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Abstract:Inourhospital,aworkingdivisionoftemporomandibularjointdisorders(TMD)consistingof12

membersof12departmentwasestablishedin1993totreatthedisordersbyateam approach.Clinicalconfer-

encesarebeingheldonceinamonthtodiscussthediagnosisandtreatmentofpatientswithTMDwhoneeda

multidisciplinaryapproach.AhomepageonTMDwasopeninWWW (World･WideWeb)todisplaythemand

tomakethem accessiblefrom themembersoftheteam aswellasotherdoctorsoutsidethehospital.The

contentsincludechiefcomplaints,clinicalhistory,presentstatus,radiographic,CTandMRIimages,treatment
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historyaIldproblemsineachcase.Eachcaseisdiscussedinmailinglistorinconferencecomerinwww.So

far,25casesdiscussedin17conferencesweredisplayedinwww.Thesystemseemstobequiteeffectivein

establishingthetreatmentofTMDbecauseinformationoneachcaseisavailableanytimetoanyoneinvolvedin

thestudyandtreatmentofTMD.

抄録 :当院では顎関節症に対してチーム診療を行うために,12科12人の委員からなる顎関節症治療作業部会が平成5年

に設置された｡集学的な治療を必要とする顎関節症患者の診断と治療を検討するために月に1度の症例検討会が開催

されている｡さらにそれらの症例を供覧し,委員のみでなく学外の医師にも利用できるようWWW(World-Wide

Web)にホームページを開設したo内容は各症例の主訴,現病歴,既往歴,現症,Ⅹ線,CT･MRI画像,治療経過,

検討事項を含むOそれぞれの症例はメ-リソグl)スト,ホームページのカソファレソスのコーナーで討議可能であり,

現在までの17回の検討会での25症例が供覧されている｡

このシステムは顎関節症の研究,治療に携わるすべての人にいつでも情報が利用可能であり,顎関節症の治療を確

立するうえに非常に効果的であると思われる｡

緒 音

顎関節症は,その原因,症状の多様性,あるいは単科

のみでの治療の困難さから,各診療科が協力 してこの疾

患の診断,治療に取 り組む必要がある｡そこで,本学で

は各診療科の委員からなる顎関節症治療作業部会を設置

し,チーム診療体制を取ってこの疾患に取 り組んでいる｡

そこでは効率的な診療体制を確立するために,とくに難

症例に対する症例検討会を定期的に開催し,顎関節症の

病態解明,治療に活用してきた｡

また,登録されたメソバーで構成されるメーリングリ

ス トと呼ばれる,メソバー全員に同じ電子メールが配送

されるシステムを使用し,症例検討会の症例の概要の報

告や 日常臨床での顎関節症の治療に関する疑問点などの

検討を行ってきたが,これを補完 し,さらにCT,MRI,

Ⅹ線などの画像データを組み込み,広 ぐ情報公開するた

めに,WWW (World-WideWeb)にて顎関節症検討会

ホームべ-予を立ちあげ,活用してきたO今回はⅥW W

を利用 した顎関節症症例検討会の概要 とその有用性につ

いて報告する｡

症例検討会の概要とWWWについて

新潟大学歯学部附属病院では,顎関節症患者の診断,

治療を一貫して行 うために,特殊歯科総合診療部が窓口

とな り,紹介患者を含めて患者管理を一元的に行ってい

る1)｡実際の診療に関 しては特殊歯科総合診療部のみで

はすべての患者に対応できないため,各診療科が新患当

番をおこない,その当番が担当する事 となっている｡当

番は顎関節症患者を専門的に治療を行っているものが担

当し,必要な検査,治療は各科で連携 して行っている｡

さらに各診療科の委員で構成された顎関節症作業部会

で月に 1回症例検討会を行い,各診療科から提示された

症例を検討している｡平成 7年 3月から平成 9年 2月ま

でに17回の症例検討会が開催され, 7科から出された25

症例が検討された｡

WWWのホ-ムページの作成方法については,症例検

討会に提出された臨床経過のテキス トをもとに HTML

(HyperTextMarkupLanguage)2)ファイルを作成し,

このファイルにⅩ線写真,CT,MRIなどの画像を

CCDカメラを使用し,アップルマッキントッシュ上に取

り込み,WWW サーバーに転送 している｡閲覧するには

NetscapeNavigator2.03)以上が必要 となる｡

カンファレンスのコーナーにおける書き込みに関して

'は,ユーザーから入力された意見は,ホームページに自

動的に張 り付けられ, どの--ザ-からも閲覧が可能に

なっている｡

作成されたホームページのURL(Uniform Resource

Locators)は http://www.dent.niigata･u.ac.jp/tmd/

であり,これをブラウザーに入力するか,または新潟大

学歯学部のホームページ4)からリンクして閲覧す ること

が出来る(図 1)o最初の頁にはTMDホームページにつ

いて,運営方法,症例報告,症塑別 ･治療法別検索,T
MDLINK集,画像資料集,文献抄読集,カンファレン

スのコーナー,最新情報などの項 目が配列されており,

マウスをクリックすることにより, 目的の情報を見るこ

とが出来る｡

TMDホームページには顎関節症症例検討会の発足の

経緯について,運営方法では,メーリングリス ト,症例

検討会の予定,さらに各委員のアドレスの一覧が記入さ

れてお り,直接委員にメールを送ることができるo

症例報告では17回の症例検討会で検討された25症例が

供覧されている(図2)｡症塑別では Ⅰ型 5例,ⅠⅠ型 2例,

ⅠⅠⅠ型11例,ⅠⅤ型 4例,その他 3例であった｡その他に,

重症筋無力症に伴 う開口障害の患者, 3歳児の顔面神経

麻痔に伴 う開口障害患者,セネス トパチ一にともなう顎

関節痛を訴えた患者があった｡
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治療法における分類では各種治療が広範に行われてい

るが,スプリント療法が13例と多 く,メタルアプライア

ンスが 2例,関節腔内洗浄法またはパンビング･マニピュ

レーションが 4例,下顎枝垂直骨切 り術,関節円板切除

術などの外科処置が 2例, ソフトレーザーが4例,矯正

治療が 1例で,他に精神療法などが施行された症例が 3

例あった｡

次に 1例 として当科からの症例報告を示す｡患者は23

歳女性で,左顎関節部の痔痛を主訴に平成 7年 8月28日

に来院した｡小児期より両側顎関節にクリック認めるが

そのまま放置,平成 1年 2月より捧痛出現,平成 7年 4

月より開口障害出現し,某病院受診,造影検査にて,左

側顎関節の非復位性前方転移 と診断され,スプリン ト療

法,マニュピュレ-ショソを施行されるが効果なく,辛

術の予定となったが,本人同意せず,当科に受診 した｡

図3に画像所見の一部を示す｡CTにて右側顎関節の

非復位性関節円板前外方転位,MRIにて非復位性関節

円板外側部分的前方転位を認めた｡

当科では全歯牙接触型スプリン トによる治療を行った

が効果ないため検討会にかけ今後の治療方針について検

討した｡その結果以下のような意見が出された｡

1. 心因的要因についてはCMIなど心理のテス トの

実行,薬物療法,心療内科受診の検討｡

2. スプリン ト療法については下顎型にしてできるだ

け長時間使用する｡

3. 唆合治療については上顎犬歯にガイドを付ける｡

4.arthrocentesisの検討｡

5. 上記の治療で効果がない場合,手術療法｡

現在この方針に従って,治療中であり,スプリントの

変更,抗不安剤の投与により,症状は軽減した｡

TMDLINK集としてほYahoo5)およびAltaVista6)

から検索したTMDに関するサイ トが約70程紹介されて

います｡

カンファレンスのコーナーについては,まだ,ホーム

ページ自体に関するディスカッションが多かったが,顎

関節症の治療に関する掘 り下げた話題も提供され,活発

に討論が行われた｡ 1例として顎関節症患者の校合再構

成について開業歯科医師より質問があった｡この質問に

対 して,本学矯正科医より矯正による方法,外科矯正に

よる方法などの意見があり,有意義な検討が出来た｡ま

た,本学学生からも書き込みがあり広 く活用されている｡

考 察

本学においては,顎関節診療班作業部会が発足 して以

来,患者の管理が一元化され,病態の把握,治療方針の

決定も容易となっている｡また,症例検討会を開催する

ことにより,単科では難渋するような症例の治療も各診
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療科の協力により容易になってきている｡しかし,症例

検討会には全員が参加できるわけでなく,また現状では

学内だけに限定されており,広 く症例を検討出来る場所

を設けるために,WWWにて顎関節症検討会ホームペー

ジを立ちあげ,活用してきた｡

本学では,インターネットの普及に関しては非常に漬

極的で,インターネットに接続された LANが存在し,作

業部会の全員が電子メールアドレスを保有していること

が顎関節班でWⅥW を利用可能 となる背景 となってい

るO電子メールのみでも画像ファイルを添付することは

可能であるが,会議を行えるという点がW-WW の利点

である｡

WWW を症例検討会に利用した場合の利点としてほ,

検討会に参加する前に,資料を閲覧できること,また終

了後 も画像所見などをいつでも見 られることにある｡

ユ-ザ-ほ閲覧 した内容についてす ぐさま,発表者に

メールを送信する事が可能であ り,カ ソファレソスの

コーナーに書き込みする事により,多 くのユーザ-の間

で簡報を共有し,広 く掘 り下げたディスカッショソが可

能である｡実際,面識のない開業歯科医からの質問があ

り,徐々にこのホームページが浸透してきているものと

思われる｡

WWW を利用する場合,これで供覧された症例につい

ては,一般の人々にも全 く同じ情報が流れるため,守秘

義務の問題がある｡現在委員会で守秘義務の範囲につい

て検討中であるが,症例を供覧することにより患者の不

利益 とならないよう厳重な注意が必要である｡今後はパ

スワードチェックを入れてユーザーを制限する方法など

を検討する予定である｡これとは別に,顎関節症と言 う

疾患を広 く一般の方に知っていただく方法として,この

WWW を利用し,積極的に情報を伝達して行 く方法も検

討中である｡

今後この症例検討会を発展させるためには,まだまだ

環境の整備が不十分であり,医療者各人がWWWを利

用出来る環境を整えること,さらにより多 くの人たちと

情報を交流するため,学外に広 く認識してもらえるよう

アピールしていかなければならない｡

将来的には,静止画のみでなく,レントゲンテレビの

動画情報を供覧すること,遠隔地の診療所 との電子症例

検討会の開催,これ らによって顎関節症患者のデータ

ベースを構築していくことによって顎関節症治療に大き

く貢献出来るものと思われる｡

結 請

WWW を使用した顎関節症症例検討会について報告

した｡その利点としてほ

1.画像を含めて,症例を検討できる0

2.時間にとらわれず,いつでも閲覧が出来る｡

3.学内のみでなく,学外の人とも検討が出来る｡

4.症例を蓄積する事により,顎関節症患者のデータ

ベースを構築でき,さらには関連サイトとデータのリン

クが可能となる｡

などであり,この形態での症例検討会は大変有用になる

と思われた｡

引用文献,資料

1) 野村修一,紋谷光徳,三浦香,加茂剛助,河野正司,

浜本宜興,高木律男,鈴木正弘,山田浩之,本院に

おける顎関節症チーム診療にみられる登録患者の概

要,新潟歯学会誌,26:223-226,1997.

2) Sachi:はじめてのHTML3.0,22-44頁,リブロス,

東京,1995.

3) Netscape:http://home.netscape.com/

4) 新潟大学歯学部 :http://www.dent_niigata･u.ac.

jp/index･j.htm1

5) Yahoo:http://www.yahoo.com/

6) AltaVista:http://www.altavista.digital.com/

- 48-


