
 

 

（一社）日本外傷歯学会 

第 20 回日本外傷歯学会総会・学術大会 
プログラム・抄録集 

 

 

【日時】 2020 年 09 月 26 日(土)〜2020 年 09 月 27 日 

【会場】 東京ビッグサイト TFT ビル 東館 9F 

〒135-0063 東京都江東区有明３丁目６−１１ 

～誌上開催～ 

【大会長】 柳川 徹 

後援： （公社）茨城県歯科医師会 

テーマ『破壊と再生 医科歯科連携から歯科を考える』 
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ご挨拶 

 

一般社団法人 日本外傷歯学会 

第 20 回日本外傷歯学会・学術大会 

大会長 柳川 徹 

 

 

このたび、第 20 回 日本外傷歯学会総会・学術大会を 2020 年 9 月 26 日（土）・27 日

（日）の 2 日間、開催させていただくこととなりました。20 回という記念すべき学術大

会を主管させていただく事に、木村理事長はじめ関係者各位に深く感謝しつつ、実行委員

一同、鋭意準備を進めております。2020 年という東京オリンピックの時期に同じ場所で

の開催で、日本外傷歯学会の未来への飛躍を展望するに相応しい節目の大会となれるよう

進めてまいりましたが、折しも、新型コロナウイルス感染症の流行拡大のため、誌上開催

という苦渋の選択をおこないました。現地開催を心待ちにしていた皆さまの期待に添えな

かったことを心よりお詫び申しあげますと同時に、より充実した形となるよう精進したい

と思います。 

この新型コロナウイルス感染症の流行で改めて気づくことは、歯科医療が医療により密

接な関係を保っていくことが、喫緊の課題であることです。超高齢化社会の到来と医療技

術のめざましい進歩、そして、今回のように、かつて経験したことのない古今未曾有の事

態から、従来の歯科医療では対応しきれない問題が次から次へと生じ、それらを解決して

いく必要に迫られています。そのような中、今までの常識を完全に打ち破り、一度、ゼロ

から考え直し、新たな視点で歯科界を再認識する必要があると考えます。一方、次に来る

のは今後の歯科の向かうべき先はどこかという問題があります。従来の歯科医療の枠組み

を越えてさらに発展させるには、医療の一員としての歯科医療が適切に出来るという枠を

越えて、新たな歯科医療を切り開いて行かなければならない時期になってまいりました。 

そこで、今回の学術大会ではテーマを「破壊と再生〜医科歯科連携から歯科を考える〜」

というタイトルといたしました。初日は医師・歯科医師の両者の目を持ったダブルライセ

ンスのシンポジウムを中心に医療との境界に立って歯科全体を俯瞰し、従来の歯科の疑問

点を完全に破壊してゼロから見つめ直す「破壊の日」、二日目は、新たな歯科の未来を切

り開く先生方に「再生の日」として、インプラントによる咬合の再生、そして、歯髄幹細

胞による再生医療と、歯科界の最高峰の演者を迎え、本大会が、未来に向けて外傷歯の学

問がどのように発展していくか考える転機となることを祈念し、ご挨拶とさせていただき

ます。 
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〈学術大会に参加される皆様へ〉 

 

新型コロナウイルス感染症流行にともない、感染者数の状態や首都圏の学会やイベントの状況

等を踏まえて検討しておりましたが、緊急事態宣言が終了したものの、東京では連日３桁の新規

感染患者が出ていること、首都圏で行われる同時期・同程度の会場の各学会総会・学術大会が

中止もしくは会場開催断念となっていること、さらには開催された場合も東京ビッグサイト周辺は人

口の密集が予想され、全国から来場する会員の方の感染のリスクを不要に増やすことなどの点か

ら、第 20回日本外傷歯学会総会・学術大会も、学会理事長と協議の上、誌上開催という苦渋の

選択をさせていただくこととなりました。会場開催で準備を進めていただいていた皆さまには心か

らお詫び申しあげます。誌上開催となりましても、最高の大会となるべく尽力させていただきますの

で、何卒、御理解のほど賜れれば幸いです。 

 なお、誌上開催となりましても、皆さまの発表は公式に発表となります。そのため、二重投稿など

にもお気をつけいただければと存じます。 

 

原則として発表演者・共同演者ともに（一社）日本外傷歯学会の会員であることが必要とされて

おります。演者で会費未納・未入会の方は、下記まで会費納入のほどお願い申しあげます。 

 

振込先 

郵便振込：No.01710－5－116077 日本外傷歯学会 

銀行振込：西日本シティ銀行 南小倉支店（支店コード：251）（普）No.1161481 日本外傷歯学会 

〒803-0862 福岡県北九州市小倉北区今町 2-12-13日本外傷歯学会事務局 

TEL：093-562-6886 FAX：093-562-6887 

 

 

令和 2 年 第 1回認定医更新セミナー（中止） 

誌上開催にともない、令和２年第１回認定医更新セミナー〔（一社）第 20回 日本外傷歯学会総

会・学術大会と併催〕は中止となりました。今後の詳細は（一社）日本外傷歯学会の御案内を御覧

下さい。 

 

特別企画 歯の細胞バンク認定医講習会のお知らせ（中止） 

誌上開催にともない中止となりました。誌上開催での教育講演をご覧下さい。 
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令和元年 (一社）日本外傷歯学会学会賞受賞のお知らせ 

 

令和元年 一般社団法人日本外傷歯学会学会賞受賞記念 

令和元年 （一社）日本外傷歯学会学会賞受賞候補者について、古森 孝英選考委員長より報

告があり、一般社団法人日本外傷歯学会定款第 42 条第２項に基づき、令和元年（一社）日本外

傷歯学会学会賞の公募を行ったところ、３名の応募があった。提出された応募者の業績調書、学

会活動、推薦状などに基づき、本学会の顕著な貢献度につき総合的に評価した。その結果、本学

会候補者として神山 紀久男氏、宮新 美智世氏、八若 保孝氏の３名を決定し承認された。 

 

令和元年 （一社）日本外傷歯学会学会賞受賞者（東京ビックサイト） 

 神山 紀久男氏（東北大学） 

 宮新 美智世氏（東京医科歯科大学） 

 八若 保孝氏（北海道大学） 

 

 

令和元年 一般社団法人日本外傷歯学会優秀発表賞受賞記念 

 令和元年 （一社）日本外傷歯学会優秀発表賞について、一般社団法人日本外傷歯学会優秀発

表賞第６条に基づき、令和元年（一社）日本外傷歯学会優秀発表賞の公募を行ったところ２名の

応募があった。提出された応募者の履歴書、研究内容、推薦状などに基づき、優れた発表を行っ

たもので総合的に評価した。その結果、本年度優秀発表賞候補者として伊藤 七海氏、神山卓久

氏の２名に決定し承認された。 

 

令和元年 （一社）日本外傷歯学会優秀発表賞受賞者（東京ビックサイト） 

 伊藤 七海氏（東京医科歯科大学） 

 神山 卓久氏（神山歯科医院） 
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〈アクセス〉 
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● 東京ビッグサイト TFTビル 東館９階 

 

 

 

 

 

【大会事務局】 

第 20回日本外傷歯学会総会・学術大会運営事務局 

〒 309-1793 茨城県笠間市鯉淵 6528茨城県立中央病院 歯科口腔外科内 

TEL：0296-77-1121（内線: 5721） 

FAX：020-4669-3511 

Mail：2020jadtmeetingoffice@gmail.com 

 

A 会場

（906） 

B 会場 

（905-1） 

C 会場 

（905-2） 

当初、東京ビッグサイト TFTビル

にて行う予定であった内容のま

ま掲載をしておりますので、お含

みおき頂けましたら幸甚です。 
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（一社）日本外傷歯学会 

第 20回日本外傷歯学会総会・学術学会 日程表 
会場：東京ビッグサイト TFT ビル東館９F 

 
 9月 26日 

 Ａ会場 （906） B会場 （905-1） C会場 （905-2） 

9:00    

9:30     

10:00      

10:30      

11:00      

11:30      

12:00    
 

12:30     

13:00     

 

13:30      

14:00      

14:30      

15:00      

15:30      

16:00 

 

   

16:30    

17:00    

17:30 
 

  

18:00   

18:30   

19:00   

19:30   

20:00    

9:30～10:30 理事・代議員会 

13:00～13:30 大会長講演 

大会長 柳川徹 

17：30～19：30 懇親会 

相鉄グランドフレッサ 

（東京ベイ有明） 

13:30～15:00 

シンポジウム （ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲｾﾝｽｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ） 
 筑波大学 顎口腔外科 武川寛樹教授 

 明海大学 耳鼻咽喉科 野村務教授 

 中川医院 形成外科 郡家正彦先生 

 岩手医科大学 医学部 安井祥子先生 

10:30～12:00 開会式 

オペラ歌手 独唱(30分） 

・総会・表彰式 

12:00～12:15 表彰者 写真撮影 

 

10:30〜16:30 

ポスターセッション 

9:30～10:30 ポスター貼付・展示設営 

15:10～15:50 特別講演１ 

信州大学 田渕克彦教授 

 

 

 

特別講演２ 

 

 

 

 

 

16:00～16:40 特別講演２ 

茨城県立中央病院 橋本幾太先生 

 

 

 

特別講演２ 

 

 

 

 

13:00～15:00 一般口演 
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（一社）日本外傷歯学会 

第 20回日本外傷歯学会総会・学術学会 日程表 
会場：東京ビッグサイト TFT ビル東館９F 

 
 9月 27日 

 Ａ会場 （906） B会場 （905-1） C会場 （905-2） 

9:00    

9:30 

 

  

10:00 
 

   

10:30      

11:00 

 

  

 

11:30      

12:00 

 

   

12:30     

13:00      

13:30      

14:00     

14:30     

15:00     

15:30     

16:00     

16:30     

17:00    

17:30    

18:00    

18:30    

19:00   

 

19:30    

20:00    

13:30～14:00 

ポスターおよび展示撤去 

11:30～12:10 特別講演３ 

九州歯科大学 細川隆司教授 

10:00～11:30 一般口演 

13:00～14:00 一般口演 

14:15～14:55 教育講演 
（兼 歯の細胞バンク認定医講習会）歯のバイオバン

クと再生医療 日本歯科大学 中原貴教授 

14:00～14:15 閉会式 

10:00～13:30 

ポスターセッション 

12:15～12:55 

ランチョンセミナー 

愛知学院大学 長谷川正午先生 

15:00～ 認定医更新セミナー開会式 
神山紀久男委員長・木村光孝理事長 

 

認定医更新セミナー・歯の細胞バンク

認定医講習会 

15:10～15:50：前編 

16:00～16:40：後編 
日本歯科大学 中原貴教授 

10:00～11:30 一般口演 

当初、東京ビッグサイト TFTビル

にて行う予定であった内容のま

ま掲載をしておりますので、お含

みおき頂けましたら幸甚です。 
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〈プログラム〉 

《１日目》 2020年 9月 26日（土） 

 

【大会長講演】 

医学との接点から再考する外傷歯、そして歯学 

 

・・・・・ p12 

講師：柳川 徹 筑波大学 医学医療系 筑波大学附属病院 

茨城県地域臨床教育センター 教授 

 

【シンポジウム】 （ダブルライセンスシンポジウム） 

口腔科のあゆみと将来、ダブルライセンスとの関り 

 

・・・・・ p16 

講師：武川 寛樹 筑波大学医学医療系 顎口腔外科学 教授 

 

口腔外科医、耳鼻科医として診る歯科疾患 ・・・・・ p18 

講師：野村 務 明海大学歯学部総合臨床医学講座耳鼻咽喉科学分野 教授 

 

医業と歯業とはどう異なるのか ・・・・・ p20 

講師：郡家 正彦 医療法人 中川クリニック（福岡県北九州市） 内科 副院長 

 

ダブルライセンスからみた、医学教育と歯学教育の違い ・・・・・ p22 

講師：安井 祥子 岩手医科大学 

 

【特別講演１】 

大脳皮質体性感覚野のニューロン特異的ゲノム編集技術の開発 

 

・・・・・ p26 

講師：田渕 克彦 信州大学学術研究院医学系分子細胞生理学教室 

信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所 教授 

 

【特別講演２】 

新型コロナウイルス感染症と歯科医療 

 

・・・・・ p30 

講師：橋本 幾太 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 呼吸器内科 

部長・感染制御室長 
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《２日目》2020年 9月 27日（日） 

 

【特別講演３】 

歯の外傷から歯科インプラント治療を再考する 

 

 

 

 

 

・・・・・ p34 

講師：細川 隆司 九州歯科大学歯学部 歯学科 口腔再建リハビリテーション学分野 

九州歯科大学附属病院口腔インプラントセンター長 教授 

 

【ランチョンセミナー２】 

顎顔面外傷に対する吸収性プレート（ラクトソーブⓇ）の臨床適応 

 

・・・・・ p38 

講師：長谷川 正午 愛知学院大学 顎顔面外科学講座 講師 

 

【教育講演】 

外傷歯と歯の細胞バンク ～再生医療にむけて～ 

 

・・・・・ p42 

講師：中原 貴 日本歯科大学生命歯学部 発生・再生医科学講座 教授 
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【一般口演】 

O-1 根尖未閉鎖中切歯においてアペキシフィケーション後に同部位を再受傷した１例 

○中村 州臣 他  神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔統合医療学講座 小児歯科分野 

・・・・・ p46 

O-2 臼歯部にみられた水平性歯根破折の二症例 

○神山 卓久     神山歯科医院 

・・・・・ p46 

 

O-3 歯科商業雑誌に掲載された歯の外傷に関する記事の計量分析 

○神山 卓久     神山歯科医院 

・・・・・ p47 

 

O-4 Hybrid MMF Systemを用いて治療を行った下顎骨骨折の 1例 

○神戸 智幸 他   埼玉よりい病院歯科口腔外科 

・・・・・ p47 

O-5 あおり運転後に殴打され顔面頸椎打撲を認めた刑事事件の 1例 

－医療従事者として知っておくべき社会問題－ 

○神戸 智幸 他   埼玉よりい病院歯科口腔外科 

・・・・・ p48 

O-6 外傷による上顎中切歯の歯根破折の症例 

○秀島 治   ひでしま歯科医院 

・・・・・ p48 

O-7 セルフアドヒーシヴ・レジンセメントのプライマー併用による歯質接着強さの改善 

○入江 正郎   岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体材料学分野 

・・・・・ p49 

O-8 下顎左右側中切歯における完全脱臼歯の再植例 

○野坂 久美子 他   あおば歯科小児歯科クリニック 

・・・・・ p49 

O-9 歯髄幹細胞の神経系細胞への分化誘導 

○髙岡 昇平 他   筑波大学大学院 人間総合科学研究科 疾患制御医学専攻 

・・・・・ p50 

O-10 顎顔面外傷暫時経過後の歯科矯正的アプローチによる３症例報告 

−顎骨骨折による咬合不全と外傷後経過不良歯への対応− 

○渡辺 敦 他   つくば毛利矯正歯科 

・・・・・ p50 

O-11 外傷歯治療中および後のスポーツ復帰のためのマウスガード活用症例 

○田邊 元 他   東京医科歯科大学大学院 スポーツ医歯学分野 

・・・・・ p51 

O-12 十分な固定を行わずに治癒が得られた外傷性完全脱臼乳歯の１例 

○大木 宏介 他   茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 歯科口腔外科 

・・・・・ p51 



第 20回日本外傷歯学会総会・学術大会 

- 11 - 

 

 

 

 

 

大会長講演 
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医学との接点から再考する外傷歯、そして歯学 

 

筑波大学 医学医療系 筑波大学附属病院 

茨城県地域臨床教育センター 

教授 柳川 徹 

 

外傷歯が生じる際には転倒や打撲などによる急性外傷があり、また、時として咬合圧などによる

慢性外傷がある。しかし、常にその背後には、生体側の要因が隠れている。受傷する意味合いが、

小児の転倒、老人の転倒、交通外傷、スポーツ外傷など年齢や状況、様々な基礎疾患や薬剤の

使用など生体側の因子に依存して、治癒過程や治療法の選択が変化して来る。歯科医師の視野

で見たとき、正常な歯を迅速かつ適切な対応で修復するのが正解であるが、その方針は歯科治

療を行うという非常に狭い枠組みを越えて考えたとき、果たして、これが正解なのだろうか？と考

えたことはないだろうか。もしかして、歯を削って、形を直して、以前より少しでも精度が高く、保険

点数を取れ漏れなくなるべく多く取るのが美徳という、歯科の習慣の中で積み重なった固定観念

の上で思考を停止したままでないだろうか。歯学部に入学した学生の頃、歯科麻酔と麻酔科はど

こが違うのか、歯科放射線科と放射線科は？そして、歯科医師と医師はどこが違うのか？など冗

談で語った、歯学を知らない自由な発想の学生の頃の思いも、年を経て歯学の世界になじんでし

まうと、自分の目の前の問題さえ片付けば、歯科全体の学問がどちらに向かうかなど考えていな

いのではないか。そのような思いから、第 20回日本外傷歯学会総会・学術大会では、特に日本の

歯科学の源流である医学との接点に焦点を当て、古くから近いようで遠い医学と歯学の間の壁を

破って歯科の姿を見つめ直し、この先も医学とともに歩んで行くのはどうしたらよいか？そして、歯

科から医学に発信していける魅力は何なのだろうか？と考えていくことを、今回の学会のテーマと

させていただくことしました。この第 20 回の節目に今後の外傷歯学、そして歯学全体の発展には

何が必要なのか、考えるヒントを会員の皆さまに提供して大会長講演とさせていただきたいと思い

ます。 
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【略歴】 

1987年 3月 東京医科歯科大学歯学部卒業 

1987年 7月 東京医科歯科大学歯学部附属病院 特別臨床研修医 

1989年 4月 筑波大学医学専門学群入学 

1995年 3月 筑波大学医学専門学群卒業 

1995年 4月 筑波大学大学院医学研究科形態系入学 

1999年 3月 筑波大学大学院医学研究科形態系修了 博士（医学） 

1999年 4月 千葉県がんセンター頭頸科研修生 

1999年 8月 筑波大学臨床医学系 講師 

2010年 10月 筑波大学大学院人間総合科学研究科 准教授 

2013年 4月 筑波大学医学医療系 顎口腔外科学 准教授 

2015年 4月 筑波大学附属病院 病院教授 

2018年 8月 筑波大学医学医療系 教授 

       筑波大学附属病院 茨城県地域臨床教育センター 

現在に至る 

 

【学会活動等】 

日本外傷歯学会（理事，認定医・指導医） 

日本口腔科学会（評議員，認定医・指導医） 

日本口腔外科学会（指導医・専門医)  

日本有病者歯科医療学会（認定医・指導医・専門医） 

日本口腔腫瘍学会（暫定口腔がん指導医）  

日本がん治療認定医機構 認定医 

日本がん治療認定医機構 (歯科口腔外科) 認定医 

日本頭頸部癌学会 

日本形成外科学会 

Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 

口腔病学会 

日本口腔診断学会 

日本顎顔面インプラント学会 

日本口蓋裂学会 

日本レーザー医学会 

日本生化学会 

American Society for Biochemistry and Molecular Biology 

日本骨代謝学会 

臨床ストレス応答学会 
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シンポジウム 

（ダブルライセンスシンポジウム） 
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口腔科のあゆみと将来、ダブルライセンスとの関り 

 

筑波大学医学医療系 顎口腔外科学 

教授 武川 寛樹 

 近代歯科医学の発展は，明治 8年（1875年）歯科医師免許第一号となった小幡英之助から始ま

る．一方，明治 36 年（1903 年）東京帝国大学医科大学 外科学講座の佐藤三吉教授は，歯科学

教室を開設し，石原久を主任（助教授）とした．島峰徹は明治 38 年（1905 年）東京帝国大学科大

学卒業後，明治 42年（1909年）ベルリン大学歯学科を卒業し学術研究科主任を務めた後，大正 3

年（1914 年）東京帝国大学医科大学歯科学教室講師となった．この年，石原と島峰は初めて会っ

たが，歯科が好きではなかった石原と歯科を学ぶためにベルリン大学歯学科を卒業した島峰とは

相性が悪く，島峰は 1919 年に辞任し昭和 3 年（1928 年）東京高等歯科医学校を創設した．島峰

は，「歯科医学は医学の一分野であり，独立したものではない」という考えを持ち、医歯一元論で

あった．佐藤運雄（かずお）も明治 31 年（1898 年）東京歯科医学院を卒業後に，1901 年レーキフ

ォレスト大学歯学部を卒業し，1903 年シカゴ大学・ラッシュ医科大学を卒業し，ダブルドクターとな

った．同年東京帝国大学医科大学歯科学教室に入るが，最初は傍観生という立場でしかなかった．

歯科医師は低く見られ，東京帝国大学卒業でなければたとえ米国で両資格を取ってきても見下さ

れる風潮であった．大正 5 年（1916 年）東洋歯科医学専門学校を創設するが，佐藤も医歯一元論

であり，「歯科医学」ではなく「口腔科学」を提唱した．  

しかし今日，口腔外科を専攻する医師やダブルドクターは激減し，現役では医師は 1 名，ダブルド

クターは 5 名しかいない．毎年数名ダブルドクターは誕生するが，医師が口腔科を学ぶ教育シス

テムがなく，医科の日本専門医機構で評価されうる口腔科の専門医制度も存在しないため，今後

は口腔科を専攻する医師はあと数年で消滅するものと考える．医科・歯科を問わず評価信頼され

る「口腔科」の専門医制度が確立されることを望む． 
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【略歴】 

1984年 3月 日本歯科大学 卒業 

1984年 6月 歯科医籍登録 

1984年 6月 日本歯科大学口腔外科学第 2講座 助手 

1986年 4月 筑波大学医学専門学群 入学 

1992年 3月 筑波大学医学専門学群 卒業 

1992年 4月 横浜市立大学大学院医学研究科 入学 

1992年 5月 医籍登録 

1995年 11月 横浜市立大学大学院医学研究科 修了（飛び級） 

1995年 12月 横浜市立大学医学部口腔外科学講座 助手 

1997年 7月 チューリッヒ大学頭蓋顎顔面口腔外科学教室（スイス）留学 

1998年 5月 横浜市立大学医学部附属病院歯科・口腔外科 講師 

2002年 4月 千葉大学医学部附属病院歯科・顎・口腔外科 講師 

2009年 7月 筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻顎口腔外科学分野 

教授 

2009年 7月 筑波大学附属病院歯・口腔診療グループ長 

2011年 10月 筑波大学医学医療系顎口腔外科学 教授 

2016年 4月 筑波大学附属病院副病院長 

2016年 4月 つくばヒト組織バイオバンクセンター 部長 

2016年 10月 つくば予防医学研究センター 部長 

 

 

【学会活動等】 

日本口腔科学会（理事，評議員，認定医，指導医） 

日本口腔外科学会（代議員，専門医，指導医） 

日本がん治療認定医，指導責任者 

日本がん治療認定医，指導責任者（歯科口腔外科） 

身体障碍者福祉法第 15条第 1項に規定する医師指定 

日本口腔腫瘍学会，日本口腔診断学会，日本癌学会，頭頸部癌学会 

日本再生医療学会，日本人間ドック学会 
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口腔外科医、耳鼻科医として診る歯科疾患 

 

明海大学歯学部総合臨床医学講座耳鼻咽喉科学分野 

教授 野村 務 

近年医療の高度化、再分化が進行し、要求される知識、技術が多岐にわたっております。このた

め一般医療において、医学全般の総合知識の重要性も指摘されてきております。歯科においてい

えば、歯科医療は医療の一分野であり、高齢化、治療の先進化等により、医科的知識の重要性

は高まりつつあります。このため演者は、歯科医療に必要な医学知識の習得のため、医学研修を

受けました。現在、主として大学耳鼻科医として臨床を行い、歯科医として歯科医院での口腔外科

を行っております。 

このような経験から、耳鼻科診療中に歯科の知識が役に立つこともあるし、その逆に歯科治療中

に耳鼻科知識が役に立つこともあります。また双方で治療方法が異なる場合もあります。例えば、

副鼻腔炎の手術治療の場合は、耳鼻科では鼻内内視鏡で行いますが、歯科では歯肉切開で根

治術となり、治療法が異なる場合があります。私が経験した医科と歯科の診療の違い、問題点な

どをお話し、今後の診療にお役に立てればと思います。 
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【略歴】 

1985年 3月 新潟大学歯学部歯学科卒業  

1989年 3月 新潟大学大学院歯学研究科博士課程修了   

1989年 4月 新潟大学歯学部（口腔外科学第一教室）医員  

1990年 1月 新潟大学歯学部（口腔外科学第一教室）助手  

1991年 4月 新潟大学歯学部附属病院（口腔外科学第一教室）助手  

1998年 9月 Case Western Reserve 大学(口腔外科学・生体医工学)visiting professor  

    （一部文部省在外研究員）  

2001年 4月 新潟大学大学院顎顔面再建外科学講座組織再建口腔外科学分野助手  

2002年 10月 旭川医科大学医学部医学科編入学   

2007年 3月 旭川医科大学医学部医学科卒業   

2007年 4月 癌研有明病院・東京大学医学部附属病院初期研修  

2009年 4月 東京大学医学部 耳鼻咽喉科学教室入局  

2010年 4月 JR東京総合病院 耳鼻咽喉科医員  

2011年 4月 NTT東日本関東病院 耳鼻咽喉科・頭頸科医員  

2012年 4月 国立がん研究センター中央病院頭頸部腫瘍科医員  

2014年 4月 亀田総合病院耳鼻咽喉科、頭頸部外科(兼任)医員  

2015年 4月 埼玉医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科 講師  

2019年 4月 明海大学歯学部総合臨床医学講座耳鼻咽喉科学分野 教授 

 

 

【学会活動等】 

日本耳鼻咽喉科学会専門医  

日本口腔外科学会専門医・指導医  

日本頭頸部癌学会 代議員 

がん治療認定医  

がん治療認定医（歯科口腔外科）  

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 

日本気管食道科学会 

日本頭蓋底外科学会 

日本口腔科学会 

日本口腔・咽頭科学 

 



第 20回日本外傷歯学会総会・学術大会 

- 20 - 

 

 

医業と歯業とはどう異なるのか 

 

医療法人 中川クリニック（福岡県北九州市） 内科 

副院長 郡家 正彦 

歯科医師免許で可能な医行為はどこまでなのか？ 明治初期、歯科医術開業試験が医業開業試

験と分離して施行されるようになって以来、本邦の歯科医師にとってこの大きな疑問は解決されて

いない。その反面、医科で歯科医師が可能な医行為について論じられることはきわめてまれであ

る。詳しく考察された医科側からの文献も渉猟し得た範囲ではみられない。翻せば、多くの医師に

とってこの問題はさほど大切でもなければ興味もないのである。また、医師の中で少なからず、口

腔外科領域で行われる大掛かりな手術、全身麻酔などに対して違和感や反感を有しているものが

いることも事実である。しかし、これを検証することは不可能に近く、このことに触れることは概ね

が感情論でもあるため、日本人の感性としてはあまり表にしたくないというのも理解に難くない。そ

のような中、内部告発をもとに勃発した市立札幌病院の歯科医師研修問題事件は最高裁判決も

下り、歯科医師の救命救急、麻酔研修は違法とされた。最高裁判決で上告が棄却された事実はき

わめて重い。判例法主義が前提となる本邦司法界では今後これが汎用される。さらに続く三井記

念病院、千葉県がんセンターの歯科医師麻酔科研修問題事件なども内部告発から露見し、争わ

れた核心はどれも類似している。診療可能範囲については、医師法第 17条、歯科医師法第 17条

の解釈が最も重要であるにもかかわらず、近代化された明治時代以降、明確な医業、歯業の範疇

を法文中に記載しなかったことは、結果的に医科対歯科の反目の構図を作り出す元凶となった。

先の市立札幌病院の裁判過程において、歯科側が考えうる最大限の合理的根拠を弁証したが、

医師法と各種通達を盾にした裁判官には通用しなかった。この結果を今後翻すのであれば、綿密

な法廷戦術を練り直し、根拠となる医学部、歯学部の教育内容を大幅に改訂しない限り、歯科医

師が行える医行為には永遠に限界がつき纏う。 
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【学歴】 

昭和 59年 3月 日本大学松戸歯学部卒業    歯科医師 

昭和 63年 3月 日本大学大学院松戸歯学研究科修了（口腔外科学専攻） 博士 

平成 7年 3月 聖マリアンナ医科大学医学部医学科卒業   医師 

 

 

【職歴】 

昭和 63年 4月 横浜市立大学医学部口腔外科学講座 勤務 

昭和 64年 1月 聖マリアンナ医科大医学部学形成外科学講座 勤務 

平成 7年 5月 済生会横浜市南部病院 勤務 外科・麻酔科・救命救急 

平成 9年 4月 日本医科大学付属病院形成外科学講座 勤務 

平成 11年 4月 伊勢崎市民病院形成外科（群馬県） 勤務 

平成 22年 4月 医療法人 中川クリニック（福岡県北九州市） 勤務 副院長 
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ダブルライセンスからみた、医学教育と歯学教育の違い 

 

岩手医科大学 

安井 祥子 

 

医学と歯学の教育が言葉の上では比較されるものの、実際に両方の教育を経験できる人間は少

ない。その中で、ダブルライセンスは、医学・歯学両方の教育を実際に受けた真の意味で医学教

育・歯学教育を比較できる数少ない人種である。医学の教育は、まず、全身管理の出来る「医師」

を養成し、その後、卒後、研修医としてまず全身疾患を一通り診られる「医師」となったあと、各専

門医となる。一方、歯科の教育は、まず「歯科医師」となり、そこから全身疾患の知識が必要な場

合、専門の科で必要な全身管理を学ぶ方向となっている。そうした医学と歯学の教育システムの

違いが医師と歯科医師の違いの基盤にあるが、それ以外にも、見えないところに大きな違いが存

在する。私は医学部へ編入学して以降、歯学部と医学部の教育の違いに驚くことは様々あった。

歯学部では歯科という特性上、学生時代より実技実習の機会が多く、何かと手を動かしていた。

対して医学部では、座学が主体であり実技実習は少ないが、最も驚いたことは、医学部では勉強

会などの機会がとても多く、また、その多くが学生主体で開催されていたということである。私が歯

学部にいた頃は、このような機会は得られなかった。こういう勉強会では、1. 興味関心が近く共有

できる者同士が集まることで、高いレベルで互いに刺激し合い学びを深めることができる。また、

様々な地域や大学の人との交流を通じて、自らの視野を広げることができる。2. 企画・運営を通し

て段取りなどの様々な過程を知ることができる。3. 素晴らしい人と知り合うことができる。参加者

の学生同士や先輩医師との出会いは、時にはロールモデルとなる先生やメンターとの出会いもあ

り、そのような人との出会いは人生をより深みのあるものにする。などの利点があった。この制度

として見えない習慣の違いは今後の歯科の発展にも重要で、是非、実現されて欲しいと強く感じて

いる。 
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【略歴】 

平成 22年 4月 明海大学歯学部歯学科 入学 

平成 28年 3月 明海大学歯学部歯学科 卒業 

平成 28年 4月 明海大学歯学部付属明海大学病院 入職(研修医) 

平成 29年 3月 明海大学歯学部付属明海大学病院 退職 

平成 29年 4月 岩手医科大学医学部医学科 編入学 
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特別講演１ 
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大脳皮質体性感覚野のニューロン特異的ゲノム編集技術の開発 

 

信州大学学術研究院医学系分子細胞生理学教室 

信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所 

教授 田渕 克彦 

歯痛を含む痛みの伝導路は、末梢の無髄自由神経終末に始まり、視床を介して大脳皮質体性

感覚野へ投射する。我々は、大脳皮質体性感覚野の神経回路について、分子機能に焦点を当て

て研究を行ってきた。分子レベルで研究する上で、遺伝子改変動物を作成し、モデルとして用いる

ことは重要であるが、ES 細胞によるノックアウトやノックインマウスを作成するには時間と予算が

膨大にかかる。我々は、CRISPR/Cas9 システムを用いたゲノム編集技術と子宮内エレクトロポレ

ーション法とを組み合わせて、マウスの大脳皮質のニューロン特異的に遺伝子を改変する技術を

開発した。b-actin 遺伝子の翻訳開始点近傍を標的とする sgRNA を設計し、Cas9 タンパク質発現

ベクターに挿入したものと、EGFPをコードする遺伝子の両端に b-actin遺伝子の翻訳開始点の 5’

側と 3’側のゲノム配列（相同アーム）を融合したドナーベクターを胎生 15 日目のマウスの側脳室

に注入しエレクトロポレーションをかけると、生後マウスの大脳皮質体性感覚野の 2/3層の錐体ニ

ューロンの一部で EGFPの発現が認められた。EGFPのシグナルは b-actinタンパク質の挙動と一

致していたことから、これらのニューロンで b-actin遺伝子に EGFPがノックインしたことが示唆され

た。さらに、単一細胞 PCR により、実際にノックインが成功していることが確認された。ドナーベク

ターの 5’側、3’側の相同アームの長さがそれぞれ 0.5 kb のときは、ノックイン効率が遺伝子導入

ニューロン中 2%程度だったが、これを 1.5kb~2kb まで伸ばしたところ、ノックイン効率は 14%程度ま

で上昇した。DNA 修復因子である Rad51 遺伝子発現ベクターを共導入すると、ノックイン効率はさ

らに 2.5 倍程度に上昇した。本手法により、ニューロンにおける分子機能の解析が飛躍的に効率

化すると期待できる。 

 



第 20回日本外傷歯学会総会・学術大会 

- 27 - 

 

 

【略歴】 

学歴： 

平成 7年 筑波大学医学専門学群卒業 

平成 11年 大阪大学医学部大学院博士課程修了 

 

職歴： 

平成 11年～平成 17年 テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター・ポスドク研究員 

平成 17年～平成 19年 テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター・Assistant Instructor 

平成 19年～平成 20年 テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター・Instructor 

平成 20年～平成 21年 スタンフォード大学医学部・Research Associate 

平成 21年～平成 24年 自然科学研究機構生理学研究所脳形態解析研究部門・准教授 

平成 21年～平成 26年 JST さきがけ研究員（兼任） 

平成 24年～ 信州大学医学部医学科教授（所属部局名称変更を経て現在に至る） 
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特別講演２ 
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新型コロナウイルス感染症と歯科医療 

 

茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 呼吸器内科 

部長・感染制御室長 橋本 幾太 

 

 

2019 年 12 月に中国の湖北省武漢市で報告されたコロナウイルス SARS-CoV-2 による新型コロ

ナ感染症 COVID-19 は瞬く間に世界に感染拡大し、全世界で感染者 2500 万人、死者 87 万人

（2020 年 9 月現在）を越えるパンデミックとなった。日本では 7 万人の感染者（2020 年 9 月現在）

を数え、一旦 4 月のピークを経て、緊急事態宣言が 5 月 31 日に解除されたが、その後の感染者

数は徐々に増加し、7 月下旬に再度ピークを迎え、漸減傾向であるものの、感染の不安を抱えな

がらも COVID-19 がある状態での日常への復帰、いわゆる、ウィズ コロナの生活が始まった。

COVID-19 の臨床症状の多くは、発熱，呼吸器症状(咳嗽、咽頭痛、鼻汁、鼻閉など)、頭痛、倦怠

感、さらに嗅覚障害・味覚障害であり、病態的には、SARS-CoV-2 ウイルスが細胞表面上のアン

ギオテンシン転換酵素 2（ACE2）レセプターを介して感染し、重症例では自然免疫の過剰活性化に

よるサイトカインストームが生じ、血管内皮細胞障害から広範囲の血栓症微小血栓を引き起こし、

時に死に至るメカニズムが解ってきた。この SARS-CoV-2ウイルスは、接触感染、飛沫感染（エア

ロゾル感染）を感染ルートとし、咳、くしゃみなど、病原体保有者が発するエアロゾルの吸引でも感

染し、感染基本再生産数 R0:=3.28 と感染力が強いことから、医療関係者は厳重な防御策が必要

とされた。特に歯科医師がおこなう歯科治療の多くがエアロゾルを発生させる処置で、非常にリス

クが高い職種であり、厳重な注意が必要である。本講演では、COVID-19 について、これまでに解

ってきたこと、予防法、そして、歯科診療を行う上で重要な点についての解説を加える。 
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【略歴】 

1991年 3月 鹿児島大学医学部卒業 

1991年 4月～1993年 3月 東京女子医科大学大学附属病院 研修医 

1993年 4月～2002年 3月東京女子医大病院 呼吸器内科 

2002年 4月～2004年 3月：東京都多摩老人医療センター 呼吸器内科 

2004年 4月～2005年 3月：東京女子医大病院 呼吸器内科 

2005年 3月～現在：呼吸器内科茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター  

呼吸器内科 部長、感染制御室長 

 

日本内科学会 認定内科医 

日本呼吸器学会 

日本感染症学会 

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医 

日本アレルギー学会 

日本呼吸器内視鏡学会 

日本肺癌学会 

日本結核病学会 結核・抗酸菌認定医 

ICD(インフェクションコントロールドクター) 

 

【参考文献】 

橋本 幾太、他 

歯科医院のための内科学講座 全身管理・全身疾患を見据えた補綴治療のススメ(特別編)  歯

科医院における新型コロナウイルス感染症対策 患者、スタッフ、そして自院を守るために知って

おくべきこと・取り組むべきこと．補綴臨床 53巻 3号 231-242，2020年 

橋本 幾太、他 

歯科医院のための内科学講座 全身管理・全身疾患を見据えた補綴治療のススメ(特別編) 緊急

寄稿(第二報) 歯科医院における新型コロナウイルス感染症対策 患者、スタッフ、そして自院を

守るために知っておくべきこと・取り組むべきこと．補綴臨床 53巻 4号 343-356，2020年 

橋本 幾太、他 

歯科医院のための内科学講座 全身管理・全身疾患を見据えた補綴治療のススメ(特別編) 緊急

寄稿(第三報) 歯科医院における新型コロナウイルス感染症対策 患者、スタッフ、そして自院を

守るために知っておくべきこと・取り組むべきこと．補綴臨床 53巻 5号 483-506，2020年 
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特別講演３ 
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歯の外傷から歯科インプラント治療を再考する 

 

九州歯科大学歯学部 歯学科 口腔再建リハビリテーション学分野  

九州歯科大学附属病院口腔インプラントセンター長 

副学長・教授 細川 隆司 

インプラントによる補綴治療介入は、天然歯の外傷と深く関わっている。外傷歯とインプラントとの

関わりは、大きく分けて２つある。 

１つは、外傷により欠損が生じた際の補綴治療介入である。外傷歯の抜歯後に、多くの症例でイ

ンプラントが適用されている。しかし、抜歯後の予期せぬレベルの骨吸収の発生など、いくつかの

臨床上の問題点も指摘されるため十分な術前診断と、臨床的配慮を必要としていることを我々は

認識しておく必要がある。 

２つ目は、インプラント治療を行う際に天然歯が対合歯である場合、外傷による歯冠／歯根破折

が生じることが指摘され始めていることである。すなわち、インプラントの強大な咬合力によって、

対合天然歯の外傷が起きることが臨床研究の結果から指摘され始めており、インプラント治療の

大きな問題点になりつつある。 

本講演では、これまであまり論じられてこなかったインプラント治療と天然歯の外傷との関連につ

いて私見を提示し、インプラントによる補綴治療介入を受けた患者の QOL を長期にわたり維持向

上させるために何が必要かを考えてみたい。 

 

〈キーワード〉外傷歯、インプラント、治療（アウトカム）評価、QOL 
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【略歴】 

昭和 61年３月  九州歯科大学歯学部卒業／同大学院入学 

平成 1 年４月   日本学術振興会特別研究員採用 

平成 2 年３月   九州歯科大学大学院歯学研究科修了 

平成 2 年４月   ハーバード大学歯学部研究員 

平成 3 年４月   九州歯科大学歯学部助手 

平成 7 年４月   広島大学歯学部助手 

平成 11年 12月   広島大学歯学部付属病院講師 

平成 15年５月 九州歯科大学教授（歯科補綴学第二講座） 

平成 16年 10月 九州歯科大学教授（口腔再建リハビリテーション学分野） 

平成 22年 1０月 九州歯科大学附属病院口腔インプラントセンター長 

平成 24年４月 九州歯科大学歯学部長 

平成 28年４月 九州歯科大学附属病院副病院長 

令和 2 年４月 九州歯科大学副学長 

 

 

【学会活動等】 

㈳日本口腔インプラント学会（理事・専門医・指導医） 

㈳日本補綴歯科学会 （理事・専門医・指導医） 
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ランチョンセミナー 
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顎顔面外傷に対する吸収性プレート（ラクトソーブⓇ）の臨床適応 

 

愛知学院大学 顎顔面外科学講座 

講師 長谷川 正午 

口腔顎顔面領域の骨折に対する観血的整復固定術や顎矯正手術の骨片固定において，金属製

骨接合システムに代わり生体吸収性骨接合システムの使用される頻度が増加してきた。本稿で

は，2008 年より生体吸収性骨接合システムのひとつであるラクトソーブⓇの使用経験を踏まえ，術

後感染や注意点，また幼児の骨折での使用経験につき概要を報告する。 

51症例でラクトソーブⓇによる合併症を検討した。男性 43例，女性 7例，年齢は 2歳から 86歳で，

顔面多発骨折 47例，眼窩底骨折 2例，顎変形症 2例であった。168個のラクトソーブプレートもし

くはメッシュ，725個の Hexヘッドスクリューを使用した。合併症として 5例（10%）に術後感染を認め

た。感染は，術後 1 ヶ月〜8 ヶ月に認め，切開・ドレナージもしくはプレート・スクリュー除去で治癒

を得た。また，2 例（4%）に術後プレート露出を認めた。術後感染を認めた 5 例のうち 2 例では，術

後 8 ヶ月で感染が明らかとなった。吸収過程においてプレートやスクリューの吸収障害が阻害され

た場合，術後感染を来す可能性が示唆された。 

幼児は保護者の管理下で生活するため顎顔面骨骨折は比較的稀であり，その治療において，観

血的整復固定術を選択した報告は少ない。われわれは過去の母親の不注意による複数回の受

傷歴から，母親の管理能力不足を危惧し，2 歳児の下顎骨骨折に対してラクトソーブⓇを使用し観

血的整復固定術を施行した。初診時，右下 AB間での舌側偏位を認め，CTでは，右下 AB間の下

顎骨骨折と両側関節突起部の骨折を認めた。全身麻酔下に右下 AB と左下 AB 間で歯牙を結紮

固定し，下顎下縁とその上方の 2か所をラクトソーブⓇで固定した。両側関節突起骨折は保存的治

療とした。術直後は咬合が右側でわずかに舌側偏位する状態が残存したが，開口障害もなく術後

10日で退院。下顎の術後偏位も改善したため約 1カ月で歯牙結紮を除去した。従来，幼児の顎顔

面骨骨折に対する観血的処置は顎骨や歯胚の成長を阻害すると回避されてきたが，最近ではラ

クトソーブⓇの使用により顎骨の成長を抑制せず強固な固定を得た例も散見される。慎重に適応

を選択していくことで，有益な治療法となることが示唆された。 
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【略歴】 

学 歴： 

1996年 3月 愛知学院大学歯学部卒業 

2001年 3月 愛知学院大学大学院歯学研究科卒業（口腔外科学専攻） 

2005年 10月 （社）日本口腔外科学会専門医 

2011年 4月 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医（歯科口腔外科） 

2013年 12月 日本口腔腫瘍学会暫定口腔がん指導医 

2015年 1月 臨床研修歯科指導医 

2015年 4月 日本口腔外科学会口腔外科指導医 

2017年 6月 日本口腔科学会認定医 

2019年 6月 日本口腔科学会指導医 

 

職 歴： 

1996年 4月 愛知学院大学歯学部口腔外科学第２講座 臨床研修医 

1999年 4月 科学技術庁 放射線医学総合研究所 博士号取得若手研究員 

1999年 6月 千葉県がんセンター 頭頸科研究生 

2002年 4月 科学技術振興事業団 放射線医学総合研究所 重点研究支援協力員 

2002年 9月 癌研究会附属病院 頭頸科研究生 

2003年 4月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔機能再建学分野 助手 

2005年 4月 東京医科歯科大学硬組織疾患ゲノムセンター 特任講師 

2006年 7月 三重大学医学部附属病院臨床麻酔部 医員 

2006年 7月 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 非常勤講師 

2007年 4月 市立四日市病院歯科口腔外科 医長 

2011年 4月 市立四日市病院歯科口腔外科 副部長 

2013年 4月 筑波大学医学医療系顎口腔外科 講師 

2015年 4月 金沢大学がん進展制御研究所 共同研究員 

2017年 4月 豊川市民病院歯科口腔外科 部長 

2018年 4月 豊田若竹病院歯科口腔外科 部長 

2019年 4月 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 講師 

 

 

 

 



第 20回日本外傷歯学会総会・学術大会 

- 40 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回日本外傷歯学会総会・学術大会 

- 41 - 

 

 

 

 

 

教育講演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回日本外傷歯学会総会・学術大会 

- 42 - 

 

 

外傷歯と歯の細胞バンク ～再生医療にむけて～ 

 

日本歯科大学生命歯学部 

発生・再生医科学講座 

副学長・教授 中原 貴 

『歯の細胞バンク』は、日常的な治療抜歯や便宜抜髄（外傷歯も含む）された歯髄組織の細胞を培

養によって増やして凍結保管することで、将来の患者自身の再生医療に活用することを目的とし

た取り組みである。患者自身の細胞を用いるため、免疫、感染、腫瘍化・がん化の危険性がきわ

めて低く、安全な再生医療への貢献が期待されている。 

2015 年 4 月の設立以後、計 15 回の認定医講習会を開催し、「歯の細胞バンク認定医」は 1,199

名※にのぼり、全国都道府県に認定医が存在している。2017 年の第２期認定医講習会からは、他

大学出身の歯科医師にも認定医を募り、現在では認定医総数の１割（120 名，22 歯科大学・歯学

部）に達する。 

2019 年の第３期認定医講習会では、“医師”にも認定医の参加を募り、現在 16 名（12 医科大学・

医学部）の医師認定医が誕生し、再生医療の啓発と歯科医師認定医へのバンク希望者の紹介を

担っている。さらに同年、「歯の細胞バンクコーディネーター」を創設し、歯科衛生士と歯科技工士

を対象としたコーディネーター講習会も開催した。計 4 回の講習会を通じて、現在 44 名※の認定コ

ーディネーターが誕生し、認定医のサポートを行っている。 

このように『歯の細胞バンク』は、歯科医師だけでなく、医師、歯科衛生士、歯科技工士と協同する

ことによって、医科・歯科連携、そして多職種連携の新たな医療モデルを社会に提起している。そ

の起点となる全国の歯科医院は、将来の再生医療を支える医療インフラとしての中心的役割を担

うことになる。 

本講演では、再生医療への応用が期待される“歯髄細胞”の魅力、そして『歯の細胞バンク』を通

じた新たな医療貢献の形について紹介したい。 （※2020年 5月 31日現在） 

 

【主な参考文献】 

1. 沢井製薬ウェブサイト, サワイ健康推進課，2020年 2月 27日. 

「ミライのヘルスケア」抜けた歯を再生医療に活用！歯髄細胞が未来のあなた

を救う（右：QR コード参照） 

2. 【Special interview】『歯の細胞バンク』がつなぐ歯科医療と再生医療―「歯を作る」「歯から創
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る」未来における歯科医師の新たな役割，補綴臨床，52(6): 628-643, 2019. 

3. 【歯科の最新テクノロジー】歯の再生医療への期待と現実～新たな医療インフラ 「歯の細胞

バンク」～，デンタルダイヤモンド，44(9): 106-110, 2019. 

4. バイオ再生医療をになう歯の細胞バンク，バイオインテグレーション学会誌，8(1): 1-6, 2018. 

5. 【GUEST EDITORIAL】なぜ今，医科・歯科の融合が必要か？ 再生医療時代にアピールする

歯科医療, ザ・クインテッセンス, クインテッセンス出版, 37(4): 39-40, 2018. 

6. 【特別企画】捨てるなんてもったいない！ 抜去歯が秘める再生医療のポテンシャル，月刊 

『nico』, クインテッセンス出版，39-46，2018年 4 月号. 

7. 【歯学の行方】バイオ再生医療と歯髄細胞バンク―歯科医療のパラダイムシフト―，日本歯科

評論，11-13，2017年 1 月号. 

8. 歯内療法が担う歯髄細胞バンク～ポジティブな抜髄治療のススメ～, 北村和夫編，歯内療法

のレベルアップ＆ヒント, デンタルダイヤモンド, 東京, 172-175, 2017. 

9. 来たるべきバイオ再生医療に向けて～「歯髄細胞バンク」という新たな歯科医療のカタチ～，

日本歯科医師会雑誌，19-27，2016年 1月号. 

10. 【2020 年歯科医療シミュレーションマップ】バイオ再生医療は歯科に新風を吹きこむか？, デ

ンタルダイヤモンド，28-33，2016年 1月号. 

11. 歯科から発信するバイオ再生医療～「歯髄細胞バンク」という新たな希望～, 公益財団法人

8020推進財団 会誌「８０２０」，46-49，2016年 1月号. 

12. 【歯の細胞生物学】歯髄と歯根膜組織からの選択的細胞分離の実際―“安全”を約束するバ

イオ再生医療のために, 腎と骨代謝，29(1): 41-48，2016. 

13. 歯内療法と歯髄細胞バンク―抜髄治療のパラダイムシフト, 北村和夫 編，歯内療法の「三種

の神器」―更なる治療精度を求めて―, デンタルダイヤモンド, 東京, 2016. 

14. 歯髄と歯根膜からの選択的細胞分離～バイオ再生医療における“安全”な細胞獲得法の実

際～，99-107，歯科再生・修復医療と材料, シーエムシー出版, 東京, 2015. 

15. 【萬人一語】歯髄幹細胞を用いたバイオ再生医療の可能性, 新聞 QUINT, 235: 1, 2015. 

16. 【インタビュー】「バイオ再生医療」の現状と展望 ～口腔内細胞で全身疾患治す時代へ～，日

本歯科新聞 8面, 2015年 2月 10日. 

17. バイオ再生医療の現状と展開 ～“安全な”歯科医療を再考する～，日本歯科医師会雑誌，

21-32，2014年 9月号. 

 

【略歴】 

1999年 3月 日本歯科大学歯学部 卒業 

1999年 7月 京都大学再生医科学研究所 特別研究生（2002年 6月まで） 

2003年 3月 東京医科歯科大学大学院 博士課程修了 博士（学術）取得 

2003年 4月 日本歯科大学歯学部発生・再生医科学 助手 

2005年 4月 日本歯科大学歯学部発生・再生医科学 講師 

2008年 4月 日本歯科大学生命歯学部発生・再生医科学 准教授 

2010年 4月 日本歯科大学生命歯学部発生・再生医科学 教授 

2016年 2月 東京慈恵会医科大学大学院 博士課程修了 博士（医学）取得 

2017年 4月 日本歯科大学 副学長 
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O-1 

根尖未閉鎖中切歯においてアペキシフィケーション後に

同部位を再受傷した１例 

 

○中村州臣，藤田茉衣子，浅里仁，小川綾野，青木嵯

由里，亀倉ともみ，中島知佳子，井上吉登，木本茂成 

 

神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔統合医療学

講座 小児歯科分野 

 

【症例】10 歳１か月の男児。上顎右側中切歯の疼痛を

主訴に来院。【症状ならびに所見】５か月前に受傷した

上顎右側中切歯に疼痛があり近医を受診、異常なしと

言われたが、激痛が持続したため、当科を受診した。上

顎右側中切歯に打診痛、根尖部圧痛、根尖部腫脹を認

めた。動揺度は１度であった。【臨床診断】上顎右側中

切歯の急性化膿性根尖性歯周炎【処置および経過】初

診時は排膿を目的として、根管開放と投薬をした。２回

目の受診からは根尖が未閉鎖であったため、アペキシ

フィケーションを目的として、水酸化カルシウム糊剤を用

いた根管治療を行った。３か月毎にエックス線撮影し、

10歳９か月時に根尖部に硬組織様の不透過像を認め、

ファイルによる触診で根尖部の閉鎖を確認したため、ガ

ッターパーチャーによる根管充填とコンポジットレジン修

復を行った。10 歳 10 か月時に友人の頭部と衝突し、受

傷当日に再度受診した。上顎右側中切歯の歯冠破折を

認めたが、歯根破折は認められなかったため、破折片

をスーパーボンド®により接着し、咬合調整を行った。そ

の後、上顎両側中切歯や隣接歯に外傷による影響が

現れないか、３か月毎にエックス線撮影し、経過観察し

た結果、現在は受傷歯において、根尖病巣の消失を認

めた。【結論】根管充填後に受傷した場合であっても、再

度根管治療を必要とせず、回復する可能性を有する症

例もあるため、慎重な経過観察が必要である。 

 

キーワード：根尖未閉鎖，アペキシフィケーション，再受

傷 

 

 

 

 

O-2 

臼歯部にみられた水平性歯根破折の二症例 

 

○神山卓久 

 

神山歯科医院 

 

歯の破折・損傷について歯科商業雑誌や学会誌をみる

と、垂直性の破折に関する報告は多いが、水平性の破折

に関するものは少ないのが現状である。今回、当医院で

臼歯部の生活歯と失活歯にみられた水平性歯根破折を

経験したので報告する。【症例１】69 歳、男性、主訴は左

上の歯に音がした後、痛くて噛めなくなった。生活歯であ

る上顎左側第一小臼歯が水平性歯根破折したと診断し

た。SEM により抜去歯の破折面を観察すると、細菌はみ

られず象牙質に付着する歯根膜様の線維が観察された。

【症例２】77 歳、男性。主訴は右上の歯が動いて噛みにく

い。失活歯である上顎右側第一大臼歯の頬側根が分岐

部レベルで水平に破折していた。抜去歯を SEMで観察す

ると断面には細菌がバイオフィルム状に存在し、象牙質

を観察すると歯の外周に平行して微小な亀裂が存在して

いた。生活歯と失活歯の破折を比較すると、歯槽骨内で

破折していた生活歯症例は細菌の感染がなく、水平断面

に象牙質のコラーゲン線維と直接付着する歯根膜様の線

維がみられた。過去の報告にある自然治癒症例はこのよ

うな組織構造をとるのではないかと考えた。それに対して

破断面が口腔内に露出した失活歯破折症例では、断面

に細菌が多量の存在するため経過は不良であると考え

た。【結論】垂直性破折では破折部に細菌が侵入しやす

い構造であるが、水平性破折では破折部が露出しない場

合は、保存が期待できることがあると考えた。 

 

キーワード：水平性歯根破折，走査電子顕微鏡 
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O-3 

歯科商業雑誌に掲載された歯の外傷に関する記事の

計量分析 

 

○神山卓久 

 

神山歯科医院 

 

近年「歯の外傷」に関する報告が増えているとの臨床感

覚を持つことがあるが、これは興味あることに対する心

理的バイアスか、実際に増えているのかを本邦の商業

雑誌の記事・論文に対して検討したので報告する。対象

は長年刊行されている「歯界展望」、「日本歯科評論」、

「The Quintessence」、「DENTAL DIAMOND」の 4 誌で

1987-2016 年の 30 年間に掲載された 31,830 の記事・

論文に対して行った。最初に「歯の外傷に関する記事」

とはどのような記事であるかを定義するために、医中誌

Webで歯の外傷に関する情報が多い、日本外傷歯学会

雑誌の論文に付与されたキーワードに対して計量テキ

スト分析を行った結果、「歯牙損傷」・「歯牙破折」・「歯

牙脱臼」が歯の外傷に強く関係するキーワードであっ

た。そのキーワードを用いて商業雑誌掲載から記事を

抽出すると、「歯の外傷」に関する記事は 1093件掲載さ

れており、掲載時期を 10 年ごとにⅠ、Ⅱ、Ⅲ期とする

と、それぞれ 62（0.76%）、173(1.52%)、858（6.95%）が掲載

され、期を経るにしたがって増加していた。それに付随

してタイトルの計量テキスト分析を行うと、頻出語は「イ

ンプラント」、「歯根破折」、「外傷歯」等であり、外部変数

と頻出語の関係をみるとⅠ期では「保存的治療」、Ⅱ期

で「歯根破折」、Ⅲ期では「インプラント」が特徴的に出

現していた。 

 

キーワード：歯の外傷，計量テキスト分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-4 

Hybrid MMF Systemを用いて治療を行った下顎骨骨折の

1例 

 

○神戸智幸 1,2)，神戸美保子 1)，武者篤 1,2)，横尾聡 2) 

 

1) 埼玉よりい病院歯科口腔外科 

2) 群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講

座・形成外科学講座 

 

【緒言】下顎骨は顔面骨のなかで唯一関節を有する骨で

あり，その骨折様式は多彩となる．そのため，骨折の状

態によっては顎間固定の方法が変えることができる．顎

間固定は，線副子，顎間固定スクリュー，床副子などで行

われる．今回，スクリュー固定とアーチバー固定を組み合

わせた Hybrid MMF System（Stryker社）を用いて下顎骨

骨折の治療を行ったため報告する．【症例の概要】症例

は 56 歳男性で，自転車走行中に転倒し顔面を強打し当

科救急受診となった．左下顎角部に骨折を認めるも，骨

片・咬合の偏位は軽度であった．全身麻酔下で上下顎歯

槽部に Hybrid MMF を装着し顎間固定を行った後に，下

顎角部をチタンプレート 2枚で固定した．術後 2週間顎間

固定を行い，顎間固定解除後も咬合は安定していた．

【結果】当科は常勤が 1 名であり，日々の診療に際して処

置の正確性とともに効率化が非常に求められる．Hybrid 

MMF System は一般的な線副子による顎間固定を行うよ

り処置が簡素化しているため大幅に固定時間が短縮で

き，強固な顎間固定が可能なため，少人数で運営してい

る口腔外科では非常に有用であると考えられた．しかし，

骨体部骨折等の歯列・咬合の偏位が著しい症例に対応

することは困難であり，適応症例を見極め，Hybrid MMF 

System を選択することが望ましいと考えられた． 

 

キーワード：Hybrid MMF System，顎間固定，顎骨骨折 
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O-5 

あおり運転後に殴打され顔面頸椎打撲を認めた刑事事

件の 1 例－医療従事者として知っておくべき社会問題

－ 

 

○神戸智幸 1,2)，神戸美保子 1)，武者篤 1,2)，横尾聡 2) 

 

1) 埼玉よりい病院歯科口腔外科 

2) 群馬大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学

講座・形成外科学講座 

 

【緒言】「あおり運転」とは相手の運転者を威嚇する危険

な運転のことで，異常接近や蛇行運転などが含まれ

る．2017 年に大井町の東名高速道路での事故を契機

に社会問題化した．今回，あおり運転後に殴打され顔

面頚椎打撲を認め，刑事事件へ発展した症例を経験し

たため，その概要について報告する．【症例の概要】症

例は 36 歳男性で，トラックにあおられた後に一方的に

顔面を殴打された．受傷時に眼鏡が粉砕していたが CT

画像でガラス片の組織への迷入がないことを確認した．

顔面頚椎打撲で全治 2 週間の診断となった．犯人は逃

走するも後に傷害罪で警察に逮捕された．身柄を検察

庁に送検され起訴処分となった．【結果】外傷によりガラ

ス片の組織への迷入が疑われる場合は CT による精査

が必要であると考えられた．以前の道路交通法には「あ

おり運転」の定義がなく，警察は行為に応じて車間距離

不保持や急ブレーキ禁止違反などで摘発しているのが

ほとんどであった．社会問題化を受け，2020 年 6 月 30

日法改正がなされ，これまで明確な定義がなかった「あ

おり運転」が「妨害運転」行為として新たに規定され，酒

気帯び運転に匹敵する厳罰化となった．あおり運転へ

の法規制は必要だが，どんな危険な運転も許されない

という認識が社会全体に定着していくことが重要である

と考えられた． 

 

キーワード：あおり運転，顔面頚椎打撲，道路交通法改

正，厳罰化，社会問題 

 

 

 

 

 

 

O-6 

外傷による上顎中切歯の歯根破折の症例 

 

○秀島治 

 

ひでしま歯科医院 

 

緒言：平素の生活基盤である家科庭内での高齢者のつ

まずきによる転倒時咄嗟の防御が出来ず、顔面打撲によ

る歯の外傷の原因となり前歯部歯牙の破折や周囲骨骨

折が多く見受けられる。今回、転倒打撲による外傷のた

め、上顎中切歯歯根破折を惹起した症例について報告す

る 

症例：  患者 82歳 女性 

現病歴 段差に躓き転倒 顔面打撲受傷後 2 日経過後、

噛み合わせが悪く、前歯部の痛みのため来院  

現症： 上口唇裂傷 左側上顎中切歯の挺出動揺を認め

る。  

Ｘ線所見：左側上顎中切歯 歯根根尖部 1/3 辺りに破折

を認める  

処置： 補綴物除去し感染根管処置のうえ整復後、即重

合レジンにて固定。10日間根管処置継続の結果、疼痛軽

減が認められたので根管充填処置を行った。その後、軽

い打診痛を認めるため固定したまま 予後観察継続中 

考察：経過観察中の 3 週間にも 2 度転倒し、上口唇部な

らび下顎オトガイの打撲を認め、躓きが常態化しているた

め、転倒予防に留意する旨、家族や関連機関との連携は

必要と感じる。高齢者の外傷や根破折部周囲の炎症は

鎮静・治癒に時間が係り、そのため患部の自発痛や咬合

痛の発現が続くと思われるため、長期間の経過観察が必

要と思われる。 

 

キーワード：外傷，歯根破折 
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O-7 

セルフアドヒーシヴ・レジンセメントのプライマー併用に

よる歯質接着強さの改善 

 

○入江正郎 

 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体材料学分

野 

 

【 緒言 】セルフアドヒーシヴ・レジンセメント（SAR）は，

接着システムの簡略化のみならず，重合触媒の改良に

よって高性能，高機能化してきた．しかし SAR の歯質

接着強さは，アドヒーシヴ・レジンセメント（AR）と比較す

ると低い．そこでSARの歯質接着強さの向上を目的とし

て，推奨のプライマー併用の効果を検証した． 

【 材料と方法 】SAR としては，、G-Cem ONE EM + 

Adhesive Enhancing Primer (GC) と NEXUS universal + 

OptiBond eXTRa Universal (Kerr)を，AR としては RelyX 

Ultimate + Scotchbond Universal Adhesive (3M)を使用，

この 3種に関してエナメル質と象牙質の接着強さを測定

した（岡山大学研究倫理審査専門委員会：承認番号 研

1901-036）． 

【 結果 】エナメル質に対する接着強さは処理材併用で

14 MPaから 25 MPaに，象牙質に対する接着強さは処

理材併用で 15 MPa から 24 MPa に向上し，AR と同等

の接着強さを示した．外傷により被着面積が僅かな症

例や歯根象牙質など不安な部位への接着などは，推奨

のプライマーを併用することでより強固な接着強さが得

られることがわかった． 

演題発表に関連し，開示すべき COI 関係にある企業は

ありません． 

 

キーワード：セルフアドヒーシヴ・レジンセメント，接着強

さ，プライマー 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-8 

下顎左右側中切歯における完全脱臼歯の再植例 

 

○野坂久美子 1)，佐藤輝子 1)，駿河由利子 2) 

 

1) あおば歯科小児歯科クリニック 

2) すこやか歯科こども歯科医院 

 

緒言：小児の場合、永久歯の外傷は破折や不完全脱臼

が多く、完全脱臼は数％にすぎない。今回、６歳の女児で

転倒により下顎両側中切歯が完全に脱臼し、受傷から１

時間後に休日当番医で再植してもらい、その翌日にかか

りつけである当クリニックに来院した症例を経験したので

報告する。 

症例：患児は、歩道で転倒した際、下顎両側中切歯が脱

落し、１歯は自分で受け止め、１歯は路上に落下したのを

拾って休日当番医で再植処置を受けた。固定はレジンで

あった。翌日、かかりつけである当クリニックを訪れた。両

側中切歯の歯根はラッパ状に開大し未完成であったが、

歯根膜空隙の拡大などは認められなかった。しかしバイ

タルテストでは両側とも陰性であった。また、動揺を認め

たため、シーネによる固定を３週間行った。再植から17日

目のバイタルテストでは、両側とも陽性反応が認められ、

歯には変色は認められなかった。しかし、10 か月後、右

側中切歯歯根に内部吸収と狭窄を認めたため、切削を試

みたところ、歯髄はやはり陽性反応を認めたため、２年経

過の現在まで観察を行っている。 

結論ならびに考察：再植は、受傷から 30分以内が適応症

とされているが、今回は１時間経過後に行われた。また、

来院までの保存方法や処置について、再植歯が清掃、消

毒の処置を受けている事から、歯根膜のダメージが想定

され、脱落歯の再植までの保存方法の啓蒙が非常に重

要と思われた。 

 

キーワード：完全脱臼歯，下顎左右中切歯，再植，６歳児 
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O-9 

歯髄幹細胞の神経系細胞への分化誘導 

 

○髙岡昇平 1)，内田文彦 2)，千原佳菜子 1)，福澤智 2)，

菅野直美 2)，山縣憲司 2)，柳川徹 2)，石川博 3)，武川寛

樹 2) 

 

1) 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 疾患制御 

医学専攻 

2) 筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学 

3) 筑波大学 医学医療系 脳神経外科 臨床再生医療

研究室 

 

【緒言】歯髄組織は胎生期の神経堤細胞に由来すると

考えられており、歯髄幹細胞は他の間葉系幹細胞には

ないその特徴から種々の神経再生医療の細胞源として

利用されている。我々は歯髄幹細胞の神経系細胞への

分化誘導に成功したので、その特性について報告す

る。【材料および方法】筑波大学附属病院にて得られた

抜去歯から歯髄幹細胞を採取し、我々が確立した分化

誘導法にて神経系細胞を得た。分化誘導した神経系細

胞に対して、免疫組織化学、RT-PCR、フローサイトメト

リー、マイクロアレイによる遺伝子発現解析を行い評価

した。【結果】歯髄幹細胞から分化誘導された神経系細

胞は、多数の神経突起の進展を有する神経特有の形

態であった。ニューロンマーカー、アストロサイトマーカ

ー、オリゴデンドロサイトマーカーの発現をみとめた。ま

た、神経堤細胞マーカーHNK1、p75 が共陽性である細

胞も確認された。フローサイトメトリーにてそのほとんど

が CD44 陽性細胞であることが確認された。マイクロア

レイより、歯髄幹細胞と比較して分化誘導された神経系

細胞は morphogenesis に関連する遺伝子が増加してい

ることがわかった。【結論】我々が歯髄幹細胞から分化

誘導した神経系細胞は、未分化な状態を保ちながらそ

の一部がニューロン、アストロサイト、オリゴデンドロサ

イトなどに分化していることが判明した。 

 

キーワード：歯髄幹細胞，神経分化 

 

 

O-10 

顎顔面外傷暫時経過後の歯科矯正的アプローチによる

３症例報告 −顎骨骨折による咬合不全と外傷後経過不

良歯への対応− 

 

○渡辺敦 1)，八巻正樹 1)，毛利環 1)，飯坂慶人 2)，福澤智

2)，山縣憲司 2)，柳川徹 2)，武川寛樹 2) 

 

1) つくば毛利矯正歯科（茨城県） 

2) 筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学 

 

【緒言】外傷による顎骨骨折の急性期処置後に咬合不全

や外傷歯の経過不良が生じることがある．今回，顎骨骨

折後の咬合不全症例および外傷歯の治療後の経過不良

症例に対して，歯科矯正的アプローチで治療を行った症

例を報告する． 

【症例１】47 歳男性．外傷により下顎頭骨折し急性期治療

を受けたが，左側で咬めなくなり受診．下顎頭部骨折片

偏位の整復は不可能と判断され，妥協的に矯正治療で

咬合改善のみを行った．矯正治療終了時の X 線所見で

は，骨改造による下顎頭形態の変化と機能的適応が生じ

ていると思われた． 

【症例２】24 歳男性．顎顔面骨折の急性期治療後に前歯

で咬めなくなり受診．矯正治療を開始したが，治療中に再

度顎骨骨折．2 度の外傷により多くの欠損歯が生じたの

で，矯正治療による欠損空隙を減少させて欠損部位を狭

小化し固定性補綴が可能となった． 

【症例３】25 歳女性．上顎右側中切歯の外傷，再植の既

往があり，歯髄処置を複数回繰り返している．外傷歯の

抜歯空隙は矯正治療で閉鎖し欠損補綴を回避できた．こ

の症例に関連して，当院で中切歯抜去を行った 21症例を

調査したところ，85.7%の症例が外傷による歯の損傷が抜

去理由であった． 

【結論】急性期顎顔面外傷処置後の暫時経過後に咬合不

全や外傷歯の予後不良が問題となることがある．歯科矯

正治療を応用することで，咬合の改善のみならず欠損補

綴を少なくすることも可能であった． 

 

キーワード：歯科矯正治療，顎骨骨折，咬合不全 
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O-11 

外傷歯治療中および後のスポーツ復帰のためのマウス

ガード活用症例 

 

○田邊元 1)，伊藤七海 1,2)，白子高大 1)，林海里 1)，中禮

宏 1)，上野俊明 1) 

 

1) 東京医科歯科大学大学院 スポーツ医歯学分野 

2) 杏林大学病院 顎口腔外科 

 

【緒言】日本外傷歯学会の歯の外傷治療ガイドラインに

あるとおり、スポーツ歯科外傷を予防するためにマウス

ガード（MG）は有効であり、積極的な使用が望まれる。

今回、外傷歯治療中のスポーツ選手競技復帰に MG を

活用した症例を報告する。本報告について患者の承諾

は得ている。 

【症例】患者は 20 歳男性。フライングディスク競技中に

転倒し顔面強打、口唇および歯・歯槽骨を負傷した。ル

ールで義務化されておらず、事故当時 MG 未着用であ

った。遠征先近医で初期治療後、フォローアップ目的で

当科初診した。＃11亜脱臼、＃21完全脱臼、＃22亜脱

臼、上顎歯槽骨骨折および下唇裂傷の診断のもと、＃

21 再植治療と＃13～＃24 整復固定（ワイヤー+レジン

系材料）、下唇縫合処置が行われていた。ガイドライン

に則って固定期間は６週間とし、その間前歯部での硬

性食品摂取回避、ソフト歯ブラシによる食後ブラッシン

グ、洗口剤での含嗽励行を指導した。本症例では患者

と６週以降段階的な競技復帰を計画、患部保護と再受

傷防止のためカスタムメイド MG 着用を条件とした。MG

は使用後の冷水洗浄、除菌スプレー噴霧を指示した。

治療後約 2年経過しているが、日常生活、競技生活とも

に支障はない。 

【考察】スポーツ選手の場合、外傷歯治療中および治療

後の競技復帰に際しては患部保護のみならず、再受傷

リスクをコントロールすることの必要性と重要性を再認

識した症例であった。 

 

キーワード：マウスガード，外傷歯，競技復帰 

 

 

 

O-12 

十分な固定を行わずに治癒が得られた外傷性完全脱臼

乳歯の１例 

 

○大木宏介 1)，武川寛樹 2)，柳川徹 1,3) 

 

1) 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 

2) 筑波大学 医学医療系 顎口腔外科学 

3) 筑波大学 医学医療系 筑波大学附属病院 茨城県地

域臨床教育センター 

 

【緒言】乳歯受傷の好発年齢は 1～3 歳であり，その原因

は転倒が最も多い．治療方法は，脱臼した歯を整復して

10〜14 日間固定を要するとされているが，非協力児のた

め適切な固定が得られないことも少なくない．今回われわ

れは，転倒により上顎乳中切歯が完全脱臼した３歳男児

に対し整復後，十分な固定を行わずに治癒が得られた症

例を経験したので報告する．【症例】３歳 3 か月の男児．

幼稚園にて転倒し左側上顎乳中切歯が完全脱臼したた

め，当科を受診した．【処置および経過】生食ガーゼに包

まれていた脱臼歯を整復し，接着性レジンにて固定を行

ったが，翌日には固定具が一部脱離した状態で来院し

た．再度固定するも患児が手指で触ってしまい固定具の

脱離を繰り返した．3 日間の固定で脱臼歯は歯槽窩内に

維持されていたため，再固定はせずに経過観察を行っ

た．受傷後２週間で脱臼歯は M2 程度の動揺がみられる

も維持され，摂食障害もなく経過した．受傷後３か月で動

揺は M1 程度に改善し，歯冠の変色もみられなかった．X

線写真による経時的な観察では，一時的な歯根膜拡大

がみられるも歯根吸収や内部吸収等の異常所見はみら

れなかった．感染所見はないため歯髄は保存の方針と

し，根管治療は行わなかった．受傷後６か月が経過する

も経過良好である．【結語】外傷にて脱臼した生理的歯根

吸収を伴わない乳歯は，数日間の固定でも歯槽窩内に

維持されれば治癒が期待されることが示唆された。 

 

キーワード：乳歯，完全脱臼，固定期間  
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