
 
 
B-1-1 下顎頭骨折の小骨片内下方転位に対して観血的整復固定術を 
        施行した 2例 
            ○大竹 義雄、山内 健介、蔡 優広、鈴木 飛佳理、片岡 良浩、 
                野上 晋之介、宮下 仁、髙橋 哲 
           東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座 顎顔面・口腔外科学分野 
 
B-1-2 下顎骨関節突起骨折に対する high submandibular  
    transmasseteric anteroparotid approach による観血的整復固定 

○山本 一彦、堀田 聡、松末 友美子、村上 和宏、杉浦 勉、 
        桐田 忠昭 

   奈良県立医科大学 口腔外科学講座 
 
B-1-3 下顎骨関節突起骨折観血的整復固定術における 
        Subcondylar Plates の使用経験 
            ○福原 聖代、小山 修示、増田 千恵子、堀江 彰久 
           独立行政法人 労働者安全機構 関東労災病院 歯科口腔外科 
 
B-1-4 口内法により観血的整復固定術を行った下顎骨関節突起基底部 
        骨折の一例 
       ○原 崇之 1)、水谷 雅英 1)、永田 雅英 2)、石濱 孝二 1) 

   1)大阪警察病院 歯科口腔外科 
   2)永田歯科医院 

 
B-1-5 下顎骨関節突起骨折後の顎関節強直症に対して 
        内視鏡支援下に両側顎関節受動術を施行した一例 

○金山 宏幸、石原 修、山田 龍平、大竹 一平、矢田 光絵、 
 泉山 大介、桐生 萌、井口 三津紀、中野 晋太郎、谷口 弘樹 
  大阪急性期・総合医療センター 歯科口腔外科 

 
 
 
 
 
 

一般演題 B-1 
症例報告 1（関節突起） 
      座長：管野 貴浩（島根大学医学部 歯科口腔外科学講座）

B 会場(101・102会議室)  9:00～9:40  



 
 
B-2-1 小児下顎骨複線骨折に対して観血的整復固定術を施行した一例 
       ○日笠 紘志、加藤 卓己、水野 貴行、坂田 健一郎、榊原 典幸 
                     社会医療法人母恋 日鋼記念病院 歯科口腔外科 

 
B-2-2 小児下顎骨骨折に対して外科的治療を行った 3症例 
       ○西山 祐生、村木 祐孝 、櫻井 拓真 、政木 泰介 
                       独立行政法人 地域医療機能推進機構 徳山中央病院 歯科口腔外科 
 
B-2-3 1 歳児の下顎骨骨折に対し観血的整復固定術と保存的治療の 
        併用を行った 1例 

○新田 靖治、福間 大喜、宮坂 彩花、安田 直純、尾木 秀直、 
  川原 健太、田中 拓也、廣末 晃之、吉田 遼司、中山 秀樹 
  熊本大学大学院生命科学研究部 総合医薬科学部門 感覚・運動医学講座 歯科口腔外科学分野 

 
B-2-4 顎間固定における骨支持型線副子装置の使用経験 
       ○名倉 功 1)、宮田 勝 1)、高木 純一郎 1)、坂下 英明 2) 
                       1)石川県中央病院 歯科口腔外科 
                       2)明海大学歯学部 病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学第２分野 
 
B-2-5 当科における SMART Lock Hybrid MMF®の使用経験 
       ○西脇 仁、平野 成彦、諸富 公昭 
                       近畿大学医学部附属病院 形成外科 
 
B-2-6 下顎骨骨折におけるハイブリッドMMF顎間固定システムの使用経験 

○沖田 美千子、針谷 靖史、原田 雅史、米原 啓介、関口 隆 
    医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 歯科口腔外科 

 
 
 
 
 
 

一般演題 B-2 
症例報告 2（小児・顎間固定） 
      座長：中村 誠司（ ） 

B 会場(101・102会議室)  9:40～10:28  



 
 
B-3-1 当科における小児の顎顔面骨骨折の臨床的検討 

○長縄 憲亮 1)、佐藤 春樹 1)、早川 泰平 1)、丸瀬 靖之 2)、 
 小野 翔矢 2)、大原 令子 2)、佐久間 英規 2)、大岩 伊知郎 1)  

           1)日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 歯科口腔外科 
           2)日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 歯科 
 
B-3-2 新潟大学医歯学総合病院口腔再建外科における過去 10年間の 
        小児顔面骨骨折の臨床的検討 

○金丸 祥平、加藤 祐介、小田 陽平、三上 俊彦、船山 昭典、 
 長谷部 大地、新美 奏恵、小林 正治 

                 新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面再建学講座 組織再建口腔外科学分野 
 
B-3-3 当科における小児顎骨骨折の臨床的検討 

○松田 真也、岡田 益彦、岡 久美子 
                       日本赤十字社 旭川赤十字病院 歯科口腔外科 
 
B-3-4 当科における過去 5年間の小児口腔顎顔面外傷 200例の臨床的検討 

○岡本 準也、宮崎 晃亘、小池 和茂、出張 裕也、小林 淳一、 
        平塚 博義 
                       札幌医科大学医学部 口腔外科学講座 
 
B-3-5 注腸鎮静法を用いた顎顔面外傷患児の外傷治療の臨床統計とその概要 

○眞野 亮介、喜多 涼介、瀬戸 美夏、近藤 誠二、喜久田 利弘 
                       福岡大学医学部医学科 歯科口腔外科学講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般演題 B-3 
臨床統計 4（小児） 
      座長：丹沢 秀樹（千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座） 

B 会場(101・102会議室)  10:28～11:08  



 
 
B-4-1 年齢層による下顎骨関節突起骨折の臨床統計的検討 

○宮手 浩樹、秋本 祐基、中里 紘、宮澤 政義 
    社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 歯科口腔外科 

 
B-4-2 関節突起骨折の臨床的検討 

○生木 俊輔、米原 啓之 
    日本大学歯学部 臨床医学講座 

 
B-4-3 当院における下顎骨関節突起骨折の臨床統計的検討 

○森 恵一、木賀 紀文、新谷 ゆかり、中西 隆、藤田 茂之 
    和歌山県立医科大学 歯科口腔外科学講座 

 
B-4-4 当科における下顎骨関節突起骨折の臨床的検討（1） 

○和田 麻友美、高野 昌士、佐藤 健彦、牧野 修治郎 
    社会医療法人北斗 北斗病院 歯科口腔外科 

 
B-4-5 当科における下顎骨関節突起骨折の臨床的検討（2） 
        ～外科的治療～ 

○高野 昌士、和田 麻友美、佐藤 健彦、牧野 修治郎 
    社会医療法人北斗 北斗病院 歯科口腔外科 

 
B-4-6 当科における過去 5年間の下顎関節突起骨折の検討 

○浅香 雄一郎、三河 洋平 
    苫小牧市立病院 歯科口腔外科 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般演題 B-4 
臨床統計 5（関節突起） 
      座長：山下 善弘（宮崎大学医学部 感覚運動医学講座 顎顔面口腔外科学分野） 

B 会場(101・102会議室)  15:40～16:28  



 
 
B-5-1 高齢の認知症患者に生じた気道閉塞を伴う下顎骨粉砕骨折の１例 

○片山 麻梨子 1,2)、岩城 太 1)  
   1)神戸市立西神戸医療センター 歯科口腔外科 
   2)おりづる歯科 

 
B-5-2 下顎骨粉砕骨折に対し骨縫合ユニット化を介して整復術を行った２例 

○喜多 涼介、近藤 誠二、眞野 亮介、喜久田 利弘 
    福岡大学医学部医学科 歯科口腔外科学講座 

 
B-5-3 骨片呼吸をきたす下顎骨骨折の気道確保のためのバルカン固定の 
        重要性についての検討 

○須藤 弘喜、佐野 次夫、木島 毅、秋本 琢磨、生形 遥、 
        久保寺 翔、萩野 貴磨、川杉 健太郎、守谷 亜沙人、中澤 敦、 
        佐藤 泰則、高久 暹 

    医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 歯科口腔外科 
 
B-5-4 Wishbone effect による下顎幅径の拡大に対して再手術を要した 2例 

○前田 圭吾、山本 信祐、高地 いづみ、平井 雄三、谷池 直樹、 
        竹信 俊彦 
                       神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 
 
B-5-5 囲繞結紮が有用であった下顎前歯部粉砕骨折の 2例 

○高地 いづみ、谷池 直樹、前田 圭吾、平井 雄三、山本 信祐、 
        竹信 俊彦 

    神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 
 
B-5-6 当科における下顎角骨折線上智歯への対応に関する検討 

○安西 寛真、橋本 憲一郎、大林 佑子、首藤 俊一、池崎 晶二郎、 
 森 紘一郎、田中 文恵、佐々木 三奈、平木 昭光、池邉 哲郎 
   福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座 
 

 
 
 
 
 

一般演題 B-5 
症例報告 6（下顎骨） 
      座長：佐野 次夫（医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 歯科口腔外科） 

B 会場(101・102会議室)  16:28～17:16  



 
 
B-6-1 発見が遅れた高齢者の下顎骨骨折の１例 

○岩本 展子、田中 里枝、古田 治彦、山口 万枝 
    近畿大学医学部奈良病院 歯科口腔外科 

 
B-6-2 下顎骨観血的整復固定術後，長期感染により高度骨吸収を認めた 
        陳旧性下顎骨骨折の 1例 

○瀧本 紘佑、久原 啓資、宮本 一央、南田 康人、石川 昌洋、 
        北所 弘行、永易 裕樹 

   北海道医療大学歯学部 生体機能・病態学系 顎顔面口腔外科学分野 
 
B-6-3 長期自然経過を観察し得た下顎骨病的骨折の 3例 

○鳥谷部 純行 
    医療法人回生会 大西病院 歯科口腔外科 

 
B-6-4 口腔がんにおける下顎骨辺縁切除術施行後の病的骨折症例の検討 

○細川 周一、松沢 祐介、高後 友之、山下 新之助、鳥居 ちさほ、 
        山下 徹郎 

    社会医療法人 恵佑会札幌病院 歯科口腔外科 
 
B-6-5 下顎骨骨折による外傷性顎動脈瘤の１例 

○矢島 優己 1,2)、柴山 尚大 1,2)、吉田 将亜 2)、佐藤 栄晃 2)、 
        藤井 ふみ 2)、竹川 政範 2) 
                 1)市立旭川病院 歯科口腔外科 
                 2)旭川医科大学医学部 歯科口腔外科学講座 
 
B-6-6 下顎骨骨折を契機に診断された閉塞性肥大型心筋症の１例 

○鈴木 豊典、曾我部 洋平、金子 真梨、畑中 知之、竹田 康佑 
    社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生北見病院 歯科口腔外科 

 
B-6-7 大動脈弁狭窄症と精神発達遅滞を有する顎顔面外傷の 1例 

○村山 和義 1)、渡邊 紘士 1)、武田 幸彦 1,3)、佐藤 英明 2)、二宮 一智 2)、  
 田中 彰 3) 

                      1)新潟県立中央病院 歯科口腔外科 
                      2)日本歯科大学新潟病院 口腔外科 
                      3)日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座 
 

一般演題 B-6 
症例報告 7（合併疾患・異常経過） 
      座長：堀之内 康文（公立学校共済組合 九州中央病院 歯科口腔外科） 

B 会場(101・102会議室)  17:16～18:12  



 
 
B-7-1 上顎骨および上顎洞内に迷入した医原性異物の 1例 

○駒 綾香 1)、坂本 洋右 1)、小池 一幸 1)、大和地 正信 1)、中嶋 大 1)、 
 肥後 盛洋 1)、笠松 厚志 1)、椎葉 正史 3)、鵜澤 一弘 1,2)、丹沢 秀樹 1,2) 

            1)千葉大学医学部附属病院 歯科・顎・口腔外科 
                      2)千葉大学大学院医学研究院 口腔科学講座 
           3)千葉大学大学院医学研究院 臨床腫瘍学講座 
 
B-7-2 外傷性水平的歯根破折歯に対し接着再植を行った 4例 

○曾我部 陽平、金子 真梨、竹田 康佑、畑中 知之、鈴木 豊典 
    社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生北見病院 歯科口腔外科 

 
B-7-3 幼若永久歯の歯根破折が硬組織形成により治癒した一例 

○金子 真梨、曾我部 陽平、畑中 知之、竹田 康佑、鈴木 豊典 
    社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生北見病院 歯科口腔外科 

 
B-7-4 外傷により上顎前歯、抜去・再植後 矯正歯科治療を行った症例 

○鈴木 純一 1,2)、関口 隆 2)、針谷 靖史 2)、沖田 美千子 2)、原田 雅史 2)  
            1)医療法人北斗会 中央歯科 
                      2)医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 歯科口腔外科 
 
B-7-5 外傷により上顎中切歯脱落した骨格性反対咬合に外科的矯正治療を 
        行った症例 

○鈴木 純一 1,2)、関口 隆 2)、針谷 靖史 2)、沖田 美千子 2)、原田 雅史 2)  
            1)医療法人北斗会 中央歯科 
                      2)医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 歯科口腔外科 
 
B-7-6 外傷により下顎の後退を生じた下顎後退・開咬症例に対し、 
        上顎前方骨切術により改善した症例 

○鈴木 純一 1,2)、関口 隆 2)、針谷 靖史 2)、沖田 美千子 2)、原田 雅史 2)  
            1)医療法人北斗会 中央歯科 
                      2)医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 歯科口腔外科 
 
 
 

一般演題 B-7 
症例報告 8（外傷歯・矯正・その他） 
      座長：牧野 修治郎（社会医療法人北斗 北斗病院 歯科口腔外科） 

B 会場(101・102会議室)  18:12～19:00  




