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○佐々木研一１），武田栄三１），志村秀人１），根本 淳１），福澤幸子１），山本英三１），多田和弘１），
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○本田真由２），湯村潤子１），笠原正貴１），間宮秀樹１），一戸達也１），金子 譲１），栁澤孝彰２）
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１３．スポーツマウスガード装着が筋機能と身体平衡能力に及ぼす影響
○早川吉彦１），松浦信一２）（北見工業大学情報システム工学科）１）（北海道）２） ………………４２６

１４．顎矯正手術を施行した下顎後退症患者の構音に関する研究
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（東歯大・矯正）１）（東歯大・歯放）２）……………………………………………………………４２７
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○松本倫彦，武本真治，服部雅之，吉成正雄，河田英司，小田 豊
（東歯大・理工）…………………………………………………………………………………４２７

１７．ジルコニアフレームと陶材の接着強さに及ぼす表面処理の影響
○多田晃基１）２），荒野太一１）２），佐藤 亨２），吉成正雄１）（東歯大・口科研・インプラント）１）

（東歯大・クラウンブリッジ補綴）２）……………………………………………………………４２８
１８．局部義歯学臨床基礎実習に対する学生の評価 －登院実習終了後の学生へのアンケート結果から－

○野田周太郎１），岡田千奈１），杉山哲也１）２），高橋武志１），櫻井 薫１）

（東歯大・有床義歯補綴）１）（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ）２）……………………………４２８
１９．象牙芽細胞の TRPV１チャネルを介した Ca２＋シグナル

○津村麻記１）２）３），澁川義幸１）３），市川秀樹１）３），村松 敬１）４），下野正基１）４），田﨑雅和１）３）

（東歯大・口科研・hrc７）１）（東邦大・薬・薬物治療）２）（東歯大・生理）３）

（東歯大・病理）４）…………………………………………………………………………………４２９
２０．ジルコニア結合ペプチドの進化工学的取得

○橋本和彦１）２），松坂賢一１）２），吉成正雄１）３），井上 孝１）２）（東歯大・口科研・インプラント）１）

（東歯大・臨検）２）（東歯大・理工）３）……………………………………………………………４２９
２１．ジルコニアとチタン上で培養した上皮細胞の初期接着の比較

○木村 裕１）２），松坂賢一１）２），吉成正雄３），井上 孝１）２）（東歯大・口科研・インプラント）１）

（東歯大・臨検）２）（東歯大・理工）３）……………………………………………………………４３０
２２．上顎歯槽骨における骨厚径計測

○澤田幸作１），木下英明１），中原 賢１），松永 智１）２），井出吉信１）（東歯大・解剖）１）

（東歯大・口科研・hrc７）２）………………………………………………………………………４３０
２３．高精度オーダーメイド培養装置による口腔幹細胞のニッシェ環境構築

○加藤靖浩１）２），兼子 智３），橋本貞充１）４），篠崎尚史２）（東歯大・口科研・hrc７）１）

（東歯大・市病・角膜センター）２）（東歯大・市病・リプロダクションセンター）３）

（東歯大・病理）４）…………………………………………………………………………………４３１
２４．機械的刺激が筋特異的制御因子の発現に及ぼす影響

○岸 飛鳥１），岩沼 治１）２），阿部伸一１）２），井出吉信１）（東歯大・解剖）１）

（東歯大・口科研・hrc７）２）………………………………………………………………………４３１
２５．外側翼突筋を支配する神経の筋内分布に関する肉眼解剖学的研究

○中尾 正１），上松博子１），阿部伸一１）２），井出吉信１）（東歯大・解剖）１）

（東歯大・口科研・hrc７）２）………………………………………………………………………４３２
２６．生後マウス下顎頭軟骨の形態形成における Indian Hedgehog の役割

○渋川義宏１）２），石塚洋一１）２），衣松高志１），山本茂樹１），渡辺一夫１），太田幹夫１），田﨑雅和２），
井上 孝２），山田 了１）２）（東歯大・歯周）１）（東歯大・口科研・hrc７）２）……………………４３２
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２７．ヒト有歯顎下顎皮質骨大臼歯部における，生体アパタイト結晶の配向性
○森岡俊行１）４），古屋英敬３）４），松永 智３）４），吉成正雄２）４），井出吉信３）４），矢島安朝１）４）

（東歯大・口腔インプラント）１）（東歯大・理工）２）（東歯大・解剖）３）

（東歯大・口科研・インプラント）４）……………………………………………………………４３３
２８．低代謝回転型骨粗鬆症モデルマウス（SAMP６）の骨治癒過程に低出力超音波パルス（LIPUS）照射が及ぼす

影響
○吉田有智１）２），佐々木穂高１）２），古谷義隆１）２），吉成正雄２）３），矢島安朝１）２）

（東歯大・口腔インプラント）１）（東歯大・口科研・インプラント）２）

（東歯大・理工）３）…………………………………………………………………………………４３３
２９．一般歯科外来における歯周病関連菌の検索

○大野朝也（茨城県） ……………………………………………………………………………４３４
３０．インプラント治療における口腔内管理の重要性

－複数の症状を訴える中等度慢性歯周炎患者の口腔衛生指導の一例－
○尾谷始子１），升田菜穂子１），貝谷深雪１），石橋佑季子１），太田光江１），古谷義隆１），

伊藤太一１），矢島安朝２）（東歯大・千病・歯衛）１）（東歯大・口腔インプラント）２） ………４３４
３１．児童生徒の食品受容応答に関連する要因解析 －市川市ヘルシースクール「すこやか口腔健診」より－

○浮谷得子１）２），大澤博哉２），竜崎崇仁１），櫻井美和２），杉原直樹２），須山祐之２），今井光枝２），
茂木悦子３），松久保 隆２）（市川市歯科医師会）１）（東歯大・衛生）２）

（東歯大・矯正）３）…………………………………………………………………………………４３５

示 説
３２．３歯欠損症例に対する結合組織移植を用いた歯槽堤増大術

○細川壮平，二階堂雅彦，古澤成博（東歯大・口健・総歯） ………………………………４３６
３３．β-tricalcium phosphate（β-TCP）の無細胞性真皮マトリックスを用いた歯肉退縮療法に及ぼす影響

○大久保信貴１），藤田貴久１），太田幹夫１），山本茂樹１），渋川義宏１），松本恭宜２），山田 了１）

（東歯大・歯周）１）（大分県）２）……………………………………………………………………４３６
３４．保護膜の４－META/MMA-TBB レジンを用いた固定法による組織再生誘導法

○富田幸代１）３），山本茂樹１），山之内一也１），渋川義宏１），下野正基２），山田 了１）

（東歯大・歯周）１）（東歯大・病理）２）（東歯大・千病）３）………………………………………４３７
３５．歯周治療により掌蹠膿疱症の症状軽減を認めた１症例

○髙柳奈見１），土屋佳織２），雨宮智美２），大屋朋子２），多比良祐子２），清住沙代２），奥井沙織２），
馬場里奈２），藤平弘子２），浮地賢一郎２）３），高田篤史２）３），森本光明２）３），山根源之１）２）３），
髙橋愼一４）（東歯大・口腔がんセンター）１）（東歯大・市病・歯科口外）２）

（東歯大・オーラルメディシン口外）３）（東歯大・市病・皮膚科）４）…………………………４３７
３６．歯周病学講座ポストグラデュエートコース第１１期生による症例提示

○水野剛志１），中西伸介１），大井陽生２），小杉加奈３），佐伯明宣３），山本茂樹１），山田 了１）

（東歯大・歯周）１）（東京都）２）（千葉県）３）………………………………………………………４３８
３７．摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科開設１年後の臨床統計

○石田 瞭１）３），大久保真衣１），杉山哲也１）２）（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ）１）

（東歯大・有床義歯補綴）２）（東歯大・クラウンブリッジ補綴）３）……………………………４３８
３８．新規臨床実習「一口腔単位の教育」の現状と今後の展望

○亀山敦史１），山倉大紀１），久永竜一２），野村武史３），片田英憲４），森永一喜５），中澤妙衣子５），
久木留伸享１），杉山利子１），野呂明夫１），近藤祥弘１），伊藤明代６），中島一憲７），武田友孝７），
高橋俊之１），高瀬保晶１），河田英司８），矢島安朝９），井上 孝１０），一戸達也１１），角田正健１）

（東歯大・千病・総合診）１）（東歯大・クラウンブリッジ補綴）２）（東歯大・口外）３）

学 会 講 演 抄 録４０８

― 64 ―



（東歯大・口健・矯正）４）（東歯大・保存）５）（東歯大・歯周）６）（東歯大・スポーツ歯）７）

（東歯大・理工）８）（東歯大・口腔インプラント）９）（東歯大・臨検）１０）

（東歯大・歯麻）１１） ………………………………………………………………………………４３９
３９．混合歯列前期の両側性鋏状咬合の１治験例

○金子和佳子１），高久佐紀子２），西井 康２），野嶋邦彦２），末石研二２）（東京都）１）

（東歯大・矯正）２）…………………………………………………………………………………４３９
４０．超音波診断装置を用いた安静時舌位の観察 第１報 個性正常咬合での検討

○齋藤晶子１），大久保真衣２），茂木悦子１），野村真弓１），杉山哲也２）３），石田 瞭２），末石研二１）

（東歯大・矯正）１）（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ）２）（東歯大・有床義歯補綴）３）………４４０
４１．東京歯科大学歯科矯正学講座卒後研修課程第３２期生による症例展示

○阿部友里子１），市瀬 毅２），小坂薫子２），徳永恵理２），根津 崇１），牧村美紀１），
宮谷真理子１），向井美弥１），小林 誠１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）

（東歯大・口健・矯正）２）…………………………………………………………………………４４０
４２．東京歯科大学歯科矯正学講座卒後研修課程第３２期生における症例展示

－リテンションケース：上顎前突の保定症例－
○宮谷真理子１），阿部友里子１），市瀬 毅２），小坂薫子２），徳永恵理２），根津 崇１），

牧村美紀１），向井美弥１），小林 誠１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）

（東歯大・口健・矯正）２）…………………………………………………………………………４４１
４３．東京歯科大学千葉病院矯正歯科における唇顎口蓋裂患者の統計調査

－第１報 患者数，性差，初診時年齢，患者住所，紹介元について－
○林 郁恵，中川映佳，石井武展，坂本輝雄，末石研二（東歯大・矯正） ………………４４１

４４．東京歯科大学千葉病院矯正歯科における唇顎口蓋裂患者の統計調査
－第２報 裂型，JDA 分類，欠損歯，口蓋閉鎖法について－

○中川映佳，林 郁恵，石井武展，坂本輝雄，末石研二（東歯大・矯正） ………………４４２
４５．三次元的画像撮影システム（３D Facial superimposition system）の原理と歯科矯正学分野への応用

○小林 誠１），豊田泰子１），別所美穂１），林 郁恵１），野村真弓１），茂木悦子１），末石研二１），
髙野伸夫２），橋本正次３）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口外）２）（東歯大・法人類学）３） ……４４２

４６．埋伏歯の開窓牽引のための画像検査について
○鈴木魅和子１），野村真弓２），茂木悦子２），末石研二２），神山 勲３），和光 衛４）（茨城県）１）

（東歯大・矯正）２）（東歯大・口外）３）（東歯大・歯放）４）………………………………………４４３
４７．有床歯科診療所における共同管理施設と連携した口腔悪性腫瘍患者治療の取り組み

○武田栄三，多田和弘，福澤幸子，根本 淳，志村秀人，佐々木研一（千葉県） ………４４３
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大分古い話ですが，大学の主体が今の千葉は稲毛に移転したのは昭和５６年のことです。その後，大学病院は
旧校舎で水道橋病院として，細々と存続しておりました。平成２年に TDC ビルの新築により新水道橋病院が
開設され今に至っておりますが，大学移転からおよそ３０年を経過しようとしております。その間，平成１７年４
月に病院全体として口腔健康臨床科学講座が開設されましたことは，水道橋にとって画期的なことでした。こ
の度本学創立１２０周年を迎えるにあたり，大学の歴史的拠点である水道橋への回帰が決定し，本格的な実施段
階に入りました。これは将来に向けて，歯科界のリーダーたらんとする本学の発展に，大変喜ばしいことであ
ると思います。

しかしながら，大学が千葉に移転して，大学機能の主体が移行してしまった３０年の間，水道橋病院の置かれ
た状態や，臨床を主体として水道橋で活動してきた教職員の実態については，あまり知られていないように思
います。幸か不幸か，私は千葉に勤務を命ぜられたこともなく，水道橋にのみ４０年間勤め上げた数少ない者で
あります。したがって，この度与えられましたこの機会を利用して，大学の千葉移転後に水道橋病院が歩んだ
道を是非多くの方に知っていただき，何らかの参考になればと考え，水道橋３０年間の経過をまとめてみまし
た。

さらに，私は無論東京歯科大学の一員ではありますが，本店である千葉校舎の外部にあって，また首都圏東
京に４０年間勤務し，特異的な部外者として大学を俯瞰してきた訳であります。そのようなことから，千葉校舎
勤務の長い方々とは多少異なった東歯観を持っております。そこでこの度，このような機会に私の感じており
ます東歯観を述べさせていただき，こんな見方もあるのかなとお気づきいただいて，本学水道橋回帰の参考に
して頂ければと考えております。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
昭和４４年３月 東京歯科大学卒業
昭和４４年４月 東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔外

科学専攻）
昭和４４年５月 第４５回歯科医師国家試験合格
昭和４４年９月 歯科医籍登録 第５７７８９号
昭和４８年３月 歯学博士の学位受領（東京歯科大学）
昭和４８年８月 東京歯科大学口腔外科学教室第１講座助手
昭和５０年４月 東京歯科大学口腔外科学教室第１講座講師
昭和５７年１月 神奈川県立こども医療センター歯科非常

勤医（平成１６年８月まで）
昭和５７年４月 東京歯科大学口腔外科学教室第１講座

助教授

昭和５８年４月 学命により西ドイツ口腔外科医療視察留
学（昭和５８年８月まで）

平成１１年４月 東京歯科大学水道橋病院口腔外科学教授
平成１６年６月 東京歯科大学水道橋病院病院長（現在）
平成１７年４月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座主任

教授（現在）

＜その他＞
昭和５５年８月 日本口腔外科学会認定医（第２１号）

〔現：専門医〕
昭和６１年９月 日本口腔外科学会指導医（第２１３号）
平成１１年１～２月 東京都エイズ診療従事者臨床研修海

外派遣事業：Pacific AIDS Education
and Training Center において研修

平成１２年４月 日本 HIV 歯科医療研究会理事
平成１２年７月 東京都 HIV 歯科医療ネットワーク推進

委員会委員長（平成１３年３月まで）
平成１３年５月 東京都エイズ協力歯科診療所運営協議会

委員（現在）
平成１７年１０月 日本口腔外科学会評議員（現在）
平成１８年５月 日本口腔科学会評議員（現在）

水道橋病院が歩んだ３０年と将来

東京歯科大学口腔健康臨床科学講座教授 柿澤 卓

特 別 講 演

講 演 抄 録
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腫瘍の浸潤や転移には様々な細胞接着因子が関与していることが報告されているが，そのメカニズムは未だ
解明されていない。近年の分子生物学的解析技術の進歩により，疾病の網羅的遺伝子発現プロファイリングが
可能となってきている。本研究は，２D-DIGE 法（蛍光標識二次元ディファレンスゲル電気泳動法），MALDI
-TOF-MS（マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析法）を用いて口腔扁平上皮癌の転
移関連遺伝子を同定し，関連遺伝子の発現調節機構ならびに細胞内での機能を in vitro および in vivo で証明
したものである。

実験材料は口腔扁平上皮癌由来細胞株９種，正常口腔粘膜由来表皮角化細胞２種，臨床検体１０５症例を使用
した。培養細胞を用いた２D-DIGE 法，MALDI-TOF-MS 法により Lin７c を口腔扁平上皮癌由来細胞株で
発現低下が認められる候補遺伝子としてリストアップした。Real-Time PCR 法および Western blotting 法に
より口腔扁平上皮癌由来細胞株中での Lin７c mRNA およびタンパク質の発現状況を確認した。また，Real-
Time PCR 法および免疫組織化学染色法により臨床検体中の Lin７c mRNA およびタンパク質の発現状況を確
認し，Lin７c はリンパ節転移陽性例に高頻度に発現低下することを発見した。口腔扁平上皮癌中で Lin７c の
発現が低下する原因を解明するためオートシークエンサーによる DNA の構造解析を行った。口腔扁平上皮癌
由来細胞株は９種ともに DNA の配列に異常が認められなかったが，Lin７c 遺伝子の発現が低下している２０症
例中６症例の DNA 配列に変化が認められ，そのうち４症例でアミノ酸の変化を伴った突然変異が検出され
た。また，口腔扁平上皮癌由来細胞株では，９株中９株で，Lin７c 遺伝子の発現が低下している２０症例中１８
症例で CpG island 領域のメチル化が検出された。さらにメチル化の認められた口腔扁平上皮癌由来細胞株す
べてで，脱メチル化剤を培養液中に入れ培養すると，Lin７c 遺伝子の mRNA の発現が回復した。遺伝子導入
法を用いて発現低下している Lin７c 遺伝子を強制発現させ，in vitro で invasion assay および wound-healing
assay により細胞の浸潤・移動能を解析した。その結果 Lin７c 遺伝子の発現を回復させると，癌細胞の浸
潤・移動能が抑制されるという現象が観察された。さらに，これらの細胞を用いてマウスを用いた in vivo で
の転移能を解析し，Lin７c が転移を抑制する可能性を示唆した。最後に遺伝子 Pathway 解析により Lin７c
のこれらの細胞内機能は細胞接着因子 β-catennin との関連性があることを示唆した。
Lin７c と悪性腫瘍に関する報告は国内外ともになく本研究が世界で初の報告である。本研究により得られた
知見は，転移診断，易転移性の判定，転移抑制剤の開発，遺伝子治療のターゲット等，臨床上非常に有用であ
る。現在，臨床応用に向けて研究中である。

＜受賞論文＞
Lin－７C/VELI３／MALS－３：an essential component in metastasis of human squamous cell carcinoma.
Cancer Research．２００７Oct１５；６７⒇：９６４３－８．

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
２００２年３月 東京歯科大学卒業
２００２年４月 東京歯科大学大学院歯学研究科

（口腔外科学専攻）入学
２００６年３月 東京歯科大学大学院歯学研究科

（口腔外科学専攻）修了
博士（歯学）の学位受領（東京歯科大学）

２００６年４月 東京歯科大学病院助手（口腔外科学講座）
２００７年４月 独立行政法人放射線医学総合研究所

重粒子医科学センター病院治療課医員
臨床治療高度化研究グループ医員

２００８年４月 東京歯科大学レジデント
（口腔外科学講座）

２００９年４月 東京歯科大学助教（口腔外科学講座）
現在に至る

平成２１年度 学長奨励研究賞受賞講演１

プロテオミクス解析による口腔扁平上皮癌の転移関連遺伝子群の探索

東京歯科大学口腔外科学講座 恩田 健志
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すべてのステロイドホルモンはコレステロールを共通の基質として合成される。ステロイド合成機構におい
て，コレステロールはミトコンドリア外膜から内膜へ能動的に輸送され，ミトコンドリア内でコレステロール
側鎖切断酵素による第一の合成反応を受ける。Steroidogeic acute regulatory protein（StAR）は主としてス
テロイド産生細胞に発現し，ミトコンドリア内へのコレステロール能動輸送を担う蛋白である。ステロイド合
成における StAR 蛋白の重要性は，StAR の遺伝的欠損を示す先天性リポイド過形成患者および StAR 欠損ホ
モ接合性マウスが，副腎皮質および性腺でのステロイド合成低下および細胞質コレステロール蓄積を示すこと
により証明されている。しかし，StAR が規定するコレステロール能動輸送の機序は十分に解明されていな
い。たとえば，StAR 蛋白のアミノ末端側に存在するミトコンドリア標的シグナル（MTS）の機能は未解明であ
る。

今回われわれは，in vivo における StAR 機能解析の目的で以下の実験を行った。まず，野生型マウス Star
遺伝子と５’側４７kb および３’側６２kb を含む細菌人工染色体（WT-StAR BAC）を新規に同定した。この BAC
を大腸菌内での相同組み替えにより翻訳開始部位に eGFP（enhanced green fluorescent protein）cDNA を挿
入した StAR/eGFP BAC に改変しマウス受精卵に導入した。このトランスジェニックマウスにおいて，eGFP
蛍光シグナルは StAR の主要な発現組織である副腎皮質全層，精巣 Leydig 細胞，および卵巣間質および莢膜
細胞において認められた。

次に，WT-StAR BAC を用いて同様の手法でトランスジェニックマウスを作成し，StAR 欠損ヘテロ接合
性マウスと２世代以上連続して交配させることで，内因性 StAR 欠損下に外因性に野生型 StAR を発現するト
ランスジェニック救済マウスを作成した。外因性の BAC 由来 Star 遺伝子は mRNA および蛋白レベルにおい
て野生型マウスにおける内因性 Star 遺伝子とほぼ同等に発現し，かつその表現型において StAR 欠損ホモ接
合性マウスの示すステロイド合成障害を完全に救済した。

最後に MTS の機能を in vivo において検討するため，アミノ末端側４７アミノ酸を欠失する改変 BAC（N４７
－StAR BAC）を導入したトランスジェニックマウスを用い，同様の手法で内因性 StAR 欠損下に外因性に
MTS 欠失 StAR を発現するトランスジェニック救済マウスを作成した。このマウスは野生型と同レベルの N
４７－StAR 蛋白を発現したにも関わらず，１）生存率において約４０％の救済効果，２）血中ステロイドレベル
において野生型蛋白の約４０％の活性，３）ステロイド産生組織における細胞質コレステロールの蓄積を示し
た。すなわち，N４７－StAR 蛋白は StAR 欠損ホモ接合性マウスの示す表現型を部分的にしか救済しなかった。

本研究によって，StAR 蛋白アミノ末端側の MTS は正常なステロイド産生に必須であることを初めて証明
した。今回構築した BAC 導入マウスによる機能解析システムは，ステロイド産生機構の解明に有用な手法と
考える。

＜受賞論文＞
Complex role of the mitochondrial targeting signal in the function of steroidogenic acute regulatory protein
revealed by bacterial artificial chromosome transgenesis in vivo .

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
１９９３年 慶應義塾大学医学部卒業

１９９３年 慶應義塾大学医学部小児科研修医
１９９５年 大田原赤十字病院小児科
１９９７年 慶應義塾大学医学部小児科助手
２００１年 東京電力病院小児科
２００５年 テキサス大学サウスウェスタンメディカルセン

ター内分泌内科留学
２００８年 現職

＜研究テーマ＞
小児科学，内分泌学，代謝病学，遺伝医学

平成２１年度 学長奨励研究賞受賞講演２

細菌人工染色体導入マウスを用いた in vivo 解析により明らかになった
Steroidogenic acute regulatory proteinのミトコンドリア標的シグナルの必要性

東京歯科大学市川総合病院小児科 佐々木悟郎
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実現可能な歯周組織の再生を求めて，３０年以上にわたってさまざまな方法や材料が提案されてきた。しか
し，それらは必ずしも組織再生による妥当な治癒とはならず，さらに新たなアプローチを模索することが常に
課題となっている。この発表では，外科的に作製したラット頭蓋冠欠損モデルと，１壁性および３壁性の骨内
欠損モデルの犬を用いて，ベニバナ種子の抽出物，キトサン，硫酸カルシウムなどによって骨再生および歯周
組織再生を行い，その効果を比較したものを示す。

最近は歯周組織再生に関連した細胞や，強力な生理活性をもつタンパク質を，治癒の足場構造として利用す
ることが，可能性のある置換治療として関心を集めている。骨形成タンパク質２（BMP－２）は，歯周組織
再生に対するその有効性から，多くの研究によって評価されてきた。さらに血小板由来増殖因子（PDGF）
も，骨内欠損や分岐部病変の治療における臨床使用が FDA に承認されている。骨再生および歯周組織再生に
対する BMP２や４PDGF の評価は，今後も議論されるだろう。

最近では GDF－５を，骨やセメント質，歯周組織の再生に用いるすばらしい実験が行われている。また，
異なるシステムで GDF－５を送り込んだ場合の効果と，同じシステムで GDF－５および PDGF を送り込んだ
場合の効果についても述べる。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
１９７７年－現在 延世大学校歯科大学教授
１９９３年４月－１９９５年３月 大韓歯周科学会会長
１９９４年－１９９６年８月 延世大学病院長

姉妹校延世大学校歯科大学との合同シンポジウム
「歯周病の基礎的エビデンス」

動物モデルにおける歯周組織再生法の材料および治療の評価

延世大学校歯科大学歯周科学教室教授 金 鐘寛
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歯周組織中の歯小嚢細胞は，線維芽細胞，セメント芽細胞，骨芽細胞へと分化する能力を持つことがマウス
歯周組織の発生過程において知られている。胎生１０日目（E１４）から生後１１日目（PN１１）まで組織学的観察
を行ったところ，歯槽骨形成域と歯根形成域の間にある歯周靭帯（PDL）形成領域の相対的な幅に顕著な変
化が確認された。生後２日目（PN２）では歯周靭帯形成領域の幅は最も狭いものの，他の発生期よりも NOG-
GIN と核内増殖抗原（PCNA）の高度な発現が認められた。PN１１では歯周靭帯形成領域の相対的な幅が増大
した。各発生期における発生歯胚を腎被膜下に移植して観察したところ，E１４の歯小嚢細胞が３週後に石灰化
組織に発展する可能性のあることが明らかになった。

こうした結果から，PN１１における歯周靭帯幅の回復は，接合部，四肢，中胚葉節などの各部の形成におい
て認められるものと同じく，骨形成タンパク質４（BMP４）と NOGGIN の関係のような，骨形成因子とその
阻害因子による細胞増殖と分子間相互作用によって生じたものと考えられる。

BMP４と NOGGIN との間の分子間相互作用を確認するため，NOGGIN タンパク質ビーズを in vitro で培養
した。この研究により，歯周靭帯の形成能を持つ細胞中の NOGGIN と BMP には，周囲の細胞より高い細胞
増殖を示す調和的な相互作用が認められ，歯周組織の順当な発達にとって重要な要素となり得ることがわかっ
た。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
２０００年－現在 延世大学校歯科大学教授
２００５年－現在 東京歯科大学客員教授（病理学）
２００７年－現在 延世大学校歯科大学豫科科長＆国際協力

部長

姉妹校延世大学校歯科大学との合同シンポジウム
「歯周病の基礎的エビデンス」

歯周形態形成の特定における分子間相互作用

延世大学校歯科大学口腔生物学教室教授 鄭 翰聖
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歯周炎の発症にはデンタルプラーク中の Porphyromonas gingivalis をはじめとするグラム陰性嫌気性桿菌群
の増加が関わっている。デンタルプラークバイオフィルムを構成する細菌の種類と割合は，その形成と共に変
化する。この間，付着した細菌同士で共生，拮抗が起こる。歯周病原性バイオフィルム形成には，歯周病原性
菌のバイオフィルム定着が鍵となる。歯周病原性菌の定着には他菌種との共凝集能を持つ Fusobacterium nu-

cleatum が重要な役割を果たす。本菌は，すでにバイオフィルムを形成した細菌へ付着すると共に歯周病原性
菌にと共凝集することによってその定着を助ける役割を果たしていると考えられている。これらの機構を解析
する目的で複数菌種によるバイオフィルム形成機構について解析を加えた。

歯周炎病巣から分離した細菌を用いて複数の細菌の組み合わせによるバイオフィルム形成を解析した結果，
F. nucleatum と P. gingivalis との間に相乗効果が認められた。P. gingivalis と F. nucleatum を０．２２μm のフィル
ターにより分離した状態での共培養を行ってもそれぞれのバイオフィルム形成に促進効果が認められた。この
作用への autoinducer の関与を示すため，P. gingivalis の luxS 欠損株と F. nucleatum の共培養を行ったところ
相乗効果に変化は認められなかった。また，P. gingivalis のプロテアーゼ arg-gingipain, lys-gingipain の欠損
株を用いても相乗効果は認められた。これらの結果から P. gingivalis と F. nucleatum のバイオフィルム形成促
進作用には，可溶性の因子が関わっているが，オートインデューサーは関わっていなかった。P. gingivalis と
ともに共培養した F. nucleatum の菌体タンパクを SDS-PAGE によって解析すると，およそ３５kDa の外膜タン
パクバンドの発現上昇が認められた。これらの結果は F. nucleatum と P. gingivalis の間に可溶性の物質を介し
た何らかの signal によるバイオフィルム促進作用が存在し，その作用が歯周病原菌の遺伝子発現を変化させ
dental plaque biofilm への定着と，歯周病原性バイオフィルム形成に重要な役割を果たしていることを示唆し
ている。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
昭和６０年３月 東京歯科大学卒業
平成元年３月 東京歯科大学大学院歯学研究科（微生物

学専攻）修了

平成元年４月 東京歯科大学微生物学講座助手
平成４年２月 アメリカ合衆国 Texas 大学に留学
平成５年７月 アメリカ合衆国 New York 州立大学に

留学
平成６年４月 東京歯科大学微生物学講座講師
平成９年１０月 第９回歯科基礎医学会賞（微生物学部

門）受賞
平成１２年５月 平成１１年度日本細菌学会黒屋奨学賞受賞
平成１４年４月 東京歯科大学微生物学講座助教授
平成１９年４月 東京歯科大学微生物学講座准教授
平成１９年１０月 日本歯周病学会学術賞受賞
平成２０年４月 東京歯科大学微生物学講座教授

現在に至る

姉妹校延世大学校歯科大学との合同シンポジウム
「歯周病の基礎的エビデンス」

歯周病原性菌のバイオフィルム形成機構

東京歯科大学微生物学講座教授 石原 和幸
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病院の閉鎖の本原因は何か。そして歯科界は現状をどう変えていくのか。
巷では，歯科の開業件数がとどまるところを知らず，中には，低収入覚悟を決めた歯科医院も多いと聞きま

すが，全国の歯科市場をつぶさに見ると地域格差の大きさに驚かされます。
東京では，歯科医師会会員が５割を切った区が出現。ところがこんな地域もあります。厳しいはずの新潟県

歯科医師にも活力を感じる方が数多く存在します。そこには，本業を真剣に考え，良い情報を得られるシステ
ムを手段として持っている，「類は友を呼ぶ」ということです。

どこの県の歯科医師会もそれは共通で，賢い歯科医師は既に「医療安全」が何であるかを気づいており，そ
の義務化を着実に推進しています。７月～９月にかけ厚生労働省が行った「医療安全」の点検。東歯の先生な
ら当然実施していると胸を張ることでしょうが，今回は過去にない調査がありました。それは医療スタッフへ
の教育指導の確認です。「やっています」，では不合格。誰がいつどのように，そしてその記録となる証拠は。
この義務はやがて時代の要請として医療規則に変わることが予測できます。当然 AED も配備している。その
保持の院外表示は社会への協力ともなります。

これらから分かることは，旧来の形にとらわれず，自分自身を変えていかねばならない，柔軟性を持つこと
です。

業界の先達である，東歯の先生方は「医療安全」にはどんな工夫をしているのでしょうか。また，高技術医
院への苦情はないのでしょうか。

現代の苦情は変わりました。それは，医療，治療技術の進歩よりも，患者の変化のほうが早いのです。その
変化が読めない歯科医師（医院）はこれから苦戦します。

「日本苦情白書」の分析で，歯科業界は見るも無残な結果が出ています。なかでも，歯科医院は苦情対応が
すこぶる不得手であるという結果が如実に出ていました。

東歯の先生には，難症例が数多く持ち込まれることから，苦情になる頻度はかなり確率が高いと覚悟をして
おく必要があります。苦情は大丈夫と安心している歯科医師がいたら，お笑いです。その苦情の裏には患者の
要望である「安全」があるからです。そのための準備はいつ始めても遅くはないのですが，早いに越したこと
はないでしょう。それは無視できません，なぜなら，その判断は主役の患者が決めることですから。

業界を先導してくださる東京歯科大学の先生方には，多くの歯科医師が，患者が，業界が，そして社会が期
待して止みません。どうか，迷える歯科業界に光明を灯していただきたいと切に願う次第です。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
１９５０年 埼玉県越生（おごせ）町生まれ
１９６９年 ㈱西武百貨店池袋店入社・販売経験２６年
１９９６年２月～お客様相談室長（関西１店舗／関東２店

舗）兼店舗教育部長
２００３年３月 池袋本店お客様相談室を担当，同年８月退

社
２００３年９月 歯科業界をネットワークする企業に事業本

部長として入社
２００４年１１月 NPO 法人，歯科医院審査機構・事務局次

長
２００５年５月 メデュケーション株式会社を興す
２００６年１０月 「苦情学」を出版（恒文社）
２００７年５月 「となりのクレーマー」（中央公論新社）

６月 「苦情対応力」を出版（講談社）
８月 「医療安全マニュアル・歯科版」を出版（メ

デュケーション出版部）
２００８年６月 「ぼくが最後のクレーマー」

１０月 「漫画・となりのクレーマー」基本・応用
編２冊（商業界出版）

２００９年１月 「モンスタークレーマー対策の実務と法」
（民事法研究会）弁護士対談

６月 「歯科医院のクレーム対応術」（歯科新聞
社）

７月 「日本苦情白書」出版

招 待 講 演

「歯科医院の苦情は，患者の信頼度」
（「医療安全」と「日本苦情白書」から）

苦情・クレーム対応アドバイザー 関根 眞一
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私が本格的に歯周治療をするきっかけになったのは，１９７５年に来日した H.M.Goldman の講演でイニシャル
プレパレーション後の歯肉の美しさに魅了されてからであります。まずは，H.M.Goldman が提唱したイニ
シャルプレパレーションをしっかりやろうと思いました。当時の長野では世界の情報はほとんど入りませんの
で，患者さんの歯周組織の応答をつぶさに見てゆくしかありません。一度 SRP してポケットが浅くならない
ところはもう一度 SRP するとかなりポケットは浅くなることも経験しました。

歯周組織の変化を観察していると歯周組織が時によって劇的に回復してくることがあることもわかり，歯周
治療に夢中になってしまいました。

しかし，根分岐部病変についてはイニシャルプレパレーションだけでは思い通りになりませんでした。そこ
で，私の歯周治療の課題は根分岐部病変になりました。

また，切除的な歯周外科療法もしましたが，結果に懐疑的になることがしばしばでした。特に根分岐部病変
に関しては切除的な歯周外科療法をしたために初診時よりも悪くしてしまったのではないだろうかと思うこと
さえありました。

今回，図らずも「再生療法」というテーマでシンポジストのお話をいただいたときに，自分はその任でない
ことは十分承知していたのですが，改めて考えてみたら，この３０年はまさに歯周組織の再生を追いかけてきた
３０年だったことに気づきました。

今回は症例を供覧しながら，私なりの「歯周組織の再生」についてお話したいと思います。
結合組織性付着の再生
歯槽骨の再生
退縮した辺縁歯肉の再生
喪失した歯間乳頭の再生
根分岐部病変に対する試行錯誤と外科的再生療法への期待

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
１９４２年 長野県に生まれ
１９６７年 東京医科歯科大学歯学部卒業
１９６８年 同校歯学部口腔外科専攻科修了
１９６９年 長野市にて歯科医院開業

＜主な著書＞
１９８９年 「私の歯周療法」（医歯薬出版）
１９９７年 「ブラキシズムの基礎と臨床（共著）」（日本歯

科評論）
１９９９年 「トータルから口をみる」（松風）
２００２年 「歯周病治療のストラテジー（共著）」（医歯薬

出版）

２００７年 「若手歯科医のための５０の技「歯周治療」」（デ
ンタルダイヤモンド社）

＜主な掲載論文＞
２０００年 ブラキシズム 日本歯科医師会雑誌５３－３～４
２０００年 歯周病のメインテナンス治療（共著）歯界展望

別冊

＜認定等＞
日本歯周病学会専門医・指導医
日本臨床歯周病学会認定医・指導医
日本顎咬合学会指導医

＜現 職＞
日本歯周病学会常任理事
日本臨床歯周病学会理事長

＜開業地＞
長野市南石堂町１２７１ 谷口歯科医院
電話 ０２６－２２６－０２６２ FAX ０２６－２２６－７１１４
E-MAIL ttakeo@amber.plala.or.jp

シンポジウム

「歯周再生療法の新たなる潮流」
歯周組織が持っている再生能力を生かして

長野市開業 谷口 威夫
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歯周治療の主な目的は，歯周疾患の進行の停止，患者によるプラークコントロールの行いやすい口腔内環境
を整えることである。その結果として炎症のコントロールが達成され，歯や歯周組織が健康な状態で長期的に
維持されることとなる。

１９７０年代までは，歯周ポケットを除去するような切除療法や歯肉歯槽粘膜形成外科療法が治療の主流であっ
た。しかしながら，既に進行した重度歯周炎に対し，ポケットエリミネーションの目的で切除療法を行った場
合，歯根露出は避けられず，審美性と知覚過敏症の問題，さらには根面齲蝕の発生等が指摘され始めた。そこ
でこれらの問題点を解決するため，ENAP, Modified Widman Flap Procedure，そして人工骨（HA；ハイド
ロキシアパタイト，β-TCP；三リン酸カルシウム）や自家骨移植術などが多くの臨床医や研究者によって試
みられたが，真の意味での歯周組織再生は得られなかった。真の歯周組織再生には，歯肉上皮が歯根面に沿っ
て増殖するのを阻止することが重要な鍵であることが分かった。

１９８０年代には，Nyman らがヒトにおいて上皮細胞や歯肉結合組織由来細胞を排除することにより新付着が
生じることを証明した。すなわち，歯肉上皮や結合組織由来細胞を排除し，骨由来細胞や歯根膜由来細胞の再
生のためのスペースの確保が歯周組織再生をもたらすことが判明した。こうして細胞遮断膜を用いることで，
破壊された歯周組織の真の再生を目指した歯周組織誘導再生療法（GTR 法，機械的再生療法）が考案され
た。

１９９０年代後半になると，スウェーデンにおいてブタ歯胚由来のタンパク質を応用したエムドゲインⓇが開発
された。エムドゲインⓇは，発生期の歯の発達，特に歯根と支持組織の発生を含める生物学的プロセスを模倣
することで歯周組織再生を促進する生物学的再生材料である。歯根象牙質の表面に Enamel Matrix Derivative
（EMD）を塗布することにより，セメント芽細胞が誘導されて無細胞性セメント質が生成することで周囲の
細胞を誘導し，歯根膜を再生，さらには骨芽細胞を誘導して骨を再生させるという生物学的原理を持つ予知性
の高い治療法の一つとして世界中の多くの臨床家に認知されている。また，最近では種々のサイトカインを応
用したサイトカイン療法（FGF, PDGF, BDNF）の研究や患者自身の細胞を用いたオーダーメイド治療（Tissue
Engineering）が急速に発展しつつあることも事実である。

そこで今回，先ず私の診療所において１９８８年から約２０年という長期間にわたって臨床に応用してきた GTR
法の術式や治療結果についての考察を行う。次に１９９８年以来今日まで取り組んでいる次世代の再生療法である
生物学的再生療法（エムドゲイン療法）の術式，治療結果そしてまたこれらの更なる臨床応用の可能性につい
ても述べてみたい。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
昭和４６年３月 福岡県立九州歯科大学卒業
昭和４６年８月 Tufts 大学院入学
昭和４７年９月 Tufts 大学歯学部非常勤講師
昭和４８年４月 Tufts 大学歯学部大学院卒業 Certificate

of Periodontology 授与
昭和４８年９月 Indiana 大学院入学
昭和５１年４月 Indiana 大学歯学部大学院卒業 Master

of Science in Dentistry 授与
昭和４８年５月 Indiana 大学歯学部助教授
昭和５２年７月 同大学歯学部准教授
昭和５３年６月 同大学准教授退職

昭和５５年８月 福岡市にて船越歯科医院開業
昭和５７年４月～
平成１１年３月 鹿児島大学歯学部非常勤講師
昭和５８年４月～
平成８年３月 日本臨床歯周病学会幹事
昭和６０年４月 九州歯科大学非常勤講師 現在に至る
昭和６１年１１月 日本歯周病学会評議員 現在に至る
昭和６３年５月 FICD（国際歯科学士会）認証
平成元年１０月 日本歯周病学会指導医認定 現在に至る
平成４年４月 日本歯周病学会理事 現在に至る
平成８年４月～
平成１５年３月 日本臨床歯周病学会副会長
平成１０年１０月 FACD（米国歯科学士会）認証
平成１１年１２月 九州大学歯学部臨床教授 現在に至る
平成１５年４月～
平成１９年５月 日本臨床歯周病学会会長（理事長）
平成１５年４月～
平成１９年３月 日本歯周病学会常任理事
平成１５年４月 日本臨床歯周病学会指導医 現在に至る
平成１７年９月 ITI section Japan Chairman 現在に至

る
平成１９年４月 日本臨床歯周病学会常任理事 現在に至

る

シンポジウム

「歯周再生療法の新たなる潮流」
機械的再生療法から生物学的再生療法へ

福岡市開業 船越 栄次

学 会 講 演 抄 録４１８
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組織再生には，細胞，足場，シグナル分子（増殖因子など）の３要素が必要である。組織再生は連続した複
数の過程（細胞の遊走，細胞増殖，血管新生，細胞外基質産生，細胞分化など）がカスケードを形成して達成
されると考えられる。歯周組織の再生も基本的には同様のカスケードを経ると考えられる。組織再生の視点か
ら見た歯周病の特徴は，「①口腔環境に開放した疾患である。②硬組織と軟組織の結合（歯周靭帯）の再構築
が必要である。」の２点である。現在までに，骨補填材移植，GTR 法，エムドゲイン，サイトカイン療法（骨
形成タンパク BMP，線維芽細胞増殖因子 FGF－２，血小板由来増殖因子 PDGF，脳由来神経栄養因子 BDNF
など），細胞治療などが試みられている。単純な骨補填材の移植では，セメント質，歯周靭帯の再生（新付着
の獲得）は期待できない。GTR 法によって初めて新付着の獲得が現実のものとなった。エムドゲイン，サイ
トカイン療法においても新付着の獲得が達成され，歯槽骨の再生も期待される。現在精力的に開発されつつあ
るサイトカイン療法では，PDGF（血小板由来増殖因子），BMP（骨形成因子），FGF（線維芽細胞増殖因
子），BDNF（脳由来神経栄養因子）などのヒト型リコンビナントタンパクが利用されようとしている。GTR
法，エムドゲイン，サイトカイン療法は，いずれも歯周組織欠損周囲の内在している細胞の量と機能に依存し
た方法であり，適応症は限定される。そこで，細胞を積極的に用いる治療法，細胞治療が開発されつつある。

細胞を用いた歯周組織再生治療では，組織再生能力のある細胞を患者の体外で加工（細胞増殖や骨分化誘
導）した後に，歯周組織欠損部に細胞を直接移植することによって，歯周組織再生療法の適応症を拡大しよう
とするものである。移植する細胞の候補には，歯
周靭帯細胞や間葉系幹細胞（骨髄，脂肪組織，歯
髄，歯周靭帯などに由来する）が挙げられてい
る。これらの細胞は，歯周組織を構成する複数の
組織を再生する能力があると考えられている。講
演では，まず，私どもが進めてきた骨髄由来間葉系
幹細胞移植による歯周組織再生治療について，そ
の基礎的な実験を紹介する。その後，臨床研究に
ついての様々な問題と対応，実際の症例について
概説したい。

参 考 文 献
１）進みつづける細胞移植治療の実際（上巻・下巻），

遺伝子医学 MOOK 別冊，メディカルドゥ
２）Enhancement of periodontal tissue regeneration by

transplantation of bone marrow mesenchymal stem
cells. J Periodontol．７５⑼：１２８１－１２８７，２００４．

３）Brain-derived neurotrophic factor enhances peri-
odontal tissue regeneration. Tissue Eng．１１（９－
１０）：１６１８－１６２９，２００５．

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
生年月日 昭和２９年１１月１５日
生 ま れ 千葉県
本 籍 地 広島県

＜現 職＞
国立大学法人 広島大学 大学院医歯薬学総合研究科

先進医療開発科学講座 歯周病態学分野
教授

昭和５５年３月 広島大学歯学部歯学科卒業
昭和５５年４月 大阪大学研究生・大阪大学歯学部附属病

院医員

昭和５８年４月 岡山大学助手歯学部
昭和５９年７月 岡山大学講師歯学部附属病院
平成元年１１月 米国エモリー大学，Dental Research

Center 研究員（文部省長期在外研究員）
平成３年１月 米国 Eastman Dental Center 研究員
平成４年４月 岡山大学歯学部助教授
平成７年９月 広島大学歯学部教授
平成１４年４月 広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授

先進医療開発科学講座（歯周病態学分野）
広島大学歯学部附属病院病院長

平成１６年４月 広島大学歯学部長（平成２０年３月３１日ま
で）

平成１８年４月 日本歯科医学会常任理事
平成２０年４月 広島大学副理事（社会連携担当）（平成

２１年３月３１日まで）

＜主な所属学会＞
日本歯周病学会（理事，専門医，指導医），日本歯内療
法学会（常任理事，指導医），日本口腔検査学会（副会
長），日本歯科保存学会（理事，認定医，指導医），歯科
基礎医学会，日本歯科教育学会，日本免疫学会，日本細
菌学会，日本再生医療学会，日本人類遺伝学会，日本組
織培養学会，International Association for Dental Re-
search（IADR），Asia-Pacific Society of Periodontology
（APSP），国際歯周病学会（IAP）

シンポジウム

「歯周再生療法の新たなる潮流」
新規歯周組織再生治療法の開発

広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授 栗原 英見

図１．骨髄間葉系幹細胞移植による歯周組織再生の臨床研究の流れ

歯科学報 Vol．１０９，No．４（２００９） ４１９
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目的：口腔外科専門医，歯科麻酔科専門医を取得し
てその力を充分に発揮できる職場は大学病院または
総合病院などの大規模病院が一般的である。しか
し，大学病院や総合病院も経営上あるいは人員不足
のために統廃合が進められている。従来，私たち口
腔外科専門医，歯科麻酔科専門医が開業を考えた場
合，一般歯科としての開業しか考えられなかった
が，平成１１年４月歯科口腔外科としての標榜が可能
となった。しかし，一般標榜であるために専門医で
ある有利性が充分に活かされない状況が続いてい
る。専門医の力を発揮できる開業には有床歯科診療
所の開設が必要と考えられたためその概要を報告す
る。
方法：歯科口腔外科を標榜する歯科診療所の口腔外
科・歯科麻酔科機能の分類を試みた。
Grade１：外来診療のみを行い，診療内容は小手

術，点滴，採血ができること。
Grade２：Grade１＋全身麻酔手術が可能，診療内

容は小手術。
Grade３：Grade２＋入院設備があり，中難易度の

手術が可能。
Grade４：Grade３＋先進医療の実施，高難易度手

術が可能。
本分類を用いて５年間の当院 Grade 進展，疾患

別統計，平均在院日数，歯科医師数，看護師数，歯
科衛生士数，パラメディカルスタッフ数の推移と入

院患者数の推移などについても検討を行った。
成績および考察：平成１６年１２月３室３床の有床歯科
施設届出，入院開始。平成１７年４月全身麻酔による
手術開始。平成１８年１０月医療法人社団渉仁会 佐々
木歯科・口腔顎顔面ケアクリニックに改称。平成２０
年１０月日本口腔外科学会関連研修指定施設に認定。
同年１０月厚生労働省認定臨床研修施設指定。平成２０
年１２月自己血・同種血輸血体制整備，顎変形症など
の中難易度手術を開始。平成２１年４月日本障害者歯
科学会臨床研修施設に認定。開設後４年１０か月の入
院総数は２５３症例で全身麻酔手術８２症例，局所麻酔
手術１６４症例，そのほか７症例であった。疾患別で
は顎骨骨折，神経損傷などの外傷性疾患，顎骨骨髄
炎などの炎症性疾患，顎関節疾患，顎嚢胞，腫瘍，
顎変形症，障害者歯科治療，インプラントなどで
あった。有床歯科施設を開設することは口腔外科，
歯科麻酔科専門医としての知識や経験を充分に活用
でき，やりがいのある診療を展開できるばかりか，
口腔外科医や歯科麻酔科医が少ない地域に大いに貢
献できると考える。また，歯科界はあらゆる意味に
おいて閉塞状況にあるといわれているが，これから
口腔外科や歯科麻酔科専門医を目指す歯科医師だけ
でなく歯科大学学生にとっても歯科における一つの
開業形態として認識され，定着することを切に願う
ものである。

目的：「歯科恐怖症」という用語が，平成２０年４月
に保険診療に搭載された精神鎮静法の適応として使
用されている。ところがこの「歯科恐怖症」という
名称，国際疾病分類には存在せず，疾病かどうかも
明確ではない。歯科独特の現象である。そこで，通
常の歯科治療施行が極度に困難な患者，すなわち歯
科恐怖症患者形成の背景に何があるのかを調査する
ため，以下の研究を行った。
方法：２００７年４月から２００９年３月までの２年間に，
東京歯科大学水道橋病院リラックス歯科治療外来に
初診来院し，調査に同意の得られた患者３０４名のう
ち，初診から３回目までの来院の際に行った行動調
整困難の評価で，スケーリングでさえ施行不可能で
あった「歯科治療施行が極度に困難な患者」８７名を
抽出した。そして一般の歯科医院に初診来院した通
常治療が可能な患者７１名と，STAI による不安（特
性不安と状態不安），幼少期の抑制治療の有無，歯
科以外の恐怖の有無，過去の偶発症の有無について
比較した。不安の比較には，Mann-Whitney ユ s
U test を用い，頻度の比較には，カイ２乗検定を
用いた。P＜０．０５をもって，統計学的有意差ありと

した。
成績：歯科治療施行が極度に困難な患者群（困難
群）の年齢は，３５．７５±１０．５６歳，男女比は，３２／５５
であった。通常治療が可能な患者群（通常群）の年
齢は，４２．３１±１１．９８歳，男女比は，２５／４６であっ
た。年齢には両群間に差が見られた。特性不安は，
困難群が５０．２６±１２．４１，通常群が４３．１３±８．６１，状
態不安は，困難群が６０．２７±１０．８５，通常群が４３．１７
±９．５２，幼少期の抑制治療経験は，困難群が２５名
（２８．７％），通常群が９名（１２．３％），歯科以外の恐
怖 は，困 難 群 が３０名（３４．５％），通 常 群 が８名
（１１．３％），過去の偶発症は，困難群が６５名（７４．７
％），通常群が４名（５．６％）で，すべてにおいて両
群間に差が見られた。
考察：幼少期の抑制治療や過去の偶発症の経験は，
困難群が多く，歯科恐怖症患者の形成に過去の歯科
治療経験が深く関与していると思われた。ただ，困
難群は，状態不安だけでなく特性不安においても高
値を示し，歯科以外にも恐怖の対象を持つ者が多
かったことから，歯科恐怖症の患者形成に気質的要
素も関連していると思われた。

口 演

№１：有床歯科診療所の開設と経験 －口腔外科，歯科麻酔科専門医のために－
佐々木研一１），武田栄三１），志村秀人１），根本 淳１），福澤幸子１），山本英三１），多田和弘１），
緒方 奏１），佐藤一道２），花上伸明２），一戸達也３）（千葉県）１）

（東歯大・オーラルメディシン口外）２）（東歯大・歯麻）３）

№２：歯科恐怖症患者形成の背景に関する検討
庵原義明１），福田謙一１），齋田菜緒子１），半田俊之１），高北義彦１），笠原正貴２），一戸達也２），
金子 譲２）（東歯大・口健・歯麻）１）（東歯大・歯麻）２）

学 会 講 演 抄 録４２０
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目的：日帰り全身麻酔手術における術後悪心・嘔吐
（Postoperative nausea and vomiting : PONV）
は，病院滞在時間の延長や緊急入院の要因となりう
る。歯科領域では障害者に対して日帰り全身麻酔下
で歯科治療を行う機会が多く，このような患者に対
する PONV 予防が期待される。そこで，障害者の
日帰り全身麻酔における PONV の発生に影響を及
ぼす因子について検討する目的で２００４年～２００８年ま
でに東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来で行った
障害者の日帰り全身麻酔症例をレトロスペクティブ
に調査し，多変量２群線型判別分析を用いて検討し
た。
方法：対象：２００４年～２００８年の間に東京歯科大学千
葉病院歯科麻酔科外来にて行った障害者の日帰り全
身麻酔症例４０２例のうち資料の整っている２３１例。調
査方法：PONV のリスクファクターになりうる因
子として，①年齢，②体重，③性別，④麻酔時間，
⑤プロポフォール使用の有無，⑥セボフルラン使用
の有無，⑦亜酸化窒素使用の有無，⑧筋弛緩薬拮抗
薬使用の有無，⑨口腔外科処置の有無，⑩輸液量の
１０項目について麻酔記録から調査した。PONV が

あったかどうかの評価は，全身麻酔の術後経過を記
したチェックシートの記録をもとに行った。PONV
の有無を判別するために，上記１０項目のリスクファ
クターを独立変数として２群線型判別分析を行っ
た。
成績：２３１例中 PONV があったのは１３例であった。
得られた判別式のうち最もあてはまりのよいものは
①年齢と⑤プロポフォールの使用の２つの独立変数
に よ る 判 別 式 で，y＝－０．０７７X１－０．００１X２＋
０．０７１６（X１：プロポフォールの使用，X２：年齢
y＞０で嘔吐あり）であった。An Information Crite-
ria（AIC）は－２５．０７１８，誤判別率は３１．６％であっ
た。
考察：結果から，PONV 発生のリスクは麻酔薬を
プロポフォールにすることで減少し，年齢が高くな
るにつれて減少することが示唆された。これは健常
者におけるリスクファクターと同じ傾向であった。
プロポフォールには制吐作用があり，障害者におい
ても PONV 予防に効果的であると考えられた。ま
た，低年齢の症例ではリスクが上昇するため，十分
な PONV 予防策が必要であると考えられた。

目的：２００８年１～１２月に千葉病院歯科麻酔科が，外
来及び院内出張にて担当した症例について集計，検
討したので報告する。
方法：患者数，症例数，男女比，年齢分布，患者分
類，処置内容および管理方法についてレトロスペク
ティブに集計した。
成績および考察：総患者数は２１４３名，総症例数６８３３
症例で，男性９３９名，女性１２０４名，０～１９歳２６１名，
２０～３９歳７４１名，４０～５９歳４８３名，６０～７９歳５８０名，
８０歳以上７８名であった。患者分類はペインクリニッ
ク（PC）２５６名２０５６例，有 病 者５４７名１２２０例，障 害
者３８３名１３５９例，歯科恐怖症患者（異常絞扼反射，
過換気症候群なども含む）３０４名１１３１例，口腔外科
小手術患者４４８名７１５例，インプラント患者１８１名３２１
例，救急患者２４名３１例であった。精神鎮静法は２３５０
例で，そのうち２３３５例が静脈内鎮静法（IVS）で
あった。モニター監視は１９４例，歯科麻酔科医スタ
ンバイ２８８例，静脈確保１５例，体動抑制１５例であっ

た。全身麻酔は１３７例で，日帰り症例１２２例，入院１５
例であった。２００７年と比較すると，６０歳以上の高齢
者や有病者の増加がみられ，それぞれ２０％前後の増
加率であった。一方，総患者数は１４％増加したが，
総症例数は５．４％減少した。総症例数減少の背景に
は，一人当たりの来院回数の多い PC 症例の減少が
要因として考えられる。IVS は経年的に増加し，
２００３年と比較すると約１．８倍に増加していた。２００８
年の各薬物の使用症例数はミダゾラム単独で５５３症
例，プロポフォール単独で４９４症例，両薬物の併用
症例１２６５症例，その他２３症例であった。ミダゾラム
＋プロポフォール併用症例は経年的に増加し，２００３
年と比較すると６倍増加していた。現在ではミダゾ
ラムの健忘効果と抗不安作用，プロポフォールの覚
醒の速さ，術中管理の調節性の良さの双方の良い点
を組み合わせて IVS を行う方法が千葉病院歯科麻
酔科のスタンダードとなってきている。

№３：障害者日帰り全身麻酔後の悪心嘔吐に影響を及ぼす因子について
－多変量２群線型判別分析を用いた統計学的検討－
本田真由２），湯村潤子１），笠原正貴１），間宮秀樹１），一戸達也１），金子 譲１），栁澤孝彰２）

（東歯大・歯麻）１）（東歯大・超微）２）

№４：東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来症例の臨床統計（２００８年１月～１２月）
黒田英孝，佐塚祥一郎，冨田智子，西澤秀哉，寺川由比，二宮麻子，湯村潤子，松浦信幸，
松木由起子，笠原正貴，間宮秀樹，櫻井 学，一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻）
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目的：２００８年に本学千葉病院手術室で行われた麻酔
症例を集計して考察した。特に，開口障害や頸部の
運動制限があるために，挿管困難と予測された症例
に対しファイバースコープ（以下 FS）や液晶画面
付き間接声門視認型喉頭鏡であるエアウェイスコー
プⓇ（以下 AWS）を用いた症例について検討した
ので報告する。
方法：２００８年１月～１２月に行われた手術室での歯科
麻酔科管理症例を対象に，男女比，年齢，手術内
容，麻酔時間，麻酔方法，出血量，輸血量，術前基
礎疾患，術中合併症・術後合併症を麻酔記録から集
計・分析した。
成績および考察：総症例数は６５１例で全身麻酔症例
（以下全麻）は６２７例（男性３０１例，女性３２６例），局
所麻酔症例（以下局麻）は２４例（男性１０例，女性１４
例）であり，局麻は静脈内鎮静法で管理した。全麻
は平均年齢３５歳で，１６歳～４０歳未満が３３０例と半数
以上を占めた。局麻は平均年齢５０歳であった。麻酔
時間は全麻で平均３時間６分，最長１６時間３８分，局
麻で平均１時間６分，最長２時間２０分であった。全
麻では顎変形症手術（１８２例），顎変形症術後のプ

レート除去術（１３２例），嚢胞摘出術（８７例），良性
腫瘍切除術（３９例）の順に多かった。全麻の維持薬
は，セボフルラン２９９例，プロポフォール２０４例，イ
ソフルラン４例，亜酸化窒素－セボフルラン６１例，
亜酸化窒素－プロポフォール２７例，亜酸化窒素－イ
ソフルラン２例であった。出血量は平均１５８ml，最
高２７３４ml であった。輸血は７３例に行われ，自己血
輸血がそのうち５９例を占めた。術前基礎疾患は１０９
例に認められ，循環器疾患は６１例で高血圧症が最も
多く，呼吸器疾患は４１例で気管支喘息が最も多かっ
た。術中合併症は８３例で，そのほとんどが血圧低下
（４８例），血圧上昇（２５例），不整脈（７例）などの
循環器系合併症であり重篤なものはなかった。術直
後の合併症は２２例で，血圧上昇が１９例，不整脈が２
例であった。また，挿管困難症例であったため，FS
を用いた症例が１３例，AWS を用いた症例が１２例
あった。FS を用いた症例では急性炎症（５例），骨
折（３例）と開口障害を有する症例がほとんどで
あった。AWS を用いた症例では開口障害があるも
のが半数の６例あり，頚部後屈困難であった症例が
２例であった。

目的：平成２１年４月１日より６月３０日までの３か月
間，中国の北京大学口腔医学院口腔顎顔面外科学講
座に留学させて頂きました。北京大学は１９１２年に北
京医科大学として創立したのち，２０００年に北京大学
医学部に合併し，２００８年６月に現在の新病院が完成
した伝統と近代的な先端医療を併せ持った由緒ある
大学病院であります。また，平成２１年８月に北京大
学と本学は姉妹校となり今後，国際交流が盛んにな
ると思われます。北京大学の口腔顎顔面外科学講座
は大きく４つの分野（腫瘍・再建外科，唇顎口蓋
裂，顎変形症，外来小手術）に分かれており，この
中で私は腫瘍・再建外科分野に所属し口腔癌におけ
る本学との手術の違いや高い手術技術を習得するこ
とが目的でありました。
事例：口腔外科の年間手術件数は３，０００例以上あ
り，中でも悪性腫瘍は３００例以上，再建外科も１５０例
と衝撃的な手術実績を精力的に発信しております。
手術室は８室あり，平日は毎日１５～２０件の手術が行
われています。病棟は４病棟（腫瘍・再建外科が２
病棟，唇顎口蓋裂が１病棟，顎変形症が１病棟）あ
り，総病床数は１５０床あります。
成績：３か月間の出張中に行われた手術総数は約
１，０００例あり，うち悪性腫瘍は約１００例で中でも私は

再建術の手術を主に１１４例の手術に参加させて頂き
ました。腫瘍学のうち再建術を得意とするチームが
あり，私はその手術チームの一員として前腕皮弁・
腓骨皮弁・外側上腕皮弁・前外側大腿皮弁ならびに
Microsurgery のほとんどを経験することが出来ま
した。その他，日本では耳鼻科が主に治療する耳下
腺腫瘍の摘出術も２５例参加することが出来ました。
さらに，日本では経験したことのない Dry eye の
患者に対し，患者自身の顎下腺を涙腺に移植し唾液
で涙の代用する手術が１例あり大変貴重な経験を致
しました。
考察：腫瘍や外傷によって生じた顎顔面欠損に対す
る再建術は，その後の咬合が重要な役割を果たすた
め，形成外科だけでなく口腔外科が担当しなければ
ならない分野であります。再建術は今後も当講座に
おいて積極的かつ継続的に取り組んでいく手術であ
ります。今回の出張で北京大学の驚異的な手術の症
例数の多さと出血量を最小限に考慮した安全かつ確
実な手術を経験させて頂いたこと，さらに麻酔科や
看護師を含めた多くのスタッフが協力しシステマ
ティックな治療を学べたことは，今後，本学で手術
を行う上で大変有意義な研修を行うことが出来たと
思います。

№５：東京歯科大学千葉病院手術室における麻酔症例の臨床統計（２００８年１月～１２月）
川口 潤，武田慶子，後藤隆志，二宮麻子，湯村潤子，松浦信幸，松木由起子，笠原正貴，
間宮秀樹，櫻井 学，一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻）

№６：北京大学システムの研修と口腔癌治療の習得 －長期海外出張報告－
山本信治，柴原孝彦（東歯大・口外）
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目的：日常臨床において，臨床所見で口腔白板症な
どの前癌病変とされたものが病理組織学的検査に
よって早期扁平上皮癌の診断を得ることはしばしば
経験する。一方，早期扁平上皮癌の診断にあたって
は，形態学的な評価を補うものとして，現在まで各
種タンパクの発現を含めた病理組織学的検討がなさ
れている。このうち近年 Cytokeratin１３および１７の
発現が有用な手段として報告され始めており，特に
前癌病変の段階からその癌化能を判断する指標にな
り得る結果も報告されている。そこで今回我々は，
早期舌扁平上皮癌とその周囲にみられる上皮性異形
成に対する Cytokeratin１３および１７の発現を検討し
たので報告する。
方法：東京歯科大学市川総合病院歯科・口腔外科に
初診来院し早期舌扁平上皮癌と診断され，東京歯科
大学倫理委員会の規定に基づき遺伝子解析研究の内
容を十分に説明し，同意を得た症例の切除検体を対
象とした。切除材料は凍結固定を行った後，通法に
従い HE 染色行い，正常組織（正常部），上皮性異
形成（異形成部）および癌（癌細胞部）の診断をお

こなった。その後，凍結切片上にみられる正常部，
異形成部および癌部の各病変部より Laser Micro-
dissection 法にて試料を回収し，mRNA の抽出後，
リアルタイム PCR を用いて Cytokeratin１３および
１７の発現量を評価した。また同時に免疫組織化学染
色標本を作製し，その所見も併せて評価した。
成績：リアルタイム PCR の結果から，正常部に比
べて癌部においては Cytokeratin１３の発現量が低下
する傾向にあった。一方，Cytokeratin１７において
は正常部に比べて癌部での発現量の上昇を認めた。
また異形成部では Cytokeratin１３と１７の発現量は，
ともに正常部と癌部の中間的な状態にあった。なお
Cytokeratin１３と１７の免疫組織化学染色所見は，各
部位における両タンパクの発現量にほぼ一致した所
見が得られた。
考察：Cytokeratin１３および１７の発現は，早期舌扁
平上皮癌において特徴的な所見として得られた。こ
れらタンパクの発現を組み合わせ評価していくこと
は，早期癌の診断のみでなく癌化移行期にある病態
に対しても，有益な指標になると考えられた。

目的：「東京歯科大学口腔がんセンター」は平成１８
年４月１日に東京歯科大学市川総合病院内に開設さ
れて以降，院内関連各科と密に連携をとり診療にあ
たっている。連携をとる必要のあった診療科は院内
のほぼ全ての診療科におよび，さらにいくつかの診
療科とは共同での臨床研究が行なわれている。一
方，平成２０年４月からは「がんプロフェッショナル
養成プラン 口腔がん専門医養成コース」の臨床修
練の場としての役割も担っている。このように臨
床，教育，研究の場として展開する本センターにお
いて，今後口腔がん治療をより有益なものとするた
め，受診患者と加療内容に関して検討を行ったので
報告する。
方法：平成１８年４月から平成２１年７月までの４０ヶ月
に東京歯科大学口腔がんセンターで口腔がんの加療
を行なった１７７例を対象とした。このうち一次症例
に関しては，年齢性別，既往歴と嗜好品，部位，組
織型を調査し，特に扁平上皮癌症例に関しては加療
内容の検討を行なった。
成績および考察：１７７例の内訳は一次症例１２８例，二
次症例（再発・転移症例）２５例，治療後の経過観察
依 頼２４例 で あ っ た。一 次 症 例１２８例 の う ち６０例

（４６．９％）が７０歳以上の症例であり，男女比は
１．８：１であった。既往歴では高血圧症を含む循環
器系疾患が約半数の症例でみられ，逆に合併疾患を
もたない症例は２０例（１５．６％）であった。また喫煙
歴のある症例は４９例（３８．３％），一方喫煙と飲酒と
もに習慣の無い症例は４８例（３７．５％）であった。病
変の発現部位は舌が４９例（３８．３％）と最も多く，続
いて下顎歯肉，口底と続いた。組織型に関しては扁
平上皮癌が１２０例（９３．８％）で，この他は腺様嚢胞
癌，悪性黒色腫，悪性線維性組織球腫などであっ
た。扁平上皮癌１２０例に関しては，病期分類は stage
０が４例（３．３％），以下Ⅰが１１例（９．２％），Ⅱが４２
例（３５．０％），Ⅲが２１例（１７．５％），ⅣA が４０例
（３３．３％），Ⅳ B が２例（１．７％）であった。治療
内容は１０３例（８５．８％）で手術療法を主体とした根
治療法が行なわれ，手術に各種化学療法を組み合わ
せた治療が中心となっていた。観察期間は短いが放
射線併用化学療法が奏功した症例もある一方，依然
制御に難渋する症例もみられた。また超高齢者を中
心に，姑息的な治療を選択する症例もあり，この点
は更なる超高齢社会における口腔がん治療の重要な
課題と考えられた。

№７：早期舌扁平上皮癌における Cytokeratin１３および１７の発現に関する検討
野口沙希１），佐藤一道２），山内智博２），外木守雄１），田中陽一３），立川哲彦４），山根源之１）２）

（東歯大・オーラルメディシン口外）１）（東歯大・口腔がんセンター）２）（東歯大・市病・臨検）３）

（昭和大・歯・口腔病理）４）

№８：東京歯科大学口腔がんセンターの受診患者と加療内容に関する報告
佐藤一道１），岡崎雄一郎２），山内智博１），片倉 朗１）３），山根源之１）２）

（東歯大・口腔がんセンター）１）（東歯大・オーラルメディシン口外）２）（東歯大・口外）３）
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目的：歯根嚢胞は，臨床において様々な画像所見を
示し，他の疾患との鑑別が困難な症例も少なくな
い。今回われわれは画像所見から良性歯原性腫瘍を
疑った上顎に生じた歯根嚢胞の３症例を呈示し，画
像診断学的考察を行う。
症例：症例１：患者は２７歳男性，左側上顎前歯部の
腫脹を主訴に来院した。現症として，同部に歯肉腫
脹があり，圧痛があった。パノラマおよび口内法 X
線画像では�１－�４根尖部に境界明瞭，辺縁不整な透
過像が認められた。また，�１根尖部の軽度吸収が認
められた。CT 画像では病変はやや不均一な筋より
低濃度を示し，内部には�２－�４歯根が含まれてい
た。唇口蓋側皮質骨は膨隆，菲薄化し，一部断裂が
疑われた。鼻腔底は挙上され，上顎洞底の断裂が疑
われた。上記所見より，角化嚢胞性歯原性腫瘍また
は歯根嚢胞が疑われた。症例２：患者は５２歳男性，
上顎前歯部口蓋側の腫脹を主訴に来院した。現症と
して，�２－�２口蓋側の腫脹および排膿が認められた
が，自発痛，圧痛はなかった。パノラマおよび口内
法 X 線画像では�３－�１根尖部に境界明瞭，辺縁ほ
ぼ整な透過像が認められた。CT 画像では病変は均
一な筋より低濃度を示し，２１｜根尖を含み，�１は

病変と接していた。唇口蓋側皮質骨は膨隆，菲薄化
し，一部断裂が疑われた。鼻腔底は軽度に挙上され
ていた。上記所見より，歯根嚢胞または角化嚢胞性
歯原性腫瘍が疑われた。症例３：患者は４８歳女性，
左上顎部の腫脹の精査のため紹介来院した。現症と
して，左口蓋部の腫脹が認められたが，自発痛はな
かった。パノラマおよび口内法 X 線画像では�１－
�５根尖部に境界明瞭，辺縁やや不整な透過像が認め
られた。CT 画像では病変は均一な低濃度を示し，
�１－�５根尖部および切歯管を含んでいた。頬口蓋側
皮質骨は膨隆，菲薄化し，口蓋側辺縁は分葉状様を
示し，一部断裂が疑われた。上顎洞底は挙上され，
病変は口蓋側へ進展していた。上記所見より，角化
嚢胞性歯原性腫瘍またはエナメル上皮腫が疑われ
た。
考察：今回の３症例は上顎に生じた病変であった。
上顎骨は皮質骨が薄く，周囲には口腔，上顎洞，鼻
腔があるため，腫瘤性病変は容易に拡大する。その
ため歯根嚢胞と角化嚢胞性歯原性腫瘍との鑑別が困
難になると考えられた。両者の鑑別が可能な X 線
所見の分析および他のモダリティーによる鑑別法の
開発等が必要であると考えられた。

目的：近年，頭蓋顎顔面領域の骨変形や術後欠損に
対して，CT 等の断層像から再構成した三次元画像
を診断支援，外科手術計画の術前検討に利用する試
みが盛んに行われている。近年，ラピッドプロトタ
イピング（RIP）技術を応用し実物大臓器立体モデ
ルを製作した治療計画は，多くの施設で行われてき
た。RIP は患者の CT 画像データ（DICOM３）をも
とに三次元の実体モデルを作成する技術であり，対
象領域の骨形態を非侵襲的に実体として生体外に取
り出すことで，術前の検討，手術計画，術後の状態
を予測することが可能となり，医療側の利点のみな
らず，患者へのインフォームドコンセントにも利用
することができる。今回，当院で RIP を使った症
例について検討を行ったので，その概要について報
告する。
方法：対象は，東京歯科大学千葉病院において平成
１９年４月１日から平成２１年４月１日までの２年間に
RIP を用いた手術症例で先進医療５例，保険診療９
例の計１４例である。これらの症例のうち多かったも
のは唇顎口蓋裂とエナメル上皮腫であった為この２
つと疾患名および手術術式が同一である症例におい
て手術時間および手術出血量について比較を行っ
た。

成績：症例の内訳は，性別は男性９例，女性５例で
あり，平均年齢が３６．９歳であった。疾患別では，唇
顎口蓋裂４例，エナメル上皮腫４例，角化嚢胞性歯
原性腫瘍３例，歯原性粘液腫１例，悪性腫瘍２例で
あった。RIP モデルの使用方法は，唇顎口蓋裂患者
における顎矯正手術および顎裂部骨移植術における
モデルサージェリーが４例，下顎骨離断後の再建プ
レートの術前調整に利用したものが１０例であった。
手術時間と出血量の比較は立体モデル使用症例の方
が手術時間が約３０分間短縮され出血量も約２００ml 少
量であった。
考察：RIP を用いた手術計画は従来の術中に再建プ
レートの屈曲を行った手術方法と比較して，術者が
スムーズに手術を行うことができた。RIP による手
術計画は，手術時間の短縮，患者の身体的負担の減
少などが利点と言われており，出血量，手術時間の
比較結果よりこれらを十分に満足した結果であっ
た。しかし，先進医療では RIP モデル作製費用は
患者の自己負担となっていたが，保険収載後は２０００
点という保険点数が算定され患者負担は軽減された
が RIP モデル作製費用が保険点数よりも高額に
なっており，手術計画への利用価値は高いものの実
際の運用が難しいことが今後の課題となっている。

№９：良性歯原性腫瘍を疑った上顎に生じた歯根嚢胞の３症例
坂本潤一郎１），音成実佳１），和光 衛１），神尾 崇１），山本あや１），西川慶一１），井本研一１），
佐々木秀憲１），児玉紗耶香１），佐野 司１），池田千早２），片倉 朗２），柴原孝彦２），内山健志２），
髙野伸夫２），松坂賢一３），井上 孝３）（東歯大・歯放）１）（東歯大・口外）２）（東歯大・臨検）３）

№１０：実物大臓器立体モデルによる手術計画 －適用症例に対する臨床的検討－
石井百子，吉田秀児，須賀賢一郎，髙木多加志，内山健志，髙野伸夫，柴原孝彦

（東歯大・口外）
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目的：顎裂部骨移植術は，唇顎口蓋裂患者に対して
連続した歯列弓の獲得，顎裂部における瘻孔の閉
鎖，鼻翼基部の陥凹の改善などを目的として多くの
医療機関で行われている。近年，犬歯を顎裂部へ誘
導し，連続した歯槽弓を形成するため８～１０歳頃の
早期に顎裂部骨移植術が多く行われるようになっ
た。顎裂部骨移植の術後評価としてデンタルエック
ス線画像が従来より多く利用されてきたが，最近で
は CT 画像を利用した評価法も行われるようになっ
た。しかしそれは，スライス画像を利用した顎裂部
の定性的形態評価を行っているに過ぎない。そこで
我々は，マテリアライズ社製スライス画像三次元化
ソフトウエア Mimics と三次元処理ソフトウエア３
－matic を利用して，三次元上で CT 画像を正確に
重ね合わせ，顎裂部の骨を抽出することで定量的な
評価を行っている。さらに犬歯の移動状況について
も評価しえたのでその概要を報告する。
方法：対象は当科において自家腸骨海綿骨細片を用
いて，顎裂部骨移植を行った片側唇顎口蓋裂患者１０
名である。この研究については，東京歯科大学千葉
病院の倫理委員会の承認を得ている。CT 撮影にあ
たっては，すべての患者から同意を得ており，術前

及び術後６ヶ月から１年に撮影を行った。撮影時，
あらかじめイヤーロッドにより規格された位置を設
定した。三次元データの解析は，Mimics と３－matic
を使用し，重ね合わせの基準点については，健側の
眼窩下縁，左右外耳道上縁とした。今回，１０症例に
ついて顎裂部骨移植の術前と術後の CT データを利
用し，重ね合わせをすることで顎裂部骨移植部のみ
を抽出し体積を計測し，これを理想とする顎裂部の
体積と比較した。また，犬歯の移動の状況について
計測も行った。
成績および考察：今回，我々が設定した基準点で重
ね合わせをすることで様々な解析をし，正確な三次
元評価を行うことができた。顎裂部の生着骨につい
ては理想とする顎裂部の体積の平均３割程度であっ
た。一方，犬歯に関しては生着骨量や手術年齢に関
係なく移動しており，手術時期の検討に役立つと考
えられた。これからはさらに症例数を増やし患者を
術前の犬歯の位置で分類することにより，顎裂部の
骨形成や犬歯の移動状況の違いを明らかにしたいと
考える。また，我々はこの研究により手術への
フィードバックを目的とした顎裂部移植の新たな評
価法を確立したいと考える。

目的：根管シーラーは根尖部周囲組織に触れる可能
性が高く，その所要性質として組織為害性がないこ
とが重要である。また根尖の生物学的治癒を促進す
る目的で水酸化カルシウムやハイドロキシアパタイ
トを含有したものや，根管封鎖の観点から根管象牙
質との接着を目的とした根管シーラーも開発されて
いる。近年，レジン系根管シーラーが根管壁に対す
る適合性，あるいは封鎖性，形状安定性が高いと
いった性質から臨床の実際に応用されつつある。こ
れは他のシーラーと比較し上記のような長所も挙げ
られるが，一方で根尖部周囲組織に対する細胞毒性
が認められるといった問題点も報告されている。今
回我々は現在臨床に応用されている各種のレジン系
根管シーラーについて培養骨芽細胞に対する細胞毒
性を細胞生存率の経時的変化から検討し，さらに培
養細胞のリアルタイムでの形態変化を観察した結果
を報告する。
方法：１）根管シーラー

本実験では以下のシーラーを用いて抽出液を作製
し培養を行った。なお対照群には培養液を用いた。
・AH Plus ; DENSPLY（AH 群）
・EndoREZ ; ULTRADENT（ER 群）

・Epiphany SE ; Pentron clinical（EP 群）
２）細胞生存率

培養骨芽細胞を９６well plate に播種し抽出液なら
びに培養液を用いて３７℃，５％CO２下で培養を
行った。１２，２４，４８時間経過後の細胞数の変化を Cy-
totoxic Fluoro-test Wako（和光純薬株式会社）を
用いて FACLS 法にて細胞生存率を算出した。
３）形態変化

培養骨芽細胞を３５mm ディッシュに播種し，細胞
毒性試験と同様の条件で培養を行った。被験液に交
換後４８時間までの形態変化を倒立型細胞観察マイク
ロスコープ cellwather（コアフロント株式会社）に
てリアルタイム観察を行った。
成績および考察：すべての実験群で対照群と比較し
細胞生存率が低下する傾向が認められ，とくに AH
群では２４時間以降，ER, EP 群では４８時間で有意に
低い値を示した。一方細胞形態の経時的な観察結果
では対照群で細胞突起の伸展や，分裂の状態が確認
された。また EP, ER 群では対照群と近似した変化
が認められたが分裂する細胞は少なく，さらに AH
群では２４時間以降で多くの細胞が突起を収縮させ，
円形を呈していた。

№１１：三次元 CT データを利用した顎裂部骨移植に対する新たな術後評価法（第２報）
吉田秀児，渡邊 章，澁井武夫，須賀賢一郎，中野洋子，髙木多加志，内山健志，髙野伸夫，
柴原孝彦（東歯大・口外）

№１２：レジン系根管充填用シーラーの細胞毒性
渡邉浩章，齋藤健介，宮下 卓，中川寛一（東歯大・保存）
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目的：北海道北見市はラグビー夏合宿のメッカで，
ラグビーや他のコンタクトスポーツの愛好家が多
い。北見医師会は顎口腔の外傷予防のためにマウス
ガード装着を奨励・指導し成果を挙げている。一
方，マウスガード装着による高齢者の身体パフォー
マンスの向上も臨床的に観察されている。そこで，
この研究ではマウスガード装着が筋機能と身体平衡
能力に及ぼす影響について検討した。
方法：実験の趣旨を説明し同意を得た２０歳代の男性
５名のカスタムメード・マウスガードを作成した。
咬合状態に自他覚的な異常は認められなかった。咬
合状態を変化させるために，全顎，前歯部のみ，左
側または右側のみで咬合するものを作成した。これ
らのマウスガードの装着が基礎的運動能力と重心動
揺に及ぼす影響を調べた。基礎的運動能力は，握
力，背筋力および脚伸展力を開閉口時と各マウス
ガード装着時で測定した。握力測定時に咬合の圧力
比分布を T－スキャンⅢ（ニッタ）で計測した。重
心動揺は床反力計で測定し，総軌跡長，左右と前後
の最大振幅を評価した。開眼および閉眼とし，マウ
スガードなしと全顎，前歯，右側，左側の計５通
り，直立姿勢，右足または左足支持の３通りで行っ

た。
成績：基礎的運動能力は，左右の握力と背筋力で全
顎マウスガード装着時に能力向上があり，右側か左
側のみでは低下した。跳躍力では前歯部のみのマウ
スガード装着時に向上したが，他の場合には変化が
なかった。握力と同時測定した咬合の圧力比分布で
は，マウスガード装着時は歯列全体に力がかかって
いた。歯列に均等に圧力がかかることが握力向上に
つながった可能性がある。左足支持では左側のみの
マウスガードを装着すると安定した。左足立ちで
は，左側歯列を咬合すると体の左側の筋力バランス
がうまくとれると考えられた。なお直立状態や右足
立ちではこの傾向はなかった。被験者全員の利き足
（ボールを蹴る足）が右足で，左足が軸足であるこ
とも関係すると思われた。
考察：体力測定においては，マウスガード装着は持
続的に力を加え続ける握力や背筋力の向上をもたら
すが，瞬間的な力を必要とする跳躍力では能力向上
の効果は得られないと考えられた。重心動揺では，
支持にすることに慣れている足と同じ側を噛みしめ
ることにより安定性の向上が見られた。

目的：顎変形症患者にみられる障害には，美的障害
や，咬合異常による咀嚼障害および構音障害などの
機能障害が挙げられる。なかでも構音障害に関して
は，これまでに下顎前突症患者の術前後における音
声学的分析の報告は多数あるが，下顎後退症に関す
るものはほとんどみられない。

今回我々は，当科において顎矯正手術を施行した
下顎後退症患者の手術前，手術後３か月経過時の音
声データを採取し分析を行い，正常咬合を有する成
人との比較および術前後の変化について検討を行っ
たので報告する。
方法：被験対象は，Facial Angle が正常範囲よりも
１S. D 以上小さい値を示した下顎後退症患者男性
３名（１９歳～４１歳），女性７名（１６歳～４０歳），比較
に用いた対照は，臼歯部の咬合が Angle Ⅰ級の個
性正常咬合を有する成人男性１０名，女性１０名とし
た。

音声データは HOYA-PENTAX 社 CSL４５００に直
接入力し，分析した。被験音は５母音ア，イ，ウ，
エ，オ，および子音カ，キ，サ，シ，タ，チ，パ，
ピ，とした。分析項目は，５母音のフォルマント周
波数（第１フォルマント～第３フォルマント），子
音は先行子音部の持続時間を測定した。

なお，音声データの採取は可及的遮音が可能な言
語治療室で行った。
成績および考察：母音のフォルマント周波数では，
術前は男女とも対照群と比較して有意差が認められ
なかった。術後は，男性のオの第１フォルマント
で，また，女性のアの第３フォルマントで有意に低
下を示した。また，男女ともそれぞれ術前後で対応
のある検定を用いて比較をしたが，有意差を示す変
化は認められなかった。これより，母音では術前後
で男女に共通する傾向はないと考えられる。

先行子音の継続時間では，術前の男性でチが，女
性でシが，それぞれ対照群と比較して有意に短かっ
た。男女とも，摩擦を伴った音で対照群との有意差
を認めた。これには，前歯部の被蓋関係が影響を及
ぼしていることが推測される。

術後の男性では対照群との間に有意差を認めな
かったが，女性ではサとキが有意に短縮していた。
子音においても男女それぞれ術前後で対応のある検
定を用いて比較をしたが，有意差を示す変化は認め
られなかった。今回は術後３か月のデータであるた
め，筋運動や舌癖など術前と比較して大きな変化が
なかったものと考えられ，今後引き続き長期で変化
の経過を観察してゆく必要があるといえる。

№１３：スポーツマウスガード装着が筋機能と身体平衡能力に及ぼす影響
早川吉彦１），松浦信一２）（北見工業大学情報システム工学科）１）（北海道）２）

№１４：顎矯正手術を施行した下顎後退症患者の構音に関する研究
金子早知子，中野洋子，髙木多加志，内山健志，髙野伸夫，柴原孝彦（東歯大・口外）
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目的：閉塞型睡眠時無呼吸（Obstrutive sleep apnea
syndrome : OSAS）の治療において，歯科的対応と
して下顎を前方に推進し気道を確保する口腔内装置
（Oral appliance : OA）を用いて対応している。こ
の下顎を前方へ長時間維持する装置による，咬合，
神経筋活動，および顎関節への影響が考えられる
が，短期的にも長期的にも不明な点が多く残されて
いる。

そこで本研究では OA 装着時の咀嚼筋および舌
骨上筋群を筋電計と筋組織酸素濃度計測器を用いて
調査したので報告する。
方法：被験者は，正常咬合を有し，顎関節に異常の
ない健常者（男性７名，平均年齢２７．５±１．８歳）で
ある。実験群では，下顎骨最大前方位の７０％の顎位
で製作した Herbst appliance 埋入型の OA を７時
間装着させた。OA 装着時は０，１，３，５，７時
間の時点で，OA 除去後は１，３，７，１１，１８時間
の時点で計測した。計測時には，約５００g の負荷を
かけ，１８０秒間等尺性の開口運動をさせた。筋電計
を用いて側頭筋，咬筋，舌骨上筋群を，筋組織酸素
濃度計測器を用いて舌骨上筋群を計測した。対照群
として同一被験者に中心位の顎位がとれる OA を
用いて，同様に計測した。さらに，この２種類の OA

の顎位で MRI を撮影し，顎二腹筋前腹の長さの変
化も参考にした。採取した筋電波形は FFT により
処理し，平均周波数（MPF）と低周波数域含有率
の変化について比較検討を行った。筋組織酸素濃度
計測器の測定値から回復時間を求め筋疲労の評価を
行った。各計測時で対照群と実験群間において危険
率５％で t 検定を行った。
成績および考察：舌骨上筋群では OA 装着５時間
の時点で有意差を認めた。回復時間では OA 装着
７時間の時点で有意差を認めた。今回の条件では咬
筋，側頭筋に一定の傾向は見出せなかった。舌骨上
筋群のうち，顎二腹筋には筋紡錘が存在しないとさ
れていることや，下顎を前方位にする際は舌骨も前
方位をとるため一時的に疲労が起こったと考えられ
る。また下顎骨の移動には協調する筋と拮抗する筋
が多数のあるため一つの筋への影響は小さいとも考
えられる。したがって下顎骨最大前方位の７０％の顎
位の OA７時間装着では舌骨上筋群は一時的に筋疲
労を起こすが，当日中に回復する程度であることが
わかった。下顎前方位を維持する口腔内装置の筋疲
労に関する短期的な影響は少ないことが示唆され
た。

目的：クラウンやブリッジを維持するためには，支
台築造した支台歯との合着が重要な役割を担ってい
る。その合着力には補綴物や支台歯の表面形状およ
び性状ならびに，その表面処理が影響する。一般
に，合着する補綴物内面はほぼ一定の面の形状であ
るものの，支台歯や支台築造したコアは，表面形状
や性状が異なる。しかし，その支台形成面の粗さが
合着する補綴物の維持力に及ぼす影響を調べた報告
は少ない。本研究では，メタルコア（Ag-In 合
金）で支台築造し，金銀パラジウム合金でクラウン
を合着することを想定して，そのメタルコアの表面
粗さが合着強さに及ぼす影響を検討した。
方法：接着体として鋳造した Ag-In 合金を使用
し，歯科用ダイヤモンドポイント（レギュラー，
ファイン，スーパーファイン）で接着面を切削し
た。また，粗さの異なる３種類の耐水研磨紙（＃
８０，＃１５０，＃４００）で研磨した試料も準備した。そ
の際，切削および研磨方向は一方向とし，試料は各
６個とした。被着体には金銀パラジウム合金板（S
１２）を用い，その表面は５０μm のアルミナでサンド
ブラスト処理した。セメントはレジン添加型グラス

ア イ オ ノ マ ー セ メ ン ト（VM : VitremerTM，３M
ESPE）および MMA 系レジンセメント（SB : Super-
Bond C&B，サンメディカル）をメーカー指示の方
法にて練和し，S１２板を合着した。合着の際，１０kgf
の荷重を１８０秒負荷し，セメントを硬化させた。１
時間室温で静置した後，水中に浸漬し，３７℃の恒温
槽中で１週間静置した。１週間後試料を取り出し，
その剪断接着強さを万能材料試験機で調べた。剪断
負荷方向は，切削または研磨方向に対して垂直とし
た。試験後の Ag-In 合金および S１２板の合着面の
破壊形態は実体顕微鏡を用いて観察した。
成績および考察：VM での剪断接着強さは４～８
MPa, SB では３０～３６MPa となった。統計処理の結
果，VM では Ag-In 合金の表面粗さの違いによる
有意差は認められたが，SB ではそれによる有意差
は認められなかった（p＜０．０５）。破壊様相を観察
したところ，VM では Ag-In 合金と S１２のどちら
かにセメントが残存している界面破壊で SB ではセ
メントの凝集破壊であった。以上より，VM での合
着強さには Ag-In 合金の表面粗さが影響するが，
SB ではその表面粗さは影響しないと考えられる。

№１５：下顎前方誘導時の舌骨上筋群及び咀嚼筋の生理的変化
向井美弥１），坂本輝雄１），末石研二１），神尾 崇２），坂本潤一郎２），佐野 司２）（東歯大・矯正）１）

（東歯大・歯放）２）

№１６：支台歯の表面粗さが合着強さに及ぼす影響
松本倫彦，武本真治，服部雅之，吉成正雄，河田英司，小田 豊（東歯大・理工）
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目的：近年ジルコニアフレームを用いたオールセラ
ミックスクラウンが使用されるが，その際の破折の
問題として築盛陶材のチッピングがあげられる。そ
こで本研究は，ジルコニア表面処理がジルコニアと
各種前装用陶材との接着強さに与える影響を明らか
にすることを目的とした。
方法：接着強さの測定は ISO９６９３に準じて行った。
２５．０mm×３．０mm×０．５mm の大きさに調整した正
方晶ジルコニア多結晶体（東ソー；Y-TZP）に
（ⅰ）表面処理なし（ⅱ）５０μm のアルミナによる
サンドブラスト処理（ⅲ）１２５μm のアルミナによ
るサンドブラスト処理を行い，３．０mm の幅の一面
に，長さ８．０mm にわたって２種類の陶材（NORI-
TAKE DENTAL MATERIALS ; CerabienZR SBA
３，A３B 松風；VintageZR A３O, A３B）を業者指定
の手順で築盛（①ライナー材料あり ②ライナー材
料なし）・焼成した。各試料は６個ずつ作製した。
焼成された試料を，陶材部分が荷重を加える方向の
反対側に左右対称に位置するようにして，曲げ装置
（サポート間距離２０mm，ベンディングピストンの
半径１mm）に置き，精密万能試験機（島津オート
グラフ AG-I，２０kN）を用い，クロスヘッドス

ピード１mm/min の一定速度で力を加え，陶材の
破壊が起こるまで荷重－たわみ曲線を記録し，接着
強さを求めた。同時に，破壊された試料に対して，
電子線マイクロアナライザーを用いて接着界面の解
析を行った。
成績：ライナー材料を使用したもののうち，表面処
理しないもので２６．４（±３．１）MPa，５０μm でのサ
ンドブラスト処理を行ったもので２７．４（±２．２）
MPa，１２５μm でのサンドブラスト処理を行ったも
ので２７．８（±１．２）MPa という曲げ強さを示した。
また，ライナー材料を使用しなかったものでも同様
な傾向を示した。ジルコニアの表面処理，ライナー
材料の有無による強度の違いは認められなかった。
界面の解析の結果，試料の破壊は全ての条件でジル
コニアフレーム近傍の陶材部位で起こっていた。
考察：以上より，ジルコニアフレームと陶材の接着
強さは前装する陶材の強度に大きく影響されること
が明らかとなり，ジルコニアフレームに陶材を積層
する場合，ジルコニア表面の処理，ライナー材料の
有無よりも，前装する陶材の強度が重要であると考
えられた。

目的：東京歯科大学局部義歯学臨床基礎実習は，登
院実習前に局部義歯の知識と技能習得を目的として
第４学年前期に行われている。今回は現在の臨床基
礎実習の改善点を見いだすことを目的として，臨床
基礎実習後の登院実習を終えた第６学年学生にアン
ケート調査を行った。
方法：平成２１年度東京歯科大学第６学年の学生の９６
名を対象に，平成２１年８月６日に集合調査法にてア
ンケート調査を行った。調査項目は臨床基礎実習で
理解できたもの，できなかったもの，登院実習で役
に立った臨床基礎実習履修項目，役に立たなかった
履修項目，登院実習で自分が行った処置の中で臨床
基礎実習の内容が役に立ったもの，役に立たなかっ
たものとした。質問に対して７０％（１４問中１０問）以
上指示通りに回答したものを有効回答とし，一般集
計にて分析した。
成績：アンケート実施９６名中，有効回答数は８８名
（９１．６％）であった。臨床基礎実習の履修項目で最
も理解できたのは「局部義歯治療の流れの把握」が
多かった（３３％）。最も理解できなかったのは「直
接法リライニングの手順」が多かった（１９．３％）。
登院実習の際に最も役に立った臨床基礎実習の履修

内容は「局部義歯治療の流れの把握」が多かった（２４
％）。また，最も役に立たなかったのは「埋没・填
入法」（１５．９％），「直接法リライニングの手順」
（１３．６％）であった。登院実習中に自分で行った処
置内容のうち，臨床基礎実習が役に立ったのは「各
個トレーの製作」が最も多く（１２．６％），役に立た
なかったのは「重合」（９．６％），「治療計画」（７．９
％），「歯齦形成」（７．９％），「埋没」（７．９％）であっ
た。
考察：「歯齦形成・埋没・重合」などの技工操作
は，登院実習では役立っていないと答えた者が多
かった。これは登院実習中に学生に埋没・重合を行
わせずに歯科技工所に発注するので，その機会が減
少したためと考えられる。また「直接法リライニン
グの手順」は臨床基礎実習で多くの学生が理解でき
ないと回答し，登院実習でも役に立たなかったと回
答していた。これは，臨床基礎実習ではマネキンを
使用しているため学生には臨床における直接法リラ
イニングのイメージがつかみにくいことが考えられ
た。臨床基礎実習でマネキンを使用することは避け
られないが，臨床の場合との違いを補うような工夫
が必要であることが示唆された。

№１７：ジルコニアフレームと陶材の接着強さに及ぼす表面処理の影響
多田晃基１）２），荒野太一１）２），佐藤 亨２），吉成正雄１）（東歯大・口科研・インプラント）１）

（東歯大・クラウンブリッジ補綴）２）

№１８：局部義歯学臨床基礎実習に対する学生の評価 －登院実習終了後の学生へのア
ンケート結果から－
野田周太郎１），岡田千奈１），杉山哲也１）２），高橋武志１），櫻井 薫１）（東歯大・有床義歯補綴）１）

（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ）２）
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目的：象牙芽細胞膜上にはいくつかのイオンチャネ
ルが発現している。これらは，象牙細管内・外にお
ける刺激を電気的な細胞シグナルへ変換し，象牙
質・歯髄感覚の神経系への伝達あるいは防御機構と
しての象牙質形成に重要な役割を果たしていると考
えられている。しかし，象牙芽細胞の侵害受容機能
の基礎にあるイオン機構については明らかにされて
いない。そこで，熱感受性・侵害受容チャネルであ
る TRPV１（transient receptor potential vanilloid
subfamily member１）の象牙芽細胞における発現
を検索した。
方法：新生仔ラット切歯から得られた歯髄スライス
標本で象牙芽細胞を同定し，fura－２を用いた細胞
内 Ca２＋濃度（［Ca２＋］i）計測を行った。
成績：TRPV１とカンナビノイド受容体アゴニスト
であるアナンダマイド（AEA）を投与すると，細
胞外 Ca２＋非存在下では［Ca２＋］i に変化はみられな
かったが，Ca２＋存在下では一過性に［Ca２＋］i が増加
した。この［Ca２＋］i 増加は，TRPV１アンタゴニス
トであるカプサゼピンで抑制された。従って，AEA
が TRPV１を介する Ca２＋流入を誘発することが示

された。TRPV１選択的アゴニストであるカプサイ
シン，レシニフェラトキシンを投与すると同様に
［Ca２＋］i は増加した。AEA ならびにカプサイシン
細胞外投与から［Ca２＋］i 増加の開始までには遅延時
間が存在したが，細胞外 Ca２＋非存在下で AEA を投
与し TRPV１を開口状態にした後直ちに細胞外
Ca２＋を投与したときには，この遅延時間は見られな
かった。従って，TRPV１の受容体結合部位は細胞
内に存在することが示された。Ca２＋存在下でレシニ
フェラトキシンを投与し，［Ca２＋］i 増加がピークに
達した後の細胞からの Ca２＋排出速度を示す減衰時
定数は，Na+-Ca２＋交換体（NCX）阻害薬である KB
-R７９４３によって延長した。
考察：象牙芽細胞に TRPV１発現が示され，その
活性化部位は細胞内に存在していることが示唆され
た。また，TRPV１活性化によって流入した Ca２＋

は NCX を通じて細胞外へ排出されていることが示
唆された。

会員外共同発表者（敬称略）：
東邦大・薬・薬物治療：百瀬弥寿徳

岩医大・歯・生理：佐原 資謹

目的：ジルコニアは，生体適合性，耐摩耗性，圧縮
強さに優れ，天然歯に似た色調や金属アレルギーを
起こさないなどの性質から，チタンに代わるインプ
ラント材料として注目を集めている。しかしなが
ら，ジルコニアと生体反応，特に細胞接着に関して
は不明な点も多い。今回われわれはジルコニア表面
の生物学的機能化を進めるために，ジルコニア表面
に接着性をもつ人工ペプチドアプタマーの創製を行
い，知見を得たので報告する。
方法：Ⅰ．標的材料：イットリア安定化ジルコニア
球体（Y-TZP, φ１２５μm, TOSOH）
Ⅱ．ファージディスプレイ法によるジルコニア結合
ペプチドアプタマーの選択

エッペンチューブに標的材料およびブロッキング
バ ッ フ ァ ー（TBS（pH７．５）＋０．１％BSA＋０．１％
Tween２０）を加えて，標的材料のブロッキングを
行った。その後ファージライブラリー（P. h. D－
１２，NEW ENGLAND BioLabs）を加え，標的材料
にファージを結合させた。ブロッキングバッファー
を除去後，TBS＋０．１％Tween２０にて１０回洗浄して
結合しなかったファージを可及的に除去した。結合
したファージは０．２M グリシン塩酸（pH２．２）にて

溶出させて回収した後，大腸菌に感染させて増幅さ
せた。この一連の操作（バイオパニング）を４回繰
り返し，標的材料に結合するファージを濃縮した。
Ⅲ．得られたファージクローンの結合能評価

ファージディスプレイ法により得られたファージ
クローンの結合能は，バイオパニングと同じ要領で
結合したファージを溶出し，その溶出ファージの力
価を指標にして評価した。対照としてペプチド非提
示のファージ＃４４７と標的材料が異なるファージ＃
８１を用いた。
成績および考察：バイオパニング４回目で溶出され
たジルコニア結合ファージのうち２１クローンを検索
すると，４つのクローンが＃１７の配列，３つクロー
ンが＃８の配列，２つのクローンが＃２の配列を
もっていた。

またジルコニアへの結合能を評価した結果，＃
２，８，１７は対照と比べいずれも１０２倍以上の高い
結合能を示した。

以上より今回得られた＃２，８，１７の３種のク
ローンは，ジルコニアに対して結合能を有したペプ
チドを提示していると考えられた。

№１９：象牙芽細胞の TRPV１チャネルを介した Ca２＋シグナル
津村麻記１）２）３），澁川義幸１）３），市川秀樹１）３），村松 敬１）４），下野正基１）４），田﨑雅和１）３）

（東歯大・口科研・hrc７）１）（東邦大・薬・薬物治療）２）（東歯大・生理）３）（東歯大・病理）４）

№２０：ジルコニア結合ペプチドの進化工学的取得
橋本和彦１）２），松坂賢一１）２），吉成正雄１）３），井上 孝１）２）（東歯大・口科研・インプラント）１）

（東歯大・臨検）２）（東歯大・理工）３）
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目的：ジルコニア，特に正方晶ジルコニア多結晶体
（TZP）は高強度であり化学的安定性を有してい
る。また，その色調は天然歯に類似しているため口
腔内の審美的な部分に有効であると考えられ，歯科
用インプラント上皮付着部への応用も検討されてい
る。しかし，TZP への上皮細胞の接着に関する報
告は少ない。

この研究は，ジルコニアへのヒト上皮細胞の初期
接着に関して in vitro で検討することを目的とし
た。
方法：直径１３mm の円柱状の純チタン（JIS２種），
TZP を切断しディスク状とし，自動研磨器（ビュー
ラー社）を用いて，最終コロイダルシリカ（ケモ
メット）によるバフ研磨を行い鏡面とした。またコ
ントロールとして，ポリスチレンディスクは直径１３
mm の Thermanox Plastic Coverslips（NUNC）を
使用した。２継代したヒト由来の口腔上皮細胞（Hu-
man Oral Keratinocytes,ScienCell Research Labo-

ratories）を濃度５，０００cells/ml で播種し，Keratino-
cyte growth supplement と penicillin/streptomycin
solution を添加した培養液（Keratinocyte Medium,
ScienCell Research Laboratories）を用いて２４ウェ
ルの培養プレートに敷いたジルコニアディスク上で
培養した。１，３，１２および２４時間培養後，PBS
で洗浄し浮遊細胞を除去後，０．１％トリプシンを使
用して接着細胞を剥がした。その後コールターカウ
ンターにて接着細胞数を計測した。
成績および考察：いずれの時期においてもポリスチ
レンディスク上の接着細胞数がチタンとジルコニア
上より有意に多かった。また，チタンはジルコニア
よりいずれの時期においても多く，培養３，１２，２４
時間後において有意差が認められた（p＜０．０５）。

以上の結果から，ジルコニアはチタンよりも初期
接着において劣っているため，細胞接着性を高める
タンパク質のコーティングや表面性状の変更などの
改良が必要であると考えられた。

目的：近年，矯正用インプラントアンカーとしてイ
ンプラントを上顎頬側歯槽骨に応用するケースが増
加している。適切なインプラント手術には，顎骨の
解剖学的構造や歯根の位置関係が考慮されなければ
ならない。しかしながら，上顎頬側歯槽骨の基礎的
データを示した研究はほとんど報告されていないの
が現状である。そこで上顎歯槽骨における骨厚径測
定を行い，部位別の形態について考察を加えた。
方法：試料は東京歯科大学解剖学講座所蔵の日本人
乾燥頭蓋骨１０体２０側を用いた。試料は実質欠損のな
い有歯顎とし，これをマイクロ CT（HMX２２５ Ac-
tis４，Tesco Corporation, Japan）を用いて撮影を
行った。マイクロ CT の撮影条件は，管電圧１００
kV，管電流７０μA，１４０μm×１４０μm×５０μm voxel,
Matrix size１０２４×１０２４とした。頭蓋骨は試料台に
対して咬合平面が垂直になるように設置し，１２００枚
のスライスデータを取得した。得られたデータから
三次元立体構築ソフト（VG Studio, Volume Graph-
ics, Heidelberg, Germany）を用いて上顎骨内部構
造の三次元的観察を行った後，部位別における歯槽
骨厚径，頬側皮質骨厚径，口蓋側皮質骨厚径，槽間
中隔近遠心径の計測を行った。厚径計測は咬合平面

に平行で前鼻棘を通る線と切歯窩後縁を通る線の間
を５等分した線と各槽間中隔で，歯列弓に対し垂直
な断面の交点について行った。槽間中隔近遠心径の
計測は，各槽間中隔の近遠心に隣接するそれぞれの
歯槽の最大突出部を通る接線を歯列弓に対し垂直に
設定し，その両接線間を計測した。
成績および考察：上顎歯槽骨の頬舌径は小臼歯部で
最も厚く，前歯部・大臼歯部は小臼歯部と比較して
薄かった。とくに前歯部唇舌径は最も薄かった。ま
た，歯槽頂から根尖方向にむかって厚径が厚くなる
ことが確認された。上顎歯槽骨頬側皮質骨厚径，口
蓋側皮質骨厚径においても同様の傾向が認められ
た。口蓋側皮質骨厚径は頬側皮質骨厚径よりも厚い
が，小臼歯部では頬側皮質骨厚径のほうが厚かっ
た。槽間中隔近遠心径は第二小臼歯と第一大臼歯の
間，側切歯と犬歯の間で広く，中切歯と側切歯の
間，第一大臼歯と第二大臼歯の間で狭かった。

このことから中切歯と側切歯間の槽間中隔は頬側
皮質骨厚径が薄く，近遠心径も狭いため頬側歯槽骨
にインプラントアンカーを埋入するには最も注意を
要する部位であることが示唆された。

№２１：ジルコニアとチタン上で培養した上皮細胞の初期接着の比較
木村 裕１）２），松坂賢一１）２），吉成正雄３），井上 孝１）２）（東歯大・口科研・インプラント）１）

（東歯大・臨検）２）（東歯大・理工）３）

№２２：上顎歯槽骨における骨厚径計測
澤田幸作１），木下英明１），中原 賢１），松永 智１）２），井出吉信１）（東歯大・解剖）１）

（東歯大・口科研・hrc７）２）
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目的：従来の組織培養研究は，培養器（CO２イン
キュベーター）が与える固定した物理環境に細胞を
適応させることを前提としてきた。一方，初代細
胞，幹細胞の培養は細胞品質管理，特に変異防止の
観点から，個々の細胞種が存在した生体内環境を in
vitro で再現するという発想転換が求められる。本
研究は，最適なガス環境を瞬時に提供するオーダー
メイド培養システムを開発，口腔幹細胞の生体内環
境を in vitro で再現するための機構を解明すること
を目的する。
方法：１．これまで汎用された CO２インキュベー
ターは非気密性であり，ガス環境を維持するため，
センサーによるガス濃度制御が不可欠であった。そ
こで，細胞毎に個別培養可能な密閉式可容器を開
発，ガスセンサーを不要とする培養システムの構築
を行う。
２．従来の培養系は，細胞増殖率や分化を指標とし
て評価されることが多かったが，変異防止／品質管
理から体外で幹細胞維持のための疑似ニッチ環境を
必要とする。そこで，この環境を in vitro で再現す
るために酸素ガス濃度を５％まで低下させ，細胞細
胞の休眠状態と似た環境構築を試みる。また，大気
条件２０％O２と低酸素条件５％O２における細胞状態を
比較するため，細胞膜に介在する脂質ラフトマー
カー（CD５５，Cav－１）の発現を RT-PCR によっ
て比較検討する。さらに，組織染色よって，脂質ラ
フトマーカー Cholera Toxin Subunit B（CT-b）

とその下流に存在する転写因子マーカー Forkhead
transcription factors（FOXO）の発現ならびに局
在を検討する。
成績および考察：１．今回開発したオーダーメイド
培養システムでは，培養装置全体の酸素濃度を低下
させるのではなく，培養器内に直径７０mm 高さ２５０
mm の個別培養カプセルを設置，工場にて（５％
O２，５％CO２，９０％N２）調製済みガスボンベから直
接カプセル内に注入することでガスセンサーを不要
とし，５％O２環境を提供するまでの時間を従来の１５０
分から５分に短縮した。
２．RT-PCR の結果，２０％O２と比較して５％O２環
境下では細胞内外のシグナル伝達を介在する脂質ラ
フトの発現が低下していた。免疫組織染色において
も，５％O２環境下では脂質ラフトマーカーである
CT-b の発現が見られなかった。また，２０％O２では
転写因子（FOXO）の局在が細胞質に多くみられ，
転写活性型であることを示したが，５％O２環境下で
は，核に移行することで冬眠状態に似た不活性型を
示した。本研究において，細胞のニッチ環境構築す
る上で，従来の培養器ではなし得ない瞬時の至適酸
素濃度を提供できる個別培養システムが必須である
ことを明らかとした。

今後は，FOXO の上流に介在する phosphoinosi-
tide－３－kinase/Akt（PI３K/Akt）シグナルとの関
与を検討し，至適酸素濃度下における脂質ラフトを
介したシグナル伝達の詳細を明らかにする。

目的：筋肉に機械的刺激を与えると，筋に関連した
成長因子や神経伝達物質等の細胞外シグナルが作用
して筋芽細胞の分化と増殖，タンパク質の合成と代
謝などに影響を与えることが知られている。しか
し，機械的刺激を与えて分化を促進させた際に見ら
れる筋特異的転写調節因子の発現時期については報
告も少なく不明な点も残されている。そこで今回，
筋芽細胞へ機械的刺激を与え MyoD, Myf－５，Myo-
genin, MRF４の筋特異的転写調節因子の発現を観察
した。
方法：試料はマウス骨格筋筋芽細胞株 C２C１２を用
いた。１０％ウシ胎児血清と DMEM 培養液（Sigma
-Aldrich Co., St Louis, MO, USA）を用いて通法に
したがい培養を行い，機械的伸展を行った群（スト
レッチ群）と行わない群（コントロール群）で比較
した。培養条件は３７℃，５％CO２下で行い，機械的
伸展に Flexercell strain unit（Flexcell International
Corp．）を用いた。伸展刺激の強さは１５％伸張，速
度は１秒ごとに伸展・弛緩を繰り返した。伸展開始
直後を０時間として，１２時間後，２４時間後，３６時間

後，４８時間後に経過を観察した。MyoD, Myf－５，
Myogenin, MRF４の４つの筋特異的転写調節因子と
筋芽細胞の分化マーカーとして MyHC－２a につい
て，Western blotting 法と PCR 解析を用いて観察
を行った。
成績および考察：細胞数の変化をみると，ストレッ
チ群ではコントロール群に対して２４時間後と３６時間
後では有意に増加していた。筋特異的転写調節因子
の発現をみると MyoD, Myf－５は，ストレッチ群で
はコントロール群にたいして１２時間後で優位に多く
発現していた。Myogenin, MRF４では１２時間後およ
び２４時間後で有意に多く発現していた。筋芽細胞の
分化マーカーとして観察した MyHC－２a の発現を
観察すると３６時間後および４８時間後で優位に多く発
現していた。以上の結果から機械的伸展により筋芽
細胞の筋特異的転写調節因子が伸展開始初期にそれ
ぞれ活性化され筋芽細胞の増殖に影響を与え，その
後筋芽細胞の分化が進んでいくという筋芽細胞の増
殖分化に機械的刺激が与える影響の一端が明らかと
なった。

№２３：高精度オーダーメイド培養装置による口腔幹細胞のニッシェ環境構築
加藤靖浩１）２），兼子 智３），橋本貞充１）４），篠崎尚史２）（東歯大・口科研・hrc７）１）

（東歯大・市病・角膜センター）２）（東歯大・市病・リプロダクションセンター）３）

（東歯大・病理）４）

№２４：機械的刺激が筋特異的制御因子の発現に及ぼす影響
岸 飛鳥１），岩沼 治１）２），阿部伸一１）２），井出吉信１）（東歯大・解剖）１）（東歯大・口科研・hrc７）２）
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目的：これまで外側翼突筋の上頭および下頭の機能
に関し，筋電図学的および神経支配を観察した様々
な報告が行われている。報告の多くは上頭および下
頭は相反的な筋活動をするというものである。それ
らの考察の根拠のひとつに外側翼突筋の支配神経は
上頭および下頭で異なる部位から進入するというも
のがある。筋の支配神経を考える場合，支配神経が
筋内に進入したあとの筋内分布について観察する必
要があるが，この点については報告も少なく不明な
点がある。そこで今回外側翼突筋の上頭および下頭
の機能を考察するために重要な意味を持つ神経の筋
内分布について肉眼解剖学的に観察を行った。
方法：１０％ホルマリン溶液にて固定後，アルコール
にて保存された解剖実習用屍体から観察対象を採取
した。下顎骨関節突起，関節円板，卵円孔を出た直
後で切断した下顎神経を含めた外側翼突筋を一塊と
し切除したものを対象とした。実体顕微鏡下におい
て上頭および下頭へ進入した神経の筋内分布を詳細
に観察した。また１体２側の標本について Sihler

法を用いた神経組織透明標本作成を行った。すなわ
ち，摘出した標本を浸軟，染色，脱色，中和透明化
と段階を経て神経を選択的に Sihler 染色した後，
グリセリン中にて保存した。そして深側頭神経，咬
筋神経，頬神経，外側翼突筋神経の筋内分布を実体
顕微鏡下で観察した。
成績および考察：上頭には頬神経から分枝した外側
翼突筋神経が，下頭には下顎神経本幹から分枝した
外側翼突筋神経がそれぞれ進入していた。そしてそ
れぞれの筋腹内で分布した後，さらに他の筋腹へも
進入し分布する例もみられた。Sihler 法を用いるこ
とで選択的に染色された神経の走行が透明化された
筋肉内にみられるため，その分布形態がより正確に
観察可能となった。今回の結果より外側翼突筋の上
頭および下頭がまったく異なった作用，すなわち相
反的な機能を呈するということは考えにくく，機能
時に両筋腹は随伴的な動きをするのではないかとい
うことが示唆された。

目的：下顎頭軟骨は発生様式から二次軟骨に分類さ
れるが，その発生および形態形成を制御するメカニ
ズムについて不明な点が多い。Indian Hedgehog
（Ihh）は軟骨細胞の増殖や分化を調節することに
より四肢や体幹の骨格形成において重要な役割を担
うことが知られている。我々はこれまでマウス胎児
の下顎頭軟骨の発生過程において，Ihh が下顎頭軟
骨細胞の増殖，分化のみならず，関節円板の形成に
も関与していることを報告した。本研究の目的は生
後マウス下顎頭軟骨の形態形成における Ihh の役割
を明らかにすることである。
方法：生後１日齢（P１）から生後８週齢（８W）
の Ihh ノックアウト（KO）マウスおよび正常マウ
スを用い，下顎頭の形態形成を解剖学的，組織学的
に解析し，さらに，その形成過程における骨・軟骨
関連遺伝子の時空的な発現を in situ ハイブリダイ
ゼーション法により検索した。
成績および考察：正常マウスでは Ihh は前肥大軟骨

細胞に発現が認められ，Ihh の 受 容 体 で あ る
Patched（Ptch１）は軟骨細胞だけでなく，その上
層の表層部の線維芽細胞，増殖層の前軟骨細胞にも
認められた。Ihh と Ptch１の発現は加齢に伴って
減少が認められた。正常マウス下顎頭の成長板では
層構造が保たれ，下顎頭表層部より Histone H４C（細
胞増殖マーカー），Sox９（前軟骨細胞マーカー），
Ⅱ 型 コ ラ ー ゲ ン（Col Ⅱ，幼 弱 軟 骨 細 胞 マ ー
カー），X 型コラーゲン（Col X，肥大軟骨細胞
マーカー）により構成されていた。Ihh KO マウス
成長板の層構造は障害されており，Histone H４C,
Sox９，Col Ⅱの発現が減少し，軟骨細胞は早期に成
熟することにより軟骨内骨化が亢進していた。さら
に興味あることに，Ihh KO マウスでは，関節円板
が下顎頭または下顎窩の一部と癒合し，関節の形成
不全が認められた。以上の結果より，Ihh は生後の
下顎頭および関節円板の形態形成や機能維持に関与
することが示唆された。

№２５：外側翼突筋を支配する神経の筋内分布に関する肉眼解剖学的研究
中尾 正１），上松博子１），阿部伸一１）２），井出吉信１）（東歯大・解剖）１）（東歯大・口科研・hrc７）２）

№２６：生後マウス下顎頭軟骨の形態形成における Indian Hedgehog の役割
渋川義宏１）２），石塚洋一１）２），衣松高志１），山本茂樹１），渡辺一夫１），太田幹夫１），田﨑雅和２），
井上 孝２），山田 了１）２）（東歯大・歯周）１）（東歯大・口科研・hrc７）２）
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目的：骨粗鬆症等の骨代謝系疾患の増加により骨強
度に注目が集まる中，治療により患者の骨密度の値
が回復しても骨折のリスクは軽減されないとの報告
が あ る。こ の 事 は 骨 密 度 の み に よ る 骨 強 度
（BMD）の評価だけでは不十分で，骨質といった
新たな概念からも骨強度を捉える必要性を示唆して
いる。この様な情勢のもと，我々は骨質の指標とし
てナノオーダーで生体アパタイト（BAp）の配向
性に注目し解析を行っている。下顎骨は大腿骨のよ
うな長管骨と比較して複雑な荷重にさらされている
だけでなく，歯の喪失と共に吸収を起こす歯槽部と
いった特殊な形態を有する骨であることから，長管
骨とは異なった配向を示すと考えられる。そこで今
回，ヒト下顎第一大臼歯部皮質骨おける BAp 配向
性解析を行い，歯槽部－基底部での BAp 配向の異
方性を明らかにすると共に，骨密度の計測値と比較
検討することを目的とした。
方法：東京歯科大学解剖学講座所蔵の日本人実習用
遺体より，有歯顎下顎骨３側を採取し試料とした。

試料体を μCT を用いて三次元的な構造を確認し第
一大臼歯部を関心領域とし，第一大臼歯近心部，根
分岐部，遠心部で前頭断した切片標本を作製した。
その後，微小領域 X 線回折装置を用いて歯槽部４
部位，基底部で３部位での近遠心方向における BAp
配向性を解析した。また μCT のデータを用い同部
位での骨密度を計測も行った。
成績および考察：下顎骨において歯槽部で頬舌側共
に近遠心方向の BAp 結晶配向性は低く，下顎骨体
部では基底部に向け段階的に近遠心方向への高い
BAp 結晶配向性が観察され，歯槽部と基底部で異
なる結果が得られた。これは歯に加わる局所応力を
反映していると考えられ，BAp 結晶配向性が力学
機能と強く相関していると示唆される。

一方骨密度の値は歯槽部－基底部で大きな差は無
く，BAp 配向とは異なる結果を示した。これらの
結果から骨強度の評価には骨密度による従来の手法
だけでなく，結晶構造を考慮に入れたナノオーダー
による評価の必要性を示唆していると考えられる。

目的：骨粗鬆症は骨代謝障害を伴うことからインプ
ラント治療のリスクファクターと言われており，閉
経後に生じる高代謝回転型骨粗鬆症では，骨損傷部
の創傷治癒の遅延が報告されている。しかし低代謝
回転型骨粗鬆症（老年性骨粗鬆症）においては，動
物実験による創傷治癒過程の解明は全く行われてい
ない。したがって，今後益々増加が予測されている
老年性骨粗鬆の骨形成過程の追究は，インプラント
治療にとって極めて重要な課題である。近年，整形
外科領域では骨の創傷治癒促進に低出力超音波パル
ス（LIPUS）が注目されている。しかし LIPUS が
骨粗鬆症の骨治癒に及ぼす影響については報告が少
ない。

そこで今回我々は，低代謝回転型骨粗鬆症モデル
マウス SAMP６を用いて低代謝回転型骨粗鬆症に
おける骨欠損部の治癒過程に，LIPUS 照射が及ぼ
す影響を検討した。
方法：実験動物は実験群として１８週齢の雄性
SAMP６（P６），対照群として１８週齢の雄性 SAMR
１（R１）を用いた。大腿骨にラウンドバー（φ０．９
mm）を用いて皮質骨を穿通する骨欠損を形成し
後，LIPUS 照射を行うものを照射群，行わないも
のを非照射群として実験に供した。術後７日後より

照射群に対して６日間 LIPUS 照射（１MHz ３２０
mW １５分／日）を行い，術後１４日後に照射群，非
照射群ともに屠殺し中性ホルマリンにて灌流固定後
に大腿骨を採取した。採取した試料より脱灰薄切標
本を作製し H-E 染色を行い光学顕微鏡下で観察し
た。
成績：R１非照射群では母床骨から連続する幼弱な
新生骨の形成がみられ，不規則な梁状構造を呈した
新生骨基質の増生が認められた。一方，P６非照射
群の新生骨形成量は R１に比較して少なかった。

また，R１照射群では R１非照射群と比較して骨
小腔が狭窄し明瞭な層板構造が見られる皮質骨の形
成が認められた。P６照射群においても P６非照射
群と比較して骨の成熟が認められた。母床骨から連
続する層板構造を呈した新生骨の形成が認められ
た。
考察：老年性骨粗鬆モデルマウス SAMP６の骨治
癒過程が SAMR１と比較して骨形成の低下が認め
られた。また LIPUS 照射によって SAMP６におい
ても，骨欠損部治癒の促進がみられたことから老年
性骨粗鬆症のインプラント治療における LIPUS の
有用性が示唆された。

№２７：ヒト有歯顎下顎皮質骨大臼歯部における，生体アパタイト結晶の配向性
森岡俊行１）４），古屋英敬３）４），松永 智３）４），吉成正雄２）４），井出吉信３）４），矢島安朝１）４）

（東歯大・口腔インプラント）１）（東歯大・理工）２）（東歯大・解剖）３）

（東歯大・口科研・インプラント）４）

№２８：低代謝回転型骨粗鬆症モデルマウス（SAMP６）の骨治癒過程に低出力超音波
パルス（LIPUS）照射が及ぼす影響
吉田有智１）２），佐々木穂高１）２），古谷義隆１）２），吉成正雄２）３），矢島安朝１）２）

（東歯大・口腔インプラント）１）（東歯大・口科研・インプラント）２）（東歯大・理工）３）
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目的：歯周病は多因子性の疾患であるが，細菌感染
がなければ発症しない。現在，従来の培養法に代わ
り，DND 診断が可能となってきた。また歯周ポ
ケット内の細菌叢の検索には唾液によるスクリーニ
ングに有用性が認められている。今回産総研，伊東
歯科医院において歯周病関連菌の検索を行い，若干
の知見を得たので報告する。
方法：歯周病ならびにインプラント治療前に各歯牙
のポケットの深さ，Clinical attachment level とプ
ロービング時の出血の有無（BOP），動揺度，抜去
された歯牙ならびに智歯の有無を記録した。その後
唾液を採取し，BML 社に歯周病関連菌の検査を依
頼した。検査菌群は主として，Aggregatibacter
actinomycemcomitans（Aa），Prevotella intermedia
（Pin），Porphyromonas gingivalis（Pg），Tannerella
forsythia（Tf），Treponema denticola（Td）の５
菌種とした。各被験者の検出菌とポケットの深さ，
抜去歯数，智歯の有無等を比較検討した。
成績および考察：被験者総数は８７名であり，そのう
ち８０名に歯周病関連菌は検出され，negative 症例

は７例であった。
① Aa は２０例，Pin は４８例，Pg４２例，Tf７０例，Td
３２例で，単独検出例は Aa で２例，Pin, Pg, Td で
１例，Tf１４例で，いずれも Tf の検出例が多かっ
た。
②相互検出として Pin, Pg, Tf の組み合わせが多
く，ついで Td の共存する例がみられた。
③ Aa の検出例は他に比べ少ないが，Aa の検出症
例は他の細菌群と共存することが多いようであっ
た。

被験者８７名の内８５名のポケットの深さ５mm 以上
を有する歯牙数と検出菌群とを比較すると
④８５名の平均は上顎で３．８３，下顎で３．３３であり，
negative 症例７名のそれは，１．１３，１．１４であった。
⑤ Tf 単独検出１４例では上顎２．２１，下顎２．５０で。Tf
合併症例５６例では４．５４，３．６１であった。
⑥ Aa 合併例１８例では５．８３，４．３３，Pin 合併例４６例
では４．５７，４．０８，Pg 合併例４１例では５．４６，４．２４，
Tdg 合併例３１例では５．１８，４．８７，Pg と Tf 合併例
３６例では５．７４，４．４０であった。

目的：機能回復を図る患者の口腔内を良好な状態に
保つように指導することは，歯科衛生士の重要な役
割である。特にインプラント治療を行った患者に
は，定期的な歯科衛生士によるメインテナンスと毎
日の患者自身による口腔内管理がなければ，インプ
ラントの長期安定は望めない。インプラント部の清
掃性の向上を目標に，ブラッシング技術を上達させ
た結果，歯周炎の改善ばかりでなく，アフタの再発
および口腔乾燥感が少なくなった患者症例を報告す
る。
症例：５５才，男性。患者は，他院で左側上下顎臼歯
部にインプラント埋入したが，術後感染が生じ，頬
部蜂窩織炎のため当科へ紹介され来院した。消炎
後，インプラント上部構造を含め，当科でその後の
処置を行うこととなった。患者は，プラークコント
ロール不良で，全顎的に骨の水平吸収がみられ，歯
周ポケット８mm 以上のところが数箇所あり，中等
度慢性歯周炎と診断された。特に下顎前歯唇側にプ
ラークの蓄積がみられた。また，患者は３０代から，
再発性アフタがみられ，常に口腔内に痛みを感じて
いた。それに加えて，口腔内の乾燥感を訴えてい
た。まず，うがいを励行させ，アフタに触れないよ

うにプラークを除去できるようブラッシングを指導
することから始めた。
考察：インプラント治療における口腔内管理の徹底
は，インプラント埋入前までにできていることが理
想である。本症例は，他院にてプラークコントロー
ルが不良であるにもかかわらず，インプラントが埋
入された症例であった。インプラントの長期安定を
計りたいという思いが，患者に口腔内管理の重要性
を自覚させ，ブラッシング技術を向上させた。その
結果，歯周病の改善が図られ，再発性アフタの消
失，口腔乾燥感の軽減へもつながった。インプラン
ト治療では，歯科衛生士が積極的に患者に口腔内管
理の重要性を理解させることが，インプラントの予
後を左右する重要な因子であると考えられる。イン
プラントの長期安定を図るためというモチベーショ
ンが，インプラントだけでなく患者の口腔内全体の
健康につながることが示唆された。今後この患者
は，モチベーションが下がる可能性も予測されるた
め，歯科衛生士によるインプラントのメインテナン
スおよび残存歯に対するサポーディブペリオドンタ
ルセラピーに来院してもらう間隔を短くし，健康な
口腔内を維持していきたいと考えている。

№２９：一般歯科外来における歯周病関連菌の検索
大野朝也（茨城県）

№３０：インプラント治療における口腔内管理の重要性 －複数の症状を訴える中等度
慢性歯周炎患者の口腔衛生指導の一例－
尾谷始子１），升田菜穂子１），貝谷深雪１），石橋佑季子１），太田光江１），古谷義隆１），伊藤太一１），
矢島安朝２）（東歯大・千病・歯衛）１）（東歯大・口腔インプラント）２）
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目的：本研究の目的は，学齢期における児童生徒の
食品受容応答（Food acceptance response（FAR）
score）に関連する咬合状態や食生活習慣の要因を
解析し，学校保健における食育推進に活用すること
である。
方法：対象者は，市川市の小学４，５年生（男子４１２
名，女子４１３名），中学１，２年生（男子３４８名，女
子４１３名）である。調査方法は，食生活習慣に関す
る質問紙調査，口腔診査，咬合検査（Occluzer, FPD
７０７，GC）を実施し，咀嚼能力を表す指標として
FAR score を作成した。FAR score は斉藤らの料
理別咀嚼回数ガイド（１９９５）より２０品目の食品を選
択し，「噛むのが難しい（１点）」，「あまりうまく噛
めない（２点）」，「なんとか噛める（３点）」，「食べ
られる（４点）」，「嫌い（５点）」とし，「嫌い」を
除外したスコアの総点数を食品数で除した数値とし
た。さらに，FAR score の２５パーセンタイル値を
基準として，生徒を「咀嚼能力が低い群」と「咀嚼
能力が高い群」に分け，これに関連する要因解析を
ロジスティック回帰分析により行った。
成績および考察：FAR score の平均値は小学生が

３．８９±０．２３，中学生が３．９４±０．１３であった。咬合力
は小学生で３５２．３９±１８１．５６（N），中学生で３７９．６９
±１６９．２１（N）であり，咬合接触面積は小学生で７．３０
±４．１８（mm２），中学生で８．７６±４．２２（mm２）であっ
た。これらの値は，田村らの個性正常咬合の小児よ
り求めた基準値（小児歯誌，３６：１９９８）よりも低い
数値であった。性別，年齢を調整したロジスティッ
ク回帰分析の結果，FAR score に有意に関連する
独立要因として食生活習慣の項目からは「生活習慣
病の知識不足（調整オッズ比：１．６８）」，「食べ物を
水かお茶で流し込む（１．３６）」，「べちゃべちゃと音
を立てて食べる（１．７２）」，「家族に良く噛んで食べ
るよう注意される（１．７１）」，「友達よりも食事が早
い，または遅い（１．３９）」および「食べ物に好き嫌
いがある（１．８４）」が選択された。口腔内状態とし
て「混合歯列期（１．５４）」，咬合検査項目からは「咬
合力が２４５（N）未満（１．８０）」が選択された。これ
らの結果は，学齢期の児童生徒の FAR score が食
生活習慣および咬合状態と関連があることを示唆し
ている。

№３１：児童生徒の食品受容応答に関連する要因解析
－市川市ヘルシースクール「すこやか口腔健診」より－
浮谷得子１）２），大澤博哉２），竜崎崇仁１），櫻井美和２），杉原直樹２），須山祐之２），今井光枝２），
茂木悦子３），松久保 隆２）（市川市歯科医師会）１）（東歯大・衛生）２）（東歯大・矯正）３）
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目的：重度の歯周病に罹患し抜歯を余儀なくされた
症例は，顎堤が著しく吸収してしまう。特に前歯部
における欠損補綴は，審美性を大きく損ない必ずし
も患者の満足を得ることはできない。そのため，歯
槽堤増大術は欠損部顎堤を補うことにより，本来の
歯冠長の補綴物を作製することが可能となる。今
回，３歯欠損という広範かつ著しく顎堤の吸収した
症例に対し，歯槽堤増大術を応用し良好な結果が得
られたので報告する。
症例：患者は５３歳の女性。「前歯の治療について相
談したい。」ということを主訴に来院した。初診時
の口腔内は臼歯部を中心に４～９mm，主訴である
上顎中切歯は５～８mm の歯周ポケットを認めた。
また画像診断では，全顎的に中等度～重度の水平性
骨吸収，臼歯部においては垂直性骨欠損も認められ
た。当該歯は骨支持がなく，上顎左側側切歯におい
ても近心側は根尖に達する骨吸収を認めた。歯周基
本治療及び臼歯部の歯周外科処置を行い，その後上
顎両側中切歯ならびに上顎左側側切歯の抜歯を行っ
た。欠損部顎堤は，水平及び垂直的に陥凹してお
り，補綴時に審美障害をきたすことが予想された。
そのため，結合組織移植を用いた歯槽堤増大術を行
うこととした。

欠損範囲が大きいため処置を２回に分け，１回目
は垂直的，２回目は水平的な回復を目的に行った。
まず上顎右側側切歯及び左側犬歯の歯肉溝切開と遠
心の縦切開，そして欠損部の歯槽骨頂部へ水平切開
を行い，部分層弁により受容側を形成する。供給側
は左側口蓋とし結合組織を採取し，移植片をトリミ
ング後，受容側である歯槽頂部へ埋入し縫合した。
それから約３ヵ月後に２回目の処置を行った。１回
目と同様，両隣在歯の歯肉溝切開と欠損部の歯槽骨
頂部への水平切開を行い，部分層弁を形成した。た
だし縦切開は行わず受容側を袋状にした。供給側は
右側の口蓋とし，上皮を含む結合組織を採取，トリ
ミング後受容側へ挿入し縫合した。術後約１年経過
したが吸収することなく経過良好である。
考察：日常臨床において，前歯部の歯槽堤が吸収
し，くぼんだ症例は多く見られる。その多くはポン
ティックにより，くぼみを補っているため審美性を
損ないやすい。しかし本症例のように歯槽堤の増大
を図ることにより，非常に効果的に審美性を回復し
うるため，本法は補綴処置を容易にする有効な手法
であるといえる。しかしながら，長期経過にわたる
症例報告は少なく，今後定期的な経過観察をする必
要があると思われた。

目的：近年，歯肉退縮における根面の被覆材料とし
て無細胞性真皮マトリックス（ADM）が注目され
ている。ADM は，ヒト皮膚由来材料であり，表皮
細胞層の基底膜とコラーゲン線維束から構成されて
おり，細胞成分の除去がなされている。ADM の根
面被覆における受容組織である歯肉結合組織との相
互作用についての検索は行われているが，ADM と
歯根膜由来細胞との相互作用では意見の一致をみて
いない。歯周組織の種々なる再生法で歯根膜組織の
足場として β-TCP 顆粒の有効性が示されている。
本研究の目的は，ADM を用いた根面被覆法で β-
TCP が歯根膜由来細胞に及ぼす影響を検索するこ
とである。
方法：実験にはビーグル犬を用いた。実験開始６週
前に歯肉弁を剥離，歯槽骨を縦６mm・横５mm で
除去し，骨欠損形態に一致させて歯肉弁を切除し，
根面を露出させ，歯肉退縮母地を作製した。実験開
始時，歯肉弁を剥離し，露出根面のスケーリング
ルートプレーニング後，CEJ と骨欠損最根尖側部
にノッチを付与した。対照群は歯肉退縮部位に

ADM のみを応用し，実験群は β-TCP 及び ADM
を応用後，歯肉弁歯冠側移動術を行った。観察期間
は８週とした。２０％ホルマリンにて潅流固定後，１０
％蟻酸にて脱灰，通法によりパラフィン標本を作製
し，H-E 染色及び Verhoeff ’ s 染色を行い，鏡検し
た。
成績および考察：対照群及び実験群において歯根表
面に応用した ADM は，周囲の歯肉結合組織のコ
ラーゲン線維の ADM 内への侵入によって一体化
し，露出した歯根表面には幅の厚い歯肉結合組織で
被覆されていた。Verhoeff ’ s 染色により ADM 内
に存在するエラスチンマトリックスは，日時の経過
とともにその発現量を減少していた。歯根表面と
ADM 間の歯根膜組織の動態では，実験群において
β-TCP 顆粒を介しての歯冠側方向への明らかな歯
周組織再生を生じていた。

以上の結果より，ADM を用いた歯肉退縮療法に
β-TCP 顆粒を応用することで，ADM と歯根表面
に良好な歯周組織環境を獲得することが示唆され
た。

示 説

№３２：３歯欠損症例に対する結合組織移植を用いた歯槽堤増大術
細川壮平，二階堂雅彦，古澤成博（東歯大・口健・総歯）

№３３：β-tricalcium phosphate（β-TCP）の無細胞性真皮マトリックスを用いた歯肉
退縮療法に及ぼす影響
大久保信貴１），藤田貴久１），太田幹夫１），山本茂樹１），渋川義宏１），松本恭宜２），山田 了１）

（東歯大・歯周）１）（大分県）２）
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目的：組織再生誘導法（GTR）で保護膜の歯への
固定は，上皮細胞の侵入を阻止し，歯根表面に歯根
膜由来組織を伸展させるうえで重要である。しか
し，従来，保護膜の歯面への固定法として縫合糸に
よる方法が用いられているが，操作性が煩雑であり
十分な固定効果が得られていない。４－META/
MMA-TBB レジン（４－META レジン）は，歯面
への強固な接着性と歯周組織への為害性の少ないこ
とが報告されている。本研究の目的は，保護膜の４
－META レジンを用いた固定法が GTR に有効で
あるか否かを検索することである。
方法：実験にはビーグル犬（体重９～１１kg）を用
いた。実験開始１２週前に下顎左右側第３，第４前臼
歯の頬側近心根部に CEJ より高さ７mm，近遠心
幅５mm の頬側裂開型骨欠損を作製し，CEJ 及び
ルートプレーニング最根端側部にノッチを付与し
た。印象材を填入し，実験開始８週前に印象材を除
去した。実験開始時に保護膜の固定法として対照群
は縫合糸，実験群は４－META レジンで行った。な

お，４－META レジンによる固定は，骨欠損部に膜
を応用後，筆積法を用いた。それぞれ観察期間は術
後８週とした。実験群は EDTA にて脱灰後アセト
ンにて４－META レジンを溶解，対照群は通法にし
たがいパラフィン標本を作製し，H-E 染色を行
い，鏡検した。
成績および考察：実験群では，非吸収性膜および吸
収性膜ともに４－META レジンによって根面に接着
していた。本法の４－META レジンによる再生組織
における炎症性反応は認められず，表皮細胞の根尖
側方向への侵入の阻止および保護膜と根面間に歯周
組織（再生セメント質および再生歯槽骨）の再生を
認めた。対照群では，縫合糸による固定法により表
皮細胞の根尖側方向への侵入は阻止および再生セメ
ント質及び再生歯槽骨の形成を認めた。以上の結果
より，４－META レジンによる保護膜の固定法は，
操作性が簡便であり，十分な組織再生を誘導し GTR
に有効であることが示唆された。

目的：掌蹠膿疱症は，手掌や足蹠に膿疱や赤斑を生
じ，胸鎖関節炎を伴い悪化と軽快を繰り返す難治性
皮膚疾患である。本疾患は慢性歯性病巣との関連が
指摘されているが，多因子からなるため，歯科だけ
では対応が難しく，皮膚科，耳鼻咽喉科，整形外科
との連携が重要である。今回われわれは，シクロス
ポリン（免疫抑制剤）を投与したが症状改善が認め
られない症例に対し，歯周治療と副作用の少ないビ
オチン（ビタミン H）の内服を行い，皮疹が改善し
た症例を経験したので報告する。
症例：５６歳 男性 ２００７年７月当科初診
主訴：手掌，足蹠の皮疹，胸鎖関節炎
現病歴：２００５年９月に中耳炎の症状が出現後，手
掌，足蹠の皮疹発現。某大学皮膚科にて約２年間シ
クロスポリンを内服加療するも，症状改善が認めら
れず，当院皮膚科を受診した。同日，皮膚科より歯
性病巣の精査および加療を目的とし当科紹介とな
る。
既往歴：高血圧症
口腔内所見：口腔清掃状態は不良で全顎的に歯肉は
発赤・腫脹し，歯石沈着が多く認められた。プロー
ビングデプスは２～８㎜で，BOP８５％，PCR１００％
であった。レントゲン写真にて根端病巣は認められ

なかった。
経過：皮膚科では２００７年８月にシクロスポリン内服
を中止し，２００７年７月よりビオチン内服開始。当科
では，歯肉の炎症が強く口腔清掃状態が不良であっ
たため，TBI を繰り返し，スケーリング・ルート
プレーニングも積極的に行った。患者に対し掌蹠膿
疱症と歯周病の関連について説明し，モチベーショ
ン向上に努めた。口腔内は歯肉の発赤・腫脹，PCR
値，歯周ポケットの改善を認め，２００８年２月頃より
皮疹および胸鎖関節痛が消失した。現在も再発はみ
られず，２ヶ月に１回のメインテナンスをおこなっ
ている。
考察：掌蹠膿疱症は慢性歯性病巣との関連が指摘さ
れているものの，歯科的な治療を受けずに皮疹のみ
の治療を受けることも多い。今回われわれは，副作
用の多いシクロスポリンの使用を中止し，皮膚科で
のビオチン内服による治療と，当科で歯科衛生士に
よる歯周治療を行い，皮疹と胸鎖関節炎が改善した
症例を経験した。本症例を経験し，口腔の慢性炎症
は全身と深く関わっていることを再確認した。今後
も歯科衛生士の立場から歯周治療を通じ，全身の健
康に寄与していきたと考えている。

№３４：保護膜の４-META/MMA-TBB レジンを用いた固定法による組織再生誘導法
富田幸代１）３），山本茂樹１），山之内一也１），渋川義宏１），下野正基２），山田 了１）（東歯大・歯周）１）

（東歯大・病理）２）（東歯大・千病）３）

№３５：歯周治療により掌蹠膿疱症の症状軽減を認めた１症例
髙柳奈見１），土屋佳織２），雨宮智美２），大屋朋子２），多比良祐子２），清住沙代２），奥井沙織２），
馬場里奈２），藤平弘子２），浮地賢一郎２）３），高田篤史２）３），森本光明２）３），山根源之１）２）３），髙橋愼一４）

（東歯大・口腔がんセンター）１）（東歯大・市病・歯科口外）２）

（東歯大・オーラルメディシン口外）３）（東歯大・市病・皮膚科）４）
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目的：本講座におけるポストグラデュエートコース
は平成６年度に発足し，歯周療法学の臨床経験を通
じて専門的知識と臨床技能を修得することを目的と
している。
症例：重度慢性歯周炎の症例に対し，再生療法を含
む歯周外科治療と咬合回復治療により良好な結果が
得られた症例を提示する。
１．初診時データ
患 者：７３歳 女性
初診日：平成１７年６月１７日
主 訴：虫歯と歯周病の治療を希望。
既往歴：大腸がんおよび乳がんの治療を行う。
現病歴：平成１７年５月まで上顎左側前歯を近隣の開
業医にて治療を受けていたが暫間補綴の状態で１８年
の８月まで処置の延期を言われ不安になり本大学付
属病院に来院。
２．診査・検査所見

１）口腔内所見
初診時の PCR は８６％で，口腔ケアに対する

意識は低下していた。全顎にわたり歯肉の発
赤・腫脹が認められた。歯周ポケットは全顎的
に４～８mm であり，多数歯に BOP（＋）を
認めた。３１，３２は高度な支持骨の喪失，動揺お
よび排膿を生じていた。１２，２２は先天性欠如，
３３の唇側転移を認めた。

２）エックス線所見
多数歯に歯肉縁下歯石および垂直性骨吸収を

認めた。

３．診断：重度慢性歯周炎
４．治療計画

１）歯周基本治療：口腔衛生指導，SRP
２）再評価
３）歯周外科治療：フラップ手術，再生療法
４）再評価
５）MTM
６）歯周補綴処置
７）SPT

５．治療経過
歯周基本治療は炎症のコントロールを最優先し，

炎症及び歯の動揺が軽減した。再評価後，歯周外科
治療において３７の根分岐部病変２度に対してエムド
ゲインを応用した。１６の口蓋根に深い根面う蝕と根
分岐部を認め，トライセクションを行った。１１，
２１，２４，２５，２６，２７，４５に対しフラップ手術を行っ
た。再評価において歯周ポケットの著しい改善が認
められた。咬合回復治療において３３の唇側転移に
MTM を行い，その結果，下顎前歯部の補綴処置を
良好に行えた。再評価後 SPT へ移行した。
考察：本症例は患者の口腔ケアの意識の低下による
口腔清掃不良および歯列不正で重度歯周組織破壊を
生じたケースである。口腔ケアーに対する十分なモ
チベーションを行うことで，再生療法含む歯周外科
治療，機能的な補綴治療により良好な結果が得られ
た。今後はさらにプラークコントロールの維持を重
視した SPT を行っていく予定である。

目的：東京歯科大学千葉病院では，平成２０年７月に
摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援
科の診療を開始した。当科の診療内容は，摂食・嚥
下リハビリテーションを主体に外来，訪問診療，医
療相談を通じて地域医療連携を推進することであ
り，稼働１年後の現状を明らかとし，今後の方針に
ついて検討することを目的とした。
方法：稼働を開始した平成２０年７月以降，平成２１年
７月までの初診患者１５３名（男性８８名，女性６５名，
年齢０歳～９４歳，平均年齢５８．７歳）のリストをもと
に，居住地，紹介元，診療形態（外来／訪問），基
礎疾患，主訴，月別診療動向について集計した。
成績：居住地は，千葉県内がほとんど（９２．８％，１４２
名）で，うち千葉市内が４７．２％（６７名），船橋市が
９．２％（１３名）の順であった。他都県は東京都と埼
玉県がそれぞれ３名の順であった。紹介元は院外
５８．２％（８９名），院内３３．３％（５１名），紹介なし８．５
％（１３名）であった。診療形態は外来６５．４％（１００

名），訪問診療３４．６％（５３名）であった。基礎疾患
は，脳血管障害が３４．０％（５２名）で最も多く，次い
で口腔癌が１８．３％（２８名），発 達 障 害１５．７％（２４
名），神経筋疾患が８．５％（１３名）の順であった。特
定の病名はないが，加齢に伴う者も存在した。主訴
は摂食・嚥下障害に関連するものがほとんど（９３．５
％，１４３名）で，歯痛などの歯科疾患が６．０％（９
名）であった。月別診療動向は，次第に在宅訪問診
療の頻度が増加の傾向であった。
考察：当科開設１年目の傾向としては，脳血管障害
の摂食・嚥下障害を中心に訪問診療での対応が伸び
ている。地域生活期における摂食・嚥下リハビリ
テーションの担い手の不在は一般的な問題である
が，当科の活動は打開に向けた第一歩ともいえる。
しかしながら，依然ニーズを充足するにはほど遠
く，地域での従事者養成をも踏まえつつ，将来を見
通した診療の継続が求められていると考える。

№３６：歯周病学講座ポストグラデュエートコース第１１期生による症例提示
水野剛志１），中西伸介１），大井陽生２），小杉加奈３），佐伯明宣３），山本茂樹１），山田 了１）

（東歯大・歯周）１）（東京都）２）（千葉県）３）

№３７：摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科開設１年後の臨床統計
石田 瞭１）３），大久保真衣１），杉山哲也１）２）（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ）１）

（東歯大・有床義歯補綴）２）（東歯大・クラウンブリッジ補綴）３）
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目的：本学の臨床実習では，従前よりいわゆるロー
テート方式での教育がなされてきた。この方式は，
教科別の学習を行いやすく，また学生が均等で幅広
い症例を見学できるなどの長所がある一方で，患者
の初診から治療終了に至る一連の流れを理解しにく
いという問題があった。この改善策として，臨床実
習に「一口腔単位での教育」を組み込むことが，平
成１９年度教育ワークショップ「臨床実習中の新たな
教育フレーム」で提案された。本実習は千葉病院総
合診療科を主な教育場所として平成２０年度登院学生
（１１５期生）より実践され，現在２年目に突入し
た。これまでの経過を振り返り，その問題点と今後
への展望を考察する。
方法：「一口腔単位の教育」は，①同一患者担当実
習と②臨床研修歯科医との合同カンファレンスへの
参加という２つの方法により実施されている。これ
らの教育方法に対し，これまでに学生側，研修医
側，総合診療科およびその他の専門科から挙げられ
た不満や問題点をまとめた。なお，学生側からの意
見については，１１５期生を対象に行った無記名アン
ケートより抽出した。さらに，これらの意見から今
後の対応策を検討した。
成績および考察：学生側からは，「治療計画立案の

難しさを認識できた」「日々臨床で疑問に感じてい
たことを解決できた」などのポジティブな意見が
あった一方で，「見学だけの実習は意味がない」「研
修医のやる気を感じないため，あまり有意義でな
い」「臨床研修の場に学生が参加するのは疑問」な
どのネガティブな意見も多く認めた。一方研修医側
からは「登院学生の態度が悪い」「研修医と学生間
の連絡手段の不備」を指摘する声があった。また，
教育を担当する総合診療科指導医からは，「ロー
テート各科の臨床実習と本実習の優先順位が不明
瞭」「各々の連絡不行き届きによる実習効果の低
減」が指摘された。本実習は，臨床研修歯科医が登
院学生を教え，それを指導医が統括する，いわゆる
屋根瓦方式での教育を前提に開発された教育システ
ムである。しかしながら，そのコンセプトが学生，
研修医のみならず，指導医に対しても十分に周知で
きていなかったために，各自の役割が認識できてお
らず，モチベーションが低下してしまったことが相
互の連絡が疎遠になった理由の１つと考えられた。
今後は既存の問題点を解決することで，学生，研修
医の双方にとって学習効果の高い教育システムへと
改善する必要があるものと思われた。

目的：混合歯列期の鋏状咬合は咀嚼機能，顎運動に
悪影響を及ぼすだけでなく，下顎骨の正常な成長発
育を阻害することが充分考えられる。そのため，早
期の咬合の改善が望まれる。しかし，垂直的，水平
的問題を有しており治療が困難なことが多い。

今回，我々は混合歯列前期の両側性鋏状咬合の患
者に，上顎歯列幅径の縮小を図るために咬合挙上を
兼ねたボンド型のクワッドへリックスを考案し，良
好な治療結果を得たので報告する。
症例：初診時年齢９歳２ヵ月の男児。近医にて臼歯
部の咬合異常を指摘され来院した。顔貌所見では，
正貌は左右対称で，側貌は Convex type であっ
た。口腔内所見では，Dental age ⅢAで，Overbite
＋５mm,Overjet＋８mm であった。上顎前歯部に
空隙がみられ，両側性の鋏状咬合を呈し，咬合関係
は Angle Ⅱ級であった。セファロ分析では，SNA
７９．０°，SNB７５．０°と軽度の下顎後退を示し，U１
to FH １２２．０°，Interincisal angle１０９．５°と上下
顎前歯の唇側傾斜がみられた。以上より，軽度の下
顎後退を伴う両側性鋏状咬合と診断した。治療目標
は上顎歯列幅径の縮小と下顎歯列幅径の拡大を図

り，臼歯部の咬合を確立，安定させ，大臼歯のⅠ級
関係を獲得することとした。治療として，上顎歯列
は咬合の挙上と装置の維持のため第１乳臼歯から第
１大臼歯まで両側咬合面をレジンで被覆し，０．０４０
inch のクワッドヘリックスワイヤーで連結した装
置を活性化して接着した。さらに，下顎歯列はバイ
ヘリックスを装着して下顎歯列幅径の拡大を行っ
た。５ヵ月後，鋏状咬合が改善された。その後，大
臼歯のⅡ級関係の改善を行うためにサービカルヘッ
ドギアを装着し，永久歯列完成まで定期観察を行っ
た。１年８ヵ月後，上下顎歯列に空隙はあるもの
の，大臼歯のⅠ級関係を獲得した。
考察：これまで数例の混合歯列期の治験例報告がさ
れているが，その多くは片側性の鋏状咬合に対し
て，舌側弧線による下顎歯列の拡大を主な治療目的
にしたものである。そして，両側性の鋏状咬合に上
顎歯列の縮小を積極的に治療メカニクスに組み入れ
た報告は見当たらない。今回我々はボンド型クワッ
ドヘリックスを考案して，効率的な咬合の挙上と上
顎歯列幅径の縮小を達成でき，良好な治療結果を得
ることができたと考えた。

№３８：新規臨床実習「一口腔単位の教育」の現状と今後の展望
亀山敦史１），山倉大紀１），久永竜一２），野村武史３），片田英憲４），森永一喜５），中澤妙衣子５），
久木留伸享１），杉山利子１），野呂明夫１），近藤祥弘１），伊藤明代６），中島一憲７），武田友孝７），
高橋俊之１），高瀬保晶１），河田英司８），矢島安朝９），井上 孝１０），一戸達也１１），角田正健１）

（東歯大・千病・総合診）１）（東歯大・クラウンブリッジ補綴）２）（東歯大・口外）３）

（東歯大・口健・矯正）４）（東歯大・保存）５）（東歯大・歯周）６）（東歯大・スポーツ歯）７）

（東歯大・理工）８）（東歯大・口腔インプラント）９）（東歯大・臨検）１０）（東歯大・歯麻）１１）

№３９：混合歯列前期の両側性鋏状咬合の１治験例
金子和佳子１），高久佐紀子２），西井 康２），野嶋邦彦２），末石研二２）（東京都）１）（東歯大・矯正）２）
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目的：口腔周囲筋の機能異常が不正咬合の原因のひ
とつであることはよく知られている。中でも舌に関
しては，咬合に影響を与えるのは機能時ばかりでな
く，安静時舌位も大いに関連すると考えられる。嚥
下時や発音時における舌運動動態の検討として，超
音波診断装置を使用して観察する方法があるが，こ
れは被験者の口腔内での違和感が少なく，負担をか
けず，非侵襲的に軟組織の描出に優れているためと
考えられる。しかしながら安静時の舌位についての
検討は今まで行われていない。そこで今回，超音波
診断装置を用い，安静時の舌位について観察を試み
たので報告する。
方法：被験者は，いわゆる個性正常咬合者（男性４
名女性６名，２５～３０歳）１０名とした。事前にアン
ケートと口腔内の診査をおこなった。舌位に関して
は，舌側方部の圧痕の有無，舌癖の有無等，また安
静時での鼻呼吸，口呼吸の有無等について観察し
た。舌位の計測として，超音波診断装置 GE 社製 LO-
GIQ Book XP を用いた。FH 平面が床面と平行に
なるように被験者を着席させ，リラックスした状態

でプローブを被験者の顎下に定めた。口腔内での前
方方向の描出範囲が確認できるように，口腔内にポ
ジションマーカーを設置し，矢状断 B モード画像
での舌背面の描出を行った。描出範囲が確認された
後，ポジションマーカーを外し，しばらくしてか
ら，安静時の舌背面を描出した。その後舌尖を切歯
乳頭付近につけるよう舌の挙上を指示し，舌位の変
化を観察した。
成績：超音波診断装置における舌背面の描出におい
て，舌の挙上を指示した時と安静時の舌位の変化は
ほとんど認められなかった。またアンケート結果や
口腔内診査項目からは明らかな関連は認められな
かった。
考察：個性正常咬合において，安静時と舌挙上時に
おいて舌位の差が認められなかったことがわかっ
た。これは安静時において舌が常に挙上されている
ためと考えられた。不正咬合の中で開咬などは舌が
低位になりやすいと考えられており，今後，本方法
を用いて不正咬合者での安静時と舌挙上時での舌位
の変化の比較検討が必要と考えられた。

目的：東京歯科大学歯科矯正学講座の卒後研修課程
は，昭和５０年に発足し，本年３月末日現在２５７名が
修了している。これは，矯正歯科専門医を目標に
し，認定医資格の取得に向けた，歯科矯正治療に関
する最新の診断・治療・評価法を習得する３年間の
カリキュラムが組まれている。特に臨床技術に関し
ては，第１期治療での Functional appliance および
第２期治療（外科的矯正治療を含む）での Standard
edgewise 法，Bioprogressive 法，Pre-adjusted ap-
pliance などの習得を中心に保定の治療と管理を行
う。また症例は多岐に及び，顎変形症，口蓋裂，各
種症候群，歯周疾患，顎関節症などを伴う症例も含
む。さらに，研修修了に際しては，修了論文１編と
治験例４症例，保定２ヵ年以上の１症例の報告が義
務づけられている。そこで，本年３月に当講座の卒
後研修課程を修了した３２期生８名の研修医が提出し
た治験例３２症例について報告する。

症例：資料は，本年度の卒後研修課程修了者８名が
提出した治験例３２症例における術前，術後の模型と
顔面写真および口腔内写真である。症例は非抜歯症
例１７例，抜歯症例１５例，外科的矯正治療７例（非抜
歯症例６例，抜歯症例１例）であった。その内訳と
して Angle 分類ではⅠ級が１２例（非抜歯症例６
例，抜歯症例６例），Ⅱ級が７例（非抜歯症例１
例，抜歯症例６例），Ⅲ級が１１例（非抜歯症例９
例，抜歯症例２例）であった。また，性別は男性８
例，女性２４例であった。動的治療期間は，１年２ヶ
月～２年５ヶ月で平均１年１１ヶ月であった。
考察：評価法は，Gottlieb’s Grading Analysis を用
い，全３２症例について治療に対する自己評価を行
い，Good が１８例，Satisfactory が１４例と判定され
た。これにより咬合状態は良好であり，動的治療期
間も平均１年１１ヶ月と標準的であるといえる。

№４０：超音波診断装置を用いた安静時舌位の観察 第１報 個性正常咬合での検討
齋藤晶子１），大久保真衣２），茂木悦子１），野村真弓１），杉山哲也２）３），石田 瞭２），末石研二１）

（東歯大・矯正）１）（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ）２）（東歯大・有床義歯補綴）３）

№４１：東京歯科大学歯科矯正学講座卒後研修課程第３２期生による症例展示
阿部友里子１），市瀬 毅２），小坂薫子２），徳永恵理２），根津 崇１），牧村美紀１），宮谷真理子１），
向井美弥１），小林 誠１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）
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目的：卒後教育では，動的矯正治療を中心とした診
断学や治療学に重点がおかれる傾向がある。しか
し，動的治療後の後戻りや咬合の安定性について
も，長期管理に関する概念の修得が十分に行われる
必要がある。そこで，東京歯科大学歯科矯正学講座
における卒後研修課程では，新規に配当された治療
例報告に加え，引き継ぎ症例の長期保定管理を行
い，研修修了認定に際してリテンションケースとし
て１症例を提出する事が義務づけられている。今
回，平成２１年３月に修了した卒後研修課程３２期生８
名は，本格矯正治療開始時に over jet＋５mm 以上
ある症例について，治療前，装置除去後，除去後２
年以上経過した資料について比較検討した。
症例：症例は装置除去後２年０ヶ月～４年８ヶ月経
過している男性４例，女性４例であった。初診時，
臼歯関係は全症例 Angle 分類Ⅱ級であった。治療
は，抜歯治療が５例，非抜歯治療３例であった。保

定装置は上顎において Circumferential type 単独８
例，下顎においては Circumferential type 単独３
例，Fixed type 併用１例，Fixed type 単独３例，
Clip type 単独１例であった。
考察：後戻りの状況としては上顎前歯唇側傾斜がみ
られたものは５例，下顎前歯舌側傾斜がみられ軽度
の叢生が認められたものが４例，臼歯関係がⅡ級に
後戻りしたものが１例であった。Over jet は除去
時を維持したものが２例，増加したものが５例，減
少したものが１例であった。後戻りとして上顎前歯
唇側傾斜が見られる症例では，tongue thrust, brux-
ism や口呼吸などの機能的問題があった。動的矯正
治療後の保定装置使用の管理，ならびに保定後の定
期的な口腔内管理など，安定性に関わる要因につい
ては種々考えられる。その中で矯正治療後の長期安
定性をはかるためには機能的問題の除去も重要な要
因の一つであると考えられた。

目的：１９８１年の東京歯科大学千葉病院開設に伴い，
当院矯正歯科でも唇顎口蓋裂治療を開始した。

今回，当科に来院した唇顎口蓋裂患者の動向を把
握するため，臨床統計を行った結果について報告す
る。
方法：１９９１年から２００９年４月までの１８年間に当科に
来院した唇顎口蓋裂患者を対象とした。調査項目
は，患者数・性差・初診時年齢・患者住所・紹介元
等とした。
成績および考察：患者数は合計４９９人であった。

性差では，男性２６７人（５３．５％），女性２３２人（４６．５
％）であった。唇裂および唇顎口蓋裂は男性が女性
よりも発生率が多いとされているが，今回の調査結
果は大きな男女差はないものの，ほぼ一致したもの
となった。

初診時年齢では，３～５歳は３０人，６歳は５３人，
７歳は９３人，８歳は１０７人，９歳は５６人，１０歳は２９
人，１１歳は２３人，１２歳は１９人，１３歳は１３人，１４歳は
６人，１５～１９歳は２３人，２０～２９歳は３１人，３０歳以上
は１６人で，最低年齢は３歳６ヶ月，最高年齢は４１歳
２ヶ月であった。８歳は最多で全体の２１．４％を占

め，６～８歳でみると５０．７％を占める結果となって
おり，矯正歯科的アプローチの開始時期としては混
合歯列初期が適切であるという共通見解が示唆され
る結果と考えられた。

患者住所では，千葉県内４１９人（うち千葉市１４１
人，船橋市３１人，市原市２５人），東京都２０人，茨城
県１６人，その他４４人であった。千葉県内からの来院
患者数は全体の８４％を占めていた。また，紹介元で
は，千葉病院内が２０５人（うち口腔外科１８９人），千
葉県立こども病院が９７人，千葉大学医学部付属病院
が５９人，東京都内の病院が５５人（大学付属病院を含
む），上記以外の千葉県内の病院が１２人，その他７１
人（うち不明者は５１人）であった。千葉県内での総
数は３７３人で全体の７４．８％を占めていた。これらの
結果は，日本口蓋裂学会の公表する千葉県内の診療
チームとして挙げられる３施設（千葉大学医学部付
属病院・千葉県こども病院・東京歯科大学千葉病院
唇顎口蓋裂チーム）において，矯正歯科治療を担う
当矯正歯科が大きな役割を果たしていることを明ら
かにしていると考えられた。

№４２：東京歯科大学歯科矯正学講座卒後研修課程第３２期生における症例展示
－リテンションケース：上顎前突の保定症例－
宮谷真理子１），阿部友里子１），市瀬 毅２），小坂薫子２），徳永恵理２），根津 崇１），牧村美紀１），
向井美弥１），小林 誠１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）

№４３：東京歯科大学千葉病院矯正歯科における唇顎口蓋裂患者の統計調査
－第１報 患者数，性差，初診時年齢，患者住所，紹介元について－
林 郁恵，中川映佳，石井武展，坂本輝雄，末石研二（東歯大・矯正）
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目的：１９８１年の東京歯科大学千葉病院開設に伴い，
当院矯正歯科でも唇顎口蓋裂治療を開始した。今
回，当科に来院した唇顎口蓋裂患者の動向を把握す
るため，臨床統計を行った結果について報告する。
方法：１９９１年から２００９年４月までの１８年間に当科に
来院した唇顎口蓋裂患者を対象とした。調査項目は
裂型，JDA 分類，欠損歯，口蓋閉鎖法等とした。
成績および考察：裂型別では，片側性唇顎口蓋裂１９９
人（４０．０％），両側唇顎口蓋裂７４人（１４．８％），口蓋
裂５７人（１１．４％），片側性唇顎裂７９人（１５．８％），両
側 性 唇 顎 裂１５人（３．０％），唇 裂３５人（７．０％）で
あった。唇顎口蓋裂，唇裂，口蓋裂の順で多く唇顎
口蓋裂では片側が両側の３倍といわれているなか，
今回の調査結果もほぼ同じだった。

JDA 分類では，反対咬合３０３人（６０．７％），上顎
前突２９人（５．８％），開咬１８人（３．６％），叢生１２１人
（２４．２％），交叉咬合３０人（６．０％）であった。全体
の多くは反対咬合が占めており，上顎は狭窄歯列弓
であった。

欠損歯別では，患側側切歯１８８人（３７．７％），健側
側切歯４０人（８．３％），上顎小臼歯５３人（１０．６％），

下顎小臼歯２４人（５．０％）であった。顎裂部に相当
する上顎側切歯が先天欠如している頻度が最も高
い。すなわち乳歯列において顎裂部乳側切歯が先天
欠如し，同様に後継永久歯が欠如する頻度が高い。
次いで頻度が高いのは小臼歯で，上顎第二小臼歯が
先天欠如する場合が多い。

口蓋閉鎖法では，１回法２２０人（４４％），２回法１３７
人（２７．５％）であった。生後１～１歳半の喃語期に
行われる１回法が一般的である。１回法は口蓋裂全
体を一期的に閉鎖する方法で，口蓋裂の閉鎖と同時
に軟口蓋の延長を行う push back 法によって鼻咽
腔閉鎖機能を獲得するものである。近年では２回法
が望ましいといわれている。これは軟口蓋閉鎖を生
後６か月～１年で行い，硬口蓋の閉鎖は５～８歳で
行うことが多い。硬口蓋への手術を遅くすることで
顎発育障害を少なくするという考えに基づいてい
る。２回法は当院口腔外科がほぼ全体を占めてい
た。

治療法や手術法等は医療機関に応じて様々であ
り，今後更なる調査を進めていきたい。

目的：従来，矯正分野における頭顔面部軟組織の三
次元立体撮影法には，CT やレーザーによる表面形
状測定等が用いられてきた。しかし，CT は被曝の
問題があり，色情報を扱うには CCD カメラ画像と
の合成の必要があった。また，レーザーは非侵襲的
に撮影が可能であるが，色情報の再現が困難であっ
た。そこで，本学法人類学研究室で開発された頭顔
面部三次元撮影装置は，色情報も含めた自然な立体
像が非侵襲的に得られ，他の方法よりも視点移動に
よる歪みが極めて少ない利点があった。そこで，そ
の撮影原理および歯科矯正治療への応用と展望につ
いて報告することにした。
方法：三次元人物照合装置および異同識別・三次元
モデリングソフトウェアからなる３D Facial super-
imposition system（バブコック日立株式会社製）
を用いた。本装置は CCD カメラ２８台，プロジェク
タ２台および照明７台を有している。原理として
は，被撮影物にプロジェクタにより特定の幾何学パ

ターンを投影して多方向から撮影を行い，その幾何
学パターンの変化を合成することにより表面形状を
算出している。撮影を全周から行う事により，背面
や凹面部における高度な形状再現を実現している。
撮影時間は３秒以内であり，頭頂部，後頭部を含む
頭部全周の画像構築が可能である。３D Facial super-
imposition system は人物照合機能として特徴点を
抽出し，特徴点の計測や特徴点による重ね合わせ機
能を有している。この機能を利用して，重ね合わせ
を行い，さらに重ねあわせ結果を多方向から観察し
た。重ね合わせには鼻尖と眼角部を用いた。
成績および考察：三次元的な変化について，色情報
を併せ持ったモデルによって比較検討が可能となっ
た。観察部位としては，鼻部および口唇，頤部や，
顎角部まで観察が可能であった。顎変形症に限ら
ず，広く矯正歯科臨床における軟組織形態評価への
応用への可能性が示唆された。

№４４：東京歯科大学千葉病院矯正歯科における唇顎口蓋裂患者の統計調査
－第２報 裂型，JDA 分類，欠損歯，口蓋閉鎖法について－
中川映佳，林 郁恵，石井武展，坂本輝雄，末石研二（東歯大・矯正）

№４５：三次元的画像撮影システム（３D Facial superimposition system）の原理と歯
科矯正学分野への応用
小林 誠１），豊田泰子１），別所美穂１），林 郁恵１），野村真弓１），茂木悦子１），末石研二１），
髙野伸夫２），橋本正次３）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口外）２）（東歯大・法人類学）３）
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目的：不正咬合の矯正治療においてしばしば永久歯
の萌出障害ならびに埋伏を伴うことがある。東京歯
科大学千葉病院において X 線 CT 装置が導入さ
れ，より分解能の高い三次元画像が短時間で得られ
るようになったが，いまだ一般的には用いられてい
ない。そこで今回，埋伏歯を有する症例に従来用い
られてきた X 線検査により埋伏歯の位置，牽引方
向を確認し，牽引を行った症例と X 線 CT 撮影を
行い構築された三次元画像（３DCT）により埋伏歯
の位置ならびに隣接歯との位置関係をより明確化し
開窓牽引を行った症例について報告する。
症例：症例１ 初診時年齢１０歳４ヵ月の女子。叢生
を主訴に来院。セファログラムとパノラマ X 線写
真から上顎左側第二小臼歯は左側第一小臼歯と第一
大臼歯間にあり頬側傾斜を示し，口蓋側よりでかつ
鼻腔側に近い位置を認めた。上顎左側第二小臼歯の
スペースを確保し，口蓋側より開窓牽引，非抜歯治
療にて矯正治療を行った。

症例２ 初診時年齢１０歳１０ヵ月の女子。正中離開
を主訴に来院。口腔内には上顎両側乳犬歯の晩期残
存を認めた。パノラマ X 線写真ならびに断層撮影
にて上顎左側犬歯は唇側で咬合線近く位置し，右側
犬歯は唇舌的に中央部で中切歯，側切歯歯根に近接
している位置を確認したため，両側ともに中切歯と

側切歯間にスペースを確保し，萌出させることとし
た。上顎両側乳犬歯を抜歯後，上顎にマルチブラ
ケット装置を装着し両側側切歯の遠心移動を行った
ところ左側犬歯は自然萌出してきたので右側犬歯の
み開窓牽引を行った。

症例３ 初診時年齢１３歳１０ヵ月の女子。上顎左側
犬歯の埋伏を主訴に来院。口腔内には上顎左側乳犬
歯の晩期残存を認めた。X 線 CT 撮影を行った結
果，上顎側切歯の根尖唇側部に犬歯歯冠が位置し，
犬歯の移動方向はなるべく唇側かつ遠心方向へ行う
ことが必要と考えられた。上顎左側乳犬歯の抜歯
後，犬歯萌出スペースを確保し開窓牽引，非抜歯治
療にて矯正治療を行った。
考察：従来より，埋伏歯の位置ならびに隣接歯との
位置関係の把握には，デンタル，パノラマ X 線写
真，セファログラムや断層撮影が用いられてきた。
これらの情報から埋伏歯の牽引方向が判断できる場
合もあるが，必ずしも埋伏歯の牽引において，十分
な情報を提供するものではない。X 線 CT 撮影を行
い，その３DCT を利用することで埋伏歯の位置なら
びに隣接歯との位置関係の把握がより明確化され，
歯の牽引方向が明らかとなり，埋伏歯を伴う歯列不
正の診断および治療に有用であった。

目的：有床歯科診療所が口腔悪性腫瘍治療でどのよ
うな役割を果たせるかについて，佐々木歯科・口腔
顎顔面ケアクリニックでの成果を検討する。
方法：平成１６年１０月の診療所開設より２１年４月まで
の４．５年間に当院で診療した口腔悪性腫瘍患者３６名
を調査した。
調査項目；年齢，性別，部位・病名，病理組織型，
新鮮例かどうか，主訴の内容，紹介経路，共同管理
施設，診療内容，診療形態，転帰。
成績：年齢；平均６８±１１歳。性別；男２５例，女１１例，
部位；舌９例，頬粘膜６例，下顎５例，上顎５例，
口腔底３例，口蓋２例，上顎洞１例，他２例。病
名；腫瘍術後１２例，舌癌５例，口底癌４例，頬粘膜
癌３例，上顎歯肉癌４例，下顎歯肉癌２例，口蓋癌
２例ほか。病理組織型；扁平上皮癌３１例（顎骨中心
性扁平上皮癌１例を含む），悪性リンパ腫３例，不
明２例。新鮮例かどうか；新鮮例２２例。主訴；腫瘍
術後の経過観察希望１１例，腫れ７例，疼痛５例，潰
瘍５例，口の中のただれ２例，義歯不適１例，出血
１例，抜歯窩治癒不全１例，不明１例。共同管理施

設；病院・口外１９例，大学病院・口外８例，内科７
例，病院・耳鼻科３例，病院・呼吸器科２例，無１
例（重複あり）。
診療内容；初発症例では画像診断，細胞診までの診
断を行い，共同管理施設に紹介し，術前の抗癌剤投
与などを相談の上で行った。術後は経過観察を分担
した。義歯装着困難例で顎補綴４例，インプラント
埋入２例行った。術後の摂食機能訓練４例。終末期
では訪問診療を行い，抗癌剤投与，出血，疼痛管
理，壊疽臭のケアを行った（４例）。
診療形態；通院３０名，通院および訪問診療３例，訪
問診療のみ１例。
転帰；生存１９例，原病死１０例，他病死１例，転医２
例，不明２例。

併せて，歯科診療所における口腔外科診療能力に
関してグレード分類に分けて検討した。
考察：共同管理施設と密に連携し，開業医院の特色
を生かすことで，患者の通院上の負担を軽減し，き
めの細かい治療を提供できると考えられた。

№４６：埋伏歯の開窓牽引のための画像検査について
鈴木魅和子１），野村真弓２），茂木悦子２），末石研二２），神山 勲３），和光 衛４）（茨城県）１）

（東歯大・矯正）２）（東歯大・口外）３）（東歯大・歯放）４）

№４７：有床歯科診療所における共同管理施設と連携した口腔悪性腫瘍患者治療の
取り組み
武田栄三，多田和弘，福澤幸子，根本 淳，志村秀人，佐々木研一（千葉県）
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