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歯学の進歩・現状 Advances and Current Topics in Dentistry

「顎骨疾患プロジェクトからの情報発信」
１９．顔面エピテーゼ製作における口腔内スキャナ

応用の試み
中 島 純 子 ……………………１１３

“Report by the Jaw Bone Disease Project”
１９：Preliminary study using an intraoral scanner

to acquire digital scans for facial prosthesis
J. NAKAJIMA ………………………１１３

カラーアトラス Color Atlas

エナメル上皮腫の分子病理学
國 分 克 寿 他 ……………１２１

Molecular pathology of ameloblastoma
K. KOKUBUNN, et al.………………１２１

解 説 Articles

歯科臨床における患者急変とその対応
鈴 木 昌 ……………………１２７

占領下に誕生した新しい歯科医学教育制度
第３編 戦前の学校教育理念と占領下旧制歯科大学
設立に至る契機

金 子 譲 他 ……………１４８

Medical Emergency Management Related to Dental
Practice

M. SUZUKI …………………………１２７

A New Dental Education System Established by the
Japanese Education Reform under GHQ/SCAP

３．Japan Educational Policy before End of the
Pacific War and the Opportunity for the Birth
of a Dental School as a University in the Old
School System under GHQ/SCAP.

Y. KANEKO, et al. …………………１４８

臨床報告 Research

歯科矯正用アンカープレートを用いて上顎大臼歯の
圧下を行った骨格性開咬症例

飯 島 由 貴 他 ……………１７３

歯科矯正用アンカースクリューを用いた上下顎大臼歯
の近心移動により先天性部分無歯症患者の空隙歯列を
治療した症例

武 笠 友里香 他 ……………１８３

変則設計の Nance のホールディングアーチを用いて
口蓋側埋伏犬歯の開窓牽引および大臼歯の遠心移動を
行った過蓋咬合症例

戸 嶋 翼 他 ……………１９１

ハーブスト装置を用いて二段階治療を行った骨格性
上顎前突症例

岡 嶋 伶 奈 他 ……………２０３

Skeletal open bite case treated by with molar
intrusion using skeletal anchorage system

Y. IIJIMA, et al. ……………………１７３

Treatment of a Spaced Arch Case with Oligodontia
by Mesial Movement of Maxillary and Mandibular
Molars Using Orthodontic Anchor Screws

Y. MUKASA, et al. …………………１８３

A case of deep bite with simultaneous fenestration-
traction of a palatally impacted canine and
distalization molar movement using an irregularly
designed Nance holding arch

T. TOJIMA, et al. …………………１９１

Two-phase treatment with a Herbst appliance for a
case of skeletal maxillary protrusion

R. OKAJIMA, et al.…………………２０３

臨床のヒント Q&A Clinical Tips Q&A

抜歯後や顎変形症の手術後，知覚鈍麻を生じた場合，
星状神経節ブロック（SGB）は内服治療に比べどのく
らい著効するのか，目安としてどのくらいの期間で推
薦するべきか。

福 田 謙 一 ……………………２１３

Is stellate ganglion block（SGB）more effective than
oral medicines when hypoesthesia and/or
paresthesia after tooth extraction or jaw deformity
surgery occurs? How effective is SGB? How long
should SGB be recommended?
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