾患である。

P-J12

口腔感覚障害にともなう咀嚼関連脳活動の変調

Modulation of chewing-related brain activity under oral
sensory deficits

石井智浩1，成田紀之2，大久保昌和1，金田 隆3

1日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座，2日本大学松
戸歯学部口腔科学研究所，3日本大学松戸歯学部放射線学
講座

【目的】咀嚼障害にともなう認知機能の低下が報告され
ている。本研究は，舌背部の感覚遮断が，いかに咀嚼時
のヒト脳活動に影響するか，fMRI を用いて検討した。
【方法】被験者は，健常成人 20 名（男性 15 名，女性 5
名，平均 28.2±3.0 歳）である。精神心理的評価に SCL-90-
R と HADS を用い，また，エディンバラ利き手テストで
右利き（0.87）を確認した。表面麻酔は，舌背表面に 0.5
ml の 2％ キシロカインゼリーを塗布して行った。舌麻酔
の 3 分後に，Numerical Rating Scale にて，麻痺感覚と
ガム咀嚼での“噛みやすさ”，“噛みにくさ”について評
価した。課題は，30s の安静，30s の咀嚼を 5 回繰り返し，
これをコントロールセッションとした。また，ベースラ
インは安静を持続するセッションとし，麻酔後を実験
セッションとした。fMRI の計測には，Intera Achieva 1.5
T（Philips）と 8 チャンネル頭部コイルを用いた。
【結果】舌麻酔前の咀嚼と安静では，両側の感覚運動皮
質，視覚野，ならびに島皮質に有意な活動性が示された。
一方，麻酔後の咀嚼と安静では，麻酔前と同様の皮質活
動性が示された。さらに，麻酔前後での比較では，麻酔
後に感覚運動皮質，運動前野，島皮質，視覚野が有意に
低下した。
【考察】感覚運動皮質，運動前野，島皮質，視覚野と認
知機能との関連を示唆するこれまでの報告を考慮すれ
ば，本研究結果の口腔感覚障害による咀嚼関連皮質活動
の変調は認知能と機能病理的にかかわるものと考えられ
る。
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P-J13

機能的近赤外線分光法による脳活性の判定における
人工知能の応用

Application of artificial intelligence in determination of
brain activity by functional near-infrared spectroscopy

高木信哉1，佐久間重光1，山口賀大1，稲本京子2，
竹中 誠1，橋本和佳1，有地淑子3，森田一三4，
有地榮一郎3

1愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座，2愛知学院大学
歯学部歯内治療学講座，3愛知学院大学歯学部放射線学講
座，4日本赤十字豊田看護大学看護学部

【目的】咀嚼運動により，学習や記憶など高次脳機能に
関連する脳血流が増加し活性化するとの報告がある。以
前演者らは，機能的近赤外分光法（fNIRS）を用いて咀
嚼および噛みしめ運動時の脳血流動態について測定を行
い，噛みしめ運動時も脳活性が認められることを報告し
た。fNIRS は，高い時間分解能を有するため脳活動をリ
アルタイムに捉えることができるという利点がある。し
かし現状では脳活性の有無の判定には煩雑な処理が必要
であり，データ計測から判定まで長時間を要している。
我々は脳活性の判定をより短時間に行うために，データ
の処理法を開発することを目的に人工知能（深層学習）
を応用することを考案した。
【方法】被験者は本研究の趣旨に同意の得られた健常被
験者（男女 16 名）とした。fNIRS より得られたヘモグ
ロビン（Hb）データを画像化するプログラムを構築した。
次に噛みしめ運動時のデータを画像化し，検証を行っ
た。データは酸素化 Hb（oxy-Hb），脱酸素化 Hb（deoxy-
Hb），その両方の混合データ（oxy・deoxy-Hb）の 3 種
類を使用した。
【結果】学習用データによる深層学習実施後，テストデー
タの噛みしめ，非噛みしめの判定を行ったところ，感度，
特異度が 60～90％ を示す結果が得られた。
【結論】脳活性の有無において比較的高い判定率を示す
ことができた。人工知能（深層学習）により，長時間を
要していた脳活性の判定をより簡便で短時間に行える可
能性が示唆された。

P-J14

MR像で顎関節軟骨変化を予見できるか？

Can cartilage changes of the temporomandibular joint be
suggested with MR images?

由良晋也
市立砺波総合病院口腔顎顔面外科

【目的】MR 像で軟骨変化を予見できるか否かを明らか
にする目的で，慢性クローズドロック患者の関節鏡視像
と MR 像との軟骨変化像の一致性について検討した。
【方法】対象は，MRI と関節鏡視検査・関節腔洗浄療法
が行われた慢性クローズドロック患者 50 名 50 関節であ
る。そのうち，画像所見で骨変化のなかった 31 名 31 関
節が実質的調査対象である。鏡視像では，軟骨面の部分
的膨化以上の変化を軟骨変化ありとした。MR 像では en-
largement of the posterior band 以上の変形を円板変形あ
り，関節腔の癒着低信号域の存在を癒着ありとし，これ
らを軟骨変化の類似病態とした。両者の一致性につい
て，κ 統計量を用いて検定した。
【結果】MR 像で骨変化のない 31 関節のうち，鏡視像に
おける軟骨異常は 21 関節（71％）に認められた。鏡視
像と MR 像との一致性は有意（p=.028）で，κ 統計量
=.35，95％ 信頼区間=0.015～0.685，有効度=.68，陽性反
応的中度=.88，陰性反応的中度=.47 であった。
【結論】MR 像で骨変化のないものは変形性顎関節症に
分類されていないが，軟骨異常の有病率は 71％ で，こ
れらの関節は変形性関節症である。鏡視像と MR 像との
一致性は有意であるが，κ 統計量は.75 を超える良好な
一致ではなく低い一致であった。この手法を用いる場
合，κ 統計量の結果を踏まえて目安として役立てるとよ
いであろう。
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P-J15

顎関節核磁気共鳴画像における読影信頼性の検討
―長期形態変化の同定に向けた予備的検討―

Effect of observer calibration in temporomandibular joint
MR imaging diagnosis

三木春奈，水口 一，前川賢治，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

【目的】顎関節内障は自己緩解的な疾患であり，これに
は円板後部結合組織の適応により関節円板と同様の機能
を呈することが考えられている。しかしこの偽関節円板
形成の詳細は明確でない。そこで核磁気共鳴（MR）画
像による長期の偽円板形成の予後追跡を計画した。本研
究では，MR 画像における偽円板形成の評価の信頼性を
検討する目的で，複数評価者による評価基準のキャリブ
レーションの効果を検討した。
【方法】対象は MR 画像診査にて関節円板前方転位と診
断された患者群より無作為抽出した 20 症例とし，当科
に所属する臨床経験 20 年以上の本学会専門医 3 名に，
MR 画像（プロトン密度強調画像の開閉口位，T2 強調画
像の閉口位，各 3 部位）を盲検かつ独立した状態にて，
同一の PC，解像度にて 1 症例 2 分以内で評価を行わせ
た。評価は 3 回行い，1 回目ならびに 2 回目の評価後に
それぞれ評価基準の見直しを含むキャリブレーションを
行った。各評価者間の一致度はカッパ係数の算出により
行った。
【結果】キャリブレーション後の一致度は，関節円板動
態，下顎頭の骨変形像，浸出液の貯留像，偽関節円板像
がそれぞれ 0.77+/－0.07，0.73+/－0.12，0.78+/－0.11，
0.43+/－0.19 であった。
【考察】キャリブレーションにより評価基準の見直しを
行ったが，偽関節円板像の評価の一致度は“中等度の一
致”にとどまった。さらなる評価基準の検討が必要と考
えられた。

P-J16

顎関節症患者における下顎頭骨髄異常の検討

A clinical study on condylar bone marrow abnormalities
in patients with temporomandibular disorders using MRI
T2 mapping

重野健一郎1，音成実佳2，林 宰央1,３，恩田健志1，
大畠 仁1，柴原孝彦1

1東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座，2東京歯科大学歯
科放射線学講座，3亀田総合病院口腔外科

【目的】当科では顎関節症患者に対して MRI T2 map-
ping による定量評価を応用した研究を行っている。近年
では erosion および osteophyte を伴った変形性顎関節症
（OA）患者における各骨変化と下顎頭骨髄の関連性に
ついて報告した。今回われわれは，顎関節症患者の各病
態に伴う下顎頭骨髄の変化を検討する目的で調査を行っ
た。
【方法】2014 年 4 月から 2019 年 3 月までに東京歯科大
学千葉歯科医療センター（旧千葉病院）口腔外科を受診
し，本研究に同意を得られた顎関節症患者のなかで，簡
易 T2 mapping 作成を含む MRI 検査を初診時に施行し
た 315 名 630 関節（男性 81 名，女性名 234 名，年齢分
布 15～80 歳，平均年齢 46.9±18.9 歳）を対象とした。日
本顎関節学会の診断基準（2013）に準じて対象者を各病
態に分類し，それぞれの下顎頭骨髄における T2 値の変
化を比較，検討した。1.5T MR 装置と顎関節用表面コイ
ルを使用し，撮像条件を Turbo spin echo 法，TR/TE=
3,300/16.4，82，147.6msec，FOV=150×150mm，matrix
=256×256，averaging=1 に設定した。下顎頭修正矢状
断像を撮像後，簡易 T2mapping を作成して下顎頭骨髄
の T2 値を算出した。
【結果】OA 患者群における下顎頭骨髄では有意に T2
値の増減を認めたが（p＜0.01），関節円板正常者，関節
円板障害（復位性/非復位性）者の間には明らかな有意
差を認めなかった（p＞0.05）。
【結論】下顎頭骨変化と骨髄異常との関連性が示唆され
た。
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P-J17

顎変形症の外科的矯正手術前後における下顎窩の深
さ

Change in the mandibular fossa of the TMJ after orthog-
nathic surgery

雨宮俊彦1，渡邉司理2，松本邦史1，澤田久仁彦1，
江島堅一郎1，新井嘉則1，本田和也1

1日本大学歯学部歯科放射線学講座，
2医療法人社団コスメデンタルコンセプト

【目的】外科的矯正治療では，上下顎骨を一部離断し，
顔貌の調和や 合位を考慮して整復するが，顎関節にか
かる 合力の負荷は変化するため，下顎頭や関節円板，
下顎窩の変形につながり，顎関節症になりやすいといわ
れている。一方，外科的矯正治療に伴う顎関節の変化に
ついて報告はほとんどなく，顎関節にどのようなモデリ
ングを起こすかはわかっていない。今回われわれは，顎
変形症の外科的矯正手術の術前後を比較して，下顎窩の
深さの変化を調査した。
【方法】外科的矯正治療の術前および術後 1 年にヘリカ
ル CT 撮影を行った 30 名 60 関節を対象とした。CT 画
像を再構成し，下顎窩最深部から関節隆起最下点までの
頭尾方向の距離（下顎窩の深さ）を計測した。顎変形症
および明らかな 合異常のない他疾患の患者の CT を
control とし，control と顎変形症患者の術前，顎変形症
患者の術前後の下顎窩の深さを統計学的に評価した。
【結果】顎変形症患者の術前時の下顎窩の深さは平均
5.99mm で，control 群（平均 7.21mm）よりも有意に浅
い傾向を示した。また，外科的矯正治療術後の下顎窩の
深さは平均 6.41mm で，術後に有意な下顎窩の深さの増
加がみられた。
【考察】顎変形症患者の術前時の下顎窩の深さは control
群より浅く，過去の報告と同様であった。外科的矯正治
療によって，顎変形症に伴う 合不全が解消されると，
下顎窩の深さは正常に近づく傾向があることが示唆され
た。

P-J18

顎関節パノラマ 4分割撮影にて関節円板の石灰化が
疑われた症例

A case of calcified articular disc suspected by the pano-
ramic TMJ radiography

西山秀昌1,３，新國 農1,３，池田順行2,３，荒井良明3，
髙木律男2,３，林 孝文1

1新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科放射線学分野，
2新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学
分野，3新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部

【目的】顎関節パノラマ 4 分割撮影（以後，4 分割撮影）
では，エックス線の入射方向や断層効果によるボケの影
響にて各種の障害陰影が重積し，診断に苦慮することが
ある。今回，4 分割撮影にて関節円板の石灰化が疑われ
たが，CT では石灰化物がみられなかった症例を経験し
たため，CT ボリュームデータの任意厚さに対しエック
ス線投影相当像を形成しうる Ray-Summation（Ray-
Sum）を用い原因の検索を行った。
【症例】開口障害を主訴に来院した 40 代の女性に対し，
顎関節パノラマ 4 分割撮影を施行したところ，両側関節
円板の石灰化が疑われた。MRI 検査にて関節円板の位置
異常はなかったが，円板形態と単純撮影での石灰化構造
が酷似しており，関節円板の石灰化が疑われた。しかし
ながら CT 検査では関節部には石灰化病変は認められな
かった。
【結果】RaySum の厚み（4 分割撮影の断層厚相当）を
20mm および 40mm と変化させて撮影をシミュレートし
たところ，石灰化と思われた構造は，側頭骨頬骨突起の
上面部と蝶形骨棘の重積像によるアーチファクトである
ことがわかった。
【結論】4 分割撮影では，経咽頭方向からエックス線が
入射するため，側頭骨頬骨突起の形状および蝶形骨棘の
位置によっては，疑似的に石灰化物として描出される場
合があると思われ，注意が必要と思われた。また，RaySum
は，今回のような症例での原因究明には有用な手法だと
思われた。
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P-J19

診療室で使用できる下顎運動シミュレーションシス
テムの開発

Development of a mandibular movement simulation
system installable in the clinic

小見野真梨恵1，志賀 博1，丸山智章2，上杉華子1

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

【目的】下顎運動時の上下顎歯列の表示を行う研究がな
され，バーチャル 合器も紹介されているが，引き抜き
試験での 合接触と一致せず，信頼できる精度で再現で
きるまでには至っていない。本研究は，下顎運動時の上
下顎歯列の状態を口腔内の状態と同じように観察，評価
できる下顎運動シミュレーションシステムを開発するこ
とである。
【方法】小型・軽量の 6 自由度顎運動記録システムを用
いて健常者 5 名の下顎運動を記録し，運動データを保存
する。各被験者の上下顎歯列模型を 合器に付着後，口
腔外 3D スキャン装置を用いてスキャンし，上下歯列形
状データを保存する。次いで，記録した運動データと上
下顎歯列形状データを用いて下顎運動をシミュレーショ
ンできるプログラムの開発を行う。
【結果】6 自由度顎運動記録システムによる下顎運動デー
タと口腔外 3D スキャン装置による上下歯列形状データ
をコンピュータに保存し，かつ両データを統合すること
ができた。統合データを用いた全歯列の下顎運動の再現
は，歯列形状の 3 次元コンピュータモデル上で行い，全
歯列の前方，側方，後方，上方，下方の任意の視点方向
からの運動の再現，咀嚼運動時や側方滑走運動時に 合
接触している部分の表示ができるようになった。
【結論】本研究で開発した全歯列の下顎運動を再現でき
る下顎運動シミュレーションシステムは臨床応用できる
可能性があることが示唆された。

P-J20

スポーツ用カメラを用いた 3次元咀嚼運動記録装置
の開発

Development of 3 dimensional masticatory movement
recording device using a sports camera

横山正起1，志賀 博1，丸山智章2，小見野真梨恵1，
上杉華子1

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

【目的】市販の下顎運動記録装置は，未だ高価で臨床の
場で広く用いられているとは言い難い。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，安価な
2 台のスポーツ用カメラとコンピュータのみの構成によ
る 3 次元咀嚼運動測定装置を開発することである。
【方法】 合器の上弓に 1 個の標点，下弓に 3 つの標点
をそれぞれ前頭面と平行に付着し，上弓を矢状面上で回
転させた時の各標点の位置座標を 2 台の 2 次元スポーツ
用カメラで記録する。次いで，2 台のカメラで記録した
データを統合し，3 次元データを算出するプログラムを
開発し，算出した 3 次元データの正確性を検討する。さ
らに，健常被験者の咀嚼運動を記録し，咀嚼運動を視覚
的かつ客観的に表示できるプログラムを開発する。
【結果】 合器の上弓に付着した標点は，正確な円弧を
描くことが確認できた。これは，2 台のカメラで記録し
た運動データの 3 次元統合が正確にできていることを示
すものと考えられる。2 台のカメラで記録した健常被験
者の 2 次元の咀嚼運動データから，3 次元データを算出
し，下顎運動の表示，咀嚼運動の時間軸表示，前頭面表
示，各サイクルの表示，平均経路の表示が行え，また開
口量や咀嚼幅，サイクルタイムなどの定量的表示を行え
るようになった。
【結論】新たに開発した 2 台のスポーツ用カメラを用い
た 3 次元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。
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P-J21

earable 計測機による外耳道運動の計測の試みと
咀嚼運動との関連性について

Attempt to measurement of external ear canal move-
ment using earable device and relationship between the
movement and chewing

梶井貴史1，山野貴史2，藤田隆寛1，平野成美1，近藤寿志3

1福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野，2福岡
歯科大学総合医学講座耳鼻咽喉科学分野，3株式会社
eRCC

【目的】顎関節と外耳道は近接しており，咀嚼などの顎
関節の動きに伴い外耳道も動くが，それを定量的に評価
した報告はほとんどない。earable 計測機は，光学式距
離センサを利用して，センサと鼓膜との相対距離の変化
により外耳道の形状変化を測定する機器である。我々は
これを用いて咀嚼運動に伴う外耳道の動きの測定を試み
た。
【方法】顎関節症状および耳疾患を認めないボランティ
ア 12 名を対象とした。測定方法は，測定側の耳にイヤ
ホンを装着し，同側でガムを噛むように指示した。測定
時間は，1 秒間に 1 回咀嚼の頻度で 60 秒間とした。測定
回数は，同日には左右それぞれ 1 回のみとし，再現性の
確認のため日を改めて数回施行した。また，咀嚼運動能
力の判定については，キシリトール咀嚼チェックガムを
用い，色の変化をスコアすることで定量化した。
【結果】対象全てで外耳道の動きを定量的に評価するこ
とが可能であり，earable 計測機は咀嚼運動に伴う外耳
道の動きの測定に有用であった。また，咀嚼運動能力が
高い群と低い群とで外耳道の動きを比較すると，高い群
で外耳道の動きが有意に大きかった。
【考察】旺盛な外耳道の動きは耳垢栓塞症に起因する難
聴の予防に繋がり，さらには身体的・心理的フレイルの
予防に繋がる可能性を鑑みると，咀嚼能力を維持するこ
とは，外耳道の動きの維持を通じて耳科的フレイルの予
防に繋がる可能性が示唆された。

P-J22

大学ラグビー選手におけるマウスガード装着が顎関
節症の症状に及ぼす影響

The effect of mouth guard on temporomandibular
disorder symptoms in college rugby players

佐藤多美代1，船登雅彦1,２，芳賀秀郷2,３，新田雅一2,４，
松浦光洋2,５，浅川剛吉2,４，佐藤 仁6，槇 宏太郎2,３，
三邉武幸2，菅沼岳史1

1昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医学講座顎関節症
治療学部門，2昭和大学スポーツ運動科学研究所，3昭和
大学歯学部歯科矯正学講座，4昭和大学歯学部小児成育歯
科学講座，5昭和大学藤が丘病院歯科・口腔外科，6昭和
大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門

【目的】スポーツマウスガード（MG）の装着は外傷予
防に効果があることが報告されているが，顎関節症との
関連については十分に解明されていない。今回は，MG
装着が顎関節症の症状に及ぼす影響を検討した。
【方法】2016 年 2 月から 2019 年 1 月までの 3 年間に，
日本体育大学ラグビー部男子学生 119 名（平均 19 歳）
を対象としてスポーツデンタルチェック（DC）を行っ
た。MG 使用経験と顎関節の検査項目との関連を検討し
た。なお，119 名のうち 48 名が 2 年目の DC に，さらに
21 名が 3 年目の DC にも参加した。
【結果】MG 使用経験年数は 3.6±2.4 年であった。無痛
最大開口量は 55.1±4.5mm で，77 名（36.8％）が顎関節
雑音を，41 名（19.6％）が顎関節痛を，42 名（20.1％）
が咀嚼筋痛を有していた。また，顎関節症の症状を有す
る者は MG 使用経験年数が長かった。DC 時点で MG を
使用している場合，1・3 年目と比較して 2 年目の顎関節
痛及び咀嚼筋痛を有する者が多かった。
【考察】MG 使用経験年数が長い場合や MG 使用中に顎
関節症の症状が発現する可能性が示唆された。2016 年度
歯科疾患実態調査における 15～19 歳男性の顎関節雑音
及び顎関節痛を自覚する者の割合は 5.3％ であり，本集
団では一般の顎関節症有病率よりも高いことが判明し
た。MG を作製した場合には，顎関節の状態を経時的に
観察する必要があると考えられた。
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P-J23

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

The relationship of dental hygienists in TMD―TMD
symptoms in patients with periodontal disease mainte-
nance―

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

【目的】顎関節症の発症，持続，悪化には，生活習慣，
悪習慣および心理社会的要因がリスク因子として関連
し，顎関節症の治療においてはこれらを改善することが
重要であるといわれている。歯周病患者においても同様
にリスク因子の改善が重要であるとされ，そこには歯科
衛生士が関与している。そこで，顎関節症の予防，管理
においても歯科衛生士の関わりが有用となる可能性があ
るため，歯周病メインテナンスに来院している患者の顎
関節症症状について調査を行った。
【方法】調査対象は，演者が勤務する歯科医院に歯周病
メインテナンスを目的に，3 年以上来院中の患者のうち，
今回の調査の趣旨に同意を得た患者 30 名である。メイ
ンテナンスにて来院時，顎関節症スクリーニングおよび
リスク因子調査のための質問票について記載，回収する
とともに，顎関節，咀嚼筋の痛み，開口量，顎関節音の
有無などの記録を行った。
【結果】今回の調査において，歯周病メインテナンス継
続患者には顎関節症症状を有する者が存在し，ストレス
感，不安感，抑うつ感，疲労持続間，上下歯列接触癖，
起床時症状が強まるほど顎関節症有病率が増加する傾向
がみられた
【結論】一般歯科診療室に歯周病メインテナンスに通院
する患者には，顎関節症症状を有する者が存在するた
め，歯科衛生士が顎関節症に対する知識を有し適切に対
応することで顎関節症の予防，管理に関与できることが
示唆された。

P-J24

習慣性顎関節脱臼に対する自己血注入療法の臨床的
検討

Clinical study of autologous blood injection for treatment
of recurrent temporomandibular joint dislocation

山本育功美，川上哲司，上田順宏，松末友美子，
岡澤信之，横田元熙，桐田忠昭
奈良県立医科大学口腔外科学講座

【目的】習慣性顎関節脱臼に対する治療法として自己血
注入療法は手技が簡便で侵襲が少なく繰り返し行える利
点がある。今回，当科で自己血注入療法を施行した症例
について臨床的に検討を行ったので報告する。
【対象および方法】当科で習慣性顎関節脱臼の診断のも
と自己血注入療法を施行した 10 例である。年齢は 70～96
歳と全例が高齢者であり，男女比は 1：4 と女性が多かっ
た。既往歴は脳卒中 5 例，認知症 2 例，精神疾患 2 例，
パーキンソン病 1 例等であった。自己血注入量は顎関節
腔内に 2ml，腔外に 2ml とした。
【結果】脱臼回数は，9 例については自己血注入療法施
行後に脱臼回数の減少を認めた。また，自己血注入療法
を複数回施行した症例は 7 例であり，8 例は全身状態か
ら全身麻酔下手術が困難であったため自己血注入療法を
選択した。2 例は自己血注入療法施行後に脱臼頻度は減
少したものの効果が十分でなかったために全身麻酔下に
観血的療法を行った。
【結論】観血的療法は，最も確実な方法と考えているが，
高齢者において外科的侵襲を考慮すると逡巡することも
ある。本療法は，複数回の反復治療が必要となることも
多いが，手技が簡便で低侵襲であることから患者の身体
的負担は少ないと考えられる。治療後に脱臼回数の減少
や脱臼した際に整復が容易になる等の効果が得られるこ
とにより患者の QOL が向上し，患者の家族や介護者の
負担の軽減に繋がった。
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P-J25

習慣性顎関節脱臼に対する自己血注射療法施行 6年
経過症例の術後評価

Investigate of the prognosis after 6 years of autologous
blood injection（ABI）therapy for recurrent mandibular
dislocation

谷 暢，吉田博昭，中西 環，大城庸嘉，河野多香子，
辻 要，山田耕治，井関富雄
大阪歯科大学口腔外科学第一講座

【目的】本研究は，習慣性顎脱臼患者に自己血注射療法
を施行し 6 年以上経過した症例に対し，その後の状況を
調査した。
【方法】大阪歯科大学附属病院口腔外科 1 科にて習慣性
顎関節脱臼と診断され，自己血注射療法を施行してから
6 年以上経過した 18 名の患者に対し，現在の安否，再脱
臼の有無，再注射の回数，治療奏効状態について調査を
行った。
【結果】初回自己血注射療法を施行し 6 年以上経過を追
跡し得た症例は 18 例で，そのうち 14 例は全身疾患を有
する者であった。初回治療から 36 か月後では，再発の
ない奏功例が 15/18（83.3％）であった。初回治療後か
ら 6 年後で，生存は 6 例，他因死去が 7 例，連絡不能は
5 例であった。初回治療後から 6 年時で，生存しつつ再
発のない奏功例は 5/6（83.3％）であった。
【考察】自己血注射療法は，認知症や重篤な基礎疾患を
有する患者や高齢者にも初期治療として有効であると思
われた。今回の研究で，自己血注射療法を対象とする患
者は高齢で，認知症や全身疾患を有する者が多く，経過
観察中に顎関節以外の他因子により死去された症例や，
家族とのコミュニケーションさえ困難で介護施設などへ
の入居者も多く，さらに他施設へ転院された際には，個
人情報保護の立場から連絡先を開示して頂けなかった症
例もあった。顎関節脱臼の治療に際しては，患者の自立
度や社会的背景も考慮することが重要であると思われ
た。

P-J26

片麻痺患者に生じた片側性習慣性顎関節脱臼に対し
自己血注入療法を施行した 1例

A case of unilateral recurrent temporomandibular joint
dislocation with hemiparesis treated by autologous blood
injection

小山岳海1，大井一浩2，篠島 悠2，山下耀子2，
井手健太郎2，麩谷圭昭2，定梶 嶺2，小林一彦2，
吉田 完3，中村博幸2，長谷剛志1，川尻秀一2

1公立能登総合病院歯科口腔外科，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市立敦賀病院歯科口腔外科

【目的】習慣性顎関節脱臼の治療には，徒手整復やバン
テージを用いた開口制限等の非観血的治療，顎関節開放
手術等の観血的治療が行われている。前者では再発，後
者では手術侵襲の問題があり，近年では手術侵襲の少な
い自己血注入療法が報告されている。今回われわれは，
片麻痺患者に生じた片側性習慣性顎関節脱臼の症例に対
し自己血注入療法を施行し，良好な結果を得たのでその
概要を報告する。
【症例】患者は 54 歳男性で，右視床出血後の左側麻痺，
右精巣腫瘍，皮膚筋炎の既往があった。繰り返す右側顎
関節脱臼（1 日に 5 回程度）を訴え，当院紹介受診した。
初診時の最大開口量は 55mm，診察中の顎関節脱臼は認
められなかった。MR 像では両側性に骨変形のない非復
位性関節円板前方転位の所見であった。初期治療として
バンテージを用いた開口制限を行ったが，依然として 1
日複数回の脱臼が認められた。侵襲を考慮し，局所麻酔
下に自己血注入療法を行った。はじめに上関節腔を穿刺
しパンピング操作を行ったところ，抵抗はなく滑液もき
れいであった。次いで上肢から末梢血を採取し，上関節
腔へ注入し，瘢痕形成を促すため，関節包の広範囲にも
複数刺入し自己血を注入した。
【結果】術後 2 か月間，バンテージを用いて開口制限し
た。術後の開口量は 50mm で，その後の脱臼の再発はな
く経過良好である。
【結論】片麻痺患者の習慣性顎関節脱臼に対する自己血
注入療法は，有用と思われた。
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P-J27

AGOキャップ™を用いて顎関節亜脱臼を改善した 2例

Two cases of improved temporomandibular joint
subluxation of condyle using AGO cap™

片山良子1，栗田賢一1，小木信美1，中村有宏1，
前多雅仁1，小川尊明2

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
部歯科口腔外科学講座

【目的】顎関節亜脱臼に AGO キャップ™を用いた 2 例
を報告する。
【症例 1】54 歳，女性。主訴：左顎関節部 痛，大開口
時の閉口困難感。現病歴：20 年前から会話・食事時に開
閉口障害を自覚した。2018 年 6 月，左顎関節亜脱臼が頻
繁になり来院。現症：開口域 33mm，40mm 以上で閉口
時抵抗を認めた。MRI：左顎関節は復位性関節円板軽度
前方転位。左下顎頭内側にわずかな陥凹を認めた。臨床
診断：左顎関節亜脱臼。処置および経過：夜間 AGO
キャップ™を装着し，1 か月目から下顎の安定感を自覚。
3 か月目で開口域 40mm， 痛消失した。週 2-3 回の使
用とし，8 か月経過で亜脱臼は認めない。
【症例 2】24 歳，男性。主訴：右顎関節の 痛，開口後
に閉口困難感。現病歴：2018 年 3 月，食事中に右顎関節
部の雑音， 痛，閉口困難を生じ，自己にて徒手整復。
以後，開口障害と 痛を認めて来院。現症：開口域 21
mm，これ以上は開閉口運動に抵抗あり。MRI：右顎関
節に明らかな関節円板転位なく，軽度滑液貯留を認め
た。臨床診断：右顎関節亜脱臼。処置および経過：夜間
AGO キャップ™を装着，1 か月目から閉口困難感は改
善。4 か月目で開口域 35mm，開閉口は円滑になる。夜
間装着して 10 か月経過，亜脱臼は認めない。
【結果】AGO キャップ™の間歇的使用を指導して顎機
能が改善された。
【結論】関節内や周囲靭帯の不調和に AGO キャップ™
で緩徐に牽引する方法は有効であった。

P-J28

廃用症候群患者の習慣性顎関節脱臼に対してAGO
キャップ™が有効であった 1例

Effectiveness of AGO cap for habitual temporomandibu-
lar joint dislocations with disuse syndrome：A case
report

石濱嵩統1，栗田賢一2，小木信美2，片山良子2，
小川尊明3，太田充彦4，阿部 厚1

1名古屋掖済会病院歯科口腔外科，2愛知学院大学歯学部
顎口腔外科学講座，3香川大学医学部歯科口腔外科学講
座，4さくら総合病院歯科口腔外科

【緒言】習慣性顎関節脱臼に対する治療方針の選択につ
いて明確なコンセンサスは得られていない。また，全身
状態により手術が選択できない場合にはやむなく非観血
的療法となる。従来の非観血的療法である弾性包帯やチ
ンキャップを用いた開口制限では，褥瘡を形成すること
もしばしば経験する。今回，廃用症候群患者の習慣性顎
関節脱臼に対してわれわれが新たに開発した AGO
キャップ™が有効であった 1 例を経験したので概要を報
告する。
【症例】患者：86 歳，男性。既往歴：膀胱癌，慢性腎不
全，脳 塞，認知症，誤嚥性肺炎，出血性胃潰瘍。現病
歴：以前より顎関節脱臼が習慣化していた。1 年前より
脱臼の頻度が増加して医科で整復困難となったため，
2016 年 3 月に当科紹介受診となった。
【結果】初診時，徒手整復を施行し，整復後に AGO キャッ
プ™を用いた開口制限を開始した。AGO キャップ™は，
患者や介護者でも自由に着脱・洗濯・装着下で摂食が可
能であり，顔面の形態に合わせた伸縮性バンドではテン
ションゲージを使用して牽引力の調整ができる。装着
後，再脱臼や褥瘡形成も認めず，経過良好であったが，
膀胱癌の進行により装着 4 か月後に死亡した。
【結論】本症例は，全身状態を鑑みて非観血的療法を選
択し，脳血管障害による下顎不随意運動に加え，廃用症
候群による低栄養状態を認めたが，褥瘡形成など有害事
象は発生せず，AGO キャップ™を用いた非観血的療法
が有用であることを示唆した。
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P-J29

下顎頭周囲に骨腫を伴った陳旧性顎関節脱臼に対し
て観血的整復術を施行した 1例

A case of open reduction for chronic dislocation with os-
teoma of the temporomandibular joint

貝淵信之1，富永浩平1，岡本俊宏1,２

1東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座，2東京女
子医科大学八千代医療センター

【目的】今回我々は，下顎頭周囲に骨腫を伴った陳旧性
顎関節脱臼に対して観血的整復術を施行した 1 例を報告
する。
【症例】患者は 39 歳，女性。2013 年 3 月に縊首自殺を
図ったため心肺停止となり，当院救命救急センターに搬
送され蘇生処置が行われた。蘇生後脳症となり慢性期病
院へ転院となっていた。2014 年 3 月頃から顎関節脱臼を
繰り返すようになり，訪問歯科で整復処置を行っていた
が，整復不可能となったため 2014 年 9 月初旬に当科に
紹介受診となった。初診時，意識レベル 2-20，気管切開
されており，開口状態で閉口不能であった。両側顎関節
部の陥没と前方部の突出を認めた。CT を撮影したとこ
ろ，両側下顎頭は関節結節を越えて，頬骨弓内側の側頭
窩下に位置していた。また，右側下顎頭の内方に下顎頭
と不連続な不透過像を認めた。10 月に当院へ転院とな
り，陳旧性顎関節脱臼の診断のもと，全身麻酔下観血的
整復術，顎関節授動術を行った。両側に耳前側頭切開を
加え，関節円板の摘出および高位下顎頭切除を行った。
右側下顎頭の周囲には硬組織を認め摘出した。
【結果】病理組織診断は Osteoma であった。術後は顎
間固定を行った。11 月初旬，術後経過良好のため転院と
なった。
【結論】陳旧性顎関節脱臼に対して観血的整復術を行
い，下顎頭周囲に骨腫を認めた症例を経験したので報告
した。

P-J30

閉口不能が生じた下顎頭腫瘍の 1例

A case of mandibular head tumor with incompetent
mouth closure

岡部克彦，高塚茂行
公立松任石川中央病院歯科口腔外科

【目的】下顎頭に発生する腫瘍はかなりまれであるが，
顔貌の非対称や不正 合，顎関節症状と類似した関節
痛，雑音，開閉口障害を生じる。今回われわれは顎関節
腫瘍の増大によって，閉口不能が生じた 1 例を経験した
ので，その概要に文献的考察を加えて報告する。
【症例】患者：73 歳，女性。既往歴：卵巣悪性腫瘍。10
日前に左顎が脱臼し，口が開かなくなったことを主訴に
当科受診された。初診時，オトガイ部が右側に偏位し，
閉口不能であった。左側顎関節脱臼と臨床診断し，徒手
整復を試みたが整復できず，パノラマ X 線写真，顎関節
側方近接撮影を行ったところ，左側下顎頭に不透過像の
増大を認めた。CT 撮影を行ったところ，左側下顎頭内
側に骨腫瘤を認めた。下顎頭腫瘍と臨床診断し，腫瘍摘
出を提案したが，患者は現在，卵巣悪性腫瘍に対して加
療中であり，手術は拒否され，近歯科医院に口腔ケアを
依頼し，当科でも経過観察中である。
【結果】まれに顎関節脱臼を契機に下顎頭腫瘍が明らか
になることがある。今回の症例では，画像診断で骨種が
疑われた。詳細は不明であるが，小児期に事故で顔面を
殴打し下顎頭を骨折した可能性があるとのことであり，
関連性が疑われた。
【結論】今回われわれは顎関節腫瘍の増大によって，閉
口不能が生じた 1 例を経験したので，その概要に文献的
考察を加えて報告した。
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P-J31

筋突起に生じた骨軟骨腫の発現様式

Expression pattern of osteochondroma of the coronoid
process

河野多香子1，山田耕治1，松本和浩1，吉田博昭1，
辻 要1，松島由紀1，覚道健治2，井関富雄1

1大阪歯科大学口腔外科学第一講座，2大阪歯科大学口腔
外科学第二講座

【目的】今回，長期にわたり開口障害のみられた筋突起
の骨軟骨腫を口内法で切除した症例を経験したので文献
的考察を加えて報告する。
【症例】患者は 51 歳，男性。31 年前からの開口障害を
主訴に当院を受診した。上下切歯間最大開口域は 20mm
であった。パノラマ X 線写真で左側筋突起先端に X 線
不透過像を認め，頬骨弓内側まで達していた。CT では
左側筋突起先端は有茎性に腫大し，頬骨弓には変形が認
められた。左側筋突起を口内法で切除した。
【結果】片側性に生じた筋突起の骨軟骨腫の報告例 48
例について，形態，病悩期間，治療法を検討した。形態
は全例で結節状を呈していた。また，腫瘍の進展方向を
もとに形態的分類を検討したところ，（1）非接触性前方
進展型；頬骨弓前方に進展し頬骨弓との接触を認めな
かったものが 21 例，（2）接触性前方進展型；頬骨弓前
方に進展し頬骨弓との接触を認めたものが 13 例，（3）
非接触性側方進展型；頬骨弓側方へ進展し頬骨弓との接
触を認めなかったものが 2 例，（4）接触性側方進展型；
頬骨弓側方へ進展し頬骨弓との接触を認めたものが 3
例，そして（5）上方進展型；筋突起基部から上方へ進
展したものが 9 例であった。約 70％ の症例が前方へ進
展し，側方への進展は 10％ のみで自験例は（4）に相当
した。病悩期間は（3）（4）は 1～2 年であるのに対し，
（1）（2）および（5）は約 2/3 の症例が 5～10 年以上で
あった。治療法は口内法 19 例，口外法 26 例，両方の手
術法が 2 例，不明 1 例であった。

P-J32

X線写真にて石灰化に乏しかった顎関節滑膜性骨軟
骨腫症の 1例

Synovial ostochondromatosis of the temporomandibular
joint with poorly calcification on radiography：report of
a case

青木隆幸1，内堀雅博1，傳田祐也1，佐々木剛史1，
太田嘉英1，臼井暁昭2，五十嵐千浪3，近藤壽郎4

1東海大学医学部外科学系口腔外科学領域，2あかつき矯
正歯科クリニック，3鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・
画像診断学講座，4日本大学松戸歯学部顎顔面外科学講座

【緒言】滑膜性骨軟骨腫症（以下 SC）は，滑膜細胞の
軟骨化生により形成された小塊が関節腔内に遊離する疾
患で，膝・股関節に好発し顎関節ではまれである。顎関
節 SC は，パノラマ X 線写真の石灰化像を契機に診断さ
れることが多く，石灰化に乏しいものは診断に難渋する
と報告されている。今回，われわれは石灰化に乏しい顎
関節 SC を経験したので報告する。
【症例】（患者）37 歳 女性。（主訴）右側顎関節部の開
口痛。（既往歴・家族歴）特記事項なし。（現病歴）20 歳
頃から，右側顎関節部開口痛の出現を繰り返し，近医歯
科にて顎関節症と診断され治療を受けるも軽快しなかっ
た。その後，歯列不正を指摘され紹介医を受診。2016 年
10 月 X 線写真にて，異常を指摘され当科紹介受診とな
る。（現症）最大開口域は 42mm で，右側顎関節部に開
口痛を訴えていた。クリックは触知されなかった。（画
像所見）パノラマ XP にて右側顎関節頭は変形し関節腔
の拡大が認められた。MR では関節腔は T2WI で高信号
を呈していた。CT では右側関節頭周囲に軽度の石灰化
を伴った小塊が多数認められた。（臨床診断）右側顎関
節 SC。（処置および経過）全身麻酔下に手術を施行した。
術後，2 年半経過した現在，機能障害なく経過良好であ
る。
【考察】遊離体の石灰化に乏しい SC は，パントモ XP
で描出されないこともある。自覚症状に乏しい症例もあ
り，関節部の形態異常があれば，速やかに精査すること
が望ましいと考えられた。
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P-J33

乾癬性関節炎に起因した顎関節強直症の 1例

A case of temporomandibular joint ankylosis caused by
psoriatic arthritis

山口佳宏，千葉雅俊，野上晋之介，高橋 哲
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

【目的】乾癬性関節炎は乾癬に伴う末梢関節あるいは体
幹関節を侵す慢性炎症性関節炎である。今回われわれは
乾癬性顎関節炎に起因したと思われる顎関節強直症に対
して顎関節授動術を施行した 1 例を経験したのでその概
要を報告する。
【症例】患者は 45 歳の男性。主訴：口が開かない。現
病歴：2011 年より顎の痛みを自覚するも放置，2013 年 2
月に近歯科医院で顎関節症を指摘。同歯科医院より加療
目的に同月に当科を紹介受診。既往歴：尋常性乾癬，高
血圧症，胆石。現症：最大開口域は 27mm，強制開口で
31mm であった。顎関節に痛みはなく，咀嚼筋の圧痛，
関節雑音は認めなかった。X 線検査で両側下顎頭と関節
窩は境界不明瞭。CT 検査で両側下顎頭及び関節窩は破
壊性変化と硬化性変化が著明で，不整に変形。関節腔は
狭小化。臨床診断名：乾癬性関節炎，線維性顎関節強直
症。経過：手術を拒否したため，開口訓練を行ったが，
2 年後に開口域は 18mm に減少した。骨性顎関節強直症
の診断で再度手術について説明したが，通院を中断し
た。2017 年 5 月に当科を受診した際，開口域は 7mm に
減少し，手術を希望した。
【結果】2017 年 10 月に全身麻酔下で両側顎関節授動術
を施行し，術中の開口域は 30mm であった。術直後から
開 を呈したが，開口練習を継続し，術後 6 か月の開口
域は 35mm と良好な結果を得ている。
【結論】乾癬性顎関節炎に起因した顎関節強直症に対し
て，顎関節授動術を施行し，良好な結果を得たので報告
した。

P-J34

当院における下顎関節突起骨折の臨床的検討

Clinical analysis of mandibular condylar fracture in our
department

金氏 毅，永田順子，山下善弘
宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野

【目的】顎顔面骨骨折の好発部位の一つである顎関節部
は，解剖学的および機能的に複雑であり，保存療法また
は観血的整復固定術の選択について一定の見解は得られ
ていない。そこで，今回われわれは，当科における関節
突起骨折の診断および治療法について臨床的検討を行っ
た。
【方法】2009 年 4 月から 2019 年 3 月までに，当科を受
診し，関節突起骨折と診断された 49 例 62 関節を対象と
した。調査は，画像および診療録を用いて行った。
【結果】年齢は 3～93 歳（平均年齢 40.5 歳）で，男性 34
例，女性 15 例であった。下顎骨骨折全体に占める関節
突起骨折の割合は，49.0％ であり，下顎骨体部骨折を併
発した症例は 77.6％ であった。受傷理由は，転倒・転落
が最も多く 26 例で，スポーツ 11 例，事故 9 例，殴打 3
例の順であった。骨折部位は，基底部 23 例，上頸部 16
例，頭部 14 例，下頸部 9 例であり，治療法としては，
保存療法が 45 例，観血的整復固定が 4 例適応された。
小児患者 1 名を除くすべての症例で顎間固定が施行さ
れ，平均固定期間は 8.3 日であった。観血的整復固定術
が適応された症例はすべて基底部骨折であり，手術方法
は，顎下部切開が 2 例，内視鏡併用の口腔内切開が 2 例
であった。
【結論】当科においては保存療法が多く適応されていた
が，新たな術式や器具の開発により，早期の機能・形態
回復が期待できるため，外科療法の適応が今後広がると
考えられた。
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P-J35

小児に発症した両側筋突起過形成症の 1例

A case of bilateral coronoid hyperplasia in a child

和気 創1，儀武啓幸1，田口 望2，高原楠旻1，
佐藤文明1，小林明子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，2医療法人田口歯科医院

【目的】筋突起過形成症は，過形成した筋突起が頬骨弓
に干渉することで開口障害を引き起こす疾患である。そ
の詳細な成因は不明だが，小児での発症はまれである。
今回われわれは，小児に発症した両側筋突起過形成症に
対して筋突起切除術を施行したのでその概要を報告す
る。
【症例】8 歳の女児で，開口障害を主訴に来院した。3
歳の頃から開口障害を認め，初診時の最大開口量は上下
中切歯切縁間で 15mm であった。単純 CT 画像にて両側
筋突起の頬骨弓上縁を越える過形成を認め，両側筋突起
過形成症の診断にて全身麻酔下に筋突起切除術の方針と
なった。
【結果】口内法にて下顎第一大臼歯頬側歯肉部から下顎
枝前縁部分に切開を加え，筋突起を切除した。術後翌日
から徒手による閉口訓練を開始し，術後 6 日目からは徒
手による開口訓練を開始，術後 8 日目からはヤセック開
口訓練器による下顎の前方滑走を伴う開口訓練を実施し
た。術後 7 か月を経過し，開口量は 35mm である。病理
組織学所見では，腫瘍性病変や異常所見は認めず，正常
な骨組織であると考えられたため，先天的な筋突起の形
態異常が開口障害の原因であると考えられた。
【結論】今回われわれは，小児に発症した両側筋突起過
形成症に対し，筋突起切除術を施行した 1 例を経験し
た。筋突起切除部から骨新生を生じる可能性も否定でき
ないため今後も厳重な経過観察が必要と思われる。

P-J36

補綴処置後に咀嚼筋痛障害を発症し抜歯に至った
1例

A case of myalgia of masticatory muscle that resulted in
teeth extraction after prosthetic treatment

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，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
大学口腔外科学講座

【目的】歯科受診の主訴は歯痛が多く，歯原性か非歯原
性かを鑑別することは重要である。今回われわれは，主
として歯痛を訴え抜歯に至った症例を報告する。
【症例】患者は 46 歳，女性。X－2 年頃より歯痛，頭痛
を訴え，A 歯科医院より紹介され X 年 5 月に当科初診と
なった。現病歴は，X－2 年 12 月 B 歯科医院にて左側上
顎第一大臼歯を抜歯，同部位に架工義歯の支台歯形成後
リテーナーを装着したが，翌日より頭痛，歯痛が出現。
リテーナー再製を繰り返したが歯痛は増強した。左側上
顎第一小臼歯と第二大臼歯の抜髄処置後も改善はなく，
A 歯科医院に転院した。架工義歯撤去で歯痛は一時軽減
するも，左側顎関節音が生じたため C 病院口腔外科を紹
介された。異常を指摘されず，再度根管治療が行われ歯
痛は増強した。A 歯科医院に転院し左側上顎第一小臼歯
は抜歯された。
【結果】自覚症状は歯痛，頭痛，耳鳴り，臨床所見は開
口度 45mm，左側クリック音，両側顎関節部， 筋，側
頭筋および胸鎖乳突筋に圧痛を認め，右側片咀嚼，横向
き寝，クレンチングの習癖があった。治療経過は薬物療
法，歯冠修復と部分床義歯作成後スプリント療法を施行
した。その後症状が消失し緩解した。
【結論】本症例の歯痛および随伴症状については，顎関
節症（咀嚼筋痛障害，関節円板障害）であり，歯，歯周
疾患が主因ではなかった。歯痛を有する場合，咀嚼筋痛
障害による筋性歯痛について，精査することの重要性が
示唆された。
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P-J37

頭痛が契機となり TMDと診断された「TMDに起因
する頭痛」の 1例

A case of “headache attributed to temporomandibular
disorder” triggered from headache

臼田 頌1，黄地健仁1,２，工藤葉子1，西須大徳3,４，
池田浩子3，莇生田整治1，河奈裕正1,５，中川種昭1，
村岡 渡1,６

1慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室，2Develop-
mental Biology, Harvard School of Dental Medicine/Har-
vard Stem Cell Institute，3日野市立病院歯科口腔外科，
4愛知医科大学痛みセンター，5神奈川歯科大学顎・口腔
インプラント科，6川崎市立井田病院歯科口腔外科

【目的】国際頭痛分類第 3 版（以下 ICHD-3）への改訂
に伴い，「TMD に起因する頭痛」の診断基準に，「TMD
と同時期に発症した頭痛」だけでなく，「頭痛が契機と
なり TMD が発見されたもの」が追加された。今回われ
われは，この新しい基準に基づいて診断を行った症例を
経験したので報告する。
【症例】63 歳，女性。緊張型頭痛と片頭痛にて神経内科
に通院中，睡眠時に頭痛で覚醒するため，睡眠時無呼吸
症候群（以下 OSAS）が疑われ呼吸器内科へ精査依頼と
なった。呼吸器内科での睡眠評価結果では AHI：6.4 と
OSAS は軽症であり，マウスピース治療の適応および咀
嚼筋の評価依頼にて当科受診となった。初診時の診査で
は右側 筋に著明な筋筋膜痛を認めた。頭部への関連痛
も認め，その痛みは Familiar Pain であったため，「TMD
に起因する頭痛」（ICHD-3 11.7）と診断した。
【結果】筋筋膜痛の改善を目的にセルフマッサージとス
トレッチを指導，筋筋膜痛の改善に伴い頭痛も軽快し
た。
【結論】ICHD-3 への改訂で「TMD に起因する頭痛」の
「緊張型頭痛とはオーバーラップしている」という記載
がより強調された。さらに TMD を RDC/TMD に基づ
いて診断することも推奨されている。「緊張型頭痛」と
「TMD に起因する頭痛」とを鑑別し，正確な頭痛の診
断を行うためには，筋の触診を行い，TMD の診断を正
確に行うことが重要である。

P-J38

変形性顎関節症に関連した神経障害性 痛の一症例

Neuropathic pain related to osteoarthritis of the temporo-
mandibular joint：A case report

松本文博1，細木秀彦2，前田直樹2，阿陪 晋3，
堀川恵理子3，松香芳三4，田中栄二5

1徳島大学病院歯科口腔外科（口腔内科），2徳島大学大学
院医歯薬学研究部歯科放射線学分野，3徳島大学大学院医
歯薬学研究部総合診療歯科学分野，4徳島大学大学院医歯
薬学研究部顎機能 合再建学分野，5徳島大学大学院医歯
薬学研究部口腔顎顔面矯正学分野

【目的】変形性関節症における関節痛は一般に侵害受容
性 痛と考えられているが，しばしば神経障害性 痛の
特徴を示すことが報告されている。われわれは，変形性
顎関節症患者において，神経障害性 痛的な症状を呈し
た症例を経験したので報告する。
【症例】67 歳女性。当科初診の 2 年ほど前より時々左側
の耳の痛みを認めた。約 4 か月後に近在の耳鼻咽喉科を
受診，三 神経痛と診断され脳神経外科を紹介された。
脳神経外科では顎関節症と診断され，開業歯科医にてス
プリント治療を受けるも改善なく，当科初診の 1 週間ほ
ど前より左側顎関節痛の増強を認め当科受診となった。
初診時現症では，最大開口量 38 mm，左側顎関節にクレ
ピタス音，触診では側頭筋， 筋部に圧痛，噛み締め時
に顎関節痛を認めた。画像検査では下顎頭変形，非復位
性顎関節円板前方転位などを認めた。初期治療として処
方した非ステロイド性鎮痛消炎薬は無効であった。経過
では，突然 20 日間ほど症状消失したり，ピリピリした
顔面皮膚の症状を呈したり，終日 痛を自覚する時期も
あり，対応に苦慮することも多く，心療内科，耳鼻咽喉
科，神経内科に対診を行った。薬物治療として，カルバ
マゼピンは少量ではやや改善がみられたが，増量すると

痛が増強した。最終的にガバペンチン，プレガバリン
などが 痛改善に有効であった。
【結論】本症例の 痛の発症機序として，変形性顎関節
症に起因する末梢性神経障害性 痛が疑われた。
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P-J39

閉塞性睡眠時無呼吸症に対する口腔内装置の治療
で，短期に 合変化を発症した一症例

Occlusal change within a short-term following oral appli-
ance therapy for obstructive sleep apnea：a case report

石山裕之1，西山 暁1,２，嶋田昌彦2

1東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部，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】閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）に対する口腔内
装置（OA）治療の副作用として， 合変化がある。

従来 OA 長期使用での発症が報告されていたが，今
回，使用数日後に 合変化を発症した症例を経験したの
で報告する。
【症例】患者は 65 歳の女性，軽度 OSA に対して本院快
眠歯科外来にて OA 治療を開始した。

使用開始数日後から右側臼歯部 合不全を発症したこ
とから，OA の使用を中止したが，改善しないため当科
を受診した。

数年前から両側クリック音を自覚し，時々オープン
ロックを発症していたという。初診時診査で右側のク
リックは確認できず，自力最大開口量は 43mm で機能時
痛は認めず，エックス線検査で両側顎関節部に異常は認
められなかった。
【結果】MRI 検査で円板位置は正常であり，症状の経過
から右側転位円板の再転位不全による 合不全と診断し
た。

治療としてマニュピレーションを行ったが改善せず，
運動療法とガム咀嚼訓練を指導した。

初診から 6 か月後に症状は改善した。術後に再度 MRI
検査を行ったところ，右側の復位性関節円板前方転位を
認めたが， 合不全は生じていなかった。その後は OA
治療を再開し良好な経過を得ている。
【結論】本症例は転位円板が OA 使用により整位したこ
とで， 合不全を発症したと考えられた。

OA を作製する際に，間欠ロックの既往についての確
認は必須であり，症状を認めた場合は治療したうえで，
OA 治療を開始すべきと考えられた。

P-J40

術前後のMRI を用いて運動療法の治療効果を判定し
た一例

A case report：Effects of therapeutic exercise for ante-
rior disc displacement without reduction judged by MRI

山口賀大1，佐久間重光1，高木信哉1，栗田賢一2，
小木信美2，片山良子2，有地淑子3，田口 望4

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，3愛知学院大学歯学部歯科放射
線学講座，4医療法人田口歯科医院

【目的】顎関節症に対する運動療法は，その有効性は認
知されてきている。今回，術前 MRI にて非復位性顎関
節円板障害と診断された患者に対して運動療法を行った
ところ良好な成績を収めた。その患者の術後の MRI を
撮影し，関節円板動態について検討したため，ここに報
告する。
【症例】患者は 25 歳女性，2018 年 10 月に突発的な開口
障害を自覚，同年 11 月に受診となった。初診時の現症
は，上下顎右側中切歯切縁を基準に無痛最大開口量 30
mm，有痛最大開口量 34mm，開口経路は左側に偏位，
開閉口時痛を認めた。以上から臨床診断として左側非復
位性顎関節円板障害と判断し，同年 12 月 MRI を撮影
し，確定診断を得た。患者に病態説明を行ったのちに，
プロフェッショナルケアとして顎関節可動化療法の施術
ならびに維持・安定を目的にセルフケアとしての自己牽
引療法を指導した。術後 3 か月の時点で無痛最大開口量
45mm， 痛関連 VAS は大幅に改善していた。関節円板
の動態を確認するために再度 MRI を撮影したところ，
関節円板は開閉口時に前方転位を認めたままであった。
【結果】プロフェッショナルケアによる顎関節可動化療
法によって，即時的に可動性が改善し，セルフケアによっ
て維持・管理することによって，非復位性顎関節円板障
害のままでも症状の改善は十分に達成できた。
【結論】運動療法は，関節円板の復位・整位に関わらず
早期から患者の顎運動機能を大幅に改善させる治療法の
一つであることが示唆された。
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P-J41

薬剤性口顎ジストニアの 3症例

Three cases of drug induced oromandibular dystonia

小松孝雪1，山口泰彦2

1こまつ歯科クリニック，2北海道大学大学院歯学研究院
冠橋義歯補綴学教室

【目的】ジストニアは，筋の異常収縮を生じる中枢性疾
患で，顎口腔領域では，開口，閉口，顎偏位，舌突出な
どの各ジストニアがある。今回，開口障害または閉口障
害を呈した薬剤性口顎ジストニアの 3 症例について報告
する。
【症例】症例 1；60 歳代，女性。2 週間位前から折にふ
れ奥歯の みしめがあり支障があるとの主訴で来院。数
年前より双極性障害の薬を服用。開口時に不随意の 筋
の過緊張による強い抵抗と下顎の上下的震えを認めた。
薬剤性閉口ジストニアと診断，神経内科へ紹介。ボツリ
ヌス療法施術により， 筋の過緊張と下顎の震えはなく
開閉口はスムーズで，症状の改善を認めた。症例 2；50
歳代，男性。半年位前から みにくいとの主訴で来院。
向精神薬を 8 年前から服用。閉口がゆっくりで数秒かか
り， 頭嵌合しない場合も認めた。薬剤性開口ジストニ
アと診断，神経内科へ紹介。症例 3；40 歳代，女性。右
の顎が痛く， めないとの主訴で来院。向精神薬を半年
以上前から服用。何度指示しても自意では 頭嵌合位を
保持できず，すぐに舌を突出しながら開口する状態を認
めた。薬剤性の舌突出を伴う開口ジストニアと診断，通
院中の精神科へ相談。
【結果】3 症例に共通して，不随意な筋肉の収縮のため
にスムーズな開閉口や下顎位の保持の困難さを認めた。
【結論】口顎ジストニアの開閉口運動の様相は顎関節症
のそれとは異なるため，注意深い顎運動の観察は鑑別に
有用と考えられた。

P-J42

閉口障害を主訴として来院し重症筋無力症と診断さ
れた一例

A case of myasthenia gravis with closing movement dis-
turbance

森 悠衣1,２，窪 寛仁1，藤井智子1，中野宏祐1，
本橋具和1，岩崎春美1，中嶋正博1，覚道健治1

1大阪歯科大学口腔外科学第二講座，2一般財団法人住友
病院口腔・顎センター（歯科）

【目的】閉口障害を契機に重症筋無力症（以下 MG）と
診断された 1 例について報告する。
【症例】患者は 41 歳の男性で，既往歴に冠攣縮狭心症，
高血圧，高脂血症があった。2014 年 7 月頃より全身筋力
低下や体重減少があり，2015 年 1 月には閉口障害が発現
し，同年 3 月には嚥下障害を認めた。同年 5 月に閉口障
害を主訴に大阪歯科大学附属病院口腔外科を受診した。
初診時所見は両側眼瞼下垂を認め，MRI 所見では関節円
板転位や下顎頭の骨変化も認めなかった。表面電極を用
いた筋電図所見では両側 筋・側頭筋・顎二腹筋後腹の
筋収縮の低下を認め，血液検査結果では抗 AchR の増加
を認めたため，MG の疑いで住友病院神経内科に転院し
た。身体所見は上記のほか構音障害，眼球運動障害，顔
面筋の高度筋力低下を認め，軟口蓋挙上は認めず，舌運
動は正常であった。入院時再検した抗 AchR68nmol/L と
高値であり，その他のホルモン異常・自己抗体は認めな
かった。テンシロンテストは著効，反復刺激テストでは
高度の 3Hz waning を認めた。胸部 CT では胸腺腫を認
めなかったが，EOMG であり，胸腺摘除の適応と考えら
れた。
【結果】以上の検査結果より全身型 MG（MGFA 4b）と
診断された。ステロイド療法と計 7 回の血漿交換および
胸腺摘出術後に閉口障害を含む上記に示した症状はすべ
て改善された。
【結論】顎関節症と鑑別を要する疾患あるいは障害で，
閉口障害を発現する疾患に重症筋無力症を考慮する必要
があると考えられた。





The 6th Asian Academic Congress for  
Temporomandibular Joint

Guest Lecture
DC/TMD Symposium

Japan/Asian Joint Seminar





― 167 ―

Guest Lecture

Commentary from the Chairpersons

Chairpersons：KenIchiro Murakami
Ako City Hospital, Department of Oral and Maxillofacial Surgery
Ritsuo Takagi
Professor, Division of Oral ＆ Maxillofacial Surgery, Niigata University Graduate
School of Medical and Dental Sciences

It is worldwide standard for Clinician/Specialist for TMD and Oral/Maxillofacial Surgeons that the Arthrocentesis is
the first line of minimally invasive surgical intervention to TMJ Internal Derangement（ID）and Arthrosis. In 1991, Dorrit
Nitzan, Frank Dolwick and their colleague published this epoch-making work after the success of TMJ arthroscopic lysis
and lavage. Many patients has been able to avoid the open TMJ surgery. While she did not stop her research work, and
clarified the bio-mechanism of TMJ closed lock and proposed Anchored disc phenomenon. The efficacy of arthrocentesis
was initially thought as limited and contra-indicated to chronic and advanced ID and osteoarthrosis, however she showed
it as“Dogma”by the long-term outcome study and its interpretations. Consequently she indicate that the Wilkes staging
is not appropriate category to make planning for choice of the surgical procedures.

She is experienced surgeon, excellent researcher, and love to teach/lecture in all over the world, particularly Japan.
One of her hobby is the Japanese painting using by Fude-brush.

The audits will be able to get a rational, art and science of the latest TMJ minimum invasive surgery and touch to the
spirits of the pioneer.
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Guest Lecture

Arthrocentesis, a 30 years review：Rationale, and Prospective

Dorrit W Nitzan
Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hebrew University,
Hadassah School of Dental Medicine, Jerusalem, Israel

The introduction of TMJ arthroscopy to the TMJ by Onishi in 1970 and the results published in 1975 and 1980 opened a
new era for the treatment of TMJ. The efficiency of arthroscopic lavage and lysis had led in the nineties to its simplifica-
tion：TMJ arthrocentesis. It became, gradually, quite popular as it followed the technique of TMJ arthroscopy but re-
quired cheap and available tools, it is simple and performed under local anaesthesia without of course direct visual inspec-
tion of the joint structures. Its use had open up two horizons：therapeutic and research. During the last 30 years its ma-
jor efficiency was described mainly in limited mouth opening（of joint origin）and in localized joint pain such as in closed
lock, anchored disc phenomenon, osteoarthritis and in various inflammatory diseases. In clicking joint the results are
somewhat controversial. The efficiency of arthrocentesis had raised many enquiries that had led to the study and better
understanding of the joint function and dysfunction. In particular, this has led to：

・The clarification of the reason arthrocentesis resolves closed lock without actual disc repositioning.
・Better understanding of the pathogenesis of TMJ disc displacement, closed lock（anchored disc phenomenon and disc

displacement without reduction）, open lock and osteoarthritis.
・The development of an inter-occlusal appliance that reduces the intraarticular pressure by more than 80％.
・Increased awareness to the importance of a lubrication system which in turn led to the development of an effective

bio-lubricant.
・No correlation was found between the imaging findings and the outcome of arthrocentesis. Thus, the described lack

of correlation between the clinical signs and symptoms and CT scan findings shed light on the imprecision of the
widely used Wilkes classification.

・The response to arthrocentesis rather than imaging became a diagnostic tool before deciding on surgical interven-
tion.

・Internalizing the value of minimal intervention with the least possible complications.
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●Brief Biographical Summary●

Born in Jerusalem September 3, 1947.
Married, 5 children/twenty grandchildren
Hobbies：Sport, art（Sculpturing, oil painting, Japanese

painting）.
1972 - D.M.D, Hebrew University-Hadassah School

of Dental Medicine, Jerusalem
1978 - Completed residency program in Oral ＆

Maxillofacial Surgery
2001 - Professor, Oral and Maxillofacial Surgery,

Hadassah School of Dental Medicine, Jeru-
salem

Since 2015- Professor Emeritus

Professional experience：
1975-76 Research Associate at the Anaerobic Labo-

ratory, Virginia Polytechnic Institute and
State University, Blacksburg, Virginia, USA
（as part of the residency）

1976-78 Research Associate at the Department of
Periodontology, Harvard School of Dental
Medicine, Boston, Mass, and at the Forsyth
Center, Boston, Massachusetts, USA. Atten-
dant at the Department of Oral and Maxillo-
facial Surgery, Massachusetts General Hos-
pital, Boston, Massachusetts, USA（as part
of the residency）.

1981-82 Research Associate at the Immunological
Diagnostics and Research Center, Univer-
sity of Toronto, Canada. Attendant at the
Department of Oral Surgery, Mount Sinai
Hospital and at the Department of Plastic
Surgery, Sick Children’s Hospital, Toronto,
Canada.

1987-88 Visiting Professor, Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, University of Florida,
Gainesville, Florida, USA.

1999 Visiting professor, Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, Columbia University,
New York, NY, USA.

2001 Visiting professor, College of Dentistry,
Darwad, India.

2005-15 Visiting professor, Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, University of Rome.
Rome, Italy.

Since 2015 Professor Emeritus

Since 1990 has given invited lectures, courses, master
courses and hands on human cadaver dissection courses

Since her stay in Gainesville Florida, her main interest
and contribution was in functioning and dysfunctioning
TMJ. In joint function, special attention was paid to EM
and biochemical studies of synovial joints’ lubrication sys-
tem and, in particular, to the role of hyaluronic acid
（HA）and phospholipids（PL）which led to the develop-
ment of long-acting bio-lubricant. She also studied TMJ
bio-mechanics：TMJ loading and controlled loading by
intra-occlusal appliance and the role of overloading on
the joint physiology such the lysis of lubrication. The lat-
ter was associated with the description of“Anchored
Disc Phenomenon”. It also led to study of the pathogene-
sis of disc displacement in general and TMJ osteoarthri-
tis in particular（including animal models）, which highly
responded to arthrocentesis. She had emphasized the
value of conservative protocol for ankyloses following
condylar fractures and had demonstrated the use the
principles of“closed reduction”in various conditions of
loss of condyle vertical height avoiding joint reconstruc-
tion.

Presently, she is working on TMJ condylar hyperpla-
sia（CH）：first, uncovering the cause（including an ani-
mal model）. Second, demonstrating that facial bones re-
modeling takes place following high condylectomy only,
with rare need for further orthognathic surgery and
third, proposing an alternative treatment protocol and
classification for CH. In addition, she is working on the
difference in treatment approach between acquired
asymmetry and malocclusion and the developmental one.
She also collects the outcomes of gap arthroplasty done
in ＞50 cases of ankyloses.

All these years she loves teaching and does it all over
the world.
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Outline of the Symposium

Moderators：Koichi Wajima
Adjunct Assistant Professor, Keio University School of Medicine, Department of Oral
Surgery and Dentistry
Hirofumi Yatani
Professor, Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University Graduate School of
Dentistry

This symposium explores the process on the implementation in clinical settings of Diagnostic Criteria for Temporo-
mandibular Disorders（DC/TMD）.

TMD diagnosis has evolved substantially over the past 30 years. In Japan, different pathological conditions of TMD
were noted in every decade among those years. For example, attention to disc displacement and/or bone deformation
and attention to occlusal abnormalities had been paid in particular as important conditions and causes of TMD, respec-
tively.

The DC/TMD was released in 2014 and recommended to use in clinical and research settings around the world. It has
been provided as an update of the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders（RDC/TMD）on the
basis of the results of a Validation Project（2001―2008）and consecutive workgroup sessions which were held between
2008 and 2013.

Since the DC/TMD presents a major change in procedures for diagnosing TMD, its implementation in research and
clinical care does not yet appear to be adequately substantiated in some aspects.

The essential pathological conditions of TMD have been noted in different way among Asian countries. Treatment also
varies depending on the noted condition of TMD. Some countries are still more likely to focus on occlusal abnormality and
treat TMD patients mainly with occlusal adjustment and reconstruction.

The current status of implementation of DC/TMD in clinical settings in Asian countries will be presented in this sym-
posium, and its usefulness and improvements will be further proposed and discussed. In addition, the current treatment
modalities of TMD in each country will be introduced, and the future TMD treatment we should implement may be dis-
cussed.
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Keynote speech：
DC/TMD as standardized diagnostic criteria for the most common
temporomandibular disorders（TMD）

Yoshihiro Tsukiyama
Section of Dental Education, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan

In 2014, the Diagnostic Criteria of Temporomandibular Disorders（DC/TMD）was published by the International RDC/
TMD Consortium Network, presently INfORM（International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Method-
ology）, of the International Association for Dental Research（IADR）with a collaboration of the International Association
for the Study of Pain（IASP）Special Interest Group on Orofacial Pain. DC/TMD is currently the standard of diagnostic
criteria for TMD.

The broad spectrum of TMDs is listed in the Expanded TMD Taxonomy that was published by Peck et al in 2014.
TMDs are broadly classified into temporomandibular joint disorders, masticatory muscle disorders, headache disorders,
and associated structures. DC/TMD are included in the Expanded TMD Taxonomy, and cover most common TMDs
only.

Likewise RDC/TMD, DC/TMD are equipped with a dual-axes diagnostic system, i.e., physical（axis I）and psychosocial
（axis II）, based on the bio-psychosocial model. For axis I diagnosis, DC/TMD provide standardized clinical diagnoses of
most common TMDs with moderate sensitivity and specificity using structured questionnaire, standardized examination
procedure and decision making process. DC/TMD have been developed for the use in clinical situations but can be ap-
plied to research purposes. DC/TMD will be translated into more than 30 languages. Although there are limitations in-
cluding relatively low sensitivity for intra-articular disorders, DC/TMD provide reasonable clinical diagnoses for most
common TMDs in clinical situations.

●Brief Biographical Summary●

Dr. Tsukiyama graduated Kyushu University School
of Dentistry and proceeded to graduate school in 1987.
He engaged in the research on stomatognathic function
in the beginning of his career. He went to UCLA School
of Dentistry between 1995 and 1997, and conducted re-
searches on temporomandibular disorders（TMD）and
orofacial pain. He is now engaging in researches on sleep
bruxism, TMD and orofacial pain, occlusal dysesthesia,
stomatognathic function, the clinical evaluation of
prosthodontic treatment including dental implants, and
digital dentistry.

He has been serving as officer and committee member
of national and international academic societies, including
International RDC/TMD Consortium Network, pres-
ently INfORM（International Network for Orofacial Pain
and Related Disorders Methodology）, of the Interna-
tional Association for Dental Research, International As-
sociation for the Study of Pain Special Interest Group on
Orofacial Pain, Japan Society of Orofacial Pain, Asian
Academy of Craniomandibular Disorders, Japanese Soci-
ety for the Temporomandibular Joint, Japan Prosthodon-

tic Society, and has been contributing to the develop-
ment of clinical guidelines. He is currently the Professor
at the Section of Dental Education, Faculty of Dental Sci-
ence, Kyushu University, Fukuoka, Japan.

Education：
1987 DDS, School of Dentistry, Kyushu University
1993 PhD, Graduate School of Dentistry, Kyushu

University

Professional Career：
1991 Research Associate, Kyushu University Den-

tal Hospital
1995―97 Visiting Scholar, Diagnostic Sciences and Oro-

facial Pain, UCLA School of Dentistry
1999 Assistant Professor, Kyushu University Den-

tal Hospital
2002 Associate Professor, Faculty of Dental Sci-

ence, Kyushu University
2017 Professor, Faculty of Dental Science, Kyushu

University
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1．Clinical utility and implementation of RDC and DC/TMD
for diagnosis and management of orofacial pain in Korea

Jin Woo Chung
Department of Oral Medicine and Oral Diagnosis School of Dentistry, Seoul National Univer-
sity, Seoul, Korea

Based on the biopsychosocial model, the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders（RDC/
TMD）and Diagnostic Criteria for TMD（DC/TMD）contains a dual-axis structure for evaluation of both the physical dis-
order（Axis-I）as well as the psychosocial models（Axis-II）. Following its introduction in Korea, RDC/TMD was utilized
by researchers and clinicians, and much research was undertaken on its validity, reliability, and clinical utility. One of our
research classified TMD patients into three distinct pain subgroups using the RDC and DC/TMD axis I. This was done
not only to compare the TMD group with normal subjects but also to contrast different pain subgroups for further eluci-
dation and specification of the influence of pain origin on pain sensitivity, and also designed to compare the characteristic
Axis-II features between each TMD subgroup and see if these variables showed correlation with pain thresholds. The
myogenous pain subgroup had significantly higher somatization scores than normal and arthrogenous pain subgroups,
and higher depression scores than normal subjects. The results suggest that peripheral and/or central sensitization are
present in chronic arthrogenous pain more so than in myogenous pain, and this phenomenon appears to take place re-
gardless of the patient’s psychological profiles. DC/TMD is intended for use in both clinical settings and applied research
settings and the extensive development process can be explored in greater detail. Further research examining core prop-
erties is expected, and forthcoming additional DC/TMD research tools are intended to augment the DC/TMD for such
research.

●Brief Biographical Summary●

1991 Graduate, School of Dentistry, Seoul Na-
tional University

1992―1995 Internship and Residentship, Department of
Oral Medicine, Seoul National University
Hospital

1998―2002 Assistant Professor and Chairman, Depart-
ment of Oral Medicine and Diagnosis, Col-
lege of Dentistry, Kangnung National Uni-
versity

2000―2002 Postdoctoral Associate, Department of Oral
Diagnostic Sciences, School of Dental Medi-
cine, State University of New York at Buf-
falo, USA

2007―2008 Visiting Associate Professor, Oral Medicine
and Orofacial Pain Center, School of Den-
tistry, University of Southern California, USA

2002―present Professor, Department of Oral Medicine
and Oral Diagnosis, School of Dentistry,
Seoul National University

2015―present Chairman, Department of Oral Medicine
and Oral Diagnosis, School of Dentistry,
Seoul National University

2016―present President, Dental Life Science Research
Institute, Seoul National University Den-
tal Hospital

2015―2017 President, Korean Academy of Temporo-
mandibular Disorders

2019―present President, Korean Academy of Dental
Sleep Medicine
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2．DC/TMD and TMD classification in China

Xing Long
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Stomatology,
Wuhan University, Wuhan, China

In China, temporomandibular joint disorders（TMD）classification was originally divided into two subtypes in 1962, in-
cluding functional disorders and joint disorders, and revised in 1973, 1977, 1997 and 2005, individually. The current TMD
classification is as followed：I. Masticatory muscular disorders, including myofascial pain, myositis, myospasm, unclassi-
fied local muscular pain, and fibrostic contracture；II. Structural derangement disorders（or internal derangement disor-
ders）, including anterior disc displacement with or without reduction as well as other forms of disc displacement such as
medial, lateral, and rotatory disc displacement；III. Inflammatory disorders, including acute and chronic synovitis and
capsulitis；IV. Osteoarthrosis, including primary and secondary osteoarthrosis. According to RDC/TMD, we established
the Chinese diagnostic criteria for TMD in 2005.

In 2017, DC/TMD was firstly introduced in China and a current consensus for the disc displacement（DD）of temporo-
mandibular joint（TMJ）was established at the Ankang TMJ conference, which was held in Ankang city, the north-west
part of China. This consensus described the recent concept, diagnostic criteria of DD and the standard of the normal posi-
tion relationship between disc and condyle, outlines the effects of DD on the treatment for orthodontics, periodontics, im-
plant and prosthetics, and summarizes the treating strategy and efficacy for DD.

●Brief Biographical Summary●

Dr. Long is a professor of Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, School of Stomatology, Wuhan
University. Now he is the president of Chinese Society of
TMD ＆ Occlusion, CSA. He is an expert in Oral and
Maxillofacial Surgery, especially in TMJ disease. He suc-
cessfully performed thousands of oral and maxillofacial
surgical procedures, conducted basic and clinical re-
search. He has published many medical articles and ed-
ited or contributed several books. He has been invited as
the keynote speaker in the international meetings.

He was a member of the Oral and Maxillofacial Sur-
gery Society of the Chinese Stomatological Association
from 1998 to 2012. Since 1997, he has been Vice Presi-

dent, China National Society of TMD ＆ Occlusion and
was a member of the Oral and Maxillofacial Surgery So-
ciety of the Chinese Stomatological Association.

Dr. Long received his dental degree in both medicine
and dentistry（MD, DDS, Hubei Medical University）in
1983 and Ph.D. in Department of Oral and Maxillofacial
Surgery, School of Stomatology, Hubei Medical Univer-
sity in 1997. He has a studying and working experience
as visiting scholar at The Second Department of Oral
Surgery, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo,
Japan in 1992, also as visiting scholar at Oral and Maxillo-
facial Surgery unit, University of Adelaide, South Austra-
lia in 2004.
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3．TMD diagnostic protocol in the Philippines

Sheila Ortega-Cobcobo
Past President of Philippine Association of Functional Jaw Orthopedics and TMJ,
Philippines

TMD as a collection of medical and dental conditions affecting the joint and muscles of mastication, as well as contigu-
ous tissue components. All dental patients should be screened for TMD’s. The first step in the management of TMD is ex-
amination. A brief overview of the current practices in TMJ examination method to understand and provide this for the
management of TMD in the Philippines. A thorough clinical examination is needed to determine whether the pain is pri-
marily muscle or joint related. The diagnostic criteria for temporomandibular disorders have been the most widely em-
ployed diagnostic protocol while other practitioners follow a simpler protocol. Diagnosis requires a detailed history, a
comprehensive examination and appropriate diagnostic tests wherein findings are used for further evaluation. Therefore,
successful management of TMD patients requires a general assessment to gain understanding of the problem to estab-
lish a proper and correct diagnosis and treatment.

●Brief Biographical Summary●

Doctor of Dental Medicine, Centro Escolar University,
1996
Master of Arts Major in Teaching, Centro Escolar Uni-
versity 2000― 2002
Doctor of Philosophy（PHD）Major in Development Ad-
ministration 2018
Master of Science in Orthodontics- CEU School of Den-
tistry - Resident
Faculty/ Associate Professor 4 / Clinical Instructor -
UPHSD College of Dentistry
Head, International/ External Affairs/ Linkage Chair-
man, UPHSD College of Dentistry
Head, Ortho- Pedo Section, UPHSD College of Dentistry
Fellow, Pierre Fauchard Academy（International Dental
Honor Organization）
Senior Fellow, Royal Institution Singapore Health Care
（SFRIHC）

Fellow, Royal Institution Dentistry（FRIDENT）
RIILDSS, Royal Institution International Learning and
Development Specialist
President, Philippine Association of Functional Jaw Or-
thopedics TMJ, Inc. 2014― 2015
President, Philippine Dental Association Pasig-Pateros-
Taguig Dental Chapter 2012― 2013
Executive Vice President, Philippine Association of Air-
way Dentistry and Sleep Medicine
Member, Philippine Dental Association Speaker’s Bureau
Member, Forensic Odontology Association of the Philip-
pines
Founding Member, Philippine Gnathological Forum, Inc.
TMJ Consultant, Healthway Medicals
International Association for Study for Pain
Philippine Society of Sleep Medicine
Armed Forces of the Philippines, Commissioned Officer
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4．Indonesian DC/TMD：Its development and its use in Indonesian
epidemiology studies

Carolina Damayanti Marpaung
Department of Prosthodontics, Trisakti University, Indonesia

Temporomandibular Disorders（TMD）are common among the general population, with prevalence rates ranges from
10％ to 35％, depending on the specific symptoms and population being studied. This vast range of prevalence rates is
partly due to a lack of homogeneity in the diagnostic criteria. The clinical diagnostic criteria of TMD（DC/TMD）, which
was first published in 2014, can potentially overcome the problem. However, before the tool can be utilized for both re-
search and clinical work, it has to undergo adaptation and psychometric tests in each language and population group.
Aware of the importance of having a standardized diagnostic tool for such a big population in Indonesia, our team decided
to take the task of DC/TMD adaptation to the Indonesian language. The tool has been translated into the Indonesian lan-
guage, and the psychometric analysis is being carried out. Challenges in the adaptation process are many, including
grammatical differences between English and Indonesian language, and anthropological differences between the western
and Indonesian culture. Those challenges and ways to overcome them will be presented in the oral presentation. In addi-
tion, early findings of the psychometric analysis will also be discussed.

●Brief Biographical Summary●

Carolina Damayanti Marpaung was born in Jakarta, In-
donesia on March 31, 1977. She obtained her DDS degree
from Faculty of Dentistry University of Indonesia, Ja-
karta in 2000. Soon afterwards, she began her Prostho-
dontic residency program in the same university which
she completed in 2003 with a thesis on TMJ sounds. She
began working at the Faculty of Dentistry, Trisakti Uni-
versity in 2007, mainly teaching scientific writing, tem-
poromandibular disorders, and fixed prosthodontics to
both undergraduate and master students. In December
2009, she began her 3-year advance post-graduate pro-

gram in Oral Kinesiology at Academic Centre for Den-
tistry Amsterdam（ACTA）. She obtained her PhD de-
gree from University of Amsterdam in 2018 with a thesis
on TMD and bruxism in children and adolescents. Caro-
lina is an active council member of Asian Academy of
Orofacial pain and Temporomandibular Disorders
（AAOT）, and the current secretary of Indonesian
Academy of Craniomandibular Disorders（IACMD）.
Moreover, she is now supervising PhD students in Pedi-
atric OSAS and Temporomandibular Disorders in young
population studies.
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Purpose of the Seminar by the Moderators

Moderators：Kenichi Kurita
Professor ＆ Chairman, The Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of
Dentistry, Aichi-Gakuin University
Tetsuya Yoda
Professor, Department of Maxillofacial Surgery, Graduate School of Tokyo Medical and
Dental University

Total TMJ reconstruction is indicated for TMJ ankylosis, severe osteoarthrosis, and TMJ tumors. The materials for
The TMJ reconstruction are autogenous bone and alloplastic prostheses. Most of the cases in Japan, autogenous bone
from iliac and rib has been used because our government has not accepted the alloplastic TMJ prosthesis for the insur-
ance. However, our government is accepting the alloplastic TMJ materials widely used in the world. Now it is time that
we study TMJ reconstruction using alloplastic materials. For that purpose we invite Asian experienced Oral and maxillo-
facial surgeons from China and Korea in this field. Prof. Takahashi will speak about the indication and limitation of the
conventional TMJ reconstruction. Then, Prof. Bu-Kyu Lee will give a talk on the indication, efficacy and safety of the al-
loplastic TJR. Finally, Prof. Zhang will give a talk on the modified techniques of alloplastic total temporomandibular joint
replacement（TMJ TJR：Zimmer Biomet stock prostheses）and the clinical and radiologic results after surgical modifica-
tions during at least 1 year of follow-up. We are sure that we learn their techniques for our future cases.
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1．Conventional temporomandibular joint reconstruction：
indications and limitations

Tetsu Takahashi
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine and Surgery,
Tohoku University Graduate School of Dentistry, Miyagi, Japan

When severe destruction, ankylosis, tumor of the temporomandibular joint（TMJ）occurs, TMJ reconstruction may be
necessary. TMJ reconstruction is not considered to be a treatment for general TMJ problems, is rather an end-stage sur-
gery. Therefore, indications for TMJ are exclusively restricted including；severe degenerative joint diseases, bony anky-
losis, irrepairable condylar fracture, tumor, congenital malformation, and previous failed reconstruction. Although a vari-
ety of modalities of TMJ reconstruction or TMJ replacement are advocated, in general, TMJ reconstruction is divided
into two；autogenous reconstruction and prosthetic reconstruction. Autogenous reconstruction includes costchondral,
clavicle, iliac crest, and vascularized fibula grafts. Among them, costchondral grafts are widely used. Although alloplastic
total TMJ replacement is well established in USA, Europe, and Korea, this treatment modality is not approved by the
government in Japan. Therefore, prosthetic TMJ reconstruction is limited in the clinical setting. In this lecture, conven-
tional TMJ reconstruction methods are overviewed including our cases, and indications and limitations of the current
methods will be depicted. Finally, future prospective of TMJ reconstruction will be discussed.

●Brief Biographical Summary●

1987 Graduated from Post-Graduate of Tohoku Univer-
sity School of Dentistry

1987 Visiting researcher, University of Southern Cali-
fornia, Los Angeles, USA

1990 Assistant Professor, Tohoku University, School of
Dentistry

1994 Assistant Professor, Akita University, School of
Medicine

2000 Professor and Chairman, Second Dept. OMF, Ky-
ushu Dental College, Fukuoka, Japan

2012 Professor and Chairman, Div. of OMF, Tohoku
University Graduate School of Dentistry, Sendai,
Japan

2014 General Vice-Director, Tohoku University Hospi-
tal（Medical and Dental）

Executive Director, Asian Association of Oral and Maxil-
lofacial Surgeons
Executive Board Member, The Japanese Society of Oral
and Maxillofacial Surgeons
Secretary General, PanPacific Implant Society（PPIS）
Chairman of S.O.R.G. Far East Section
Associate Editor, Journal of Oral and Maxillofacial Sur-
gery, Medicine, and Pathology
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2．Indications and know-how of effective alloplastic total temporo-
mandibular joint replacement

Bu-Kyu Lee
Oral Maxillofacial Surgery, Asan Medical Center, College of Medicine, University of Ulsan, Seoul, Korea

Temporomandibular disorders（TMDs）begins with inflammation of the masticatory muscles and joints, which gradu-
ally and adversely affect the normal anatomical structures. When conservative treatments are little effective on the dis-
ease condition, various types of surgical intervention are considered. In particular, in non-salvageable joint conditions like
end stage of TMDs, total joint replacement of TMJ（TJR）are performed. Traditionally, ribs and other autogenous tissues
have been applied. In recent years, TJR using an alloplastic material, which is biocompatible and endurable, has become
popular. In Korea, since year 2012, a ready-made artificial TMJ for TJR are covered by government insurance and the pa-
tients can receive the surgery at a very low cost, and thus the cases are gradually increasing. Furthermore, due to devel-
opment of 3D printing technology, patient-customized artificial TJR system are getting lots of attention. The choice of the
appropriate case and the principle based surgical technique might be critical to achieve satisfactory results without ma-
jor complications. When compared to classical tissue transfer for TJR, use of alloplastic materials for TJR has merits such
as no donor site morbidity and simpler surgical technique. Disadvantages of alloplastic TJR system might be higher infec-
tion rate. To date, fortunately, I experienced satisfactory results without any major complication like infection and fatal
hemorrhage. In this presentation, I would like to introduce my cases and share my experience with international col-
leagues.

●Brief Biographical Summary●

Dr. Bu-Kyu Lee was born in 1967 in Seoul, Korea and a
professor in the department of oral and maxillofacial sur-
gery at Asan Medical Center, College of Medicine, Uni-
versity of Ulsan, Seoul, Korea from 2002. He received
D.D.S., M.S.D. and Ph.D. from Seoul National University in
1992, 1995 and 2005 respectively and trained as a special-
ist of oral and maxillofacial surgery at Seoul National Uni-
versity hospital from 1992 to 1996. After serving as a
military surgeon from 1996 to 1999, he had studied as a
research fellow in Erlangen-Nurenberg University, Ger-
many, from 1999―2001 and studied at Wakeforest Insti-
tute for Regenerative Medicine（WFIRM）, NC, USA, dur-
ing his sabbatical years from Sep. 2009 to Aug. 2011. As
an administrative duties, he has served as a director of
academic affairs of Korean Dental Association（KDA）and

Korean Academy of Dental Science（KADS）from 2017.
Also, he has served as an executive board member of Ko-
rean Association of Oral and Maxillofacial Surgery
（KAOMS）, Korean Maxillofacial Plastic and Recon-
structive Surgery（KMPRS）, Korean Association of Os-
seointegration（KAO）. In particular, he currently serves
as a president of Incorporated Korean Association of
TMJ from 2017. In the field of research, he has served as
a board member of Korean Society for Biomaterials
（KSBM）and Korean Tissue Engineering and Regenera-
tive Medicine（KTERM）and served as the director of tis-
sue engineering and regenerative medicine in the Insti-
tute for Asan Medical Bioengineering and regenerative
medicine, Asan Medical Center. He is living in Seoul with
his wife and two sons.
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3．Modified surgical techniques for Stock type TMJ-TJR
and outcome

Shanyong Zhang
Department of Oral Surgery, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University
School of Medicine, Shanghai, China

Alloplastic temporomandibular joint（TMJ）replacement is regarded as the final choice in end-stage joint diseases such
as idiopathic condylar resorption, osteoarthrosis, ankylosis, and tumor because it has no risk of absorption compared with
autogenous bone grafts. Compared with patient-fitted prostheses, stock prostheses require trimming of the patient’s bone
to fit the components during implantation. It is often difficult to place the fossa prosthesis into the concave fossa, espe-
cially for fossae with great depth. In contrast to Europeans and Americans, the fossa in Chinese populations has the fea-
tures of a great depth and smaller size, with a high inclination of the eminence. Since 2006, our team has been focused on
several surgical modifications to make prosthesis implantation more straightforward, stable, and accurate. These techni-
cal modifications include 1）transplantation of autogenous bone block grafts harvested from the eminence or ramus stump
to the glenoid fossa；2）salvage of TMJ discs；3）periarticular autogenous fat grafting through a retromandibular ap-
proach；and 4）use of computer-aided design-computer-aided manufacturing surgical templates to guide prosthesis size
selection, bone trimming and grafting, and prosthesis location. The aim of my lecture is to present the four modified tech-
niques for stock TMJ TJR, and to evaluate the results of implantation of the stock prostheses clinically and radiologically.

●Brief Biographical Summary●

Shanyong Zhang, MD, DDS, born on February 22,
1972, is the deputy chief of Department of Oral Surgery
in Shanghai 9th People’s Hospital. He is also the deputy
director of Teaching and Research of the Department of
Oral and Maxillofacial Surgery. He visited Baylor Univer-
sity Medical Center and received training with the guid-
ance of Professor Larry Wolford for a short time, special-
ized in the temporomandibular joint（TMJ）surgery with
dentofacial deformity（including alloplastic total TMJ re-
placement surgery）.

As for the academic association and society work, He is
the standing committee member of Chinese society of
TMD（Temporomandibular Disorders）＆ Occlusion of
CSA；board member of China Clinical Translational
Medicine Industry Society of Health Industry（CCTMIS）;
expert board member of Stomatologist Qualification Ex-
amination of the National Medical Examination Center；
Standing Committee Member of Basic Science of Stoma-
tology Committee of Shanghai；Member of International
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons（IAOMS）.

Professor Zhang is an expert in TMJ surgery, dental
alveolar surgery and minimal invasive surgery, including
diagnosis and treatment of temporomandibular disor-
ders, osteoarthrosis, ankylosis, complex condylar fracture

and neoplasm in TMJ. The joint-jaw-occlusion combined
therapy is one of his special skills. Recently, he is mainly
focused on the development and clinical application of
Chinese custom-made total TMJ prostheses, which has
exceeded the standards of its international counterparts.

As the first author or the corresponding author, Pro-
fessor Zhang has published 140 papers including 57 Eng-
lish SCI papers. In the recent years, he has won 7 impor-
tant prizes including the Second Prize of the Ministry of
Education of Science and Technology Progress（the first
order）; the Progress Award of Science and Technology
Ministry of Shanghai（the third order）; the Second Prize
of the Ministry of Education of Science and Technology
Progress（the second order）; Chinese Medical Science
and Technology Award（the second order）. He has ap-
plied for 16 patents and participated in editing 9 books.
As the principal investigator of more than 30 national
and municipal projects including the National Natural
Science Foundation of China, he has won Shanghai Puji-
ang Talent Program；the first board of high-altitude re-
search physicians“Double Hundred Talents Program”；
New Hundred Talents Program of SHSMU.
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O1-C-A1

Evaluation for 3D CT images for masticatory muscle
tendon-aponeurosis hyperplasia

Hirokazu Ito，Chinami Igarashi，
Satsuki Wakae-Morita，Takashi Ichiko，
Shintaro Okura，Kazunori Nakashima，
Kiyoharu Sawai，Hiroaki Naohara，Masashi Sugisaki，
Kaoru Kobayashi
Department of Oral and Maxillofacial Radiology and
Diagnosis, Tsurumi University School of Dental Medicine,
Yokohama, Japan

【Purpose】Masticatory muscle tendon-aponeurosis hy-
perplasia（MMTAH）is a new concept of a disease whom
main symptom is hard opening disorder without pain. On
the 5th Asian Academy Congress for TMJ, we showed
usefulness of 3D reconstructed CT images with the suc-
cessive approximation method（SAM）to diagnose it. Af-
ter then, we continuous doing those methods for the pa-
tients suspected it. In this time, we paid attention to ante-
rior border of the masseter muscle, and evaluate about
differentiation between MMTAH and normal.
【Methods】We used 20 patients visiting our hospital, 10
patients diagnosed as MMTAH with MR and CT, and 10
patients diagnosed as normal with MR and CT, further-
more all the 20 patients were no displacement of the disc

（NDD）. We performed reconstruction by using tendon-
mode（threshold：+70 HU to +120 HU）with SAM for all
the 20 cases. The evaluators were four radiologists, they
observed the tendon on anterior border of the masseter
muscle, and checked the five grade score（0 to 4：thin to
thick）depends on their own opinion（without any educa-
tion）for all the 20 cases.
【Results】The reliability among four evaluator was 0.939
by Cronbach’s α. As for the tendon on anterior border of
the masseter muscle, there was a significant difference
between MMTAH and normal by Man-Whitney U test

（p＜0.01）.
【Conclusions】In this study, we focused on tendon on an-
terior border of the masseter muscle, and those thickness
were different between MMTAH and normal. This re-
sults shows possibility of new criteria to diagnose it on
3D CT images. In the near future, it is necessary to quan-
tify it by measurement.

O1-C-A2

Morphological analysis of the lateral pterygoid mus-
cle inserting into the medial surface of the condylar
process

Sasin Sritara1，Masahiro Tsutsumi2，Keiko Fukino1，
Takashi Ono1，Keiichi Akita2

1Department of Orthodontic Science, Tokyo Medical and
Dental University, Tokyo, Japan，2Department of Clini-
cal Anatomy, Tokyo Medical and Dental University,
Tokyo, Japan

【Purpose】Lateral pterygoid muscle（LPM）plays a key
role in lateral jaw movement, which is important for mas-
tication. Recently, there have been many reports that
LPM inserts into not only the pterygoid fovea, but also
the medial aspect of the condylar process（mCP）. The
aim of this study is to investigate the morphology of the
muscle bundle of LPM that inserts into mCP（LPMm）, to
discuss the anatomical basis of the lateral jaw movement.
【Methods】We macroscopically investigated 6 head
halves from 4 Japanese cadavers. In all specimens, three-
dimensional morphology of the condylar process was ex-
amined using micro-computed tomography（micro-CT,
Shimadzu, Japan）before detaching the muscle bundle. In
addition, we examined the positional relationship be-
tween the areas of the origin and the insertion.
【Results】The mCP was identified by both the macro-
scopic and micro-CT analysis. The LPMm originated
from posterior one-third of the lateral surface of the
pterygoid plate and from a small posteroinferior area of
the medial surface of the plate. According to the posi-
tional relationship between the origin and insertion areas
of LPMm, the muscle bundle was twisted. This twisting
direction was different from that of the remaining part of
the LPM.
【Conclusions】The LPMm is a part of the LPM. How-
ever, according to its origin and insertion areas, it might
have a distinctive role as a different functional unit.
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O1-C-A3

Intramuscular injection of botulinum neurotoxin into
the lateral pterygoid muscle for the treatment of re-
current temporomandibular joint dislocation with
and without neurogenic muscular hyperactivity

Kazuya Yoshida
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, National
Hospital Organization, Kyoto Medical Center, Kyoto,
Japan

【Purpose】The aim of this study was to compare treat-
ment outcomes following intramuscular injection of botu-
linum neurotoxin in patients with recurrent temporo-
mandibular joint dislocation, with and without muscle hy-
peractivity 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 muscle hyperactivity. Botulinum neurotoxin was ad-
ministered via intraoral injection to the inferior head of
the lateral pterygoid muscle.
【Results】In total, botulinum neurotoxin injection was
administered 102 times（mean 3.2 times/patient）. The
mean follow-up duration was 29.5 months. The neuro-
genic group was significantly younger（47.3 years）than
the habitual group（84.8 years）and required significantly
more injections（4.1 vs. 1.7 times）to achieve a positive
outcome. No significant immediate or delayed complica-
tions occurred.
【Conclusions】Botulinum neurotoxin therapy can be the
first-choice treatment for recurrent temporomandibular
joint dislocation. More injections are required in cases of
neurogenic temporomandibular joint dislocation than in
those of habitual dislocation without muscle hyperactiv-
ity.

O1-C-A4

Botulinum toxin injections in complex treatment of
myofascial pain syndrome of the masticatory mus-
cles

Irina Arsenova1，Valerie Arsenova2

1Centre for Post-Graduate Education（CPGE）, Novosi-
birsk, Russia，2University of Sydney, Sydney, Australia

【Introduction】Myofascial pain syndrome（MPS）of the
masticatory muscles is a frequent pathology that is chal-
lenging to treat. The pressure exerted onto the muscular
trigger points can cause the prolonged chronic pain, limi-
tation in mouth opening, masticatory function disorder.
【Aim】The aim of the study was to investigate the effi-
cacy of botulinum toxin type A injections in complex
treatment of MPS of the masticatory muscles.
【Materials and Methods】112 patients with MPS of the
masticatory muscles were treated in the clinic of the
CPGE（Novosibirsk, Russia）from 2015 to 2018. The tradi-
tional treatment consisting of medications, physio-
therapy, occlusion correction, splint therapy was imple-
mented in 112 patients. 42 patients out of the 112 were
also administrated 5U of botulinum toxin type A（Botu-
lax, Hugel Inc, Korea）into masseter, temporalis and lat-
eral pterygoid muscle trigger points bilaterally. The total
dose of botulinum toxin ranged from 40 to 80U.
【Result】Pain relief effect of“Botulax”injections was
obtained in 40 of 42 cases（95.2％）with the VAS（p＜
.0001）. The prolonged effect of pain relief was obtained
for 6 months - in 17 of 40（42.5％）, for 9 to 12 months - in
11（27.5％）, from 12 to 15 months - in 7（17.5％）, from 15
to 18 months - in 5（12.5％）. The full mouth opening with-
out pain was achieved in 37 patients, 3 patients still expe-
rienced some discomfort in full mouth opening. All of 42
patients noticed positive changes in their cosmetic im-
age.
【Conclusion】Our study showed that“Botulax”injections
into the trigger points of the masticatory muscles can
significantly improve the results of the complex treat-
ment of MPS and provide the prolonged painless period
with good functional and cosmetic outcome.
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O1-C-A5

Relationship between arthroscopic findings of syno-
vitis and levels of the pro-inflammatory mediators in
synovial lavage fluid from patients with mandibular
condyle fractures

Shinnosuke Nogami，Kensuke Yamauchi，
Yuri Takeda，Yoshihiro Yamaguchi，Yoshio Otake，
Masatoshi Chiba，Tetsu Takahashi
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department
of Oral Medicine and Surgery, Tohoku University Gradu-
ate School of Dentistry, Miyagi, Japan

【Objective】The aim of the present study was to investi-
gate the relationship between arthroscopy synovitis
grade in patients with unilateral high condylar fractures
and concentrations of the pro-inflammatory such as cy-
tokines including tumor necrosis factor（TNF）-alpha as
well as of matrix metalloproteinases（MMPs）in washed-
out synovial fluid（SF）samples obtained from those pa-
tients.
【Methods】A total of 26 patients with unilateral high
condylar fractures who underwent arthrocentesis for a
therapeutic purpose were examined. SF samples were
collected before performing arthroscopy to determine
synovitis grade. The detection rates and concentrations
of TNF-alpha and MMPs were determined, and their as-
sociation with synovitis grade was analyzed.
【Results】TNF-alpha was detected in 23 and MMP-3 in
22 of the temporomandibular joint（TMJ）s. There was a
correlation between synovitis grade and concentration of
TNF-alpha in the fracture group. Furthermore, the con-
centrations of TNF-alpha and MMP-3 were significantly
higher as compared to the control group, comprised of
TMJs on the non-fracture side of the same patients, while
a correlation was also noted between TNF-alpha concen-
tration and synovitis grade in the fracture group.
【Discussion】The present findings may suggest that
arthrocentesis may be potent treatment modality for pa-
tients with high condylar fractures, because it decreased
the level of the pro-inflammatory cytokines, which seems
to be responsible for synovitis in the TMJ after condylar
fracture.

O1-C-A6

HMGB1 plays a role in early stage of TMJ OA

Wei Fang，Zhihui Hu，Xing Long
Department of Maxillofacial Surgery, School and Hospital
of Stomatology, Wuhan University, Wuhan, China

【Purpose】To investigate the role of HMGB1 in the pro-
gression of temporomandibular joint（TMJ）osteoarthri-
tis.
【Methods】The synovial fluids were collected and ana-
lyzed from 40 patients with temporomandibular joint dis-
orders. And then temporomandibular joint condylar
chondrocytes from Wistar rats were cultured in three di-
mensional. After treatment with IL1beta, the chondro-
cytes were cocultured with synovial cells. Western blot
was used to detect HMGB1, proangiogenic factors and
angiogenesis inhibitors.
【Results】HMGB1 content in the synovial fluid of pa-
tients with anterior disc displacement of temporomandi-
bular joint was higher than that of osteoarthritis patients.
The expression of HMGB1, VEGF and Ang1 protein in-
creased significantly in the condylar chondrocytes, cocul-
tured of TMJ synovial cells or not, induction by IL1beta
while the expression of ChM1 and TSP1 protein were
significantly decreased. The expression of HMGB1,
VEGF and Ang1 protein in chondrocytes decreased after
IL1beta induced chondrocytes treated with glycyrrhizin,
dalteparin sodium and FH535, while ChM-1, TSP 1 pro-
tein expression increased.
【Conclusions】HMGB1 may be involved in the pathologi-
cal changes of temporomandibular joint osteoarthritis by
regulating angiogenesis-related factors, and plays an im-
portant role in the early stage of the disease.
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O1-C-A7

Effect of targeted inhibition of aggrecanases for
mandibular condylar cartilage degradation in the
STR/Ort spontaneous mouse model of temporoman-
dibular joint osteoarthritis

Kazuhiro Ooi1，Ioannis Kanakis2，Yoko Yamashita1，
Kentaro Ide1，Yoshiaki Futani1，Yutaka Kobayashi1，
Kazuhiko Kobayashi1，Rei Jokaji1，
Hiroyuki Nakamura1，Kazuhiro Yamamoto2，
Takao Sakai3，George Bou-Garios2，Shuichi Kawashiri1
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Kanazawa University, Graduate School of Medical Sci-
ence, Kanazawa, Japan，2Institute of Aging and Chronic
Disease, University of Liverpool, Liverpool, UK，3Insti-
tute of Translational Medicine, University of Liverpool,
Liverpool, UK

【Background】Mandibular condylar cartilage destruction in
temporomandibular joint osteoarthritis（TMJ-OA）is mediated
mainly by MMPs and ADAMTSs. The therapeutic candidature
of targeting aggrecanases has not yet been defined in joints
where spontaneous TMJ-OA arises due to genetic susceptibil-
ity, without a traumatic or load induced etiology such as the
STR/Ort mouse.［-1A］TIMP-3 is a variant of tissue inhibitor of
metalloproteinase-3（TIMP-3）that has an extra alanine at the
N-terminus that selectively inhibits ADAMTSs, but not MMPs.
The aim of study is investigate effect of targeted inhibition of
aggrecanases for mandibular condylar cartilage degradation in
the STR/Ort mouse spontaneous model of TMJ-OA.
【Methods】Using the STR/Ort spontaneously TMJ-OA back-
ground, we have generated transgenic mice that overexpress

［-1A］TIMP-3, either ubiquitously or conditionally in chondro-
cytes. We compared mandibular condylar bone change be-
tween untreated STR/Ort mice（STR/Ort WT）and overex-
pressed［-1A］TIMP-3 STR/Ort mice（-1A STR/Ort）using mi-
cro CT and histopathological examinations by saflanin O stain-
ing at 40 weeks of age.
【Results】Mandibular condylar bone changes in micro CT find-
ings, Saflanin O staining loss and clefts of surfaces in histopa-
thological examinations were reduced in -1A STR/Ort than in
STR/Ort WT.
【Conclusions】The results provide evidence that［-1A］TIMP-
3-mediated inhibition of aggrecanases can protect from mandi-
bular condylar degradation in naturally occurring TMJ-OA
STR/Ort mouse model.

O1-C-A8

MiR-15b is a key regulator of proliferation and apop-
tosis of chondrocytes from patients with condylar
hyperplasia by targeting IGF1, IGF1R and BCL2

Jin Ke，Pin-Yin Cao，Ya-Ping Feng，Xing Long
Department of Maxillofacial Surgery, School of Stomatol-
ogy, Wuhan University, Wuhan, China

【Objective】This study aimed to explore potential mi-
croRNAs（miRNAs）, which participate in the pathologi-
cal process of condylar hyperplasia（CH）through target-
ing specific proliferation- and apoptosis related genes of
chondrocytes.
【Methods】Insulin-like growth factor 1（IGF1）, IGF1 re-
ceptor（IGF1R）and B-cell CLL/lymphoma 2（BCL2）in
CH cartilage were detected by real-time polymerase
chain reaction（PCR）, Western blot, immunohistochemis-
try and immunofluorescence. MiRanda and TargetScan S
algorithms were used to predict certain miRNAs in CH
chondrocytes concurrently modulating the above three
genes. MiR-15b was screened and identified using real-
time PCR. After transfection of miR-15b mimics or inhibi-
tor into CH chondrocytes, expression of the above three
genes was detected by real-time PCR and Western blot,
meanwhile, cell proliferation and apoptosis was examined
by CCK8, cell cycle assays, flow cytometry and Hoechst
staining. Dual luciferase activity was performed to iden-
tify the direct regulation of miR-15b on IGF1, IGF1R and
BCL2.
【Result】Expression of IGF1, IGF1R and BCL2 increased
in CH cartilage. Seven microRNAs concurrently corre-
lated with IGF1, IGF1R and BCL2. Among them, only
miR-15b significantly changed in CH chondrocytes. Over-
expression of miR-15b in CH chondrocytes suppressed
the expression of IGF1, IGF1R and BCL2, while it in-
creased when miR-15b was knockdown. Furthermore,
miR-15b suppressed their expression by directly binding
to its 30-UTR in these cells. Besides, miR-15b hampered
chondrocytes proliferation through targeting IGF1 and
IGF1R and accelerated chondrocytes apoptosis through
targeting BCL2.
【Conclusion】Suppressed miR-15b contributed to en-
hanced proliferation capacity and weakened apoptosis of
chondrocytes through augmentation of IGF1, IGF1R and
BCL2, thereby resulting in development of CH.
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O1-C-A9

Magnetic resonance imaging evaluation of condylar
remodeling after arthroscopic disc repositioning

Manoj K Sah1，Chi Yang2

1Department of Oral Surgery, Shanghai Ninth People’s
Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medi-
cine, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai,
China，2Department of Oral Surgery, Shanghai Ninth
People’s Hospital, Shanghai Jiaotong University School of
Medicine, Shanghai, China

【Purpose】TMJ arthroscopy has proven to be one of the
most effective treatment modalities in the management
of internal derangement. However, postoperative analy-
sis of the pattern of condylar bone remodeling has mini-
mally evaluated in the literature. Therefore, the aim of
this study is to evaluate the remodeling in condylar mor-
phology after arthroscopic discopexy for anteriorly dis-
placed disc.
【Methods】This retrospective study involved 192 pa-
tients（192 joints）who had undergone TMJ arthroscopy
with disc repositioning and suturing for the management
of internal derangement（unilateral, anterior disc dis-
placement without reduction, Wilke’s stage：II-V）.The
age range of the patients was 10 to 30 years at the time
of their TMJ arthroscopy. MRI radiographs were taken
preoperatively up to 36 months after surgery. The con-
dyles of the operated joints were visually assessed on
MRI in sagittal and coronal planes.
【Result】Postoperative consecutive MRI for all 192
joints confirmed that 174 condyles gained new bone re-
modeling（posteriorly-38.02％, anteriorly-31.77％, superiorly-
15.10％ and all around the condyle-5.7％）in the younger
patients. However, 18 condyles（9.3％）showed no signs
of new bone remodeling but the discs were stable and in
a normal position.
【Conclusions】The findings of this study suggest that in
cases where arthroscopy surgery was undertaken, ma-
jority of the joints showed evidence of condylar bone re-
modeling on postoperative MRIs. The arthroscopy pro-
motes significant condylar changes and maintains a nor-
mal position of the disc and its stability.

O1-C-A10

Biomechanical evaluation of Chinese customized
three dimensionally printed total temporomandibular
joint prostheses：A finite element analysis

Xuzhuo Chen，Shanyong Zhang，Zhihang Zhou，
Xinwei Chen，Yi Mao
Department of Oral Surgery, College of Stomatology,
Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China

【Purpose】This work aims to evaluate the biomechani-
cal behavior of Chinese customized three-dimensional

（3D）printing total temporomandibular joint（TMJ）pros-
theses by means of finite element analysis.
【Methods】A 3D model was established by Mimics 18.0,
then output in a stereolithography（STL）format. Two
models were established to investigate the strain behav-
iors of an intact mandible and a one-side implanted man-
dible respectively. Hypermesh and LS-DYNA software
were used to establish computer aided engineering finite
element models. The stress distribution on the custom-
made total TMJ prosthesis and the strain distribution on
the mandible were analyzed by loading maximal mastica-
tory force.
【Results】The maximum stress on the surface of the
ultra-highmolecular weight polyethylene was 19.61MPa.
With respect to the mandibular component, the maxi-
mum stress in the mandibular component was located at
the anterior and posterior surface of the condylar neck,
reaching 170.01MPa. The peak von Mises stress was ob-
served on the topside screw of the mandible, which was
found to be 236.08MPa. For the intact model, it was ob-
served that the strain distribution was basically symmet-
rical. For the model with the prosthesis, the curve of
strain distribution was fundamentally consistent with
that in the intact mandible, except for the last 24mm
along the control line. A prominent strain decrease be-
tween 41.4％ and 58.3％ was observed in this area.
【Conclusions】Chinese customized 3D-printed total TMJ
prostheses exhibit uniform stress distribution without
changing the behavior of the opposite side natural joint.
Furthermore, the prostheses have a great potential to be
improved in design and materials with a promising fu-
ture.
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O1-C-A11

An innovative total temporomandibular joint prosthe-
sis with customized design and 3D printing additive
fabrication a prospective clinical study

Shanyong Zhang，Chi Yang，Jisi Zheng
Department of Oral Surgery, College of Stomatology,
Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China

【Purpose】This study was introduced to prospectively
confirm the safety and effectiveness of a new TMJ pros-
thesis with customized design and 3D printing additive
fabrication in clinical application.
【Methods】Patients with unilateral end stage TMJ os-
teoarthrosis were recruited in this study from Nov 2016
to Mar 2017. Computed tomography scans for all patients
were obtained and transformed into three dimensional

（3D）reconstruction models. The customized TMJ pros-
thesis consisted of three components including the fossa,
condylar head, and mandibular handle units, which were
designed based on the anatomy of the TMJ and were fab-
ricated using the 3D printing technology. The prominent
characters of the prosthesis were the customized design
of the fossa component with a single ultra high molecular
weight polyethylene and the connection mechanism be-
tween the condylar head（Co Cr Mo alloy）and mandibu-
lar handle components（Ti6Al4 V alloy）. The clinical fol-
low up, radiographic evaluation and laboratory indices
were all done to analyze the prosthesis outcomes in the
clinical application.
【Results】12 consecutive patients were included in the
study. There were no complications（infection of the sur-
gical wound, damage of liver and kidney, displacement,
breakage, or loosening of the prosthesis）found after sur-
gery. Pain, diet, mandibular function, and maximal inter-
incisal opening showed significant improvements after
surgery. But the lateral movement was limited to the non
operated side and the mandible deviated towards the op-
erated side on opening mouth following surgery.
【Conclusions】The presented TMJ prosthesis is consid-
ered an innovative product in TMJ Yang system, which
is unique compared to other prostheses for the special
design and 3D printing additive manufacture. Moreover,
the prosthesis is very safe and efficient for clinical use.

O1-C-A12

Clinical application of Chinese customized three-
dimensionally printed total temporomandibular joint
prostheses

Shanyong Zhang，Xuzhuo Chen，Zhihang Zhou，
Yi Mao，Xinwei Chen
Ninth People’s Hospital, College of Stomatology, Shanghai
Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China

【Purpose】This study aims to introduce a standardized
workflow for the application of Chinese customized total
temporomandibular joint（TMJ）prostheses, and to evalu-
ate its accuracy and clinical effectiveness.
【Methods】This was a case-series study. Eight patients
undergoing total alloplastic TMJ replacement with Chi-
nese customized prostheses were included in this study.
The computed tomography（CT）data for patients were
obtained and transformed into the Mimics 18.0 software
preoperatively for the designing of the prostheses and
digital templates. Three-dimensional（3D）printing, fric-
tion spot welding（FSW）and computer assisted manufac-
ture（CAM）were used to fabricate different components
of the prostheses. The effectiveness of intraoperative ap-
plication and the accuracy of merging results were evalu-
ated postoperatively.
【Result】With the guidance of digital templates and vis-
ual surgical planning（VSP）, all the prostheses were
placed smoothly and fixed stably during surgical proce-
dures. The merging results showed that the prostheses
position matched with the preoperative design well, with
an average mean deviation of 0.417mm（range 0.279 to
0.561mm）for the whole prosthesis system. All the pa-
tients exhibited good facial symmetry and satisfactory
improvement in pain, function and mouth opening post-
operatively.
【Conclusions】The standardized workflow ensures the
accuracy and efficiency in clinical application of Chinese
customized total TMJ prostheses.
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P-A1

Effect of platelet rich plasma on condylar cartilage
injury in growing rabbits：An experimental study

Qing Zhou，Xiaofeng Bai，Chunan Cheng
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of
Stomatology, China Medical University, Shengyang, Li-
aoning Province, China

【Background】There is no definite treatment for condy-
lar cartilage injury during adolescence, which has
brought great chanlleges to doctors.
【Objective】To investigate the effect of platelet rich
plasma（PRP）on the repair of growing condylar cartilage
injury and the maintenance of mandibular growth and
development. To provide an appropriate treatment for
clinical practice.
【Methods】Blood samples were taken from 30 New Zea-
land white rabbits aged 3 months, which were used to
prepare for PRP gel through twice centrifugation and ac-
tivating by 10％ CaCl2 and thrombin. The rabbits were
divided into three groups of 10. One group received can-
dylar cartilage injury and repaired with PRP gel. One
group received injury, the other received no additional
process. The results were evaluated by ICRS macro-
scopic evaluation of cartilage repair, Micro-CT and three
dimensional measurement based on digital technology.
Micro-CT evaluation included BS/BV, TbTh, TbN and
TpSp. HE and reddish solid green staining were used for
histological evaluation. In addition, we also test the ex-
pression of ALP, RUNX2, COL1, COL2 and SOX9.
【Results】Compared with the other 2 groups, PRP guup
showed significant renovation in radiological and histo-
logical evaluation of the cartilage renovation. SOX9, COL
2 and ALP rose at day 36 and dropped at 72 days.
【Conclusions】Activated PRP can effctively repair the
injury of condylar cartilage during growing period, pro-
mote the normal growth and development of mandible
and condyle, and maintain the normal shape of mandible.

P-A2

Three dimensional finite element analysis of Costo-
chondral Graft in the reconstruction of condylar with
mandibular advancement

Yi Mao，Xuzhuo Chen，Zhihang Zhou，Xinwei Chen，
Shanyong Zhang
Department of Oral Surgery, College of Stomatology,
Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China

【Purpose】This work aims to evaluate the biomechani-
cal behavior of Costochondral Graft in the temporoman-
dibular reconstruction with mandibular advancement by
means of finite element analysis.
【Methods】We performed surgical design of bilateral
costochondral graft reconstruction combined mandibular
advancement by 0mm, 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12
mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm respectively in mimics
software, establish a three dimensional CT reconstruc-
tion model, mimic the muscle tension under the corre-
sponding conditions, and carry out finite element analy-
sis.
【Results】1．With the increase of the degree of mandible
forward movement, the resultant force of costal cartilage
increased gradually. 2．Before the coronoid process was
severed, the resultant force on the costal cartilage was
backwards and downwards；after the coronoid process
was severed, the resultant force on the costal cartilage
was forwards and downwards. 3．After the coronoid
process is severed, the lateral force increases suddenly.
【Conclusions】1．For patients with bilateral ICR Costo-
chondral Graft reconstruction and mandibular advance-
ment, the degree of forward extension during operation
should be controlled. 2．The lateral force of the rib costal
cartilage will greatly increase without the force from
temporalis, which may cause the costochondral graft
fracture. 3．When extending the mandible in a large
range, it is advisable to use artificial joints with greater
strength instead of costochondral graft.
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P-A3

Expression and significance of DLK2 gene during
cartilage development

Weifeng Xu，Shanyong Zhang
Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital,
College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University
School of Medicine, Shanghai, China

【Purpose】To study the expression and significance of
DLK2 during embryonic cartilage development.
【Methods】The expression of DLK2 was detected dur-
ing the differentiation of ATDC5 cells. ATDC5-DLK2
cells which stably overexpressed DLK2 was constructed
by lentivirus transfection, and the effect of DLK2 on the
proliferation and differentiation of ATDC5 cells was stud-
ied. The temporal and spatial expression of DLK2 in car-
tilage of C57BL/6 mouse at embryos（E11.5, E16.5, E18.5
days）and postnatal time（P7 and P14 day）was examined
by immunohistochemistry. The data was analyzed by
paired t test using SPSS16.0 software package.
【Results】The mRNA and protein levels of DLK2 de-
creased during the differentiation of ATDC5 cells；
ATDC5 DLK2 cell line which stably overexpressed DLK
2 was established and identified, and DLK2 overexpres-
sion promoted the proliferation of ATDC5 cells, but sig-
nificantly inhibited the expression of chondrogenic
marker genes（col2a1, acan, col10a1）. DLK2 showed a
weak expression in cartilage of early embryo（E11.5
days）, while gradually increased during the development
of cartilage. DLK2 was expressed in both immature and
mature chondrocytes, but the expression of DLK2 in ar-
ticular cartilage surface decreased, while almost un-
changed in the deep of articular cartilage.
【Conclusions】DLK2 may be an important factor in-
volved in cartilage development.

P-A4

AZD8835 inhibits osteoclastogenesis and periodon-
titis induced alveolar bone loss in rats

Yexin Wang，Shanyong Zhang
Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital,
College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University
School of Medicine, Shanghai, China

【Purpose】In the current study, we aimed to investigate
the potential effect of AZD8835 in treating CP in vitro
and in vivo .
【Methods】Primary mouse bone marrow derived macro-
phages（BMMs）were extracted from the long bones of
6 week old C57/BL6 male mice. Cell viability assay, in vi-
tro osteoclastogenesis assay, bone resorption assay,
quantitative polymerase chain reaction（PCR）analysis,
western blot analysis and animal experiment were per-
formed to evaluate the effect of AZD8835 on osteoclasto-
genesis and periodontitis induced alveolar bone loss.
【Results】We found that AZD8835 could inhibit osteo-
clast differentiation, bone resorption, and downregulate
the expression of osteoclast marker genes, such as tar-
trate resistant acid phosphatase（Trap）, cathepsin K
（Ctsk）, V ATPase d2（Atp6v0d2）, and calcitonin recep-
tor（Ctr）. In addition, AZD8835 suppressed osteoclasto-
genesis by inhibiting receptor activator of nuclear factor
kappa B ligand（RANKL）induced PI3K/protein kinase
B（AKT）, extracellular signal regulated kinase, and nu-
clear factor kB signaling in BMMs. In vivo , AZD8835
greatly ameliorated alveolar bone（ABL）loss in rats with
CP. Meanwhile, histological examination showed fewer
osteoclasts in the treatment group.
【Conclusions】In conclusion, these results indicated that
AZD8835 is a promising agent to reduce ABL in CP.
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LY411575, a potent gama secretase inhibitor, sup-
presses osteoclastogenesis in vitro and LPS in-
duced calvarial osteolysis in vivo

Xinwei Chen，Shanyong Zhang
Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital,
College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University
School of Medicine, Shanghai, China

【Purpose】In the current study, we aimed to investigate
the potential effect of LY411575 on suppression of osteo-
clastogenesis in vitro and LPS induced calvarial osteoly-
sis in vivo .
【Methods】Primary mouse bone marrow derived macro-
phages（BMMs）were extracted from the long bones of
6 week old C57/BL6 male mice. Cell viability assay, in vi-
tro osteoclastogenesis assay, bone resorption assay,
quantitative polymerase chain reaction（PCR）analysis,
western blot analysis and animal experiment were per-
formed to evaluate the effect of LY411575 on LPS in-
duced calvarial osteolysis.
【Results】In this study we showed for the first time that,
LY411575, a potent gama secretase inhibitor, could po-
tently inhibit osteoclast differentiation and bone resorp-
tion via the suppression of Notch/HES1/MAPK（ERK
and p38）/Akt mediated NFATc1 induction in vitro . Con-
sistent with in vitro results, LY411575 protected mice
against LPS induced calvarial bone destruction in vivo
by inhibiting osteoclast formation and bone erosion.
【Conclusions】Collectively, these results suggest that
LY411575 may have therapeutic potential in the preven-
tion and treatment of osteoclast mediated osteolytic bone
diseases.

P-A6

The role of thrombospondin-4 in rats with myogenic
orofacial pain

Xiaofeng Bai1，Xuedi Zhang2，Xia Zhang2

1Department of Oral ＆ Maxillofacial Surgery, School of
Stomatology, China Medical University, Shenyang,
China，2Department of Anesthesiology, School of Stoma-
tology, China Medical University, Shenyang, China

【Objective】This research aims to study the role of
thrombospondin-4（TSP-4）in rats with myogenic orofa-
cial pain.
【Methods】Twelve rats were divided into Ligation
group（Group L, the anterior superficial part of masseter
muscle（TASM）was ligated）or Sham group（Group
S, TASM was exposed without ligation）. The mechanical
threshold was assessed before surgery and 3, 7, 10, 14
days after surgery. TSP-4 mRNA levels in trigeminal spi-
nal subnucleus caudalis and C1-C2 spinal cervical dorsal
horn（VC/C2）were measured 14 days after surgery.
Twelve rats with TASM ligation were divided into Anti-
body group（Group A, TSP-4 antibody injection）and Con-
trol group（Group C, PBS injection）. The mechanical
threshold was assessed before injection and 2, 4, 6, 12
hours after injection.
【Results】Compared with Group S, the mechanical
threshold was significantly decreased and maintained
throughout 14 days observation in Group L. The mRNA
levels of TSP-4 had been upregulated significantly 14
days after surgery. Compared with Group C, the me-
chanical thresholdwas increased at 4 and 6 hours after in-
jection in Group A.
【Conclusion】TSP-4 may play an important role in rats
with myogenic orofacial pain.
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A case report of the Otorrhea by TMJ herniation via
Huschke foramen or the osteochondral dissecans
secondary to advanced TMJ degeneration?

Kayo Tamura，Kenichiro Murakami
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ako City
Hospital, Hyogo, Japan

【Case report】In April 2018, a 73-year-old woman was
referred by ENT for otorrhea associated with TMJ pa-
thology.
【P.I and Imaging】At our hospital, an ENT consultation
and oto-endoscopy diagnosed granulative tissue prolif-
eration associated with the otorrhea in the right external
auditory canal adjacent to the TMJ. CT images showed
irregular bony wall with foramen at external acoustic
meatus（EAM）and an ossified fragment at medio-
posterior portion of the condyle with loose bodies around
it. MR images in the jaw open/closed positions, showed
the ossifying fragment to be mobile.
【Diagnosis】Otorrhea due to the injured EAM secon-
dary to the advanced TMJ degeneration.
【Operative findings】Open TMJ surgery disclosed ad-
vanced degenerated with an erosive condyle deformity
accompanying by disc rupture, as well as a few dense,
loose bony fragments. After debridement and removal of
the bony fragment, ruptured disc and loose bodies, con-
dylar contouring was done. At medial posterior part of
the inner capsule near the condyle, the tissue com-
pressed area was seen. Although apparent fistula was
not detect by the probe, the small subcutaneous free tis-
sue graft from the temporal incised area was bonded to
the area.
【Discussion】These suggested that the TMJ intra-
articular loose bony fragment secondary to the advanced
degenerative TMJ pathology was related to the otorrhea.

P-A8

A case of infectious arthritis of the temporomandibu-
lar joint in a patient with osteoarthrosis complicated
by synovial chondromatosis

Masahiro Watanabe1,２，Hiroshi Inoue1,２，
Tomoko Okamoto1,２，Tatsuo Yamada2,３，
Tomokazu Motohashi2，Masahiro Nakajima2，
Mitsuchika Sugitatsu1,２

1Department of Dentistry and Oral Surgery, Osaka Red
Cross Hospital, Osaka, Japan，2Second Department of
OMS, Osaka Dental University, Osaka, Japan，3Depart-
ment of Dentistry, NHO Osaka Minami Medical Center,
Osaka, Japan

【Objective】We report a case of infectious arthritis that arose
during the follow-up of synovial chondromatosis of the temporo-
mandibular joint（TMJ）and osteoarthrosis.
【Case】A 69-year-old female had been experiencing discomfort
and swelling in her left TMJ since 2012 and November 2013, re-
spectively. Her symptoms worsened so she presented to our hospi-
tal in December 2013. At the first examination, her maximum
opening distance was 35 mm. Although she felt discomfort, she did
not experience any pain or clicking sounds when opening her
mouth. Computed tomography（CT）revealed multiple high-
density spots in the joint cavity and multiple cyst-like bone defects
in the mandibular condyle. As the clinical diagnosis was synovial
chondromatosis of the TMJ with osteoarthrosis, we followed the
patient. In April 2015（during the follow-up period）, infectious ar-
thritis of the left TMJ arose. Swelling and pain in the left TMJ, tris-
mus（maximum opening distance was 20 mm）, and abnormal
blood test results（WBC：11460/µl, CRP：9.0mg/dl）were ob-
served, which led us to diagnose the infectious arthritis as a secon-
dary infection caused by synovial chondromatosis. Doripenem was
administered. After the infection had been cured, CT and mag-
netic resonance imaging revealed loose bodies, which had exacer-
bated the patient’s compressive bone erosion. Although we recom-
mended surgery to remove the loose bodies, the patient refused,
and so follow-up was continued.
【Results】At the latest examination, CT revealed an increased
number of loose bodies, but no aggravation of the patient’s osteoar-
throsis. The maximum opening distance had increased to 38mm.
【Conclusion】Infectious arthritis is rare in patients with synovial
chondromatosis of the TMJ. We detected compressive bone ero-
sion of the mandibular condyle caused by loose bodies in the pre-
sent case.
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Sudden anterior cross-bite and limited opening aris-
ing from TMJ hemarhthrosis：A 1-year follow-up

Arihiro Nakamura1，Nobumi Ogi1，Masahito Maeda1，
Yoshiko Katayama1，Michihito Nozawa2，
Yoshiko Ariji2，Eiichiro Ariji2，Kenichi Kurita1

1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aichi
Gakuin University School of Dentistry, Nagoya, Japan，
2Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Aichi
Gakuin University School of Dentistry, Nagoya, Japan

【Objective】Hemarthrosis is articular bleeding that can
happen after physical trauma or other causes. Trauma to
the chin is commonly involved in children and causes soft
tissue as well as condylar injuries. Hematoma within the
joint space may be converted to fibrous tissue and then
bone leading to osseous TMJ ankylosis in later years.
The current case states a young boy who suddenly de-
veloped anterior cross-bite and limited range of motion
due to hemarthrosis.
【Case】An eight-year-old healthy boy reported that he
had developed malocclusion after trauma to the chin. On
clinical examination, the patient had facial asymmetry
with deviation of the mandible to the right. His maximal
incisal opening was 28mm. MRI confirmed marked fluid
accumulation in the upper joint space of the left TMJ.
【Results】Anterior cross-bite and limited opening was
subsided after aspiration of blood accumulation and lav-
age in the joint space. Lavage was performed until the
outflow became clear. Cross-bite and limited range of mo-
tion was resolved simultaneously. TMJ function showed
improvement in a few days. At 1-year follow-up, he main-
tained full range of motion without malocclusion.
【Conclusions】The cross-bite and limited range of mo-
tion was due to sudden articular bleeding. The blood in
the joint space had a mass effect and caused subsequent
condylar displacement. MRI to detection of fluid accumu-
lation should be considered in TMJ injury. Joint lavage
has improved malocclusion and function up to a year.
Early treatment is mandatory to preventing complica-
tions and possible late sequelae of hemarthrosis.

P-A10

Psoriatic arthritis of the temporomandibular joint
with ankylosis：A case report

Toshihiro Okamoto1,２，Nobuyuki Kaibuchi2
1Department of Dentistry and Oral Surgery, Tokyo
Women’s Medical Univrersity, Yachiyo Medical Center,
Yachiyo City, Chiba, Japan，2Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, Tokyo Women’s Medical Univer-
sity School of Medicine, Shinjuku, Tokyo, Japan

【Objective】Psoriatic arthritis is a chronic inflammatory
spondyloarthritis that occurs in comination with Psoriasis.
Psoriatic arthritis of the temporomandibular joint do not
seem to be a common condition, being reported in less
than 5％ of patients.
【Case】A 63-year-old Japanese woman was referred to
our clinic with the complaint of pain right TMJ and limited
jaw movement since 2010. The medical history showed
that the patient had been diagnosed with dermal psoriasis
for 50 years and receiving chemotherapy and developed a
polyarthritis with destructive changes, knees and dgitus
quintus distal interphalangeal joint. At clinical examina-
tion, facial asymmetry, mouth opening limitation（12mm）
were found. The radiographic examination with CT scan
of the TMJs showed erosive change in the right condyle
with calcified bodies in the joint space. After clinical imag-
ing assessments, high condylectomy was performed and
obtained mouth opening of 40mm in 2012. Trismus gradu-
ally appears subsequently though mouth opening train af-
ter surgery. In 2016, limitation of jaw movements, with the
maximal distance of 7mm. 3D-CT scan showed ankylotic
mass of the right TMJ. Next we performed low condylec-
tomy and interpositional gap arthroplasty with rotation of
temporalis myocutaneous facia flap to prevent readhesion.
Furthermore we performed bilateral coronoidectomy was
performed through intra-oral approach. Mouth opening
exercises and intensive physiotherapy began immediately
on the first operative day.
【Results】3 years after second surgery, mouth opening
was 39mm and the patient reported no pain.
【Conclusion】The present study suggests that PsA
should consider of the bone creation after the condylec-
tomy and inter positional arthroplasty with rotation of
temporalis myocutaneous facia flap required for readhe-
sion prevention.
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Clinical efficacy of a small preauricular incision with
arthroscopic assistance for removal of TMJ synovial
chondromatosis：A retrospective case series

Nobumi Ogi1，Arihiro Nakamura1，
Yoshiko Katayama1，Masahito Maeda1，
Ryoko Kawai2，Yoshihiko Sugita2，Katsutoshi Kubo2，
Masako Nishiyama3，Michihito Nozawa3，
Yoshiko Ariji3，Hatsuhiko Maeda2，Eiichiro Ariji3，
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1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aichi
Gakuin University School of Dentistry, Nagoya, Japan，
2Department of Oral Pathology, Aichi Gakuin University
School of Dentistry, Nagoya, Japan，3Department of Oral
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【Objective】Patients presenting with TMJ synovial chondro-
matosis require surgical removal. A small preauricular inci-
sion approach may provide benefits to the patients. Although
small loose particles can be treated arthroscopically, those
larger than an arthroscope diameter require a skin incision.
Clinical efficacy of a small preauricular incision with arthro-
scopic assistance were assessed for synovial chondromatosis.
【Cases】A retrospective chart review between 2003 and
2015 included 11 patients（3 males/8 females）with synovial
chondromatosis. MRI and CT scan confirmed particles in the
joint space. The patients had undergone the small incision
procedure. Outcome measures included TMJ function and in-
cidence of complications.
【Results】The symptoms at first visit were pain, swelling,
limited range of motion. The loose particles were removed
with forceps under arthroscope. A small incision helped to re-
move larger particles than an arthroscope diameter, and fa-
cilitated smaller particles flow out of the joint space with joint
lavage. The number of the particles removed was 1 to 2,093.
The cases were histopathologically diagnosed as synovial
chondromatosis. The patients post-operatively gained more
than 40 mm painless range of motion. No infections, hema-
tomas or other major complications were noted, though tem-
porary facial nerve paralysis was observed in a case. Length
of follow-up was 4 to 16 years.
【Conclusion】The small preauricular incision with arthro-
scopic assistance was demonstrated to be a safe and efficient
procedure in removing synovial chondromatosis.

P-A12

Outcome study of surgical interventions for internal
derangement of temporomandibular joint with
closed lock；Retrospective analysis

Shota Maruo1，Shinsuke Hori1，Junko Yamada1，
Junya Sonobe1，Kenichiro Murakami2
1Department of Oral Surgery, Kyoutango City Kumi-
hama Hospital, Kyoutango, Japan，2Department of Oral
Surgery, Ako City Hospital, Ako, Japan

【Purpose】The study was performed to investigate the
outcome of various surgical interventions for patients with
TMJ closed lock of Kyoutango City Kumihama Hospital.
【Patients】Consecutive 29 joints/patients who did not re-
spond for nonsurgical treatment were included in the
study.
【Methods】For the diagnosis of TMJ internal derange-
ment with nonreducible disc displacement, both clinical ex-
amination and diagnostic of imaging including MRI were
assessed, and all joints were classified into Wilkes staging.
The surgical intervention of joint pumping, arthrocentesis,
arthroscopy or open discectomy was done in case by case.
Outcome measures of TMJ pain and maximal mouth open-
ing prior to and after TMJ surgery were evaluated.
【Results】Patients were consisted with 27 female and 2
male. The mean age was 54.6 years. In Wilkes staging,
there classified into 8 stageIII, 11 stageIV, and 10 stageV
joints. Surgical interventions were applied as follows；
pumping 7 joints, arthrocentesis 5 joints, arthroscopic sur-
gery 16 joints, discectomy 1 joint. Single puncture arthro-
scopic lysis and lavage was performed on 8 cases, and dou-
ble puncture surgery was carried out on 8 cases. The aver-
age of follow-up period was 21.6 months. All patients
showed improvement of jaw opening. Pumping and arthro-
centesis improved TMJ pain in stageIII cases, but did not
improve in some stageIV and stageV cases（VAS；Pre/
Post, stageIII 7.2/0.4, stageIV 7.6/2.8, stageV 4.0/2.5）. Ar-
throscopic surgery improved TMJ pain in all stage（VAS；
Pre/Post, stageIII 8.0/1.3, stageIV 7.8/0.8, stageV 6.1/0.4）.
【Conclusion】When conservative therapy such as sprint
therapy, physical therapy, medicarion is refractory, pump-
ing and/or arthrocentesis is effective and least invasive.
Whereas the arthroscopic surgery is more effective for im-
provementof TMJ pain in advanced Wilkes stage such as
IV and IV.
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A multi-center retrospective study of mandibular
fractures：Do occlusal support and the mandibular
third molar affect mandibular condylar fractures?

Takumi Hasegawa，Daisuke Takeda，
Satomi Arimoto，Yasumasa Kakei，Masaya Akashi，
Takahide Komori
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe Uni-
versity Graduate School of Medicine, Kobe, Japan

【Objective】The purpose of this study was to retrospec-
tively investigate the influence of occlusal support and
the presence, state and position of mandibular third mo-
lars on the incidence of mandibular angle and condylar
fractures.
【Methods】We conducted a nonrandomized retrospec-
tive study of a cohort of 286 mandibular fracture patients
（201 men and 85 women；mean age, 42.9 + 44.6 years）
at eleven institutes. The following variables：age, gen-
der, cause of fractures, presence and state（impaction, an-
gulation and the number of root）of the mandibular third
molars, site of the mandibular fracture, presence of oc-
clusal support, duration of IMF and postoperative com-
plication were investigated. Also, various risk factors for
mandibular angle or condylar fractures were investi-
gated by univariate and multivariate analysis.
【Results】In univariate analysis, the risk of mandibular
angle fractures was significantly higher in the patients
with mandibular third molars. The risk of condylar frac-
tures was significantly higher in the patients without oc-
clusal support or mandibular third molars. In multivari-
ate analysis, the presence of mandibular third molar
（OR：3.45）, the male（OR：2.30）, the cause except for
falls（OR：3.13）were independent risk factors of mandi-
bular angle fracture. The absence of mandibular third
molar（OR：2.28）, the female（OR：1.78）, the falls（OR：
4.12）were independent risk factors of mandibular condy-
lar fracture. However, the occlusal support was no signifi-
cant risk factor in mandibular angle and condylar frac-
tures in multivariate analysis.
【Discussion】The presence of mandibular third molar,
gender, the reason of fracture may be a more important
factor affecting mandibular angle or condylar fractures
than the presence of occlusal support.

P-A14

Validity of clinical diagnosis criteria for sleep brux-
ism comparing to a reference standard using single-
channel electromyogram

Saki Mikami1，Taihiko Yamaguchi2，Miku Saito2，
Toshinori Nakajima3，Masana Maeda3，Taishi Saito2，
Toshimitsu Sakuma2，Souta Takahashi2，
Mebae Takahashi2，Akihito Gotouda1

1Department of Temporomandibular Disorder, Center
for Advanced Oral Medicine, Hokkaido University Hospi-
tal, Sapporo, Japan，2Department of Crown and Bridge
Prosthodontics, Faculty of Dental Medicine, Hokkaido
University, Sapporo, Japan，3Department of Crown and
Bridge Prosthodontics, Hokkaido University Hospital,
Sapporo, Japan

【Objective】Evaluation of sleep bruxism（SB）in clinical prac-
tice is currently based on clinical findings, i.e., clinical diagnos-
tic criteria composed of medical interview, tooth wear and
symptoms of TMJ and muscles. However, there are many un-
clear points about validity of the criteria. In this study, a va-
lidity test was conducted to clarify accuracy of the clinical di-
agnostic criteria for SB by comparing to single-channel port-
able electromyography（EMG）, which is simple and reliable
examination method for SB, as a reference standard.
【Methods】Subjects were 30‘probable’bruxers（P-bruxer）
who were clinically diagnosed with SB and 30 non-bruxers.
EMG was recorded at the subject’s home. Bursts more than
two times the baseline amplitude（EMG-burst-all）and more
than 5％, 10％, 20％ of maximum voluntary contraction
（MVC）value（EMG-burst-5％, EMG-burst-10％, EMG-burst-
20％）were selected for analyses.
【Results】In all conditions for selecting bursts, i.e., EMG-
burst-all, EMG-burst-5％, EMG-burst-10％, and EMG-burst-
20％, the P-bruxer group showed a significantly higher num-
ber of bursts per hour than that of the non-bruxer group. Ac-
curacy, sensitivity and specificity of the clinical diagnosis cri-
teria were 61.7％, 60.0％ and 64.0％, respectively, when EMG-
burst-all was used as the reference standard.
【Discussion】Due to applying single-channel EMG as the ref-
erence standard, we could conduct the validity test of clinical
diagnostic criteria with a larger sample. It was confirmed
that accuracy of clinical diagnostic criteria for SB was not
high in spite of utilizing combination of interview and clinical
findings.
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Clinical characteristics of the patients with temporo-
mandibular joint disorder：Retrospective study in
Korea University Anam Hospital

In-Seok Song1，Kiho Lee2，Hoon Chung3，Jae-Jun Ryu1

1Department of Dentistry, Korea University Anam Hos-
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Seoulgoun Dental Clinic, Graduate School of Clinical Den-
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【Purpose】This study investigated the demographic and
clinical characteristics, and subjective symptoms of pa-
tients who visited Korea University Anam Hospital. We
retrospectively reviewed the electronic medical records of
914 patients who suffered from temporomandibular joint
disorders（TMD）between March 2013 and March 2016.
【Methods】The characteristics including age and sex,
TMD related symptoms, parafunctional habits, mental fac-
tors, comorbidities were collected. The difference accord-
ing to sex and age groups was tested using chi square
test. The symptom duration, pain level, and number of
pain muscles on palpation, and the differences between
sex and age groups were tested using Student’s t test and
ANOVA and standard deviation was calculated for con-
tinuous variables.
【Result】The patients were most frequent in 20s, and in
the order of 30s, 50s, and 60s, and 57.4％ of the patients
were female. There was no significant difference between
male and female in bruxism and clenching, but the num-
ber of unilateral chewing was higher in female. The aver-
age time to visit the dental clinic from incidence of symp-
toms of clicking, pain, and mouth opening limitation were
34.4, 12.5, and 9.0 months, respectively. Parafunctions in-
cluding bruxism, clenching, and unilateral chewing were
not associated with TMD pain（VAS）. However, clicking,
locking, and number of palpation were associated with in-
creasing TMD pain. The number of pain muscle on palpa-
tion was higher in women.
【Conclusions】This study clearly showed clinical charac-
teristics of the TMD patients, who are representative of
the whole population of the country. The results of the
study can guide the clinician to make optimal planning
and treatment for the TMD patients.
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Effect of an stabilization splint on occlusion in pa-
tients with temporomandibular disorder
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【Purpose】T-scan is a computerized diagnostic device
that analyzes occlusion. This allows the location of the oc-
clusal point, the distribution of occlusal forces, and the oc-
clusion contact time. This can record the patient’s oc-
clusal state and identify that an even occlusal force is ap-
plied when the prosthesis is delivered. In previous stud-
ies, occlusal changes after use of stabilization appliance
were analyzed using an articulating paper or gypsum
model, and there was no published study of occlusion
analysis with T-scan. The purpose of this study, there-
fore, was to analyze the occlusal state before and after
the use of stabilization appliance through T-scan.
【Methods】1．Patient selection：This study included 28
patients who met the inclusion criteria. The criteria for
inclusion were 1）patients with limited openings without
reduction of temporomandibular joint, 2）patients com-
plaining of pain during opening or chewing. 2．Occlusion
analysis：We measure the occlusal status before stabili-
zation appliance and measure the state after 8 weeks of
wearing stabilization appliance using T-ScanⓇ III
（Tekscan Inc., MA, USA）. We analysis occlusal state
through antero-posterior bite fore distribution, left-right
bite force deviation and occlusion time. Patients were in-
structed wear the splint for 10 hours include sleeping.
【Result】Antero-posterior bite force distribution shifted
posteriorly after stabilization appliance treatment（p＜
.05）. No statistical differences were found with regard
left-right bite force distribution and occlusion time（p
＜.05）.
【Conclusions】The stabilization appliance tends to in-
crease posterior bite force compared to anterior.
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Evaluation of accuracy and sensory outcomes of
mandibular reconstruction using computer assisted
surgical simulation

Zhihang Zhou，Shanyong Zhang
Department of Oral Surgery, College of Stomatology,
Shanghai Jiao Tong University School of Medicine,
Shanghai, China

【Purpose】To introduce a modified protocol for mandi-
bular reconstruction and evaluate the protocol by a stan-
dardized assessment method.
【Method】The present study was a retrospective case
series of 9 patients who underwent mandibular recon-
struction from 2015 to 2017. This modularized protocol
comprised three novel modifications in terms of
computer-assisted surgical simulation（CASS）；surgical
template（ST）, and surgical procedure. Postoperative
standardization evaluation consisted of operation time,
part comparison analysis（PCA）, facial symmetry, and
mechanical quantitative sensory testing.
【Results】The surgery successfully removed the af-
fected mandible and preserved the inferior alveolar neur-
ovascular bundle（IANB）. PCA revealed that the mean
error and the mean standard deviation were 0.92 and
0.96 mm, respectively, for all mandibular surface sites.
Follow-up results showed good facial symmetry, exis-
tence of sensation in lower lip, and no significant differ-
ences in pulp vitality between both sides（P=0.181）. Also,
the results showed a reduction in the overall operating
time.
【Conclusion】The modified mandibular reconstruction
method used in this study could repair lateral mandibu-
lar defects and preserve sensory function of the chin and
lower lip.
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3-Dimensional volumetric analysis of the mandibular
condyles after orthognathic surgery in skeletal
class II patients

Jiyoel Bak，Jong-Seok Shin，Min-Ah Kim，
Bo-Yeon Hwang，Byung-Joon Choi
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyung
Hee University School of Dentistry, Seoul, Korea

【Introduction】Temporomandibular joint（TMJ）response
to mandibular advancement surgery is sporadically associated
to arthralgia（pain）, functional limitations, condylar resorption
and skeletal relapse. we assessed 3-dimensional condylar
movements at initial, post-operative and 6month and 1year fol-
low up, in case that were occurred condyle resorption after or-
thognathic surgery, and to implement analysis of contribu-
tions.
【Patients and Methods】The samples consisted of 15 patients
（30 condyles, average Age：23.7, Female：10 ＆ Male 5）
with diagnosed Mn. Retrognathism underwent Le fort I os-
teotomy and B-SSRO with semi rigid fixation.

CBCT data of 15 patients were collected before surgery, im-
mediately after surgery, 6 months after surgery, 1 year after
surgery. And the data was reconstructed with two different 3-
dimensional image software
【Results】In articular space volume, Post-operative articular
space increased significantly, and it means downward condy-
lar positional change.

In condylar head volume, Post-operative condylar head vol-
ume ware decreased significantly as time goes by.
【Discussion】Volumetric measurements using 3D reconstruc-
tion program could represent not only morphologic change
but also density of the condylar head. Therefore, it could more
accurate observation of condylar head responses compare
with CT image examination in bare eye.

Condyle were seen downward movements, postoperatively.
However articular space was recovered as time goes by. 1
year after surgery, it was no significant different with pre-
operative. There were significant different between R group
and NR group only volumetric change of posterior segment of
articular space. Lateral segment of condylar head were
seemed no significant differences between two group（R/NR）.
But almost cases seemed morphologic changes. Therefore, it
suggests that bone formation（osteophyte）or density increas-
ing were occurred lateral side more frequently.
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Evaluation of positional changes of mandibular con-
dyle according to fixation method for orthognathic
surgery in patients with mandibular prognathism -
Cone beam computed tomography
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【Introduction】In orthognathic surgery of patients with
mandibular prognathism, segmental osteotomy is the
most widely used technique. However, controversy over
the post-operative stability and relapse of this operation
has been continuing, and changes in the position of the
condylar head are important factors in evaluating post-
operative stability. The purpose of this study was to
evaluate the changes in condylar head position and post-
operative stability according to fixation method after or-
thognathic surgery of patients with mandibular prog-
nathism using cone beam computed tomography.
【Patients and Methods】We studied the patients with
skeletal Class III malocclusion with mandibular prog-
nathism with bilateral mandibular sagittal segmental os-
teotomy. Subjects were divided into two groups accord-
ing to the mandibular fixation method of the plate using a
monocortical miniplate with four holes（Group A - two
screws on each proximal and distal segments were used
for fixation, B - one on proximal and two on distal seg-
ments were used for fixation）.
【Results】On axial views, both groups showed the con-
sistent changes in condyle angle. On sagittal view, in
both groups, there was no change in the position of the
condyle in antero-posterior direction, but inferior shift in
vertical dimension. On coronal view, in both groups, the
angle of the condyle was reduced resulting to lateral ro-
tation and lateral displacement of condyle was observed
【Discussion】When the pre-operative position of the
temporomandibular joint of the patient was considered
as the individual stable position of the patient, in both
groups, temporomandibular joint were repositioned to
their original position during the follow-up period, there-
fore, it can be considered that the post-operative stability
of temporomandibular joint was achieved.
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Assessment of the temporomandibular joint by MRI
before and after mandibular osteotomy
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【Purpose】Sagittal split ramus osteotomy（SSRO）is one
of the most common surgical procedures for the mandi-
ble to improve the jaw deformity. However, an inappro-
priate seating of the condylar head could induce the tem-
poromandibular joint disorder（TMD）after surgery. To
avoid this complication, we have advocated physiological
positioning strategy（PPS）, the unique treatment strat-
egy for the mandible in which the bone segments are not
fixed after short lingual osteotomy（SLO）, modified
SSRO. The aim of this study was to assess the temporo-
mandibular joint（TMJ）changes by MRI after PPS.
【Methods】This study was ethically approved by the in-
stitution（No. 18011510-2）. Patients, who were diagnosed
skeletal class III and underwent PPS for correcting jaw
deformity at the Nagasaki University Hospital, were in-
cluded in this study. Skeletal stability was assessed by
cephalograms taken before（T1）, after（T2）surgeries
and after treatment（T3）. The disc position and TMD
findings such as erosion were evaluated by MRI taken at
T1 and T3.
【Results】Ten patients were included in this study. PPS
showed good skeletal stability according to the cephalo-
metric analysis. TMD symptoms were observed in 8 in
20 TMJ（40％）before surgery and one in 20 TMJ（5％）
after PPS. The condylar disc dislocation at the mandibu-
lar rest potion was only seen in one TMJ which showed
click during jaw movement. No erosion was observed at
the condylar head after PPS.
【Conclusion】PPS would improve TMD symptoms with
good skeletal stability of the mandible.
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P-A21

Changes of the condylar position after modified disc
repositioning：a retrospective study based on
magnetic resonance imaging

Xinru Xie，Shanyong Zhang
Department of Oral Surgery, Ninth People’s Hospital,
College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University
School of Medicine, Shanghai, China

【Purpose】This study aims to explain the malocclusion
after unilateral open disc repositioning surgery from the
changes of condylar position.
【Methods】Patients treated with unilaterally modified
TMJ disc repositioning were reviewed. All subjects had
pre and immediately postoperative magnetic resonance
imaging（MRI）. The occlusion was checked, and the
changes of the joint space and condylar position were
measured in MRI. The paired t test was used for analy-
sis.
【Results】Thirty two subjects were included in the final
analysis. The incidences of the posterior open bite in the
affected side were 100％, 87.5％, 71.9％, 9.4％, 3.1％, and
3.1％ at 0, 3, 7 days, 3, 6 months, and the last follow up af-
ter surgery. The mean distances of the condylar move-
ments were 2.67 and 0.32 mm in the affected and normal
joints. There were significant differences for the anterior,
superior, and posterior joint spaces of the affected joints
in MRI.
【Conclusions】The joint spaces significantly increased
postoperatively, in addition to the changes of the condy-
lar position in anterior and inferior movements, leading
to the posterior open bite, most of which will be recov-
ered 3 months after surgery. It is concluded that disc re-
positioning results in a stable occlusion over time when
done unilaterally.

P-A22

Efficacy of double needle cannula arthrocentesis
technique for temporomandibular joint pain and
chronic closed lock disorder

Kryssa Justine Dizon Agpoon，Liezl Manaloto-Ceballos
Korea University Medical Center-Guro, Seoul, Korea

【Introduction】Arthrocentesis is a method of irrigation
and lavage within the temporomandibular joint（TMJ）
with a therapeutic substance. It is usually performed by
dual puncture with two needles to the joint space. Sev-
eral studies have shown that arthrocentesis of the upper
compartment of the TMJ may be a highly effective
method to restore normal maximal mouth opening and
functioning. It is a minimally invasive chair side proce-
dure for the patients with TMJ internal derangement,
closed lock and severe pain. This case report evaluated
the efficacy in the management of patients with TMJ
chronic closed lock as an imperative procedure to relieve
patients of their symptoms.
【Methods】A double puncture arthrocentesis technique
with ringer’s lactate solution and dexamethasone 40mg/
ml was used for irrigation and lavage to assess the effi-
cacy and pain relief of the patient. This study involved 10
patients of age ranging between 18―64 years old diag-
nosed with TMD closed lock. Patients follow up done at
3rd, 14th, 45th and 90th day and assessment of pain,
mouth opening, clicking and deviation done with com-
parison of pre and post-operative data.
【Results】The procedure was successful in all the pa-
tients and the result showed significant resolution of
clinical signs and symptoms of TMJ chronic closed lock

（pain and tenderness）and full restoration of normal
range of motion（maximum interincisal opening, lateral
excursion, and protrusive movements）. There was a
clinically significant improvement in mouth opening,
clicking and deviation right after the procedure.
【Conclusions and Acknowledgements】Arthrocentesis
is effective in treating TMJ closed lock patient in restor-
ing its TMJ function. Arthrocentesis, is a minimally inva-
sive, simple, inexpensive ＆ highly efficient procedure
that can be performed under local anaesthesia.
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P-A23

A prospective study of 127 arthroscopies of the tem-
poromandibular joint：An indian experience

Nehal Patel
K.P.Sanghvi Hospital, Surat, Gujarat, India

【Objective】Temporomandibular joint arthroscopic lysis
and lavage is well established treatment for internal de-
rangement of TMJ and it is minimally invasive surgical
procedure for ID when conservative treatment like
splints, medications and physical therapy fails to improve
function（mouth opening）and reduce pain.
【Objective】To evaluate improvement of mouth open-
ing, pain relief during function and complications follow-
ing arthroscopic lysis ＆ lavage.
【Methods】A prospective study of 92 patients（127
Joints）with TMJ ID, 11 males and 81 females, mean age
27.8 years, who underwent arthroscopic lysis and lavage
between December 2016 and January 2018, who are re-
fractory to conservative treatment, had pain localised to
TMJ and limited mouth opening were followed up for pe-
riod of 12 months, with regular interval.
【Results】Arthroscopic lysis and lavage was effective in
93.5％ of patients with 89.1％ of patients experiencing im-
provement in mouth opening and 93.4％ in pain reduc-
tion during function and rate of complication was 4.3％.
【Conclusion】Arthroscopic lysis and lavage is minimally
invasive TMJ surgery with high success rate and low
morbidity for internal derangement of TMJ.

P-A24

Alloplastic temporomandibular joint replacement：A
case series and review of current treatment trends in
Indian scenario

Abhay T Kamath
Manipal College of Dental Sciences, Manipal, Karnataka,
India

【Introduction】TMJ reconstruction with alloplastic pros-
thesis has been adopted as the gold standard treatment
in western countries and is widely used for treatment of
end-stage TMJ derangement where other modalities
have failed. However, in Indian scenario, alloplastic TMJ
replacement has still been restricted to the management
of ankylosis and pathologic disease process of TMJ like
cysts and tumors.
【Objective】To assess the effectiveness and outcomes
of an alloplastic temporomandibular joint replacement
for rehabilitation of function, speech and pain in patients
with temporomandibular joint disorder.
【Methods】A prospective study 11 patients who under-
went total temporomandibular joint reconstruction with
alloplastic temporomandibular joint replacement system
were included. 9 patients were male while 2 were female
and had an average age of 27 years at the time of sur-
gery. Total of 17 joints（6 bilateral, 5 unilateral）were
placed using standard pre-auricular and submandibular
incisions. All the patients were assessed for objective cri-
teria―Maximal inter-incisal opening（MIO）；and subjec-
tive criteria―speech, jaw movements, pain and mastica-
tory efficiency for 12 months are regular intervals.
【Results】3 out of 11 patients had TMJ pathology which
mandated total alloplastic TMJ replacement, while other
8 patients has TMJ resection done to ankylosis. Results
from the study showed significant improvement for both
subjective（pain level, speech, jaw movements）and objec-
tive（dietary score and mouth opening）clinical parame-
ters.
【Conclusion】Total alloplastic TMJ replacement inter-
ventions have promising treatment outcomes and im-
provement in quality of life. However, majority of pa-
tients seeking TMJ replacement surgery in India still
happen to be suffering from TMJ ankylosis or TMJ pa-
thology unlike the western countries where internal de-
rangement is the leading cause for TMJ replacement.
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