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ご挨拶 

第 21 回一般社団法人日本外傷歯学会 

総会・学術大会 

大会長 細川 隆司 

 

この度、第 21 回一般社団法人日本外傷歯学会学術大会を開催させていた

だくことになりました。貴重な機会を与えていただきました理事長の木村光孝先

生を始め、役員・理事各位に深く感謝の意を表しますとともに、大会長として、

謹んでご挨拶を申し上げます。 福岡県北九州市での開催を予定しておりまし

たが、新型コロナウイルス感染症の終息の目処がいまだ見えず、参加者の皆

様の安全と感染拡大予防の観点から、今回の学術大会は誌上開催とすること

と致しました。 

 本大会のメインテーマは「外傷歯の予防と治療の最前線」と致しました。超高

齢社会を迎えた現在、高齢者の転倒による口腔外傷が増加しております。ま

た、歯科インプラント治療におきましても、失活した天然歯が対合歯である場

合、長期経過を追って行くと補綴物の破損だけでなく、外傷によって歯冠／歯

根破折を起こすことが指摘され始めています。すなわち、インプラントが発生す

る強大な咬合力によって、対合歯が外傷を起こす危険性が極めて高くなること

が臨床研究の結果から指摘され始めており、インプラント治療が示す大きな問

題点にもなりつつあります。本学会では、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なども含めて、最近明らかになって

きた外傷歯に関する様々な課題を我々はどのように解決できるのかを考え、

本学会から新たな方策が発信できる契機となるような大会になることを期待し

ております。誌上開催となりましたが、様々な分野の多くの皆様にご参加いた

だき、実りある学会になれば幸いです。 
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参加される方へのお知らせ 

 

1. 本学術学会は誌上開催となります。 

2. 誌上開催のため、日歯生涯研修の認定は受けており

ません。 

3. 参加費は 5,000 円です。 

4. 参加費は下記にお振込ください。 

（振込先） 北九州銀行 到津（イトウヅ）支店 

（口座番号） 普通 0080625  

（口座名義） 九州歯科大学口腔インプラント科研修会 細川隆司 

* 振込手数料につきましては依頼様のご負担でお願いいたします。 

* 振込ご依頼人の名義をフルネームでご記載ください。 
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プログラム 

 

大会長講演 座長：木村 光孝 （九州歯科大学） 

「インプラント補綴治療における力のコントロール -対合歯に生じる咬合性外

傷をどう防ぐか-」 

n 細川 隆司 （九州歯科大学） 

 

基調講演 座長：木村 裕一 （奥羽大学） 

「外傷歯における歯根外部吸収への対応」 

n 八若 保孝 （北海道大学） 

 

教育講演 座長：正木 千尋 （九州歯科大学） 

「外傷歯を含めた歯科用コーンビーム CTの読像と放射線被ばく」 

n 森本 泰宏 （九州歯科大学） 

 

特別講演 I 座長：細川 隆司 （九州歯科大学） 

「歯の移動モデルを用いた外傷性ストレスに対する歯周組織変化」 

n 岡藤 範正 （松本歯科大学） 

 

特別講演 II 座長：森本 泰宏 （九州歯科大学） 

「外傷歯治療に対する歯科矯正学的対応について考察する」 

n 川鍋 仁 （奥羽大学） 

 

シンポジウムⅠ 座長：香西 克之 （広島大学） 

「口腔顎顔面外傷患者の全身合併症における初期対応」 

n 島田 拓矢 （京都市立病院） 

「歯にみられる慢性外傷としての亀裂・破折について」 

n 神山 卓久 （神山歯科医院）  
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シンポジウムⅡ 座長：長畠 駿一郎 （香川大学） 

「外傷歯患者に対する抗菌薬適正使用」 

n 古土井 春吾 （甲南医療センター） 

「全入院患者を対象とした口腔スクリーニングシステム構築の必要性」 

n 園井 教裕 （岡山大学病院） 

「自家歯牙移植、インプラントの長期的予後」 

n 辻 裕文 （九州歯科大学） 

「外傷歯に対する最新の治療を考察する」 

n 小田原 聖 （松江市立病院） 

 

シンポジウムⅢ 座長：本川 渉 （福岡歯科大学） 

「成長発育期における外傷による歯冠破折歯の保存」 

n 橋本 敏昭 （福岡歯科大学） 

「外傷による幼若永久歯根尖性歯周炎の処置経過に関する臨床的検討」 

n 野坂 久美子 （あおば小児歯科クリニック） 

「小児の口腔軟組織損傷の処置について」 

n 馬場 篤子 （福岡歯科大学） 

 

シンポジウムⅣ 座長：新垣 敬一 （沖縄県立中部病院） 

「（歯科の）一次救急医療機関における外傷歯治療の応急的初期対応と経過

観察について」 

n 土持 師 （名古屋市立西部医療センター） 

「小児疾患における多職種連携」 

n 比嘉 努 （沖縄県立南部医療センター・こども医療センター） 

「小児顎顔面骨折に関する臨床的検討」 

n 狩野 岳史 （沖縄県立宮古病院） 

「外傷による歯の脱臼処置に関する 1 症例」 

n 井上 友太 （医療法人井上秀人歯科ベリーズクリニック） 
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一般講演 

01 湿潤象牙質に対するレジンセメントの歯質接着強さ 

入江 正郎 1）、園井 教裕 2） 

1) 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科生体材料学分野 

2) 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科附属医療教育センター 

 

02 宮古病院歯科口腔外科における小児口腔外傷の臨床的観察 

立津 政晴 1）、狩野 岳史 1） 

1) 沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科 

 

03 外傷によって生じたと考えられるフェネストレーションへ歯根端切除術を行

った症例 

永田 裕紀 1)2)、吉田 忠司 1)2) 

1) 吉田歯科医院 

2) 九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野 

 

04 当科における小児顎顔面外傷の一例 

仲間 錠嗣 1)、狩野 岳史 5）、新垣 敬一 2、6）、比嘉 努 3）、澤田 茂樹 4）、 

立津 政晴 5) 

１） 沖縄県立八重山病院 歯科口腔外科 

２） 沖縄県立中部病院 歯科口腔外科 

３） 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 歯科口腔外科 

４） 沖縄県立北部病院 歯科口腔外科 

５） 沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科 

６） 沖縄県立中部病院 顎顔面センター 

 

05 破折により喪失した歯冠部にレジン修復を行った１症例 

橋本 圭 1)、早田 倫久 2)4)、吉田 忠司 3)4) 

1) はしもと歯科医院  

2) 医療法人悠心会早田歯科医院 

3) 吉田歯科医院 

4) 九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野 
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06 小児期の外傷に関する臨床的検討 

戸谷 孝洋 1) 3)、 戸谷 幹弘 2) 

1) 医療法人孝陽会 戸谷歯科クリニック 

2) とたに歯科医院 

3) 九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野 

 

07 外傷による歯冠破折歯へ破折片接着を行った症例 

後藤 匡史１）、後藤 修一郎２）３） 

1) ごとう歯科クリニック（蛍池） 

2) ごとう歯科クリニック（鶴見） 

3) 九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野 

 

08 外傷により完全脱臼し、その後アンキローシスを起こした上顎右側中切歯

に対する長期観察症例 

後藤 修一郎１） 

1) 九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野 

 

09 破折した永久歯の長期経過報告 

吉田 忠信１）3)、吉田 忠司２）３） 

1) よしだ歯科 

2) 吉田歯科医院 

3) 九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野 

 

10 外傷により歯根破折した永久前歯を長期観察した 1 症例 

早田 倫久 1)2) 

1) 医療法人悠心会早田歯科医院 

2) 九州歯科大学 口腔再建リハビリテーション学分野 

 

11 外傷による右上 A 嵌入、歯根破折における臨床的報告 

田路 雅彦 1) 

1) 悠デンタルクリニック 
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12 接着性光重合型レジン修復物の至適光照射法について 

吉川 孝子１）、荒川 真２） 

1) 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座

う蝕制御学分野 

2) 千葉県立保健医療大学 健康科学部 

 

13 悪習癖（持続的な外力）により早期に自然脱落した下顎乳前歯に乳歯義歯

（床型保隙装置）を用い永久歯交換まで経過観察を行った症例と他乳前歯

早期脱落２症例 

反町 将１） 

1) そりまち歯科医院 
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大会長講演 

 
 

座長 

九州歯科大学 

木村 光孝 

 
インプラント補綴治療における力のコントロール 

-対合歯に生じる咬合性外傷をどう防ぐか- 

 

九州歯科大学 

細川 隆司 
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大会長講演 

インプラント補綴治療における力のコントロール 

―対合歯に生じる咬合性外傷をどう防ぐか― 
 

細川 隆司  

略歴                                       

1986年  九州歯科大学歯学部卒業 

1989 年  日本学術振興会特別研究員 DC 

1990年  九州歯科大学大学院歯学研究科修了、歯学博士 

1990年  ハーバード大学歯学部 博士研究員 

1991年  九州歯科大学歯学部 助手 

1995年  広島大学歯学部 助手 

2001年  広島大学歯学部附属病院 講師 

2003年 九州歯科大学 歯科補綴学第２講座 

（現口腔再建リハビリテーション学分野）教授 

2010年 九州歯科大学附属病院 口腔インプラントセンター長 

2012年 九州歯科大学 歯学部長 

2016年 九州歯科大学附属病院 副病院長 

2020年 九州歯科大学 副学長 

 

抄録                                        

最近、「生物学的」な因子より「力学的」な因子の方が、欠損に対する補綴治療介入

の予後に大きな影響を与えているのではないかという臨床実感から、「力のコントロ

ール」こそが補綴治療介入における成功のカギであり、咀嚼機能の長期維持にとって

極めて重要な因子と考える臨床医が増えてきている。しかし、臨床実感とは異なり、

残念ながらパラファンクションによって発生する過荷重（オーバーロード）によってイン

プラントなどの補綴治療介入の失敗が起こる、あるいは、対合歯に歯根破折が生じる

という科学的根拠（エビデンス）は、明確に示されてはいない。一方で、近年、増加傾

向にあるインプラントの早期荷重や即時荷重の術式においては、パラファンクションに
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対する臨床的対応を間違うと容易にインプラントが失敗することを示す臨床結果が次

第に明らかになりつつあり、少なくともこのような術式を選択した場合においては、治

癒期間における力のコントロールが極めて重要と考えられ始めている。 

パラファンクションに対する臨床的対応としては、バイトスプリント（ナイトガード）の装

着が最も良く知られた方法である。しかし、スプリントの装着は単なる対処療法であっ

て、歯や補綴装置の破壊を物理的に防ぐことには効果があるがパラファンクションを

根治する装置ではなく、さらに患者の自主的な装着行為に頼る方法であるため臨床

的対応としては限界がある。 

補綴治療介入を行う患者は、力学的な要因で歯を失っている可能性があるため、パ

ラファンクションに対する信頼性の高い確定診断と適切なパラファンクションの臨床的

対応を行うことで、天然歯を外傷から守り、補綴治療の長期予後をより確実なものと

することができるはずである。さらには、近い将来パラファンクションを予防し、あるい

は何らかの方法でコントロールできるようになれば、咬合性外傷による歯の喪失ある

いはインプラント失敗というイベントの発生を極端に減らすことにもつながっていくと思

われる。 

そこで本講演では、インプラント補綴治療における咬合と力のコントロールについて、

現在明らかになっているエビデンス、病態の解釈および診断法を整理すると共に、咀

嚼機能の長期維持を目指すための有効かつ適用可能な臨床的対応について私見を

示したいと考えている。 
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基調講演 

 
 

座長 

奥羽大学 

木村 裕一 

 
外傷歯における歯根外部吸収への対応 

 

 

北海道大学 

八若 保孝 
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基調講演 

外傷歯における歯根外部吸収への対応 

 

 

八若 保孝 

略歴                                       

1986年  北海道大学 歯学部歯学科 卒業 

1986年  北海道大学歯学部附属病院 医員（小児歯科） 

1990年  北海道大学歯学部附属病院 助手（小児歯科） 

1993年  北海道大学歯学部 助手（小児歯科学講座） 

2000年  北海道大学大学院歯学研究科 助手（口腔機能学講座 小児歯科学分野） 

2003年  北海道大学病院 講師（咬合系歯科 小児歯科専門外来） 

2005年  北海道大学大学院歯学研究院 教授 

（口腔機能学分野 小児・障害者歯科学教室） 

2018年  北海道大学大学院歯学研究院 研究院長 

大学院歯学院 学院長 

               歯学部  学部長 

 

抄録                                        

 歯の外傷の経過観察の中で外部吸収が生じることがあります。外傷により脱落し

た歯に対しては、「歯の外傷治療のガイドライン」（日本外傷歯学会）に則り、再植が

行われます。歯根外部吸収はこの再植症例に最も多く観察されます。歯根外部吸収

は、受傷歯の保存に関わる大きな問題です。前述のガイドラインでは、脱落歯の治療

として「整復し、10～14日間固定する 根完成歯は歯髄の生存が期待できないので、

再植後 10日以後に予防的根管治療を行う」とあります。予防的根管治療を行うこと

で外部吸収はかなりの割合で回避できますが、この場合、しばらくの間、水酸化カル

シウム製剤の貼薬が必要になります。歯根外部吸収が観察された場合は、速やかに

根管治療を開始して外部吸収を制御しなければ、受傷歯の保存が困難になります。 

 本講演では、実際の根管治療による外部吸収の制御の方法について、現在わかっ

ていることを整理して示したいと思います。 
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 外部吸収は破歯細胞によって生じます。破歯細胞は、酸と酵素を分泌し、それぞれ

硬組織の脱灰とコラーゲン線維等の有機質の溶解により歯根のセメント質および象

牙質を吸収します。歯根吸収は局所において酸による脱灰が先に起こると考えられ

ています。歯根吸収を抑制するためには、吸収面の酸性環境を中和する必要があ

り、強アルカリ性の水酸化カルシウム製剤が貼薬剤として推奨されています。しかし、

根管治療におけるリーミング、ファイリングによって形成されたスメア層が、根管壁の

象牙細管を閉塞し、貼薬剤の効果（アルカリ性の拡散）を阻害します。よって、スメア

層除去が必要です。スメア層除去には、EDTAおよび次亜塩素酸ナトリウムを使用し

た超音波洗浄が最も効果的で、これにより水酸化カルシウム製剤によるアルカリ性

の拡散が歯根外表面にまで及ぶことになり、外部吸収を抑制することができます。水

酸化カルシウム製剤には親水性のものと疎水性のものがあります。親水性は、アル

カリ性の拡散は速いが効果の持続は短いことが観察されています。すなわち、まず、

根管壁のスメア層を除去し、親水性の水酸化カルシウム製剤の貼薬により速やかに

アルカリ性の拡散を外部吸収部まで到達させる。この対応を数回行い、外部吸収の

進行が落ち着いたことを確認し、疎水性の水酸化カルシウム製剤に変更し、アルカリ

性の持続を図ることで外部吸収の制御が可能になります。しかし、水酸化カルシウム

製剤の長期使用により歯根が脆弱になることが報告されており注意が必要です。歯

根吸収の停止後に、再度の外傷により歯根破折が生じた症例が存在します。 

 外部吸収への対応を説明しましたが、受傷歯の保存においては、外部吸収が生じ

ない状態を維持することが最も効果的です。歯根外部吸収が生じる前の水酸化カル

シウム製剤による根管治療を行い、水酸化カルシウム製剤の使用期間に留意して一

般的な根管充填に移行し、経過観察を継続することが理想です。 

 

キーワード：再植歯、歯根外部吸収、水酸化カルシウム製剤 
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教育講演 

 

 
座長 

九州歯科大学 

正木 千尋 

 
外傷歯を含めた歯科用コーンビーム CTの 

読像と放射線被ばく 

 

九州歯科大学 

森本 泰宏 
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教育講演 

外傷歯を含めた歯科用コーンビームCTの 

読像と放射線被ばく 

 

森本 泰宏  

略歴                                       

1991年  九州歯科大学卒業 

1995年  九州歯科大学大学院修了 

1995年  九州歯科大学歯科放射線学講座 助手 

1998年  九州歯科大学歯科放射線学講座 講師 

2003年  九州歯科大学歯科放射線学講座 助教授 

2006年  九州歯科大学歯科放射線学分野 教授 

 

抄録                                        

 歯科領域で発症する様々な疾患に対して CT、MRI、超音波及び PET-CTを応用

することが当たり前の時代になっています。その中でも歯科用コーンビーム（CB）CT

は歯科医療に大きなイノベーションを起こした画像診断装置です。歯や歯周組織とい

った小さな構造物の断層像を口内法と遜色ないレベルで描出できます。従って、外傷

歯への対応を含めた現在そして今後の歯科医療になくてはならないものです。しか

し、その読像に不安をお持ちの先生も多いのではないかと思います。理由は CTの

講義が実際に行われるようになってきたのは最近であるからです。そこで、教育講演

では歯科用 CBCTの利点から有効な疾患をご説明させて戴きたいと思います。 

口内法やパノラマ X線画像は三次元空間を二次元画像として写し出すために様々な

構造物が重複してしまいます。しかし、歯科用 CBCT画像は様々な構造物の重複を

避けることができます。更に、極めて高分解能であるため歯・歯周組織の三次元画像

を詳細に描出できます。具体的には、歯冠、歯根、根管、歯根膜腔、歯槽骨及び周囲
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正常構造物です。特に、下顎第二大臼歯の樋状根や上顎第一大臼歯の二根管を描

出する際に有効です。また、外傷歯における破折線の描出にも有効な場合が見られ

ます。歯周病における歯槽骨の消失状態を三次元的に描画することも可能です。小

児歯科領域では上顎正中過剰埋伏歯と隣接歯との関係や鼻腔との関係も評価する

ことができます。歯科用インプラント埋入や上、下顎智歯の抜去にも正常構造物との

関係を三次元的に評価できるため多いに有効です。しかも、撮影領域を最小限に絞

ることで被曝量も一般的な全身用 CTに比較してとても少ないといえます。 

但し、歯科用 CBCTは CT値の算出ができないという欠点があります。その為、軟組

織間のコントラストが低いことが問題となります。硬組織と軟組織の区別は可能です

が、軟組織間の相違を評価することは難しいのです。1972年に Hounsfield先生が開

発した CTの利点の一つである軟組織の描出という意味では弱いと言わざるを得ま

せん。軟組織の描出という大きな利点を放棄することで、少ない被曝量にも関わらず

微小な硬組織の詳細な三次元像を具現化することを可能にしたわけです。加えて、

歯科用 CBCTには歯科用金属や根管充填材の存在によりアーチファクトが誘発され

るという問題点も存在します。 

このような歯科用 CBCT 特徴を理解した上で、歯科臨床に大いに役立てて欲しいと

考えます。 

 

キーワード：歯科用コーンビーム CT、歯科疾患 
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特別講演Ⅰ 

 

 
座長 

九州歯科大学 

細川 隆司 

 
歯の移動モデルを用いた 

外傷性ストレスに対する歯周組織変化 

 

松本歯科大学 

岡藤 範正 
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特別講演Ⅰ 

歯の移動モデルを用いた 

外傷性ストレスに対する歯周組織変化 

 

岡藤 範正  

略歴                                       

1987 年  松本歯科大学歯学部 卒業 

1996年  博士（歯学） （愛知学院大学） 

1996年  松本歯科大学歯学部 歯科矯正学講座 講師 

2002年  松本歯科大学歯学部 歯科矯正学講座 助教授 

2003年  ワシントン大学歯学部 歯科矯正学講座 海外研究員 

2007 年  松本歯科大学大学院 硬組織疾患制御再建学講座教授 

2018年  松本歯科大学歯学部 歯科矯正学講座教授 

 

抄録                                        

 歯に加わる急激な外傷性応力は、歯のみならず歯周組織に大きな損傷をもたら

す。しかし、ときに外傷を負った歯周組織は卓越した治癒能力を持って回復する。こ

の様にメカニカルストレスや炎症に反応し種々の分子を発現し活発なリモデリングを

引き起こすことが歯周組織の特性の一つである。この機能を生かすことにより日常の

矯正歯科臨床において、歯に矯正力を加えることによって不正咬合を正常咬合へと

導く。すなわち圧迫側は破骨細胞による骨の吸収、牽引側は骨芽細胞による骨の添

加が起こり、歯周組織の恒常性維持機能を利用しながら歯根膜に作用したメカニカ

ルストレスを軽減させるような組織反応が生じることで歯は移動する。 

このメカニズムの解明のため古くからラットを用いた歯の移動実験が行われてきた。

この実験に用いられる力はヒトに用いる矯正力と比べ遥かに強い力となる。そこでこ

の実験系をラットより遥かに小さいマウスに適応することで歯の移動実験に用いるよ
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り更に大きな傷害性のメカニカルストレスを加えることで外傷歯の治癒機転につい

て、解明を試みた。外傷を負った歯周組織は卓越した治癒能力を持って回復すること

は知られているが、どの程度まで適応する能力があるのだろうか。その解明のため

に、実験的にマウス臼歯間にゴム挿入を行う Waldo法を用い強い力を受けた歯根膜

組織が活発な復元能力を持って治癒する過程を検討した。 

更に、歯の外傷は不意に加わる強く一過性の力でありメカニカルストレスを長時間負

荷することで起きる持続的な歯の移動とは作用機序が異なることが考えられる。そこ

で歯科保存学治療時に行う歯間分離に用いるウェッジを応用し経時的に観察を行っ

た。この様にマウス臼歯に対して急激な力を一過性に負荷させることで実験的外傷

歯モデルを確立した。この様に急激な外傷性応力を想定した一過性の強い力を加え

ることによる歯根膜の影響と経時的な修復過程について病理組織学的に検討した。

ゴム挿入モデルと比較しウェッジ挿入モデルは遥かに限局性で一過性の強い力を想

定した実験系となり歯根膜組織の活発な復元能力を病理組織学的に持つことが明ら

かとなった。 

 

キーワード：歯の外傷、 矯正歯科、 歯周組織変化、 メカニカルストレス、 マウス 
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特別講演Ⅱ 

 

 
座長 

九州歯科大学 

森本 泰宏 

 
外傷歯治療に対する 

歯科矯正学的対応について考察する 

                 

奥羽大学 

川鍋 仁 
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特別講演Ⅱ 

外傷歯治療に対する 

歯科矯正学的対応について考察する 

 

川鍋 仁  

略歴                                       

2000年  奥羽大学歯学部歯学科卒業 

2005年  福岡歯科大学大学院（矯正歯科学）修了 

2005年  福岡歯科大学矯正歯科学分野 助教 

2007 年  医療法人伊東会 伊東歯科口腔病院・いとう歯科医院  

2014年  奥羽大学 成長発育歯学講座 歯科矯正学分野 講師  

2017 年  Ohio State University 留学 

2018年〜 福島県立医科大学 医学部 特任講師 （現在に至る） 

2019 年〜 奥羽大学 成長発育歯学講座 歯科矯正学分野 准教授  

奥羽大学 歯科補綴学講座   口腔インプラント学 准教授 （兼務） 

 

抄録                                        

 外傷歯は、転倒やスポーツ外傷などにより頻繁に遭遇しうる疾患である。外傷歯の

予防は困難であるが、スポーツ外傷に対してはマウスガードの使用により予防できる

ようになってきた。また、外傷歯を罹患しやすい不正咬合として上顎前突が最も多い

と報告されており、早期治療を行うことで外傷の予防が可能となると考えられている。 

これまで外傷歯治療は予後が不安定で、治療が困難であった。しかし、2018年に外

傷歯学会よりガイドラインが策定され、外傷歯に対して一定の治療法が示され治療の

確実性が向上した。 

一方、外傷歯に対する矯正歯科治療は困難であるとされ、外傷の既往がある場合に

は治療を断念することも多かった。しかし、前述の通り上顎前突で外傷歯を有する患

者で審美的および咀嚼困難を主訴として矯正歯科治療を希望するケースも多くみら

れるため、矯正治療を行わなければならないこともある。   

今回は、外傷歯に対する矯正歯科治療を行う際の注意事項や治療前に診査すべき

事項について説明したいと思う。 
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外傷歯に対する矯正歯科治療を行う際には治療中に考えられるサイドエフェクトとし

ては、以下の 3つの可能性について十分にインフォームドコンセントを行った後に、

矯正治療を行わなければならない。 

① アンキローシスにより歯の移動が目標値まで移動できない可能性 

② 歯根の内部吸収や外部吸収により、歯の保存が困難となる可能性 

③ 生活反応が存在していた歯でも、矯正力により生活反応が失われる可能性 

このような事象について同意が得られた場合、矯正歯科治療前検査を行うが一般的

な検査に加えて、CT撮影および歯周組織検査にてアンキローシスの有無を確認して

おく必要がある。また、演者は治療前に検査の一つとして診査的歯の移動を行ってい

る。つまり、矯正治療を行う前に患者の同意を得て、当該歯に軽度の矯正力を２週間

程度付与し歯が移動するか検証している。しかし、アンキローシスは完全に診断する

ことが困難であるため、治療途中にアンキローシスが確定される場合があることも患

者に説明する。 

治療計画を立案する際には、できる限り Minimumな治療目標を設定する。例えば、

上顎中切歯に外傷の既往がある場合にはオーバージェットの理想値まで上顎前歯を

口蓋側移動させない治療計画とする。 

また、治療途中もデンタルエックス線写真を半年毎に撮影し歯根の状態を経過観察し

ながら治療を進めることが重要である。 

さらに、矯正歯科治療では弱い力で治療を行うが、外傷歯ではさらに弱い矯正力で

治療を行うことを推奨する。 

 ガイドラインに従った外傷歯治療と本講演で述べる矯正歯科治療により外傷歯を有

する不正咬合者の治療が可能になると考える。 

 

  

キーワード：歯科矯正治療、外傷歯、アンキローシス 
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シンポジウムⅠ 

 

 
座長 

広島大学 

香西 克之 

 
口腔顎顔面外傷患者の 

全身合併症における初期対応 

京都市立病院 

島田 拓矢 
 

歯にみられる慢性外傷としての 

亀裂・破折について 

神山歯科医院 

神山 卓久 
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シンポジウムⅠ 

口腔顎顔面外傷患者の 

全身合併症における初期対応 

 

島田 拓矢 

略歴                                       

2009 年  鹿児島大学歯学部歯学科卒業 

2009 年  京都大学医学部附属病院 臨床研修歯科医師 

2010年  医仁会武田総合病院 医員 

2010年  独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター麻酔科 研修医 

2011年  日本赤十字社和歌山医療センター歯科口腔外科  

2013年  地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院歯科口腔外科 

2015年  山口大学医学部、医療法人恵裕会ほかお歯科口腔外科部門 

2020年  地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院診療部 

 

抄録                                        

 口腔外傷は大きく軟組織外傷、歯の外傷、骨折に分けられる。 

我々は患者が外傷を主訴に受診した場合、施設によりカバー領域に差はあるが軟

組織外傷では口唇裂創、口唇以外の顔面、舌、口腔軟組織、歯の外傷では打撲、歯

冠破折、歯根破折、歯の脱臼、亜脱臼など、骨折では上顎骨骨折、下顎骨骨折など

の疾患に対応する。しかし、もう少し広い視点でみると口腔顎顔面領域は頭蓋底から

頚部までが含まれるのも事実である。もちろん、意識障害や頚部症状があれば救急

搬送になり、止血困難な鼻出血や眼窩周囲の挫創などがあれば耳鼻咽喉科や形成

外科などが対応することが多い。しかし、口腔顎顔面外傷の場合、主訴が口腔内で

あり、歯科あるいは歯科口腔外科を受診することが多い。受診後に頭蓋内の病変が

発覚することや意識障害の進行を呈する例も経験する。このことは歯科あるいは歯

科口腔外科領域だけではなく、例えば交通外傷で歩けないことを主訴に救急外来に
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搬送となった患者が大腿骨骨折の診断の下、整形外科への対診となった。その後、

整形外科での診察中に突然呼吸困難に陥り、緊急胸部エックス線を撮影したところ

緊張性気胸が判明し、再度救急外来へ戻り、緊急胸腔ドレナージを施行するといった

ことはしばしば経験する。 

また超高齢社会の現代日本においてはフレイルや神経疾患などで立位保持や歩

行が困難な高齢者は多く、転倒による顎顔面外傷も増えている。さらに認知症や失

語症をはじめとする疾患で現病歴や転倒歴、既往歴などを正確につかめないことも

多い。本邦においても過去には口腔顎顔面外傷により軽症と判断された患者が不幸

な転機をたどった症例もある。 

今回のシンポジウムでは、口腔をはじめとする歯科領域の主訴で受診した患者に

口腔以外の全身合併症が生じた場合、他施設への転院や他科への対診が必要にな

る。それまでの時間に、歯科医師・口腔外科医としてどのような判断や対応が必要な

のか自験例を交えながら情報を共有し、有意義な討議をしたい。 

 

キーワード：口腔顎顔面外傷、合併症、初期対応 
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シンポジウムⅠ 

歯にみられる 

慢性外傷としての亀裂・破折について 

 

神山 卓久 

略歴                                       

1979 年  日本大学歯学部卒業 

1979 年  獨協医科大学口腔外科学講座 助手 

1985年  神山歯科医院 

1991年  獨協医科大学医学部口腔外科学講座 非常勤講師 

2020年  獨協医科大学医学部口腔外科学講座 研究員 

 

抄録                                        

 歯の外傷には転倒や交通外傷により発生する急性外傷と、歯を繰り返し接触させ

ることによる歯の破折や高度な咬耗などの慢性外傷があります。この急性・慢性とい

う分け方をした場合、急性外傷は若年者に多くみられ、慢性外傷は高齢者にみられ

る傾向があります。過去において抜歯の原因は主に齲蝕と歯周病でしたが、8020 運

動の成果により多くの歯を持った高齢者が増加したため、高齢者の歯の破折が増加

しており、歯の破折を予防する方策が検討されています。歯の破折防止を考える上で

症例を集積すると、失活歯破折が生活歯破折に比べて著しく多いことから、抜髄を行

わないことが破折を予防する上で重要と考えられています。しかし、破折症例を集積

して解析すると失活歯破折が多い理由は、症例数が多いというわけではなく、失活歯

破折は頬舌的に破折する割合が多く、生活歯破折は近遠心方向に破折している場

合が多いという特徴があります。この時に X 線画像により診断を行うと失活歯破折は

診断が容易で、生活歯破折は難しいという診断機器による特性があります。さらに生

活歯破折の場合は歯髄があることから、痛みを主訴として破折部が分離しない早期
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に来院することが多く、失活歯破折の場合は痛みが少ないので、症状の発生後、期

間をあけて破折線が開いてから来院するために、X 線による診断では失活歯破折の

数が多くなると考えられます。 

歯の亀裂や破折を評価する場合、病態を表す用語として「亀裂」や「不完全破折」、

「完全破折」、また部位により「歯根破折」、「歯冠破折」、などの用語が使われていま

す。場合によっては「Cracked Tooth」、「Split Tooth」などの英語表記が使われますが、

これらのカテゴリーは報告者の視覚に依存しています。歯に見られる構造障害をマイ

クロ X線 CTや走査電子顕微鏡でみると、「歯の疲労」とも言えるエナメル小柱を単位

とする亀裂が多数発生していて、時間が経過するとともに表面から内部に伸展して行

き、幅も拡大することにより肉眼でみえる亀裂となってきます。そして破片が分離し破

折へと変化していくのですが、この変化は年単位のゆっくりとした変化であり、「慢性

外傷」と称される理由です。最近の走査電子顕微鏡やデジタル顕微鏡では亀裂の幅

を定量的に測定することも可能で、計量的な評価を行うことができます。従来の観察

者の主観に基づく歯の慢性外傷の評価に加えて、このような計量的な評価を組み合

わせて考えることにより、亀裂と破折の違いなどを客観的に評価することも可能と考

えます。 

このように歯には肉眼では識別困難な微小な構造障害があることを理解し、臨床

に役立たせていただけければ幸いです。 

 

キーワード：歯の慢性外傷、微細構造、歯の破折 
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シンポジウムⅡ 

外傷歯患者に対する抗菌薬適正使用 

 

 

古土井 春吾 

略歴                                       

1992年  九州歯科大学歯学部歯学科卒業 

1992年  神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科 研修医 

1994年  兵庫県立淡路病院（現淡路医療センター）歯科口腔外科 医員 

2004年  学位受領（医学博士） 

2004年  神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科 助手 

2011年  神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科 講師 

2014年  神戸大学医学部附属病院歯科口腔外科 准教授 

2019 年  甲南医療センター歯科口腔外科 診療部長 

 

抄録                                        

【はじめに】 

抗菌薬の不適正な使用を背景として、薬剤耐性菌が世界的に増加する一方、多く

の企業が抗菌薬の開発から手をひき、新たな抗菌薬の開発は減少傾向にある。薬剤

耐性菌の増加は国際社会でも大きな課題となり、日本でも 2016 年に厚生労働省より

薬剤耐性（AMR）対策アクションプランが策定された。今回のシンポジウムでは、2016

年に作成された日本化学療法学会と日本外科感染症学会の術後感染予防抗菌薬適

正使用に関するガイドライン作成委員会による「術後感染予防抗菌薬適正使用のた

めに実践ガイドライン」と日本感染症学会と日本化学療法学会が共同編集した

「JAID/JIS 感染症治療ガイド 2019」に従って、外傷歯患者に対する経口抗菌薬の適

正使用について考えてみたい。 

 

【外傷歯患者に対する抗菌薬投与の考え方】 

外傷歯患者に対する抗菌薬投与は、外傷の状態に分けて考える必要がある。（土
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壌中での外傷の場合は、破傷風トキソイドの投与を考慮する。） 

１． 顎骨骨折や蜂窩織炎が認められる場合 

抗菌薬の点滴投与や手術が必要となるので、速やかに二次医療機関へ紹介

するのが望ましい。 

２． 軟組織の外傷や歯槽骨の骨折を伴っている場合 

排膿などの感染症状がある場合とない場合に分けて考える。 

① 感染症状がある場合 

口腔レンサ球菌に感受性の高いアモキシシリン（サワシリン®など）かクラブ

ラン酸アモキシシリン（オーグメンチン®、小児ではクラバモックス®）を通常量 3

～7 日間投与する。これまで歯科領域でよく使用されていた第 3 世代経口セフ

ェム（フロモックス®、メイアクト®、セフゾン®など）は、消化管からの吸収が悪く、

十分な組織移行濃度が得られないことから、ガイドラインでは推奨されていな

い。ペニシリンにアレルギーがある場合は、クリンダマイシン（ダラシン®）、アジ

スロマイシン（ジスロマック®）、クラリスロマイシン（クラリス®、クラリシッド®）な

どを選択する。 

② 感染症状がみられない場合 

二次的な感染を予防するために、アモキシシリンかクラブラン酸アモキシシ

リンの通常量投与が推奨されるが、投与期間は 2 日間までとする。 

３． 歯の外傷（歯の打撲、破折、陥入、脱臼など）のみの場合 

「術後感染予防抗菌薬適正使用のために実践ガイドライン」では、感染性心内

膜炎（IE）や創感染（SSI）のリスク因子のない普通抜歯に関しては、予防抗菌薬

の使用は推奨しないと明記されている。従って、易感染性の基礎疾患がなく、歯

の外傷のみの症例では、抗菌薬の投与は必要ないと考えられる。 

【おわりに】 

薬剤耐性菌の増加を抑制するには、いかにして既存の抗菌薬を適正に使用する

のかを真剣に考える必要がある。AMR 対策アクションプランの成果指標達成のため

にも、不必要な抗菌薬の投与は避けるべきである。 

 

キーワード：外傷歯、抗菌薬適正使用、薬剤耐性菌 
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シンポジウムⅡ 

全入院患者を対象とした 

口腔スクリーニングシステム構築の必要
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園井 教裕 

略歴                                       

2004年  岡山大学歯学部卒業 

2008年  岡山大学大学院医歯学総合研究科修了 

2008年  岡山大学病院歯周科 医員（後期研修医） 

2009 年  岡山大学病院歯周科 医員 

2010年  国立療養所 栗生楽泉園 歯科医師（厚生労働技官） 

2015年  岡山大学歯学部歯学教育・国際交流推進センター 助教 

2018年  岡山西大寺病院 歯科医長 

2021年  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科附属医療教育センター 助教 

 

抄録                                        

 現在、本邦では 2025 年を目途に、地域包括ケアシステムの構築が推進されてい

る。その流れの中、日本歯科医師会の令和 4 年度制度・予算要望書では、地域包括

ケアシステムに関連して、病院歯科の重要性、必要性に関する内容が掲載された。

病院歯科が社会に果たすべき役割は今まで以上に重要視されていると考える。 

病院内に目を向けると、誤嚥性肺炎の発症リスクが高い高齢者が多く入院されてい

る。入院中の誤嚥性肺炎発症は入院の長期化に繋がることから、入院中の患者と病

院に、さらには入院を待機している患者とその周囲の全てに不利益となる。 

そこで、私が勤務していた急性期病院では、多職種の協力を得て、入院期間中の

口腔内感染予防と口腔機能管理を目的に、口腔状態のスクリーニングを行って歯科
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医療従事者が介入（歯科介入）するというシステムを確立した。 

具体的には、1）入院時に患者とその家族に対して、看護師が口腔スクリーニング

の案内と同意書を用いて口腔管理を説明、2）同意を得た患者に、歯科衛生士が Oral 

Health Assessment Tool（OHAT）を用いて口腔スクリーニングを実施、3）一両日中に

本人あるいは家族に OHAT の結果を書面で報告、4）OHAT に基づき、口腔ケアを含

む歯科介入度を設定、そして 5）該当患者には、全身状態や患者の希望等を考慮して

歯科介入を行うというシステムとした。 

口腔スクリーニングを受けた約４割の患者に歯科介入しており、入院患者でのニー

ズは高いと考えられる。全入院患者を対象とする口腔スクリーニングシステムは、歯

科介入が必要な口腔状態にも関わらず患者からの訴えがない限り病棟から歯科へ

の連絡がないという問題を回避することができる。また、多職種を対象とする教育が

必要ではあるが、スクリーニングツールを用いることで多職種との情報共有が容易に

なる。一方で、全病院の中で歯科および歯科口腔外科の標榜がある病院はわずか２

割程度であることから、このようなニーズに十分に応えられていない可能性が高い。 

地域連携という観点から見た場合、本システムに基づいた歯科介入は歯科受診を患

者と患者家族に促すきっかけとなり、入院後の歯科受診と口腔管理に繋げることが

可能となる。さらに、急性期病院では入院期間が短期であることが多いので、病院歯

科と地域の歯科医院とが連携した口腔管理は、全身状態に関する情報提供など安

全な歯科医療の提供に繋がる。このような連携の積み重ねは地域包括ケアシステム

構築に寄与するので、病院内における口腔スクリーニングシステムを構築することは

有意義である。 

 

キーワード：病院歯科、口腔スクリーニング、多職種連携、地域包括ケアシステム 
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シンポジウムⅡ 

自家歯牙移植、インプラントの長期的予後 

 

 

辻 裕文 
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1984年  九州歯科大学歯学部歯学科卒業 

1998年  九州歯科大学大学院修了 

1998年  つじ歯科医院開業 

 

抄録                                        

 外傷により歯が脱落したり重度のう蝕により喪失したりすることがある。その際に、

第一選択として適切な非機能歯が存在する場合は、自家歯牙移植、ない場合はイン

プラントを選択している。これらの方法は、歯を切削する必要なく、咬合圧を負担しう

る非常に有効な方法と考えている。今回同一患者の歯牙欠損部に自家歯牙移植とイ

ンプラント埋入処置を施し 12年経過したので報告する。 

【症例】 

49 歳女性、右上 567 部、及び左下 67 部欠損が存在した。右上 567 部にはワンピ

ースインプラント（AQB社製）を 3本埴立し、左下 6部には、左上 7を自家移植する計

画を立てた。 

インプラントは治療マニュアルをもとに、埴立後、インテグレーションを確認し、3 か

月後に連結の仮歯を装着した。その後 567 部インプラントを連結鋳造冠で補綴した。

左下6部の欠損に対し、事前に左上 7に挺出力をかけ抜歯時に歯根膜が挫滅しない

ように配慮した。自家移埴の術式としては、最初に左下 6 部の歯肉弁を開き、移植窩
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を形成した。その後左上 7 を鉗子で歯根膜を傷つけないように抜歯し、なるべく短時

間で移植窩に低位に埴立、縫合し、隣在歯にワイヤーと接着性レジンで固定した。移

植歯が安定した 2 か月後に、CAD/CAMセラミック冠で補綴した。その後 12年間臨床

的、X線学的に定期的な経過観察をおこなった。 

【結果】 

インプラント部は著明な組織の炎症や、動揺も認められず良好に機能している。ま

たＸ線学的に、著明な骨吸収像も認められない。移植歯は、骨性癒着や、病的歯周

ポケット、動揺も認められず良好に機能している。Ｘ線学的には、根尖周囲炎、骨吸

収像も認められない。歯根膜腔は安定していて著明な骨性癒着、置換性骨吸収は認

められない。12年間の経過観察により、インプラント、自家歯牙移植ともに、良好な治

療法であることが証明された。自家歯牙移植は 歯根膜、歯根形態により予後が左

右される。また根管治療や移植時の歯根膜の取り扱いにより予後が左右される。しか

し適切な処置を行えば良好な処置である。 

 

キーワード：自家歯牙移植、インプラント、長期的予後 
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シンポジウムⅡ 

外傷歯に対する最新の治療を考察する 
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2010年  昭和大学歯学部卒業 

2010年  洛和会音羽病院京都口腔健康センターレジデント 

2013年  松江市立病院歯科口腔外科 医員 

2018年  松江市立病院歯科口腔外科 副部長 

 

抄録                                        

 外傷歯に対する治療は歯科医師にとって必須処置であり、その術式については日

本外傷歯学会が公開している歯の外傷治療ガイドラインにも纏められているようにコ

ンセンサスが得られている。一方、歯の外傷が生じる時は転倒や交通外傷など救急

性が高い外科臨床の場であり、予定外の診察となる為治療の優先度を考えて治療を

する必要がある。さらに、外傷歯の治療は口腔外科・歯内療法・歯周治療・保存補綴

治療などが包括されるものであり、各分野の新規技術を十分に把握しておく必要が

ある。本シンポジウムでは、外傷歯患者に関しての治療方法・経過観察・予後につい

て、当院で行っている診療の流れについて講演させていただく。 

代表症例：28 歳男性、スポーツ中に転倒し口唇裂傷および歯の脱臼を生じ、当院

救急外来へ電話で受診相談。 

【受傷当日】 

歯の脱臼の予後因子は再植までの時間によるので早急に受診が必要である。総

合病院では歯科救急に関してはオンコール対応となる施設が多い。通常の流れでは、

救急外来受診、外科担当医の診察、治療、歯科医師への連絡の順番となる。四肢外

傷の縫合などがあると歯科への連絡が受傷後数時間後ということも危惧される。救

急外来とのコミュニケーションを十分にとり、外傷の相談があった時点で歯科へ連絡

するようなシステムを構築しておく必要がある。 
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治療の最初に行うことは汚染創のブライドメントである。転倒した状況を問診し、口

腔内外の創の汚染状態を確認。視診でわかるような土壌汚染などがあれば浸潤麻

酔下に早急にブライドメントを行う。処置はブラシを基本としてメスやハサミなどを用い

て行う。続いて行うのは歯の再植である。再植は生理的動揺を残した状態でのセミリ

ジットの固定が良く、リンガルボタンと結紮線を用いた固定を行う。その後に改めて追

加診査・治療を行う。具体的には顎顔面外傷の精査、軟組織の外傷処置、歯の破折

の精査治療等である。 

汚染が肉眼的に確認できる創は「破傷風になる危険性が高い創」となる。破傷風ト

キソイドの予防接種後 10年以上、一般的には 22歳以上の患者に関しては処置後に

は破傷風トキソイドの接種が必須となる。創の汚染が重度の場合は破傷風グロブリ

ンの接種も検討が必要となる。鎮痛薬の処方および外傷後の予防抗菌薬としてペニ

シリン系抗菌薬の処方も必要となる。 

【受傷一週間後】 

抜糸など軟組織の治療および外傷歯の感染の有無を確認する。 

【受傷二週間後】 

結紮線を除去し、外傷歯が生着しているかを確認する。 

【受傷三週間後】 

根完成歯では歯髄の生存は見込めず根管治療を行う。物理的な脱臼による歯髄

の失活は感染根管とは区別されるが、根管周囲組織の炎症による酸性環境が存在

しており、一定期間水酸化カルシウム貼薬を行った後に根管充填を行うことが望まし

い。根未完成歯は温度診、電気診で歯髄反応の確認を行い生活反応があれば経過

観察を行う。失活歯であれば、根管封鎖のためにアペキシフィケーションあるいは再

生歯内療法を行う。 

 

キーワード：外傷性歯の脱臼、外傷性歯の破折、口腔外傷 
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1979 年  福岡歯科大学卒業 

1979 年  福岡歯科大学小児歯科学講座 助手 

1982年  医療法人はしもと小児・矯正歯科医院開業 

2004年  九州歯科大学 臨床教授 

2010年  福岡歯科大学 臨床教授 

 

抄録                                        

 成長発育期は乳歯、永久歯を問わず根未完成歯への外傷も多く、外傷による歯冠

破折歯に対しては歯根の成長を考慮した保存的対応が必要となる。軽度のものは形

態修正、研磨を行う。露髄がなく破折片がある場合で保存可能と診断した場合には

破折片の接着を試みる。また破折片がない場合はコンポジットレジン（CR）冠などで

修復を行う。どちらも歯髄に近い場合は間接覆髄を行う。破折片がないと思われる場

合でも軟組織の中に陥入し埋伏していることがありＸ線検査は重要である。露髄があ

る場合は、その大きさ、受傷からの経過時間、感染の程度、協力状態等を考慮し直

接覆髄、部分的断髄法や生活歯髄切断法、抜髄や感染根管治療など状況に応じた

処置を行う。根未完成歯で歯冠部歯髄のみの外傷や感染が疑われる場合は

Apexogenesis を優先的に試み、歯根の健全な成長を促すため歯髄をできるだけ残す

努力を行う。抜髄を選択すると Hertwig epithelial sheathを傷つけ歯根の発育が停止

するため注意が必要である。根尖性歯周炎を起こしているが歯根の発育が少しでも

望めると判断した場合は、再生歯内療法である Pulp revascularization を試み、歯根
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の発育に関与する残存組織をできるだけ保護し再生しやすい環境を与える。Hertwig 

epithelial sheath が完全に破壊され歯根の発育が望めないと判断した場合は、歯根

は脆く破折しやすく臨床的歯根長が短くなりやすいが Apexification を試みることにな

る。乳歯では後継永久歯胚を守ることが重要であり、後継永久歯胚を取り囲むDental 

sac(骨包壁)が破壊されている場合は抜歯となる。使用する根管治療薬としては歯根

の成長発育を阻害するホルムクレゾール（FC）の使用は禁忌であり、水酸化 Ca 製剤

ないしは MTA の使用が推奨される。また縦破折が認められ歯冠-歯根破折を起こし

ているときは保存できない場合もあるので、目視では見落とすことが多い亀裂の診査

はＸ線検査を行うと同時にピンセットによる触診やマイクロスコープ、透過光等による

診査を組み合わせて行うことが重要である。またこの時期の抜歯は顎の成長発育に

大きな影響が出るため交換期に近い乳歯を除き受傷歯の保存は最優先で考えなけ

ればならない。そして受傷歯の保存後も成長発育期では歯根が正常に成長し、咬合

が安定する時期になるまで、乳歯では特に後継永久歯と交換するまで継続的な予後

観察を行い、問題が生じた場合は成長発育を考慮し、その時期に合った適切な処置

を行うことが重要である。 

 

キーワード： 成長発育期、歯の外傷、 歯冠破折、 根未完成歯、保存 
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シンポジウムⅢ 

成長発育期における外傷による 

歯冠破折歯の保存 

 

野坂 久美子 

略歴                                       

1966年  東京歯科大学卒業 

1966年  岩手医科大学歯学部矯正小児歯科 助手 

1974年  岩手医科大学歯学部小児歯科学講座 助手 

1977 年  岩手医科大学歯学部小児歯科学講座 講師 

1979 年  岩手医科大学歯学部小児歯科学講座 助教授 

2001年  もりおかこども病院歯科 

2002年  あおば歯科小児歯科クリニック 

 

抄録                                        

 外傷を被った幼若永久歯は、その処置内容だけでなく、処置に至るまでの過程並

びに処置後の経過観察が重要と考えます。今回は処置後、10年から 37 年 7か月の

期間、経過観察を行った 3症例について、興味ある知見を得たので報告します。 

症例 1 について、8歳の時に、顔面部を強打し、近所の小児科で消毒を受けましたが、

顔面部の腫脹が改善しないため、小児歯科を訪れました。顔貌は、口唇まで腫脹し、

口腔内では、上顎右側中切歯の歯冠に露髄を伴う破折がみられ、その唇側歯肉に膿

瘍形成が認められました。エックス線写真所見では、右側中切歯の根尖部は開大し、

境界不明瞭な透過像を認めました。処置は、根管口の開放と膿瘍切開ならびに抗菌

剤の投与です。腫脹減退後、根管治療し、Vitapex®による根管充塡を行いました。根

管充塡から 1年 4か月経過し、根尖部にセメント様硬組織の形成がみられ、５年経過

した時、歯槽硬線が明確になりました。8年経過した段階で根管充塡剤が一部吸収を

呈したため、再度、糊剤根管充塡を行いました。その後、根尖部は、22年 9か月経過

した段階から反対側とほぼ類似した形態になり、現在 35年 8か月経過しています。 

症例 2 は、下顎左側第二乳臼歯の動揺で、後継永久歯の中心結節が破折し、歯髄

の露出によって感染後、歯髄壊死に陥った症例です。初診時年齢は 10歳 10か月の
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女児です。最初、左側顎角部の腫脹ならびに左側下顎第二乳臼歯部の自発痛で耳

鼻科を受診、入院により炎症が消退した後、小児歯科に紹介されました。初診時、左

側顎角部を中心に、下顎底から頬部へ瀰漫性に発赤、腫脹し、口腔内では、下顎左

側第二乳臼歯の周囲歯肉の発赤がみられました。エックス線写真所見では、乳歯の

下に、歯髄腔を有する第二小臼歯の中心結節の基底部に破折線がみられ、その根

尖部に透過像を認めました。炎症の消退後、第二乳臼歯と破折した中心結節を除去

し、歯髄死に至った第二小臼歯の感染根管治療を開始しました。初診時から 1 年 4

か月経過で、根尖部の透過像は消失しています。その後、患者さんは、口腔管理を

希望して当クリニックへ 21年ぶりに来院し、37 年 7か月経過の現在、患歯は糊剤の

吸収は少なく、根尖は歯槽硬線で囲僥されています。 

症例 3は、初診時年齢が 18歳 0か月の男性で、口唇部の腫脹と上顎左側中切歯

の破折ならびに周囲歯肉の腫脹を主訴に来院しました。9 歳の時、氷上で転倒し、歯

冠の破折を来したことが原因でした。今回の来院は、歯肉頬移行部からの著明な排

膿を認めたためでした。また、エックス線写真所見では拇指頭大の透過像を認めたた

め、根管充塡後、口腔外科で歯根端切除術を行ってもらい 10年経過の現在、良好な

治癒を辿っています。 

まとめ：3 症例は、いずれも、歯科的外傷による初期の適正な対応の重要性ならびに

小児科や耳鼻科、口腔外科、また入院といった他科との連携の必要性を証明するも

のと考えます。 

 

キーワード: 外傷、幼若永久歯、根尖性歯周炎、処置後経過 
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シンポジウムⅢ 

小児の口腔軟組織損傷の処置について 

 

 

馬場 篤子 

略歴                                       

1990年  福岡歯科大学歯学部歯学科卒業 

1994年  福岡歯科大学大学院歯学研究科歯学専攻博士課程（小児歯科学）修了 

1994年  福岡歯科大学小児歯科学講座 助手 

2005年  福岡歯科大学成長発達歯学講座成育小児歯科学分野 講師 

2016年  福岡歯科大学医科歯科総合病院 病院准教授（小児歯科） 

 

抄録                                        

 口腔領域の外傷を主訴に来院した小児患者やその保護者への対応は、緊急性、

重症度などから判断し、迅速に対応しなくてはならない。更に口腔周囲は露出部位で

あり、皮膚と粘膜の境界部を持ち、歯および骨などの硬組織および唾液腺とも近接す

る複雑な部分である。また、口腔は、発音、摂食、咀嚼、嚥下など多くの機能を担って

おり、審美的な面にも大きな役割を有している。 

保育園や幼稚園、小学校などで子どもが受傷した場合、保護者の代わりに教師や

養護教諭などが患児に付き添い、来院することが多い。このような場合、患児の既往

歴の把握が難しいため必ず保護者に連絡を取り、正確な情報を得ることが必須であ

る。一見、受傷が口腔顎顔面領域に限局しており、最初に歯科を受診した患児にお

いても、他の領域に外傷の一部が達している場合や患児自身が重大な基礎疾患を

有している場合、受傷時意識を喪失した、または意識が回復した場合など、医科を含

めた他科との連携が必要な症例が多く存在する。術者が不安に感じた場合は口腔外
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科、またはしかるべき医科に速やかに紹介することが望ましいと思われる。 

また、異物刺入による口腔内刺傷は、歯ブラシなど身近に存在する物をくわえたま

ま転倒した際に起こることが多い。好奇心旺盛な幼児に特有の外傷の１つであり、口

蓋粘膜に刺入し重篤な損傷を引き起こす可能性も高いことから、保護者に対して歯ブ

ラシ指導を行う際、十分な注意喚起が必要である。 

口腔軟組織損傷の処置法は、受傷部位、創部の状況、損傷の程度、受傷状況な

どにより異なる。得られた情報から導き出された臨床診断を基準として治療方針を決

定し、確実な止血、縫合、創部の保護、感染の予防が基本となるが、縫合や異物除

去は必要な場合に行う。口唇や粘膜の損傷はまず止血を図り受傷部位を確認する。

特に口腔軟組織は出血しやすく、受傷部の血液が唾液と混じると、著しい出血に見え

てしまうことも多いため、来院までの間、大きめのガーゼなどをくわえさせ血液や歯な

どを飲ませない工夫を指導する。次に創部の大きさ、深さ、創の種類（裂創、挫創、擦

過傷）など、創部の状態を確認する。創部に砂や泥など異物の混入がない場合、創

周囲・創内を洗浄し、ガーゼで血液などの水分を拭き取る。異物の混入が見られる場

合は、局所麻酔下にて滅菌された歯ブラシ等で創面の異物を徹底的に洗浄・除去す

る。洗浄水は生理食塩水を用いる。異物の種類によっては洗浄時にデブリードメント

して創面を新鮮化する。その後、必要に応じて縫合を行う。口腔周囲の皮膚における

擦過傷では、洗浄後創傷被覆材を用いる。裂創や挫創は縫合処置が必要であり、創

傷被覆剤の上をガーゼで覆っても良い。 

感染対策として、含嗽剤や抗菌薬、鎮痛剤の投与も必要であり、治療後は創部の

状態把握や適切な治療を行う為に定期的に経過観察を行うことが重要である。 

 

キーワード：小児 口腔軟組織 外傷 

  



 44 

シンポジウムⅣ 
 

座長 

沖縄県立中部病院 

新垣 敬一 

 

（歯科の）一次救急医療機関における外傷歯治療

の応急的初期対応と経過観察について 

名古屋市立大学医学部付属西部医療センター 

土持 師 
 

小児疾患における多職種連携 

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 

比嘉 努 
 

小児顎顔面骨折に関する臨床的検討 

沖縄県立宮古病院 

狩野 岳史 

 

外傷による歯の脱臼処置に関する 1 症例 

医療法人井上秀人歯科ベリーズクリニック 

井上 友太 
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シンポジウムⅣ 

（歯科の）一次救急医療機関における 

外傷歯治療の応急的初期対応と 

経過観察について 

土持 師 

略歴                                       

1987 年  名古屋市立大学病院 臨床研究歯科医・医員 

1994年  名古屋市立東市民病院（現名古屋市立東部医療センター） 

1996年  名古屋市立大学病院 

2007 年  名古屋市立大学 助教兼任 

2015年  名古屋市立大学病院歯科口腔外科 副部長 

2017 年  名古屋市立大学病院 (高度医療教育センター) 准教授 

名古屋市立西部医療センター 

（現名古屋市立大学医学部付属西部医療センター） 特別診療科部長 

 

抄録                                        

 一般に外傷の治療はその機能回復まで経過観察し、後遺症まで診断が必要です。 

初期においては応急的処置でいかに短時間に済ませるか。また長期における経過観

察においての対応について、どのようにおわらせるか。お話させていただきたいと思

います。 

まず初期における応急的処置ですが、先生方は基本的には他の予約患者治療を

されていてそれなりの準備ができていません。いかにシンプルに短時間に終わらせる

かが、重要になってきます。初期対応の教科書的にはバイタルサインチェックから始

まりますが、泣いている子供や独歩で来る大人に、血圧、呼吸は？という確認は後回

しです。現病歴である受傷原因と（頭部を含めて）受傷部位、他部位の加療の要否、

順番だけ確認しましょう。めまい吐き気がなくても、今後異常あったら、2 次救急医療

機関受診が必要であることを説明、すでにあれば、そちらを優先していただくようにし

てください。 

 ただし、ご本人が希望していないものは、基本的には後刻、受診の要否の説明だけ

になります。そして顔面口腔の診察（外傷部位の確認）です。 
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軟組織損傷は、すぐ見てわかりますが、あくまでも記録用としてならコンパクトカメラ

でいいので顔貌（口腔）写真で記録しましょう。診断書で傷の大きさや形態の記載が

必要になることもあります。歯の変色の時の資料にもなります。） 

硬組織損傷はパノラマ X 線写真で、明らかに骨折がなくても顎全体をスクリーニング

します。陰性所見の確認も必要だからです。X 線写真の準備中にも病態を探るには

全歯、手で触って痛がるか、動揺があるかを見ます。 

軟組織については創の大きさや深さだけでなく、異物の迷入の確認が必要です。

受傷場所や原因の問診にはその旨を意識します。（自験例で歯の破折片の迷入例も

あります。） 

処置に関しては止血が必要な軟組織から始めます。まずは受傷部位確認するた

めにも合わせて口腔の止血が必要になるからです。次に硬組織の応急的な処置の 1

例として、ユニファーストで歯の暫間固定した例を応急処置例として示します。（今回

写真略。）固定処置をやっている途中で外れることもありますが、外れたらその固まっ

たユニファーストを（即席の）シーネとして使用しスーパーボンドで接着します。初めか

らスーパーボンドとワイヤーでだけで全部固定するより、早く終了できます。（固まった

ユニファーストを故意に外して即席シーネにする場合もあります。） 

経過観察ですが、EPT＋でもアンキローシスが起こった例もあります。EPT は不確

実な面もありますが、診断書を書く時の 1 つの客観的所見になります。受傷後は必ず

EPT測定とデンタル X線写真と確認を定期的に行いってください。 

経過観察に関してのポイントは終了とみなす時期です。診断書における後遺症の

判断基準になるからです。ある程度の時期が来たら、症状固定として終了としていま

す。逆に言うと症状が固定していない間は要経過観察期間です。そのためにも検査

機器（歯髄診断機や SW知覚チェッカー等）による客観的な記載が必要です。 

もちろん小児の場合、最終補綴ができる顎の成長の終了後（16 歳ぐらい）まで経過

観察が必要な場合もありますが、これを含めて、はじめに外傷歯治療の経過観察は

長期的になる可能性を説明しておくことが大切です。 

 

キーワード：（歯科の）一次救急医療機関、外傷歯治療 応急的初期対応 経過観察 
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シンポジウムⅣ 

小児疾患における多職種連 

 

 

比嘉 努 

略歴                                       

1990年  琉球大学医学部保健学科卒業 

1999 年  鹿児島大学歯学部卒業 

1999 年  琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科 

2001年  琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科 医員 

2002年  広島市立広島市民病院歯科口腔外科 医員 

2004年  琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科 助教 

2009 年  沖縄県福祉保健部南部福祉保健所中央保健所 

2011年  浦添総合病院歯科口腔外科 医長 

2014年  南部医療センター・こども医療センター歯科口腔外科 部長 

2015年  同院 歯科口腔外科 部長 

 

抄録                                        

 当院は、全国でも数少ないこども病院を併設し胎児期から成人まであらゆる疾患

に対応する事が可能な高度多機能病院である。その中で、当科は口腔外科主体の

治療から、病院の概念と同様小児から大人まで幅広い歯科医療の展開が求められ

ている。今回われわれは、当科の小児疾患の現状を把握するとともに今後の臨床に

寄与することを目的に検討を行った。 

対象は、2014年 1月から 2020年 12月までの 7 年間に当科を受診した初診患者

13,655名のうち 16歳未満の小児患者 2,774名(男児：1,502名、女児：1,272名)とした。 

方法は、対象患者の診療録を参考に、1）年度別患者数、2）年齢別・性別患者数、

3）疾患別内訳、4）外来・入院内訳、5）来院経路について検討を行った。 

【結果】 

1) 年度別患者数：7年間で当科を受診した小児患者は、2,774名で全外来患者数の
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20.3％を占めていた。2015 年が最も少なく 271 名で、以後年々増加し 2019 年が

508 名で最も多く 2015年と比較し 1.9倍であった。年平均患者数は 396 名であっ

た。 

2) 年齢別・性別患者数：年齢別患者数では、5 歳が最も多く 255 名、ついで 4 歳、3

歳、6 歳、7 歳、8 歳の順で、小児患者の約半数を占めていた。平均年齢は、6.6

歳であった。性別では、男児1,502名、女児1,272名でその比は1.2：1.0であった。 

3) 疾患別内訳：日本口腔外科学会提出調査票の分類を一部参考にして内訳を行っ

た。歯科疾患Ⅰ（C、P、Per など）が最も多く 829 名、ついで先天異常・発育異常

（唇顎口蓋裂、顎変形症、小帯異常、その他）547 名、外傷（骨折、歯の損傷、軟

組織損傷）282名、口腔ケア 247名、歯科疾患Ⅱ（埋伏歯、位置異常など）234 名、

周術期口腔機能管理 180 名、嚢胞 135 名、構音障害 111名、炎症、口腔粘膜疾

患などの順であった。 

4) 外来・入院内訳：外来 2,489名（89.7％）、入院 285 名（10.3％）であった。 

5) 来院経路：院外紹介が 1,384 名（49.9％）、院内紹介が 1,112名（40.1％）、紹介状

なしが 278 名（10.0％）であった。 

【まとめ】 

小児の診療内容は様々で、検査、歯科治療、外傷などの内容によっては、知的障

害、発達障害、また年齢的な事などから対応困難となることが少なくない。そのため、

患児・家族を中心に小児外来看護師、CLS(Child Life Specialist)、救急医、小児科医、

小児麻酔科医、歯科麻酔科医、精神科医、そして歯科医師会(口腔保健センター)と

の連携医療を充実させ、患児が安心して医療を受けられるように導くといった工夫が

重要である。 

 

キーワード：小児疾患、小児外傷、小児診療、多職種連携 
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シンポジウムⅣ 

小児顎顔面骨折に関する臨床的検討 

 

 

狩野 岳史 

略歴                                       

1995年  日本歯科大学卒業 

1995年  琉球大学医学部歯科口腔外科 

2000年  琉球大学大学院医学研究科修了 博士(医学) 

2004年  沖縄県立中部病院歯科口腔外科 

2006年  東邦病院歯科口腔外科 

2008年  琉球大学医学部歯科口腔外科 

2010年  与勝病院歯科口腔外科 

2013年  沖縄県北部保健所 

2015年  沖縄県立北部病院歯科口腔外科 

2018年  沖縄県立宮古病院歯科口腔外科 

 

抄録                                        

【はじめに】 

小児期は顎顔面骨の成長過程にあるため、受傷した際の骨折の様相は、顎骨形

態、乳歯および永久歯の影響を受けることが小児顎顔面骨骨折の特徴です。また、

小児の顎顔面骨骨折は、成人と異なり顎骨や歯の成長発育過程にあるため、治療に

関しては十分な配慮が必要になります。近年において、顎顔面骨骨折の低年齢化と

高年齢化を指摘する報告も散見され、小児虐待による外傷の増加も社会問題になっ

ています。また、本邦で顎顔面骨骨折に関し長期にわたる臨床統計は少なく、小児顎

顔面骨折の治療法は確立していないことから、臨床的検討は有用と思われます。今

回、過去 40 年間に受診した小児顎顔面骨骨折に関し、前期と後期での比較検討を

試みたので報告します。 
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【対象および方法】 

対象は、1975年から 2014年までの過去 40年間に沖縄県立中部病院歯科口腔外

科を受診した 15歳未満の顎顔面骨骨折患者 137 例で、1975～1994年の 20年間に

受診した 91例を前期、1995～2014年の 20年間に受診した 66例を後期の 2群に分

類し、性・年齢、骨折部位、治療法などの臨床所見に関する検討を行いました。【結 

果】性・年齢；前期は男児 66例、女児 25例、平均年齢は 9.4歳、6歳以下は 27 例、

7歳～14歳は 64例。後期は男児 52例、女児 14例、平均年齢は 9.6歳で、6歳以下

は 12例、7歳～14歳は 54例。骨折部位；前期は下顎 52例、上顎 19 例、頬骨およ

び上顎・頬骨各 7 例、上顎・下顎 6 例。後期は下顎 50 例、上顎 12 例、上顎・下顎 4

例。治療法；前期は非観血的処置 56 例、観血的処置 6 例、その他 29 例、後期は非

観血的処置38例、観血的処置 18例、その他 10例。治療法と骨折部位；非観血的処

置は全ての部位に適用されていましたが、観血的処置は、前期では下顎 6 例、後期

では下顎 17 例と上顎・下顎 1例に適用されていました。 

【まとめ】 

患者数減少の理由として、県内の顎顔面骨骨折が対応可能な施設が増加したこと

や 1990 年に当院形成外科の増設が考えられます。男児が多いのは、成長に伴い女

児よりも活動範囲が広くなるため、下顎の受傷が多いのは、小児期の運動能力や活

動範囲には制限があり、顎顔面で最も突出したオトガイ部が受傷しやすいためと考え

られます。小児の顎顔面骨折における治療法は非観血処置が推奨されてきました。

本検討でも非観血的処置が多く適用されていましたが、近年では積極的に観血的整

復固定術を適用することで良好な結果が得られるとの報告が散見されます。当科で

の観血的処置は、骨片の偏位が大きく骨の連続性が途絶えた症例に適用され、前期

6.6%、後期 27.3%と頻度が増加していました。今後、多施設からも協同でデーターを集

積し検討することは、小児の顎顔面骨骨折における治療法の確立を図る上で重要な

課題になると思われます。 
 

キーワード：小児、顎顔面骨骨折、臨床統計的解析 
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シンポジウムⅣ 

外傷による歯の脱臼処置に関する1症例 

 

 

井上 友太 

略歴                                       

2009 年  松本歯科大学卒業 

2009 年  公立大学法人九州歯科大学付属病院 臨床研修医 

2010年  医療法人井上秀人歯科 

2012年  ニューヨーク大学卒後研修短期留学プログラム修了 

2012年  医療法人井上秀人歯科ベリーズクリニック 

 

抄録                                        

 昭和 38 年生まれの 52 歳女性、2015 年 12 月に転んで前歯を打撲。21┛は脱落

し、口唇は切れていた。他医院にて 21┛は元の場所に戻し隣接歯と固定した。口唇

の切れたところは縫合処置を行った。その後顎が痛いのが気になり他医院で診ても

らったが特に問題無いとの診断を受け、2016年 2月に当医院に来院した。2┛は再植

後良好であったが、1┛は保存が厳しいと診断した。┗1 には破折を認め、保存困難

と診断した。顎の痛みについては顎関節症と診断した。患者と話し合い 1┻1 抜歯処

置をしてインプラント治療を行い、顎関節症に対し顎位の改善と咬合の再構築を行う

こととした。 

2016 年 2 月に 1┻1 抜歯と同時にインプラント治療をし(BioHorizons Tapered 

Internal φ4.6×15 mm 4.5Platform) 暫間補綴を行った。審美の観点より縦切開は行

わなかった。唇側の骨が吸収していたため骨増生（Geistlich Bio-oss）を同時に行なっ

た。噛み合わせの観点より一時咬合させないように調整を行なった。 
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同年 4月に顎関節の動き、頭蓋の姿勢や下顎の偏位などを客観的に判定し、本来そ

うであったと思われる下顎位や頭の姿勢へと改善するべく口腔内に可撤式装置を使

用し、筋肉のトレーニングを行う要領で噛み合わせの改善治療を開始した。 

同年 8月に臼歯部の補綴物を暫間補綴に変えた。それに伴い 1┻1暫間補綴の修

正を行なった。 

同年 10月に 1┻1 最終補綴を初診時より 8か月で装着した。臼歯部の暫間補綴は

随時最終補綴に変えた。 

インプラント埋入後 4 年において患者は機能的にも審美的にも満足しているとのこ

とであった。 

外傷により脱落した歯に対し再植治療にて安定が可能な場合とそうでない場合が

あることが見られた。安定が望めない場合に対し今回はインプラント治療と噛み合わ

せの改善治療と補綴治療を併用することで機能的、審美的に対応することができた。

唇側の骨が吸収していたこともあり歯肉の退縮が見られた。今後は骨増生と合わせ

て結合組織移植についても考慮していく必要があると思われる。 

外傷により顎関節に問題がでたのかは定かではないが、顎関節の安定を保つた

めにも噛み合わせと頭や全身の姿勢に着目し、調和をはかるように心がけていく必

要があると考える。 

 

キーワード：外傷、インプラント治療、噛み合わせ改善治療、補綴治療 
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一般講演 
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01 一般講演 

演題名   湿潤象牙質に対する 

レジンセメントの歯質接着強さ 
     

○入江正郎 1）、園井教裕 2） 

１） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料学分野 

２） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科附属医療教育センター 

 

【目的】 

従来の接着性レジンセメントは、術者熟練度因子が象牙質接着強さに影響を

及ぼしていることが報告されている。近年のレジンセメントは簡略化のみならず、

重合触媒の改良で高性能、高機能化し、術者の熟練度に関わらず、安定した

接着性が得られることを期待されている。そこで、象牙質歯面乾燥状態の影響

に関し、歯質接着性から検討したので報告する。 

 

【材料と方法】 

プライマーやボンドと併用するアドヒーシヴ・レジンセメント（AR）とセルフアドヒ

ーシヴ・レジンセメント（SAR）を使用した。ヒト象牙質面を対象に（岡山大学研

究倫理審査専門委員会：承認番号 研 1901-036）、ISO の接着強さの測定指

針（ISO 29022）に準じて測定した。歯面乾燥状態は Dry / Moist とし、硬化直

後、1 日間 37℃蒸留水中浸漬後およびサーマルサイクル 20、000回（TC 20k）

後にせん断接着強さを測定した。 

 

【結果と考察】 

処理材に水やアセトンを有する AR は、Moist の歯面状態で歯質接着強さの

経時的推移が Dry とは違う傾向となった。一方で、TC 20k 後では同等のせん

断接着強さを示した。この結果から、重合触媒の改良が、術者習熟度因子に

よる接着強さ低下を最小限にしていることが考えられた。 

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。 
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02 一般講演 

演題名   宮古病院歯科口腔外科における 

小児口腔外傷の臨床的観察 
     

〇立津 政晴 1）、狩野 岳史 1） 

1) 沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科 

 

【諸言】 

小児は身体的・精神的に未熟であり、予想外の事故に遭遇する確率も高い。

口腔領域の外傷は、歯および周囲軟組織や硬組織の受傷など様々な症状を

伴う特徴がある。また、小児の口腔外傷の治療では、歯列や顎顔面の生長発

育に影響を及ぼすことから、成人とは異なった考慮が必要になる。今日まで、

小児の口腔外傷に関する報告は数多いが、地域性があることも指摘されてい

る。そこで今回われわれは、宮古病院歯科口腔外科における小児口腔外傷に

関する実態を明らかにすることを目的に臨床的検討をおこなった。 

 

【対象および方法】 

平成 28 年 4 月から令和 3 年 3 月までの過去 5 年間に、沖縄県立宮古病院

歯科口腔外科を受診した 15 歳未満の初診患者 356 名のうち、52 名を対象と

した。方法は、年度別患者数、性年齢内訳、来院経路などを検討した。受傷部

位については、歯の損傷、軟組織損傷、骨折に分類した。 

 

【結果】 

1．年度別患者数 

平均 10 名で、年次推移では平成 28年の 22名が最も多く、平成 30年が 5 名

で最も少なかった。 

2．性・年齢 

性別は、男児 38 名、女児 14 名、男女比は 2。7：1 であった。 

3．来院経路 

直接来院および再来受診が 20 名と最も多く、院外からの紹介が 13 名であっ

た。 

4．受傷部位別の頻度 

歯の損傷が 28 名と最も多く、骨折が 3 名であった。 
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03 一般講演 

演題名   外傷によって生じたと考えられる 

フェネストレーションへ歯根端切除術を 

行った症例 
  

○永田 裕紀 1)2)  吉田 忠司 1)2) 

1) 吉田歯科医院 

2) 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野 

 

【目的】 

日常臨床において、フェネストレーションによって、根尖部圧痛、咬合痛や打

診痛などの症状がなかなか消失しない症例が存在する。今回、外傷によって

生じたと考えられるフェネストレーションへ歯根端切除術を行った症例について

報告する。 

 

【症例】 

患者は、46 歳女性。2018 年３月 27 日、会社で口元から転倒し、他院で上顎

右側側切歯、中切歯及び上顎左側中切歯の３本の整復固定処置を受けた。

外傷部位の違和感が消失せず、セカンドオピニオンとして当院を受診した。歯

科用コーンビーム CT（CBCT）により、上顎左右側中切歯根尖部のフェネストレ

ーションを確認、それにより違和感が生じている可能性を説明した。経過観察

するも違和感の消失がみられないため、インフォームドコンセントを行い、歯根

端切除術を行うこととなった。 

 

【考察および結論】 

フェネストレーションによって生じる違和感を完全に消失させるのは困難であ

るが、今回歯根端切除術を行い、症状の寛解がみられた。この事からフェネス

トレーションに対する治療法の選択肢の一つとして有効ではないかと考えられ

る。 
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04 一般講演 

演題名   当科における小児顎顔面外傷の一例 
  

○仲間 錠嗣 1)、狩野 岳史 5）、新垣 敬一 2、6）、比嘉 努 3）、 

澤田 茂樹 4）、立津 政晴 5) 

１） 沖縄県立八重山病院 歯科口腔外科 

２） 沖縄県立中部病院 歯科口腔外科 

３） 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 歯科口腔外科 

４） 沖縄県立北部病院 歯科口腔外科 

５） 沖縄県立宮古病院 歯科口腔外科 

６） 沖縄県立中部病院 顎顔面センター 

 

【諸言】 

近年、本邦では少子高齢化の影響だけではなく、へき地・離島に係る保険医

療対策も重要な課題になっている。沖縄県では遠隔医療支援として 5 つの県

立病院と、16 の県立附属病院にパソコン通信を中心とした離島医療支援情報

ネットワークが導入され、活用されている。今回我々は、遠隔医療支援システ

ムを利用して医科歯科連携を図った小児顎顔面外傷の症例を経験したので報

告する。 

【症例】 

1歳 9か月女児。臨床診断：下顎骨骨折、下顎歯槽骨骨折、左側上顎第二乳

切歯脱臼、舌裂傷、下唇裂傷。経過：2017 年 9 月、交通外傷にて当院救急部

に搬送された。当時、当院には口腔外科は設置されていないため小児科＆外

科が主科となり、本島における県立病院歯科口腔外科とのリモートの連携によ

り治療を行なった。舌裂傷、下唇裂傷にて口腔内より持続的な出血を認めたた

め、外科により全身麻酔下にて縫合術施行。翌日に小児科より県立病院歯科

口腔外科へ連絡があり、リモートによる画像診断を行なった。C T 画像により、

左側上顎乳側切歯脱臼、両側顎関節頭骨折、下顎前歯部歯槽骨骨折、下顎

骨正中部に斜状の完全骨折が認められた。しかし両端の骨片ともに大きな偏

位は認められず、左側上顎乳側切歯は脱臼にて喪失していたが、重度の咬合

不全も認められなかった。1 歳 9 か月と低年齢であり、骨性治癒により良好な

骨形態および咬合が期待できると判断し保存的治療となった。それ以後は、定

期的な巡回診療にて咬合管理及び摂食指導を行いながら経過観察を施行し

た。術後 3年 9か月の C T画像から対照的な下顎形態が認められ、咬合良好

であり現在経過観察中である。 
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05 一般講演 

演題名   破折により喪失した歯冠部に 

レジン修復を行った１症例 
 

◯橋本 圭 1)、早田 倫久 2)4)、吉田 忠司 3)4) 

1) はしもと歯科医院  

2) 医療法人悠心会早田歯科医院 

3) 吉田歯科医院 

4) 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野 

 

【諸言】 

近年高齢者の 8020 達成者の割合が 51。2％になり（平成 28 年歯科疾患実

態調査）、多くの歯を維持している高齢者が増えている。また高齢者の特徴と

してさまざまな全身疾患を有しており、生理機能の低下にともなって ADL の低

下が認められる。その結果転倒による外傷が原因である歯冠破折や歯根破折

も高齢者人口の増加により増えていくと考えている。 

【経過と考察】 

患者は 75歳女性、有料老人ホームに入所中。2018年 11月 一時帰宅時に

外出し、道路上で何度か転倒し救急搬送された。転倒により上顎右側中切歯

歯冠破折および上顎右側側切歯歯冠補綴物破損したと思われる。右上顔面

の打撲あり、骨折はなかった。顔面部の腫脹が改善したため、患者家族より上

顎前歯治療希望され来院された。上顎右側中切歯は電気的歯髄診断にて生

活歯と診断され即日レジン修復を行った。上顎右側側切歯もレントゲンにて歯

根の破折はなかったので歯冠部の修復を行った。現在まで良好に経過してい

る。 

外傷直後          修復直後       修復後２年経過 
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06 一般講演 

演題名   小児期の外傷に関する臨床的検討 
  

○戸谷 孝洋 1) 3)、戸谷 幹弘 2) 

1) 医療法人孝陽会 戸谷歯科クリニック 

2) とたに歯科医院 

3) 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野 

 

【諸言】 

一般開業医療機関の現場では、統計的観察をする機会は少なく、臨床統計

データもほとんど無いのが現状である。実際には患者が口腔顎顔面外傷を負

った場合、まずはかかりつけ歯科診療所を受診するのが最も一般的であると

考える。当学会のガイドラインに沿って的確な処置が行われているかを検証し

ていく必要があり、本研究では、来院する小児期・学童期の口腔顎顔面外傷患

者にどのような治療を行い、どのような結果に転帰していったかについて幅広

く検討した。 

 

【方法】 

２０１１年４月から２０２０年３月までの過去１０年間に、医療法人孝陽会 戸谷

歯科クリニックでは小児期・学童期の口腔顎顔面外傷患者は５６例であった。

その５６例について臨床的検討を行った。資料は十分な記録が記載されている

カルテを選択した。  

 

【結論と考察】 

１歳児で受傷頻度が多かったが、これは伝い歩き、独り歩きが始まり保護者

の目の届かないところで発生することが多いためと思われる。７歳までの受傷

が全体のほとんど(62%)を占めているが幼児期の衝突や転倒による外傷が多

かった。幼児期の外傷の特徴としては脱臼、亜脱臼が多いことが挙げられる。

これは乳歯を支える歯槽骨が永久歯の歯槽骨より弾力性に富み、歯に急激な

過重負担がかかりにくいためである。このことから歯科医療機関では脱臼、亜

脱臼で受診があった場合は永久歯が健全に発育するように努めなければなら

ない。 

外傷を受けた歯が保存できる可能性があるときは極力、歯を保存し、当学会

のガイドラインに沿ってエビデンスに基づいた治療計画立案を行い、治療を実

行すべきである。 
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07 一般講演 

演題名   外傷による歯冠破折歯へ 

破折片接着を行った症例 
  

○後藤 匡史１）、後藤 修一郎２）３） 

1) ごとう歯科クリニック（蛍池） 

2) ごとう歯科クリニック（鶴見） 

3) 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野 

 

【諸言】 

日常臨床の中で、歯冠破折などの外傷にしばしば遭遇することがある。 

今回、8 歳男児で平成 23 年 8 月 19 日に学校で喧嘩になり、壁にぶつかって

上顎左側中切歯の歯冠破折し、破折片を生理食塩水にいれて来院された。 

破折片をコンポジットレジンで接着し、電気歯髄診測定を行いながら経過観察

を行っていたが、再び平成２４年 3 月２７日に壁にぶつかり、上顎左側中切歯

の破折片接着部が脱離。再度破折片の接着を行った。平成２５年２月２３日に

も友達とぶつかり、同部位の脱離と接着を行った。 

 度重なる同部位の破折と接着を行った、歯冠破折歯の症例について報告す

る。 
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08 一般講演 

演題名   外傷により完全脱臼し、 

その後アンキローシスを起こした 

上顎右側中切歯に対する長期観察症例  
      

○後藤 修一郎 1） 

1) 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野 

 

【症例】 

初診時年齢 13歳 3か月の女子 

 

【現病歴】 

2005 年頃、ベッドの上からジャンプをして遊んでいたところ、電気の傘のコー

ドに引っかかり上顎右側中切歯が完全脱臼し、近医にて再植してもらい、その

後、根管充填をガッタパーチャーにてしてもらったが、隣の歯とのズレが気にな

るとのことで、2012年 9月 29日に初診で当院に来院した。特に動揺や歯肉腫

脹はみられなかった。 

 

【経過】 

隣在歯との歯冠長の差異が気になるとのことで、コンポジットレジンにて切端

部充填した。その後経過観察をしていたが、2019 年 9 月、根吸収が激しくなっ

てきたので、できる限り経過を診て、成長も考慮し、抜歯の時期をうかがってい

たが、2021 年 1 月、とうとう歯冠がグラグラになり除去した。骨内に取り込まれ

たガッタパーチャーも除去し、ソケットプリザベーションを行った。サイトランスグ

ラニュールを挿入し、サイトプラストメンブレンにてカバーした。骨様組織の状態

を観て、インプラント埋入時期を検討中。 

 

【考察】 

再植時、歯根膜の保護がうまくいいっていなかった可能性が示唆され、根管

治療時、幼若永久歯にも関わらずガッタパーチャーにて根充してしまったことも

アンキローシスを促進してしまった要因ではないかと考える。 
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09 一般講演 

演題名   破折した永久歯の長期経過報告  
      

○吉田 忠信１）3)、吉田 忠司２）３） 

1) よしだ歯科 

2) 吉田歯科医院  

3) 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野 

 

【諸言】 

外傷において、衝撃の応力が 1 点に集中した場合、歯根または歯冠の破折を

伴う事がしばしばある。このような症例で、早期に修復処置を求められ、歯髄

が保存できた症例と、抜髄に至った症例を経験し長期経過を得たので報告す

る。 

【症例】 

症例１ 

初診 平成 18年 5月 15日 

年齢性別 平成 4年 1月 18日生 14歳 3か月 女児 

主訴 体育の授業中に転倒し前歯を打撲、歯が折れた。 

経過 上顎右側中切歯は歯冠破折により、露髄。カルビタールにて覆髄後、上

顎左右側中切歯及び左右側側切歯を、ワイヤにて固定。経過をみて、ピンに

よるレジン修復を行い経過観察中。 

症例２ 

初診 平成 20年 4月 9日 

年齢性別 昭和 63年 4月 21 日生 19歳 11 か月 女性 

主訴 転倒し前歯が折れた。他医院の紹介にて来院。 

経過 昨夜、自転車を運転中に転倒し、上顎左側中切歯が歯冠破折。点状露

髄状態にて、本日来院。固定の必要性を説明するも、審美的理由から固定を

せずに歯冠修復することを強く希望されたため、歯髄壊死のリスクを説明した

上でピンによる、レジン充填をほどこしたが、約２か月後歯髄壊死を起こす。5

年経過して経過観察中。 
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10 一般講演 

演題名   外傷により歯根破折した永久前歯を 

長期観察した 1 症例  
      

○早田 倫久 1)2) 

1) 医療法人悠心会早田歯科医院 

2) 九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野 

 

【目的】 

外傷により歯根破折を確認した場合歯髄処置が必要か否かまたそのタイミン

グに悩むことも少なくない。外傷歯学会のガイドライン従い動揺する歯冠側破

折部を堅固に固定した結果歯髄処置の必要なく長期間経過良好な症例を経

験したので報告する。 

 

【症例】 

初診時年齢：７歳５か月 女児 

現病歴：教室の掃除の際転倒し床で右上中切歯を強打し、受傷後２０分で来

院。歯冠部は動揺Ⅱ度、デンタル X線にて歯冠側 1/3の歯根に破折線を確認。 

 

【処置と経過】 

右上犬歯から左上側切歯までをワイヤにて２か月間固定。 

９年経過の現在歯髄処置の必要なく EPT＋経過良好。 

 

【考察】 

本症例では明確な根破折が認められ動揺度Ⅱであったにも関わらず順調な

経過をたどれたのは、受傷後２０分の早期の来院と動揺は顕著だが歯冠部の

転位は認められなかったことが良好な経過得られた要因と考える。 
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11 一般講演 

演題名   外傷による右上 A 嵌入、歯根破折における 

臨床的報告  
      

○田路 雅彦１） 

1) 悠デンタルクリニック 

 

【症例】 

患者  3歳 女児 

令和 2年 10月 16日鉄棒より落下し、上記部位嵌入したとのこと。翌日当院に

来院 

デンタルエックス線において根尖の破折を疑わせる像も認められた。 

 

【処置】 

一度抜歯し根尖を残したまま再植し隣在歯とスーパーボンドにて固定。 

 

【現状】 

動揺は認めるが腫脹疼痛もなく現在に至っている。上顎両側Aの根尖付近に

過剰歯を疑わせる像も認められるので、状況をみながら外科的な対応を検討

する。 
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12 一般講演 

演題名   接着性光重合型レジン修復物の 

至適光照射法について 
      

○吉川 孝子１）、荒川 真２） 

1) 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科口腔機能再構築学講座 

う蝕制御学分野 

2) 千葉県立保健医療大学 健康科学部 

 

【目的】 

歯冠歯折は、接着性レジンによる直接修復によってのみ歯質保存的な治療

が可能である。しかしながら、レジンは重合収縮し修復物にギャップを生じる。

吉川らは、レジンの重合が均質であると修復物の窩壁適合性が向上すること

を報告している。本研究では、LED 光照射器(Demi Ultra、Kerr)を使用し、総照

射エネルギー量が同一(24J/cm2)である異なる出力の照射法が、光重合型レ

ジンの重合特性におよぼす影響について検討した。 

【材料と方法】 

Hybrid型の Clearfil AP-X(AP:shade A3、クラレノリタケデンタル)、高速重合型

の Estelite ΣQuick(EQ:shade A3、トクヤマデンタル )、バルクフィル型の

GRACEFIL BulkFlo(BF:shade U、GC)の 3種の光重合型レジンを深さ 2mmのテ

フロ ンモー ルドに填塞し 、 2 種の照射法① 1 、 200mW/cm2 20 秒、②

600mW/cm2(照射チップ-レジン距離 6mm)40 秒により重合した。出力測定は、

LED ラジオメーターで行った。光照射終了直後にレジン試片の表面と底面のヌ

ープ硬さを測定し、底面の硬さを表面の硬さで除した Hardness ratio（HR）を求

めた。 

【結果】 

1、200mW/cm2 20 秒照射法を用いると、600mW/cm2 40 秒より、AP、EQ、BF

共に表層に対する底面の硬さが有意に低下した。一方、600mW/cm2 40 秒照

射法は、1、200mW/cm2 20秒より、HR 値が有意に高くなった。 

【結論】 

総エネルギー量が同じでも、レジン面から照射チップを離して出力を低下させ

て光照射する方が、レジン内部の重合が均質となることが示唆された。 
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13 一般講演 

演題名   悪習癖（持続的な外力）により早期に 

自然脱落した下顎乳前歯に乳歯義歯 

（床型保隙装置）を用い永久歯交換まで 

経過観察を行った症例と 

他乳前歯早期脱落２症例  
      

○反町 将１ 

1) そりまち歯科医院 

 

【症例】 

悪習癖により早期に自然脱落した下顎乳前歯（２歳）に対し、乳歯義歯（床型

保隙装置）を用い交換まで経過観察を行った症例と他に外傷により早期に脱

落した乳前歯症例２例（乳歯義歯有１例、無１例）の比較、検討を行った。 

 

【考察と結論】 

外傷により早期に脱落した乳前歯症例は幾度となく経験しているが、今回、

乳歯義歯（床型保隙装置）を使用し交換まで経過を追った症例と使用しなかっ

た症例について、交換までの外的な因子や成長の個人差もあるので一概には

言えないが、私個人的な経験上、保隙装置の有無が永久歯交換にもたらす明

らかなる有意差はなかったように思われる。 

ただし、床型保隙装置の前歯部への適用条件「審美性や発音の障害となる前

歯部の早期喪失症例」とあるように、保隙以外の目的における有用性はあった

と感じられた。 
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