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第 33 回一般社団法人日本顎関節学会学術大会
大会長　矢谷　博文

　この度，伝統ある日本顎関節学会の第 33 回学術大会の大会長を務めさせていただきますことは身に余
る光栄と存じております。ここに謹んで大会長として，ご挨拶申し上げます。
　第 33回学術大会のメインテーマは，「挑戦する，変化する，進歩する」といたしました。これまでに依
然として明らかにされていないテーマへの「挑戦」，新しいエビデンスに基づく従来の考え方の「変化」，
そしてこれらを基にした次世代への「進歩」を具現化できるよう，テーマにふさわしい学術大会プログラ
ムを企画しました。
　本来ならば日本が世界に誇る観光都市京都の地で皆様にお目にかかる予定でございましたが，誠に残念
ながらCOVID-19 の感染拡大防止のため，断腸の思いながら通常開催は断念せざるをえず，WEB開催と
いう開催形式を取ることとなりました。学会参加登録をしていただいた方には，大変ご迷惑をおかけする
こととなりましたが，未曽有の出来事が生じているということで，どうかお許しをいただきたいと存じま
す。講師の方々にもパワーポイントファイルに講演内容を吹き込んでいただくというお手間を取らせるこ
とになり，誠に申し訳なく思っております。ただ，WEB開催も悪いことばかりではなく，通常であれば
開催時間が重なっていて視聴できないプログラムをすべて視聴できるようになるというメリットもござ
います。費用の関係で双方向のWEB開催ではなく，質疑応答ができない一方向のWEB開催とはなりま
すが，開催期間内であれば，ご自分の好きな時間にじっくりとプログラムを視聴することが可能ですの
で，これをせめてもの救いとしてしっかり勉強していただければと存じます。
　今回の大会は，石垣尚一大会準備委員長を中心に，大会事務局をご担当いただいたエス・ティー・ワー
ルドの皆様方の全面的な協力を得ながら，教室員を挙げて準備に取り組んでまいりました。しかしなが
ら，とにかく初めてのことばかりで戸惑うことも多く，皆様方にご迷惑，ご不自由をおかけすることも
多々あると存じますが，学会史上初めての開催形式ということで，その点はどうかご容赦願いたいと存じ
ます。
　それでは，どうか成功裏に学術大会が終了しますように皆様方のご協力をどうぞよろしくお願いいたし
ます。

第33回一般社団法人日本顎関節学会
学術大会の開催にあたって
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Ⅰ．学術大会参加の皆様へ
1．  新型コロナウイルスによる感染防止のため，これまでの学術大会とは異なりWEB開催とします。
WEB開催とは，発表スライドをご自身のパソコン・タブレット等で視聴いただく形式となります。

2．受講（参加）方法に関しましては，下記のとおりとなりますのでご熟読ください。
1）大会ホームページより事前参加登録を行ってください。
http://33thtmj.com/registration.html

2）  事前参加登録申込並びに事前参加登録費のお支払いが完了されましたら，運営事務局より個別に割り当てられた
ID・PWを案内します。

3）  第 33 回学術大会ホームページの「WEB開催プログラム」へアクセスし，ご希望のセッションをクリックし，
ID・PWを入力することで視聴が出来ます。
なお，配信期限は 2020 年 7 月 3 日（金）～7月 17 日（金）の 15 日間となります。
第 33 回学術大会ホームページURL：http://33thtmj.com/index.html　

3．学術大会参加登録について
1）  事前参加登録（お支払い完了）をされた方へ学術大会プログラムを視聴するための ID・PW，参加証（PDF）・
領収書（PDF）をメール送信します。

2）プログラム・抄録集について
・会員の方には，学会誌として 6月下旬頃に送付を予定しています。
・事前参加登録をされた非会員，医療スタッフの方は 6月下旬頃に送付を予定しています。
・海外在住の会員の方は，運営事務局までお申し出ください。
・  学部学生（非会員）の方，追加で抄録集をご購入希望の方は，運営事務局までお申し出ください。1冊￥3,000
にて販売いたします。

4．注意事項
1）  第 33回学術大会は通常開催ではなく，WEB開催となりました為，予定をしておりました学会会場での開催はご
ざいません。

2）配信されているスライドデータのビデオ撮影および録音は固くお断りいたします。
3）  会員懇親会，歯科医学会会長懇談会，ハンズオンセミナー，ランチョンセミナー，企業展示・書籍展示は中止と
なりました。

4）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。
5）入会手続きについては，以下にお問い合わせください。
・一般社団法人日本顎関節学会事務局（TEL：03-3947-8891）

5．専門医制度研修単位について
今学術大会の専門医制度研修単位の対象プログラムは，メインシンポジウムおよびシンポジウム 1～5の計 6つ（各
5単位）となります。単位取得証明方法は，参加登録手続きを完了していることになります。

お知らせとお願い
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Ⅱ．配信プログラム
企画名・セッション名 実施形式

海外特別講演

抄録集へ掲載および発表スライド（音声収録入り）をWEB配信いたします。
質疑応答はございません。

教育講演 1・2
メインシンポジウム
シンポジウム 1～5
新認定医取得のためのセミナー
イブニングセミナー
令和元年度覚道健治賞受賞講演

一般演題（口演） 抄録集へ掲載および発表スライド（音声収録入り）をWEB配信いたします。
質疑応答はございません。

一般演題（ポスター） 抄録集への掲載および ePoster を大会ホームページに掲載いたします。

Ⅲ．会員総会について
本年は現地での会員総会は実施いたしません。

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

2）スライドの発表時間は 10 分以内としてください。
3）質疑応答はございません。
4）スライドのサイズは，標準（4：3），ワイド画面（16：9）のどちらでも対応可能です。
5）OS標準フォントをご使用ください。
［日本語］MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝
［英　語］Times，Times New Roman，Arial

6）利益相反（COI）に関する記載について
口演発表スライド中に，「一般社団法人日本顎関節学会　利益相反
（Conflict of Interest：COI）に関する細則」第2条に従って，様式2に
より，該当する利益相反状態について開示をお願いします。
利益相反に関する指針，細則および開示様式につきましては，一般社
団法人日本顎関節学会のホームページ（http://kokuhoken.net/jstmj/
info/interest.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。

2．一般演題（ポスター発表）の先生方へ
1）ePoster（PDF）を大会ホームページに掲載いたします。
2）  ポスターサイズ：横 90cm×縦 180cmで作成してください。
ポスター左上隅に横20cm×縦20cmのスペースを作成し，そこに演題
番号を記載してください。
その右側（横70cm×縦20cm）にて演題名・発表者名・所属・写真（顔
写真は任意）を記載してください。本文スペースは横90cm×縦160 cm
です。
作成ソフトは何でも結構ですが，PDFで提出してください。ファイル
名を「演題番号.pdf」としてください。演題番号は全て半角英数字でお
願いします。（例：P-1.pdf）
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3）質疑応答はございません。
4）利益相反（COI）に関する記載について
口演発表スライド中に，「一般社団法人日本顎関節学会　利益相反（Conflict of Interest：COI）に関する細則」
第 2 条に従って，様式 2 により，該当す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。
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プログラム
第33回一般社団法人日本顎関節学会学術大会

海外特別講演

座長：古谷野 潔（九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学講座）

Dental Sleep Medicine：a discipline beyond obstructive sleep apnea

Frank Lobbezoo
（Professor and Chairman, Department of Orofacial Pain ＆ Dysfunction ACTA, University of
Amsterdam）

メインシンポジウム

日本顎関節学会の顎関節症診断基準 2019

座長：矢谷 博文（大阪大学大学院歯学研究科）

1．咀嚼筋痛障害・顎関節痛障害
有馬 太郎
（北海道大学大学院歯学研究院）

2．顎関節円板障害・変形性顎関節症
依田 哲也
（東京医科歯科大学大学院 顎顔面外科学分野）

3．画像診断
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）

シンポジウム 1

顎関節円板障害・変形性顎関節症に対する運動療法

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）

1．顎関節症における運動療法の基本的な考え方
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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2．術者が行う運動療法の考え方と手技
田口 望
（医療法人田口歯科医院）

3．術者の指示で患者が行う運動療法の考え方と手技
儀武 啓幸
（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野）

シンポジウム 2

顎関節症治療におけるセルフケアをマスターする！～セルフケアの基本・臨床・チームアプロー
チ～

座長：島田 淳（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）
澁谷 智明（日立製作所京浜地区産業医療統括センタ）

1．顎関節症の治療におけるセルフケアの潮流を知る～運動器障害の治療における，セルフケアの現在の考え
方～
羽毛田 匡
（羽毛田歯科医院）

2．セルフケアの基本～理学療法士が行っている運動器障害への対応～
古泉 貴章
（医療法人社団メディアクア 加藤大介クリニック）

3．セルフケアを顎関節症治療に生かす～エビデンスを臨床にどう生かすか～
永田 和裕
（日本歯科大学新潟病院 あごの関節・歯ぎしり外来）

4．セルフケアを歯科衛生士と行う～チームアプローチで治す顎関節症～
佐藤 文明
（佐藤歯科医院今戸クリニック）

シンポジウム 3

顎関節疾患罹患により変化した下顎位に対する対応

座長：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）

1．顎関節症に関連する病態と下顎位， 合の関係
小見山 道
（日本大学松戸歯学部 顎口腔機能治療学分野）
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2．非復位性円板前方転位（クローズドロック）に継発する前歯部開 への臨床的アプローチ
山口 泰彦
（北海道大学大学院歯学研究院 口腔機能学講座冠橋義歯補綴学教室）

3．顎関節に関連する病態で下顎位が変化した場合の口腔外科的対応
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 4

咀嚼筋痛障害―わかっていること，わかっていないこと，それからの治療戦略―

座長：築山 能大（九州大学大学院歯学研究院歯科医学教育学分野）

1．咀嚼筋痛の病態生理と治療戦略―安静から運動へ―
原 節宏
（日本歯科大学附属病院総合診療科 顎関節症診療センター/口腔顔面痛センター）

2．咀嚼筋痛障害への多面的多角的アプローチ
島田 明子
（大阪歯科大学 高齢者歯科学講座）

3．慢性筋痛の病態メカニズムとリハ治療戦略―運動療法等 first-line 治療のポテンシャル―
松原 貴子
（神戸学院大学大学院 総合リハビリテーション学研究科）

シンポジウム 5

顎関節強直症に対する治療の現状と展望

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．顎関節強直症に対する間 形成と脂肪移植
小木 信美
（愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座）

2．顎関節強直症に対する外科的治療法の問題点とその解決策を考える
野上晋之介
（東北大学歯科顎口腔外科）

3．顎関節強直症に対する治療戦略
濱田 良樹
（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）



― 11 ―

教育講演 1

座長：馬場 一美（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）

睡眠時ブラキシズムの診断と管理における歯科医師の役割

加藤 隆史
（大阪大学大学院歯学研究科 口腔生理学教室）

教育講演 2

座長：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）

臨床データの統計解析―多変量・クラスタリング・非線形解析の実践―

新谷 歩
（大阪市立大学大学院医学研究科 医療統計学講座）

イブニングセミナー

若手臨床医に向けて～顎関節疾患に対する治療戦略と臨床・基礎研究の最前線～

座長：五十嵐千浪（鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座）

1．リウマチ性顎関節炎による二次性開 へのアプローチ
熊谷 賢一
（鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座）

2．顎関節症のテーラーメイド医療に向けたMRI の応用―変形性顎関節症の遺伝的リスク因子の探索―
高岡 亮太
（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）

3．顎関節症に対する矯正歯科の役割～臨床・研究の両面から～
廣瀬 尚人
（広島大学大学院医系科学研究科 歯科矯正学）

4．顎関節イメージング update 対応
松本 邦史
（日本大学歯学部歯科放射線学講座）

5．顎関節疾患に対する顎関節開放手術の検討
池田 順行
（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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令和元年度覚道健治賞（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）

若年者における咀嚼筋 ・ 膜過形成症疑い者に関する縦断的疫学調査

林 直樹
（杏林大学医学部付属病院顎口腔外科）

新認定医取得のためのセミナー

新認定医取得の道

塚原 宏泰
（医療法人社団宏礼会塚原デンタルクリニック）

一般口演

O-1 企業就労者における睡眠時ブラキシズムおよび覚醒時歯牙接触の頻度と関連要因の検討
Investigation of frequency and related factors of sleep bruxism and awake tooth contact in
working population

宮園 敬資1，石山 裕之2，西山 暁1

（1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学
分野，2東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部）

O-2 国保特定健診受診者における顎関節症状の有無と特定健診結果（質問項目）との関連
Association between temporomandibular joint symptoms and specific health examination
results（Question Items）in national health insurance specific health examination

近藤 英司，栗田 浩，吉村 伸彦，小田切宏樹，酒井 洋徳，
山田 慎一
（信州大学医学部歯科口腔外科学教室）

O-3 特発性下顎頭吸収を伴う骨格性Ⅱ級患者における術後の安定性と上下顎同時移動術時の骨片
の位置との関連
Association between stability of treatment results and placement of proximal and distal seg-
ment of the mandible at double-jaw surgery in the skeletal Class II malocclusion patients
with idiopathic condylar resorption

梶井 貴史1，泉 喜和子2，平野 成美3，藤田 隆寛3

（1社会医療法人恵佑会札幌病院矯正歯科，2福岡医療短期大学，3福岡歯科
大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野）
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O-4 動画解析による顎関節症判定手法の検討
A study on temporomandibular joint disorders detection method based on video analysis

土井 千章1,２，荒木 尊士1，池田 大造1，泉田 一賢2，日原 大貴2，
小川 徹2，佐々木啓一2

（1株式会社NTTドコモ先進技術研究所，2東北大学大学院歯学研究科口腔
システム補綴学分野）

O-5 顎関節症患者における口腔関連QOLの評価と治療による影響
Evaluation of oral-related quality of life in patients with temporomandibular disorders and
the effects of treatment

小野田紀生1,２，三上 俊彦1，小林 正治1

（1新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学
分野，2七樹歯科医院）

O-6 三 神経中脳路核ニューロンの活動電位を形成するナトリウム電流について
Participation of sodium currents in burst generation and control of membrane excitability in
mesencephalic trigeminal neurons

榎本 明史，濱田 傑
（近畿大学病院歯科口腔外科）

O-7 水平面における最大開口運動時の頭部運動の比率～直立位と頭部前方位姿勢での比較～
Ratio of head movement during maximum mouth opening movement in horizontal plane～
Comparison between upright and forward head posture～

古泉 貴章1,２，遠藤 優3，大竹 祐子4,５，福井 勉5

（1加藤大介クリニック，2ヤマグチ医院小児歯科，3西小岩歯科クリニッ
ク，4東都大学，5文教学院大学スポーツマネジメント研究所）

O-8 顎関節の状態が 合に変化を与えたと思われる 2症例
Two cases in which the state of the TMJ probably changed the occlusion

島田 淳
（医療法人社団グリーンデンタルクリニック）

O-9 習慣性顎関節症を呈した中年期ダウン症の 1例
A case of middle-aged Down syndrome with recurrent temporomandibular joint luxation

家森 正志，浅田 泰幸，寺村 哲，越沼 伸也，山本 学
（滋賀医科大学歯科口腔外科）
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ポスター

P-1 DC/TMDにおけるⅠ軸評価とⅡ軸評価の関連性のスクリーニング調査
Screening survey on the relationship between axis I and axis II diagnosis of DC/TMD

内田 貴之1，小見山 道2，飯田 崇2，岡本 康裕1,２，多田 充裕1，
増田 学2，村守 樹理3，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，3日本大学松戸歯学部病理学講座）

P-2 広島大学病院矯正歯科における過去 5年間の顎関節症患者に関する統計調査
Statistical study of temporomandibular disorders in the orthodontic clinic, Hiroshima univer-
sity hospital over the past 5 years

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

P-3 中学校 3年間における顎関節症状の変化
Changes of temporomandibular disorder symptoms across the three years of junior high
school

戸邉 昌子1,２，佐藤 文明1，木野 孔司1，木村 浩子3，西山 暁2

（1佐藤歯科医院今戸クリニック，2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野，3東京医科歯科大学歯学部附属病院
ペインクリニック）

P-4 顎関節治療部開設後 14年間における受診患者の臨床統計的検討
Statistical analysis of patients for 14 years after establishment of our temporomandibular
joint clinic

上野山敦士1，池田 順行1,２，北村 厚1，松崎奈々香2，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）

P-5 MRI を用いた変形性顎関節症患者における subchondral cyst の縦断研究
A longitudinal study of subchondral cysts on MRI in patients with osteoarthritis

小石由紀子1，高岡 亮太1，内山 百華2，中谷 温紀2，島本 博彰2，
久山晃太郎1，森口 大輔1，玉利 秀樹1，桑原 俊也1，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口腔分化発育情報学講座顎口腔先端
放射線学分野）
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P-6 関節リウマチ患者の顎関節障害に関する臨床的検討
Clinical analysis on the temporomandibular joint disorders in patients with rheumatoid ar-
thritis

窪 寛仁1，本橋 具和1，中野 宏祐2，渡辺 昌広1，藤井 智子1，
疋田 光波2，長谷 小町2，妻野 誠仁2，中嶋 正博1，森 悠衣3，
杉立 光史4

（1大阪歯科大学口腔外科学第二講座，2大阪歯科大学大学院（口腔外科学専
攻），3住友病院口腔・顎センター（歯科），4大阪赤十字病院歯科口腔外科）

P-7 MR画像を用いた下顎窩面積の定量的評価方法の再現性および信頼性
Reproducibility of quantitative analysis method of the glenoid fossa with magnetic reso-
nance imaging

小樋 香織1,２，伊東 宏和3，五十嵐千浪3，小林 馨3，大久保力廣1

（1鶴見大学有床義歯補綴学講座，2東京医科歯科大学小児歯科学障害者歯科
学分野，3鶴見大学口腔顎顔面放射線・画像診断学講座）

P-8 顎矯正手術前後における下顎頭の位置変化の評価
Evaluation of changes in the condyle after sagittal split ramus osteotomy

鶴島 弘基1，土生 学2，吉賀 大午1，大谷 泰志1，坂口 修1，
高橋 理2，田中 純平1，冨永 和宏2，吉岡 泉1

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

P-9 顎関節症に対する運動療法の臨床効果に関する検討 第 5報：非復位性顎関節円板障害に
対するコントロール群を用いた短期的効果の比較・検討
Study on the clinical effects of exercise therapy for temporomandibular disorders Fifth re-
port：Comparison and examination of short-term effects using a control group for disc de-
rangement of the temporomandibular joint without reduction

山口 賀大1，佐久間重光1，髙木 信哉1，小木 信美2，片山 良子2，
田口 慧3，小林 里奈3，田口 望1,３

（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顎口腔外科
学講座，3医療法人田口歯科医院）

P-10 長期に経過観察を継続している咀嚼筋・ 膜過形成症患者についての検討
Long-term follow-up study of patients with masticatory muscle tendon-aponeurosis hyper-
plasia

藤井 智子，渡辺 昌広，本橋 具和，窪 寛仁，中嶋 正博
（大阪歯科大学口腔外科学第二講座）

P-11 咀嚼筋痛障害に対する運動療法の即時的治療効果の検証
Study on curative effects of exercise therapy to the patients with myalgia of the masticatory
muscle

坂口 晃平1,２，田口 望1,２，小林 里奈2，田口 慧2，岡田 啓2，
日比 英晴1

（1名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科，2医療法人田口歯科医院）



― 16 ―

P-12 中枢性感作の評価に有用な Temporal Summation of Second Pain の刺激条件の確立
The establishment of the stimulus condition of the temporal summation of second pain for
the assessment of central sensitization

森口 大輔，久山晃太郎，林 暁雨，小石由紀子，高岡 亮太，
石垣 尚一，矢谷 博文
（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴
学分野）

P-13 三 神経痛患者の 痛構造化問診による臨床的検討
Clinical study on pain structured interview in patients with trigeminal neuralgia

浅野 崇浩1,２，矢島 祥助1,２，西須 大徳3，臼田 頌2，黄地 健仁2，
清水 博之2，莇生田整冶2，池田 浩子4，中川 種昭2，和嶋 浩一2，
村岡 渡1,２

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

P-14 ブラキシズムの主観的および定量的な評価～ブラキサー，非ブラキサー，顎関節症患者の比
較～
Subjective and quantitative evaluation of bruxism, comparison between bruxer, non-bruxer,
and temporomandibular disorders patients

堀 慧，永田 和裕，薄葉みのり，稲富 安和，圓山 優子，
横江 朋子，後藤 由和，坂井 大，水橋 亮，渥美陽二郎
（日本歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来）

P-15 シングルチャンネル筋電図検査による睡眠時ブラキシズム評価に適した解析対象区間に関す
る研究
A study on time zone for analysis appropriate to sleep bruxism assessment by a single chan-
nel electromyography

髙橋 萌1，山口 泰彦2，三上 紗季3，斎藤 未來2，中島 利徳4，
前田 正名4，佐久間俊光1，齋藤 大嗣1

（1北海道大学大学院歯学院冠橋義歯補綴学教室，2北海道大学大学院歯学研
究院冠橋義歯補綴学教室，3北海道大学病院高次口腔医療センター顎関節
治療部門，4北海道大学病院冠橋義歯補綴科）

P-16 高齢顎関節症患者の舌圧に関する臨床的検討
Clinical study of tongue pressure in elderly patients with temporomandibular disorders

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-17 スポーツ用カメラを用いた 3次元咀嚼運動記録装置の有効性
Effectiveness of 3 dimensional masticatory movement recording device using a sports cam-
era

横山 正起1，志賀 博1，丸山 智章2，小見野真梨恵1

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

P-18 下顎運動シミュレーションシステムによる 合接触状態
Occlusal contact state by mandibular simulation system

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-19 顎関節クローズドロック患者における関節内病態の進行過程
Progress of intra-articular pathologic conditions in patients with closed lock of the temporo-
mandibular joint

由良 晋也
（市立砺波総合病院口腔外科）

P-20 TMD患者の初診時のQOL障害度の傾向
Trends in quality of life impairment at the first visit of patients with TMD

日高 玲奈1，西山 暁2，古屋 純一1

（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歯科麻酔・口腔顔面痛制
御学分野）

P-21 顎矯正手術前後における顎関節症状の変化に関する臨床的検討
Clinical investigation on changes of temporomandibular joint symptoms before and after or-
thodontic surgery

髙野 裕史，伊藤 慶介，福田 雅幸
（秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科）

P-22 当科における下顎骨関節突起骨折の臨床的検討
Clinical observations of mandibular condylar fractures in Kyushu Dental University Hospital

三次 翔1，土生 学1，吉賀 大午2，笹栗 正明1，吉岡 泉2，
冨永 和宏1

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

P-23 開業医における顎関節疾患のオンライン歯科診療の可能性
Possibility of telemedicine for temporomandibular disorders in dental clinic

立石 良文，甲斐 貞子
（医療法人世薬院・展たていし歯科口腔外科クリニック）
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P-24 LILRB2 は滑膜細胞においてANGPTL2 が誘導した炎症を部分的に制御する
LILRB2 partially controls inflammation induced by ANGPTL2 in synovial cells

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

P-25 軟骨に対する過度な機械的負荷時の FAK - MAPKs カスケードによる炎症反応メカニズムの
解明
Cyclic tensile strain upregulates pro-inflammatory cytokine expression via FAK-MAPK sig-
naling in chondrocytes

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

P-26 セマフォリン 3Aは軟骨において過度な機械的負荷による炎症発現を抑制する
Semaphorin3A inhibits the inflammation induced by excessive mechanical stress in chondro-
cytes

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

P-27 変形性顎関節炎は性ホルモンと機械的刺激により惹起される
Degenerative temporomandibular arthritis is triggered by sex hormones and mechanical
stimulation

石井 武展1，大竹 智久1，渡邉 章2，西村 壽晃3，天野克比古4，
長尾 雅史5，西井 康1

（1東京歯科大学歯科矯正学講座，2東京歯科大学顎顔面口腔外科学講座，
3東北大学大学院歯学研究科東北大学病院顎口腔機能治療部，4大阪大学大
学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座顎口腔疾患制御学，5順天堂大
学革新的医療技術開発研究センター整形外科・スポーツ診療科）

P-28 顎関節に生じた滑膜嚢胞の 1例
A case of synovial cyst arising in the temporomandibular joint

谷 暢，吉田 博昭，辻 要，石川 敬彬，植村 紳司，中谷悠一郎，
井関 富雄
（大阪歯科大学口腔外科学第一講座）

P-29 開口時の関節円板後方転位に対し，関節隆起削除術を適応した 1例
A case of posterior disc displacement during mouth opening treated by eminectomy

石井広太郎，熊丸 渉，新甫 智明，森 悦秀
（九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔顎顔面外科学分野）
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P-30 顎関節部に初発症状を認めた多発性骨髄腫の 1例
A case of multiple myeloma with initial manifestation of the temporomandibular joint

林 宰央1,２，恩田 健志1，重野健一郎1，大金 覚3，大畠 仁1，
田村 英俊2

（1東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座，2亀田総合病院歯科口腔外科，3東
京歯科大学口腔がんセンター）

P-31 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 Dent-Maxillofacial Hospital

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

P-32 徒手的牽引療法により改善した前歯部開 を伴う変形性顎関節症の 1例
A case of osteoarthrosis of temporomandibular joint accompanied with anterior open bite
improved by manipulative traction

香月 佑子，儀武 啓幸，和気 創，高原 楠旻，佐藤 文明，
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）

P-33 顎関節症状の発現により治療顎位を再検討した閉塞性睡眠時無呼吸症患者の一例
A case of oral appliance treatment adjusted mandibular position for a patient with obstruc-
tive sleep apnea

槙原 絵理，鱒見 進一
（九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野）

P-34 左側下顎関節突起発育不全を伴う骨格性上顎前突症例
Orthodontic treatment of skeletal Class II case with hypoplasia of left condylar process

高橋 啓1，居波 薫1，槙野 秀一1，松本 尚之1，正重 裕一2，
中嶋 正博2

（1大阪歯科大学歯科矯正学講座，2大阪歯科大学口腔外科第二講座）

P-35 高位関節突起骨折に対するPositioning Screw を用いた観血的整復固定術について
Open reduction and internal fixation for high condylar fracture using positioning screw

高橋 康輔1，鈴木 雄祐1，田島 麻衣1，渡辺 駿1，遠藤 研人1，
伊藤 耕1,２，佐藤 毅1,２，小早川元博1，近藤 壽郎1,３，亀井 和利1

（1独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科口腔外科，2埼玉医科
大学病院歯科口腔外科，3鶴見大学歯学部歯科医学教育学講座）
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P-36 長期経過観察を行いえた肋骨軟骨移植術による顎関節再建の 1例
A case of temporomandibular joint reconstruction by costal cartilage transplantation with
long-term follow-up

鈴木 雄祐1，高橋 康輔1，田島 麻衣1，渡辺 駿1，遠藤 研人1，
伊藤 耕1,２，佐藤 毅2，小早川元博1，亀井 和利1，近藤 壽郎1,３

（1独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科口腔外科，2埼玉医科
大学病院歯科口腔外科，3鶴見大学歯学部歯科医学教育学講座）

P-37 混濁した黄色の関節液を認めた化膿性顎関節炎の 5例
Septic arthritis of the temporomandibular joint with turbid yellow joint fluid：A retrospec-
tive case series

小木 信美1，中村 有宏1，小熊 哲史1，片山 良子1，前多 雅仁1，
山口 賀大2，佐久間重光2，野澤 道仁3，有地 淑子3，有地榮一郎3，
栗田 賢一1

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

P-38 両側顎関節強直症に下顎頭切除術+脂肪移植と顎矯正手術の 2段階手術を施行した 1例
A case of bilateral temporomandibular joint ankylosis underwent condylectomy with fact
grafting followed by planned orthognathic surgery

田村 佳代，村上賢一郎
（赤穂市民病院歯科口腔外科）

P-39 受傷後 40 年経過した顎顔面骨折による開口障害に対して筋突起切除を行い改善した 1例
A case of trismus for 40 years after maxillofacial fracture was improved by resection of the
coronoid process

諸井 明徳，齊藤 佑喜，井口 蘭，吉澤 邦夫，上木耕一郎
（山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系歯科口腔外科学講座）

P-40 急性症状を伴った顎関節ピロリン酸カルシウム結晶沈着症の 1例
A case of temporomandibular joint calcium pyrophosphate dehydrate deposition disease
with acute symptoms

井出 信次1，石川美佐緒2，豊田 長隆1，下田 信治2，里村 一人1

（1鶴見大学歯学部口腔内科学講座，2鶴見大学歯学部口腔解剖学講座）

P-41 多発性骨髄腫患者にみられた下顎骨関節突起の病的骨折の 1例
Pathological fracture of the mandibular condylar process in a patient of multiple myeloma：
A case report

吉村 仁志，糸井 勇人，領家 崇，吉田 寿人，島田美那子，
松田 慎平
（福井大学学術研究院医学系部門医学領域感覚運動医学講座歯科口腔外科
学分野）
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P-42 脳 塞初期に生じた顎関節脱臼の 1例
A case of temporomandibular joint dislocation in the early stage of brain infarction

渡辺 昌広1，岡本 知子2，藤井 智子1，本橋 具和1，窪 寛仁1，
杉立 光史1,２，中嶋 正博1

（1大阪歯科大学口腔外科学第二講座，2大阪赤十字病院歯科口腔外科）

P-43 顎関節に生じた色素性絨毛結節性滑膜炎の 1例
A case of pigmented villonodular synovitis in temporomandibular joint

松村 香織1,２，大部 一成2，中村 誠司2

（1公立八女総合病院，2九州大学病院顎口腔外科）

P-44 両側陳旧性顎関節脱臼に対し，関節結節切除術を施行し観血的に整復した 1例
A case of open reduction for the chronic long-standing bilateral temporomandibular joint dis-
location

格口 渉1，中道 祥之1，松下 和裕2

（1北海道中央労災病院口腔外科・顎顔面外科，2北海道大学大学院歯学研究
院口腔病態学講座口腔顎顔面外科学教室）

P-45 線維性顎関節強直症を伴った咀嚼筋 ・ 膜過形成症の 1症例
A case of masticatory muscle tendon-aponeurosis hyperplasia with ankylosis of temporo-
mandibular joint

森 啓輔，蒲原 麻菜，合島怜央奈，檀上 敦，久保田英朗，山下 佳雄
（佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座）
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海外特別講演

海外特別講演のねらい

座長：古谷野 潔
九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学講座

顎関節症との関連から睡眠時ブラキシズム（SB）に興味をもつ会員も多いと思います。睡眠は，日常生活の 1/3 を占
めており，睡眠時の状況は日常生活に重大な影響を与えます。SBをはじめとした睡眠関連運動障害，いびきや睡眠時無
呼吸をはじめとした睡眠呼吸障害などの睡眠関連障害の多くが歯科治療とさまざまなかかわりをもっています。またわ
れわれには馴染み深い口腔顔面痛は入眠の遅延や睡眠継続の障害と関連していますし，睡眠が障害されると 痛プロセ
シングが影響を受け， 痛の増強につながるなど，口腔顔面領域の慢性 痛と睡眠の関連が近年明らかになってきまし
た。
今回，SB研究の世界的権威であるFrank Lobbezoo 先生をお招きし海外特別講演をお願いすることになりました。講
演では，SBに限らずこうした睡眠関連障害と歯科医療についての基本的な知識を整理いただくとともに，具体的な症例
を提示いただき，診断と治療についても解説いただけるとのことです。われわれに必須でありながら，やや馴染みが薄
いこの領域の勉強の絶好の機会です。本講演を楽しんでいただければ幸いです。

●略歴●

1983 年 九州大学歯学部卒業
1987 年 九州大学大学院歯学研究科博士課程歯学臨床系

専攻修了
1987 年 九州大学歯学部附属病院助手
1991 年 文部省在外研究員（UCLA visiting associate

professor）
1995 年 九州大学歯学部講師

1997 年 九州大学歯学部教授
1999 年 九州大学総長補佐（併任）
2003 年 九州大学歯学部附属病院長（併任）
2012 年 九州大学総長特別補佐（平成 26 年 9 月まで）
2017 年 九州大学大学院歯学研究院長，歯学府長，歯学

部長
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海外特別講演

Dental Sleep Medicine：a discipline beyond obstructive sleep apnea

Frank Lobbezoo
Professor and Chairman, Department of Orofacial Pain ＆ Dysfunction ACTA,
University of Amsterdam

We spend a significant proportion of our lives sleeping. Some of us suffer from sleep disorders, which can affect quality
of life considerably. While most sleep disorders should be diagnosed and treated by medical doctors, some belong to the
dental domain：the so-called dental sleep disorders. Amongst others, sleep-related breathing disorders（e.g., snoring, ob-
structive sleep apnea）, orofacial movement disorders（e.g., sleep bruxism）, oral moistening disorders（e.g., dry mouth, ex-
cess salivation）, gastroesophageal reflux, and orofacial pain require the attention of dentists. In this lecture, an overview
of these disorders will be given. In addition, the diagnostic procedure and management of two clinical cases with multiple
dental sleep disorders will be presented.

●略歴●

Frank Lobbezoo graduated cum laude as dentist in
1988 from the University of Utrecht（UU）, The Nether-
lands. In 1992, he obtained his PhD degree from the UU,
after which he worked for three years as a postdoctoral
fellow at the University of Montreal in Quebec, Canada.
As of September 1996, he works at the Academic Centre
for Dentistry Amsterdam（ACTA）, The Netherlands,
where he was appointed as a full professor in 2005. In
2014, he was appointed as Chair of the Department of
Oral Health Sciences and Vice-Dean of ACTA. As of
2019, he serves as Chair of the Department of Orofacial
Pain and Dysfunction. Frank Lobbezoo is specialized in
TMD/Orofacial Pain, President of the Dutch Dental Soci-
ety（NTG）, Past President of the European Academy of

Craniomandibular Disorders（EACD）, and Past President
of the International RDC/TMD Consortium, a Network
of the International Association of Dental Research
（IADR）. He served as Visiting Professor at the Univer-
sity of Adelaide in South-Australia, Australia（2006）and
at the College of Dentistry of the New York University in
New York, USA（2014-2015）. In 2016, Frank Lobbezoo re-
ceived an Honorary Professorship at the School ＆ Hospi-
tal of Stomatology, Shandong University in Jinan, Shan-
dong, China. In 2019, he was appointed as Honorary Skou
Professor of Orofacial Pain and Jaw Function at the De-
partment of Dentistry and Oral Health, Faculty of Health,
Aarhus University（AU）, Denmark.
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メインシンポジウム
日本顎関節学会の顎関節症診断基準 2019

メインシンポジウムのねらい

座長：矢 谷 博 文
大阪大学大学院歯学研究科

日本顎関節学会病態分類委員会では 2017 年から「顎関節症の診断基準（2014）」について再度検討を開始し，2018 年
に「顎関節症の診断基準」と「顎関節症の診断決定樹」の新委員会案を策定した。2019 年 8 月に本学会代議員に新委員
会案を提示してパブリックコメントの募集を行った後，パブリックコメントを反映させた「顎関節症の診断基準」と「顎
関節症の診断決定樹」の新委員会案について理事会に諮り，承認を得たので，「顎関節症の診断基準（2019）」と「顎関
節症の診断決定樹（2019）」として公表した。
日本は，MRI，CTなどの先端画像診断機器大国であり，しかも諸外国と比較してそれらを用いた画像検査に掛かる医
療費負担もきわめて小さいことから，DC/TMDではオプションとなっている画像検査を診断基準に組み込み，診断精度
の向上を図っている。
本メインシンポジウムでは，病態分類委員会を代表して 3名の先生方に「顎関節症の診断基準（2019）」と「顎関節症
の診断決定樹（2019）」の詳細について解説いただく予定である。本シンポジウム開催が我が国における顎関節症の診断
精度の向上と治療成績の向上につながることを強く願うところである。

●略歴●

1980 年 大阪大学歯学部卒業
1984 年 広島大学大学院歯学研究科単位習得退学
1984 年 広島大学歯学部附属病院助手
1985 年 岡山大学歯学部附属病院講師

1987 年 岡山大学歯学部助教授
2000 年 岡山大学歯学部教授
2003 年 大阪大学大学院歯学研究科教授
2020 年 大阪大学名誉教授
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メインシンポジウム
日本顎関節学会の顎関節症診断基準 2019

1．咀嚼筋痛障害・顎関節痛障害

有 馬 太 郎
北海道大学大学院歯学研究院

2014 年 2 月にDC/TMD（Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders）が発表された。これは 1992 年に発
表されたRDC/TMD（Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders）の改良版で，より臨床に用いる
ことができるよう簡略化されている。また信頼度の検証実験もなされており，高い特異度，敏感度を備えている点で優
れている。今後は特に，国際的な場においてDC/TMDに準じた診断を行わなかった場合，正しく診断が行われなかっ
たとして発表内容が認められにくくなるものと思われる。
日本顎関節学会はこのDC/TMDをいち早く導入，日本語への翻訳作業を担当・完了した。後にDC/TMDをマスター
するためのセンター（DC/TMD Calibration Center）を設立した。また日本顎関節学会としての症型分類と，DC/TMD
を参考にした顎関節症診断基準，「日本顎関節学会 顎関節症の診断基準（2019）」を発表した。今後は本学会診断基準
の信頼度の検証実験を行う予定である。
本講演では「日本顎関節学会 顎関節症の診断基準（2019）」における「咀嚼筋痛障害」と「顎関節痛障害」について，
DC/TMDのそれと比較検討しながら解説する。またDC/TMDの今後の展開について，小生が 2019 年 6 月にマルメ大
学にて調査した内容を発表し，日本顎関節学会としてどのように対応を進めていくか討論できれば幸いである。

●略歴●

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～）：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～）：専門医・指導医・国際渉
外委員
Assistant Editor, Journal of Oral Rehabilitation（2015～）
会員
International Association for Dental Research（IADR,
1997～）会員
International Association Study for Pain（IASP, 1999～）
会員
日本口腔インプラント学会（2003～）会員
日本スポーツ歯科医学会（2006～）会員
日本顎顔面補綴学会（2007～）会員
日本顎変形症学会（2013～）会員
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メインシンポジウム
日本顎関節学会の顎関節症診断基準 2019

2．顎関節円板障害・変形性顎関節症

依 田 哲 也
東京医科歯科大学大学院 顎顔面外科学分野

顎関節円板障害には，内外前後への転位や変形，穿孔などが含まれるが，前方転位の頻度が圧倒的に高いことから，DC/
TMDでは前方転位の診断基準だけを定義しており，本学会基準もそれに準じている。
復位性顎関節円板障害の診断について，DC/TMDでは病歴および診察でクリックが確認されただけで臨床診断を決定
し，必要な場合のみにMRI で確定診断としている。しかし，本学会診断基準では，病歴および診察で関節円板障害の疑
われた場合には，ただちにMRI による確定診断を推奨し，MRI が利用できない場合には下顎最前方位からの開閉口時に
クリックが消失する検査を追加して，前方転位以外に起因するクリックを鑑別診断する。
非復位性顎関節円板障害でも，DC/TMDでは開口障害の病歴および診察で臨床診断しているが，本学会基準ではMRI
で確定診断とし，MRI が利用できない場合は 1）クリックの消失に伴う開口制限の出現の既往，2）触診による最大開口
時の下顎頭の運動制限，3）開口路の患側への偏位，4）強制最大開口時の顎関節部の 痛のうち，1つ以上の陽性所見を
もって臨床診断とする。
変形性顎関節症のDC/TMD診断基準は，病歴および診察でクレピタスを認めれることのみで臨床診断できるとし，
必要な場合のみCTで確定するとしているが，本学会基準ではクレピタスの診査の後に，ただちにMRI か CTによる画
像検査で確定診断する。また，MRI・CTが利用できない場合はパノラマエックス線写真（4分割）あるいは顎関節CBCT
による画像診断を行う。

●略歴●

1985 年 東京医科歯科大学歯学部卒業
1991 年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了
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（文科省在外

研究員）

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 東京医科歯科大学理事・副学長
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メインシンポジウム
日本顎関節学会の顎関節症診断基準 2019

3．画像診断

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

本学会の顎関節症診断基準における画像診断はDC/TMDの診断基準に基づいている。画像診断が決定的役割をもつ
のは顎関節円板障害と変形性顎関節症である。本発表では，診断基準を示すとともに，問題点を提示し会員諸氏のご意
見をいただきたい。
顎関節円板障害は，MRI によって決定され，その基準は“ 頭嵌合位において関節円板後方肥厚部が 11：30 の位置よ
り前方にあり，かつ関節円板中央狭窄部が下顎頭の前方に位置している”となった。DC/TMDにおいて画像診断の信頼
性の根拠となったAhmad Mら Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders（RDC/TMD）：develop-
ment of image analysis criteria and examiner reliability for image analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod 2009；107：844-86 の報告によれば，関節円板転位の観察者間のKappa 係数（以下，κ）は 0.84 で信頼性は高い。
変形性顎関節症とする所見は，DC/TMDでは subchondral cyst（軟骨下嚢胞），erosion（骨びらん），generalized scle-

rosis（下顎頭骨硬化），osteophyte（骨棘）であり，本学会の診断基準にはこれに atrophy（萎縮）を加えた。先の報告
によれば信頼性はパノラマエックス線像で poor（κ=0.16），MRI は fair（κ=0.46），CTは excellent（κ=0.71）とされ
た。妥当性はCTでの変形性顎関節症を gold standard とするとパノラマエックス線像は感度 26％，特異度 99％，MR
像は感度 59％，特異度 98％であった。
このような，パノラマエックス線像とMR像の低い信頼性や妥当性（感度）が本邦においても同様であるかには疑問
があり，一般社団法人日本顎関節学会研究企画委員会［小林 馨，北川善政，有馬太郎，五十嵐千浪，泉 雅浩，勝又明
敏，栗林亜実，佐野 司，四井資隆，中山英二，林 孝文，細木秀彦，本田和也，村上秀明，森本泰宏］において検討中で
ある。

●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 鶴見大学歯学部長（～2016 年 3 月）

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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シンポジウム 1
顎関節円板障害・変形性顎関節症に対する運動療法

シンポジウム 1のねらい

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

顎関節症の初期治療として推奨される可逆的治療法の一つとして運動療法がある。今回のセッションでは，これらの
なかで特に顎関節円板障害・変形性顎関節症を対象とした運動療法を取り上げることとなった。演者は，島田 淳先生，
田口 望先生，儀武啓幸先生であり，顎関節授動術を中心に解説をいただく。
ご存知のように，令和 2年度の診療報酬改定において，徒手的顎関節授動術として，これまでのパンピングあるいは
関節腔洗浄療法を併用した場合に加え，徒手的授動術を単独で用いた際の点数【440 点】が新設された。この解説として
“「イ単独の場合」とは，顎関節症による急性クローズドロックの解除又は慢性クローズドロックによる開口制限の改善
を目的として，徒手的授動術を行うものをいう”ということとなっており，今回のシンポジウムはまさに時宜にかなっ
たものとなった。
但し，各演者の抄録にもあるように，顎関節症の運動療法に関する報告は多くはなく，総説も極めて少ない1）。そのた
め統一された術式とその効果は未だ確定されてはおらず，エビデンスに基づくコンセンサスの構築が急務である。本シ
ンポジウムがこれらの端緒となることを期待する。
1）Shimada A, Ishigaki S, Matsuka Y, et al. Effects of exercise therapy on painful temporomandibular disorders. J Oral
Rehabil 46：475-81, 2019.

●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
1985 年 4 月 東北大学助手（歯学部）採用
1987 年 9 月～1989 年 3 月

University of British Columbia・Visiting
Researcher（客員研究員）

2000 年 2 月 東北大学教授（歯学部）昇任
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～2020 年 3 月
東北大学大学院歯学研究科長・歯学部長

2009 年 5 月～2011 年 5 月
日本補綴歯科学会理事長

2013 年 4 月～2017 月 11 月
日本口腔顔面痛学会理事長
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シンポジウム 1
顎関節円板障害・変形性顎関節症に対する運動療法

1．顎関節症における運動療法の基本的な考え方

島 田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

顎関節症は，基本的には運動器疾患であり，腰痛など他の運動器疾患と同じ対処法が有効であることがわかってきた。
慢性腰痛では，安静にすることが運動器の廃用萎縮を引き起こすとともに，症状の慢性化につながるとされ，関節可動
域の拡大，関節痛の改善などを目的に，早期に動かすことが即時的な効果を生むことについてのエビデンスが蓄積され，
ガイドラインなども整備されてきている。顎関節症においても，運動療法の重要性が理解され，本学会で作成された「顎
関節症の治療指針 2018」のなかでも，顎関節症の治療において，すべての病態で運動療法を用いることが示されている。
しかし，いまだエビデンスは不十分であり，コンセンサスが得られていないのが現状である。顎関節は，左右の下顎頭
が共同で動き，回転と滑走運動が可能な多軸関節であるなど他の関節にない特徴を有していることから，運動療法を行
うにあたり，他の運動器における運動療法の考えを参考にしながらも，顎関節症の病態に則した運動療法を提示する必
要があると思われる。
今回の講演では，運動器疾患における運動療法のエビデンスと，現在わかっている顎関節症における運動療法のエビ
デンスをまとめ対比し，顎関節症における運動療法はどうあるべきかについて考えてみたい。

●略歴●

1987 年 日本大学歯学部卒業
1991 年 日本大学大学院歯学研究科卒業（歯科補綴学専攻）
1991 年 日本大学歯学部助手（補綴学教室局部床義歯学

講座）
1995 年 日本大学助手
1999 年 東京歯科大学助手（スポーツ歯学研究室）
1999 年 東京歯科大学講師

2005 年 医療法人社団グリーンデンタルクリニック理事
長（～現在）
東京歯科大学非常勤講師（スポーツ歯学研究
室）（～現在）

2008 年 神奈川歯科大学附属病院 み合せリエゾン診療
科非常勤講師

2017 年 神奈川歯科大学臨床教授（～現在）
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シンポジウム 1
顎関節円板障害・変形性顎関節症に対する運動療法

2．術者が行う運動療法の考え方と手技

田 口 望
医療法人田口歯科医院

顎関節症に対する初期治療としての基本的考え方は，まずは可逆的治療法（カウンセリング・運動療法・スプリント
療法など）を第一選択としていくことが世界標準となっている。
顎関節症に対する運動療法には，術者の行う運動療法（プロフェッショナルケア）と，術者の指導の下に患者自身が
行う運動療法（セルフケア）が存在し，術者の行う運動療法（プロフェッショナルケア）には以下のものが挙げられる。
1）顎関節徒手的受動術
2）筋・筋膜トリガーポイントに対する徒手療法
3）ストレッチ療法（＊顎関節腔のストレッチ＊咀嚼筋群のストレッチ＊頸部関連筋群のストレッチ）
すなわちわれわれ臨床医は，顎関節円板障害と変形性顎関節症症例に対し，初期治療として上記運動療法などの可逆

的な保存治療法を，それぞれの病態において選択適応し，できるだけ早期に患者さんを日常生活に支障のない範囲へ誘
導していくのを目指す。プロフェッショナルケアにより，関節可動域の改善や 痛などの症状改善が得られたものを，
セルフケアにより維持管理していくことが重要である。
今回は，「術者の行う運動療法の考え方と手技」について，それぞれ病態別にどのような運動療法を適用すると効果的
かなど，その実際について報告する。

●略歴●

愛知県江南市開業（医療法人田口歯科医院）
1974 年 愛知学院大学歯学部卒業
1974 年 名古屋大学医学部口腔外科学講座入局
1977 年 名古屋大学医学部助手
1980 年 医学博士授与（名古屋大学）

題名「顎関節関節軟骨および関節円板の微細構
造に関する研究」

1983 年 名古屋大学講師 医学部付属病院分院科長
1987 年 開業 現在に至る

日本顎関節学会：名誉会員・専門医・指導医
日本口腔顔面痛学会：専門医・指導医
名古屋大学医学部非常勤講師
愛知学院大学歯学部非常勤講師
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シンポジウム 1
顎関節円板障害・変形性顎関節症に対する運動療法

3．術者の指示で患者が行う運動療法の考え方と手技

儀 武 啓 幸
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野

現在，顎関節症に対して運動療法が行われることが広く普及し，一般的な顎関節症治療として定着している。しかし，
その適応症となる病態についてはいまだ議論が残るところである。また，開口訓練の統一したプロトコールは存在せず，
各施設ごとの独自の基準で行われているのが実情である。開口訓練は診療室で行うものではなく，患者が主体となり日
常的に行ってもらうことでその効果を発する治療でもあるため，訓練方法の適切な指導による患者の習得が前提条件と
なるという特有の事情も生じる。
個々の患者の状態に合わせた開口訓練，すなわち関節円板の状態や開口障害，痛みの程度に合わせた開口訓練の方法
についての検討は重要な事項であると考えられる。本シンポジウムでは，顎関節症の病態や顎関節機能異常の病態を考
慮したうえで，どのような開口訓練の方法が顎関節の機能回復に有効であるのかといった方法論について，いくつかの
具体的な開口訓練の方法についてのみではなく，下顎頭滑走の積極的な誘導の是非についても焦点をあてて話してみた
いと思う。

●略歴●

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

（顎顔面外科学分野）専攻生
2000 年 東京医科歯科大学大学院修了（博士（歯学））
2001 年 東京厚生年金病院歯科口腔外科医員
2002 年 東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野

医員

2006 年 東京医科歯科大学大学院顎顔面外科学分野助
教現在に至る

2007 年～ 鶴見大学歯学部薬理学講座非常勤講師

日本顎関節学会：専門医
日本顎関節学会：指導医
International Member of American Society of Temporo-
mandibular Joint Surgeons
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シンポジウム 2
顎関節症治療におけるセルフケアをマスターする！～セルフケアの基本・臨床・チームアプローチ～

シンポジウム 2のねらい

座長：島 田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック
澁 谷 智 明
日立製作所京浜地区産業医療統括センタ

顎関節症の治療の基本は，保存療法（可逆的治療）であり，そのなかで特に重要なのがセルフケアである。患者に指
導するセルフケアは，主に顎関節症のリスク因子となる生活習慣や悪習癖の是正法および心理社会的要因への対処法，
そして，機能障害の改善を目的とした運動療法からなる。顎関節症は，運動器の機能障害と捉えることができることか
ら，非器質性の腰痛などの運動器障害に対するセルフケアの方法を学び，それを顎関節症の治療に応用して，臨床に活
かしていくべきであろう。
また，歯周病治療では，歯科衛生士がセルフケアの指導に深くかかわることで成果が認められているが，顎関節症治
療においても歯科衛生士と上手く連携していくことで治療成績を上げることが期待できると思われる。
そこで今回のシンポジウムでは，現在の顎関節症におけるセルフケアの考え方について羽毛田 匡先生に，また，運
動器障害全般の基本的な治療について理学療法士の古泉貴章先生に，顎関節症におけるセルフケアのエビデンスとこれ
をどう臨床に活かすかについて永田和裕先生に，そして，日常臨床で顎関節症を扱っていくうえで歯科衛生士とどのよ
うに連携していくかについて佐藤文明先生に，それぞれ解説していただく。
顎関節症治療は基本的なことを知れば，その多くは難しい治療ではない。本シンポジウムを受講していただき，明日
からの臨床にぜひ活かしていただきたい。

●略歴●

島田 淳
1987 年 日本大学歯学部卒業
1991 年 日本大学大学院歯学研究科卒業（歯科補綴学専攻）
1991 年 日本大学歯学部助手（補綴学教室局部床義歯学講座）
1995 年 日本大学助手
1999 年 東京歯科大学助手（スポーツ歯学研究室）
1999 年 東京歯科大学講師
2005 年 医療法人社団グリーンデンタルクリニック理事長（～現在）

東京歯科大学非常勤講師（スポーツ歯学研究室）（～現在）
2008 年 神奈川歯科大学附属病院 み合せリエゾン診療科非常勤講師
2017 年 神奈川歯科大学臨床教授（～現在）
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澁谷智明
1991 年 3 月 九州歯科大学卒業
1997 年 3 月 東京医科歯科大学大学院修了（顎顔面外科学分野：歯学博士）
1997 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院医員（顎顔面外科学分野）
2002 年 4 月 九州歯科大学助手（口腔外科学第二講座）
2003 年 4 月 九州歯科大学学内講師（口腔外科学第二講座）
2004 年 4 月 九州歯科大学特別研修員（口腔内科学講座）日立製作所主任医長

現在に至る

神奈川歯科大学非常勤講師，日本大学松戸歯学部兼任講師，平成横浜病院非常勤医，歯科顎関節症専門医・指導医，日
本口腔外科学会専門医，日本口腔顔面痛学会専門医・指導医，日本歯科心身医学会認定医，労働衛生コンサルタント
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シンポジウム 2
顎関節症治療におけるセルフケアをマスターする！～セルフケアの基本・臨床・チームアプローチ～

1．顎関節症の治療におけるセルフケアの潮流を知る～運動器障害の
治療における，セルフケアの現在の考え方～

羽毛田 匡
羽毛田歯科医院

顎関節症の初期治療では，保存的・可逆的治療が優先されることが，世界的な共通認識であり，そこでは歯科医師に
よる専門的治療（プロフェッショナルケア）を，患者自身が行うセルフケア（ホームケア）と合わせて実施すべきとさ
れている。
セルフケアとは，患者自身が症状の管理を行うことであり，歯科医師による患者への顎関節症の知識と症状の改善・
予防方法についての疾患教育（患者教育）により指導する。
症状の管理は，顎関節症の発症・持続に影響する寄与因子，いい換えれば生活上のリスク因子への対処法と，痛みや
機能障害などの病態改善のための運動療法がある。同じ運動器疾患である腰痛は現在，ストレスなどの心理社会的要因
が深くかかわっていることから，症状は局所でも，脳を含めた全身疾患として捉える必要があるとされ，その治療の中
心となっているのが運動療法である。また術者が行う運動療法よりも，管理下において患者自身が行う運動療法が，よ
り効果的であるとされ，腰痛患者においては腰に限った運動をするのではなく，さまざまな身体運動をすることで侵害
刺激に対する痛覚閾値が上昇し，精神的健康度をも改善するとされている。
今回の講演では，顎関節症におけるセルフケアとしての運動療法をどのように考えるべきか，また，多因子性である
顎関節症の治療に対して，多職種がどのようにかかわれる可能性があるのかなどを述べる。

●略歴●

1988 年 東京医科歯科大学歯学部卒業
1993 年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科歯科補綴学

専攻修了
1993 年 東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第 1講座医

員
2000 年 東京医科歯科大学歯学部附属病院顎関節治療部

助手
2007 年 羽毛田歯科医院

2017 年 医療法人社団一佑会理事長

歯学博士
日本補綴歯科学会：補綴専門医・指導医
日本顎関節学会：顎関節症専門医・指導医
日本スポーツ協会（旧日本体育協会）公認：スポーツデ
ンティスト
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顎関節症治療におけるセルフケアをマスターする！～セルフケアの基本・臨床・チームアプローチ～

2．セルフケアの基本～理学療法士が行っている運動器障害への対
応～

古 泉 貴 章
医療法人社団メディアクア 加藤大介クリニック

理学療法士（PT）は，運動器の治療を専門とする職業であり，主に病院の整形外科やリハビリテーション科，整形外
科クリニックやスポーツ現場において，運動機能の修復や改善を目標に従事している。今回のテーマであるセルフケア
指導は，特に整形外科に勤務する PTは日常的に行っている内容の一つである。そこでは，ストレッチ，筋力トレーニ
ング，運動法指導，生活・姿勢指導などが含まれ，各患者の身体機能や日常生活活動を踏まえたうえで指導を行ってい
る。
私はこれまで整形外科に 10 年勤務して，全身の運動器疾患に対して理学療法を提供しているが，顎関節の重要性は主
に頸椎疾患の治療を通して認識してきた。そして日々，顎関節が隣接関節，姿勢を含めた全身へ影響していることを，
臨床や研究を通じ経験している。現在，隣接関節のなかでは頸椎との運動学的関係性が明らかにされている。また姿勢
については頭部前方変位による不良姿勢が下顎運動に影響し，顎関節症と関連することが報告されている。
実際の臨床における顎関節症のセルフケアには顎関節可動域訓練，咀嚼筋マッサージ，不良姿勢の修正や姿勢トレー
ニング，環境調整などがある。理学療法はこれらを各患者に合わせ，顎関節にかかる力学的ストレスの是正を図ること
を目的として行う。
今回は PTの視点での運動器におけるセルフケアのポイント，顎関節症に対するセルフケアの方法，そしてストレッ
チやトレーニングにおける注意点などを解説する。
Key words：顎関節症，理学療法，姿勢，ストレッチ・トレーニング方法

●略歴●

2008 年 千葉医療福祉専門学校卒業
医療法人社団メディアクア 加藤大介クリニッ
ク入職

2014 年 こひつじかずさ介護支援センター（非常勤）
2015 年 千葉県理学療法士会広報部

2016 年 ヤマグチ医院小児歯科（非常勤）
ゆりの木歯科医院（非常勤～2019）

2017 年 文京学院大学大学院保健医療科学研究科 入学
2019 年 卒業
2020 年 アクリアデンタルクリニック（非常勤）

こどもと女性の歯科クリニック（非常勤）
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3．セルフケアを顎関節症治療に生かす～エビデンスを臨床にどう生
かすか～

永 田 和 裕
日本歯科大学新潟病院 あごの関節・歯ぎしり外来

現在演者らは，運動療法と習癖指導を組み合わせた多面的リハビリ治療（Multimodal rehabilitation therapy：MMRT）
を，すべての顎関節症患者の初期治療として適用している。MMRTに各治療法を組み入れる際には，“臨床経験に基づ
いて”有効と判断した方法を選択しているが，有効との判断に演者らの“確証バイアス”が混入している可能性が否定
できない。特に顎関節症は本質的に自然治癒する傾向を有しており，どのような治療法を用いてもある程度症状が改善
するため，治療法の評価や選択に“術者の好み”が影響しやすいのも事実であろう。
これらの解消にはEBMの手法を用い，得られたエビデンスを適切な形で臨床に利用することが効果的であるが，A：
基礎となる良質なエビデンスの不足，B：エビデンスの統括の限界，C：エビデンスの正しい臨床適用法の三つの点から，
注意すべき点も少なくない。
当外来では，A：の不足するエビデンスを補うため，2007 年より複数のランダム化比較試験（RCT）を実施しており，
1）MMRTに追加した，スプリントの治療効果，2）開口制限に対するマニピュレーションテクニック（MT）の治療効
果（自動運動練習との比較），3）開口制限に対する，MTの治療効果（自動運動練習＋簡易MFTとの比較），4）覚醒
時歯離開トレーニング（Tooth apart training：TAT）の治療効果の評価を行っているが，これらを実例として前述の問
題点に関して，エビデンスを臨床応用する際の注意点に関して解説を行いたい。
Key words：セルフケア，多面的リハビリ療法，自動運動練習，マニピュレーションテクニック

●略歴●

1983 年 3 月 日本歯科大学新潟歯学部卒業
1983 年 4 月 日本歯科大学新潟歯学部歯科補綴学教室第

1講座助手
2001 年 4 月 日本歯科大学新潟歯学部附属病院総合診療

科講師

2003 年 4 月 日本歯科大学新潟歯学部附属病院総合診療
科助教授
総合診療科あごの関節・はぎしり外来医長

2006 年 4 月 日本歯科大学新潟病院総合診療科准教授
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4．セルフケアを歯科衛生士と行う～チームアプローチで治す顎関節
症～

佐 藤 文 明
佐藤歯科医院今戸クリニック

日本顎関節学会が 2018 年に発表した「顎関節症の治療指針 2018」では，「顎関節症の基本治療として，病態説明と疾
患教育に始まり，可逆性の保存的治療として理学療法，薬物療法，アプライアンス療法などを主体として，セルフケア
も含めて行われるべきである」としている。現在，顎関節症の基本治療は，病態説明や疾患教育，発症要因である多く
の寄与因子を抽出して指導を行う病因治療，また病態治療として運動療法などが主に行われている。
運動療法は整形外科において行われるリハビリテーションであり，可動域の拡大や筋の伸展などを行うことで症状を

改善する方法である。整形外科では理学療法士や臨床心理士などがワンチームで治療にあたる集学的治療が行われてい
るが，歯科においては歯科医師が単独で行っていることがほとんどであり，患者に運動療法の方法を説明，指導して，
自宅で行ってもらうセルフケアが主体ではないだろうか。患者に寄り添い，話を傾聴したうえで，患者とともに治療を
行っていくことが必要であるが，これら一連の診察，診断，治療はときに，非常に長い時間を要する。特に治療歴が長
い患者や慢性的な訴えが続くような患者ではなおさらである。また，運動療法などのセルフケアが自宅で確実に行えて
いるかなどの評価も重要である。これらの解決策として顎関節症の治療においてもチームアプローチを考えることは重
要であり，歯周病などの予防や疾患管理にも精通している歯科衛生士と連携し，そのスキルを活かして顎関節症の治療
管理に参画してもらうことは非常に有効であろう。チームアプローチを行うことで，より効率的に治療管理ができるの
かを考えてみたい。

●略歴●

1989 年 北海道大学歯学部卒業，東京医科歯科大学歯学
部第一口腔外科入局

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

勤講師
2007 年 歯学博士取得（東京医科歯科大学顎顔面外科学

分野）

2016 年 佐藤歯科医院今戸クリニック移転開業（東京都
台東区）

2020 年 現在に至る

日本顎関節学会：専門医・指導医
日本顎関節学会：代議員
日本顎関節学会：社会連携・広報委員会委員
日本顎関節学会：総務委員会委員
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シンポジウム 3
顎関節疾患罹患により変化した下顎位に対する対応

シンポジウム 3のねらい

座長：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

日常臨床において，下顎位が変化している顎関節症患者に遭遇し，下顎位変化の原因の特定に苦慮することは多い。
下顎位は，歯，歯列，顎関節，咀嚼筋，神経系の各要素により決定され，歯や歯列以外の異常により，下顎位が変化す
ることもある。たとえば，顎関節症としては，変形性顎関節症などの顎関節の形態変化，筋痛を伴う筋過緊張などが挙
げられる。その他に顎関節疾患として，先天異常・発育異常，外傷，顎関節脱臼，炎症，腫瘍および腫瘍類似疾患，全
身疾患に起因する自己免疫疾患（関節リウマチなど），代謝性疾患，特発性下顎頭吸収によるものなどもあり，それらの
鑑別診断は重要である。下顎位が変化した顎関節症・顎関節疾患患者に対する治療方針を誤らないためにも，下顎位変
化の原因を明らかにし，対応することが重要である。本シンポジウムでは，顎関節，神経，筋など，幅広い観点からの
顎関節疾患における下顎位の変化に対する診断と対処法について，先生方が理解を深め，臨床に役立てていただきたい
と考えている。

●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イ
ンプラント再生補綴学分野准教授

2012 年 徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能
合再建学分野教授
現在に至る

日本顎関節学会：専門医・指導医・理事
日本口腔顔面痛学会：専門医・指導医・理事長
日本補綴歯科学会：専門医・指導医・代議員
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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1．顎関節症に関連する病態と下顎位， 合の関係

小見山 道
日本大学松戸歯学部 顎口腔機能治療学分野

今回の講演では，下顎位を変化させる各種顎関節症の病態とその対応について概説する。顎関節症の原因としての
合は，現在エビデンスが不足しているとされる。しかしながら，顎関節症に関連する各種病態が下顎位の変化を誘発し，
その結果として 合が不調和となる症例は臨床で散見される。これらの病態のなかには，咀嚼筋の異常緊張や顎関節の
炎症という下顎位と 合が可逆的である変化と，変形性顎関節症などによる不可逆的変化がある。可逆的変化の際に，
合調整などの不可逆的治療を行った場合には取り返しがつかない結果を生じることは想像に難くない。一方で，不可
逆的な変化の場合，どのタイミングで下顎位を確定し，多種多様な 合不調和のレベルに対応したアプローチをどのよ
うに行うかという指針は確定していない。 合の不調和を生じる各種顎関節関連病態は実は多種多様であり，そして口
腔内の 合状態に対するアプローチだけでは， 合不調和の問題は解決不可能である。顎関節と咀嚼筋の正常な構造と
機能を理解し，さらに顎位を変化させるその病態を知ることで， 合不調和の問題に対する臨床での対応が初めて可能
となる。会員の皆様が，顎関節と咀嚼筋に起因する下顎位と 合の問題を整理する機会となれば幸甚である。

●略歴●

1989 年 日本大学松戸歯学部卒業
1990 年 日本大学松戸歯学部総義歯補綴学講座
1998 年 日本大学博士（歯学）
2001 年 日本大学助手（松戸歯学部総合歯科

診療学）
2002 年 日本大学松戸歯学部講師（松戸歯学

部総合歯科診療学）
2003 年～2005 年 ベルギー王国ルーベンカトリック大

学歯学部客員教授
2011 年～ 日本大学松戸歯学部准教授（松戸歯

学部顎口腔機能治療学）
2016 年～ 日本大学松戸歯学部教授（松戸歯学

部顎口腔機能治療学）
日本大学松戸歯学部付属病院口・
顔・頭の痛み外来責任者

日本顎関節学会：指導医・理事
日本補綴歯科学会：指導医・代議員
日本口腔顔面痛学会：常任理事・指導医
日本 痛学会：評議員
日本顎口腔機能学会：評議員
日本歯科心身医学会：評議員
International Association of Dental Research：Past
President of Neuroscience Group
Asian Academy of Craniomandibular Disorders：Coun-
cil member
International Association for the Study of Pain
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2．非復位性円板前方転位（クローズドロック）に継発する前歯部開
への臨床的アプローチ

山 口 泰 彦
北海道大学大学院歯学研究院 口腔機能学講座冠橋義歯補綴学教室

講演では，顎関節疾患に継発する二次的な 合異常のうち，クローズドロックの進行に伴い生じる後天性の前歯部開
をターゲットとして，その臨床的対応法を解説する。
演者は，クローズドロック後の開 が進行，継続化するケースでは，単に下顎頭の形態変化だけでなく，開 化した
合接触状態，咀嚼筋活動パターン，顎関節の易可動性などの各要素が相互に影響し合い，開 化した状態での咀嚼運

動パターンから抜け出せない悪循環を引き起こす場合があると考えている。そして，その悪循環を早期に遮断する対応
を重要視している。具体的には， 合変化の早期発見，咀嚼部位指導，ガーゼなどを用いた開 部分での 断力発揮訓
練，暫間的 合面レジン築盛やプロビジョナルレストレーションによる 断しやすい状況の暫間的付与，顎関節の易可
動性の回復などにより，元来のパターンでの咀嚼筋活動の再開を促すアプローチである。
併行して，患者の手指によるピボット運動訓練や，顎間ゴムを付与したピボットスプリント様の上下型スプリントの
夜間使用により，顎位を元の状態に近いところに誘導復元する方法を行っている。その他，スプリントの中止あるいは
形態に対する配慮も行う。
これらの顎位復元が中心の臨床アプローチにより，不可逆的に歯列形態を変化させる治療介入（ 合調整，補綴的，

矯正的，外科手術的治療）を避ける，あるいは，可及的に小規模の介入で済むことを目標としている。

●略歴●

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顎関節治療
部門講師

2001～2014 年 北海道大学歯学部附属病院（現北海道
大学病院）顎関節治療部門助教授（准
教授）

2007 年 モントリオール大学客員教授
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・指導医
日本補綴歯科学会：理事・専門医・指導医
日本顎口腔機能学会：前会長（2018～2019 年）
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3．顎関節に関連する病態で下顎位が変化した場合の口腔外科的対応

川 上 哲 司
奈良県立医科大学口腔外科学講座

顎関節に関連する病態により，下顎位を変化させることがある。そのなかには，口腔外科的対応を要することもあり，
かつ緊急性を要する疾患も含まれている。先天異常・発育異常（下顎骨関節突起肥大），外傷（顎関節脱臼），炎症（感
染性顎関節炎：急性化膿性顎関節炎），腫瘍および腫瘍類似疾患（滑膜軟骨腫症，ガングリオン，骨軟骨腫），顎関節症
（顎関節円板障害），または，全身疾患に起因する自己免疫疾患（関節リウマチなど），代謝性疾患（痛風・偽痛風など），
特発性下顎頭吸収がある。下顎位と 合を変化させる顎関節の病態の鑑別のポイントとしては，①医療面接とパノラマ
エックス線・顎関節撮影法だけでは鑑別できないことがあるため，顎関節鏡視検査を含めた多種の画像検査，血液検査
を考慮し，選択すること，②鑑別診断を行うためには，顎関節にかかわる多くの疾患を熟知しておくこと，③顎関節部
腫脹， 合異常などの症状の有無チェックが必要である，④急性症状と悪性腫瘍を絶えず念頭におくこと，などである。
今回，顎関節に関連する病態で下顎位が変化した場合の口腔外科的対応について解説します。

●略歴●

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

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

講座）

日本顎関節学会：理事・指導医・専門医
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
日本睡眠歯科学会：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
日本歯科麻酔学会：認定医
日本口腔科学会：指導医・認定医
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シンポジウム 4
咀嚼筋痛障害―わかっていること，わかっていないこと，それからの治療戦略―

シンポジウム 4のねらい

座長：築 山 能 大
九州大学大学院歯学研究院歯科医学教育学分野

咀嚼筋痛障害の病態は，遅発性筋肉痛（Delayed onset muscle soreness）モデルに基づく組織損傷に伴う痛みや局所の
血流障害に伴う発痛物質の蓄積などの抹消の問題から，中枢神経系の感作が関与する問題まで幅広く議論されている。
しかしながら，そのメカニズムについてはわかっていないことが多く，いまだに有効な治療法が確立されている状況に
はない。
そこで，シンポジウム 4では，咀嚼筋痛障害について，‘わかっていること’と‘わかっていないこと’を整理し，そ

こから導き出される治療戦略について議論させていただくこととした。
原 節宏先生には，咀嚼筋の組織変化や末梢受容器の感作と圧痛，筋筋膜性 痛の病態生理などに関する知見を整理

していただき，そこから導き出される治療戦略について紹介していただく。次に，島田明子先生には，咀嚼筋痛に対す
る各種治療アプローチについて整理していただき，「食生活」に着目したRCT，さらに，運動療法の咀嚼筋痛障害への
効果に関するレビューについて紹介していただく。最後に，慢性 痛の分野で幅広くご活躍の松原貴子先生には，理学
療法の専門の立場から，「運動療法」がもたらす局所ならびに中枢神経系への作用に着目し，咀嚼筋痛障害の病態メカニ
ズムを整理していただき，慢性 痛としての咀嚼筋痛障害への治療・管理法について紹介していただく。
本シンポジウムが，日常臨床の場において，咀嚼筋痛障害患者さんの診断，治療・管理でお悩みの先生方への一助に

なることを期待する。

●略歴●

1987 年 九州大学歯学部卒業
1991～1999 年 九州大学歯学部附属病院助手（第 2補

綴科）
1995～1997 年 UCLA歯学部訪問研究員（Diagnostic

Sciences and Orofacial Pain）
1999～2002 年 九州大学歯学部附属病院講師（第 2補

綴科）
2002～2017 年 九州大学大学院歯学研究院准教授（口

腔機能修復学講座）

2017 年 九州大学大学院歯学研究院教授（歯科
医学教育学分野）

日本顎関節学会：指導医，日本補綴歯科学会：指導医，
日本口腔顔面痛学会：指導医
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandibu-
lar Disorders, Council Member
International Network for Orofacial Pain and Related
Disorders Methodology, Member
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シンポジウム 4
咀嚼筋痛障害―わかっていること，わかっていないこと，それからの治療戦略―

1．咀嚼筋痛の病態生理と治療戦略―安静から運動へ―

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

過去において咀嚼筋痛は， 合不全のある状態で非生理的な力学的ストレスが顎関節に継続的に作用することで関節
に退行性変化が生じ，筋組織に限局した損傷と疲労物質の蓄積が生じることで連鎖的に発症する非炎症性筋痛と捉えら
れていた。
しかし 2000 年前後から，この考え方に疑問を呈する報告が散見されるようになり，現在は痛み症状そのものに焦点を
合わせ，筋組織だけでなく隣接する結合組織を視野に入れた末梢の組織変化と各種受容器の感作によって生じる中枢神
経系の可塑性が運動器の 痛を惹起しているという考え方で説明されるようになった。治療法に関してもかつては，筋
の損傷と疲労を癒すための安静が基本であったが，現在，多くの臨床研究者から支持されている治療法は，安静の対極
にある運動が第一選択となっている。
国際的な顎関節症の診断基準として 2014 年に公表されたDC/TMD（Diagnostic Criteria for Temporomandibular Dis-
orders）では，顎関節症において遭遇する可能性が高い筋痛として筋筋膜性 痛症候群を挙げているが，この疾患の病
態生理に関しては不明な点が多く，治療法に関しても確立された状態とはいいがたい現状がある。
本シンポジウムでは，咀嚼筋痛に焦点を合わせて，組織変化，末梢受容器の感作と圧痛，筋筋膜性 痛の病態生理，
咀嚼筋特有の解剖生理学的特徴，そこから導き出される治療戦略を供覧する。

●略歴●

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

日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学教室第 2講
座助手

2001 年 日本歯科大学附属病院講師総合診療科医長
2002 年 デンマークオースフ大学歯学部臨床口腔生理学

教室客員講師

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

2016 年 口腔顔面痛センター併任

日本口腔顔面痛学会：評議員・指導医
日本口腔リハビリテーション学会：代議員・指導医
日本補綴歯科学会：指導医
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シンポジウム 4
咀嚼筋痛障害―わかっていること，わかっていないこと，それからの治療戦略―

2．咀嚼筋痛障害への多面的多角的アプローチ

島 田 明 子
大阪歯科大学 高齢者歯科学講座

顎関節症の診断には 2014 年に発表されたThe Diagnostic Criteria for Temporomandubular disorders（DC/TMD）が
国際的に標準化された診断基準が広く用いられているが，日本の医療システムに即した診断基準として，2020 年 2 月に
顎関節症の診断基準（2019）と診断決定樹が日本顎関節学会より発表された。このことにより，咀嚼筋痛障害の診断は
より明確になったが，その治療については統一の見解がなく，臨床においてシステマティックに治療オプションを決定
するのは難しい。
本シンポジウムでは，まず，咀嚼筋痛に対する治療としてどのようなアプローチがあるかについて紹介する。そして，
咀嚼筋痛障害患者において，生活習慣に関するリスクファクターとして食生活が咀嚼筋痛に与える影響について検証し
たRCTの結果を供覧する。また，近年注目されている筋痛に対する運動療法の咀嚼筋痛障害への効果について，日本口
腔顔面痛学会のメンバーで執筆し，Journal of Oral Rehabilitation に掲載された総説の解説を行い，考察する。
咀嚼筋痛についての研究はこれまでコンスタントに行われており，エビデンスが集積され，新しい治療アプローチが
提唱されている。本シンポジウムを通して，日々の臨床の場において咀嚼筋痛障害の治療オプションの幅が広がること
を願う。

●略歴●

2003 年 3 月 長崎大学歯学部歯学科卒業
2007 年 3 月 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科修了
2007 年 4 月～2010 年 6 月

長崎大学歯学部附属病院補綴治療室
2010 年 7 月～2011 年 6 月

Visiting researcher, Section of Orofacial
Pain and Jaw Function, Department of
Dentistry, Faculty of Health, Aarhus Uni-
versity

2011 年 9 月～2017 年 3 月
Clinical instructor, Section of Orofacial
Pain and Jaw Function, Department of
Dentistry, Faculty of Health, Aarhus Uni-
versity

2015 年 6 月 Doctor of Philosophy（PhD）, Section of Oro-
facial Pain and Jaw Function, Department
of Dentistry, Faculty of Health, Aarhus
University

2015 年 7 月～2016 年 4 月
Post. doc, Department of Dental Medicine,
Karolinska Institutet, Sweden

2015 年 9 月～2017 年 3 月
Post. doc, Section of Orofacial Pain and Jaw
Function, Department of Dentistry, Fac-
ulty of Health, Aarhus University

2017 年 4 月～2019 年 3 月
大阪歯科大学病院口腔リハビリテーション
科

2019 年 4 月～
大阪歯科大学高齢者歯科学講座

受賞歴：The 1st prize in Wiley Blackwell Young Investi-
gator Award for Neuroscience, the 92nd General Session
＆ Exhibition of the International Association for Dental
Research（IADR）（2014）
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シンポジウム 4
咀嚼筋痛障害―わかっていること，わかっていないこと，それからの治療戦略―

3．慢性筋痛の病態メカニズムとリハ治療戦略―運動療法等 first-line
治療のポテンシャル―

松 原 貴 子
神戸学院大学大学院 総合リハビリテーション学研究科

咀嚼筋痛は口腔顔面領域の慢性筋痛のひとつであり，末梢咀嚼筋の構造・機能的変容を呈する筋筋膜性 痛症候群や
末梢・中枢性感作（神経系の過敏化）のような神経学的変調など複合的な病態メカニズムにより形成・修飾される。特
に神経感作に起因する慢性 痛は，治療抵抗性を示すことが多く，治療戦略の構築は喫緊の課題である。そのような経
緯から，口腔顔面痛を含む慢性 痛は国際疾病分類改訂 11 版 ICD-11（WHO）に収載され，そのような痛みはなんらか
の原因の結果として生じるわけではなく，むしろ一次性に生じた「疾病」としての新たな認識が反映されている。
近年，運動は 痛以外にも多様な疾患・障害に対し有効性が示されることから“Exercise is（the best）Medicine（EIM）”

と称されるようになった。慢性 痛に目を転じれば，運動療法は患者教育，認知行動療法とともに治療アルゴリズムの
first-line に位置付けられるようになった。この運動誘発性鎮痛Exercise-induced hypoalgesia（EIH）は，種々の中枢作
動性鎮痛薬効果に類似する内因性ニューロトランスミッターが運動により分泌され脳報酬系や下行性 痛抑制系などの
中枢性 痛調節系の機能回復を促すことで生じる。つまり，運動療法は，薬剤処方することなく，内因性の鎮痛機構の
スイッチを入れるポテンシャルを有することから，歯科領域においても活用できる治療デバイスのひとつである。
本シンポジウムでは，咀嚼筋痛障害の病態メカニズムを整理し，その治療・管理法についてオーバービューするとと

もに，歯科領域におけるリハ治療戦略を探索，検討したいと考える。

●略歴●

1991 年 3 月 神戸大学医療技術短期大学部理学療法学科
卒業

1991 年 4 月 医療法人愛仁会千船病院理学療法士
1997 年 4 月 神戸大学医学部保健学科助手
2005 年 3 月 University of Sydney Pain Management

and Research Centre 研修
2006 年 3 月 神戸大学大学院医学系研究科博士後期課程

修了，博士（保健学）
2006 年 4 月 名古屋学院大学人間健康学部リハビリテー

ション学科講師

2007 年 4 月 日本福祉大学健康科学部開設準備委員，
2008～准教授，2011～教授

2007 年 7 月 愛知医科大学学際的痛みセンター非常勤理
学療法士，2017～客員教授

2018 年 4 月 神戸学院大学総合リハビリテーション学部
理学療法学科/神戸学院大学大学院総合リ
ハビリテーション学研究科教授，2019～研
究科長
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シンポジウム 5
顎関節強直症に対する治療の現状と展望

シンポジウム 5のねらい

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

顎関節強直症は顎関節の持続的な可動性の減少，持続的な不動化と定義され，顎関節周囲が線維で癒着している「線
維性強直症」と，関節構造が骨性癒着により完全に骨組織に置換した「骨性強直症」に大別される。その原因は外傷が
大半であるが，非感染性関節炎や変形性顎関節炎から移行する症例もある。骨性癒着の場合，顎関節間 形成（gap arthro-
plasty）により，癒着部の骨を除去し，偽関節により関節の可動性を回復させることが第一選択となる。さらに形成され
た間 の再癒着防止として，側頭筋筋膜弁などの中間挿入物が使用されることが多い。再癒着防止のためには術後の機
能回復リハビリテーションが必須となる。しかしながら問題点としては，たとえ十分な関節の可動性と最大開口域が得
られたとしても術後に開 や 合不全が生じ，十分な咀嚼・ 合が得られないことが挙げられる。
昨年，本邦においてもストック型人工顎関節の認可が下り，本年 4月からの保険収載が決まった。人工関節を用いた
顎関節全置換術は，顎関節強直症にも適応が可能で，すでに欧米では長期成績も散見される。しかしこの術式を施行す
るには適応症と禁忌を熟知し，慎重な患者選択と，精緻な手術手技が求められる。本シンポジウムの目的は，現在の顎
関節強直症に対する外科的治療の問題点を抽出し，Gap arthroplasty の正しい術式を知るとともに，顎関節強直症の今
後の治療法を探ることである。そのうえで顎関節強直症を多く手がけている 3施設の小木信美先生，野上晋之介先生，
濱田良樹先生から，顎関節強直症の術式，治療成績，問題点を供覧いただく。このシンポジウムを通して，今一度顎関
節強直症を知り，安心・安全な治療法についてのコンセンサスが得られることを期待する。

●略歴●

1983 年 3 月 東北大学歯学部卒業
1987 年 3 月 東北大学大学院歯学研究科修了（口腔外科

学専攻）歯学博士
1987 年 9 月 米国南カリフォルニア大学医学部客員研究員
1990 年 8 月 東北大学歯学部口腔外科学第二講座助手
1994 年 4 月 秋田大学医学部歯科口腔外科助手，翌年講

師昇任
2000 年 7 月 九州歯科大学外科学第二講座教授（改組後

形態機能再建学分野）

2012 年 4 月 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外
科学分野教授

アジア口腔顎顔面外科学会（Asian Association of Oral
and Maxillofacial Surgeons）：エグゼクティブディレク
ター
国際口腔顎顔面外科学会（IAOMS）：アジア代表理事
（公社）日本口腔外科学会：総務理事・指導医・専門医
日本顎関節学会：理事・指導医・専門医
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シンポジウム 5
顎関節強直症に対する治療の現状と展望

1．顎関節強直症に対する間 形成と脂肪移植

小 木 信 美
愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座

顎関節強直症は，顎関節内の癒着によって顎運動機能を大きく障害する疾患で，骨性癒着部の間 形成による顎関節
授動術で機能の改善をえている。手術の目標は顎関節の可動性の確保と再癒着の防止にある。間 の幅は 1～1.5cm程度
が必要で，術中に下顎運動で骨断端同士が干渉しないようにするが，間 形成の際に顎関節周囲に存在する動静脈・神
経に対する注意が必要である。
間 形成で顎関節の可動性が改善されても術後に間 形成部に再び骨が形成され骨性に再癒着する可能性がある。再

癒着は間 形成部の死腔に生じた血腫に侵入した骨芽細胞系の細胞による異所性骨化から次第に骨が形成されて起こ
る。間 形成の骨性再癒着を防止するため，脂肪組織を中間挿入物として移植することは血腫をもたらす死腔をなくす
とともに脂肪細胞が骨芽細胞に対して有する脂肪毒性によって骨芽細胞の増殖や機能を抑制しうることから，脂肪組織
は骨性の再癒着を防止する点で中間挿入物として優れていることが示唆されている。
脂肪組織は，術野に近接している頰脂肪体もしくは腹部から真皮脂肪組織を採取している。真皮を付けた脂肪組織は
一体化して脂肪組織の操作性がよいことが利点である。
今回，われわれが行っている顎関節強直症に対する顎関節授動術と脂肪組織移植について概説するとともに症例を供
覧する。

●略歴●

1980 年 愛知学院大学歯学部卒業
1980 年 愛知学院大学歯学部口腔外科学第二講

座入局
1990 年 歯学博士（愛知学院大学）
1990～1991 年 オーストラリアアデレード大学口腔顎

顔面外科留学
2007 年 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

准教授

2009 年 半田市立半田病院歯科口腔外科統括部長
2013 年～現在 愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座

准教授

日本口腔外科学会：専門医・指導医
日本顎関節学会：専門医・指導医
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シンポジウム 5
顎関節強直症に対する治療の現状と展望

2．顎関節強直症に対する外科的治療法の問題点とその解決策を考え
る

野上晋之介
東北大学歯科顎口腔外科

顎関節強直症では下顎頭の可動性が著しく障害されることから，重度な開口障害のため摂食や咀嚼，会話，口腔衛生
に障害をきたし生活の質が低下する。したがって顎関節強直症の治療の目的は開口量の増大を図ることは当然であり，
術後の顎運動機能をいかに回復させるかということを念頭におかなければならない。骨性癒着の場合，癒着部位・進展
範囲・顎動脈の走行など手術を行うにあたり重要な解剖構造の確認が必要で血管造影を行い顎動脈などの重要な血管の
走行を確かめている。われわれは骨性強直症に対して関節間 形成術を第一選択として，癒着部位の骨を 10～15mmの
幅で切除している。また再癒着を防ぐ目的として，骨除去部に側頭筋筋膜弁などの中間挿入物を用いている。しかしな
がら間 をどの程度設定するのか，中間挿入物は必要なのかという点についてはいまなお議論されるところである。さ
らには関節間 形成術後に開 や 合不全をきたし必ずしも満足のいく結果を得ることができないこともある。本講演
ではわれわれが経験した症例を供覧するとともに，文献的考察も含めて顎関節強直症の外科的治療法とその課題につい
て述べさせていただく。

●略歴●

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

医
2007 年 4 月 奈良県立医科大学医学部口腔外科学講座後

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

科学分野助教

2017 年 4 月 オーストリア共和国ザルツブルクパラケル
スス医科大学頭蓋顎顔面口腔外科学講座留
学（2018 年 3 月まで）

2020 年 4 月 東北大学歯科顎口腔外科講師

歯学博士
歯科臨床研修指導歯科医
日本口腔外科学会：認定医・専門医・指導医
日本顎関節学会：専門医
日本がん治療認定医機構：がん治療認定医（歯科口腔外
科）
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シンポジウム 5
顎関節強直症に対する治療の現状と展望

3．顎関節強直症に対する治療戦略

濱 田 良 樹
鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

顎関節強直症は，一般的に外傷や炎症による顎関節の組織損傷に継発する病態で，重度の開口障害を伴うため患者の
QOLは著しく損なわれる。
この病態に対する治療手段としては，手術以外の選択肢はなく，線維性強直症の場合には，耳前あるいは耳内切開に
て顎関節部にいたり癒着組織を除去することで可動性を確保するとされているが，実際には骨性癒着が混在することが
多く，その際には適宜下顎頭切除を併用する。一方，骨性強直症では，耳前あるいは耳内・側頭切開によるアプローチ
（Al-Kayat 法）にて骨性癒着部にいたり，10mm程度の骨間 を形成することで可動性を確保することが基本となる。
この段階で十分な開口量が得られない場合には，筋突起切除術を追加することもある。なお，形成した骨間 の再癒着
防止を目的としてさまざまな中間挿入物が適用されているが，当科では，側頭筋の停止部を付着させたまま茎状に剥離
挙上した側頭筋・筋膜弁をローテーションさせ，関節隆起の前方から骨間 に引っ張り込んで骨の外縁に逢着している。
術後は，早期から開口練習を行うとともに，開 が生じた場合には，顎間ゴムによる牽引にて 合の維持・回復を図る。
しかしながら十分な 合回復が得られず，二次的に顎矯正手術を適用することもある。
本講演では，当科で経験した症例を提示しながら，顎関節強直症に対する治療戦略について，会場の皆様とディスカッ
ションできることを願っている。

●略歴●

1989 年 3 月 東北大学歯学部卒業
1989 年 6 月～ 友紘会病院歯科口腔外科勤務
1990 年 4 月～ 鶴見大学歯学部附属病院診療科助手

（口腔外科）
1991 年 4 月～ 博慈会記念総合病院歯科口腔外科勤務

（出向）
1992 年 4 月～ 鶴見大学歯学部助手（口腔外科学第一

講座）
2003 年 4 月～ 鶴見大学歯学部講師（口腔外科学第一

講座）

2008 年 11 月～ 鶴見大学歯学部教授（口腔外科学第一
講座）

2011 年 4 月～現在
鶴見大学歯学部教授（※口腔顎顔面外
科学講座）※講座名変更

2017 年 1 月～現在
Editor-in-Chief of J Oral Maxillofac
Surg Med Pathol
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教育講演 1

教育講演 1のねらい

座長：馬 場 一 美
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

睡眠時ブラキシズム（sleep bruxism：SB）は，顎関節症をはじめとした多くの歯科的疾患のリスク因子として捉えら
れ，歯科領域の研究者，臨床家の多くの注目を集めてきた。また，わが国における保険医療制度のなかでも歯ぎしり用
スプリントが治療法として保険収載されており，近年，携帯型の筋電計も診断機器として保険収載されることが決まっ
た。一方で，睡眠医学の領域では，SBは睡眠関連運動異常症（Sleep related movement disorder）として分類されてお
り，睡眠生理学的病因やそれに基づく病態の多様性を考慮せず，SBに起因する過剰な力の結果として生じている歯科的
な徴候への対応のみを行うことでは，本質的な問題解決にならない場合も少なくない。以上の背景から，本セッション
では，SB関連の睡眠生理学的研究の世界的権威である加藤隆史教授に SB管理のための病態生理や睡眠関連疾患との併
存について解説をしていただく。

●略歴●

1986 年 3 月 東京医科歯科大学歯学部卒業
1991 年 3 月 東京医科歯科大学大学院修了（歯学博士）
1993 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部助手（歯科補綴

学第一講座）
1996 年 4 月 文部省在外研究員米国UCLA
2002 年 7 月 東京医科歯科大学講師

2007 年 10 月 現職
2013 年 4 月 昭和大学歯科病院副院長
2019 年 4 月 同 病院長・昭和大学執行役員

日本補綴歯科学会，日本デジタル歯科学会，日本顎口腔
機能学会，日本顎関節学会，国際補綴学会（ICP）：理事
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教育講演 1

睡眠時ブラキシズムの診断と管理における歯科医師の役割

加 藤 隆 史
大阪大学大学院歯学研究科 口腔生理学教室

睡眠時ブラキシズム（sleep bruxism：SB）は，睡眠関連運動異常症（Sleep related movement disorder）に分類され
ている。発生率は 5～10％と比較的高い。SBの研究の歴史は長く，SBを臨床的にコントロールする方法として，歯科
的療法，薬物療法，行動学的療法などが提唱されてきた。しかし，いずれの療法においても，質・量の面で十分な臨床
研究はないのが現状である。臨床研究の多くで，病因や病態が考慮されていないことが一因と考えられる。また，これ
までの研究データを検証すると，各療法に対する反応性に個人差を認めることが多い。つまり，歯科医師が通常おこな
う診断では，臨床的・病態生理学的なサブグループを見分けられていない可能性がある。本講演では，SBの管理に関す
る過去の研究を総括し，SBの診断時に考慮すべき病態生理や睡眠関連疾患との併存について解説する。

●略歴●

1994 年 大阪大学歯学部卒業
1998 年 同大学大学院歯学研究科修了（口腔生理学）
1998 年～2003 年

モントリオールサクリカ病院睡眠生体リズム研
究所，モントリオール大学歯学部・神経科学研
究所博士研究員・研究助手

2003 年～2008 年
松本歯科大学講師・准教授，同大学病院歯ぎし
り睡眠時無呼吸症外来主任

2008 年～2016 年
大阪大学大学院歯学研究科口腔解剖学第二教室
講師

2016 年より
大阪大学大学院歯学研究科口腔生理学教室教授
兼任：同大学医学部付属病院睡眠医療セン
ター，同大学連合小児発達学研究科
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教育講演 2

教育講演 2のねらい

座長：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

今回の教育講演は多変量解析に関するものです。多変量とは複数の変数（変量）を有するデータを用い，これらの変
数間の相互関係を分析する統計手法です。その内容にはクラスター分析，ロジステイック回帰分析や共分散構造分析な
どがあります。今回の講演ではクラスタリング・非線形解析といった臨床統計上で大切な内容がご説明されるとのこと
です。クラスタリングとは外的基準なしに部分集合に分類する方法で，因子分析などで用いられます。非線形解析は荷
重の大きさが倍になると，その応答値も倍になるような「線形」ではなく，構造物の挙動に対応して応答値が変化する
ため，荷重・変位関係は「線形」ではなく「非線形」になります。例えば血中薬物濃度の経時的な変動に対して，複数
の薬物動態学的パラメータ（変数）によって規定される非線形な薬物動態学的モデルが仮定されます。これらの解析法
は会員諸氏もお使いになっていると考えますが，まだお使いになられていない会員は，ぜひこの機会に多変量解析を身
近にしていただきたいと思います。

●略歴●

1973 年 東京歯科大学卒業
1973 年 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
2002 年 東京慈恵会医科大学歯科学教室教授 2013 年退職

2013 年 鶴見大学客員教授 2015 年まで
2013 年 東京慈恵会医科大学客員教授
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 2017 年まで
2017 年 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学

講座非常勤講師
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教育講演 2

臨床データの統計解析―多変量・クラスタリング・非線形解析の実
践―

新 谷 歩
大阪市立大学大学院医学研究科 医療統計学講座

無作為割り付けの行われていないリアルワールドデータでは，さまざまな患者の背景によって治療法が選択されるた
め，治療群とコントロール群で患者の特性が異なり，アウトカムの直接比較が困難となる。解析でこの違いを無視して
しまうと，投薬群はコントロール群に比べ病状が悪化していることが多いので，薬剤の効果なし，またはあたかも害で
あるかのような思いもかけない結果に結びつくことがしばしば起こる。このように比較群間で患者背景の異なりから治
療の効果を間違って解析してしまうことを交絡と呼び，多くのリアルワールドデータの解析で問題とされている。また，
歯折れなどのように一人の被験者から複数起こるクラスターデータは，複数人の被験者に 1イベントずつ起こる独立デー
タと解析方法が根本的に異なる。多数の変数が絡みあうリアルワールドデータでは，関連の非線形性や，媒介因子，イ
ンターアクション因子といったより複雑な解析を使いこなすことが，臨床研究の成功を左右する。本講演ではよりアド
バンストな多変量解析について解説する。

●略歴●

1991 年 奈良女子大学理学部数学科学部課程
修了

1996 年 米国Yale 大学修士課程修了
2000 年 米国Yale 大学博士課程修了
2001 年～2007 年 Vanderbilt 大学医療統計学部講師

2007 年～2013 年 Vanderbilt 大学医療統計学部准教授
2013～2016 年 大阪大学大学院医学系研究科臨床統

計疫学寄附講座教授
2016～現在 大阪市立大学大学院医学研究科医療

統計学講座教授
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イブニングセミナー
若手臨床医に向けて～顎関節疾患に対する治療戦略と臨床・基礎研究の最前線～

イブニングセミナーのねらい

座長：五十嵐千浪
鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座

顎関節研究会から顎関節学会へと発展した本学会ですが，かつて若手といわれた先生方も年齢を重ね，重鎮となられ
ました。諸先輩方の豊富な知識と経験値は代え難く，私達後輩には大変魅力的です。しかし，本学会のさらなる発展，
進歩のためには，次世代の若き情熱のある先生方のご活躍が必要不可欠であるのも事実です。
そこで，これから顎関節の診療や研究を始める，あるいはすでに始めている若き先生方へのメッセージを込めて，本
学会で業績をあげられている若手の先生方に，それぞれの分野における最新の研究や治療法，最先端の技術などについ
てご講演していただきます。
講演内容から，あるいはシンポジウムですので熱いディスカッションのなかから，明日の臨床，研究への糧をみいだ
していただけることを期待しております。
新人，中堅，ベテラン，重鎮を問わず，多くの先生方のご参加をお待ちしております。

●略歴●

1993 年 鶴見大学歯学部歯学科卒業
1993 年 鶴見大学歯学部附属病院診療科助手（歯科放射線）
1996 年 鶴見大学歯学部助手（歯科放射線学）
2008 年 博士（歯学）鶴見大学大学院歯学研究科
2008 年 鶴見大学歯学部助教（歯科放射線学）
2008 年 鶴見大学歯学部講師（歯科放射線学）
2010 年 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学

講座講師

2018 年 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学
講座准教授 現在に至る

一般社団法人日本顎関節学会：専門医・指導医・代議員
NPO法人日本歯科放射線学会：認定医・専門医・指導
医・代議員
東海大学医学部付属八王子病院：歯科口腔外科顎関節外
来非常勤歯科医師
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イブニングセミナー
若手臨床医に向けて～顎関節疾患に対する治療戦略と臨床・基礎研究の最前線～

1．リウマチ性顎関節炎による二次性開 へのアプローチ

熊 谷 賢 一
鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座

［緒言］リウマチ性顎関節炎では，下顎頭が破壊吸収されることで下顎が後下方へと回転移動し，初期には前歯部の
開 ，晩期には咽頭空 の狭窄による呼吸困難を継発するとされている。しかしながら，リウマチ性顎関節炎による
合不全に対する診断や治療法に関して，一定の見解が確立されているとはいいがたい。
今回われわれは，リウマチ内科医および矯正歯科医との緊密な連携による外科的矯正治療を施行し，長期的な予後観
察を行ったリウマチ性顎関節炎の 1例を経験したので，その概要報告と本症例を通じて得た現時点で治療法が確立され
ていない顎関節疾患への治療戦略の立案方法について概説する。
［症例概要］初診時 45 歳の男性。39 歳で股関節リウマチを発症。その後， 合不全および夜間の呼吸苦を自覚。精査

加療目的に当科紹介受診。
［臨床診断］リウマチ性顎関節炎による左右下顎頭吸収を伴う骨格性開
［治療計画］1．リウマチ内科医への病状照会，薬物療法による周術期の関節リウマチの病勢コントロール，2．矯正

歯科医との連携による顎関節への圧縮負荷を増大させない外科的矯正治療
［臨床経過］上下顎同時移動術を併用した矯正治療を施行し，適正な前歯部被蓋と 合関係を得ることができた。術

後 7年経過した現在においても，顎関節部の異常な骨性変化は認められず，顎機能ならびに 合関係は安定しており経
過良好である。

●略歴●

2005 年 3 月 東北大学歯学部卒業
2005 年 4 月 横浜労災病院歯科口腔外科研修医
2006 年 4 月 鶴見大学大学院歯学研究科入学
2010 年 3 月 鶴見大学大学院歯学研究科卒業
2010 年 4 月～現在

鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座助教
2016 年 1 月 ドイツフライブルク大学口腔顎顔面外科

AO clinical fellow

公益社団法人日本口腔外科学会：口腔外科専門医
NPO法人日本口腔科学会：口腔科学会認定医
歯科医師免許
歯科医師臨床研修指導医
インフェクションコントロールドクター
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イブニングセミナー
若手臨床医に向けて～顎関節疾患に対する治療戦略と臨床・基礎研究の最前線～

2．顎関節症のテーラーメイド医療に向けたMRI の応用―変形性顎関
節症の遺伝的リスク因子の探索―

高 岡 亮 太
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

現在の医療は，疾患の予防，診断，治療に，個人の体質や環境，遺伝子マーカーなどを活用するテーラーメイド医療
へと向かおうとしている。顎関節症についても大規模研究により顎関節部の慢性 痛に対するリスク遺伝子の探索が試
みられるなど，個人の生物社会学的・遺伝学的特性を加味した治療が求められるようになってきた。種々の顎関節症患
者個人の特性のなかでも，顎関節円板転位の状態や joint effusion の存在などにより説明される顎関節内障の状態は個体
差のある重要な表現型の一つである。顎関節内障診断のゴールデンスタンダードとされるMRI によって正確に識別され
る顎関節内障の種々の表現型が，予後や患者のQOLに大きく影響を与えることが明らかになってきている。国外におい
て顎関節症患者に対しMRI を撮影することはまれであるという一方で，わが国においてMRI 検査は一部負担金で受け
られることが国民健康保険制度において定められている。以上の背景から，多施設での共同研究の体制を確立し，顎関
節部のMRI データを活用した大規模な臨床研究を展開させることはわれわれの責務であると考える。
本講演では，最新の文献とわれわれの研究室で実施してきた遺伝学的アプローチを含むMRI を応用した臨床研究を紹

介し，顎関節症のテーラーメイド治療の確立に向けた臨床研究の方向性ならびに共同研究の必要性についてディスカッ
ションしたい。

●略歴●

2009 年 大阪大学歯学部卒業
2014 年 大阪大学大学院歯学研究科卒業
2014 年～現在 大阪大学歯学部附属病院医員

日本顎関節学会：本部会会員
日本口腔顔面痛学会：広報委員会委員
日本補綴歯科学会専門医



― 59 ―

イブニングセミナー
若手臨床医に向けて～顎関節疾患に対する治療戦略と臨床・基礎研究の最前線～

3．顎関節症に対する矯正歯科の役割～臨床・研究の両面から～

廣 瀬 尚 人
広島大学大学院医系科学研究科 歯科矯正学

顎関節症は現在国民の約 2割が罹患するともいわれ，国民病といっても過言ではない。矯正歯科外来にも多くの顎関
節症患者が来院する。顎関節症は矯正歯科治療の難易度を著しく上昇させる要因の一つであるが，正しく分類診断でき
る矯正歯科医は少ないのが現状である。矯正歯科治療では 合を大きく再構築するため，治療中の顎関節症のコントロー
ルは不可欠であり，同時に非常に難しい。しかしそれを乗り越えて得られた安定した「 合」は，顎関節症治療の助け
になると信じて疑わない。
本講演では 3つのTopics についてお話したいと思う。まず初めに当科における顎関節症患者のスクリーニング方法，
顎関節症を有する患者に対する矯正歯科治療のフローチャートを紹介する。次に，顎関節症はいつどのように発症する
のか？について考えてみたい。矯正歯科治療は幼少期から成人まで長期にわたるため，どの歯科分野よりも顎関節症の
変遷を追跡でき，また矯正歯科医師こそそれをコントロールできるチャンスを得ているのではないだろうか。最後に，
当科での基礎研究を紹介する。すべての疾患は基礎研究のうえに臨床的経験が積み重なって治療体系が整備されていく
ものである。顎関節症についても，生化学的（biochemistry）に細胞生物学的（cell biology）に探究する必要があると
考える。われわれの研究チームでは，特に機械的負荷が顎関節症に及ぼす影響について，その抑制メカニクスと治療薬
候補因子の探索を行っており，そのいくつかを紹介したい。
本講演におきまして，皆様と活発な意見交換を行い，明日からの顎関節症治療に対して少しでもお役に立てれば幸い
です。

●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・若手部会会員
日本矯正歯科学会：会員認定医
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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イブニングセミナー
若手臨床医に向けて～顎関節疾患に対する治療戦略と臨床・基礎研究の最前線～

4．顎関節イメージング update 対応

松 本 邦 史
日本大学歯学部歯科放射線学講座

顎関節イメージングには，エックス線検査から始まり，現在では，医学で用いられる画像検査のほとんどが顎関節領
域に応用されている。今後，ただちに新しいモダリティの出現は期待できないが，既存の検査画像に対しさまざまな解
析方法が開発されてきている。今回，臨床，研究のそれぞれの分野で包括的な顎関節の画像技術の概要（いまできるこ
と），新たな解析手法および今後期待される解析技術（これからできそうなこと）を紹介したい。

●略歴●

2002 年 日本大学歯学部卒業
2006 年 日本大学大学院歯学研究科修了（歯科放射線学

専攻）
2008 年 日本大学歯学部歯科放射線学講座助教
2011 年 日本大学歯学部付属歯科病院顎関節症科医局長

（2016 年まで）

2016 年 鹿児島大学病院放射線診療センター顎顔面放射
線科講師

2019 年 日本大学歯学部歯科放射線学講座助教
2020 年 日本大学歯学部歯科放射線学講座准教授

歯科放射線学会：専門医・認定医・指導医
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イブニングセミナー
若手臨床医に向けて～顎関節疾患に対する治療戦略と臨床・基礎研究の最前線～

5．顎関節疾患に対する顎関節開放手術の検討

池 田 順 行
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

顎関節開放手術は，顎関節に生じる腫瘍や腫瘍類似疾患，陳旧性や習慣性の顎関節脱臼，保存療法で改善が得られな
い顎関節症などで施行されるが，その術後経過や管理に関するまとまった報告は少ない。そこで今回，1998 年から 2018
年までの間に当科において顎関節開放手術を行い，術後 1年以上の経過観察が可能であった 41 関節において調査を行っ
た。疾患の内訳は，腫瘍および腫瘍類似病変が 10 関節，炎症が 1関節，陳旧性および習慣性脱臼が 7関節，強直症が 2
関節，顎関節症が 21 関節であった。本セミナーでは，これらの症例に関して疾患や術式を基に，術前後での 痛や開口
量の推移， 合変化などに関して調査を行ったのでその概要を報告し，顎関節開放手術を行う際の留意点に関して考察
させていただく。また顎関節症に対する開放手術に関しては，手術に至るまでの経過や選択してきた術式を報告し，顎
関節開放手術の適応判断に関しても考察させていただく。本セミナーが，皆様方が顎関節開放手術を行う際の何らかの
参考になれば幸甚である。

●略歴●

2000 年 3 月 新潟大学歯学部卒業
2004 年 3 月 新潟大学大学院歯学研究科修了
2004 年 4 月 新潟大学歯学部付属病院顎顔面口腔外科医員
2006 年 8 月 新潟大学医歯学総合病院顎顔面口腔外科助手
2009 年 4 月 新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口

腔外科助手
2015 年 6 月 新潟大学医歯学総合病院顎顔面口腔外科病

院講師

日本口腔外科学会：専門医・指導医
日本顎関節学会：専門医・指導医・専門医等認定委員会
委員
日本口腔科学会：認定医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医（歯科口腔外科）
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令和元年度覚道健治賞（学術奨励賞最優秀賞）受賞講演

若年者における咀嚼筋 ・ 膜過形成症疑い者に関する縦断的疫学調
査

林 直 樹
杏林大学医学部付属病院顎口腔外科

2008 年の本学会学術大会で疾患名が提示された咀嚼筋 ・ 膜過形成症は，咀嚼筋（ 筋，側頭筋）の および 膜
が過形成することにより筋の伸展が妨げられて開口制限を呈する疾患である。診断基準は，緩徐に進行した硬性開口制
限と最大開口時に 筋前縁に硬い張り出しの触知の 2点が基本であり，ゴニアルアングルが有意に鋭角な square mandi-
ble も診断の補助となる。発症には先天的要因が関与し，若年時より徐々に進行すると考えられている。
今回，334 名に対して小学 5年生から中学 3年生までの縦断的疫学調査を行った。毎年 2009 年から 2016 年に小・中学
校に訪問して，最大開口時の上下切歯間距離，オーバーバイト，顎関節・咀嚼筋症状，開口時の 筋の前方への張り出
し，square mandible の有無について調査した。口腔内から下顎枝前縁を触診し頰側に移動させた際に 筋が触れる場合
を 筋張り出しありとし，耳朶の後ろに指を添えて下方に移動させた際に下顎角後縁の外側面を触れる場合を square
mandible と判定し，両所見ありの生徒を咀嚼筋 ・ 膜過形成症の疑いとした。結果として，本疾患疑いは 6名（男 3，
女 3）で，全体の 1.8％であり，3名は，5年間で 3～5 mmの増加，1名は変化がなく，2名は減少が認められた。それ
らの中学 3年生時の最大開口距離は男子で 45 mm以下，女子で 43 mm以下であり，全体よりも 2 SD近く開口が制限さ
れていた。この結果により，受診患者だけではなく多数の潜在患者の存在の可能性が示された。

●略歴●

2012 年 九州歯科大学卒業
2015 年 埼玉医科大学医学部口腔外科教室助教
2017 年 埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科助教
2019 年 埼玉医科大学大学院修了（医学博士）
2020 年 杏林大学医学部付属病院顎口腔外科助教

日本顎関節学会：認定医
日本有病者歯科医療学会：認定医
日本口腔外科学会：認定医
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新認定医取得のためのセミナー

新認定医取得の道

塚 原 宏 泰
医療法人社団宏礼会塚原デンタルクリニック

歯科顎関節症専門医は，顎関節領域の専門研修を受け「標準的な医療」を提供できる専門家として存在しているが，
全国で約 300 名程度でしかなく，その多くは大学病院に所属している。
現在，顎関節症は適切な初期対応を行うことで，そのほとんどは症状の改善または消失が認められるが，増加してい
る顎関節症の初期対応を行う歯科医師が足りないのが現状である。
このため，日本顎関節学会では，顎関節症の診断，治療にあたる歯科医師に必要な基本的知識，態度および技能を涵
養することを目的とした新認定医制度を平成 25 年 7 月 20 日より施行した。新認定医は，歯科医師臨床研修修了登録証
取得後，本学会入会後 2年間在籍し，本学会学術講演会などで，顎関節症の診断，治療に必要な基本的知識，態度およ
び技能を研修した後，申請書類審査，認定医講習会を受講し筆記試験さらにはポスタープレゼンテーションに合格する
ことで取得することができる。つまり新認定医を取得することで，顎関節症の標準的な治療をマスターすることができ，
現在増え続けている顎関節症患者や国民に寄与することができる。
これまでの新認定医取得において，申請時の症例の選び方やポスタープレゼンテーションの仕方などがわからないた
めに，申請をためらっている歯科医師が多いと聞き，今回のセミナーを企画した。当日は，新認定医を取得するための
メリットや取得の手順を解説するとともに，質疑も行う予定なので，日常臨床において顎関節症にかかわる先生には，
新認定医を取得するために是非ご参加いただきたい。

●略歴●

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

ニック開院
2002 年 東京医科歯科大学歯学部歯学博士

日本顎関節学会専門医・指導医
口腔外科学会指導医

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

神奈川歯科大学非常勤講師
2018 年～ 日本顎関節学会理事
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O-1

企業就労者における睡眠時ブラキシズムおよび覚醒
時歯牙接触の頻度と関連要因の検討

Investigation of frequency and related factors of sleep
bruxism and awake tooth contact in working population

宮園敬資1，石山裕之2，西山 暁1

1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科麻酔・口
腔顔面痛制御学分野，2東京医科歯科大学歯学部附属病院
顎関節治療部

【目的】本研究は企業就労者を対象として，睡眠時ブラ
キシズム（SB）および覚醒時の歯牙接触（ATC）の頻
度と，それらに関連する要因を探索することを目的とし
ている。
【方法】3企業の就労者 5623 名に対し，SBおよびATC
の頻度と関連要因（心理社会的要因，PC使用時間）を
調査するための質問票を社内の健康診断実施に合わせて
配布し，記入後に回収した。欠損データを除いた 5053
名分（平均年齢 38.8±9.5 歳，男性：3567 名，女性：1486
名）について，SBおよびATCをそれぞれ高頻度群，低
頻度群に分け，ロジスティック回帰分析を用いて，関連
する要因の抽出を行った（有意水準 0.05）。
【結果】SB高頻度群は 10.5％，ATC高頻度群は 31.9％
であった。ロジスティック回帰分析の結果，SBの頻度
に影響する有意な要因（オッズ比）として性別（女性
1.37），抑うつ（多 1.56），緊張感（多 1.53），PC使用時
間（1時間増加 1.43，2 時間増加 2.05，3 時間増加 2.95）
が抽出された。ATCの頻度に影響する有意な要因とし
て性別（女性 1.71），不安感（多 1.39），緊張感（多 1.25），
PC使用時間（1時間増加 1.36，2 時間増加 1.89，3 時間
増加 2.53）が抽出された。
【結論】SBおよびATCの頻度に影響する要因として，
性別，心理社会的因子に加えて PC使用時間も影響して
いる可能性が示唆された。

O-2

国保特定健診受診者における顎関節症状の有無と特
定健診結果（質問項目）との関連

Association between temporomandibular joint symp-
toms and specific health examination results（Question
Items）in national health insurance specific health exami-
nation

近藤英司，栗田 浩，吉村伸彦，小田切宏樹，
酒井洋徳，山田慎一
信州大学医学部歯科口腔外科学教室

【目的】我々は長野県塩尻市および安曇野市と地元医師
会，歯科医師会の協力のもと，国保特定健診に併せて歯
科健診・歯科保健指導を行ってきた。2017 年の本学会で
顎関節症状を有する頻度および特定健診検査結果との関
連を報告した。2018 年度からは特定健診質問項目（以下，
特定問診）に，咀嚼に関する質問が追加された。そこで
今回，顎関節症状の有無と特定問診結果との関連を検討
したので，その概要を報告する。
【対象および方法】2018 年度に塩尻市および安曇野市の
国保特定健診および後期高齢者健診対象者のうち歯科健
診に同意が得られ，特定健診および歯科検診を受診した
2,297 名（男性 1,126 名，女性 1,171 名，平均年齢 66.0 歳）
を対象とした。顎関節症状の有無を聞き取りにて調査
し，顎関節症状の有無と特定問診結果との関連性につい
て横断的に検討を行った。
【結果】顎関節症状を有したものは 50 例で，症状保有
率は 2.1％であった。降圧剤を服用していた率は，顎関
節症状を有した者では 18.0％であったのに対し，有しな
い者では 29.3％と差がみられたが，これは年齢分布を反
映していると考えられた。咀嚼に関する質問（問 13：食
事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまります
か。）に関して，顎関節症状を有した者では異常がある
と回答した率（20.0％）は，有しない者（16.2％）より高
い傾向を認めたが，有意な差では無かった。
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O-3

特発性下顎頭吸収を伴う骨格性Ⅱ級患者における術
後の安定性と上下顎同時移動術時の骨片の位置との
関連

Association between stability of treatment results and
placement of proximal and distal segment of the mandi-
ble at double-jaw surgery in the skeletal Class II maloc-
clusion patients with idiopathic condylar resorption

梶井貴史1，泉 喜和子2，平野成美3，藤田隆寛3

1社会医療法人恵佑会札幌病院矯正歯科，2福岡医療短期
大学，3福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野

【目的】骨格性 II 級患者では外科的矯正治療後に後戻り
する症例が比較的多いことが報告されている。特発性下
顎頭吸収（idiopathic condylar resorption；ICR）を伴う
骨格性 II 級患者で外科的矯正治療を受けたものについ
て，顎関節形態の変化および顎矯正手術による骨片の移
動様相を検討した。
【方法】初診のパノラマX線画像で下顎頭の骨変化が明
確であり，上下顎同時移動術を受けて動的治療を終えた
骨格性 II 級患者 8症例を抽出し，保定観察時のWits 値
が 3.0 mm以上増加したものを後戻り群，それ以外を安
定群と定義した。資料として，初診時，手術直後，保定
観察時に採得したパノラマX線写真と側面セファログラ
ムを用いた。
【結果】後戻り群の 4症例全てで保定観察時に下顎頭の
さらなる骨変化が認められた。セファロ分析値より手術
時の近位骨片の反時計回りの回転が両群ともに認められ
た。遠位骨片の反時計回りの回転は安定群で認められた
が後戻り群では認められなかった。結果として，下顎角
は安定群では術前後で変化していなかったが，後戻り群
では術後に開大していた。
【結論】ICRを伴う骨格性 II 級患者の顎矯正手術後に後
戻りを認める症例では下顎頭のさらなる骨変化が原因の
1つであることが示唆された。ICRを伴う骨格性 II 級患
者の治療の後戻りには近位骨片と遠位骨片の位置決めが
関与することが示唆された。

O-4

動画解析による顎関節症判定手法の検討

A study on temporomandibular joint disorders detection
method based on video analysis

土井千章1,２，荒木尊士1，池田大造1，泉田一賢2，
日原大貴2，小川 徹2，佐々木啓一2

1株式会社NTTドコモ先進技術研究所，2東北大学大学院
歯学研究科口腔システム補綴学分野

【目的】本研究では，特別なマーカーを顔面に装着する
ことなく撮影した開閉運動の動画から，顎関節症患者に
みられる特徴的な運動を指標に，顎関節症を検知するた
めの手法の確立を目的とする。
【方法】本研究では，スマートフォンを三脚に固定し，
被検者の正面から撮影した動画を用いた。136 回（顎関
節症あり 51，なし 81）の開閉口運動動画を解析し，開
口量，顎関節部概則を含む下顎の運動等，顎関節症特有
の時系列特徴量を抽出した。次に，抽出した特徴量を用
いて機械学習を行い，開閉口運動ごとに特徴量の発生有
無判定を行うための二値分類モデルを構築した。
【結果】構築した二値分類モデルの性能を明らかにする
ため，別途撮影した 40（顎関節症あり 20，なし 20）の
開閉口運動を用いて，構築したモデルの評価実験を行っ
た。
その結果，二値分類モデルの感度は 0.75，特異度は 0.85
であった。
【結論】評価実験より，スマートフォンで撮影した開閉
運動の動画を解析することで，顎関節症を検知できるこ
とを明らかにした。
本研究成果を応用することで，顎関節症をセルフ

チェックするためのスマートフォン用アプリケーション
の実現が期待できる。



― 68 ―

O-5

顎関節症患者における口腔関連QOLの評価と治療
による影響

Evaluation of oral-related quality of life in patients with
temporomandibular disorders and the effects of treat-
ment

小野田紀生1,２，三上俊彦1，小林正治1

1新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面再建学講座組織
再建口腔外科学分野，2七樹歯科医院

【目的】近年，医療評価研究としてQOLの評価が重要
視されていることから顎関節症患者の治療前後の口腔関
連QOLを調査し検討した。
【対象】2017 年 7 月から 2019 年 8 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 56 名を対象と
し，健常者 30 名を対照群とした。
【方法】口腔関連QOLの評価には，OHIP-J54 を用い各
領域スコアを対照群と比較検討するとともに，臨床的因
子（年齢，性別，開口量，クリック，ロック，クレピタ
ス，ブラキジスム，痛みのNRS）で 2群に分けQOL低
下に影響を与える因子についても解析した。さらに，治
療 4か月後にOHIP-J54 を評価し得た 27 名に対し治療前
後の各スコアの変化を比較検討した。
【結果】対象群はコントロール群と比較して総合スコア
が有意に高く，すべての領域において有意差を認め，治
療前後の比較では「社会的困りごと」以外のすべての領
域で統計学的に有意な改善を認めた。また，臨床的因子
での解析ではQOL低下に有意な影響を及ぼした因子は
痛みのNRSと性別（女性＞男性）であった。
【考察】顎関節症群は対象群と比べて明らかにQOLが
低下しているが，治療によりある程度QOLが改善する
ことがわかった。しかし，痛みが強い症例や心理的な悩
みが強い症例では改善傾向が低く難治性となるため，術
前スクリーニング検査として口腔関連QOLを評価し治
療に活かすことは有用と思われた。

O-6

三 神経中脳路核ニューロンの活動電位を形成する
ナトリウム電流について

Participation of sodium currents in burst generation and
control of membrane excitability in mesencephalic
trigeminal neurons

榎本明史，濱田 傑
近畿大学病院歯科口腔外科

【目的】三 神経中脳路核ニューロンは，閉口筋内に存
在する spindle や歯根膜レセプターからの信号を受け，
閉口筋や三 神経系インターニューロンの脳幹内神経核
に神経シグナルを投射し，顎運動を形成するうえで重要
な働きを担っている。このニューロンは，脱分極するこ
とで，リズミカルな神経活動のバーストを誘発すること
が報告されている。このリズミカルな神経活動形成に
は，ナトリウム電流（Transient，Resurgent，Persistent
sodium current，（それぞれ INaT，INaR，INaP））が主
たる内向き電流として機能している。今回の研究にて，
三 神経中脳路核ニューロンにおけるそれぞれのナトリ
ウム電流がどのようなタイミングにて神経活動時に流れ
ているかを明らかにした。
【方法】実験には，SD系ラット（P10-14）の脳幹スラ
イスを用いた。記録は Patch-clamp 法（電流固定法およ
び電圧固定法）により行った。INaR および INaP を孤立
させ，神経活動のタイミングを検討した。ナトリウム電
流の抽出にはTTX（テトロドトキシン）を使用した。
【結果】Spike 形成には INaTが内向きに流れていた。
INaR は神経活動が最も過分極するタイミングで，内向
き電流となり，INaP はスパイク間にて持続的に内向き
電流として活動していることが認められた。
【結論】三 神経中脳路核ニューロンのバーストの形成
には，常に INaT，INaR および INaP がそれぞれタイミ
ングを異にして神経活動を誘発するように内向き電流と
して流れていることが確認された。
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O-7

水平面における最大開口運動時の頭部運動の比率～
直立位と頭部前方位姿勢での比較～

Ratio of head movement during maximum mouth open-
ing movement in horizontal plane～Comparison between
upright and forward head posture～

古泉貴章1,２，遠藤 優3，大竹祐子4,５，福井 勉5

1加藤大介クリニック，2ヤマグチ医院小児歯科，3西小岩
歯科クリニック，4東都大学，5文教学院大学スポーツマ
ネジメント研究所

【目的】矢状面における開口運動は下顎下制に伴い頭部
が後屈し，その際の頭部運動は全体の約 10％との報告
がある［（Zafar, 2001）（Kohono, 2001）］。また瓜谷（2009）
は頭部の前方偏位は下顎運動に影響すると報告し，頭部
前方位の不良姿勢が下顎運動に影響する可能性を報告し
ている。しかしこれらは矢状面上の報告であり，水平面
上での報告はない。本研究の目的は水平面上における最
大開口時の 1）頭部運動の比率 2）頭部運動と下顎運動
の関係性 3）端座位での直立（UP）と頭部前方位（FHP）
の姿勢の差異を明らかにする事である。
【方法】健常成人 15 名，年齢 28.4±4.92 歳，測定肢位は
UP・FHPの 2条件で最大開口を指示した。計測機器は
三次元動作解析装置（VICONMotion System）を使用し，
頭部セグメント（HRA）・下顎セグメント（CRA）を
定義し水平面角度を算出，頭部運動の比率は（HRA/CRA
×100［％］）で算出した。本研究は文京学院大学倫理審
査委員会の承認を受けて実施した（承認番号 2018-
0006）。
【結 果】CRAに 対 す るHRAの 比 率 は SPで 24.9±
20.3％，FHPで 7.6±8.3％と FHPで有意に頭部運動比
率は低値を示した（p＜0.01）。また CRAは UP・FHP
ともに全被験者で左回旋，HRAは UPで 14/15 例，FHP
で 12/15 例が右回旋であった。姿勢間による比較では
HRAが FHPにおいて有意に減少していた（p＜0.01）。
【結論】開口運動における頭部運動の比率は矢状面上の
運動よりも大きく，頸椎など解剖学要因の影響が示唆さ
れた。また本研究から開口運動には身体の左右差や一定
のパターンの存在が示唆された。

O-8

顎関節の状態が 合に変化を与えたと思われる 2症
例

Two cases in which the state of the TMJ probably
changed the occlusion

島田 淳
医療法人社団グリーンデンタルクリニック

【目的】今回，顎関節症の改善とともに 合関係が変化
していった症例と，顎関節脱臼を繰り返した後に 合の
変化が生じた症例を経験したので報告する。
【症例】症例 1：71 歳，女性，開口障害と開口時， 合
時の左側顎関節痛を主訴に来院。4ヶ月前に左側クリッ
クが出現後，1ヶ月前に現在の症状が出現。現症：開口
量 26mm，顎関節音なし，左側顎関節， 筋に圧痛あり，
合状態所見なし。左側下顎頭に変化あり，左側非復位

性顎関節円板転位，変形性顎関節症と診断。症例 2：34
歳，女性，左側閉口障害にて来院。6ヶ月前に，初めて
左側顎関節脱臼出現，整形外科で復位。その後，症状は
なかったが，初診前の昼食時に閉口障害を生ずる。左側
顎関節脱臼と診断。
【結果】症例 1はセルフケアと運動療法で 1年後に開口
量 40mmまで改善したが，だんだんと左側 7の 合が強
くなる。初診時にくらべ左側下顎頭形態の変化が認めら
れたため経過観察しながら 合調整を行い 1年半後に顎
関節症症状， 合ともに安定した。症例 2は初診時復位
させたが，その後，数回の顎関節脱臼を繰り返す。平常
時左側クリックがあるため，関節円板後方転位を疑うが
MRI にて，前方転位を確認。1年半後に左側臼歯部のみ
がかみ合わなくなり，運動療法にて改善。
【結論】症例 1は下顎頭，症例 2は関節円板の変化によ
り 合位が変化したと思われ， 合改善のためには顎関
節状態の理解が必要な症例であると思われた。
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O-9

習慣性顎関節症を呈した中年期ダウン症の 1例

A case of middle-aged Down syndrome with recurrent
temporomandibular joint luxation

家森正志，浅田泰幸，寺村 哲，越沼伸也，山本 学
滋賀医科大学歯科口腔外科

【目的】本邦では，出産の高齢化にともないダウン症候
群（Down syndrome：以下DS）の出生頻度は上昇して
いる。DSは先天性心疾患や易感染性などのために短命
とされていたが，このような合併症に対する医学管理が
充実し，現在ではDSの平均寿命が 60 歳を超えている。
DSの身体的問題の一つとして関節弛緩性がある。今回
われわれは，意思疎通の十分行えない習慣性顎関節脱臼
を呈する中年期ダウン症患者に対して治療を行い良好な
経過を得たので報告する。
【症例】患者：47 歳，男性。主訴：両側習慣性顎関節脱
臼の加療依頼。既往歴：ダウン症，心室中隔欠損，知的
障害，痛風。現病歴：以前より両側顎関節脱臼を認め，
自己整復していた。徐々に自己整復困難となり，近在歯
科医院から精査および加療目的に当科を紹介され，受診
した。現症：顎関節脱臼は整復された状態で，弾性バン
テージを常に装着していた。上顎は無歯顎で義歯は使用
していなかった。臨床診断：両側習慣性顎関節脱臼疑
い。処置および経過：弾性バンテージによる開口制限の
継続を指示するも，両側の顎関節脱臼を繰り返すことか
ら，習慣性顎関節脱臼と診断した。 合の安定をはかる
ため，上顎義歯を作製したところ，日中の顎関節脱臼は
減少した。起床時の脱臼を認めるため，全身麻酔下に両
側顎関節結節削除術を施行した。術後，顎関節脱臼防止
用ヘッドギア装置を用いて開口制限および術創部安静を
行った。
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P-1

DC/TMDにおけるⅠ軸評価とⅡ軸評価の関連性のス
クリーニング調査

Screening survey on the relationship between axis I and
axis II diagnosis of DC/TMD

内田貴之1，小見山 道2，飯田 崇2，岡本康裕1,２，
多田充裕1，増田 学2，村守樹理3，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，3日本
大学松戸歯学部病理学講座

【目的】DC/TMDの I 軸評価の触診による圧痛検査結
果と，II 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，PHQ-15），全般性
不安障害（GAD-7），痛みの強度特性（CPI）の関連性の
検討を目的としてスクリーニング調査を行った。
【方法】被験者は日本大学松戸歯学部付属病院痛み外来
に顎機能障害を主訴に来院した患者で，上記質問票のす
べてに記載がなされた患者 53 名（男性 16 名，女性 37
名，平均年齢 49.5±18.5 歳）を対象とし，DC/TMDの I
軸評価の触診による圧痛点の数と II 軸評価のOBC，
PHQ-9，PHQ-15，GAD-7，CPI（“痛みなしもしくは障
害のない弱い痛み”と“障害のない強い痛み”の 2群に
分類）との関連性を検討した。
【結果】PHQ-9，PHQ-15，GAD-7 値の間に有意な強い
相関が認められ（r=.7 以上），PHQ-9，PHQ-15，GAD-7
の段階別検討で，圧痛部位数，OBCの点数が有意に増加
する傾向を一部に認めた。また 2群に分けたCPI の検討
でOBC，PHQ-9，PHQ-15，GAD-7 値は，強い痛みを認
める群で有意に高かった。
【結論】うつ傾向，身体化，不安傾向の間に関連性が認
められ，II 軸評価の段階がすすむと I軸評価の圧痛部位
数が増加し，I軸，II 軸評価の関連を認めた。また強い
痛みを有する患者では II 軸評価の値が高いことが確認さ
れた。

P-2

広島大学病院矯正歯科における過去 5年間の顎関節
症患者に関する統計調査

Statistical study of temporomandibular disorders in the
orthodontic clinic, Hiroshima university hospital over the
past 5 years

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

【目的】顎関節症は歯科領域でしばしば遭遇する病態で
ある。広島大学病院矯正歯科では来院した全患者を対象
に顎関節症に関する診査を行い，症状を認めた患者につ
いては通常の検査に加えてMRI 検査を実施している。
本研究では，当科を受診した患者における顎関節症の有
病率およびその特徴を把握することを目的に統計学的調
査を行った。
【方法】2014 年から 2018 年に当科を受診し，初診時に
何らかの顎関節症状を認めた患者および顎関節症の既往
を有する患者のうちMRI 検査が行われた患者を対象と
し，性別，年齢，最大開口量，関節雑音，咀嚼筋群・顎
関節部の圧痛，およびMRI 所見について検討を行った。
【結果】総患者数に対し，顎関節症を有する患者（TMD
群）の割合は 25％であった。性別ではTMD群におい
て女性の占める割合が有意に高かった。年齢別では 10
歳未満（最年少は 7歳）でも発症し，10 代後半から罹患
率の急増を認めた。開口障害を認めた患者はTMD群の
27％であった。関節雑音に関してはTMD群の 62％に
クリック音，10％に捻髪音を認めた。いずれかの咀嚼筋
に圧痛を認めた患者はTMD群の 19％で，顎関節部の
圧痛を認めた患者は 10％であった。また，TMD群のお
よそ半数に関節円板転位を認めた。下顎頭の変形はTMD
群の 11％に認められた。
【結論】本研究により矯正歯科受診患者の顎関節症の有
病率およびその特徴が明らかとなった。
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P-3

中学校 3年間における顎関節症状の変化

Changes of temporomandibular disorder symptoms
across the three years of junior high school

戸邉昌子1,２，佐藤文明1，木野孔司1，木村浩子3，
西山 暁2

1佐藤歯科医院今戸クリニック，2東京医科歯科大学大学
院医歯学総合研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野，
3東京医科歯科大学歯学部附属病院ペインクリニック

【目的】顎関節症患者で，“痛みや関節雑音が長く変わ
らずに続いている。”と訴える者は少なくない。顎関節
症について経時的な症状の変化を確認するため，浅草学
校歯科医会の協力を得て，ある中学校で平成 27 年度に 1
年生だった生徒を対象とし，中学校 3年間の顎関節症状
について縦断調査を行った。
【方法】歯科健診に際し，事前に生徒に質問票を記述さ
せ，顎関節症状 6項目の回答を得た。さらに歯科健診当
日，歯科医師による顎関節症の診察を行い，関節雑音，
筋痛，顎関節痛，開口障害，頬粘膜および舌圧痕の 5項
目について評価した。
診察結果 5項目のうち，圧痕以外の項目をひとつでも
有する生徒を顎関節症とし，3年間の調査結果を比較し
た。
【結果】1年生における顎関節症の有病率は 18.4％，最
も多くみられた顎関節症状は関節雑音で保有率は 9.7％
であった。
経時的変化に関しては，2年連続で顎関節症状を有す
る者は少なく，3年間通して顎関節症状を持ち続けてい
る生徒は一人もいなかった。関節雑音，筋痛，関節痛の
各々に関しても同様の経過がみられた。
【結論】顎関節症と各々の症状に関して 3年間で個体内
変動が大きいことが認められ，この世代における顎関節
症は，セルフリミティングであるという考えに一致する
結果となった。
保存的治療を優先するべきと言われているが，若年期
の顎関節症については日常生活指導のみでも十分軽快し
うる症例が多いことが示唆された。

P-4

顎関節治療部開設後 14年間における受診患者の臨
床統計的検討

Statistical analysis of patients for 14 years after establish-
ment of our temporomandibular joint clinic

上野山敦士1，池田順行1,２，北村 厚1，松崎奈々香2，
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】新潟大学医歯学総合病院顎関節治療部は 2006
年 4 月に開設された。今回，設置後 14 年間に当治療部
を受診した顎関節疾患患者の実態を把握するために臨床
統計学的調査を行った。
【方法】対象は 2020 年 3 月までの 14 年間に当治療部を
新患として受診した患者 3,355 名とし，初診時プロトコー
ルをもとに，各年度の新患数，年齢，性別，主訴，診断
（日本顎関節学会病態分類 2013），初期治療方針につい
て後方視的に調査した。
【結果】受診者数は減少傾向にあったが，年齢は 3歳～
91 歳の平均 43.7 歳で，2006 年度が 36.5 歳，2019 年度が
46.8 歳であり上昇傾向を認めた。男女比は男性 883 名，
女性 2,472 名であり，女性が男性の約 3倍であった。主
訴は顎関節の痛みが最も多く，雑音，開口障害と続いた。
病態分類では IIIa 型が最も多く，I型，IIIb 型と続いた。
また，非顎関節症は 12.7％であった。初期治療方針とし
ては鎮痛剤での対症療法が 23.9％，スプリント療法が
20.3％で行われていた。一方で，44.3％が病状説明・経
過観察のみとなっていた。また，MRI は 11.8％の患者
で撮影されていた。
【結論】当治療部を受診する患者数は減少傾向にある
が，年齢層の高齢化傾向がみられた。高齢化により全身
疾患を有する患者も増え，他疾患との鑑別のためMRI
などを活用し適切な診断を行い，効果的な治療体系の確
立が重要と考えられた。
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P-5

MRI を用いた変形性顎関節症患者における subchon-
dral cyst の縦断研究

A longitudinal study of subchondral cysts on MRI in pa-
tients with osteoarthritis

小石由紀子1，高岡亮太1，内山百華2，中谷温紀2，
島本博彰2，久山晃太郎1，森口大輔1，玉利秀樹1，
桑原俊也1，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口腔
分化発育情報学講座顎口腔先端放射線学分野

【目的】Subchondral cyst（SC）は変形性顎関節症の診
断に重要な画像所見の一つである。しかし SCを縦断的
に観察した報告はなく，その治療法も確立されていな
い。本研究の目的は，SCの縦断的調査により，SCの病
態を解明すること，SCに対する非外科的治療の結果を
明らかにすることである。
【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 41 名を対象と
した。全ての患者に非外科的治療（運動療法，認知行動
療法など）が実施された。そのうち縦断研究に同意が得
られた 28 名（29 関節）に対し 2回目のMRI 撮像の実施，
同日に患者質問表への記入の指示を行った。MRI をもと
に SCおよび SCを有する顎関節の経時的変化を調査し
た。さらに，患者質問表を用いて日常生活支障度（ADL）
と顎の痛み（VAS）を調査した。
【結果】29 関節のうち SCが消失したものは 19 関節，
残存したものは 10 関節であった。2回目のMRI におい
て SCを有する下顎頭の前後径は有意に増加していた。
ADLおよびVASは減少しており，さらなる治療介入を
要する患者はいなかった。
【結論】SCの縦断的調査により SCの 66％は消失し，
随伴して osteophyte 様の骨変化が進行する傾向が明ら
かとなった。SCを有する患者の臨床症状は，SCの運命
に関わりなく，非外科的治療により改善することが明ら
かとなった。

P-6

関節リウマチ患者の顎関節障害に関する臨床的検討

Clinical analysis on the temporomandibular joint disor-
ders in patients with rheumatoid arthritis

窪 寛仁1，本橋具和1，中野宏祐2，渡辺昌広1，
藤井智子1，疋田光波2，長谷小町2，妻野誠仁2，
中嶋正博1，森 悠衣3，杉立光史4

1大阪歯科大学口腔外科学第二講座，2大阪歯科大学大学
院（口腔外科学専攻），3住友病院口腔・顎センター（歯
科），4大阪赤十字病院歯科口腔外科

【目的】関節リウマチ（RA）は全身の関節や滑膜の非
特異的炎症を特徴とする慢性疾患で，一般に四肢の関節
が侵されやすく，顎関節におけるリウマチ症状は他の関
節に比べて軽度で進行は緩慢とされている。今回私たち
は，RA患者の顎関節症状に関する臨床所見と画像所見
を調査し，RA患者における顎関節の特異性を検討する
ことを目的とした。
【方法】2007 年 4 月～2019 年 3 月に当科を受診したRA
患者 38 名（男性 2名，女性 36 名，年齢の中央値 62.0 歳）
を対象とし，①RA背景因子（性別，年齢，RA罹患年
数，Larsen の Grade 分類，Steinblocker の Class 分類），
②臨床所見（開口距離，関節雑音，筋痛，顎関節痛），
③下顎頭のパノラマX線所見（田中らの分類に準拠）を
検討した。
【結果】罹患年数は 5～60 年の範囲で，平均 21.5 年だっ
た。機能障害度を表すClass 分類では class 3 が 17 例で
最も多く，関節破壊の進行度を表わすGrade 分類では
Grade III が 27 例で最も多かった。自力最大開口距離は
平均 38.7mmで，25 例に開口時の関節雑音を認めた。下
顎頭のパノラマX線所見では，erosion や concavity な
どの変形が認められる II 型が 37 関節と最も多く，65 関
節に変形が認められたが，下顎頭のX線的変化とRA罹
患年数の長短および身体他部の関節破壊との関連は乏し
かった。
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P-7

MR画像を用いた下顎窩面積の定量的評価方法の再
現性および信頼性

Reproducibility of quantitative analysis method of the
glenoid fossa with magnetic resonance imaging

小樋香織1,２，伊東宏和3，五十嵐千浪3，小林 馨3，
大久保力廣1

1鶴見大学有床義歯補綴学講座，2東京医科歯科大学小児
歯科学障害者歯科学分野，3鶴見大学口腔顎顔面放射線・
画像診断学講座

【目的】MR画像を用いて下顎窩面積を定量的に測定し，
再現性を評価することを目的とした。また，計測者間の
信頼性を検討するため，異なる 2名の計測者が各々 2回
計測を行い，比較検討を行った。
【方法】対象は顎関節治療が終了した男性 2症例，女性
13 症例（最低年齢 10 歳，最高年齢 70 歳：平均年齢 29.2
歳）であった。15 症例の初診時と終診時の両側顎関節（60
関節）を対象とし，体動により計測不可能であった 1関
節を除く 59 関節を計測対象とし，下顎窩面積を測定し
た。測定は，Aze Win（AZE社，東京）を用いて，1回
目の測定から 1か月以上間隔をあけ，同一計測者が 2回
目の測定を行った。Spearman の順位相関係数を用いて
有意水準 1％にて，また信頼性・級内相関（ICC）は有
意水準 5％を用いて統計学的検討を行った。
【結果】Spearman の順位相関係数では，相関係数
0.9426，0.9146，2 名ともに P＜0.001 であり，1回目と 2
回目の面積値に極めて高い相関があった。また，計測者
間の信頼性も比較検討した結果，計測者間の信頼性・級
内相関係数（ICC）は，0.9318（1 回目），0.9749（2 回目）
であった。
【結論】下顎窩の測定値は，統計解析の結果から 1回目
と 2回目の下顎窩の測定値に有意差はなく，極めて高い
相関があることから本測定法は十分な信頼性があり，高
い再現性のある方法であることが示唆された。

P-8

顎矯正手術前後における下顎頭の位置変化の評価

Evaluation of changes in the condyle after sagittal split
ramus osteotomy

鶴島弘基1，土生 学2，吉賀大午1，大谷泰志1，
坂口 修1，高橋 理2，田中純平1，冨永和宏2，吉岡 泉1

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

【目的】顎変形症手術の術後に生じる後戻りや顎関節症
状の原因の一つに下顎頭の位置変化が影響していると言
われている。今回われわれは，上下顎移動術後の近位骨
片の位置の変化を 3次元的に分析し，下顎頭の位置変化
について検討した。
【方法】九州歯科大学附属病院にて上下顎移動術（Le
FortI 型骨切り術，下顎枝矢状分割術）を施行した症例
を対象とした。術中の近位骨片の位置決めには 2次元的
位置決め法を用いた。術前と術後 3か月で撮影したCT
データをシミュレーションソフト（ProPlan CMF 3.0，
materialise）上で各計測点の変化を 3次元的に解析し
た。
【結果】後方移動を行った症例の下顎頭は，前後的には
下顎頭外側が近心に位置変化し，下顎頭内側が遠心方向
に位置変化していた。変化量の平均はすべての点におい
て 1mm以下であった。また，内外側的には下顎頭は外
側に位置変化していたが平均変化量は 1mm以下であっ
た。上下方向では下顎頭は術前後の位置変化の平均は 0.5
mm以下であった。前方移動を行った症例の下顎頭は，
術後に後上方かつ外側に移動していた。
【結論】下顎骨の後方移動を行った症例では，下顎頭は
下顎枝の軸を中心とした回転運動が生じていたが下顎頭
の位置には大きな変化は認められなかった。また，下顎
骨の前方移動を伴う症例においては，下顎頭は後上方に
位置変化していた。このことで，術中に行った近位骨片
の 2次元的位置決めが有効であることが明らかとなっ
た。
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顎関節症に対する運動療法の臨床効果に関する検討
第 5報：非復位性顎関節円板障害に対するコント
ロール群を用いた短期的効果の比較・検討

Study on the clinical effects of exercise therapy for tem-
poromandibular disorders Fifth report：Comparison and
examination of short-term effects using a control group
for disc derangement of the temporomandibular joint
without reduction

山口賀大1，佐久間重光1，髙木信哉1，小木信美2，
片山良子2，田口 慧3，小林里奈3，田口 望1,３

1愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座，2愛知学院大学
歯学部顎口腔外科学講座，3医療法人田口歯科医院

【目的】本研究では，非復位性顎関節円板障害症例に対
して顎関節可動化療法および自己牽引療法を施術した際
の短期的効果についてコントロール群を用いて比較・検
討したので報告する。
【方法】治療群は医療法人田口歯科医院より集積され，
初診時に非復位性顎関節円板障害を伴う顎関節症と診断
された患者のうち，顎関節機能障害度分類により中等度
以上の障害を認めた 16 名に対して，顎関節可動化療法
を施術し，セルフケアとして自己牽引療法を指導した。
コントロール群については，愛知学院大学歯学部顎関節
外来にて同様・同数の集積とした。臨床症状として，施
術前後の無痛最大開口域，開閉口時痛のVASを測定し，
マン・ホイットニーのU検定により効果の有無を判定し
た（p＜0.05）。
【結果】治療群では，無痛最大開口域は中央値にて 28.0
mmから 38.0mmに増加，開閉口時痛VASは 45.0 から
12.0 と減少したのに対し，コントロール群ではそれぞれ
25.0mmから 28.0mmに増加，55.5 から 39.5 と減少した。
コントロール群と比して，治療群の方が有意な治療効果
を認めた。
【結論】顎関節可動化療法および自己牽引療法は，非復
位性顎関節円板転位に伴う諸症状を短期的に軽減する有
効な保存的治療法の一つであることが示唆された。

P-10

長期に経過観察を継続している咀嚼筋・ 膜過形成
症患者についての検討

Long-term follow-up study of patients with masticatory
muscle tendon-aponeurosis hyperplasia

藤井智子，渡辺昌広，本橋具和，窪 寛仁，中嶋正博
大阪歯科大学口腔外科学第二講座

【目的】咀嚼筋 ・ 膜過形成症患者は無痛性の開口障
害を特徴とする。その治療法は 筋 膜切除術や筋突起
切除術などの外科的治療を行い，術後に積極的な開口訓
練を行う必要がある。しかし，患者の中には手術を希望
せず経過観察を行っている場合もある。今回われわれは
当科において長期に経過観察を継続している咀嚼筋 ・
膜過形成症患者について検討したので報告する。
【方法】2002 年 4 月から 2020 年 3 月において当科にて
咀嚼筋 ・ 膜過形成症と診断し，治療法は手術を提案
し，術後に積極的な開口訓練の必要性について説明する
も，手術を希望せず 2年以上の経過観察を継続した 12
名を対象とした。初診時における最大開口量とその後の
最大開口量の推移について検討した。
【結果】対象患者の初診時の平均年齢は 45.3 歳，最大開
口量は平均 25.3mmであった。手術を希望しない理由
は，開口障害はあるが日常生活に支障を感じていない事
が主であった。経過観察の期間は 2年から最長 16 年間
で，12 例のうち経過観察中に開口量が全く変化しなかっ
た症例は 5例，減少した症例は 4例，増加した症例は 3
例であった。経過観察中に手術を希望され施行した症例
は 4例であり，いずれも著明に改善を認めた。
【結論】定期検診を継続した症例の中には手術に移行し
た症例もあり，病状について十分に説明し，手術を希望
しない場合であっても長期の経過観察は重要であると考
える。
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P-11

咀嚼筋痛障害に対する運動療法の即時的治療効果の
検証

Study on curative effects of exercise therapy to the pa-
tients with myalgia of the masticatory muscle

坂口晃平1,２，田口 望1,２，小林里奈2，田口 慧2，
岡田 啓2，日比英晴1

1名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科，2医療法人田
口歯科医院

【目的】咀嚼筋痛障害は咀嚼筋痛とそれによる機能障害
を主徴候とする病態である。初期治療として運動療法が
選択されることがあるが，その即時的治療効果を十分に
評価した報告はない。即時的治療効果が明らかとなれば
早期から介入できる有用な治療法であることが示され
る。
【方法】対象は 2014 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日
に咀嚼筋の痛みを訴え医療法人田口歯科医院を受診し，
日本顎関節学会病態分類（2013 年）で咀嚼筋痛障害と診
断された 20 歳から 80 歳の男女とした。除外基準は顎関
節症の他の病態との重複診断症例，頭頸部や他の部位に
慢性痛を有する症例，外傷の既往や先天異常を有する症
例とした。すべての患者は同学会指導医専門医または認
定医により初診時に運動療法を実施された。運動療法と
は患者が 痛を訴える咀嚼筋および関連筋の走行に沿っ
て筋を伸展させるストレッチ運動であった。運動療法の
前と直後の開口量および 痛の程度（VAS値）を比較
した。
【結果】男性 13 名，女性 46 名の 59 例でいずれも 筋
に 痛があった。23 例は両側性であり，8例で胸鎖乳突
筋，3例で側頭筋にも 痛があった。運動療法直後に有
意に開口量が増大し 痛の軽減を認めた。 痛の増悪や
開口量の減少が生じた症例はなかった。
【結論】運動療法は即時的に開口量の増大，筋痛の軽減
につながったと考えられ，咀嚼筋痛障害の患者の病悩期
間短縮に寄与する可能性が示唆された。

P-12

中枢性感作の評価に有用な Temporal Summation of
Second Pain の刺激条件の確立

The establishment of the stimulus condition of the tem-
poral summation of second pain for the assessment of
central sensitization

森口大輔，久山晃太郎，林 暁雨，小石由紀子，
高岡亮太，石垣尚一，矢谷博文
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウ
ンブリッジ補綴学分野

【目的】中枢性感作は，temporal summation of second
pain（以下，TSSP）が有用な指標とされているが，TSSP
の刺激条件は十分に検討されていないため，その確立を
目的とした。
【方法】primary myofascial orofacial pain を有する患者
（n=39）および， 痛の既往のない健常者（n=30）を
選択した。健常者におけるTSSP 発現様相を検討し，次
に，健常者と患者群とのTSSP の差異を検討した。PATH-
WAY（Medoc Ltd）を用いて， 痛閾値（PT℃）を測
定した後，PT℃，PT+1 ℃，PT+2 ℃の刺激を 2秒間隔
で各々 10 回連続行い，TSSP magnitude，TSSP frequency，
TSSP slope を算出した。繰り返し刺激による主観的 痛
強度への経時的影響を一般化線形混合効果モデルにより
解析した。
【結果】健常者において，PT℃で主観的 痛強度は有
意に減少したが，PT+2 ℃では主観的 痛強度は有意に
増加した（P＜.05）。PT℃におけるTSSP magnitude は
患者群で有意に高く，PT+2 ℃におけるTSSP slope は患
者群で有意に高かった（P＜.05）。
【結論】患者固有の 痛閾値を基にTSSP の刺激強度を
設定し，多面的な評価をすることが有用である。
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P-13

三 神経痛患者の 痛構造化問診による臨床的検討

Clinical study on pain structured interview in patients
with trigeminal neuralgia

浅野崇浩1,２，矢島祥助1,２，西須大徳3，臼田 頌2，
黄地健仁2，清水博之2，莇生田整冶2，池田浩子4，
中川種昭2，和嶋浩一2，村岡 渡1,２

1川崎市立井田病院歯科口腔外科，2慶應義塾大学病院医
学部歯科・口腔外科学教室，3愛知医科大学痛みセン
ター，4日野市立病院歯科口腔外科

【目的】三 神経痛（ICHD-3：13.1.1）の原因や治療に
ついての報告は多いが，患者の主観である痛みを構造化
問診によって評価した報告は少ない。今回われわれは，
三 神経痛患者の初診時の 痛構造化問診結果を元に臨
床的検討を行った。
【方法】2011 年 5 月～2020 年 3 月に川崎市立井田病院
歯科口腔外科を受診した三 神経痛患者 34 名につい
て，初診時の年齢，性別，部位，持続時間，頻度，誘発
因子， 痛VAS，Pain Catastrophizing Scale，マギル
痛質問表について検討した。
【結果】初診時平均年齢は，68［19-92］歳，男性 16 例，
女性 18 例であった。罹患側は右側 22 例，左側 12 例，
罹患枝は第 2枝単独 12 例，第 3枝単独 11 例，第 2枝・
第 3枝 7例， 痛部位は，歯肉，頰部，アゴの順であっ
た。 痛発作の持続時間は，2分以内が 76.5％で最も多
かったが，5分以上も 14.7％であった。PCS全体平均ス
コアは 33.4±11.8 で，内訳では反芻が高い値を示した。
マギル 痛質問表では，半数が「突き刺すような痛み」
や「鋭い痛み」を選択していたが，「心身ともうんざり
するような痛み」などの精神的苦痛を伴う表現もあっ
た。
【結論】三 神経痛の診断は問診による自覚症状の確認
が重要であり，今回の調査結果では，典型的でない訴え
が含まれることから，注意深い診断が必要と考えられ
た。

P-14

ブラキシズムの主観的および定量的な評価～ブラキ
サー，非ブラキサー，顎関節症患者の比較～

Subjective and quantitative evaluation of bruxism, com-
parison between bruxer, non-bruxer, and temporomandi-
bular disorders patients

堀 慧，永田和裕，薄葉みのり，稲富安和，圓山優子，
横江朋子，後藤由和，坂井 大，水橋 亮，渥美陽二郎
日本歯科大学新潟病院あごの関節・歯ぎしり外来

【目的】ブラキシズムは，種々の口腔の障害の原因・誘
因となると考えられているが，ブラキシズムは簡易かつ
定量的に評価することが困難なことから，どのようなブ
ラキシズムが障害に関与しているのかは明らかではな
い。本研究では，主観的な評価結果と，シングルチャン
ネルポータブル筋電計を使用した定量的な評価結果を比
較し，ブラキシズムと障害との関連を調査した。
【方法】① ブラキシズムの自覚および徴候を認めるブラ
キサー，②非ブラキサー，③顎関節症患者各 6名を対象
としたブラキシズムの定量的な評価を行うとともに，臨
床徴候，筋の圧痛，睡眠時および覚醒時の痛みに関して，
グループ間の比較を行った。
定量的な評価では，Sunstar 社製 GrindCareⓇを使用
し，睡眠時を 5日間，日中覚醒時を 1日間計測したのち，
二元配置分散分析を使用しグループ間の比較を行った。
【結果・考察】RMMA（Rhythmic Masticatory Muscle
Activity）を使用したブラキシズムの定量的な評価結果
では，統計的な有意差は確認されなかった。睡眠時の
RMMAはブラキサー，顎関節症，非ブラキサーの順に
大きい傾向を認めた。また，覚醒時のRMMAは非ブラ
キサー，ブラキサー，顎関節症患者の順に大きい傾向を
認め，ブラキサーと顎関節症患者は睡眠時のRMMAが
増加し，覚醒時のRMMAが軽減する傾向を認めた。ブ
ラキサーと顎関節症患者はRMMAに関して類似した傾
向を認めるが，顎関節症患者の方がブラキサーよりも
RMMAが少ない傾向を認め， 痛の発生によりブラキ
シズムが抑制されることが推察された。
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P-15

シングルチャンネル筋電図検査による睡眠時ブラキ
シズム評価に適した解析対象区間に関する研究

A study on time zone for analysis appropriate to sleep
bruxism assessment by a single channel electromyogra-
phy

髙橋 萌1，山口泰彦2，三上紗季3，斎藤未來2，
中島利徳4，前田正名4，佐久間俊光1，齋藤大嗣1

1北海道大学大学院歯学院冠橋義歯補綴学教室，2北海道
大学大学院歯学研究院冠橋義歯補綴学教室，3北海道大学
病院高次口腔医療センター顎関節治療部門，4北海道大学
病院冠橋義歯補綴科

【目的】睡眠判定を同時に行わない筋電図単独の睡眠時
ブラキシズム（SB）検査において，就寝後入眠するまで
や覚醒後起床するまでの時間帯の解析の取り扱いの明確
な基準は確立されていない。その基準確立のための一助
として，就寝および起床付近の時間帯を解析に含めた場
合や一律に除外した場合の筋電図波形数を検討した。
【方法】被験者は SBを自覚する成人 10 名である。ウェ
アラブル筋電計を片側 筋部に貼付して測定した。入眠
と覚醒はMotionWatch8 で判定した。キャリブレーショ
ン運動の最大 みしめ（MVC）とタッピングを就寝直前
（CM-B）と起床直後（CM-A）に行った。基線振幅 2倍
以上または 5％MVC以上で持続時間 0.25 秒以上の波形
の集まりであるエピソードの数を算出した。解析対象時
間帯は，CMB－CMA，CMB30 分後－CMA30 分前，CMB
1 時間後－CMA30 分前，CMB1 時間後－CMA1時間前，
入眠－覚醒の 5つとした。
【結果】入眠－覚醒と他の解析時間帯のエピソード数/h
との間に有意差は認められず，何れも強い正の相関を認
めた。ただし，CMB－CMAは一部の被験者で入眠－覚
醒よりも大きな値を示し，相関関係も他の解析時間帯に
比較しやや低かった。
【結論】就寝－起床間のデータは，実際の入眠－覚醒間
のデータに近似していたが，就寝，起床付近の時間帯を
除外することで，さらに近似する可能性が示された。

P-16

高齢顎関節症患者の舌圧に関する臨床的検討

Clinical study of tongue pressure in elderly patients with
temporomandibular disorders

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】顎運動は，咀嚼・ 合時に中枢ならびに咀嚼筋，
顎関節など感覚受容器により制御され，舌や頰・唇など
の筋などの協調により行われている。今回われわれは，
65 歳以上の来院患者に対し，口腔機能低下症のスクリー
ニングに用いられている舌圧測定を行い，顎関節症患者
と非顎関節症患者の比較検討を行った。
【方法】2019 年 4 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日の間に当
院を受診した 65 歳以上の患者に対し JMS社製舌圧測定
器を用い舌圧の測定を行った。
【結果】6か月間の 65 歳以上の来院患者は 862 名で，顎
関節症群は 101 名，男性 32 名，女性 69 名であった。対
照群は性別，年齢別にランダムに 200 名を抽出した。平
均年齢は顎関節症群 71.2 歳，男性 70.7 歳，女性 71.4 歳
であった。一方，対照群 77.6 歳，男性 74.8 歳，女性 76.8
歳であった。舌圧は，顎関節症群平均 32.8±8.0kPa，対
照群平均 29.2±6.96kPs であった。顎関節症群の男性平
均 35.6±8.4kPa，女性平均 31.5±7.6kPa，対照群男性平
均 30.3±8.7kPa，女性平均 29.0±7.0kPa であった。男女
とも顎関節症群で高値を示し，両群ともに舌圧は 75 歳
以上で舌圧の低下する傾向がみられた。
【結論】顎関節症群の舌圧が高値を示した。ほとんどの
顎関節症群で咀嚼筋痛障害を有することから，パラファ
ンクションが舌圧に寄与していると考えられた。
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P-17

スポーツ用カメラを用いた 3次元咀嚼運動記録装置
の有効性

Effectiveness of 3 dimensional masticatory movement re-
cording 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

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

【目的】本研究の目的は，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新たな 3次元咀嚼運動測定装
置の有効性を確認することである。
【方法】全身および咀嚼系に臨床的異常が認められず，
事前に実験の主旨についての説明を受け，同意した健常
者 20 名（男性 10 名，女性 10 名）を被験者として選択
する。本研究で開発した測定システム（装置A）と市販
の下顎運動記録装置MKG K-6I（装置 B）を用いて被験
者の咀嚼運動を同時記録する。本研究で開発した測定シ
ステムで解析した運動データとMKG K-6I で解析した運
動データとを比較した。運動データは，咀嚼開始後の第
5サイクルからの 10 サイクルについて，空間的パラメー
タとして開口量と咀嚼幅，時間的パラメータとしてサイ
クルタイムを算出した。
【結果】装置Aで測定した運動経路は，装置Bで測定
した運動経路の定性的観察では，両者がほぼ一致してい
た。装置Aで測定した開口量と咀嚼幅は，装置Bで測
定した開口量と咀嚼幅に近似し，それぞれ両者間に有意
差が認められなかった。装置Aで測定したサイクルタイ
ムは，装置Bで測定したサイクルタイムに近似し，両者
間に有意差が認められなかった。
【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ことが示唆
された。

P-18

下顎運動シミュレーションシステムによる 合接触
状態

Occlusal contact state by mandibular simulation system

小見野真梨恵1，志賀 博1，丸山智章2，上杉華子1

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

【目的】本研究は，側方滑走運動や咀嚼運動時の上下顎
歯列の状態を実際の口腔内の状態と同じように観察する
ことができる下顎運動シミュレーションシステムを開発
後，側方滑走時の 合接触状態の定量的分析を行うこと
を目的とする。
【方法】小型・軽量の 6自由度顎運動記録システムを用
いて 20 代の健常被験者 10 名の下顎運動を記録した。各
被験者の上下顎歯列模型の形状データを口腔外 3Dス
キャン装置で記録した。記録した運動データと形状デー
タを用いて側方滑走運動時の 合接触状態を観察・評価
できるプログラムの開発を行なった。次いで，被験者に
下顎切歯点を中心 合位から側方へそれぞれ 1 mm，2
mm，3 mm滑走させた各側方 合位について，シリコー
ン印象材で 合接触状態を記録後，本研究で開発したシ
ステムによる 合接触状態と比較した。
【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，側方滑走時の 合接触状態を視覚的かつ定量的
に表示することができた。また，本研究のシステムで得
られた 合接触状態と実際に記録した 合接触状態が近
似していることが確認できた。
【結論】本研究で開発した下顎運動シミュレーションシ
ステムによる 合接触状態は，定量的に評価できる可能
性があることが示唆された。
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P-19

顎関節クローズドロック患者における関節内病態の
進行過程

Progress of intra-articular pathologic conditions in pa-
tients with closed lock of the temporomandibular joint

由良晋也
市立砺波総合病院口腔外科

【目的】顎関節クローズドロック患者の関節内病態，す
なわち滑膜炎，軟骨変化，癒着，円板変形，骨変化，円
板穿孔などは，関節鏡やMRI の普及により観察可能で
ある。しかし，滑膜炎から先の病態進行過程については，
未だに調査されていない。そこで今回，慢性クローズド
ロック患者の関節鏡視像とMR像で観察した病態重複状
況より，関節病態進行過程を調査した。
【方法】対象は，関節痛と開口障害のためにMRI と関
節鏡視検査・関節腔洗浄療法が行われた片側の慢性ク
ローズドロック患者 50 名 50 関節である。滑膜炎，軟骨
変化，癒着，円板変形，骨変化，円板穿孔の重複状況に
より，関節病態進行過程を調査した。
【結果】滑膜炎に最も多く重複する病態は軟骨変化で
あった。軟骨変化に多く重複する病態は癒着と円板変形
であった。癒着と円板変形は重複するものが多く，さら
に骨変化，最後に円板穿孔が重複した。
【結論】この重複様式は，最初に滑膜炎，次に軟骨変化
が起き，その後癒着と円板変形が前後して発現し，骨変
化，最後に円板穿孔へと進行することを示している。

P-20

TMD患者の初診時のQOL障害度の傾向

Trends in quality of life impairment at the first visit of
patients with TMD

日高玲奈1，西山 暁2，古屋純一1

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
研究科歯科麻酔・口腔顔面痛制御学分野

【目的】TMD患者に特化したQOL質問票（QOLI-
TMD）を用いて，初診来院時のTMD患者のTMD症状
によるQOL障害度を明らかにすることを目的として調
査を実施した。
【方法】対象者は，2018 年 4 月から 5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
と診断された 104 名（女性 84 名，平均年齢 49.7 歳）と
した。初診時のQOLI-TMDのスコアと診断名，病悩期
間などをカルテから抽出し，初診患者の傾向を調査し
た。なお，本研究は本学歯学部倫理審査委員会の承認（D
2019-066）を得て実施した。
【結果】QOLI-TMDの総スコアは 25.4±12.5 点（最小値
1，最大値 56）であった。病態分類別に見た結果，「雑音
のみ」と回答した者の総スコアは 13.5±10.8 点（最小値
0，最大値 22）であるのに対し，開口制限を伴う非復位
性関節円板転位と診断された者の総スコアは 27.5±9.1 点
（最小値 13，最大値 44）であった。
【結論】初診時TMD患者のQOLについてQOLI-TMD
を用いて検討した結果，病態分類別にスコアの傾向が異
なることが示唆された。
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顎矯正手術前後における顎関節症状の変化に関する
臨床的検討

Clinical investigation on changes of temporomandibular
joint symptoms before and after orthodontic surgery

髙野裕史，伊藤慶介，福田雅幸
秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

【目的】顎変形症は，顎関節の 痛や雑音，顎運動障害
などの顎関節症状を伴うことがあり，当科において顎矯
正手術を行った顎変形症患者における顎関節症状の発現
と術後の症状変化に関する臨床的検討を行った。
【方法】2007 年から 2016 年までの 10 年間に当科におい
て顎変形症の診断で顎矯正手術を行った 157 例（男性 45
例，女性 112 例，平均年齢 24.5 歳）を対象とした。術前
の顎関節部の 痛，開閉口時の雑音および運動障害の有
無を調査し，顎変形症の症型別における顎関節症状の発
現と術後の症状変化について検討した。
【結果】157 例中 37 例（23.6％）に何らかの顎関節症状
を認め，顎関節症状の内訳は， 痛 8例（5.1％），雑音
24 例（15.3％），開口障害 5例（3.2％）であった。顎変
形症症型別における顎関節症状発現率は，顔面非対称が
26 例中 10 例（38.5％）と最も高かった。術後経過観察
が可能であった顎関節有症状者 34 例中 25 例（73.5％）
に症状の改善を認めた。
【結論】顎顔面形態と顎関節構造には密接な関係があ
り，顔面非対称や開 を伴う症例において顎関節症状の
発現率が高かった。顎矯正手術は，下顎位の安定を図る
ことによって顎関節症状の改善が得られる可能性がある
が，一方で下顎頭の位置の変化から顎関節に何らかの悪
影響を与える可能性があるため，術前後の顎関節の状態
を把握することが重要であると考えられた。

P-22

当科における下顎骨関節突起骨折の臨床的検討

Clinical observations of mandibular condylar fractures in
Kyushu Dental University Hospital

三次 翔1，土生 学1，吉賀大午2，笹栗正明1，
吉岡 泉2，冨永和宏1

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

【目的】下顎骨関節突起骨折の治療法選択は病態，社会
的背景に関する多くの因子を考慮する必要がある。今
回，当科での治療法を把握するために臨床的検討を行っ
た。
【方法】対象は 2018 年 1 月から 2019 年 12 月までの 2
年間に当科を受診した関節突起骨折 28 例のうち偏位以
上の骨折様態で，かつ 3か月以上経過が追えた 20 例と
した。主評価項目は治療法，骨折部位（AO分類），受傷
後 3か月の最大開口量，治療後の 合異常や合併症の有
無，臼歯部 合支持域の有無とした。
【結果】骨折部位が下頸部～基底部は 7例（3例外科療
法，4例保存療法）であった。外科療法は 1例のみ耳介
側頭神経麻痺が一時的に生じたが，その他の合併症や術
後の 合異常は認めず，平均開口量は 46.3mmで，全例
に臼歯部 合支持域が存在した。保存療法は手術を希望
しなかった 3例と小児 1例で，臼歯部 合支持は半数
で，平均開口量は 41.4mm，1例に開口時の軽度顎関節
痛を認めたが，全例 合異常は認めなかった。一方，骨
折部位が頭部～上頸部の 13 例はすべてに保存療法が施
行され，平均開口量は 42.2mmで全例 合異常，合併症
は認めなかった。ただし，両側性骨折の保存療法では平
均開口量は 39.8mmであった。
【結論】下頸部，基底部骨折では外科療法が機能回復の
面でも優れていた。上頸部骨折，特に両側性骨折におい
ては，形態，機能の両方の回復が課題で，外科療法も今
後検討していきたい。
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開業医における顎関節疾患のオンライン歯科診療の
可能性

Possibility of telemedicine for temporomandibular disor-
ders in dental clinic

立石良文，甲斐貞子
医療法人世薬院・展たていし歯科口腔外科クリニック

顎関節疾患は歯科診療の中でも専門性が高いという認
識があり，スマートフォンの普及などで当学会のHPで
地域の専門医を探して受診する患者も多い。新型コロナ
ウイルスの流行期に，歯科でのオンライン診療を初診か
ら認める方針となっている。歯や口腔粘膜の疾患に比べ
て，顎関節疾患はオンラインで診療できる可能性が高い
と思われる一方，診察が医療面接と部分的な視診に限ら
れる中で，可能な限り疾病の見落としや誤診を防ぐこと
が要求される。例えば顎関節疾患の中でもっとも頻度が
高い顎関節症と鑑別を要する疾患には，炎症など速やか
な対処を必要とされるものも含まれている（初診時ある
いは経過中に顎関節症と診断された他疾患. 日顎誌 7
（1）：251-252, 1995. 顎関節症の診断に迷った症例：一
般歯科医院における調査 第 24 回日本顎関節学会）。
限られた情報だけで診察しなければならないオンライ

ン診療では，緊急性を要するあるいは重篤な疾患が少し
でも懸念される時には，速やかに対面診療に切り替え
る，あるいは該当診療科への受診を指示する必要があ
る。そのためには顎関節症と思われる症状でも，初診か
ら意識的に鑑別診断を要する疾患を考慮した問診などの
工夫が必要であると思われる（鑑別診断を考慮した顎関
節症問診票，第 27 回日本顎関節学会）。これらのことを
踏まえ，一般歯科医院における顎関節疾患のオンライン
診療の可能性と方法について検討する。

P-24

LILRB2 は滑膜細胞においてANGPTL2 が誘導した
炎症を部分的に制御する

LILRB2 partially controls inflammation induced by
ANGPTL2 in synovial cells

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

【目的】Angiopoietin-like protein 2（ANGPTL2）は，ス
トレス誘導性因子で，様々な炎症性疾患に関連する。
LILRB2 は白血球免疫グロブリン様受容体の一種で，
ANGPTL2 の受容体の 1つとして考えられているが，滑
膜の炎症に対する機能はほぼ不明である。本研究は滑膜
細胞における LILRB2 および Integrinα5β1を介した炎
症発現メカニズムの解明を目的とした。
【方法】ヒト膝関節由来の滑膜細胞にANGPTL2 を添加
し，炎症関連因子，増殖因子およびMMPs の遺伝子発
現についてリアルタイム PCR解析を行った。次に
ANGPTL2 添加がシグナル伝達物質のリン酸化に及ぼす
影響についてwestern blot 解析で検討した。さらに，
LILRB2 および Integrinα5β1の中和抗体を用い，上記
メカニズムへの影響を検討した。
【結果】ANGPTL2 添加は，各種シグナル伝達物質のリ
ン酸化および上記遺伝子発現を亢進した。またこれら
は，Integrinα5β1 中和抗体の添加により強く抑制され
た。一方，LILRB2 中和抗体の添加は，炎症関連因子の
発現を部分的に抑制した。
【結論】LILRB2 は，滑膜細胞においてANGPTL2 によっ
て誘導された炎症を部分的に制御していることが明らか
になった。



― 83 ―

P-25

軟骨に対する過度な機械的負荷時の FAK - MAPKs
カスケードによる炎症反応メカニズムの解明

Cyclic tensile strain upregulates pro-inflammatory cy-
tokine expression via FAK-MAPK signaling in chondro-
cytes

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

【目的】Focal Adhesion Kinase（FAK）はチロシンキ
ナーゼの一種であり，インテグリンからのシグナル伝達
に関与している。我々はラット変形性顎関節症モデルを
用い，FAKリン酸化阻害は過度な圧迫負荷による軟骨
破壊を抑制すると第 32 回日本顎関節学会総会・学術大
会にて報告した。本研究は in vitro 変形性顎関節症モデ
ルを用い，FAKリン酸化阻害による炎症反応抑制メカ
ニズムを解明することを目的とした。
【試料および方法】1．培養軟骨細胞ATDC5 に対する
過度な周期的伸張刺激（CTS）付与時のFAK機能の解
明のため，FAK阻害剤添加下におけるCTS負荷による
炎症関連因子およびMAPKs シグナルに及ぼす影響につ
いて，リアルタイム定量 PCRおよびwestern blot 解析を
行った。2．CTS時の FAKおよびMAPKs との関係を
解明するため，各リン酸化阻害剤によるCTS時の炎症
関連因子についてwestern blot 解析を行った。
【結果】1．CTSにより亢進した炎症関連因子の遺伝子
発現およびMAPKs のリン酸化はFAK阻害剤添加によ
り有意に抑制された。2．FAKおよびMAPKs の各阻害
剤により炎症関連因子のタンパク発現は，同様に抑制さ
れた。
【結論】FAKは機械的負荷受容時にMAPKs 経路を介
して軟骨細胞の炎症反応を調節していると推察された。

P-26

セマフォリン 3Aは軟骨において過度な機械的負荷
による炎症発現を抑制する

Semaphorin3A inhibits the inflammation induced by ex-
cessive mechanical stress in chondrocytes

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

【目的】Semaphorin 3A（Sema3A）は神経軸索の伸張
方向を決定するガイダンス因子である。その他にも骨成
長や皮膚炎の発現など様々な機能が報告されているが，
軟骨に対する報告はほぼ無い。本研究では，培養軟骨細
胞ATDC5 を用い，過度な周期的伸張刺激（CTS：cyclic
tensile strain）により生じた炎症に対する Sema3Aの作
用について検討した。
【方法】ATDC5 に CTS（0.5Hz，10％細胞伸展）を付
加し，Sema3Aとその受容体の遺伝子発現の経時的変化
について real-time PCR 解析を行った。次にATDC5 に
Sema3Aを添加した後CTSを付与し，炎症関連因子の
遺伝子発現とタンパク発現について real-time PCR 解析
およびwestern blot 解析を行った。さらに，AKT，ERK，
NF-κBのリン酸化についてwestern blot 解析を行い，
シグナル伝達経路について検証した。
【結果】CTS付与 1時間後より，Sema3Aの発現抑制お
よび，受容体遺伝子の発現亢進が認められた。また，CTS
により更新したAKT，ERK，NF-κBのリン酸化は Sema
3Aの添加により抑制された。
【結論】軟骨において，Sema3Aは AKT，MAPKおよ
びNF-κBシグナル伝達経路を介し，MMP発現を抑制
し，軟骨を保護している可能性が示唆された。
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変形性顎関節炎は性ホルモンと機械的刺激により惹
起される

Degenerative temporomandibular arthritis is triggered
by sex hormones and mechanical stimulation

石井武展1，大竹智久1，渡邉 章2，西村壽晃3，
天野克比古4，長尾雅史5，西井 康1

1東京歯科大学歯科矯正学講座，2東京歯科大学顎顔面口
腔外科学講座，3東北大学大学院歯学研究科東北大学病院
顎口腔機能治療部，4大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病
因病態制御学講座顎口腔疾患制御学，5順天堂大学革新的
医療技術開発研究センター整形外科・スポーツ診療科

【目的】変形性顎関節炎（TMJ-OA）は，年齢や性差の
関連が知られている。そこで，性腺摘出を行い，性ホル
モンを低下させ，下顎頭に過度な機械的刺激（MS）を
加えることでTMJ-OAマウスモデルを確立し，TMJ-OA
発症メカニズムの一端を，分子生物学的解析を用いて解
明することを目的とした。
【方法】性腺摘出は，8週齢の C57BL/6J マウスで実施
され，上顎門歯後面に金属板を接着し不均衡な 合を作
り出した。雌雄ともに対照群，性腺摘出群，MS群，お
よび性腺摘出＋MS群に関して検証した。本研究の解析
は，血清中の性ホルモン定量評価，大腿骨骨構造解析，
下顎頭における組織形態計測分析およびDNAマイクロ
アレイによる網羅解析を行なった。
【結果と考察】雌雄ともに性腺摘出＋MS群の下顎頭部
における軟骨の菲薄化，破骨細胞の増加，MMP13 の蛍
光強度増加，Modified Mankin score によりTMJ-OAの
発症を認めた。さらに，DNAマイクロアレイ解析によ
り，遺伝子発現上昇を認めた二つの遺伝子がTMJ-OA
の発症に深く関与している事が示唆された。
【結論】雌雄ともに重篤なTMJ-OAを模倣するマウス
モデルを下顎頭に対する過剰なMSと性ホルモン減少の
組み合わせによって確立した。また，TMJ-OAにおける
過剰なMSと性ホルモン減少の組み合わせにより，2つ
のTMJ-OAの疾患感受性遺伝子候補を発見した。

P-28

顎関節に生じた滑膜嚢胞の 1例

A case of synovial cyst arising in the temporomandibular
joint

谷 暢，吉田博昭，辻 要，石川敬彬，植村紳司，
中谷悠一郎，井関富雄
大阪歯科大学口腔外科学第一講座

【目的】滑膜嚢胞（synovial cyst）は，滑液包の炎症から
滑液が貯留することによって生じる疾患である。好発部
位として，膝窩部やアキレス があるが，顎関節に認め
ることはまれである。今回我々は，右側下顎頭後部に滑
膜嚢胞を認めた一例を経験したので，その概要を報告す
る。
【症例】48 歳，女性。2019 年 5 月，右側顎関節の関節
雑音を主訴に，当科へ紹介来院された。開口時 痛およ
び開口障害は，認めなかった。既往歴：メニエール病，
甲状腺機能亢進症（現在治癒），緑内障。MRI 所見：右
側下顎頭後部の関節 に，T2強調像で瓢箪形の高信号
像を認めた。周囲との境界は明瞭であった。CT所見：
右側関節結節に，骨吸収による平坦化を認めた。下顎窩
後方にも骨吸収がみられたが，頭蓋内への穿孔は，認め
なかった。臨床診断：右側顎関節部良性腫瘍の疑い。
【結果】処置および経過：2019 年 8 月，全身麻酔下にて
摘出術を行った。摘出した病変は，関節腔内に位置し，
骨からの剥離は容易であった。現在，術後 8か月で再発
を認めず，経過良好である。病理組織学的所見：線維性
結合組織からなる大小の嚢胞がみられ，滑膜細胞による
裏装を認めた。病理組織学的診断：synovial cyst。
【結論】今回我々は，顎関節域の滑膜嚢胞と診断された
症例を経験したので報告する。
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P-29

開口時の関節円板後方転位に対し，関節隆起削除術
を適応した 1例

A case of posterior disc displacement during mouth
opening treated by eminectomy

石井広太郎，熊丸 渉，新甫智明，森 悦秀
九州大学大学院歯学研究院口腔顎顔面病態学講座口腔顎
顔面外科学分野

【目的】開口時の関節円板後方転位は，顎関節症の病態
分類では関節円板障害に含まれ，習慣性顎関節脱臼と病
態が異なる。今回われわれは，開口時の関節円板後方転
位症例に対し，関節隆起削除術を適応し，良好な結果を
得たので報告する。
【症例】20 歳，女性。初診する 2年前に左側顎関節脱臼
様症状が生じ，その半年後より徐々に頻度が増し，食事
時や会話時に容易に閉口し難い状態に陥るようになっ
た。閉口する際に関節雑音とともに 痛を生じるように
なったため当科を初診した。開口時に下顎の右方偏位を
認め，閉口する際に左側顎関節に明瞭なクリック音が発
生し，それとともに 痛を生じていた。CTでは左側関
節隆起の過形成は認めず，MRI 検査にて開口時の左側関
節円板の後方転位を認めた。保存的治療は困難と判断
し，関節隆起削除術を行う方針とした。切開は一部側頭
部にかかる耳珠上縁の切開とし，上関節腔に入った後，
関節結節を切除後，関節隆起を側頭下窩からなだらかに
なるように約 3mm削合した。
【結果】術後 6か月で開口量は回復し，術後 1年半経過
後も閉口障害なく良好に経過している。
【結論】開口時の関節円板後方転位は，病態は異なるも
のの習慣性顎関節脱臼と同様の閉口障害を呈する。習慣
性顎関節脱臼では関節結節切除術が有用との報告が多い
が，開口時の関節円板後方転位に対しても関節結節およ
び関節隆起切除術が有用であることが示唆された。

P-30

顎関節部に初発症状を認めた多発性骨髄腫の 1例

A case of multiple myeloma with initial manifestation of
the temporomandibular joint

林 宰央1,２，恩田健志1，重野健一郎1，大金 覚3，
大畠 仁1，田村英俊2

1東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座，2亀田総合病院歯
科口腔外科，3東京歯科大学口腔がんセンター

【目的】多発性骨髄腫は形質細胞の腫瘍で全身症状を呈
し，口腔領域に初発症状を発現することは比較的稀であ
る。今回，我々は顎関節部に初発症状を認めた多発性骨
髄腫の 1例を経験したので報告する。
【症例】82 歳，女性。2019 年 9 月初診。主訴は右側顎
関節痛。2019 年 8 月より右側顎関節痛を自覚し，近医を
受診した。顎関節症と診断され生活指導されるも変化無
いため当科を受診した。顔貌は左右対称で健常色。口腔
内に器質的変化を認めなかった。開口量の変化は認めな
かった。パノラマX線写真で器質的変化を認めなかっ
た。血液検査施行し貧血と血沈の延長を認めた。CT検
査にて右側下顎頭の骨破壊像を認め，胸骨，上腕骨，大
腿骨と腸骨にも骨破壊像を認めた。MRI で同一部位に拡
散制限領域を認めた。PET-CTで右側下顎頭，腸骨と胸
椎周囲に異常集積を認めた。多発性骨髄腫が疑われたた
め血液腫瘍内科に紹介し，多発性骨髄腫 IgG-K 型の診断
を得た。
【結果】右側顎関節痛は多発性骨髄腫の随伴症状と診断
し，化学療法を施行することとなった。デノスマブ投与
が開始され，VRd療法 2クール施行，その後VMP療法
とダラツムマブを 1コース施行した。現在，デノスマブ
投与とBD療法を継続しているが腫瘍の増悪は認めてい
ない。
【結論】顎関節部に初発症状を認めた多発性骨髄腫の症
例を経験したので報告した。
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P-31

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 Dent-Maxillofacial Hospital

吉武義泰，織田祥太，瀬々良介，篠原正徳
医療法人伊東会伊東歯科口腔病院

【目的】Angle II 級患者は，顎矯正治療後に関節突起の
異常吸収が生じる可能性が指摘されている。今回，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ところ，手術前の矯正治療で
関節突起の形態変化が生じていた症例を経験したので報
告する。
【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，十分な資料収集が可能
であった 23 例を対象とした。関節突起の体積と高さの
変化については，CBCTで撮影後Media PACS を用いて
測定した。
【結果】術前矯正治療にて 23 例 46 下顎頭中 2例 3下顎
頭で 15％以上の体積減少を，2例 4下顎頭で 15％以上
の高さの減少を認めた。その他の 21 例は術前矯正治療
では関節突起の体積および高さの変化はほとんど認めな
かった。術前矯正治療中に関節突起に大きな変化が生じ
た症例はその他の症例と比べセファロ分析において顔面
角，SNB角が小さく，Y軸角，FMA角，ANB角，
合平面傾斜角が大きかった。
【結論】Angle II 級患者の外科的矯正治療を行う場合，
顔面角，SNB角が小さく，Y軸角，FMA角，ANB角，
合平面傾斜角が大きい症例では術前矯正治療中におい
ても関節突起の吸収が生じる可能性があるため注意する
必要があることが示唆された。

P-32

徒手的牽引療法により改善した前歯部開 を伴う変
形性顎関節症の 1例

A case of osteoarthrosis of temporomandibular joint ac-
companied with anterior open bite improved by manipu-
lative traction

香月佑子，儀武啓幸，和気 創，高原楠旻，佐藤文明，
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

【目的】変形性顎関節症の中には下顎頭偏位に伴い 合
不全を呈する症例も存在する。今回われわれは，オーラ
ルアプライアンス治療中に発生した前歯部開 に対し，
徒手的牽引療法で対応した一例を経験したので報告す
る。
【症例】患者は 55 歳女性。前歯部開 を主訴に来院し
た。2017 年 5 月頃より右側顎関節部の 痛を自覚し，同
年 6月近在歯科医院を受診した。顎関節症の診断にて
オーラルアプライアンス療法を施行したところ，2018 年
2 月頃より前歯部開 を自覚し，同年 9月紹介により当
科を初診した。オーバーバイト－3 mmの前歯部開 で，
開口時に両側顎関節にクレピタスを触知した。CTおよ
びMRI にて下顎頭のびらん性変化及び骨棘を認め，変
形性顎関節症と診断した。
【結果】食事は前歯部で咀嚼すること，毎食後に徒手的
にオトガイ部を後上方へ圧迫牽引することを指示した。
開 は徐々に改善し，1か月半後には徒手的に 頭嵌合
可能となり，6か月後には自力での 頭嵌合を回復した。
1年後に撮影したCTでは皮質骨の再生を認めた。
【結論】下顎頭の吸収により開 を呈する可能性のある
疾患として，関節リウマチや進行性下顎頭吸収との鑑別
が必要である。今回われわれは変形性顎関節症と診断
し，歯列矯正や外科療法を用いず，徒手的牽引療法のみ
で改善することができた。
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P-33

顎関節症状の発現により治療顎位を再検討した閉塞
性睡眠時無呼吸症患者の一例

A case of oral appliance treatment adjusted mandibular
position for a patient with obstructive sleep apnea

槙原絵理，鱒見進一
九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野

【目的】閉塞性睡眠時無呼吸症（obstructive sleep apnea；
OSA）の治療法の 1つに口腔内装置（oral appliance：OA）
治療が挙げられるが，今回，OA装着後に顎関節症状が
発現した症例を経験したので報告する。
【症例】患者は 50 歳女性。いびき，日中の眠気がひど
く，専門医療機関にてOSAと診断され，OAによる治
療を奨められ当大学附属病院義歯科を受診した。
【結果】初診時における顎関節症状はなく，下顎可動性
も問題は認められなかったため，下顎 66％前方位にお
いてOAを製作・装着した。OA装着後 1か月後に，ESS
は 12 から 7へ改善し自覚症状も改善したが，左側側頭
部から僧帽筋にかけての硬結と圧痛を自覚するように
なった。そこで，治療顎位を下顎 50％前方位に再調整
しOA装着後の運動療法も指導した。現在OAを使用継
続中であるが，自覚症状はなく，筋痛等の症状も消失し
経過良好である。
【結論】OAの治療顎位を前方に出すほど高い治療効果
も期待されるが，副作用も生じやすいことが知られてい
る。OAを装着することで顎関節・周囲筋の 痛が生じ
た患者に対し，治療顎位を再検討するとともに運動療法
を指導したことで症状が改善した一例である。今後は
PSG検査も行い治療効果判定を行う所存である。

P-34

左側下顎関節突起発育不全を伴う骨格性上顎前突症
例

Orthodontic treatment of skeletal Class II case with hy-
poplasia of left condylar process

高橋 啓1，居波 薫1，槙野秀一1，松本尚之1，
正重裕一2，中嶋正博2

1大阪歯科大学歯科矯正学講座，2大阪歯科大学口腔外科
第二講座

【目的】歯科矯正患者には顎関節症状を伴うものも多
く，顎関節疾患に対応しながら矯正歯科治療を行う必要
がある。
【症例】初診時年齢 9歳 4か月の女性で，口唇閉鎖不全
と出っ歯を主訴に紹介来院した。正貌では 合平面が右
下がりで下顎が左方に偏位し，側貌では下顎が後退して
high angle を呈していた。左側下顎関節突起発育不全を
伴う骨格性上顎前突症と診断した。下顎拡大ネジ付きBi-
onator で上下顎を拡大しながら下顎を前下方に成長誘導
し，左側臼歯部のみ誘導面を削合して上下顎左側臼歯部
を歯槽性の成長誘導後，上顎第一および下顎第二小臼歯
を抜歯しEdgewise 装置を用いて動的矯正治療を行な
い，下顎第三大臼歯を抜歯した。
【結果】上顎前歯は著明に後退し，口唇閉鎖不全，gummy
smile および下顎の左方偏位が改善した。一期二期治療
を通して，下顎は clockwise rotation し後下方への後退を
防ぐことはできなかった。左側関節結節部に関節突起部
が乗っていることで下顎の左方偏位の悪化が防がれ，右
側下顎頭は下顎の clockwise rotation とともに変形が進行
したことが下顎の左方偏位の緩和に関与したのではない
かと推察した。
【結論】成長期の片側性の下顎関節突起発育不全では，
下顎の偏位を抑制するとともに，いかに下顎の clockwise
rotation による後下方への後退を防ぐかが重要である。
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P-35

高位関節突起骨折に対するPositioning Screw を用
いた観血的整復固定術について

Open reduction and internal fixation for high condylar
fracture using positioning screw

高橋康輔1，鈴木雄祐1，田島麻衣1，渡辺 駿1，
遠藤研人1，伊藤 耕1,２，佐藤 毅1,２，小早川元博1，
近藤壽郎1,３，亀井和利1

1独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科口腔
外科，2埼玉医科大学病院歯科口腔外科，3鶴見大学歯学
部歯科医学教育学講座

従来，関節包内において下顎頭部が骨折する高位関節
突起骨折では，保存療法が第一選択とされてきた。高位
関節突起骨折に対する保存療法の長期予後報告では，顎
運動障害の残遺や骨片吸収などが生じることが少なくな
い。下顎頭骨片の転位または脱臼が，術後の側方運動制
限を著しくするからである。近年再び，関節突起骨折に
対し顎関節の形態回復した症例において，機能の回復も
優れることが報告されている。われわれは，高位関節突
起骨折に対して解剖学的な形態回復を行うために posi-
tioning screw を用いて観血的整復術を施行した。
【症例および結果】症例 1 39 歳男性。診断：右側関節
突起転位骨折。Positioning screw2 本により観血的整復
固定術を施行した。初診時の開口量は 18mm，術後 1年
目の開口量は 50mmであった。術後の側方運動量は右左
各々 14mm，12mmであった。症例 2 49 歳女性。診断：
右側関節突起転位骨折。Positioning screw2 本により観
血的整復固定術を施行した。初診時開口量は 18mm，術
後 1年目の開口量は 44mmであった。術後の側方運動量
は右左各々 9mm，11mmであった。
【結論】高位顎関節突起骨折に対する Positioning screw
を用いた整復固定術は，顎関節の良好な形態および機能
を回復しうる治療法の一つと示唆された。

P-36

長期経過観察を行いえた肋骨軟骨移植術による顎関
節再建の 1例

A case of temporomandibular joint reconstruction by
costal cartilage transplantation with long-term follow-up

鈴木雄祐1，高橋康輔1，田島麻衣1，渡辺 駿1，
遠藤研人1，伊藤 耕1,２，佐藤 毅2，小早川元博1，
亀井和利1，近藤壽郎1,３

1独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院歯科口腔
外科，2埼玉医科大学病院歯科口腔外科，3鶴見大学歯学
部歯科医学教育学講座

【目的】先天異常や腫瘍性病変の切除後など，顎関節の
再建手術が必要な場合に，肋骨軟骨移植を用いることが
ある。肋骨軟骨移植術は，関節面を軟骨断端に形成する
ため，顎関節構造に近似した形態を再現することが可能
であり，術後の顎関節強直症を発症する頻度が低いこと
も報告されている。今回われわれは，下顎半側におよぶ
歯原性角化嚢胞に対し，腸骨-肋骨軟骨複合移植により再
建し，術後 26 年に渡る長期経過を観察した再建顎関節
を臨床的に評価した。
【症例】59 歳，女性。1992 年 2 月に左側頬部の腫脹を
自覚。近医にて左側下顎部の腫瘍性病変を指摘され，同
年当科紹介受診となった。診断は歯原性角化嚢胞で，全
身麻酔下に下顎骨半側切除を行い，腸骨-肋骨軟骨複合移
植を用いて，即時下顎骨再建術を施行した。
【結果】術後 13 年の開口量は 40mmであり，パノラマ
エックス線写真では，再建顎関節の明らかな骨吸収像は
なく可動性も認めた。術後 26 年の経過でも，顎関節部
の 痛はなく，開口量も維持されており，顎関節の癒着
も認められず，経過良好であった。
【結論】肋骨軟骨移植による顎関節再建は，術後 26 年
の長期経過でも，術後の 合の安定および顎関節機能は
維持されていた。近年，人工関節などの人工的材料を用
いた顎関節再建手術が注目されているが，改めて肋骨軟
骨移植による顎関節再建の有用性を示しえた。
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P-37

混濁した黄色の関節液を認めた化膿性顎関節炎の 5
例

Septic arthritis of the temporomandibular joint with tur-
bid yellow joint fluid：A retrospective case series

小木信美1，中村有宏1，小熊哲史1，片山良子1，
前多雅仁1，山口賀大2，佐久間重光2，野澤道仁3，
有地淑子3，有地榮一郎3，栗田賢一1

1愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座，2愛知学院大学
歯学部冠・橋義歯学講座，3愛知学院大学歯学部歯科放射
線学講座

【目的】化膿性顎関節炎は急激な自発痛とともに開口障
害と 合不全を生じ，早期に顎関節内に不可逆的な変化
を生じるため迅速な診断と処置を要する。化膿性関節炎
では混濁した関節液が強力な予測因子となる。今回，採
取した関節液は混濁し好中球のミエロペルオキシダーゼ
で黄色を呈していた。臨床と関節液の所見から化膿性顎
関節炎と診断した 5例の概要を報告する。
【症例】混濁した黄色の関節液を採取し化膿性顎関節炎
と診断した 13 歳～68 歳の 5例（男性 2例と女性 3例）。
【結果】5例はいずれも急激に自発痛が発現し発症から
受診は 1日～3日であった。初診時の血液検査で，白血
球数 9300～15900/µl，CRP1.7～8.6mg/dl と高値であっ
た。臨床症状は，自発痛の他に顎関節部にびまん性の腫
脹と強い圧痛があり，17～28mmの開口障害と健側への
偏位を伴う 合不全を認めた。試験穿刺で混濁した黄色
の関節液 0.4ml～1.6ml をえた。以上から化膿性顎関節炎
と診断，抗菌薬を点滴投与し，顎関節腔洗浄を行った。
抗菌薬の点滴投与を継続した後，内服を追加した。開口
域が 39～40mmに達したのは 1～7日であった。開口時
痛より咀嚼時痛の改善に要する日数が長い傾向であっ
た。術後，再燃はなかった。
【結論】混濁した黄色の関節液が化膿性顎関節炎の診断
に有用であり，早期に治療を開始することで顎関節の機
能を回復できた。

P-38

両側顎関節強直症に下顎頭切除術+脂肪移植と顎矯
正手術の 2段階手術を施行した 1例

A case of bilateral temporomandibular joint ankylosis un-
derwent condylectomy with fact grafting followed by
planned orthognathic surgery

田村佳代，村上賢一郎
赤穂市民病院歯科口腔外科

【目的】当初顎関節クローズドロックと診断されながら
両側顎関節強直症に至った症例に両側下顎頭切除術と腹
部脂肪移植を行い，リハビリテーション後に顎矯正手術
にて 合を回復させた 1例を報告する。
【症例】57 歳女性。既往歴：うつ病。約 5年前から開口
制限に気づき某病院口腔外科を受診。右側顎関節クロー
ズドロックの診断下に保存療法受けるも奏功せず，2017
年 3 月に全身麻酔下に円板切除手術が予定された。しか
し，パンピングにより開口量 30mmが得られ手術中止と
なった。術後の開口訓練は奏功せず，同年 9月に他院よ
り紹介。初診時開口量 10mm，CT・MRI では両側下顎
頭の著しい骨変形と下顎窩との癒着ならびに退行変性と
転位し変性した円板残存組織がみられた。
【経過】同年 10 月に両側顎関節線維性強直症の診断に
て高位下顎頭切除術を施行した。両側下顎頭を含む癒着
部を上下に約 10mmの幅で切除し，腹部からの遊離脂肪
組織を移植した。術後開口量は 40mmまで改善，下顎の
後退を伴う前歯部開 症に対し 1年後に顎矯正手術を
行った。
【考察と結論】本例は長い経過と開口制限をみた両側性
の線維性顎関節強直症のため，まず顎関節手術と強力な
開口訓練を行い，その後の 合不全については二次的に
顎矯正手術を行う計画とした。またパンピング等後の経
過不良例では関節腔内の癒着と可動制限が加速度的に進
行する可能性があり，術直後からの開口訓練が望まれ
た。
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P-39

受傷後 40 年経過した顎顔面骨折による開口障害に
対して筋突起切除を行い改善した 1例

A case of trismus for 40 years after maxillofacial fracture
was improved by resection of the coronoid process

諸井明徳，齊藤佑喜，井口 蘭，吉澤邦夫，上木耕一郎
山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系歯科口腔外
科学講座

【目的】頰骨弓骨折では，筋突起と骨折した頰骨弓が干
渉することにより，開口障害が生じる。この時に顎関節
は，正常な形態と機能を有していると考えられる。その
ため，骨折部位の干渉を除去することにより開口量は回
復する。しかし，長期に渡り開口制限が継続することで，
正常な顎関節の機能が維持されるかについての報告はな
い。われわれは 40 年前の頰骨弓骨折による長期的な開
口障害に対して，筋突起切除術を行い改善した 1例を経
験したので報告する。
【症例】患者は 63 歳の男性。40 年前に交通事故により
右側頰骨弓骨折を受傷した。開口障害はあったが，外科
治療の適応外と診断された。40 年に渡り，開口障害を自
覚していたが放置していた。しかし，歯科治療が困難と
なり，開口障害の改善を目的として来院された。画像診
断から右側頰骨弓と筋突起の変形並びに同部位の干渉に
よる開口障害と診断した。全身麻酔下に筋突起切除術を
施行し，術前の開口量は 17mmであったが，術中に 48mm
の開口量を確認した。術後は開口訓練を行い，開口量は
40mmを維持した。経過観察時においても，開口量は保
たれており経過良好である。
【結果】40 年にわたる骨折の変形性治癒による開口障害
に対して，外科治療により開口量を回復することができ
た。
【結論】顎顔面外傷による開口障害から 40 年が経過し
た症例に対して，筋突起切除術を施行し良好な結果を得
た 1例を経験したので報告した。

P-40

急性症状を伴った顎関節ピロリン酸カルシウム結晶
沈着症の 1例

A case of temporomandibular joint calcium pyrophos-
phate dehydrate deposition disease with acute symp-
toms

井出信次1，石川美佐緒2，豊田長隆1，下田信治2，
里村一人1

1鶴見大学歯学部口腔内科学講座，2鶴見大学歯学部口腔
解剖学講座

【目的】ピロリン酸カルシウム結晶沈着症（CPPD症）
は CPPDが，関節腔内や関節周囲組織に沈着することに
より生じる関節炎の総称で，CPPD症は膝関節，手関節
に好発し，顎関節で生じることはまれである。今回われ
われは，急性症状を伴った顎関節ピロリン酸カルシウム
結晶沈着症の 1例を経験したので報告する。
【症例】患者は 70 歳女性で初診当日の朝より左側顎関
節に激しい自発痛と開口障害を自覚し，来院。現症とし
て体温 37.5 度，左側顎関節部に圧痛と腫脹を認め，自力
最大開口域は 17mmで， 痛が強く 頭嵌合位はとれな
かった。血液検査は白血球：11700/µl，CRP：0.90mg/
dL，パノラマX線四分画では閉口時下顎頭は前下方に
偏位を認め，MRI では左側顎関節上関節腔に著しい joint
effusion 像を認めた。以上の所見より急性の顎関節炎を
疑い，化膿性炎との鑑別目的に関節腔内用液の穿刺吸引
を行った。採取した内用液は透明淡黄色を呈していた。
穿刺後，生理食塩水にて関節腔内洗浄を行った。内用液
の細菌培養検査では細菌は認めず，偏光顕微鏡で確認し
たところ長方形の結晶構造を認め，その結晶が正の複屈
折性を示したことからCPPD症と診断した。初診 3日目
には 痛は消失し 合位も回復，術後 3か月現在，経過
良好である。
【結論】急性症状を伴った顎関節ピロリン酸カルシウム
結晶沈着症の 1例を経験したので報告した。
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P-41

多発性骨髄腫患者にみられた下顎骨関節突起の病的
骨折の 1例

Pathological fracture of the mandibular condylar process
in a patient of multiple myeloma：A case report

吉村仁志，糸井勇人，領家 崇，吉田寿人，
島田美那子，松田慎平
福井大学学術研究院医学系部門医学領域感覚運動医学講
座歯科口腔外科学分野

【目的】多発性骨髄腫は形質細胞の増殖により造血障
害・溶骨性病変・腎障害などを呈する難治性疾患であ
る。今回われわれは下顎骨関節突起での発症と病的骨折
を認め，その後の治療により症状の改善がみられた 1例
を経験したので報告する。
【症例】患者：56 歳，男性。現病歴：多発性肋骨骨折を
生じ当院整形外科での生検にて多発性骨髄腫疑いとな
り，精査加療のため血液内科に入院となった。 合時の
違和感があり当科に紹介となった。既往歴：高血圧症，
糖尿病など。現症：開口障害や下顎偏位は認められず，
口腔内は歯牙に問題はみられなかった。パノラマX線検
査にて，左関節突起に骨打ち抜き像様の骨吸収を認め
た。
【結果】血液内科にて多発性骨髄腫（BJP-κ型）と診断
され，ボルテゾミブ＋デキサメタゾン（BD）療法と，
高Ca血症に対してゾレドロン酸が投与された。2週間
後に左顎関節部の 痛と開口障害を認め，CT検査にて
左下顎頭の病的骨折を認めた。BD療法は継続され，顎
関節部は保存的に経過観察を行ったところ 痛症状は改
善し，3か月後には関節突起は変形治癒を認めるものの
開口障害も改善した。
【結論】今回われわれは多発性骨髄腫に起因した関節突
起の病的骨折の 1例を経験した。保存的に対処し，また
化学療法による抗腫瘍効果で症状改善が得られた。本疾
患はまれに関節突起にも発症するため，鑑別診断および
症状に合わせた治療を実施する必要がある。

P-42

脳 塞初期に生じた顎関節脱臼の 1例

A case of temporomandibular joint dislocation in the
early stage of brain infarction

渡辺昌広1，岡本知子2，藤井智子1，本橋具和1，
窪 寛仁1，杉立光史1,２，中嶋正博1

1大阪歯科大学口腔外科学第二講座，2大阪赤十字病院歯
科口腔外科

【目的】顎関節脱臼の誘発因子として一般的に過度の開
口や外傷等があるが，稀に中枢性疾患に起因したものが
ある。今回われわれは脳 塞初期に生じた顎関節脱臼の
1例を経験したので報告する。
【症例】患者は 82 歳女性。2014 年 11 月に右被殻のラク
ナ 塞を生じて以降，近医にて経過観察されていた。2019
年 7 月，あくびをした際に閉口障害を自覚し近総合病院
救急科を受診。CT画像にて右側顎関節脱臼を認め，徒
手的整復法を施行するも再脱臼を繰り返した為，精査依
頼で同日，当院を受診された。初診時，右側下顎頭は整
復されておりCT画像上も右側顎関節部に異常所見を認
めなかったため，チンキャップでの開口抑制を指示し
た。しかし，帰宅後，歩行障害が生じ始めたため，翌日，
近総合病院脳神経内科を受診。精査にて，左放線冠から
内包後脚にかけての亜急性期脳 塞および右上下肢麻痺
を認めたため入院下にて抗血栓療法を施行した。入院中
も複数回，右側顎関節脱臼を認めたため，その都度，徒
手的整復法を施行し，最終の顎関節脱臼後 10 日間はチ
ンキャップでの開口抑制を継続した。
【結果】現在，発症後，8か月経過するが再脱臼を認め
ず経過良好である。
【結論】脳 塞の急性期において通常，顎関節の支持，
運動に関わる筋肉の緊張は低下し顎関節脱臼の誘発因子
となり得る。われわれは脳 塞の初期症状として顎関節
脱臼を生じることが示唆された 1例を経験したので報告
した。



― 92 ―

P-43

顎関節に生じた色素性絨毛結節性滑膜炎の 1例

A case of pigmented villonodular synovitis in temporo-
mandibular joint

松村香織1,２，大部一成2，中村誠司2

1公立八女総合病院，2九州大学病院顎口腔外科

【目的】色素性絨毛結節性滑膜炎（PVS）は，1941 年に
Jaffe らにより提唱された滑膜の炎症性増殖性変化を伴う
疾患であり，顎関節での発生例は稀である。今回われわ
れは，顎関節に生じた PVSの症例を経験したのでその
概要を報告する。
【症例】30 歳代の女性。右側耳介前方部の腫脹および開
口障害を主訴に当科を受診した。右側耳前部から耳介下
部にかけてびまん性の腫脹を認め，開口域は 27mmで
あった。造影MRI では右側顎関節の関節包内に腫瘤性
病変を認めた。病理組織検査で滑膜の絨毛状増生および
間質内の多核巨細胞および石灰化を伴う軟骨状基質を認
め，PVSの確定診断となった。
【結果】全身麻酔下に同部の腫瘍摘出術および関節突起
切除術を施行した。関節包内部には褐色の肉芽様組織と
ともに白色顆粒状の硬組織を認めた。関節突起は頸部よ
り上方を切除し，関節包とともに摘出した。切除部分に
は側頭筋膜を挿入した。術後に左側臼歯部の開 を認め
たため，術後 7日目より顎間ゴム牽引を開始した。術後
2か月で開口域は 40mmまで回復し， 合偏位も認めな
くなった。現在，術後 4年が経過しているが再発を認め
ず，良好な治療結果を得ている。
【結論】PVSは良性疾患であるが再発が多いことから，
直視下に十分な切除を行うことが重要とされている。本
症例では関節突起も含めた十分な切除を行い，良好な経
過を得た。

P-44

両側陳旧性顎関節脱臼に対し，関節結節切除術を施
行し観血的に整復した 1例

A case of open reduction for the chronic long-standing bi-
lateral temporomandibular joint dislocation

格口 渉1，中道祥之1，松下和裕2

1北海道中央労災病院口腔外科・顎顔面外科，2北海道大
学大学院歯学研究院口腔病態学講座口腔顎顔面外科学教
室

【目的】顎関節脱臼が陳旧化すると，周囲組織や関節腔
内の線維性癒着，関節窩内の線維性結合組織充満が生じ
るため，観血的整復術が必要となることが多い。今回，
陳旧性顎関節脱臼を，関節結節切除術を施行し観血的に
整復した一例を経験したので報告する。
【症例】84 歳，女性。他院での全身麻酔挿管時に脱臼し，
術後食事摂取が不可能となったが，経過観察となってい
た。同院退院後，義歯不適に対する往診依頼にて，近位
歯科の診察を受け，当科紹介となった。当院受診時，脱
臼から 2か月が経過していた。面長顔貌と両側顎関節部
の陥凹を認め，単純X-p にて両側顎関節脱臼を認めた。
局所麻酔下での徒手整復は不可能であった。脱臼約 3か
月後，全身麻酔下での非観血的な徒手整復が不可能で
あったため，顎関節開放手術を施行した。両側とも耳前
側頭切開にて顎関節を露出した。関節結節を切除した
後，十分に癒着組織を剥離した段階で，下顎頭の整復が
可能となった。伸縮性粘着包帯で下顎を後方へ圧迫し，
手術を終えた。
【結果】術後食事摂取は良好であった。わずかな臼歯部
開 がみられたが，術後 5日目には臼歯部の 合が得ら
れた。術後 1か月経過時も再発なく， 合状態は良好で
ある。
【結論】陳旧性顎関節脱臼症例において，関節結節切除
術を行うことは，整復だけではなく再脱臼防止にも有効
な手段と思われた。
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P-45

線維性顎関節強直症を伴った咀嚼筋 ・ 膜過形成
症の 1症例

A case of masticatory muscle tendon-aponeurosis hyper-
plasia with ankylosis of temporomandibular joint

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

【目的】顎関節症以外にも開口障害や顎関節領域の 痛
を伴う疾患は様々あり，その鑑別は容易ではない。今回，
原因の特定に苦慮し，最終的に外科的療法によって症状
の改善を認めた顎関節強直症を伴う咀嚼筋 ・ 膜過形
成症の 1例を経験したので報告する。
【症例】56 歳，女性。既往にうつ状態があり加療中であっ
た。2018 年 1 月に近歯科医院にて抜歯処置後より開口障
害を自覚。6月より左側顎関節から側頭部に 痛を認め，
前医にて顎関節症を疑い， 合調整等が施されるも改善
なく，当科へ紹介受診となった。
【経過】初診時， 合はディープバイトで無痛開口量は
10mm。左 筋・側頭筋および顎関節に 痛を認めた。
CTにて両側顎関節腔の狭窄と下顎頭の変形を認めた。
顎関節症を疑い，薬物療法や上関節腔洗浄療法を行っ
た。治療直後には症状改善を認めるも悪化を繰り返し
た。MRI を撮影したところ，咀嚼筋 膜の過形成を認め，
咀嚼筋 ・ 膜過形成症の診断であったため両側下顎頭
の変形および咀嚼筋 膜に対して外科的療法を行うこと
とした。両側顎関節解放手術および 膜切除術を施行し
たところ，開口量は 50mmまで改善した。術後，開口訓
練を継続した。 痛は徐々に緩解し，現在，最大開口量
は 30mmを維持している。
【結論】開口障害や顎関節の 痛を誘発する疾患は様々
であり，原因を突き止めるのに苦慮することも経験す
る。本症例は，観血的な処置によって症状を改善する。
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