
プログラム 

特別講演                 A 会場（講堂）11：10～12：10  

座長：藤田 茂之（和歌山県立医科大学医学部医学科 口腔顎顔面外科学講座） 
 

顔面外傷診療における救急医の役割と集学的治療 

 
加藤 正哉  和歌山県立医科大学医学部医学科 救急集中治療医学講座 教授 

 
 

学術セミナー（ランチョン）      A 会場（講堂）12：20～13：20  

座長：桐田 忠昭（奈良県立医科大学 口腔外科学講座） 

1. 顔面多発骨折に対するローレンツ社製プレートシステムの有用性 

内田 大亮   獨協医科大学医学部 口腔外科学講座 准教授 

 

 

２．顎顔面外傷手術治療における吸収性プレート ラクトソーブ®の有用

性～その基本手技と手術の実際～ 

管野 貴浩  島根大学医学部 歯科口腔外科学講座 講師                      
 

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ 
 
 

シンポジウム               A 会場（講堂）13：30～15：10  

座長：丹沢 秀樹（千葉大学医学部付属病院 歯科・顎・口腔外科） 

藤田 茂之（和歌山県立医科大学医学部医学科 口腔顎顔面外科学講座） 
 

顎顔面外傷における他科との連携 



 
S-1  顎顔面外傷の治療戦略―関連他科とのチーム医療― 
     ○関口 隆    手稲渓仁会病院 歯科口腔外科 
 
S-2  顎顔面外傷における連携体制について 
     ○中松 耕治   飯塚病院 歯科口腔外科 
 
S-3  顎顔面外傷における他科との連携 

～麻酔科との連携による早期手術治療と気道管理の重要性～ 
     ○助川 信太郎   香川県立中央病院 歯科口腔外科 
 
S-4  顎顔面外傷を回想する 

○秋葉 正一     総合病院国保旭中央病院 歯科・歯科口腔外科 
 
S-5  顎顔面外傷治療のピットフォール 

○赤松 正     東海大学医学部 外科学系形成外科 
 
 

一般演題 A-1                A 会場（講堂）9：35～10：15  

[ 臨床統計 1 ]       座長：又賀 泉（日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座） 

 
A-1-1  島根大学顎顔面外傷センター開設後 3 年間における口腔顎顔面外傷 

症例の検討 
○大熊 里依1,2)、管野 貴浩2)、辰巳 博人2)、狩野 正明2)、 
渡邊 正章2)、小池 尚史2) 、田渕 雄基2)、関根 浄治2) 
１）益田赤十字病院 歯科口腔外科 

２）島根大学医学部 歯科口腔外科学講座 

 
A-1-2  新潟大学医歯学総合病院顎顔面口腔外科における過去 10 年間の顎骨骨折

の臨床的検討 
○大貫 尚志、児玉 泰光、北村 厚、黒川 亮、永井 孝宏、 
高木 律男 
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野 

 



A-1-3  済生会横浜市東部病院口腔外科における 8 年間の顎顔面骨折 474 例の臨床

統計的検討 
○堀内 俊克、坂井 陳作 

済生会横浜市東部病院 歯科口腔外科 

 
A-1-4  当科における顔面骨骨折の臨床統計的検討 

○新谷 ゆかり、根来 健二、森 恵一、伊藤 将吾、藤田 茂之 
和歌山県立医科大学医学部 口腔顎顔面外科学講座 

 
A-1-5  当科における過去 8 年間の口腔顎顔面外傷入院症例の臨床統計的検  
     討 

○別府 真広1)、石神 哲郎1)、藤崎 順一1)、杉浦 剛2) 
１）独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 歯科口腔外科センター 

２）鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 口腔顎顔面センター 口腔外科 
 
 

一般演題 A-2               A 会場（講堂）10：15～10：55  

[ 臨床統計 2 ]       座長：北川 善政（北海道大学大学院歯学研究科  

口腔病態学講座 口腔診断内科学講座） 

 
A-2-1  顎顔面骨折の臨床統計的検討 —合併損傷を含めた検討— 

○石川 紅生、後藤 新吾、寺嶋 純一、石河 嘉矩、片山 良子、 
今井 隆生 
さくら総合病院 歯科口腔外科 

 
A-2-2  当科における過去５年間の顎顔面骨骨折症例で他科と連携しながら手術を

行った症例についての臨床統計的検討 
○武田 侑也、東條 格、新谷 ゆかり、岡本 健二朗、平石 幸裕、 
根来 健二、木賀 紀文、藤田 茂之 
和歌山県立医科大学医学部 口腔顎顔面外科学講座 

 
A-2-3  バイク事故による顎顔面骨骨折についての検討 

○山本 一彦、松末 友美子、堀田 聡、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 



 
A-2-4  当院高度救命救急センターにおけるドクターヘリにて搬送された外傷症例

の口腔顔面外傷に関する検討 
○伊藤 将吾、岡本 健二朗、東條 格、根来 健二、平石 幸裕、 
新谷 ゆかり、森 恵一、武田 侑也、中西 隆、藤田 茂之 
和歌山県立医科大学医学部 口腔顎顔面外科学講座 

 
A-2-5  過去 5 年間に東京西徳洲会病院口腔外科で経験した顎顔面骨骨折症例に使

用した吸収性プレートの有用性についての検討 
○萩野 貴磨1)、佐野 次夫1)、木島 毅1)、久保寺 翔1)、 

須藤 弘喜1)、高久 暹1)、鈴木 総史2)、佐藤 泰則3) 
１）東京西徳洲会病院 歯科口腔外科 

２）昭和大学歯学部 口腔リハビリテーション科 

３）医療法人徳真会 
 
 

一般演題 A-3               A 会場（講堂）15：15～15：55  

[ 症例報告（骨折 1）]   座長：喜久田 利弘（福岡大学医学部医学科 歯科口腔外科学講座） 

 
A-3-1  病的下顎骨骨折の 2 例 

◯黒嶋 雄志、佐藤 明、北川 善政 
北海道大学大学院歯学研究科 口腔内科診断学教室 

 
A-3-2  病的骨折を伴う放射線性骨髄炎に対して閉鎖式持続灌流療法が奏効した１

例 
○坂詰 智美、嶋田 健、中津留 誠 

国立病院機構千葉医療センター 歯科口腔外科 

 
A-3-3  顔面多発骨折の際に生じた眼窩底骨折に対して眼窩底再建術を施行した 2

症例 
○中西 隆、伊藤 将吾、青木 礼央、根来 健二、藤田茂之 

和歌山県立医科大学医学部 口腔顎顔面外科学講座 

 
A-3-4  外傷後の下顎歯槽部欠損に対してインプラント治療し 10 年間経過した１

例 



○金 龍門、青井 陽子、今井 琢己、河原 伸明、安田真也 
公立豊岡病院 歯科口腔外科 

 
A-3-5  内視鏡的十二指腸ポリープ切除を契機に発見された歯槽骨骨折の１例 

○友村 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 

 
 

一般演題 A-4               A 会場（講堂）15：55～16：35  

[ 症例報告（骨折 2）]   座長：柴田 敏之（岐阜大学大学院医学系研究科  

病態制御学講座 口腔病態学分野） 

 
A-4-1  当院における下顎骨筋突起骨折の 5 例 

○野田 晴菜1)、佐藤 春樹1)、早川 泰平1)、川原 侑子2)、 
小野 翔矢2)、佐久間 英規2)、落合 栄樹3)、下郷 和雄3)、 
大岩 伊知郎1,2) 
１）名古屋第一赤十字病院 歯科口腔外科1) 

２）名古屋第一赤十字病院 歯科2) 

                ３）愛知学院大学歯学部 顎顔面外科学講座 
 
A-4-2  ツキノワグマによる右側下顎骨粉砕骨折の 1 例 

○船山 昭典、三上 俊彦、長谷部 大地、芳澤 享子、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 

 
A-4-3  転倒による下顎枝垂直骨折を含む下顎骨多発骨折の 1 例 

○村山 敦1)、西岡 稔浩1)、渡部 優治1,2)、吉川 恭平1)、 
上條 英利1)、松本 憲1) 
１）医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 歯科口腔外科 

２）横浜労災病院 歯科口腔外科 
 
A-4-4  蝶形骨翼状突起骨折を併発した下顎骨骨折の 1 例 

○朽名 智彦、井上 仁、松谷 博人、奥村 健哉、乾 眞登可、 
新井 直也 
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-4-5  若年妊婦における重傷頭部外傷を併発した下顎骨骨折の１例 
○平井 雄三、竹信 俊彦、山本 信祐、谷池 直樹 

神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 

 
 

一般演題 B-1             B 会場（図書館棟 3F）9：35～10：15  

[ 臨床統計 3 ]     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-1-1  石川県立中央病院歯科口腔外科における最近 6 年間の 20 歳以下の顎骨骨

折の臨床統計 
○高木 純一郎１)、宮田 勝１)、名倉 功１)、坂下 英明２) 

１）石川県立中央病院 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-1-2  島根大学病院歯科口腔外科顎顔面外傷センターにおける小児顎顔面外傷の

臨床的統計 
○吉松 英樹、管野 貴浩、小池 尚史、辰巳 博人、関根 浄治 

島根大学医学部 歯科口腔外科学講座 

 
B-1-3  小児の口腔顎顔面外傷症例の臨床的検討 

○村山 和義１）、岡本 祐一１、３）、武田 幸彦１、４）、天内 隆昌２）、 

永沼 佳納３）、佐藤 英明３）、二宮 一智３）、田中 彰４）、又賀 泉５） 

１）新潟県立中央病院 歯科口腔外科 

２）佐渡総合病院 歯科口腔外科 

３）日本歯科大学新潟病院 口腔外科 

４）日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座 

５）日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座 
 
B-1-4  過去 9 年間における小児顎骨骨折の臨床的検討 

○秋山 友理恵、松崎 英雄、毒島 保信、青木 一充 
東京都立墨東病院歯科口腔外科 

 
B-1-5  6 歳未満の小児における頭頸部外傷と処置について 

○大津 剛、瀬戸 美夏、高岡 昌男、青柳 直子、大谷 泰志、 
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-2            B 会場（図書館棟 3F）10：15～10：55  

[ 症例報告（その他）]      座長：柴原 孝彦（東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座） 

 
B-2-1  止血に難渋した抗凝固剤内服中の認知症患者の舌尖誤咬の 1 例 

○中村 悟士、飯島 洋介、日野 峻輔、近藤 圭祐、若林 正樹、 
那須 大介、金子 貴広、堀江 憲夫、下山 哲夫 
埼玉医科大学総合医療センター 歯科・口腔外科 

 
B-2-2  早期に歯根内部吸収を生じた外傷性歯牙脱臼の 1 例: 第 2 報：7 年間の経

過観察 
○水野 晴樹、佐藤 淳、北森 正吾、大内 学、浅香 卓哉、 
佐藤 千晴、大賀 則孝、佐藤 明、北川 善政 
北海道大学大学院歯学研究科 口腔病態学講座 口腔診断内科学教室 

 
B-2-3  交通外傷を契機に発症した気道異物の 1 例 

○和賀井 翔、坂本 洋右 
国保直営総合病院君津中央病院 歯科口腔外科 

 
B-2-4  舌ピアスが舌内に迷入した２例 

○中上 佳寿彦、山本 一彦、辰巳 大貴、桐田 忠昭 
奈良県立医科大学 口腔外科学講座 

 
B-2-5  顔面鈍的外傷後に気道狭窄を生じた１例 

○新田 哲也 
鹿児島大学 口腔外科学講座 

 
 

一般演題 B-3            B 会場（図書館棟 3F）15：15～15：55  

[ 症例報告（合併症 1）]    座長：下郷 和雄（愛知学院大学歯学部 顎顔面外科学講座） 

 
B-3-1  皮膚瘻孔を形成した下顎骨骨折後骨髄炎の治療経験 



◯大谷 泰志1)、青柳 直子1,2)、大津 剛１)、高岡 昌男１)、 
高橋 宏昌1,3)、瀬戸 美夏１) 喜久田 利弘1) 
１）福岡大学医学部医学科 歯科口腔外科学講座 

２）白十字病院 歯科口腔外科 

３）自衛隊呉病院 歯科診療部 
 
B-3-2  上顎骨陳旧性骨折後の腐骨形成を伴う放線菌性上顎骨骨髄炎の 1 例 

○谷口 奈緒美、土井 理恵子、岡本 秀治、田村 隆行、小谷 勇、 
領家 和男 
鳥取大学医学部 感覚運動医学講座 口腔顎顔面病態外科学分野 

 
B-3-3  多発顔面外傷後に残遺した顔面痛の 1 例 

◯山田 理浩1)、安田 真也2)、磯部 悠2)、田中 昭生3)、 
冨田 浩一4)、堀 信介1) 
１）京丹後市立久美浜病院歯科口腔外科 

２）豊岡病院組合立豊岡病院歯科口腔外科 

３）舞鶴共済病院歯科口腔外科 

４）豊岡病院組合立豊岡病院形成外科 
 
B-3-4  両側下顎頭骨折後の顎関節強直症に対して顎関節授動術を行った一例 

○氣賀 久美子、長田 哲次、加藤 雄大、田中 里枝、深谷 映吏、 
渡邊 賀子、増本 一真、加藤 文度 
浜松医科大学 歯科口腔外科学講座 

 
B-3-5  交通外傷による下顎骨骨折後の変形治癒と顎関節強直症に対して 3 次元立

体モデルを用い，一期手術を行った１例 
○三次 翔１）、上原 雅隆１）、平林 文香１）、早川 真奈１）、吉賀 大午１）、 
國領 真也２）、土生 学１）、笹栗 正明１）、吉岡 泉２）、冨永 和宏１） 
１）九州歯科大学 顎顔面外科学分野 

                ２）九州歯科大学 口腔内科学分野 
 
 

一般演題 B-4            B 会場（図書館棟 3F）15：55～16：35  

[ 症例報告（合併症 2）]   座長：佐々木 研一（佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック） 

 



B-4-1  再手術を要した下顎骨骨折の 1 例 
○菅原 圭亮1)、多田 海人2)、高野 正行2)、齊藤 力2)、柴原 孝彦2)、 

片倉 朗1) 
１）東京歯科大学 口腔病態外科学講座 

２）東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 
 
B-4-2  上顎洞に迷入した医原性異物の１例 

○久保薗 和美、小野 重弘、太田 耕司、島末 洋、水田 邦子、 
中川 貴之、武知 正晃 
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 口腔外科学 

 
B-4-3  当科で経験した下顎智歯抜歯後に発症した舌神経麻痺についての検討 

○廣田 渓1) 、田中 拓也1) 、福間 大喜1) 、吉武 義泰2) 、 
廣末 晃之1) 、尾木 秀直1) 、平木 昭光1) 、中山 秀樹1) 
１）熊本大学大学院 生命科学研究部 歯科口腔外科学分野 

２）歯科口腔外科医療法人伊東会 伊東歯科口腔病院 
 
B-4-4  長期的な保存治療が奏功しなかった症例に対し外科的治療を施行した医原

性舌神経損傷の 3 例 
○森 恵一、武田 侑也、新谷 ゆかり、木賀 紀文、藤田 茂之 

和歌山県立医科大学医学部 口腔顎顔面外科学講座 
 
B-4-5  知覚神経活動電位導出法（SNAP）を用いた下歯槽神経、舌神経損傷に対

する診断と対応 
○村山 雅人1) 、高田 満1) 、有泉 高春1) 、藤本 侑子1) 、 

佐々木 研一1, 2) 、柴原 孝彦1) 
１）東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 

２）佐々木歯科・口腔顎顔面ケアクリニック 

 


