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ごあいさつ

第55回 NPO法人日本口腔科学会中部地方部会

会長　風岡 宜暁

　このたび、第55回NPO法人日本口腔科学会中部地方部会を開催させていただく

ことを大変光栄に存じます。大会開催にあたり多数のみなさまの参加を頂きありがと

うございます。

　大会会場となる愛知医科大学は1972年（昭和47年）に建学となりました。1974年

（昭和49年）には愛知医科大学附属病院（現：愛知医科大学病院）を開院、愛知医科

大学 歯科口腔外科は1983年（昭和58年）診療科として開設いたしました。また、

2002年（平成14年）に医学部研究科に口腔外科学が設置され、現在に至っております。

当院は、2011年（平成23年）度より新病院建設に着手し、2014年（平成26年）初頭に

は新病院開院を予定しております。新病院へむけた行動指針が示されており

1. Plus Ultra：創造する未来へ

2. 元気ホスピタル ～あなたを元気にする・私も元気になる～およびコンセプトは

3. 生活時間の最大活用：治療、教育等、全ての人の時間を大切にする。

4. 医療の可視化：医療に関連する情報が見える、共有できる。

5. 地域との協力：役割分担と連携により、地域に貢献する。

これら5つの基本方針にのっとり今後とも医療活動、研究活動に従事する所存でござ

います。

　さて、本大会は若手先生方の今後の活躍に役立てて頂けるようなプラグラム構成と

なっております。特別講演として、愛知医科大学 医学部 学際的痛みセンター 教授 

牛田享宏先生による「慢性痛の実態：末端、脳、そして社会」をお願いしております。

特別企画として、「明日から役立つ―よく分かる抜歯術―（theater stage）」、「漢方

薬とハリ治療の実際（demonstration）」、「インプラントの世界へ―初めてのインプ

ラント埋入―（hands on seminar）」を企画致しました。また、ランチョンセミナー

として、白鳥歯科インプラントセンター 院長 白鳥清人先生による「Implant 

Solution ～診断から補綴まで～」の講演を企画しております。

　本大会が参加される先生方にとって有意義かつ、楽しいものになることを願いつつ、

先生方の学びや、交流、臨床機能の向上のお役に立てればと考えております。
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日本口腔科学会中部地方部会開催地一覧
回 学 会 名 期　　日 担当大学 会 長 名 会　　　場 開催地
1 東海地方部会 1985.10.30 名古屋大学 高木　芳雄 名古屋大学医学部講堂 名古屋市
2 〃 1959.10. 4 三重県立大学 田島　時博 三重大学講堂 津市
3 〃 1960.12.18 名古屋大学 高木　芳雄 名古屋大学講堂 名古屋市
4 〃 1961.12.10 愛知学院大学 増田　種男 愛知学院大学歯学部講堂 名古屋市
5 〃 1962. 7.15 岐阜医科大学 茂田　貫一 岐阜医科大学基礎医学講座 岐阜市
6 〃 1963. 7. 7 三重県立大学 田島　時博 三重県立大学医学部附属病院講堂 津市
7 〃 1964. 7.19 名古屋市立大学 井上　靖彦 名古屋市立大学医学部基礎第1講堂 名古屋市
8 〃 1965.11. 7 名古屋大学 松田　　進 名古屋大学医学部第一講堂 名古屋市
9 〃 1966.11.20 岐阜大学 茂田　貫一 岐阜大学医学部講堂 岐阜市
10 〃 1967.11. 5 名古屋市立大学 井上　靖彦 名古屋市立大学 名古屋市
11 〃 1968.11.10 名古屋大学 岡　　　進 名古屋商工会議所 名古屋市
12 中部地方部会 1969.11.23 金沢大学 岡　　信光 金沢大学医学部十全講堂 金沢市
13 中部地方会 1970.9.12 ‒ 13 信州大学 小谷　　朗 松本市厚生文化会館 松本市
14 〃 1971.11.28 愛知学院大学 河合　　幹 愛知学院大学歯学部6階講堂 名古屋市
15 〃 1972.10.29 岐阜歯科大学 森　　昌彦 岐阜歯科大学大講堂 岐阜市
16 〃 1973.11.18 松本歯科大学 千野　武廣 松本歯科大学講堂 塩尻市
17 〃 1974.11.10 名古屋保健衛生大学 河合　　男 名古屋保健衛生大学講堂 豊明市
18 〃 1975.10.19 三重大学 田島　時博 三重大学医学部臨床講義棟 津市
19 〃 1976.11.28 愛知学院大学 永井　　巌 愛知学院大学歯学部講堂 名古屋市
20 〃 1977.11.20 岐阜大学 岡　　信光 岐阜大学医学部講堂 岐阜市
21 〃 1978.11.19 金沢大学 玉井　健三 金沢大学医学部十全講堂 金沢市
22 〃 1979.11.16 三重大学 村田　睦男 三重県教育文化会館 津市
23 〃 1980.11.23 浜松医科大学 茂木　克俊 浜松医科大学講義実習棟 浜松市
24 〃 1981.11.15 松本歯科大学 待田　順治 松本歯科大学講堂 塩尻市
25 〃 1982.10.23 ‒ 24 岐阜歯科大学 柴田　寛一 岐阜歯科大学10周年記念館 穂積町
26 〃 1983.11.19 愛知学院大学 深谷　昌彦 愛知県歯科医師会館講堂 名古屋市
27 〃 1984.11.11 藤田保険衛生大学 日比　五郎 藤田学園オーディトリアム 豊明市
28 〃 1985.10.26 富山医科薬科大学 古田　　勲 富山医科薬科大学附属病院臨床講義室第1 富山市
29 〃 1986.10.25 松本歯科大学 徳植　　進 松本歯科大学講堂 塩尻市
30 〃 1987.10.24 名古屋大学 金田　敏郎 今池ガスビル9F　今池ガスホール 名古屋市
31 〃 1988.10.22 愛知学院大学 亀山洋一郎 愛知学院大学楠元校舎 名古屋市
32 〃 1989.11.18 松本歯科大学 山岡　　稔 松本市音楽文化ホール 松本市
33 中部地方部会 1990.11.11 名古屋市立大学 神野　卓三 名古屋市立大学病院大ホール 名古屋市
34 〃 1991.11.17 金沢大学 山本　悦秀 金沢大学医学部十全講堂 金沢市
35 〃 1992.10.17 浜松医科大学 橋本　賢二 浜松医科大学医学部臨床講堂 浜松市
36 〃 1993. 9.25 三重大学 田川　俊郎 三重大学医学部臨床講義棟 津市
37 〃 1994.10. 1 福井医科大学 石井　保雄 福井商工会議所 福井市
38 〃 1995.11.11 朝日大学 兼松　宣武 朝日大学6号館 穂積町
39 〃 1996.10.19 愛知医科大学 山田　史郎 愛知医科大学 長久手町
40 〃 1997. 9.20 信州大学 小谷　　朗 長野県松本文化会館 松本市
41 〃 1998.11. 7 金沢医科大学 瀬上　夏樹 石川県教育会館 金沢市
42 〃 1999. 9.18 岐阜大学 立松　憲親 長良川国際会議場 岐阜市
43 〃 2000.11.11 名古屋大学 上田　　実 名古屋国際会議場 名古屋市
44 〃 2001. 9.29 朝日大学 高井　良招 朝日大学1号館 穂積町
45 〃 2002. 9.28 福井医科大学 佐野　和生 福井県自治会館 福井市
46 〃 2003. 9.20 愛知学院大学 有地榮一郎 愛知学院大学歯学部楠元学舎 名古屋市
47 〃 2004.10. 2 名古屋市立大学 横井　基夫 名古屋市立大学医学部研究棟11階 名古屋市
48 〃 2005.10. 1 岐阜大学 柴田　敏之 岐阜大学医学部本館 岐阜市
49 〃 2006.10.21 藤田保険衛生大学 水谷　英樹 名古屋市中小企業振興会館 名古屋市
50 〃 2007.10.20 松本歯科大学 塩島　　勝 松本歯科大学講義館 塩尻市
51 〃 2008.10.11 愛知学院大学 田中　貴信 愛知学院大学楠元学舎薬学部棟 名古屋市
52 〃 2009.11. 7 朝日大学 式守　道夫 じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター）岐阜市
53 〃 2010.10. 2 富山大学 野口　　誠 富山国際会議場 富山市
54 〃 2011.10. 1 愛知学院大学 下郷　和雄 愛知学院大学楠元学舎薬学部棟 名古屋市
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日本口腔科学会中部地方部会評議員名簿

 （五十音順、敬称略）

氏　　名 所　　属

有地榮一郎 愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座

上田　　実 名古屋大学大学院医学研究科頭頚部感覚器外科

風岡　宜暁 愛知医科大学病院歯科口腔外科

勝又　明敏 朝日大学歯学部歯科放射線学分野

川上　敏行 松本歯科大学大学院歯学独立研究所硬組織疾患病態解析学

川尻　秀一 金沢大学医学部歯科口腔外科

北井　則行 朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座歯科矯正学分野

栗田　賢一 愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座

栗田　　浩 信州大学医学部歯科口腔外科学講座

玄　　景華 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学分野

佐野　和生 福井大学医学部医学科感覚運動医学講座歯科口腔外科学領域

式守　道夫 朝日大学歯学部口腔外科学分野顎顔面外科学担当

柴田　敏之 岐阜大学医学部臓器病態学講座口腔病態学分野

下郷　和雄 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

瀬上　夏樹 金沢医科大学医学部口腔科学講座

高井　良招 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座高齢者歯科学分野

田川　俊郎 三重大学医学系研究科病態修復医学講座口腔・顎顔面外科学

田中　貴信 愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

田沼　順一 朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座 口腔病理学分野

戸苅　彰史 愛知学院大学歯学部薬理学講座

中島美砂子 国立長寿医療研究センター

永原　國央 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座インプラント学分野

野口　　誠 富山大学大学院医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座

長谷川博雅 松本歯科大学口腔病理学

服部　正巳 愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座

古澤　清文 松本歯科大学顎口腔機能制御学講座

前田　初彦 愛知学院大学歯学部口腔病理学講座

水谷　英樹 藤田保健衛生大学医学部歯科口腔外科

横井　基夫 名古屋市立大学大学院医学研究科口腔外科学分野
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第55回 NPO法人日本口腔科学会中部地方会のご案内

1. 参加される皆様へ
1） 受付開始時間は午前8：30です。

2） 会場受付（愛知県長久手市 愛知医科大学 本館3階エレベーターホール）で当日会費
4,000円を納付し、ネームプレート（参加証明証・領収証）をお受け取りください。

3） 会場ではネームプレートを着用してください。

4） 本学会は、日本歯科医師生涯研修事業認定研修会に該当します。日歯生涯研修カー
ド（ICカード）をお持ちの方は、受付に設置した読み取り機をご利用下さい。

5） インプラントの世界へ－初めてのインプラント埋入（hands on seminar）は13：20か
ら204講義室にて行われます。事前予約受付返信メールに添付されておりました参
加証をご持参のうえ、ご参加下さい。

2. 演者の皆様へ
1） 演者及び共同演者の方は、いずれも本学会会員であることが必要です。未入会の方
は下記へお申込み下さい。

 　　（学会入会手続き先） 〒135-0033　東京都江東区深川2-4-11 
一ツ橋印刷㈱学会事務センター 
日本口腔科学会事務局（TEL：03-5620-1953）

2） 一般演題の口演時間は6分間、質疑は2分間です。座長の指示に従い、時間を厳守
して下さい。

3） 演題発表の10分前までに次演者席にお越しください。

〈発表について〉

 発表はWindows 版 Microsoft Powerpoint 2007以降、Mac 版 Powerpoint 2008以降
又はKeynote ファイル形式を使用したコンピュータと液晶プロジェクターによる発
表に限らせて頂きます。投影枚数に制限は設けませんが1演題あたりの総記録容量
は20MB以下にして下さい。Powerpoint で作成した映像資料をCD-R（ディスク表
面に所属、発表者名、使用ソフトを明記して下さい）に記録して、2012年12月5日
（水）までに下記宛先に送付して下さい。 
動画は使用できますが送付後当方で動作確認をいたします。なお、特殊 codec はご
遠慮ください。動作不良の場合は動画を取り下げて頂く場合もございますのでご注
意ください。また、CD-Rは返却致しませんので、ご了承のほどお願いいたします。

 　　 〒480-1102　愛知県長久手市岩作雁又1番地1 
愛知医科大学病院歯科口腔外科 内 
第55回NPO法人日本口腔科学会中部地方部会事務局 
山田　陽一宛
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〈後抄録について〉

 演者は学会誌掲載用後抄録を受付に必ずご提出下さい。用紙はA4版を用い、1ペー
ジ40字×20行の設定で作成して下さい。1項目を表紙とし、演題番号、演題名、発
表者氏名（演者に○印）、所属を書き、2項目を抄録とし、1枚につき400字（1枚）以
内でワープロ打ちにして記載して下さい。ご提出がない場合は事前抄録で代えさせ
て頂きます。

3. 質疑応答
1） ご発言は座長の許可を得て、所定の場所で所属、氏名を述べてからお願い致します。

2） 一般演題の追加、質疑、討論の時間は2分間です。

4. 座長の先生方へ
1） ご担当セッションの最終時刻の厳守をお願い致します。

2） 次座長の先生は担当セッションの開始10分前までに次座長席にお越しください。

5. 評議員の先生方へ
12：10から7階701会議室にて平成24年度NPO法人日本口腔科学会中部地方部会評議員
会を行います。

6. その他
1） 駐車場は、愛知医科大学病院立体駐車場をお使い下さい。（※駐車券を受付までお
持ち下さい。）

2） クロークは3階314セミナー室にご用意してあります。

3） 大学内は禁煙です。

4） ランチョンセミナーの参加希望者には、入場整理券を受付時に配布しますので満員
の際はご了承ください。

5） 食堂は、大学本館1階に「オレンジ」がございます。
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長久手I.C

晴丘

白針

石田

アピタ
長久手店
●

トヨタ博物館
●

愛知県立大学
●

愛･地球博公園

アルペン
● ●

瀬戸蔵

●ござらっせ
　あぐりん村

●長久手市
　消防本部

●長久手市
　中央図書館
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●市役所

長久手高校
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文化の泉●
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イレブン

赤十字　●
血液センター立石池

愛知医科大学
愛知医科大学病院

会場：愛知県長久手市　愛知医科大学　本館
http://www.aihi-med-u,ac,jp/su16/index.html
〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1　TEL（0561）62-3311

愛知医科大学へのアクセス

 ■名古屋I.C.から …………………約5ｋｍ (約15分）

 ■地下鉄藤ヶ丘駅よりの所要時間
  ●タクシーで ……………約10分
  ●スクールバスで ……約15分

①藤が丘駅北口２番出口から出ます
②横断歩道を渡り、ミスタードーナツを左折します
③ 30m程直進するとバス乗り場があります

サークルＫ
サンクス
サークルＫ
サンクス

郵便ポスト郵便ポスト

三菱東京
UFJ銀行
三菱東京
UFJ銀行

ミスター
ドーナツ
ミスター
ドーナツ

市バス降車場市バス降車場

地下鉄
藤が丘駅
北口
2番出口

地下鉄
藤が丘駅
北口
2番出口

交通アクセス

スクールバス運行予定表
（片道約15分　予告無く変更する場合があります。）

〈地下鉄藤ヶ丘駅 ⇔ 愛知医科大学病院前玄関〉

時 愛知医科大学病院
玄関前行き　　　 時 藤ヶ丘駅行き

7 25 35 40 56 7 10 20 25 40 50 

8 06 21 30 41 52 8 04 13 24 35 48 

9 05 17 32 47 9 00 15 30 45 

10 02 17 32 47 10 00 15 30 45 

11 02 17 32 11 00 15 30 45 

12 02 17 32 47 12 00 15 30 50 

13 07 17 37 57 13 00 20 40 

14 17 47 14 00 30 

15 17 47 15 00 30 

16 17 47 16 00 30 

17 17 47 17 00 30 

18 17 47 18 00 30 

19 27 19 10 50 

20 07 57 20 40
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立体駐車場
スクールバス乗降場

車でお越しの方は、立体駐車場に駐車の上、大学本館までいらして下さい。
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救急センター

病院

1号館

2号館
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保育所

テニス
コート

愛知用水
会  場

1号館（大学本館）

構内案内図
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A会場
たちばなホール

B会場
303講義室

企業展示ブース
304講義室
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Demonstration
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総合受付
ホール
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8：50

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

2012 年 12 月 15 日土　愛知医科大学  本館2階・3階
A 会 場
たちばなホール

B 会 場
303 講義室

204 講義室 205 講義室 701会議室

8：50～ 開会挨拶
9：00～9：40  一般口演

良性腫瘍
A-01 ～ A-04

座長：新井 直也（富山大学）

9：10～9：40  一般口演
炎　症 ①
B-01 ～ B-03

座長：日比 英晴（名古屋大）
9：40～10：10  一般口演

悪性腫瘍 ①
A-05 ～ A-07

座長：川尻 秀一（金沢大学）

9：40～10：10  一般口演
臨床統計
B-04 ～ B-06

座長：牧田 浩樹（岐阜大学）
10：10～10：40  一般口演

悪性腫瘍 ②
A-08 ～ A-10

座長：乾 眞登可（三重大学）

10：10～10：40  一般口演
唾液腺・顎関節
B-07 ～ B-10

座長：栗田 　浩（信州大学）

11：00～12：00

特別講演
牛田 亨宏 先生

座長：風岡 宜暁（愛知医大）

12：10～13：00

ランチョンセミナー
白鳥 清人

座長：佐藤 公治（藤田保大）

12：10　 

～13：00 

評
議
員
会

13：00～13：20
総　　会

13：20～14：20

Theater stage
山田 陽一

座長：金山 景錫（金沢医大）

13：20～14：20
Hands on 
seminar
篠原 　淳

座長：村松 泰徳
（朝日大学）

13：20～14：20

Demonstration

新井 健一
座長：前田 初彦

（愛院大）

14：30～15：10
一般口演

外傷・トラブル
A-11 ～ A-14

座長：宮地 　斉（愛院大）　

14：30～15：10
一般口演

先天異常・奇形・症候群
B-11 ～ B-14

座長：玄　 景華（朝日大学）
15：10～15：50

一般口演
抜　歯

A-15 ～ A-18
座長：重冨 俊雄（名市大）　

15：10～15：50
一般口演
炎　症 ②
B-15 ～ B-18

座長：吉村 仁志（福井大学）
15：50～16：30

一般口演
そ の 他
A-19 ～ A-22

座長：勝又 明敏（朝日大学）

15：50～16：30
一般口演

上顎洞・異物
B-19 ～ B-21

座長：吉田 憲司（愛院大）　
16：30～ 閉会挨拶

休　　憩

休　　憩

休　　憩

日　程　表
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プログラム

一般口演（A会場：たちばなホール）　午前

良性腫瘍 座長：新井 直也

A-01 9：00～ 大部分が嚢胞状変性を伴った耳下腺多形腺腫の1例
高木純一郎 石川県立中央病院 歯科口腔外科

A-02 9：10～ 19年経過後に再発をきたした頬部デスモイド腫瘍の1例
上條　瑠美 信州大学医学部歯科口腔外科学講座

A-03 9：20～ 顎裂部に脂肪腫を認めた1例
井村　英人  愛知学院大学歯学部附属病院口唇口蓋裂センター

愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室

A-04 9：30～ 上下顎に比較的大きな嚢胞様病変を認めた1症例
平井真理子  金沢大学大学院医学系研究科

がん医科学専攻がん細胞学講座細胞浸潤学分野（歯科口腔外科）

悪性腫瘍① 座長：川尻 秀一

A-05 9：40～ 顎骨病変を主体とした下顎悪性腫瘍例
長縄　陵亮 名古屋第一赤十字病院 歯科口腔外科

A-06 9：50～ 小唾液腺原発唾液腺導管癌の2例
平田　桂子  富山大学大学院医学薬学研究部 歯科口腔外科学講座

A-07 10：00～ 口腔悪性黒色腫における癌抑制遺伝子の検討
大藪　琢也 愛知学院大学 歯学部 顎顔面外科学講座

悪性腫瘍② 座長：乾 眞登可

A-08 10：10～ 当施設関連病院症例での唾液腺原発粘表皮癌遺伝子異常について 
臨床病理学的検討

野田　晴菜 愛知学院大学 歯学部 顎顔面外科学講座

A-09 10：20～ がん患者末梢血リンパ球を用いたがん関連抗原特異的リンパ球の 
選択的増殖法に関する検討

西尾麻矢子 愛知医科大学病院 歯科口腔外科

A-10 10：30～ 頭頸部癌におけるヒトパピローマウィルス抗原の発現について
林　　富雄 愛知医科大学病院 歯科口腔外科
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一般口演（A会場：たちばなホール）　午後

外傷・トラブル 座長：宮地 斉

A-11 14：30～ 幼児歯ブラシ外傷による頬脂肪体ヘルニアの1例
上原　　忍 諏訪中央病院 歯科口腔外科

A-12 14：40～ 頭部外傷後遺症入院患者の歯科疾患調査
小金澤大亮 朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座 障害者歯科学分野

A-13 14：50～ 交通事故による頬骨骨折後に生じた開口障害の1例
加藤　阿希  金沢大学大学院医学系研究科がん医科学専攻

がん細胞学講座細胞浸潤学分野（歯科口腔外科）

A-14 15：00～ 挿管患者の口唇トラブル予防についての検討（保湿剤）
佐藤かな江 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 歯科口腔外科

抜　　歯 座長：重冨 俊雄

A-15 15：10～ 全身麻酔下で埋伏智歯抜歯術を施行したアスペルガー症候群の1例
中條　智恵 富山県立中央病院 歯科口腔外科

A-16 15：20～ 先天性第Ⅶ因子欠乏症患者の抜歯経験
北 川　　健 藤田保健衛生大学医学部 医学科 歯科口腔外科学講座

A-17 15：30～ 埋伏智歯抜歯術術後鎮痛効果の臨床的検討
平林　文香 岐阜県総合医療センター歯科口腔外科

A-18 15：40～ 高齢者における埋伏智歯抜歯症例の臨床統計的検討
黒岩　　功 信州大学医学部 歯科口腔外科学講座

そ の 他 座長：勝又 明敏

A-19 15：50～ ストレプトゾトシン誘発糖尿病が下顎骨組成に及ぼす影響
小林　明人 松本歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

A-20 16：00～ 幼児上唇正中部に発生した類皮嚢胞の1例
伊藤　佳秀  三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻臨床医学系講座

口腔・顎顔面外科学分野

A-21 16：10～ OA治療における上気道の三次元的形態評価についての検討
青木　勇樹 愛知医科大学病院 歯科口腔外科

A-22 16：20～ Tomosynthesis 技術を用いた画像解析
中山　美和 愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座
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一般口演（B会場：303講義室）　午前

炎症① 座長：日比 英晴

B-01 9：10～ ┓6根尖性歯周炎を契機に下顎頭部まで波及した慢性下顎骨骨髄炎に対し、
動注化学療法および下顎皮質骨除去術を施行した1例

中山　敦史 愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座

B-02 9：20～ CDDP+5-FU併用化学療法により虚血性腸炎を生じた1例
若林　宏紀  三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻臨床医学系講座

口腔・顎顔面外科学分野

B-03 9：30～ 5 FU 誘発口腔粘膜炎に対する多血小板フィブリンの治癒効果の検討
堀井幸一郎  名古屋市立大学大学院 医学研究科 生体機能・構造医学専攻 

感覚器・形成医学講座 口腔外科学分野

臨床統計 座長：牧田 浩樹

B-04 9：40～ 顎関節脱臼手術62例の検討
瀬上　夏樹 金沢医科大学 顎口腔外科学講座 

B-05 9：50～ 当科における上顎前歯部インプラント治療の臨床統計的検討
山田　光宏 愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座

B-06 10：00～ 顎顔面領域に初発症状を認めた造血器腫瘍13症例の臨床的検討
小栗　　崇 岐阜県立多治見病院 歯科口腔外科

唾液腺・顎関節 座長：栗田 浩

B-07 10：10～ 小児に認められた耳下腺唾石症の2例
萩野　浩子 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 歯科口腔外科

B-08 10：20～ ラット顎下腺での Phosphodiesterase3の局在と役割
関田　素子  三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻臨床医学系講座

口腔・顎顔面外科学分野

B-09 10：30～ 多数の軟骨粒を認めた顎関節滑膜軟骨腫の1例
石川　紅生 愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科講座

B-10 10：40～ 他関節に続発して生じた顎関節ピロリン酸カルシウム（CPPD） 
結晶沈着症の1例

金山　景錫 金沢医科大学 顎口腔外科学講座



― 13 ―

一般口演（B会場：303講義室）　午後

先天異常・奇形・症候群 座長：玄 景華

B-11 14：30～ 右側下顎骨・頸部に生じた動静脈奇形の1例
森　みゆき 岐阜大学大学院医学系研究科 口腔病態学分野

B-12 14：40～ オトガイ形成術にて開口障害を改善した先天性拘縮性くも指趾症 
（ビールス症候群）の一例

高橋　　誠 総合病院中津川市民病院 歯科口腔外科

B-13 14：50～ 歯肉腫脹を契機に骨髄異形成症候群（MDS）と診断された1例
渡邉　一弘 朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座 口腔外科学分野

B-14 15：00～ 11q（‒）症候群の遺伝学的解析
加藤　大貴  愛知学院大学歯学部 口腔先天異常学研究室

愛知学院大学歯学部附属病院 口唇口蓋裂センター

炎症② 座長：吉村 仁志

B-15 15：10～ 歯性上顎洞炎より波及したと思われる急性化膿性顎関節炎の1例
谷口　真一 市立伊勢総合病院 歯科口腔外科

B-16 15：20～ 初診時悪性腫瘍を疑わせる所見を呈した顎放線菌症の一例
大高　千明 浜松医科大学 歯科口腔外科

B-17 15：30～ 頸部ガス壊疽の1例
梅田　敬史 碧南市民病院 歯科口腔外科

B-18 15：40～ 歯性感染症から継発したと考えられた丹毒の1例
渡邉　裕之 愛知学院大学 歯学部 顎口腔外科学講座 

上顎洞・異物 座長：吉田 憲司

B-19 15：50～ インプラント治療が関連したと思われる上顎洞アスペルギルス症の1例
錦戸　良佳  三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻臨床医学系講座 

口腔・顎顔面外科学分野

B-20 16：00～ 医原性異物の上顎洞迷入を疑った上顎洞アスペルギルス症の一例
赤井　崇浩 朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 

B-21 16：10～ X 線検査で発見された上顎骨内異物の2例
松田　慎平 福井大学医学部感覚運動医学講座歯科口腔外科学領域
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座　長　表

A会場（たちばなホール）
開始時刻 演題番号 セッション名 座長（所属）

 9：00～ A-01～ A-04 良性腫瘍 新井　直也（富山大学）

 9：40～ A-05～ A-07 悪性腫瘍① 川尻　秀一（金沢大学）

10：10～ A-08～ A-10 悪性腫瘍② 乾　眞登可（三重大学）

11：00～ 特別講演 慢性痛の実態：
末梢、脳、そして社会 風岡　宜暁（愛知医科大学）

12：10～ ランチョンセミナー 佐藤　公治（藤田保健衛生大学）

14：30～ A-11～ A-14 外傷・トラブル 宮地　　斉（愛知学院大学）

15：10～ A-15～ A-18 抜歯 重冨　俊雄（名古屋市立大学）

15：50～ A-19～ A-22 その他 勝又　明敏（朝日大学）

204講義室
開始時刻 演題番号 セッション名 座長（所属）

13：20～ Hands on seminar インプラントの世界へ
―初めてのインプラント埋入―

村松　泰徳（朝日大学）

205講義室
開始時刻 演題番号 セッション名 座長（所属）

13：20～ Demonstration 病的疼痛に対する漢方と
針治療の実際 前田　初彦（愛知学院大学）

B会場（303講義室）
開始時刻 演題番号 セッション名 座長（所属）

 9：10～ B-01～ B-03 炎症① 日比　英晴（名古屋大学）

 9：40～ B-04～ B-06 臨床統計 牧田　浩樹（岐阜大学）

10：10～ B-07～ B-10 唾液腺・顎関節 栗田　　浩（信州大学）

13：20～ Theater stage 明日から役立つ
―よくわかる抜歯術―

金山　景錫（金沢医科大学）

14：30～ B-11～ B-14 先天異常・奇形・症候群 玄　　景華（朝日大学）

15：10～ B-15～ B-18 炎症② 吉村　仁志（福井大学）

15：50～ B-19～ B-21 上顎洞・異物 吉田　憲司（愛知学院大学）



特 別 講 演

特 別 企 画
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B-20B-19

○錦戸 良佳1）、野村 城二1）、松村 佳彦1）、 
加藤 英治1）、橋本 麻衣子1）、丹羽 祐樹1）、 
柳瀬 成章2）、田川 俊郎1）

1） 三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻 
臨床医学系講座 口腔・顎顔面外科学分野

2） 独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター 
歯科・口腔外科

○赤井 崇浩、藤本 雅子、眞岡 知史、 
鈴木 健司、式守 道夫、笠井 唯克

朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座口腔外科学分野

　上顎洞アスペルギルス症は少なからず報告され

ているが、インプラント治療が関連した例は比較

的稀である。今回、同治療が関連したと思われる

本症の1例を経験したので報告する。

【症例】 65歳、女性。

【主訴】 右側上顎部の違和感。

【既往歴】 悪性リンパ腫、下肢静脈血栓症。

【現病歴】 5年前に右上1234部にインプラント治

療を受けたが同部の違和感を認め来科した。

【現症】 周囲歯肉に特に異常はなく、X線写真で

は右上4部インプラント体の洞内への突出と、洞

内部では不透過性の高い部分を含む粘膜の肥厚像

があり、インプラント体摘出および上顎洞根治術

を施行した。

【処置および経過】 術中所見として、突出したイ

ンプラント体と、その周囲には帯黄白色のチーズ

様塊を包含する粘膜がみられた。病理組織学的に

は炎症性細胞浸潤を伴う洞粘膜とチーズ様塊には

菌糸が認められ、グロコット染色所見と併せ上顎

洞アスペルギルス症と診断された。術後経過は良

好である。

【緒言】 上顎洞内に不透過物がみられる症例とし

ては炎症性、嚢胞性、異物迷入等があり鑑別に苦

慮する。今回、上顎洞内に医原性異物を疑う一例

を経験したので報告する。

【症例】 68歳女性。既往歴は高血圧症、高コレ

ステロール血症、めまい、子宮筋腫、卵管切除、

骨粗鬆症。現病歴は高血圧、めまい、骨粗鬆症。

2012年6月かかりつけ歯科医院でレントゲンに

不透過像を認め当科受診。初診時、顔貌及び口腔

内・血液検査の異常所見はなく、X線所見で左

上顎洞内に歯原性異物様所見を認め、CT所見に

よると上顎洞粘膜の肥厚、一部洞底部骨欠損を認

めた。左側上顎洞異物迷入、左側上顎洞炎の診断。

同年7月に全身麻酔下にて上顎洞内異物除去術を

施行する。摘出物の病理診断はアスペルギルスで

あり、現在経過観察中である。

【考察】 各種検査より上顎洞内に医原性異物を疑

い摘出術を行った一例を経験したので報告する。

インプラント治療が関連したと思われる
上顎洞アスペルギルス症の1例

医原性異物の上顎洞迷入を疑った 
上顎洞アスペルギルス症の一例



― 43 ―

B-21

○松田 慎平、大場 誠悟、小林 淳一、 
木村 崇、石丸 京子、相木 美那子、 
長瀬 純、吉村 仁志、佐野 和生

福井大学医学部 感覚運動医学講座歯科口腔外科学領域

　顎顔面領域の迷入異物の報告は、迷入経路が明

らかなものが多い。今回われわれは、X線検査

で上顎骨内に認められた金属様異物に対し、それ

らの組成を分析し、迷入経路を検討した。

【症例1】 66歳、男性。左側上顎歯肉腫脹を主訴

に受診。パノラマX線検査で、上顎骨内に異物

が認められた。異物は銀合金であり、類似の形態

を示し、同様の組成を持つ歯科用金属はシルバー

ポイントであった。本異物は、抜歯時に顎骨内に

残存したものと考えられた。

【症例2】 45歳、男性。右側下顎大臼歯部の腫脹

と疼痛を主訴に受診。パノラマX線検査で、上

顎骨内に金属様異物が認められた。異物はステン

レスであった。ステンレス製の医療器具は多数あ

るが、形態から、電気メスチップの破折片を迷

入させたものと考えられた。2例の異物は、肉眼

的には異物の迷入を疑わせる所見は認めなかった。

治療開始時のパノラマX線写真によるスクリー

ニングの重要性が示唆された。

X線検査で発見された上顎骨内異物の2例






