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松木由起子，松浦由美子，一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻） ………………………４０１

Ｐ０３５．Evidence based dentistry を目指して －歯科麻酔学講座における組織血流測定を用いた研究の現状－
○笠原正貴，縣 秀栄，宮地建次，稲川元明，野村麻里子，劔持正浩，寺川由比，
一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻） ………………………………………………………４０２

Ｐ０３６．ストレス緩和に有効なチューイング速度と力は
○田坂彰規，添田亮平，竹内 快，田原靖章，杉山哲也，櫻井 薫
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（東歯大・有床義歯補綴）………………………………………………………………………４０２
Ｐ０３７．嚥下・食品認知機能を考慮した義歯の設計

○古池崇志１），田中 綾１），岡田千奈１），鶴岡守人２），上田順可３），石崎 憲１），櫻井 薫１）

（東歯大・有床義歯補綴）１）（東歯大・臨検）２）（東京都健康長寿医療センター）３）…………４０３
Ｐ０３８．臼歯部におけるY-TZPブリッジフレームワークの連結部デザインと破壊強度の関連性

○小野寺こづえ，野本俊太郎，佐藤 亨，大岡 洋，三穂乙暁，荒野太一，斎藤未来
（東歯大・クラウンブリッジ補綴）……………………………………………………………４０３

Ｐ０３９．前歯部ジルコニアブリッジフレームワークの連結部形態が破壊強度に及ぼす影響
○荻野泰志，大岡 洋，佐藤 亨，久永竜一，新谷明昌，吉田文子，高橋史邦
（東歯大・クラウンブリッジ補綴）……………………………………………………………４０４

Ｐ０４０．８０２０達成者に見る歯と歯列の加齢様相
○茂木悦子１）５），野村真弓１）５），夫馬明日香１），深川裕子２），加納将樹３），立木千恵１），
高久佐紀子１），阿部友里子１），宮谷真理子１），金子幸生４），宮崎晴代２），末石研二１），
岡野 繁５），松田一郎６），平井基之７）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）

（群馬県）３）（東京都）４）（東歯大・口科研）５）（千葉県歯科医師会）６）

（東京都文京区歯科医師会）７）……………………………………………………………………４０４
Ｐ０４１．歯槽骨延長法の口唇裂・口蓋裂患者への応用

○坂本輝雄１），石井武展１），小高紅美１），水田葉子１），末石研二１），須賀賢一郎２），中野洋子２），
内山健志２）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口外）２）………………………………………………４０５

Ｐ０４２．オーラルリハビリテーションロボットによる顎関節症治療の概要と今後の展望
○井本研一１），西川慶一１），佐野 司１），和光 衛１），大久保真衣１），音成（山本）実佳１），
神尾 崇１），坂本潤一郎１），山本あや１），児玉紗耶香１），佐々木秀憲１），米津博文２），
柴原孝彦３），髙野伸夫３）（東歯大・歯放）１）（帝京大・形成口腔顎顔面外科）２）

（東歯大・口外）３）…………………………………………………………………………………４０５
Ｐ０４３．パノラマ写真読影項目への関心度と画像の特徴 －エナメル上皮腫を対象として－

○和光 衛１），大川由一２），音成（山本）実佳１），神尾 崇１），坂本潤一郎１），山本あや１），
西川慶一１），佐野 司１）（東歯大・歯放）１）（千葉県立保健医療大学歯科衛生学科）２） ……４０６

Ｐ０４４．歯科インプラント治療における経過観察支援のためのデジタル差分処理
○西川慶一１），法月良江２），山本あや１），坂本潤一郎１），神尾 崇１），音成（山本）実佳１），
和光 衛１），佐野 司１），矢島安朝２）（東歯大・歯放）１）（東歯大・口腔インプラント）２）…４０６

Ｐ０４５．東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科開設後５年間の臨床統計
○安田雅章，法月良江，飯島俊彦，西村孝太，真壁 康，佐々木穂高，本間慎也，
古谷義隆，伊藤太一，矢島安朝（東歯大・口腔インプラント） …………………………４０７

Ｐ０４６．硬性材の挿入とスペースはマウスガードの衝撃吸収能を向上させるか －第２報：スペース量の影響－
○小澤卓充，黒川勝英，額賀英之，半田 潤，長谷川 賢，関口千栄子，中島一憲，
武田友孝，石上惠一（東歯大・スポーツ歯） ………………………………………………４０７

Ｐ０４７．顎の開閉口運動が脳神経活動に及ぼす影響 fMRI による検討
○三島 攻１），雨宮あい１），山崎 豪１），柄澤健介１），黒川勝英１），中島一憲１），武田友孝１），
石上惠一１），片桐彰久２），酒谷 薫２）（東歯大・スポーツ歯）１）（日大医・脳神経外科）２）…４０８

Ｐ０４８．ラット培養歯髄細胞の分化および形態変化におけるTenascin-C の影響
○松岡海地１）２），松坂賢一１）２），吉成正雄２），井上 孝１）２）（東歯大・臨検）１）

（東歯大・口科研・hrc7）２）………………………………………………………………………４０８
Ｐ０４９．東京歯科大学千葉病院総合診療科における臨床研修歯科医の診療状況について（第３報）

－臨床研修義務化後の４年間－
○角田正健１），高瀬保晶１），高橋俊之１），近藤祥弘１），野呂明夫１），山倉大紀１），杉山利子１），
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亀山敦史１），久木留伸享１），武田友孝１）２），中島一憲１）２）（東歯大・千病・総合診）１）

（東歯大・千病・スポーツ歯）２）…………………………………………………………………４０９
Ｐ０５０．摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科開設後の臨床統計

○大久保真衣１）２），石田 瞭１）３），杉山哲也１）４）（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ）１）

（東歯大・歯放）２）（東歯大・クラウンブリッジ補綴）３）（東歯大・有床義歯補綴）４）………４０９
Ｐ０５１．癌化能をもつ上皮性異形成の評価に関する検討

○野口沙希１），齊藤朋愛１），吉田恭子１），渡邊伸也１），佐藤一道２），岡崎雄一郎１），山内智博２），
外木守雄１），田中陽一３），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）……………………………………４１０
Ｐ０５２．睡眠時無呼吸症候群に対する歯科医療の関わり －閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する顎矯正手術の

適応に関する考察：顎を前方移動させれば良いのか？－
○外木守雄１），佐野智恵美１），森下仁史１），有坂岳大１），森本宰充２），山本耕司２），吉田隆一２），
中島庸也２），大櫛哲史３），佐藤一道４），山根源之１）４）（東歯大・オーラルメディシン口外）１）

（東歯大・市病・耳鼻科）２）（東京慈恵会医科大学・耳鼻科）３）

（東歯大・口腔がんセンター）４）…………………………………………………………………４１０
Ｐ０５３．東京歯科大学口腔がんセンターの口腔がんへの取り組み

○山根源之１）２），高柳奈見１），奥井沙織１）３），佐藤一道１），山内智博１），片倉 朗１）４），
髙野伸夫５），柴原孝彦５），柿澤 卓４），田中陽一６）（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・市病・歯科口外）３）

（東歯大・口健・口外）４）（東歯大・口外）５）（東歯大・市病・臨検）６）………………………４１１
Ｐ０５４．東京歯科大学大学院「口腔がん専門医養成コース」における臨床研修プログラム

○河地 誉１），片倉 朗２），山根源之３）４），柴原孝彦１），山内智博４），佐藤一道４），田中陽一５），
辰野 聡６），青柳 裕６），松井淳一７），安藤暢敏７），柳澤孝彰８）（東歯大・口外）１）

（東歯大・口健・口外）２）（東歯大・オーラルメディシン口外）３）

（東歯大・口腔がんセンター）４）（東歯大・市病・臨検）５）（東歯大・市病・放科）６）

（東歯大・市病・外科）７）（東歯大・超微）８）……………………………………………………４１１
Ｐ０５５．Granulysin の標的細胞への結合における Proteoglycan の意義

○岡田 聡，森下鉄夫（東歯大・市病・内科） ………………………………………………４１２
Ｐ０５６．Granulysin の標的細胞におけるROS生成の機序

○岡田 聡，森下鉄夫（東歯大・市病・内科） ………………………………………………４１２
Ｐ０５７．下肢慢性動脈閉塞症に対するハイブリッド手術の有用性

○原田裕久，佐藤道夫，小川信二，青木成史，高山 伸，星本相淳，松井淳一，安藤暢敏
（東歯大・市病・外科）…………………………………………………………………………４１３

Ｐ０５８．食道癌周術期管理における歯科口腔外科の役割 －専門的口腔ケアの重要性－
○佐藤道夫１），門多由恵１），星本相淳１），高山 伸１），青木成史１），原田裕久１），小川信二１），
松井淳一１），奥井沙織２），齋藤寛一２），渡邊 裕２），山内智博３），外木守雄２），山根源之２），
安藤暢敏１）（東歯大・市病・外科）１）（東歯大・市病・歯科口外）２）

（東歯大・口腔がんセンター）３）…………………………………………………………………４１３
Ｐ０５９．口腔がん患者に合併する大腸腫瘍性病変の検討

○岸川 浩１），貝田将郷１），市川仁志１），西田次郎１），森下鉄夫２），山内智博３），佐藤一道３），
松久保 隆４），山根源之３）５）（東歯大・市病・消化器科）１）（東歯大・市病・内科）２）

（東歯大・口腔がんセンター）３）（東歯大・衛生）４）

（東歯大・オーラルメディシン口外）５）…………………………………………………………４１４
Ｐ０６０．急性心筋梗塞発症から再灌流療法までの時間に関する検討

○大木貴博，吉澤彰宏，板橋裕史，河野隆志（東歯大・市病・循環器科） ………………４１４
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Ｐ０６１．脳血管内治療手技の支援下に摘出術を行った舌下顎下部AVMの１例
○片山正輝１），外木守雄２），有坂岳大２），佐野智恵美２），島本佳憲１），赤路和則３），山根源之２），
菅 貞郎１）（東歯大・市病・脳神経外科）１）（東歯大・オーラルメディシン口外）２）

（美原記念病院 脳神経外科）３） …………………………………………………………………４１５
Ｐ０６２．右腋窩動脈からの一側送血による脳分離体外循環法

○森 光晴，申 範圭，山邉健太郎（東歯大・市病・心臓血管外科） ……………………４１５
Ｐ０６３．頚椎深層伸筋を温存した椎間孔拡大術の成績と新アプローチによる低侵襲化への工夫

○青山龍馬１），白石 建１），新井 健２），穴澤卯圭１），堀田 拓１），山根淳一１），北村和也１），
望月義人１），歌島大輔１）（東歯大・市病・整外科）１）

（東歯大・市病・リハビリテーション科）２）……………………………………………………４１６
Ｐ０６４．JMM腫瘍用Kyocera Limb Salvage（KLS）近位置換型システムを用いて治療を行った大腿骨近位転移性

骨腫瘍の検討
○穴澤卯圭１），浅野尚文１），堀田 拓１），青山龍馬１），山根淳一１），北村和也１），望月義人１），
歌島大輔１），新井 健２），白石 建１）（東歯大・市病・整外科）１）

（東歯大・市病・リハビリテーション科）２）……………………………………………………４１６
Ｐ０６５．頚髄腫瘍に対する筋肉温存式展開法および後弓再建術 －砂時計腫に対する新しい脊柱管拡大方法－

○北村和也１），白石 建１），青山龍馬１），山根淳一１），谷戸祥之２），上田誠司３），加藤匡裕４），
海苔 聡５），高橋勇一朗５），穴澤卯圭１），堀田 拓１），望月義人１），歌島大輔１），新井 健６）

（東歯大・市病・整外科）１）（防衛医科大学整形外科）２）（横浜南部病院整形外科）３）

（済生会宇都宮病院整形外科）４）（慶應大・整外科）５）

（東歯大・市病・リハビリテーション科）６）……………………………………………………４１７
Ｐ０６６．人工股関節置換術後早期に人工関節周囲の大腿骨骨折を生じた２例

○堀田 拓，穴澤卯圭，青山龍馬，山根淳一，北村和也，望月義人，歌島大輔，新井 健，
白石 建（東歯大・市病・整外科） …………………………………………………………４１７

Ｐ０６７．末梢神経端側吻合及び神経内部分損傷時における神経内側副発芽
○新井 健１），白石 建２），穴澤卯圭２），堀田 拓２），青山龍馬２），山根淳一２），北村和也２），
望月義人２），歌島大輔２）（東歯大・市病・リハビリテーション科）１）

（東歯大・市病・整外科）２）………………………………………………………………………４１８
Ｐ０６８．口腔と子宮頸部のヒトパピローマウィルス（HPV）同時感染に関する研究

○仲村 勝１），江草悠美１），吉丸真澄１），綱脇智法１），菅原かな１），佐藤健二１），小川真里子１），
兼子 智１），吉田丈児１），髙松 潔１），田中陽一２），山科光正３），高田篤史３），外木守雄３），
佐藤一道４），山内智博４），山根源之３）４）（東歯大・市病・産婦科）１）（東歯大・市病・臨検）２）

（東歯大・オーラルメディシン口外）３）（東歯大・口腔がんセンター）４）……………………４１８
Ｐ０６９．生殖補助医療におけるヒト精子頭部空胞観察の意義

○髙松 潔，兼子 智，吉田丈児，佐藤健二，小川真里子，仲村 勝，綱脇智法，
江草悠美，吉丸真澄（東歯大・市病・産婦科） ……………………………………………４１９

Ｐ０７０．初代細胞，幹細胞培養に供する低酸素細胞操作，培養システム
○石川博通，兼子 智，吉田丈児，佐藤健二，小川真里子，仲村 勝，綱脇智法，
江草悠美，吉丸真澄，花輪康雅，萩生田 純，岡崎雅子，中島潤子，丸茂 健，
髙松 潔（東歯大・市病・リプロダクションセンター） …………………………………４１９

Ｐ０７１．全死亡例臓器提供意思確認システムの効果と意義
○浅水健志，松本由夏，青木 大，篠崎尚史（東歯大・市病・角膜センター） …………４２０

Ｐ０７２．睡眠時無呼吸症候群における耳鼻咽喉科手術の現況とその将来
中島庸也，吉田隆一，○山本耕司，森本宰充（東歯大・市病・耳鼻科） ………………４２０

Ｐ０７３．前立腺癌内分泌治療に起因する骨粗鬆症への対応
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○丸茂 健１），畠 憲一２），萩生田 順１），花輪靖雅１），石川博通１）

（東歯大・市病・泌尿器科）１）（慈恵医大・柏病院・泌尿器科）２）……………………………４２１
Ｐ０７４．最新型リニアックによる前立腺癌の治療結果 －３D-CRT照射による線量の集中－

○青柳 裕，堀田洋稔，山﨑靖幸，岡村啓右（東歯大・市病・放科） ……………………４２１
Ｐ０７５．掌蹠膿疱症患者におけるビオチンの治療効果とその効果に影響を及ぼす因子

○高橋愼一１），吉田理恵１），森本光明２），高田篤史２），浮地賢一郎２），藤本 勝２），武田 瞬２），
松村真太郎２），山根源之２）（東歯大・市病・皮膚科）１）

（東歯大・オーラルメディシン口外）２）…………………………………………………………４２２
Ｐ０７６．口蓋・鼻腔に皮島を用いず筋弁充填と口蓋プレートにより，粘膜上皮による良好な形態の口蓋形成を

行なう上顎再建法
○田中一郎１），緒方寿夫２），河奈裕正３）（東歯大・市病・形成外科）１）（慶應大・形成外科）２）

（慶應大・口外）３）…………………………………………………………………………………４２２
Ｐ０７７．口腔外科長時間手術後の気管切開における経皮気管切開キット（NEO PERCTM）の有用性

○縣 秀栄１），芹田良平１），大内貴志１），加藤崇央１），小板橋俊哉１），宮本 郷２），斎藤寛一２），
野沢亜矢子２），佐藤一道３），山内智博３），外木守雄２），山根源之２）３）（東歯大・市病・麻酔科）１）

（東歯大・オーラルメディシン口外）２）（東歯大・口腔がんセンター）３）……………………４２３
Ｐ０７８．アルツハイマー病において並存する意味性失名辞と表象横断的な意味属性の喪失

○吉野文浩１），加藤元一郎２），三村 將３），斎藤文恵２），江口洋子１）（東歯大・市病・精神科）１）

（慶應大・精神神経科）２）（昭和大・精神医学）３）………………………………………………４２３
Ｐ０７９．臨床支援のための活動：臨床検査科の検査業務を通して

○才藤純一，小林京子，鈴木輝男，宜保一夫，荒井義雄，迫田和彦，橋爪日出子，
佐野奈津子，福田雅美，大川登史，田内美紗子，山口 愛，田口晴丈，山中亜紀子，
石見裕子，木戸脇静香，田中陽一，宮内 潤（東歯大・市病・臨検） …………………４２４

Ｐ０８０．歯周治療は患者の口腔関連QOLを改善する
○齋藤 淳１），穂坂康朗３），菊池百美２），赤松真也子３），深谷千絵３），上島文江４），益田仁美４），
松本信哉１），早川裕記２），井田 篤１），大田 恵２），藤波弘州１），中川種昭３），古澤成博２），
槙石武美１）（東歯大・口健・保存）１）（東歯大・口健・総歯）２）（慶應大・歯科・口外）３）

（東歯大・水病・歯衛）４）…………………………………………………………………………４２４
Ｐ０８１．口腔インプラント埋入手術中の循環変動に対する静脈内鎮静法の効果

○田口達夫１），関根秀志１），松崎文頼１），高梨琢也１），古屋克典１），山上美樹２），高北義彦３），
福田謙一１），斉田菜緒子３），大串圭太３），小池志穂３），大坪有子３），柿澤 卓４），金子 譲５），
一戸達也５），小宮山彌太郎６）（東歯大・口健・インプラント）１）（東歯大・口健・補綴）２）

（東歯大・口健・歯麻）３）（東歯大・口健・口外）４）（東歯大・歯麻）５）

（ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター）６）……………………………４２５
Ｐ０８２．インプラント治療に関わる口腔衛生管理について－歯科衛生士の立場から

○中浜典子１），関根秀志２），田口達夫２），山口祥子１），朝隈尚子１），磯山素子１），古屋克典２），
高梨琢也２），松崎文頼２），山上美樹３），槇石武美４）（東歯大・水病・歯衛）１）

（東歯大・口健・インプラント）２）（東歯大・口健・補綴）３）（東歯大・口健・保存）４）……４２５
Ｐ０８３．マウス耳下腺腺房細胞におけるAquaporin 6 の電気生理学的特性

○市川秀樹１）２）３），澁川義幸１）２），佐原資謹４），橋本貞充１）５），津村麻記１）２）６），祁 兵７），
佐藤慶太郎８），成田貴則７），百瀬弥寿徳６），田﨑雅和１）２），下野正基５），杉谷博士７）

（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・生理）２）（都立大塚病院・口腔）３）

（岩医大・歯・口腔生理）４）（東歯大・病理）５）（東邦大院・薬）６）

（日大松戸・歯・生理）７）（獨協医大・医・生理）８）……………………………………………４２６
Ｐ０８４．骨芽細胞における活性型ビタミンD３誘発性カルシウム電流変化はブラジキニンの長期投与によって修飾される
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○内田悠志１）２），遠藤隆行１）３），澁川義幸１）３），田﨑雅和１）３），末石研二２）

（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・矯正）２）（東歯大・生理）３）……………………………４２６
Ｐ０８５．ヒト歯髄細胞におけるTTX感受性電位依存性ナトリウムチャネルの炎症性制御機構

石岡みずき１）２），市川秀樹１）３）４），石塚洋一１）５），内田悠志１）６），遠藤隆行１）３），笠原正貴１）７），
金 亨俊１）８），佐々木研一１）９），渋川義宏１）５），澁川義幸１）３），新谷誠康１）２），○田﨑雅和１）３），
津村麻記１）３）１０），中本大介１）９），西澤秀哉１）７）（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・小児歯）２）

（東歯大・生理）３）（都立大塚病院・口腔）４）（東歯大・歯周）５）（東歯大・矯正）６）

（東歯大・歯麻）７）（東歯大・学生）８）（千葉県）９）（東邦大院・薬）１０） ………………………４２７
Ｐ０８６．n-NOSノックアウトマウス歯肉における各種NOSおよび SODの発現

○石岡みずき１）２），渡邊弘樹３），石塚洋一１）４），栁澤孝彰５），新谷誠康１）２）

（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・小児歯）２）（奥羽大・歯・口腔組織）３）

（東歯大・歯周）４）（東歯大・超微）５）……………………………………………………………４２７
Ｐ０８７．骨格筋再生医療へ向けた基礎研究 －線維芽細胞の分化誘導と幹細胞化の試み－

○小薗井真人１），岩沼 治１）２），阿部伸一１）２），佐藤 裕１）３）（東歯大・口科研・hrc7）１）

（東歯大・解剖）２）（東歯大・生化）３）……………………………………………………………４２８
Ｐ０８８．成長期ラット咬筋部皮下へのAcetyl Hexapeptide 注入による下顎骨の成長変化について

○石井武展１）２），茂木悦子１）２），末石研二２），阿部伸一１），佐藤 裕１），吉成正雄１）

（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・矯正）２）…………………………………………………４２８
Ｐ０８９．口腔上皮と唾液腺上皮の細胞間透過性調節機構

○橋本貞充１）２），加藤靖浩１）３），村上政隆４），澁川義幸１）５），市川秀樹１）５），福島・松木美和子６），
坂井 隆７），正岡孝康８），福田 稔９），挟間章博１０），篠崎尚史１１），杉谷博士１２）

（東歯大・病理）１）（東歯大・口科研・hrc7）２）（慶應大医・薬理）３）

（生理研・超微小形態）４）（東歯大・生理）５）（日大松戸・生理）６）（岐阜県）７）（愛媛県）８）

（杏林大医・電顕）９）（福島県立医大医・生理）１０）（東歯大・角膜センター）１１）

（日大獣医・生化）１２） ……………………………………………………………………………４２９
Ｐ０９０．Aggregatibacter actinomycetemcomitans rough 型集落形成株のアミロイド様物質産生

○君塚隆太１）２），加藤哲男２）３），石原和幸１）２）（東歯大・微生物）１）（東歯大・口科研・hrc7）２）

（東歯大・化学）３）…………………………………………………………………………………４２９
Ｐ０９１．ES細胞が発現する癌抑制遺伝子 Lefty の調節機構

○岡田晶子１）２），松坂賢一１）３），山本康人２），横山暁子２），落合宏美２），柴山和子１）２），
佐藤 裕１）２），東 俊文１）２）（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・生化）２）

（東歯大・臨検）３）…………………………………………………………………………………４３０
Ｐ０９２．唾液腺から得られた組織幹細胞に対する上皮成長因子の効果

○国分栄仁１）２），松坂賢一１）３），井上 孝１）３）（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・微生）２）

（東歯大・臨検）３）…………………………………………………………………………………４３０
Ｐ０９３．Autogeneous transplantation of Rat, cultured dental pulp cells（DPCs）to abdominal muscles

○Sultan Zeb Khan１）２），Eitoyo Kokubu１），Satoshi Murakami３），Kenichi Matsuzaka１）２），
Takashi Inoue1）２）（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・臨検）２）

（東歯大・教育開発センター）３）…………………………………………………………………４３１
Ｐ０９４．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・骨密度

○森岡俊行１）２），古屋英敬１）４），松永 智１）４），吉成正雄１）３），井出吉信１）４），矢島安朝１）２）

（東歯大・口科研・インプラント）１）（東歯大・口腔インプラント）２）（東歯大・理工）３）

（東歯大・解剖）４）…………………………………………………………………………………４３１
Ｐ０９５．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 －第２報－
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○吉田有智１）２），佐々木穂高１）２），古谷義隆１）２），吉成正雄１）３），矢島安朝１）２）

（東歯大・口科研・インプラント）１）（東歯大・口腔インプラント）２）

（東歯大・理工）３）…………………………………………………………………………………４３２
Ｐ０９６．抗原性の低い新規ペプチドの歯科材料への固定化とバイオフィルム形成抑制

○三浦 直，田辺耕士，吉成正雄（東歯大・口科研・インプラント） ……………………４３２
Ｐ０９７．実験動物用３DマイクロＸ線CTにおける画素値の照射条件依存性

○田辺耕士，平山明彦，三浦 直，吉成正雄（東歯大・口科研・インプラント） ………４３３
Ｐ０９８．ジルコニアフレームに前装した陶材の接着強さ －チッピングの問題－

○多田晃基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）……………………………………………………………４３３
Ｐ０９９．高機能型ジルコニアインプラントシステムの開発

○吉成正雄，関根秀志，本間慎也，田坂彰規，高野智史，多田晃基，小山 拓，飯島俊彦，
加藤哲男，三浦 直，江川昌宏，松坂賢一，橋本和彦，木村 裕，齋藤健介，平山明彦，
佐々木穂高，田辺耕士，渡邊浩章，伊藤寛史，金子 創，矢島安朝，井上 孝
（東歯大・口科研・インプラント）……………………………………………………………４３４

Ｐ１００．東京歯科大学における統合的 e-Learning Programの構築と変遷
○村上 聡１），河田英司１）２），小田 豊２），井出吉信３）

（東歯大・歯科医学教育開発センター）１）（東歯大・理工）２）（東歯大・解剖）３）……………４３４
Ｐ１０１．都立多摩総合医療センター歯科口腔外科における８０歳以上の高齢口腔癌患者に対する治療法と予後の調査

○重松司朗１），岡本聡太１），吉野正裕１），右田雅士１），塩見周平１），福本 裕１），大畠 仁１），
渡部幸央２），村松恭太郎２）（都立多摩総合医療センター・歯口外）１）

（東歯大・口外）２）…………………………………………………………………………………４３５
Ｐ１０２．都立多摩総合医療センターを受診したインプラント周囲炎の臨床統計的検討

○吉野正裕，岡本聡太，渡部幸央，右田雅士，村松恭太郎，塩見周平，重松司朗，
木住野義信，福本 裕，大畠 仁（都立多摩総合医療センター・歯口外） ……………４３５

Ｐ１０３．首都圏の歯科診療所に保存されている診療記録のレトロスペクティブ解析に基づく歯の喪失リスク要因
○高柳篤史，花井淳一郎，相原一之，山本雅道，安藤友彦，境 健太郎，高品繁行，
藤関雅嗣（東京歯科大学同窓会学術部委員会） ……………………………………………４３６

Ｐ１０４．東京歯科大学同窓会学術部委員会学術研究部の流れ
○小林 顕１），荻原俊美２），本間敬和２），野村幸恵２），石川一麿２），山本英之２），宮地建夫２）

（東京都）１）（東京歯科大学同窓会学術部委員会）２）……………………………………………４３６
Ｐ１０５．Dental implant stability detection using damping factor as a parameter

○Sheng-Wei Feng，Che-Tong Lin，Wei-Jen Chang，Sheng-Yang Lee，Haw-Ming Huang
（School of Dentistry, College of Dental Sciences, Taipei Medical University, Taipei,
Taiwan）…………………………………………………………………………………………４３７

Ｐ１０６．Multi-lineage differentiation ability of dental pulp stem cells isolated from cryopreserved teeth
○Haw-Ming Huang，Sheng-Yang Lee，Pao-Chang Chiang
（School of Dentistry, College of Oral Sciences, Taipei Medical University, Taipei,
Taiwan）…………………………………………………………………………………………４３７

Ｐ１０７．The effects of micro-strain and hydrostatic pressure on the initial healing process of an immediate-load
implant

○Tsung-Hao Liu，Haw-Ming Huang，Wei-Jen Chang，Che-Tong Lin
（School of Dentistry, College of Oral Sciences, Taipei Medical University, Taipei,
Taiwan）…………………………………………………………………………………………４３８

学 会 講 演 抄 録３６４

― 78 ―



１９９２年 東京歯科大学卒業
１９９６年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了

歯周病学専攻
博士（歯学）

緒言：顎関節は胎児期，小児時期に形成された形態が様々な機能的因子（年齢，性別，機能力，歯牙の有無，
食性の変化など）から影響を受け，その後の形態形成に影響を及ぼすと考えられる。一方，顎関節は機能的，
器質的な変化から障害を起こし，さまざまな問題を引き起こすことも知られている。しかし，顎関節の形態形
成を制御するメカニズムは不明な点が多く，これらのメカニズムを明らかにすることは顎関節疾患の解明と治
療法の確立に繋がると考えられる。下顎骨は第１鰓弓に由来し，骨体部は膜性骨化を示すが，下顎頭を含む関
節突起は内軟骨性骨化を示す。インディアンヘッジホッグ（Ihh）は形態形成を制御するシグナル分子とし
て，特に，内軟骨性骨化において，軟骨細胞の増殖，副甲状腺ホルモン関連ペプチド（PTHrP）の産生，骨
芽細胞分化に関与し，軟骨成長を制御することが報告されている。本研究の目的は顎関節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。
材料および方法：胎生１５日齢から生後２ヶ月齢までの Ihh ノックアウトマウスおよび正常マウスを用いて，
ヘッジホッグシグナルおよび骨・軟骨・関節関連遺伝子の発現を in situ hybridization 法により検索した。
結果および考察：胎生期の Ihh ノックアウトマウスは，下顎頭表層部での PTHrP の発現が消失し，前軟骨細
胞の増殖の低下と軟骨細胞が早期に肥大化することにより，関節突起は著しく短縮していた。さらに，生後８
週齢では下顎頭表層が粗造で，アグリカンなどのプロテオグリカンの産生が著しく低下し，変形性顎関節症の
病態に類似していた。以上の結果から，下顎頭の発生過程において，Ihh は下顎頭表層部に PTHrP の発現を
促し前軟骨細胞の増殖を維持し，肥大層においては軟骨細胞の最終分化を抑制することにより，下顎頭関節軟
骨を維持していることが示唆された。さらに，Ihh は軟骨基質の産生の調節にも関与し，加齢に伴う顎関節の
形態および機能の維持に関与することが示唆された。変形性顎関節症は加齢に伴う下顎頭軟骨細胞の細胞外環
境の変化や，顎運動に伴う過剰な生体力学的荷重などが誘因となり発症すると考えられている。その病態とし
て下顎頭軟骨におけるプロテオグリカンなどの軟骨基質の産生が低下するため，その産生と維持が変形性顎関
節症の発症の予防と治療に重要であると考えられる。今後，加齢および変形性顎関節症の発症，進行に伴う顎
関節の形態変化における Ihh の役割を明らかにしたいと考えている。

講 演 抄 録

口腔科学研究センターシンポジウム
「口腔アンチエイジングによる生体制御」

加齢に伴う顎関節の形態，機能維持に関わる
遺伝子発現の解析

渋川 義宏
東京歯科大学歯周病学講座 准教授
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１９８８年 東京歯科大学卒業
１９９３年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了

解剖学専攻
博士（歯学）

幹細胞を用いた基礎研究で様々な方法論から目的とする細胞に分化させることが可能となってきた。しかし
ながら幹細胞が分化する方向が正しくても，過剰な分化・増殖をさせてしまっては，再生医療が腫瘍を作って
しまう可能性も指摘され始めている。再生医療の到達目標は，機能する正常な組織の再構築である。そのため
には何らかの幹細胞分化制御機構が必須となる。今回は昨年我々が論文としてまとめた内容を中心に，筋幹細
胞分化制御機構の一端について報告する。
筋幹細胞であるサテライト細胞は筋組織の中に存在し，筋肥大または修復など必要に応じて筋前駆細胞へ分

化する。この過程で様々な成長因子が関与することが指摘されている。特に我々は，肝細胞増殖因子
（HGF）がサテライト細胞の活性と増殖に影響を与え，インスリン様成長因子－１（IGF－１）は筋芽細胞の増
殖と分化を活性化している可能性を報告してきた。しかしこれら成長因子によって分化が活性化したとして
も，これを適度に制御する因子の発現も必須となる。この制御因子の中で，筋細胞自らが分泌する制御因子
Myostatin は，TGFファミリーに属し，筋の過剰な肥大を抑制し，筋が結果的に適度な形態および機能を獲
得するように調節している。そしてさらにMyostatin の過剰分泌を制御している可能性のある物質も報告さ
れた。これはプロテオグリカン遺伝子ファミリーに属するDecorin で，Myostatin のシグナル伝達経路での新
しい分子として同定された。Decorin の機能については，Myostatin の活性を制御することを通して筋前駆細
胞の増殖と分化に関与しているのではないかと議論されている。また，生殖器官が分泌するFollistatin も
Decorin 同様Myostatin の分泌を制御している可能性が指摘されている。しかしながらこれら negative regula-
tor の発現時期，局在に関しては報告も少なく不明であった。そこで我々は in vivo 環境下で筋の分化が観察
可能な筋ジストロフィーモデルマウス（mdxマウス）を用いて growth factor および negative regulator 関連
因子の発現を同時に観察した。その結果，筋の分化が活発に行われる時期に筋細胞質内に各 growth factor の
発現がみられ，negative regulator 関連因子であるMyostatin は growth factor の発現部位と同じく，細胞質
内部で観察された。Decorin および Follistatin は，特に筋線維周囲の基質部分に，分化過程の細胞を取り囲む
ように多く発現していた。よって正常な筋幹細胞分化には growth factor と negative regulator の相互の発現
が必須である可能性の一端が明らかとなった。

口腔科学研究センターシンポジウム
「口腔アンチエイジングによる生体制御」

筋幹細胞分化過程に必須な growth factor と negative
regulator の相互作用

阿部 伸一
東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc７

東京歯科大学解剖学講座 准教授
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１９９８年 東京薬科大学生命科学部卒業
２００３年 名古屋大学大学院生命農学研究科修了

博士（農学）

これまで組織培養研究は，５％CO２－air 下に CO２インキュベーターを用いて株化細胞を継代培養すること
が主流であった。そのため培養液組成に興味を持つ研究者は多いが，CO２インキュベーター自体の性能や使用
方法に疑問を持つことは皆無であった。５％CO２－air は体内には存在しない高酸素環境であり，それに耐え
て生育する株化細胞の培養条件は必ずしも初代細胞や幹細胞に対する適切な培養モデルではない。再生医療に
おいては，環境が異なる体内の様々な部位から採取した初代細胞や幹細胞の培養は，それらが元々存在した局
所の微小環境をいかに再現するかが最重要課題であり，細胞が培養器（CO２インキュベーター）の環境に合わ
せるという従来型の概念から，個々の細胞毎に最適化された培養環境を機器によって作り出すという，新たな
発想の転換が求められている。最近，細胞の局所環境に対応したエネルギー代謝には，細胞外酸素濃度が強く
影響する。また iPS 細胞のような遺伝子導入による細胞特性の維持などでは，特定細胞に対応した培養条件の
最適化が重要であることが報告されてきている。すなわち，従来型の３７℃・５％CO２による培養手法では，細
胞の増殖という観点では有用であるものの，増殖した細胞の質や特性の維持，さらには変異防止という観点か
らは，さらに進歩した培養条件の最適化が重要となってくる。本研究では，任意の酸素濃度を管理する酸素濃
度管理型培養システムの開発と口腔幹細胞の生体内環境を模した低酸素環境を再現すること目的としている。
このシステムを用いて，口腔粘膜細胞を２０％O２あるいは，２％O２環境下で培養後，細胞を抽出し，RT-PCR
および組織染色による解析，さらにはFACSを用いた細胞周期の評価によって，各条件における幹細胞維持
の状態を検討した。その結果，新たに開発した酸素濃度管理型培養システムでは，積極的な酸素パージにより
５分以内に口腔幹細胞の生体内環境を模した低酸素環境を再現した。また，２０％O２環境と比較して２％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，また細胞周期解析からも幹細胞の特性
が維持されているものと考えられた。将来的には，このような酸素濃度管理型培養システムの小型化と改良に
より，ヒト口腔幹細胞の採取，保存，提供を可能とする口腔幹細胞保存システムを構築し，アンチエイジング
に対応した「歯科における口腔幹細胞バンク」をつくりあげる基礎となると考えている。

口腔科学研究センターシンポジウム
「口腔アンチエイジングによる生体制御」

細胞外環境制御によるアンチエイジング機構の解明

加藤 靖浩
慶應義塾大学医学部薬理学教室 助教

東京歯科大学口腔科学研究センター 非常勤講師
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１９８５年 東京歯科大学卒業
１９８９年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了

微生物学専攻
歯学博士

口腔内には７００種にも及ぶ細菌が存在している。歯周病原菌となるグラム陰性菌群の検出率は年齢と共に増
加が認められ，これらの菌群により引き起こされる歯周炎は，生活習慣病とも関わることが示唆されている。
HRC７－４では，口腔内の細菌叢の変動とその病原性因子を明らかにすると共に，これら細菌が，aging の重要
な因子となる生活習慣病へどのように影響を与えるかを解析し，感染症と aging の関わりを明らかにすること
を目的とした。慢性歯周炎に関わる細菌は，consortia を形成しより自分たちの住みやすい環境を作り出して
いる可能性がある。歯周病原性の消長についてその年齢との関わりを解析すると，慢性歯周炎局所から高頻度
に分離される Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythiaの定着は，混合歯列期から上
昇が起こっていた。また，歯の喪失との関係を見ると，喪失後菌量は急速に減るものの，これらの細菌が引き
続き定着していた。さらに歯周病原性菌の細菌間相互作用を明らかにするために，複数の歯周病原性菌による
バイオフィルム形成について解析を行うと，P. gingivalisと T. denticola, T. forsythia, P. gingivalisの間では共凝
集が認められ，その定着に互いの菌が関わっていることが明らかになった。さらに P. gingivalisと Fusobacterium
nucleatumとの間にバイオフィルム形成促進効果が認められた。さらに，この組み合わせによるヒト歯肉上皮
細胞と，ヒト動脈内皮細胞への侵入を解析すると，混合感染により P. gingivalisの細胞侵入の上昇が認められ
た。この作用は F. nucleatumの培養上清では認められず，F. nucleatum菌体の存在が必要であった。侵入のメ
カニズムをmetabolic inhibitor による解析すると，細胞側の cytoskeleton の変化が関与していた。これらの
結果は，歯周病原性菌は，混合感染によりその病原性を増強させ歯肉上皮，血管内皮細胞に作用し歯周炎のみ
ならず心冠状動脈疾患にも影響を与えていることが示唆された。

口腔科学研究センターシンポジウム
「口腔アンチエイジングによる生体制御」

加齢による口腔細菌叢の変化とその制御

石原 和幸
東京歯科大学微生物学講座 教授

学 会 講 演 抄 録３６８
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１９９０年 東京歯科大学卒業
１９９４年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了

解剖学専攻
博士（歯学）

口腔諸組織における加齢に伴う変化を把握することは，口腔疾患の治療法決定や予後の判定，さらには再生
療法への可能性を限りないものとする。口腔内には様々な組織が存在し，全ての組織で特有な加齢変化を示す
ことが知られている。本学術講演会では，歯肉および歯根膜内組織の加齢変化について生物学的特性を検討す
るとともに，再生療法への応用で注目されている歯髄組織における幹細胞の特徴について発表する。
材料および方法：歯肉加齢変化の検索には，ヒト歯肉について抗細菌性タンパクである β-defensin２（BD２）
の免疫組織化学的染色を用いた。歯根膜の加齢変化の検索には，ラット歯根膜より採取された歯根膜細胞
（PDL）を培養下にて，増殖力と血管内皮増殖因子（VEGF），heat shock protein（HSP）２７の発現について
mRNAレベルで検討した。また，歯根膜組織の恒常性維持機構に関与されているといわれるマラッセの上皮
遺残細胞（MER）について，porcine より採取されたMERを培養系に移し，継代数の違いによりその遺伝子
発現を検討した。そして，歯髄内の幹細胞の検索に関しては，FACS aria を用いて SP細胞を分離し，加齢に
伴う割合とmRNAレベルでの特徴を検討した。
結果および考察：歯肉おけるBD２は若年者では表層の角質層にのみ陽性反応が見られたが，高齢者では棘細
胞にも陽性反応が確認された。これは，上皮細胞の分化異常によるものか他の免疫系を補うためと考えられ
た。PDLは加齢に伴って増殖能とVEGF mRNAの発現が低下するがHSP２７mRNAの発現が増加した。これ
は，VEGFによる血管の新生が減少するために周囲からの恒常性維持機構を代替するために自らの修復タン
パクであるHSP２７mRNAの発現が増加したものと考えられた。MERに関しては，加齢に伴い抗細菌性タン
パクであるBD２や骨誘導タンパクであるBMP－２，コラーゲン分解タンパクであるMMP１３の発現が減少して
いた。加齢に伴って，歯根膜内の抗細菌性機能の低下やセメント質形成が減少することによる外力への抵抗性
の減弱を示唆し，代謝としてのコラーゲン分解も減少することを意味する。一方，歯髄内の SP細胞の割合は
加齢に伴い，減少するが，機能的には大きな相違は認めなかった。歯髄に関しては，幹細胞を用いた再生医療
が注目を浴びるなか，これにより数を克服することが可能であれば，高齢者でも歯髄 SP細胞の利用が有利で
あることが示唆された。

口腔科学研究センターシンポジウム
「口腔アンチエイジングによる生体制御」

口腔諸組織の加齢変化

松坂 賢一
東京歯科大学口腔科学研究センター・hrc７
東京歯科大学臨床検査学研究室 准教授
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新潟大学大学院理学研究科生物学専攻修了
九州大学大学院理学研究科博士後期課程満期退学
博士（理学）

歯科医療は，歯髄や歯周をはじめとする歯に関連する組織の疾患に対する治療をはじめ，器官としての歯そ
のものの喪失に対する人工的な代替治療や移植治療も広く普及しており，国民の健康維持に大きな役割を果た
している。２１世紀の新しい医療の概念として「再生医療」が期待されている。いま再生医療では，「幹細胞」
を部分的に損傷した部位へ移植する「幹細胞移入療法」を中心に幅広い医療分野で臨床研究が始まっており，
歯科においても歯周病治療や骨の再生治療の開発が進められている。
歯科再生医療における大きな目標は，喪失した歯を再生により取り戻す「歯の再生治療」である。この再生

医療は，疾患や傷害を受けた臓器や器官を，生体外で人工的に作製した器官と置換する「臓器置換再生医療」
に位置づけられており，その実現可能性が高い治療のひとつであると考えられている。外胚葉性器官のひとつ
である歯は，胎児期の上皮・間葉相互作用によって誘導された歯胚から発生する。歯は，歯や歯周組織を構成
する複数種の細胞や硬組織，神経，血管などが高度に組織化された器官である。これまでに，臓器や器官を人
為的に再構築する技術開発はされておらず，歯を再生するには，人為的な細胞操作によって歯胚を再構築し，
生物の発生システムを利用して再生歯をつくるという戦略からアプローチされている。
私たちは，２００７年に正常な構造を有した再生歯を高頻度で発生させる細胞操作技術である「器官原基法」を

開発し，三次元的な細胞操作によって正常発生可能な器官原基を再生できることを示した（Nature Methods
４，２２７－２３０，２００７）。さらに私たちは，再生歯胚を成体の歯の喪失部位へ移植すると，正常な歯と同等の硬
度を有する再生歯が萌出し，対合歯と咬合することを示した。また再生歯は，骨のリモデリング能を有する歯
根膜を介して骨と連結機能すると共に，矯正や露髄による侵害刺激を中枢に伝達しうる神経線維も再生するこ
とを明らかにした（PNAS １０６，１３４７５－１３４８０，２００９）。これらのことから再生歯胚移植では機能的な歯の再生
が可能であることが示されると共に，歯科再生医療の実現可能性が期待される。
本講演では，歯科再生医療に向けた研究成果の進展を紹介すると共に，歯科医療の未来のひとつとして歯科

再生医療の実現可能性を考察した。

基 調 講 演

未来の歯科医療としての歯科再生医療

辻 孝
東京理科大学総合研究機構 教授

東京歯科大学 客員教授

学 会 講 演 抄 録３７０
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１９８３年 慶應義塾大学医学部卒業
１９８８年 学位取得 医学博士

慶應義塾大学

「再生」とは生体の失われた細胞・組織が，幹細胞の増殖・分化や分化した細胞の分化転換によって補われ
ることと定義される。現在，発生過程を一部再現させることにより臓器再生を目指そうという新しい学問潮流
が生まれつつあり，まさにこれに立脚した治療哲学である「再生医学」，そしてその実践である「再生医療」
が２１世紀の医学・医療の進むべき一つの方向であると期待されている。
再生を誘導するために，色々な臓器を作るもとになる細胞である体性の「幹細胞」の操作と，初期胚由来の

多能性幹細胞であるES細胞やさらには体細胞から人工的に誘導した多能性幹細胞である iPS 細胞（Induced
Pluripotent Stem Cell, iPS 細胞）を用いた手法に注目が集まっている。iPS 細胞は，皮膚の線維芽細胞などの
体細胞に Sox２，Oct３／４，Klf４，（c-Myc）などの少数の転写因子の遺伝子を導入するだけで，試験管内で誘
導される多能性の幹細胞であり，細胞移植治療や疾患研究において大きな期待を集めている。一方，実際に iPS
細胞技術を細胞移植に用いるためには，腫瘍形成の問題等の安全性の問題をクリアする必要がある。
我々は，京大の山中伸弥教授との共同研究により，体細胞の由来や c-Myc transgene の有無や遺伝学的な

選択の有無などの観点から樹立法が異なる様々なマウス iPS 細胞を出発材料にして神経系前駆細胞を分化誘導
し，マウス脳へ移植する試験を行った。その結果，iPS 細胞の樹立に用いた体細胞の由来が移植安全性に大き
く影響することを明らかにした（Miura et al., : Nature Biotechnology，２００９）。
本講演では，幹細胞の制御メカニズムに関する cutting edge の研究成果と，多くの生命科学の研究成果を

取り込んで進めてきた脊髄損傷，網膜変性症，パーキンソン病，ALS，統合失調症などの難治性の精神・神
経疾患の治療法開発，さらにはRett 症候群，Perizaeus-Merzbacher 病，Prader-Willi 症候群などの小児神
経疾患，パーキンソン病，ALS，統合失調症疾患などの精神・神経疾患を対象とした疾患モデル細胞作出と
いう観点からの iPS 細胞研究の最近の我々の研究成果や世界的動向，さらには，iPS 細胞研究と並行して我々
が開発を進める遺伝子改変霊長類モデル（Sasaki et al., Nature，２００９）とその活用について紹介した。

特 別 講 演

iPS 細胞を用いた再生医学・疾患研究

岡野 栄之
慶応義塾大学医学部・生理学教室

慶應義塾大学大学院医学研究科 委員長
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Dental implants are made from（bio）materials that have one common property, i.e. biocompatibility. The
introduction of a dental implant into the jaw bone causes specific reactions of the biological environment.
The bio-molecules and cells together with the intrinsic properties of the biomaterials used, determine the
biocompatibility and longevity of dental implants. The currently available biomaterials as used for the
manufacturing of dental implants do not fulfill completely to its intended function. This is due to an un-
natural response between the biomaterial and the surrounding tissue cells. Recent developments in the field
of nanotechnology offer powerful tools to modify the surface of dental implants by introducing artificial to-
pography and specific surface chemistry on the biomaterial. It is well-known that both topography and sur-
face chemical composition affect the reactions of the biological environment to the device. The current lec-
ture will deliver the relevant knowledge of surface parameters that control the biological response

国際シンポジウム
「４０年を迎えたインプラントの光と影」

Effects of dental implant surface on bone integration

John A. Jansen, DDS, PhD
Professor and Chairman

Department of Biomaterials, Dentistry
Radboud University Nijmegen Medical Center

学 会 講 演 抄 録３７２
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Current demographic trends indicate an increasing segment of old people, in Japan and western coun-
tries. Implant supported overdentures, particularly in the mandible became a well-accepted treatment op-
tion for elderly edentulous patients. Promising short and long-term results, including immediate loading
were reported. Oral comfort, mastication, wellbeing and quality of life were significantly improved and it be-
came the best-documented treatment modality with implants. Some studies express the opinion that eden-
tulousness and providing complete dentures will not disappear but both are just postponed to still older
age. This may not be a real benefit if patients have to adapt to complete dentures in the last period of their
life. Thus, mandibular implant overdentures will be a meaningful treatment option for an increasingly old
population, also in the next future.
Due to better healthcare, more aged patients remain in fair health conditions and will maintain some

natural teeth. Their wishes and needs for dental treatment will increase and treatment planning becomes
more demanding with regard to systemic problems, function and quality of life. By means of implants, a va-
riety of treatment options, complex reconstructions and simple solutions with reduced treatment goals, are
available.
Geriatric dentists are often involved in specialized care for dependent, frail patients in nursing homes.

Gerodontology sometimes disregards, that the majority of old patients is living in their private homes. To-
day it is suggested that at age８０ people should still have ２０ teeth. Furthermore, we have to consider that
currently, many patients who are now in their late fifties and sixties, receive complex implant prosthodontic
rehabilitation. These patients will be soon our old, geriatric patients. Thus, within the next２０years, the per-
spectives in gerodontology will significantly change and we have to be prepared for this. Implantology will
and must become an object of geriatric dentistry, in teaching and practicing.

国際シンポジウム
「４０年を迎えたインプラントの光と影」

Implants in an ageing population : changing concepts?

Regina Mericske-Stern
Professor Dr. med dent.

Director and Head, Department of Prosthodontics, University of Bern
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１９８０年 東京歯科大学卒業
１９８５年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了

歯科補綴学専攻
歯学博士

インプラント治療が一治療法として歯科界のみならず社会に認知されて２０年以上が経過した。この間に多く
のインプラントの治療成績が報告され，さらに基礎研究の充実も相まって，歯科教育のコアカリキュラムに含
まれるほどになった。
しかし，その多くはインプラントのみを主眼とした情報に偏り，また，技術的側面に重きを置かれてきた。

それゆえ，欠損，骨を主体としたテクニカルアセスメントは確立できても，患者さんの全身的背景を考慮した
本質的なガイドラインを作成するには依然として情報不足である。
治療時に健康であっても時間の経過とともに増齢リスクは大きくなり，さらに，慢性疾患の罹患とともに全

身的リスクは増える一方である。そして，口腔内においても慢性持続性感染症である齲蝕，歯周病および過大
な力による組織崩壊のリスクも高まるために，治療時に問題のなかったインプラントおよび天然歯が経年的に
変化することは必然である。たとえ病的変化に陥らなくとも，力がかかっている咬合面は消耗品として考える
べきであると認識すべきである。
長期性という言葉から一般的にイメージされるものは，治療後安定していて再介入をせずに時間を経過した

ものと捉えられがちであるが，私は変化することを受け入れて歯科的に介入しながらQOLを維持することを
長期性，もしくは長期経過例として考えている。
そこで，これまでインプラント治療を行ってきた長期経過例をもとに経験させていただいた様々な変化の一

端を見ていただき，今後，インプラントを適用する際に考えなければならないことを発表した。

国際シンポジウム
「４０年を迎えたインプラントの光と影」

長期経過例から考えるこれからのインプラント治療

武田 孝之
東京歯科大学口腔インプラント学講座 臨床教授

学 会 講 演 抄 録３７４
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１９７９年 東北大学歯学部卒業
１９８６年 学位取得 歯学博士

東北大学

「美味しく味わって食べる」ことは人生の大きな喜びであり，そのためには健全な口腔機能の維持が重要と
なる。本シンポジウムでは，口腔機能のなかで味覚に焦点を絞り，臨床的な観点から話を進めた。背景とし
て，我が国の急激な超高齢化に伴い高齢者の味覚異常が増加していることがあげられる。６５歳以上の自立した
高齢者を対象とした我々の調査では，約３７％に味覚検査で異常がみられた。また，東北大学病院味覚外来を訪
れる患者の中には，「味は分かるが美味しいと感じない」と訴える方が多い。そこで，アミノ酸系うま味物質
であるグルタミン酸ナトリウム（MSG）および核酸系うま味物質であるイノシン酸を用いたうま味検査法（ろ
紙ディスク法）を開発し検査を実施した。その結果，基本４味である甘み，酸味，苦み，塩味には異常がな
く，うま味に対してのみ異常（閾値の上昇）を示すケースがみられた。今回の検討から，うま味障害は，食欲
低下による体重減少や体調不良と関連することも明らかとなった。MSGは胃にも受容体があることが報告さ
れ，うま味は食物の消化吸収機能と関連することが最近報告されており，うま味の認識は口腔機能ばかりでな
く全身の機能の維持にも重要と思われる。
うま味を含む味覚障害の原因は多岐に渡るが，味覚障害患者は健常者に比較して総唾液分泌量が有意に低下

している。このような患者に唾液分泌量を増加させる内科的治療を行うことにより味覚障害が改善されること
から，唾液分泌は健全な味覚機能の維持に重要な役割を果たしていると考えられる。唾液分泌量の低下すなわ
ち口腔乾燥症に対する治療は薬物による内科的治療が主体であり，様々な治療薬がある。しかしながら，これ
らの治療薬の多くは副作用が強く，他の内服薬との相互作用などから服薬できない場合もある。我々は，味覚
刺激による唾液分泌反射（とくに小唾液腺分泌反射）を利用し，唾液分泌機能を改善する治療法を試行してい
る。味覚刺激のなかで，うま味刺激は酸味刺激と同等の唾液分泌反射能を有し，また，酸味刺激のような粘膜
刺激性がないことから，味覚刺激としてはうま味が有用と考えられる。
以上，「うま味」は口腔機能を維持する上で重要であり，全身の健康維持にも重要な感覚と思われる。

国内シンポジウム
「食に関わる口腔機能」

味覚とくに「うま味」感覚の重要性について

笹野 高嗣
東北大学大学院歯学研究科口腔診断学分野 教授
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１９７４年 日本大学大学院獣医学研究科修士課程修了
１９８２年 学位取得 歯学博士

日本大学

口腔は消化管の入り口としての機能を持ち，食物を摂取し，咀嚼し，味わうための重要な器官です。その口
腔機能を維持する上で，唾液は重要な役割を担う体液です。唾液には，水，イオン，消化酵素を含む様々な唾
液タンパク質が含まれており，唾液としての機能が営まれます。唾液の分泌が害われることにより唾液の機能
が失われると，口腔内環境維持が難しくなり，様々な障害が起こります。食べたりすること，呑み込むことに
も影響します。
口腔乾燥症（ドライマウス）は唾液分泌低下を主症状とする疾患の総称です。最近の調査により，高齢者の

約２５パーセントが口腔乾燥を訴えていることが報告されています。この口腔乾燥症の原因究明や診断・治療法
の確立に「唾液分泌の仕組み」を明らかにする必要があります。
唾液腺は三大唾液腺と小唾液腺に分類されますが，どの唾液腺も腺房部と導管部の細胞から構成されます。

最初に唾液が作られるのは腺房部ですが，副交感神経が腺房部細胞に作用すると，血漿中の水やイオンが唾液
腺を介して唾液として分泌されます。交感神経が腺房部細胞に作用すると，糖質分解酵素のアミラーゼや糖タ
ンパク質であるムチンなどの唾液タンパク質が分泌されます。これが唾液腺における自律神経の二重支配で
す。
神経からの伝達物質が腺房細胞に作用すると，細胞内では唾液分泌に向けた代謝が始まります。このような

細胞内の代謝により細胞内のメッセンジャーが産生され，それが分泌に必要な装置のスイッチを入れると，分
泌が始まります。
水分泌には，腺房細胞内でカルシウムイオン（Ca２＋）濃度の上昇が必要です。この上昇したCa２＋が水分泌

に必要な装置を作動させるのですが，その本体は未だ不明です。最近私たちが注目しているのは，アクアポリ
ン（AQP）という水を通すチャネルです。AQPの一つであるAQP６が腺房細胞の腺腔側に局在することか
ら，水分泌に繋がる装置の一つと考えています。
タンパク質分泌においては，腺房細胞内でサイクリックAMP（cAMP）という分子の濃度が上昇すること

が必要です。耳下腺腺房細胞では，アミラーゼの分泌がみられますが，cAMP濃度上昇に続く装置として
MARCKSというタンパク質の修飾が必要ではないかと考えています。
こういった私たちの最近の唾液腺研究と，そこからえられた「唾液分泌の仕組み」の一部を紹介したいと思

います。

国内シンポジウム
「食に関わる口腔機能」

唾液腺からの水とタンパク質の分泌の仕組み

杉谷 博士
日本大学生物資源科学部 教授

学 会 講 演 抄 録３７６
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１９７６年 横浜市立大学卒業
１９８３年 学位取得 医学博士

徳島大学

長い人間の歴史の中で，現在ほど肥満人口の多い時代はありません。肥満は糖尿病を始めとする多くの疾病
の引き金になり，肥満に起因するメタボリックシンドローム（メタボ）は，健康上の切実な問題として注目を
集めています。以前，生活習慣病と呼ばれていたように，メタボの原因が過食や運動不足などの生活習慣の乱
れにあることはよく知られています。しかし，人間の体には，もともと摂食を正常に調節する機構が備わって
います。それなのに，なぜ肥満が増えたのでしょうか。
今から半世紀以上も前に行われた電気生理実験により，摂食調節の中枢が間脳の視床下部に存在することが

発見されました。そして，１９９０年代になって，摂食調節に関係する様々な分子が見出され，摂食調節機構の解
明が飛躍的に進みました。その代表的なものが視床下部のニューロンに含まれる一群の摂食関連ペプチドで，
摂食促進と摂食抑制に働くものがあります。中でも重要なものは促進的な作用を持つメラニン凝集ホルモン
（MCH）と抑制作用を持つ色素細胞刺激ホルモン（MSH）で，これらのペプチドの遺伝子を欠損したマウス
はそれぞれ痩せと肥満を呈するところから，生理的にも重要であると考えられています。しかし，視床下部の
摂食調節機構はこれらのペプチドを含むニューロンが別々に機能するのではなく，互いに複雑な神経回路を作
り，調節し合いながら，視床下部内だけでなく脳全体で多様な機能を担っています。
さらに視床下部の摂食調節機能は脂肪から分泌される摂食抑制ホルモンであるレプチンによって調節を受け

ています。レプチンの分泌量は脂肪量に比例するので，太っている人ほど，レプチンの血中濃度は高いのです
が，それによって食欲が低下することはありません。肥満者の多くは，レプチンに対する感受性が低下する，
いわゆる「レプチン抵抗性」の状態にあるからです。レプチン抵抗性は過食，とりわけ高脂肪食によって容易
に誘導されます。肥満人口の多いアメリカでは食物中の脂質の割合が４０％にも達しています。野生動物や大昔
の人間は食物の乏しい生活をしていました。食べ物が豊富に手に入る時に肥満して，体内にエネルギーを蓄え
る仕組みがレプチン抵抗性であると考えられます。その生存のための仕組みが飽食の時代には逆に健康を脅か
しているのです。ですからメタボを防ぐには，食事内容を含む現代の生活習慣を見直す必要があるのです。

国内シンポジウム
「食に関わる口腔機能」

脳の摂食調節機構とその異常

川野 仁
東京都神経科学総合研究所発生形態研究部門 部門長
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１９９５年 東京歯科大学卒業
２０００年 学位取得 博士（歯学）

東京歯科大学

我々は様々な食品を消化管の入り口である口腔から摂取する。視覚および嗅覚によって選別された食物は，
口唇部でその形状・温度（触圧覚・温冷覚）が知覚され，やがて舌表面あるいは口腔内部に移送される。舌表
面や口腔内では，その詳細な物理的（触圧覚）・化学的性状（味覚）がモニターされる。摂取した食物の内部
性状は，歯牙に加わる外力をモニターする（歯根膜感覚）ことによって認識され，食物内に歯牙を破壊するよ
うな物質や，生体に対する異物の存在を感知（侵害受容感覚あるいは痛覚）したときには，急激な咀嚼行動の
停止（侵害性開口反射）が生じる。このように，口腔内に摂取された食物は，「感覚」というきわめて鋭敏な
センサーによって常にモニターされ，その情報は大脳皮質において統合されることで，食品の安全性を評価
し，あるいは食品の化学的情報に基づく味覚として認知され，また摂食－咀嚼－嚥下という顎口腔の機能的運
動過程が駆動される。このような口腔内感覚情報は，大脳皮質においてどのように統合されるのであろうか？
あるいはその情報統合過程の障害はどのような病態をもたらすのであろうか？
ヒトにおける各体部位における感覚の鋭敏さは，感覚情報が最初に到達する大脳皮質一次体性感覚野の体部

位再現領域の広さと比例する。特に口腔内感覚の再現領域は全身の領域の約３０％を占め，きわめて広い。また
口腔内再現領域には，複数の口腔器官に受容野を持つニューロンの存在が示唆され，複雑な口腔内の立体認知
機能と関わる事が示されている。加えてこれらの感覚情報は二次体性感覚野で統合される。しかし，口腔内に
幻覚症を有する患者群では，二次体性感覚野機能に障害が見いだされている。そこで本シンポジウムでは，ヒ
ト口腔内における感覚情報の大脳皮質情報処理過程の研究成果を示しながら，食や摂食，咀嚼機能のみならず
情動表現や社会的コミュニケーション能力の獲得における口腔機能の重要性を紹介する。

国内シンポジウム
「食に関わる口腔機能」

食・テクスチャーの神経基盤：
脳における口腔内体性感覚発現

澁川 義幸
東京歯科大学生理学講座 講師

学 会 講 演 抄 録３７８
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１９６１年 慶應義塾大学医学部卒業
１９７３年 学位取得 医学博士

慶應義塾大学医学部

メタボリックシンドローム（以下，メタボ症候群と略）は病名ではありません。肥満，脂質異常，糖代謝異
常，高血圧などが重なると，心筋梗塞や脳卒中のもとになる動脈硬化が進行するという「考え方」です。すで
に１９２０年代半ば，スエーデンの医師が「肥っていて，コレステロールが高くて，痛風のある人は心臓発作を起
こしやすい」ことを見出しています。１９８０年代になって，アメリカでは心筋梗塞で亡くなる人が激増し，メタ
ボ症候群のことを「シンドロームX」とか「死の四重奏」と呼んで，心臓発作予防のキャンペーンを始めまし
た。「死の四重奏」とは，高血圧，高脂質血症，糖代謝異常，内臓肥満の四者が奏でる動脈硬化の曲で，心筋
梗塞になる危険率が急増するというものです。２１世紀に入って遅ればせながら，わが国でも糖尿病や動脈硬化
症の予防には，まずメタボ対策から，ということになったのです。
メタボ症候群の日本の基準は，お腹の内臓脂肪の蓄積に置いていますが，それ以前に内蔵脂肪を増やすのは

運動不足や食べすぎです。食べすぎるとすい臓はインスリンを過剰に作って血糖値が上がらないように頑張り
ます。インスリンは血糖（ブドウ糖）の利用を促進するホルモンとして有名ですが，脂肪を合成し内臓脂肪と
して貯めこむ働きもします。ところが内臓脂肪が貯まりすぎるとインスリン作用を妨害する物質が出るので，
すい臓はますますインスリンの大増産に励みます。困ったことに，内臓脂肪は血液を粘っこくしたり，血圧を
上げるホルモン様物質も出すので，糖尿病を起こし動脈硬化も促進するという因果関係があるのです。
インスリン作用を邪魔するものに，感染症，大手術，精神的ストレス，アルコールなどがありますが，注目

されるのが歯周疾患で，歯周のポケットに棲息する細菌が曲者です。以前から，感染症になると血糖値が上昇
することは知られていますが，歯周病になるとインスリン作用を妨害する物質が増加し，糖尿病を誘発し，悪
化させる重要な役割を演じます。これで五重奏です。事実，歯周病を治療すると，血糖値は下がります。近
年，インスリンの作用を妨害するさまざまな事実が発見されつつありますが，メタボ症候群と他の病気との関
係も明らかになってきました。高いびきで有名な睡眠時無呼吸症，逆流性食道炎，脂肪肝が高じて起こる肝硬
変症など，新たな奏者が加わり「シンフォニー」に発展しそうです。

市民公開フォーラム
「本当に怖い歯周病！ 歯周病が糖尿病を狙っている」

「歯周病と糖尿病の不思議な関係」
－シンフォニーになったメタボリックシンドローム－

松岡 健平
東京都済生会中央病院 顧問
慶應義塾大学医学部 客員教授

歯科学報 Vol．１１０，No．３（２０１０） ３７９
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１９８５年 九州大学歯学部卒業
１９９６年 学位取得 博士（歯学）

岡山大学

一昔前（と言っても私がまだ，小学生のころ）までは虫歯と近視が日本の国民病であると考えられていまし
た。当時は学童期の虫歯が多く，また中学生の多くは眼鏡をかけるようになっていました。しかし今や２１世紀
の国民病は糖尿病であると言われています。糖尿病が増えた原因としてライフスタイルの急速な欧米化（食生
活の変化と交通手段の発達による運動不足）が最も大きな要因であると考えられています。つまり，現代の日
本人に多い小太りの肥満が増えたことがその原因と考えられています。私が専門としている歯周病（歯槽膿
漏）はこれまで，糖尿病の６番目の合併症（つまり糖尿病患者さんがかかりやすい５つの代表的な合併症に次
ぐ併発症）と言われてきました。一方，小太りは糖尿病にもなりやすいが歯周病にもかかりやすいと考えられ
るようになりました。つまり，糖尿病も肥満も，あるいはそれら両方を併せ持つようないわゆるメタボの人も
皆，歯周病になりやすいのです。
歯周病になると歯茎が腫れ不快であるだけでなく，歯を支える組織が侵されるので歯の寿命が短くなりま

す。肥満や糖尿病の患者さんの多くは歯が悪くなりやすいといわれています。一方，最近，歯周病は糖尿病の
悪化を早めること，あるいは心筋梗塞のもととなる動脈硬化をより進行させることがわかってきました。つま
り，糖尿病の方が歯周病になると歯の寿命そのものが短くなるだけでなく，体の寿命も短くなるおそれがあり
ます。このように考えると，いつまでもおいしいものをよく噛んで味わって食べることができるようにするた
めだけでなく，糖尿病の治療を的確に行うためにも歯周病はきちんと治すこと，あるいはそもそも歯周病にな
らないように気をつけることが大事です。
このたびの講演では，歯周病と糖尿病とはどう関係しているのか（タイトルにあるようになぜ歯周病はお口

の糖尿病と考えられるのか），そしてそうであれば歯周病にならないようにするにはどうすればいいのかをわ
かりやすく皆様にご説明したいと考えています。

市民公開フォーラム
「本当に怖い歯周病！ 歯周病が糖尿病を狙っている」

歯周病はお口の糖尿病

西村 英紀
広島大学大学院医歯薬学総合研究科展開医科学専攻顎口腔頚部医科学講座

健康増進歯学分野 教授

学 会 講 演 抄 録３８０
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１９８９年 東京歯科大学卒業
１９９６年 学位取得 博士（歯学）

東京歯科大学

日常臨床において「TBI を繰り返しても十分なブラッシングが定着しない」などといったことが原因で，
十分な治療効果が得られないことも多いのではないでしょうか。その原因の一つに，臨床現場ではコンパクト
な平切の歯ブラシを使用し，小刻みに動かし，時間をかけて歯みがきをすることが画一的に推奨されている傾
向があることが考えられます。複雑な形態をしている歯列の清掃を，ほとんど手指の感覚のみに頼って行うブ
ラッシングは高いスキルを要するもので，小児や高齢者など，すべての患者さんに一律にこれらのスキルを要
求するのは適切ではありません。また，TBI で教えられたブラッシング法を継続できる患者さんばかりでは
ありません。そのため，患者さんの生活習慣や指導の受容状況などの現状をふまえ，患者さんのスキルを補う
機能を備えた口腔ケア用品を選択してあげることも，TBI を成功させる上で重要なポイントになります。
これまでの行動科学的知見を活用するとともに，市販されている多種多様な口腔ケア用品の機能と特徴を十

分に理解し，個々の患者さんに適した歯ブラシや歯磨剤を選択することによって，患者支援のための保健指導
の幅を広げてみてはいかがでしょうか。
ワインのソムリエは多種多様なワインの特徴に精通し，個々の客の好みやその日の料理に最も合ったワイン

を選び，料理とワインをマリアージュします。マリアージュとはフランス語で結婚のことですが，料理とワイ
ンのマリアージュとはお互いがその長所を引き立て合い，お互いの価値を何倍にもすることを意味します。
ワインのソムリエの様に歯科専門家は口腔ケア用品のソムリエとして，口腔ケア用品の特徴に精通し，目前

の患者さんの口腔内状況やセルフ・ケアの様子などを総合的に判断し，個々の患者さんとマリアージュする口
腔ケア用品を選択することが求められます。
そして，ワインのソムリエがワインの話を通じて個々のお客さんとコミュニュケーションを深めていくよう

に，日常生活に身近な口腔ケア用品を通じたコミュニュケーションは患者さんと歯科専門家とのマリアージュ
の力となります。「患者さんと歯科専門家のマリアージュ」とは患者さんと歯科専門家のどちらが中心である
とかということではなく，お互いが対等であり，かつ，お互いがお互いを高め合う存在であるということなの
です。そんな健康支援を実践していきたいものです。

ランチョンセミナー

歯みがきのソムリエを目指して
－行動科学に基づいたブラッシング用具の選択と使い方－

高柳 篤史
高柳歯科医院（埼玉県幸手市） 副院長

歯科学報 Vol．１１０，No．３（２０１０） ３８１
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１９８６年 鶴見大学歯学部卒業
１９９５年 学位取得 博士（歯学）

鶴見大学

患者さんの口腔衛生に対する意識の高まりと，自分の歯をできるだけ保存したいという希望から，接着を利
用した治療が大きな割合を占めるようになっています。特にう蝕治療では，コンポジットレジン修復が前歯，
臼歯ともに治療の第一選択として行われています。エナメル質と象牙質の両方を接着の対象にしたコンポジッ
トレジン修復法は，世界に先駆けて約３０年前に日本から始まりました。そして，その後も日本の歯科接着材料
メーカーの研究開発者によるすばらしいアイデアと努力により接着材料開発が続けられ，私たち日本の歯科医
は世界最高峰の接着材料を使うことができます。現在，日本の接着歯学は，研究，臨床そして材料のすべてに
おいて世界をリードしているといっても過言ではありません。
物性的にほぼ完成の域に達したコンポジットレジン修復材料ですが，最近では抗菌性やフッ素徐放性などの

機能を付与したバイオアクティブ修復材料と呼ばれるレジン系材料も開発されています。その中で，PRG（Pre
Reacted Glass-ionomer）技術を応用したGIOMER（ジャイオマー）という新しいカテゴリーの製品は，レジ
ン系材料でありながら口腔内でフッ素をはじめとする様々なミネラルのリリース＆リチャージを起こす特徴を
持っており，今後の接着治療において期待される材料の一つです。
日本におけるう蝕治療の考え方，特に接着治療において欧米と大きく異なることとして，う蝕の臨床的診断

とそのう蝕治療法が挙げられます。すなわち，う蝕の大きさに関係なくあらかじめ決められた窩洞形成を行
い，そして修復物を装着する従来の「嵌め込み式の治療」を応用して接着治療が行われている欧米に対して，
現在我が国のう蝕治療は，う蝕に罹患した歯質の状態を考慮しながら歯質を最大限に保存するMinimal Inva-
sive Dentistry を基本とし接着治療を行っていることが最大の特徴です。
コンポジットレジン修復は，う蝕の処置から欠損部分の審美的修復に至るまで，患者さんの目の前で結果を

出さなければいけないことから非常にやりがいのある治療です。そして本来わたしたち歯科医が持ち合わせて
いるはずの技量（腕）が試される治療の一つでもあります。もちろん修復物としての審美性も大切ですが，長
期にわたり口腔内で修復物を維持させるためには歯質への接着が一番重要になります。
今回のランチョンセミナーでは，接着を成功させるための接着理論，臨床における注意点そして臨床例を紹

介し解説を行いました。

ランチョンセミナー

明日からの臨床を変える接着修復

秋本 尚武
鶴見大学歯学部歯科保存学第一講座 講師

学 会 講 演 抄 録３８２
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１９８７年 東京歯科大学卒業
１９９１年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了

歯科補綴学専攻
博士（歯学）

歯科疾患実態調査によれば，日本人の一人平均の喪失歯数はあらゆる年代において減少傾向にありますが，
現状において６０歳台で約７本，７０歳代では約１４本であり，世界的な長寿の国である本邦では，人生の後半の一
時期において，失われた歯を人工的に補って過ごすことが平均的な姿と考えられます。近年，インプラント治
療に関する高い治療成績が多数報告され，咬合回復の方法として，従来からの架工義歯，可撤性義歯に加え
て，インプラント義歯の臨床応用が広がりを見せています。インプラント：人工歯根の歴史は紀元前にさかの
ぼることができますが，現在，主に使用されている骨結合型インプラントは臨床応用開始から４０年を経過し，
インプラント体やコンポーネント，さらに術式にいたるまでさまざまな開発がすすめられ，日ごとに発展を続
けています。それに伴って，従来ではインプラント治療は困難と診断された症例に適応が拡大され，一方で
は，治療に伴う患者の負担を大きく軽減できる可能性が示唆されています。
翻って，従来の欠損補綴法に対して，インプラント治療は，術者・患者の双方にとって負担の大きな治療で

あると考えられます。治療に関わる安全性を損なうことなく，治療に伴う負担を軽減することが望まれること
は論を待ちません。
そのような現状では，インプラント治療は決して画一的なものではなく，いくつもの選択肢が考えられま

す。また，治療に伴う負担の大きさを考え併せて，治療のゴール自体が患者と十分に検討すべき項目となって
います。すなわち，インプラント治療の適用を考える場合，術者サイドから考えられるあらゆる選択肢を提示
し，患者と相談の上で個々の症例に最適と考えられる治療手順を決定していくことが望ましいと考えられてい
ます。必然的に，検討項目は多岐にわたり，日々，インプラント治療に従事している者といたしましても治療
計画に迷いのない症例は稀有といえます。
一方では，インプラント治療の不具合，偶発症に関する報告が散見され，昨今ではインプラント治療の影の

部分が頻繁にマスコミに取り上げられるに至っています。本セミナーでは，身近なインプラント治療に生じた
失敗例を多方面から検証し，患者の迷惑とならないインプラント治療の適用のために押さえておくべき注意点
を再考します。

ランチョンセミナー

インプラントの選択について

関根 秀志
東京歯科大学口腔健康臨床科学講座口腔インプラント学分野 准教授

歯科学報 Vol．１１０，No．３（２０１０） ３８３
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１９７９年 神奈川歯科大学卒業
２０１０年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了

レーザーの歯科領域での応用は，１９６４年 Goldman らによるルビーレーザーを用いたエナメル質と象牙質の
蒸散に始まる。その後レーザーの研究開発は進んだが，レーザーは非常に高価で大型機器であったため，一般
にはほとんど普及しなかった。
わが国でレーザーが一般歯科医で応用されはじめたのは，１９９０年前後からである。レーザー装置の小型化と

ともに廉価での提供により，疼痛緩和治療用としてHe-Ne レーザー，低出力半導体レーザー，軟組織蒸散用
として炭酸ガスレーザー，Nd : YAGレーザーが応用されはじめ，そして１９９６年に硬組織・軟組織蒸散用とし
てEr : YAGレーザー，軟組織蒸散用として高出力半導体レーザーが登場し現在に至っている。
現在認可を受けている主な歯科用レーザーは４種類ある。波長特性から分けると，組織表面吸収型と組織透

過型に分けられ，組織表面吸収型には炭酸ガスレーザー，Er : YAGレーザー，組織透過型レーザーにはNd :
YAGレーザー，半導体レーザーがある。長い波長（中赤外域）をもつ組織表面吸収型のレーザーは，水やハ
イドロキシアパタイトに吸収されやすく，メラニンやヘモグロビンには吸収されにくいという特性があり，一
方，短い波長（可視域・近赤外域）をもつ組織透過型は，水やハイドロキシアパタイトには吸収されにくい
が，メラニンやヘモグロビンには比較的吸収されやすいという，全く反対の特性が見られる。
また，歯科用レーザーの治療法を，使用するレーザーのエネルギーの大小により分けると，組織の蒸散をも

たらす高反応レベルレーザー治療（HLLT : High reactive Level Laser Treatment）と，生体の活性化を引き
起こす低反応レベルレーザー治療（LLLT : Low reactive Level Laser Treatment）に分けられる。
実際，臨床上で歯科用レーザーを効率よく安全に使用するためには，各レーザーの波長とどのエネルギーレ

ベルでの応用になるかを理解し実践できることが肝要になり，波長の違いにより，ある症例には非常に適して
いるものもあれば，ほとんど応用しない方がいい症例もある。一つのレーザーで，（一般歯科で遭遇する）ど
の疾病にも応用できるという見解はあまりにも無謀である。

ランチョンセミナー

歯科用レーザーの変遷
－レーザーは日々の臨床をどのように変えるか－

篠木 毅
埼玉県川口市開業
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目的：東京歯科大学１年生の物理的基礎知識を入学
時と１年末に調べ，入学時の理解度とその変化を的
確に捉える。
方法：２１年度に東京歯科大学１年生を対象に，入学
時と１年末に理科（物理）の基礎知識に関する多肢選
択型の問題を解いてもらい，高校までの教育での物
理分野に関係する基礎知識に対する理解の程度を調
べた。また，入学時と１年末との比較から本学の教
育にて基礎知識に対する理解がどのように変化した
かをみた。
成績：１年講義で扱った内容（「比熱」，「原子とイオ
ン」，「大きな数」，「単位」，「圧力」，「質量と重さ」，
「作用反作用」，「力がベクトル量であること」，「物
体の動きと力」，「原子核」，「静電気」，「イオン結
合」，「熱と温度」）については，正答率が入学時（平
均５３．０％）より１年末（平均７２．０％）で大きく上がっ
ている。しかしこれらのうちいくつかは，大きく上
がったものの正答率が６割未満であるものもあっ
た。また，１年講義で扱っていない内容（「太陽と季
節」，「月の公転」，「希釈」，「電磁波」，「デジタルと
アナログ」）についても正答率が入学時（平均
４９．１％）から１年末（平均６０．０％）とやはり大きく上

がっている。
考察：今回の調査の結果，理科（物理）に関係する基
礎知識が我々教員の世代と比べてかなり変化したこ
とがわかる。特に「月の公転」や「家庭用コンセン
トの電圧」，「大きな数」などの正答率は平均５１．３％
とかなり低い。ただし一部の結果は，少し古い調査
であるが理工学部を含めたより広範囲の調査とも一
致しているため，この結果は歯学部学生特有の特徴
ではなく，世代の特徴だと思われる。また同様の調
査は１９年度にも行っており，比較して違いがはっき
りと分かるのは「比熱」と「原子とイオン」に関す
る内容である。「比熱」の正答率は入学時で１９年度
の調査４６．４％から今回の調査３６．４％に正答率が大き
く下がった。「原子とイオン」の正答率は入学時で
１９年度の調査８０．８％から今回の調査６８．２％とやはり
下がっている。今まで以上に丁寧に指導する必要が
あることが分かった。しかし，１９年度から２０年度に
かけての調査では「原子とイオン」についての正答
率が在学中に大きく下がっていたが，今回の調査で
は在学中に大きく上がっている。これはここ数年，
関係する教科（特に化学）担当の教員が協力して指導
してくれており，そのためかと思われる。

目的：シスタチンは，動物の体液などに存在するシ
ステインプロテアーゼインヒビターであり，大きく
３つのファミリーに分けられている。ヒトの唾液中
に存在するファミリー２シスタチンは，歯周病原細
菌 Porphyromonas gingivalisの増殖を抑制すること
が報告されている。本研究では，唾液に含まれるシ
スタチンSA のP. gingivalisおよびAggregatibacter ac-
tinomycetemcomitans増殖に対する抑制効果について
検討した。
方法：P. gingivalis５株 お よ び A. actinomycetemco-
mitans５株を，それぞれヘミンおよびメナジオンあ
るいは yeast extract を含むTrypticase soy broth
を用いて２４時間嫌気条件下で前培養した。発育菌体
を５等分し，それぞれに新しい培地を加えた。その
うちの４本にシスタチン SA1 あるいはシスタチン
SA2 を１．０μg/ml，１０μg/ml ずつ加え，１本はコン
トロールとした。その後嫌気培養を続け，増殖の状
態をATP活性によって確認し，２４時間後の増殖菌

量を６６０nmの吸光度測定により調べた。同様の実
験を５回くり返し，その平均で評価した。
成績：シスタチン SA1および SA2 とも，１．０μg/ml
では供試菌の増殖に対して顕著な影響を与えなかっ
た。しかし１０μg/ml では，供試した A. actinomycete-
mcomitans全菌株に対して，また P. gingivalis３株に
対して増殖抑制効果を示した。本抑制効果は，シス
タチン SA1の方が SA2よりも強かった。
考察：供試した両シスタチンとも P. gingivalisおよ
び A. actinomycetemcomitans増殖に対して抑制効果
を示した。しかし，供試した P. gingivalisの菌株の
中には増殖を抑制されないものもあり，その違いが
本菌の有しているタンパク質分解酵素活性の違いに
よるのかなど検討していく必要があろう。またシス
タチン SA2は，SA1と構成アミノ酸が２カ所異な
る variant であるが，本増殖抑制効果は SA1よりも
弱かった。

Ｐ００１．歯科大 1年生の物理的基礎知識とその変化
池上健司，望月隆二（東歯大・物理）

Ｐ００２．シスタチンSA のPorphyromonas gingivalisおよびAggregatibacter actinomycetem-
comitansにおける増殖抑制
加藤哲男１）３），小澤 誠１），石原和幸２）３），斎藤英一４）（東歯大・化学）１）（東歯大・微生）２）

（東歯大・口腔科学研究センター）３）（新潟工科大）４）

示 説
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目的：皮膚は生物が外界と直接接する場であり，感
染経路として重要であるとともに，角質化を起こさ
ない表皮をもつ魚類においては，死細胞（たとえば
アポトーシスを起こしたメラニン細胞）の除去の場
となっていることが報告されているように，不要物
の排出の場としての重要性も指摘されている。本研
究では，皮下に人為投与された異物がどのような経
過を辿るかを形態学的に追跡し，魚類の皮膚におけ
る異物排出の役割について考察した。
方法：メダカとヒラメを材料に用いた。メダカに
は，異物として India ink（墨汁），SRBC（ヒツジ赤
血球），Freund’s complete adjuvant（フロイント完
全アジュバント）を皮下注射し，経時的に注射部位
の組織を光顕標本とし，異物の動態を観察した。ヒ
ラメには，India ink を無眼側の皮下に機械的に擦
り込むように投与し，経時的に注射部位の組織を光
顕および電顕標本として観察した。
成績および考察：メダカに投与された India ink と
SRBCは，投与後１～３日の内にマクロファージに

取り込まれ，５日～１週間程度で体表近くに運ばれ
て体外に排除される過程が観察された。真皮内で異
物を取り込んだマクロファージは，次第に表皮方向
へと移動しながら，そのいくつかが集合して細胞塊
あるいは巨細胞となる傾向を示した。ヒラメにおけ
る電顕観察により，India inkを取り込んだマクロ
ファージの一部は，癒合して多核化していることが
明らかとなった。皮下に注射されたアジュバントの
場合には，注射部位の皮膚に浮腫様の変化が現れ，
表皮の崩壊と共に異物が体表から流れ出るような反
応が観察された。光顕観察により，アジュバントの
ような流動性のある油性物質に対しては，その周囲
を取り囲むような反応（包囲化）が起こり，表皮の一
部の崩壊と再生を伴う過程によって体外への排出が
起こるのではないかと考えられた。以上の観察か
ら，魚類の皮膚は，異物排除の場として生体防御の
一環を担う重要な場として機能していることが示唆
された。

人間は太古より，自然との関わりの中で生きてき
ました。その長い関わりの歴史の中では，結果とし
て自然を大いに傷つけることもありました。しかし
近代の科学技術の発展の結果，人間はそれまでより
もはるかに容易に自然に大きな影響を与えてしまえ
るようになりました。時にはその影響は人間にもは
ね返り，公害として人間を苦しめることもありまし
た。その影響は複雑化し，因果関係を見通すことに
さえ困難が生じています。人間は自然に対するとき
の新しい行動原理を必要とするようになってきてい
ます。動物や植物に対する関係を，生態系という観
点を頭に入れて，新しく作り直さなくてはなりませ
ん。人間と人間の関係も，中途に科学技術の産物が
関与することにより，今までとは異なったものに
なってきています。身近な対人関係を基本としてい
た伝統的な倫理観によっては捉えられない現象が生
じてきました。地理的・空間的及び時間的に遠いと
ころに存在するものに対する倫理が必要とされてき

ました。そこから環境倫理学と総称される様々な思
潮が胚胎してきました。何世代も，何十世代も先の
人類が，我々と直接関わりのある存在として我々の
眼前に現れてきたのです。結果がまだ見通せない行
為に対する予防的な規制も必要になってきます。二
酸化炭素の排出など人類の生存条件を変更させる行
為は，その影響が現実のものとなってから対策を立
てるのでは遅く，科学的にまだ議論の余地があるう
ちから対策を進めなくてはならないという困難があ
ります。環境倫理は科学技術文明そのものの振り返
りでなくてはなりません。科学技術の発展それ自体
の意義を検証する必要もあるでしょう。更に言え
ば，環境問題は文明論的なパラダイム転換を求めて
おり，狭義の環境倫理だけではなく，現代の世界で
支配的である西洋文明を支える思想全体の見直しも
不可欠です。こうした観点から，いくつか注目され
るべき思想を取り上げ，簡単な概観をします。

Ｐ００３．魚類の皮膚における異物排出の役割
中村弘明１），菊池慎一２）（東歯大・生物学）１）（日本大学・法学部）２）

Ｐ００４．環境倫理学におけるいくつかの主張
清水真哉（東歯大・ドイツ語）
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目的：顎骨は歯を介して骨内部にまで機能圧が及ぶ
ため，他の体幹・四肢の骨と比較して特異的な構造
を有している。特に顎骨海綿骨は，メカニカルスト
レスの影響を強く受けることが知られており，加わ
る荷重を緩衝・分散するために，常にその構造を再
構築しているとされる。しかしながら，骨梁構造に
まで考慮した生体力学的解析はこれまで行われてお
らず，顎骨の荷重伝達機構はいまだ不明な点が多
い。そこで，顎骨内部構造を観察するとともに，
様々な荷重条件下において顎骨骨梁に生じる応力の
伝達経路を比較・検討することで，顎骨海綿骨が生
体力学的に果たす役割について考察した。
方法：東京歯科大学解剖学講座が所蔵する実習用遺
体から採取した顎骨を用いた。試料をマイクロCT
にて撮像し，得られたスライスデータに対して２値
化処理を行ったのち，三次元立体構築を行った。均
質化法解析ソフトDoctorBQ（Quint & KGT, Japan）
を用いて，骨密度分布および骨梁構造を反映した縦

弾性係数およびせん断係数の算出を行った。同時
に，三次元有限要素解析ソフトVoxelcon（Quint, Ja-
pan）を用いて顎骨の有限要素モデルを作製し，主
応力ベクトルに基づいた荷重伝達経路の観察から比
較を行った。
成績および考察：顎骨周囲海綿骨は，歯の喪失に
伴って走行の規則性を失い，細く不規則な骨梁が認
められた。一方，インプラント埋入時にはその周囲
に豊富な骨梁構造が認められた。一方，三次元有限
要素解析の結果において，歯やインプラントを介し
て荷重は内部骨梁に伝達されてメカニカルストレス
が発生しているのに対し，無歯顎モデルでは皮質骨
のみに荷重が伝達しており，荷重伝達経路に大きな
違いが認められた。このことから，内部骨梁はその
構造特性によって荷重を分散しており，緩衝作用を
有していることが明らかになった。また同時に，顎
骨内部に伝達されるメカニカルストレスが顎骨を維
持する可能性が示唆された。

目的：マウス骨髄由来間葉系幹細胞を一定の条件下
で培養することにより筋線維へ分化することが報告
されている。しかしながら，骨髄由来間葉系幹細胞
の分化に発現する筋特異的タンパクなどの因子を経
時的に観察した報告は少なく，いまだに議論されて
いるところである。そこで骨髄由来間葉系幹細胞の
筋線維への分化の一端を解明するため，in vitro に
おいて骨髄由来間葉系幹細胞とマウス骨格筋筋芽細
胞株であるC2C12 との共培養を行い，分化過程に
おける経時的観察を行った。
方法：GFPマウス（C57BL/6-Tg）の大腿骨より採取
した骨髄組織を用いて細胞懸濁液を作製した。得ら
れた骨髄組織を通法に従って酵素処理を行いMF-
start／初代細胞スターティング培地にて一時的に
播種する。生着しない血球成分などの細胞を破棄
し，生着した細胞を骨髄由来間葉系幹細胞とし今回
の試料とした。この得られた骨髄由来間葉系幹細胞
をC2C12 と増殖培地にて播種し共培養を行った。
骨髄由来間葉系幹細胞とC2C12 は生着のため２４時

間おいた後，培地を増殖培地から分化培地にかえて
経時的に形態学的および免疫化学的観察を行った。
また，コントロールとしてC2C12 のみで単独培養
したものを，共培養したものと同条件下において培
養し，形態学的および免疫化学的観察を行って，骨
髄由来間葉系幹細胞が筋線維へ分化誘導される際に
発現する因子について観察を行った。
成績および考察：形態学的および免疫化学的な観察
により，C2C12 と共培養を行った骨髄由来間葉系
幹細胞の一部に筋特有タンパクの発現が観察され
た。このことから骨髄由来間葉系幹細胞がC2C12
との共培養によって筋線維に分化誘導される可能性
が示唆された。骨髄由来間葉系幹細胞には筋線維に
分化する為に必要な因子が存在せず単独では分化で
きない為，骨髄由来間葉系幹細胞が筋線維に分化す
る為にはC2C12 から骨髄由来間葉系幹細胞が筋線
維へ分化誘導する為のシグナルが発現した可能性が
考えられた。

Ｐ００５．顎骨内部骨梁が果たす生体力学的役割
松永 智１）２），中原 賢１）２），田松裕一３），阿部伸一１）２），井出吉信１）２）

（東歯大・解剖）１）（東歯大・口科研・インプラント）２）

（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 神経病学講座 歯科応用解剖学分野）３）

Ｐ００６．マウス骨髄由来間葉系幹細胞の筋線維への分化について
岩沼 治１）２），岸 飛鳥１），菊地昭仁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）
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目的：食品素材である石化海藻は，多量のCa, Mg,
P, Fを含んでいる。本研究は，この石化海藻を配合
したガムを用い，ヒト口腔内試験によりエナメル質
の耐酸性促進効果を明らかにすることを目的とし
た。
方法：実験は，東京歯科大学倫理委員会の承認を得
て実施した。また実験用ガムは，株式会社ロッテよ
り提供されたものを用いた。第三大臼歯の平滑面よ
りエナメル質ブロックを作製し，アプライアンスに
装着して脱灰液中に３７℃で３日間浸漬した。これを
７名の被験者に装着して１日４回石化海藻ガムある
いはコントロールガム１枚を２０分間咀嚼後，更に２０
分間口腔内に保持し，２週間試験した。終了後エナ
メル質ブロックを脱灰液に３７℃で３日間浸漬し，耐
酸性実験を行った後，ブロックを樹脂包埋して厚さ
約１００μmの縦断研磨切片を作製し，定量CMRで
各処理面（脱灰処理面，再石灰化処理面，耐酸性処
理面）のミネラル量を測定した。さらにEPMAに
よる Ca，Ｐ，Ｆ，Mgの分析を行った。
成績：CMR観察では，脱灰処理群の最表層には，
弱い再石灰化層を示す表面下脱灰層が形成されてい
た。再石灰化処理群では脱灰群より脱灰層の幅が少

なく，脱灰底面の上昇がみられた。耐酸性試験群で
は脱灰層の下にさらに石灰化度の低い部分が層状に
観察されるものが多くみられ，脱灰深度が深くなっ
ていた。各群内の脱灰深度（Ld）とミネラル喪失量
（ΔZ）の平均値は，再石灰化群＜脱灰群＜耐酸性試
験群の順であった。両群間の再石灰化率および耐酸
性率は石化海藻ガム群がコントロールガム群より有
意に高かった（Ｐ＜０．０５）。EPMAの面分析所見で
は，いずれの面でも脱灰層内のCa とＰの減少が観
察されたが，ＦとMgの分布は観察されなかった。
考察：石化海藻ガムが高い値を示したのは，含有さ
れるＦおよびCa の効果と考えられる。特にＦは極
めて少量でも再石灰化層における結晶成長を促進す
ることより，耐酸性向上効果に強い影響を与えたも
のと思われる。一方，石化海藻はMgの含有量も多
く，これを含有するアパタイト結晶は耐酸性が低い
ことが知られている。しかし実験では，EPMAで
Mgが検出されなかったことより，この影響は少な
かったものと思われる。また，コントロールガムの
結果が低かったのは，ガムにＦが含まれないことと
クエン酸を含有しているため咀嚼初期に口腔内の
pHが低下したためと考えられる。

目的：BMPのシグナル伝達には Smad 経路とは別
に non-Smad のMAPキナーゼ伝達経路があり，両
経路はクロストークにより機能発現に重複して関与
することが報告されている（Nöth et al., Exp Cell
Res ２９１，２０１－２１１）。TAK1 は BMPなどによって
活性化されるキナーゼで，MAPキナーゼ伝達経路
においてTAB1 と結合して p-３８を活性化させて細
胞にシグナルを誘導すると言われており，アポトー
シス抑制因子であるXIAPは BMPなどのレセプ
ターとTAK1-TAB1 複合体を結合し，それらの
MAPキナーゼ伝達経路に関与することが知られて
いる。しかし歯胚においてはこのMAPキナーゼシ
グナル伝達経路に関する報告がほとんど無い。そこ
で我々はラット臼歯歯胚におけるこれらのBMPシ
グナル伝達因子の分布を検索し，両シグナル伝達経
路の有無と，その機能について考察した。
方法：材料は胎生１９日，生後８日，生後１５日のラッ
ト臼歯歯胚で，固定後EDTA脱灰パラフィン切片
を作製して，抗BMPR-1B，抗 Smad4，抗 XIAP，
抗TAK1，抗 TAB1，抗 p-p38 による免疫反応を
行った。

成績：胎生１９日では抗BMPR-1B，抗 Smad4，抗
TAK1，抗 TAB1，抗 p-p 38 が歯胚の内エナメル上
皮の特に歯頸彎曲部に陽性反応を示し，内エナメル
上皮に隣接する歯乳頭細胞にも微弱な反応が認めら
れた。しかし抗XIAPでは反応がみられなかっ
た。生後８日と１５日では全ての抗体で同様の反応傾
向を示した。すなわち，分泌期エナメル芽細胞と象
牙芽細胞に明瞭な反応が認められたが，前象牙芽細
胞や成熟期エナメル芽細胞の反応は弱かった。
考察：分化増殖期および分泌期のエナメル芽細胞や
象牙芽細胞におけるBMPR，Smad4，TAK1，TAB1，
p-38 の存在が認められ，BMPのシグナルがBMPR
から Smad を介して伝達される経路と，BMPRから
TAK1，TAB1，p-38 を介して伝達される経路の存
在が示唆された。したがって，両経路はクロストー
クにより，象牙芽細胞とエナメル芽細胞の分化や分
泌に重複して関与すると考えられた。しかしXIAP
はその分泌期にみられるが分化増殖期にみられない
ことから，おもに分泌期においてシグナル伝達系に
関与し，エナメル芽細胞や象牙芽細胞のアポトーシ
スを制御していると考えられた。

Ｐ００７．石化海藻によるエナメル質の耐酸性促進効果
見明康雄１），朝田慎也２），澤田 隆１），森口美津子１），山﨑貴希１），石川真由１），栁澤孝彰１）

（東歯大・超微）１）（ロッテ・中研）２）

Ｐ００８．ラット臼歯歯胚におけるTAK1，TAB1，XIAP，p-38 の分布
森口美津子，見明康雄，澤田 隆，山﨑貴希，石川真由，栁澤孝彰（東歯大・超微）
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目的：象牙芽細胞膜上に発現しているイオンチャネ
ルは象牙質・歯髄感覚の伝達あるいは象牙質形成に
重要な役割を果たしていると考えられているが，象
牙芽細胞の外的刺激の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TRPV（transient
receptor potential vanilloid subfamily）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，dentin sialoprotein，nestin，dentin matrix
protein-1 の免疫蛍光染色により象牙芽細胞を同定
し，fura-2 を用いた細胞内Ca２＋濃度（［Ca２＋］i）計測と
パッチクランプ法による細胞膜電流記録を行った。
成績：TRPV1 とカンナビノイド（CB）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 の増加は，TRPV1 アンタゴニス
トであるカプサゼピン（CPZ）で抑制された。CB1/
CB2 受容体アゴニストである 2-arachidonylgry-
cerol の投与による［Ca２＋］i の増加は CB1 受容体ア
ンタゴニストであるAM251 と CPZ で抑制され
た。一方，その増加はCB2 受容体アンタゴニスト
である JTE907 では抑制されなかった。TRPV2 ア
ゴニストのHU211 の投与により［Ca２＋］i は増加し
た。
考察：以前，我々は象牙芽細胞にTRPV1 と Na＋－
Ca２＋交換体（NCX）が発現していることを報告した。
新たに今回，象牙芽細胞がTRPV2，CB1 を発現す
るが，CB2 は発現しないことを示した。また，CB1
と TRPV1 がクロストークしており，TRPV1 と CB
1 受容体およびNCXがカップリングしていること
が示唆された。

目的：象牙質は象牙芽細胞によるCa２＋の方向性輸
送によって駆動されると考えられている。象牙質の
石灰化前線における細胞外液（象牙細管内溶液）は，
細胞間結合によって歯髄内循環側組織液からｔｅｒ
minal web によって仕切られ特殊なイオン環境にあ
ることが報告されている。特に，象牙細管溶液Na２＋
濃度は一般的な細胞外液濃度と比較して低く，また
Ca２＋濃度は細胞内液組成と比較して高い。このこと
は，硬組織形成過程において石灰化前線でのNa２＋
の細胞内への輸送と，Ca２＋の硬組織方向への輸送が
同時に行われるNa＋－Ca２＋交換（NCX）の存在を示
唆している。そこで，両者に発現するNCX subtype
および特性を比較した。
方法：新生児ラット下顎骨横断切片（厚さ：約５００
μm）を作成した。本切片より，骨組織・エナメル
質・象牙質ならびに結合組織を，実体顕微鏡下で注
意深く除去し，歯髄スライス標本を得た。歯髄スラ
イスは２４時間の初代培養を行い，外周に存在する
dentin matrix protein-1 に陽性を示す象牙芽細胞か

ら，［Ca２＋］i 測定，パッチクランプ法を行った。ま
た新生児ラット切歯において免疫組織化学染色を
行った。
成績および考察：象牙芽細胞において，リバース交
換によるCa２＋流入は細胞外Ca２＋濃度に依存し（Kd＝
０．４mM），KB-R7943 により抑制された（IC50＝２－
４μM）。一方，NCX1 特異的抑制薬の SEA0400
は，Ca２＋流入に対して弱い抑制効果しか持たなかっ
た。フォワード交換電流振巾は，細胞外Na＋濃度に
依存した（Kd＝４０mM）。免疫組織化学染色におい
て，NCXの免疫反応は硬組織形成側の細胞膜上に
確認され，NCX1およびNCX3 が発現していた。こ
れらの結果は，象牙芽細胞ではNCX3 が優位に発
現していることを示している。循環系からのCa２＋
流入と細胞内Ca２＋放出で駆動される細胞内カルシ
ウム動員の結果として増加した細胞内Ca２＋は，NCX
1と NCX3 によって直接的に石灰化前線へ輸送され
ていることが示唆された。

Ｐ００９．象牙芽細胞におけるTRPV1/TRPV2 チャネル・CB1 受容体・Na+-Ca2+交換
体の機能連関
津村麻記１）２）３），澁川義幸１）３），村松 敬１）４），佐原資謹５），市川秀樹１）３）６），遠藤隆行１）３），山本 哲３），
下野正基１）４），百瀬弥寿徳２），田﨑雅和１）３）（東歯大・口科研・hrc7）１）

（東邦大院・薬・薬物治療）２）（東歯大・生理）３）（東歯大・病理）４）（岩医大・歯・口腔生理）５）

（都立大塚病院・口腔科）６）

Ｐ０１０．象牙芽細胞におけるナトリウム－カルシウム交換機構（NCX）によるカルシウ
ム排出機構
澁川義幸１）２），津村麻記１）２）３），市川秀樹１）２）４），村松 敬１）５），遠藤隆行１）２），山本 哲２），下野正基５），
田﨑雅和１）２），永山祥子６），徳田雅行６），松田敏夫７），馬場明道７），鈴木恵子８），鍛冶屋 浩９），
佐原資謹１０），百瀬弥寿徳３）（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・生理）２）（東邦大院・薬）３）

（都立大塚病院・口腔科）４）（東歯大・病理）５）（鹿児島大・歯）６）（大阪大院・歯）７）

（カルガリー大・医）８）（福岡歯大・細胞分子）９）（岩手医大・歯）１０）
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目的：受容体キナーゼ阻害剤は癌発生・増殖・転移
のメカニズムに直接拮抗し，抗ガン効果を発揮する
と期待され開発された。EGF受容体キナーゼ阻害
剤は肺癌などにおいて効果が確認され，さらに無効
例に対してVEGF受容体キナーゼ阻害剤などが開
発され，有効性が確認されている。口腔領域におけ
る悪性腫瘍に対してこれらの効果をメカニズムの面
から検討し，新たな口腔癌治療法の開発を目指す。
方法：口腔内癌・消化器癌細胞株１３種を用いた。SP
細胞はABCトランスポーターを介してDNA結合
色素Hoechst33342 を排泄する能力を利用してフ
ローサイトメトリーを用いて特定した。EGFRに対
するリガンドとしてはヒト組換え型EGFを，EGFR
シグナル阻害剤としてはEGFR tyrosine kinase 阻
害剤であるAG1478，GW572016，エルロチニブ，
EGFRに対するモノクローナル中和抗体を用いた。
VEGFR阻害剤としては ZD6474 を用いた。細胞増
殖の定量にはMTTアッセイの手法を用いた。各種
抗がん剤の効果を比較し，各々の抗がん剤に対応す
るABCトランスポーター発現量およびEGFRの機
能調節とABCトランスポーターの制御および SP
細胞の出現頻度を検討した。受容体キナーゼ下流の

情報伝達系について受容体標的分子リン酸化を検討
した。
成績および考察：SP分画は癌細胞株で認比率は
０．５％～２０％と細胞株種により多様であった。E-
GF，EGFRモノクローナル中和抗体やEGFRに対
する特異的 siRNAの添加では SP比率の変化を認
めなかった。AG1478は EGFRのリン酸化のみ特異
的に阻害する濃度（３nM）では変化を認めなかった
がEGFRと ERBB2 両方のリン酸化を阻害する濃度
（１００μM）では全ての細胞株において SP比率の著
明な減少を認めた。GW572016 は各種細胞株 SP細
胞比率を著明に減少させた。しかしエルロチニブは
一定した効果は認められず増加するものもあった。
特に ZD6474 では口腔癌細胞において SP細胞比率
の著明な上昇と PI3K活性の上昇を認め，VEGFR
キナーゼ阻害により PI3Kの活性化と癌幹細胞の存
在増加が示唆された。このときABCトランスポー
ターの機能の低下が認められた。抗がん剤に抵抗性
のある SP細胞は ERBBファミリーからの情報によ
り調節されるのでＥＲＢＢの制御が癌幹細胞制御に
重要である可能性が示唆された。

目的：病理学講座では，歯周組織の付着上皮および
長い付着上皮の細胞特性と，歯面への細胞接着機構
について，詳細な研究を行ってきている。本発表で
は，ラット歯周組織をモデルとした，付着上皮およ
び長い付着上皮細胞の歯面への接着機構を明らかに
する目的で，歯肉付着上皮の構造と細胞特性，歯肉
切除後の上皮再生過程，歯周炎治癒時の露出歯根面
への上皮性付着，上皮細胞接着に関与する接着蛋白
および細胞外マトリックスの発現と細胞動態につい
ての検討により得られた新知見について報告する。
方法：本研究では，主として SD系雄ラット上顎臼
歯を用い，正常および上皮再生過程における細胞の
微細構造を，蛍光顕微鏡，共焦点レーザー顕微鏡，
透過電顕，走査電顕により観察するとともに，付着
上皮細胞が発現する細胞接着蛋白の integrinα3，
α6，β4，内・外側基底板の細胞外マトリックスの
laminin-1，laminin５（r２）を中心に，これらの発現過
程および細胞内外の局在について，免疫蛍光染色
法，免疫組織化学染色法，免疫電顕法により標識す
るとともに，マイクロダイセクションによるRT-
PCR 検索，in vitroでの口腔上皮初代培養系による

検討，オスミウム浸軟法による観察を行なった。
成績および考察：ラット付着上皮において，エナ
メル側の内側基底板に面するDAT（directory
attached to the tooth）細胞では，基底細胞と同様に
細胞増殖能が維持されているとともに，DAT細胞
表面には微絨毛様の細胞突起が密に配列して細胞接
着と細胞移動を行なうことが推測され，エナメル質
表面のみならず露出歯根面に対しても長い付着上皮
細胞が接着し，細胞増殖能を維持したまま，歯根表
面を歯冠側に移動することが明らかとなった。歯肉
切除後の再生付着上皮および歯周炎治癒過程の長い
付着上皮の歯面への再付着においては，創傷部の伸
展する再生上皮先端部においては，laminin-1 に先
立ち，laminin-γ2 の強い発現と結合織側への分泌
が起こることや，再生口腔上皮最表層の細胞膜に，
integrin-α3，β4 が発現して，付着上皮の歯面への
接着・遊走を誘導することが明らかとなった。これ
らの結果から，付着上皮および長い付着上皮による
上皮性付着は，従来考えられていたような脆弱なも
のではなく，強い細胞接着能と細胞増殖能を併せ持
つ可塑性の高い付着機構であると考えられた。

Ｐ０１１．癌 SP細胞に対する受容体キナーゼ阻害剤の効果とメカニズムの検討
藤代結香１）２）３），松坂賢一２）４），横山暁子１）２），柴山和子１）２），山本康人１），佐藤 裕１）２），山根源之３），
東 俊文１）２）（東歯大・生化）１）（東歯大・口科研・hrc7）２）

（東歯大・オーラルメディシン口外）３）（東歯大・臨検）４）

Ｐ０１２．付着上皮および長い付着上皮細胞の上皮付着形成のメカニズムについて
橋本貞充１）２），村松 敬１）２），榎谷保信１），白 賢１），原 有紗１），衣松高志３），杉澤幹雄４），
正岡孝康５），土谷穏史６），平野・丹野光恵７），鄭 翰聖８），山田 了３），下野正基１）

（東歯大・病理）１）（東歯大・口科研・hrc7）２）（東歯大・歯周）３）（千葉県）４）（愛媛県）５）

（山口県）６）（東京都）７）（延世大学）８）
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目的：歯髄はタービンやエンジンによる切削などに
よりダメージを受け，また血管収縮薬入局所麻酔薬
の使用により歯髄内の血流が下がり，一次的に低酸
素，低栄養状態に陥る。しかしながら日常の臨床で
刺激により歯髄が壊死に陥ることは稀である。この
ようなダメージを受けた後や修復時の歯髄細胞の動
態はこれまでにも多くの研究がなされてきたが，未
だに不明な点も多い。そこで培養歯髄細胞を用い，
熱刺激環境，低酸素状態や低栄養状態における歯髄
細胞の動態について培養細胞を使って検索してきた
ので紹介する。
方法：Sprague-Dawley 系雄ラット（１００－１５０ｇ）切
歯から摘出し，out-growth 法で得られた培養歯髄
細胞を用い，以下の実験を行った。
１）熱刺激環境実験：細胞を３７℃の環境で培養した
後，４２℃に３０分間おき，その後３７℃に戻し０，
１，３，６時間後に試料採取を行い，細胞間情報
伝達の変化，ストレスタンパクの変化を検索した。

２）低酸素環境実験：細胞を酸素濃度２０％の環境で
培養した後，濃度を２％にし，０，２４，４８時間後
に試料採取を行い，細胞増殖能の変化，アルカリ
フォスファターゼ活性，ストレスタンパクの変
化，血管新生能を検索した。また低酸素環境に２４
時間した後，２０％に戻した場合（再酸素群）の変化

も検索した。
３）低グルコース環境実験：グルコース添加培養液
で育てた後，グルコース非添加培養液に交換
し，１，２，３，４，２４時間後に試料採取を行
い，ストレスタンパクの変化を検索した。

成績および考察：
１）熱刺激直後では細胞間情報伝達を担うギャップ
結合構成タンパクが減少するが，３７℃に戻してか
らは１時間後に発現が回復していた。またストレ
スタンパクであるHSP70 は熱刺激後，経時的に
発現が増加していた。

２）酸素濃度２％の低酸素群では対照群と比較し
て，細胞増殖能，血管新生因子（VEGF）ならびに
アルカリフォスファターゼ活性が高かった。また
再酸素群ではストレスタンパクであるHSP70 の
発現が上昇していた。

３）グルコース非添加群では添加群と比較して，１
－４時間でストレス対応酵素であるAMP-acti-
vated protein kinase（AMPK）が上昇していた。
以上の結果より，歯髄細胞は様々な刺激に対して

対応できるシステムを有しており，これによって
様々な刺激からのダメージを回避していると考えら
れた。

目的：慢性歯周炎の病巣局所で Porphyromonas gin-
givalisは Treponema denticolaなどと共凝集するこ
とによって複数細菌種による biofilm“デンタルプ
ラーク”を形成している。本研究では，P. gingivalis
の T. denticolaとの共凝集に関わる分子の解明を目
的とした。
方法：P. gingivalisと T. denticolaの共凝集活性は，
吸光度を用いて評価した。また，P. gingivalis ATCC
33277 超音波破砕上清を，SDS-PAGE電気泳動後
PVDF膜に転写した。この膜に T. denticola ATCC
35405 超音波破砕上清を反応させ，付着したタンパ
クを T. denticolaウサギ免疫血清により検出した。
さ ら に P. gingivalisの arg-gingipainA（rgpA），arg-
gingipainB（rgpB），lys-gingipain（kgp），haemagglu-
tinin A（hagA）の欠損株を用いてこれらのタンパク
の共凝集への関与を解析した。
成績および考察：P. gingivalis ATCC33277 と T. de-

nticola ATCC35405 の凝集活性はTLCKと leupe-
ptin により抑制された。P. gingivalsの加熱処理によ
り活性は減少したが，T. denticolaの加熱処理では
活性の低下は起こらなかった。Overlay assay の結
果 T. denticola ATCC35405 超音波上清の結合した
バンドのうち，４５kDa の band は rgpAの hemagglu-
tinin domain であるHgp44 domain の分子量と近似
していた。Hgp44を code する遺伝子は，rgpA，
kgp，hagAに含まれるため，その関与を明らかにす
るため欠損株を用いた解析を行うと，P. gingivalis
KDP129（△kgp），RK103（△rgpA，△kgp），KDP137
（△rgpA，△kgp，△hagA）の順に凝集活性が弱く
なっていた。この低下は，これらの株の持つHgp44
domain の数に比例していることから，P. gingivalis
と T. denticolaの共凝集には，Hgp44 domain が関
与していると考えられる。

Ｐ０１３．様々な刺激環境における歯髄細胞の反応
村松 敬，原 有沙，白 賢，榎谷保信，橋本貞充，下野正基（東歯大・病理）

Ｐ０１４．Porphyromonas gingivalisの hemagglutinin は Treponema denticolaとの共凝集
のリガンドである
伊藤理恵子，宮本 暦，奥田克爾，石原和幸（東歯大・微生）
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目的：歯周病原菌の歯肉上皮細胞への侵入は，宿主
免疫応答からの回避や栄養の獲得などにより，歯周
局所への定着に重要な役割を果たすと考えられてい
る。Treponema denticolaは代表的な歯周病原菌であ
り，歯周炎局所から高頻度に検出され，その発症と
進行に重要な役割を果たしている。しかし，本菌の
歯肉上皮細胞への侵入は未だ報告されていない。
我々は T. denticolaのヒト歯肉上皮細胞への侵入に
ついて解析を行った。
方法：T. denticola ATCC35405（野生株）と表層プロ
テアーゼ dentilisin の欠損株K1をヒト歯肉上皮細
胞Ca 9-22 に感染させ，免疫蛍光染色後，共焦点
レーザー顕微鏡および免疫電顕を用いてその細胞侵
入性について観察した。また，RI 標識 T. denticola
を上皮細胞へ感染させ，antibiotic protection assay
を行い，細胞内RI 量により T. denticolaの侵入を定
量した。さらに，メタボリックインヒビターで処理
した上皮細胞への T. denticolaの侵入を測定する事
により，侵入における宿主細胞側の要因も検討し

た。T. denticolaの細胞傷害性は scratch assay にて
評価した。
成績：T. denticola ATCC35405 株の歯肉上皮細胞内
への侵入は感染後５分から認められ２時間で最大値
になり，感染後２４時間後の上皮細胞内にも認められ
た。K1 株およびPMSF で処理した T. denticola 35405
株の細胞侵入は，野生株の３０％程度に減少してい
た。また，T. denticola ATCC35405 株の侵入はコレ
ステロール阻害剤のMβCDにより減少した。共焦
点レーザー顕微鏡による観察によっても T. denti-
colaの侵入が認められた部分に，lipid raft マー
カーの GM1が菌体と共局在している事を確認し
た。Scratch assay の結果，細胞傷害性はＫ１株が
T. denticola ATCC35405 株に比べ低い値を示した。
考察：これらの結果は，T. denticolaが，dentilisin
依存的に Lipid raftを介した何らかのメカニズムに
よってヒト歯肉上皮細胞内へ侵入し，宿主細胞に傷
害を与えている事を示唆している。

目的：ベンゾジアゼピン（BDZ）受容体は，１）
GABA（Ａ）／CBR／Cl－チャネル複合体の中枢型
BDZ受容体と２）ミトコンドリア外膜に存在する
末梢型BDZ受容体（PBR）に分類され，脳にはこれ
ら受容体に対する内因性リガンドとして分子量１０
kDa の diazepam binding inhibitor（DBI）が存在し，
細胞機能の調節を行っている。DBI の作用は複数
の過程が考えられ，１）に対しては inverse agonist
として GABA（Ａ）受容体のCl－チャネルの閉鎖に働
き，BDZとは逆の作用を示す。２）に対しては ago-
nist として作用し，GABA（Ａ）受容体の修飾的 ago-
nist であるニューロステロイド産生と分泌に関与し
ており，中枢神経ではBDZは，このDBI と共役す
ることが考えられている。唾液腺の分泌機能に関す
る研究では，BDZが唾液腺に直接作用し，唾液分
泌の抑制性調節に関与していることを報告してき
た。今回，唾液腺におけるBDZとの共役機構を明
らかにするため，DBI とその生合成に関わる PA-
CAP および PBRの遺伝子の発現の変化とタンパク
の産生に及ぼすジアゼパムの影響を検索した。

方法：Wistar 系雄性ラット（７週齢）を用いた。単
回投与群ではラットの腹腔内にジアゼパム（１０mg/
kg）を投与後１，２，４，８，１６時間の各時間に大
脳，耳下腺，顎下腺，舌下腺を摘出した。長期投与
群ではジアゼパム（０．４mg/kg）を１日１回１４日間に
亘って腹腔内投与し，最終投与から２時間と１６時間
後に各臓器を摘出した。臓器は摘出後，速やかに
RNAを抽出し，qRT-PCR によりDBI，PACAP，
PBRのmRNA量の変動を解析した。また，ウェス
タンブロット法により，DBI のタンパクの発現を
解析した。
成績および考察：単回投与群では，顎下腺でのD-
BI，PACAPのmRNA量が１～２時間後に有意に
増加し，１６時間後には回復した。長期投与群では全
ての部位でDBI，PACAP，PBRのmRNA量が２
時間後に有意に増加した。以上の結果から，DBI，
PACAP，PBRの遺伝子が唾液腺に存在し，ジアゼ
パムの長期投与によりこれらのタンパク質の産生が
促進され，BDZ受容体の感受性および機能を促進
することが示唆された。

Ｐ０１５．歯周病原性 Treponema denticolaのヒト歯肉上皮細胞への侵入
稲垣 覚１）３），齋藤 淳２）３），君塚隆太１）３），石原和幸１）３）（東歯大・微生）１）（東歯大・口健・保存）２）

（東歯大・口科研・hrc7）３）

Ｐ０１６．ベンゾジアゼピンによる口腔乾燥の発現機構：内因性リガンドDBI との共役
塚越絵里１），四宮敬史１），吉川正信１）２），大久保みぎわ１），澤木康平１），川口 充１）

（東歯大・薬理）１）（東海大・医・臨床薬理）２）
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目的：ビニルシリコーンゴム印象材は寸法精度なら
びに経時的寸法安定性に優れることから，精密印象
用材料として歯科臨床に用いられている。近年，親
水性に優れるとされる新規ビニルシリコーンゴム印
象材が開発・市販されてきた。本研究では，それら
印象材の親水性と細部再現性を評価するとともに従
来型ビニルシリコーンゴム印象材と比較，検討を
行った。
方法：新規ビニルシリコーンゴム印象材としてFu-
sion Ⅱ（ジーシー，FuII），Imprint 3（3M ESPE, Im
3）を，従来型ビニルシリコーンゴム印象材としてエ
クザミックスファイン（ジーシー，ExInj）を使用し
た。すべての印象材は，低粘度タイプを選択した。
親水性評価は，印象材練和６０秒後（硬化前）と練和２４
時間後（硬化後）のぬれ性を全自動小型接触角計を使
用し，練和した印象材上に約１０μl の蒸留水を滴下
し，滴下後１０秒間の挙動を付属のCCDカメラにて
記録し，接触角を求めた。細部再現性は，ISO規格
試験の他，口腔内環境を想定し３０－５００μmの間隙

を有する寒天型を被印象体とし，寒天型の間隙に入
り込んだゴム質印象材の面積率を測定することで評
価した。
成績および考察：新規印象材の硬化前試料の蒸留水
滴下直後の接触角は，FuII，Im3 ともに約６０̊，ExInj
は６９̊ を示し，蒸留水滴下１０秒後はFuII：１８̊，Im
3：３２̊，ExInj：３５̊ であった。印象材硬化後試料に
おいては，蒸留水滴下直後の接触角はFuII：９５̊，Im
3：４０̊，ExInj：６７̊ を示し，蒸留水滴下１０秒後は
FuII：６０̊，Im3：７̊，ExInj：５９̊であった。ISO規
格による金型を用いた細線再現性試験では，いずれ
の印象面でも２０μmの細線が明瞭に再現された。
寒天型に対しての新規ゴム質印象材の占有面積率
は，間隙幅５００μmでは全てのゴム質印象材で約
９８％を示した。間隙が狭くなるにしたがって，各ゴ
ム質印象材の面積率は低下する傾向を示し，FuII
では，幅３００μmにおいて約３０％の低下を認めた
が，Im3，ExInj では約５％の低下を示した。

目的：口腔環境においてチタンやその合金は，イン
プラント材や義歯床，矯正用ワイヤーとして用いら
れている。しかし，う蝕予防を目的として用いられ
ている歯面塗布剤に添加されているフッ化物や過酸
化物を含むアルカリ性の義歯洗浄剤が，チタン合金
の変色や腐食を引き起こすことが報告されている。
したがって，フッ化物や過酸化物に対して耐食性の
高いチタン合金の開発が求められている。本研究で
は，フッ化物や過酸化物に対して耐食性の高いチタ
ン合金の開発を目的として，種々のチタン合金の過
酸化物を含む溶液中で耐変色性を比較検討した。
方法：試料として，純チタン（Ti），Ti-0．15Pd（TP-
D），Ti-6Al-4V（TAV），Ti-7Nb-6Al（TNB），Ti-55
Ni（TNi），Ti-10Cu（TCU），Ti-20Cr（TCR）を準備し
た。これらを通法の金属研磨手順にしたがって最終
的に鏡面まで研磨した。溶液は１５０mM（約０．５％）の
過酸化水素を含む生理食塩水の pHを４または５に
少量の乳酸を添加して調製した。また，pHを調製
していない過酸化水素を含む溶液も準備した（pH６

と表記する）。各溶液を２５mLにチタン合金を浸漬
し，３７℃に保持した恒温槽中に７日間静置した。そ
れぞれの溶液浸漬前後の試料について，色彩計で色
差を計測すると共に，溶液中の溶出金属元素濃度を
調べた。
成績および考察：pH４の過酸化水素を含む溶液に
浸漬したいずれのチタン合金も色差は１８以上とな
り，明らかな変色が認められた。pH５の溶液中で
はTNI と TCUをのぞいて色差は１０以下，pH６の
溶液中ではTNI のみが色差１０以上であった。金属
元素の溶出はいずれの合金においても認められた。
特にTNI においてはいずれの溶液中であっても１００
μg/cm２以上の溶出があり，その大部分がNi で
あった。その他の合金の溶出は１０μg/cm２以下であ
り，わずかな溶出であった。チタンは過酸化物によ
り酸化されることが知られている。したがって，チ
タン合金の変色はTNI を除いて pHが低いと過酸
化水素による酸化が活性化されるために大きくなる
と考えられた。

Ｐ０１７．新規ビニルシリコーンゴム印象材の親水性と細部再現性
服部雅之，武本真治，吉成正雄，河田英司，小田 豊（東歯大・理工）

Ｐ０１８．チタン合金の変色に及ぼす過酸化物を含む溶液の pHの影響
武本真治，服部雅之，松本直也，吉成正雄，河田英司，小田 豊（東歯大・理工）
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目的：市川市歯科医師会では２００６年度から「すこや
か口腔健診」を開始した。本研究は，学齢期の児童
生徒の食習慣などのライフスタイル，児童生徒の食
べる機能の評価や口腔の状態などの関連性を追究す
ることにより，口腔機能の維持と増進における学校
歯科保健の役割を位置づけることを目的としてい
る。今回は２００８年および２００９年度の調査結果につい
て報告する。
方法：研究対象者は，市川市立小学校４，５，６年
生（１，８２２名），中学生１，２年生（１，０９８名）の計２，９２０
名である。調査項目は，唾液検査，口腔診査，生活
習慣のアンケート調査）である。齲蝕経験について
その有無で２群に分け，生活および食習慣との関連
性について SPSS for Windows Ver15.0J を用いて
ロジスティック回帰分析（ステップワイズ法）による
調整オッズ比を求めた。
成績および考察：１）齲蝕経験：小学４，５，６年
生のDMF者率は３４．７％，中学１，２年生のDMF
者率は４６．４％であった。また，１２歳児DMFT indx

は男子が１．０６±１．７５本，女子が１．２０±１．９５本であっ
た。２）齲蝕経験の有無に関連する要因についてロ
ジステック回帰分析で有意に関連性が認められたの
は，朝食をとらない（調整後オッズ比：１．６７９，９５％
CI（１．１８－２．３６），就 寝 前 の 間 食（１．２１，１．００－
１．４７），就寝前の飲み物（１．４４，１．１７－１．７８），朝食に
かける時間が短い（１．５２，１．２３－１．８７），フッ化物歯
面塗布を受けていない（１．２８，１．０１－１．６２），昼食後
に歯を磨かない（１．８９，１．３３－２．７１），歯科医院で定
期歯科健診を受けない（１．２８，１．０１－１．６２），不正咬
合がある（１．２８，１．０３－１．５８），歯垢付着がある
（１．６７，１．３６－２．０６），唾液中の S. mutansのレベル
が１０５以上である（１．３８，１．１１－１．７３），唾液 pHが
低い（１．３１，１．０１－１．７１）であった。これらの結果
は，小中学生の就寝前の飲食や朝食を摂らないと
いった食習慣が齲蝕の有病状態と強く関連している
ことを示しており，学校歯科保健活動における食育
の重要性を示している。

目的：日本における６５歳以上の高齢者の割合は１９７０
年に７％であったものが，２００７年には２１％を超え
て，急速に増加している。このような状況の中で，
要介護高齢者の訪問歯科診療の必要性は今後ますま
す高まることが推測される。本研究の目的は，訪問
歯科診療による要介護高齢者の治療前後でのADL
（日常生活動作）の変化とADLの改善に影響を与え
る要因について検討することである。
方法：調査対象者は，千葉県内の介護老人保健施設
および介護老人福祉施設の入所者１００名（男性２３名，
女性７７名）であり，年齢は５４歳から９９歳であった。
訪問歯科診療前に，一名の歯科医師による口腔診査
と担当の介護職員による口腔および全身状態のアセ
スメント票による調査を行った。訪問歯科診療終了
後２週間以内に，同一の介護職員により，同一のア
セスメント票による調査を再度実施した。ADL
は，Functional Independence Measures（FIM）を
用いて治療前後に評価した。また，口腔内診査を実
施した歯科医師が全ての被検者に歯科診療を行っ
た。
成績および考察：被検者の歯科治療前のFIM合計
スコアは６１．２，治療後のFIM合計スコアは５８．０で

あり，対応のあるｔ検定により，有意な差があった
（ｐ＝０．０３７）。また，治療前に比較して治療後のFIM
の合計スコアが改善した者は３９名（改善スコア１～
２５）であり，改善しなかった者は６１名（低下スコア０
～－５１）であった。ADLの改善に影響を与える要因
を検討するために，多重ロジスティック回帰分析
（forward 法）を行った。目的変数は，訪問歯科診療
の前後においてFIMが改善した者（３９名）と改善し
なかった者（６１名）である。説明変数は，性，年齢，
治療開始前の全身の状態および口腔の状態，治療期
間の２２要因である。治療開始前に現在歯を１歯以上
保有しており（ｐ＝０．００２），治療開始前の日常生活
に対する意欲が高く（ｐ＝０．０１９６），治療開始前の
ADLが低い者（ｐ＝０．０１８３）ほど，明らかに治療後
にADLが改善していた。
本研究は，訪問歯科診療後において全被検者の平

均ADLは低下したが，診療前に現在歯を保有して
おり，QOLが高く，ADLが低い者ほど治療後の
ADLが改善することを示唆した。
（本研究は，平成１９年度日本歯科医学会プロジェ
クト研究No.2007 C-7 により助成金を受けた）

Ｐ０１９．小中学生の食習慣と齲蝕経験との関連性 －市川市歯科医師会「すこやか口
腔健診」の結果から－
大澤博哉１），浮谷得子１）２），今井光枝１），櫻井美和１），須山祐之１），古賀 寛１），杉原直樹１），
茂木悦子３），松久保 隆１）（東歯大・衛生）１）（市川市歯科医師会）２）（東歯大・矯正）３）

Ｐ０２０．訪問歯科診療における老人施設入所者のADL改善に影響する要因
柴田 力１），杉原直樹２），松久保 隆２）（千葉県）１）（東歯大・衛生）２）
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目的：法歯学の最も重要なテーマは個人識別である
が，かつての日本の法医学においては対象者が外国
人であることを想定する必要性は非常に低かった。
しかし，１９９１年頃から犯罪の被害者や加害者に外国
人が含まれることが多くなり，私達も身元不明の対
象者が日本人ではないことを想定する必要性が増加
した。DNA多型を用いた犯罪の証明は世界的に広
まってきたことから，今後DNA多型情報を用いた
対象者の出身地の推定という，かつては極めて困難
であった検討が可能になってきた。今回は私達の
データから対象者の地理的由来の推定の可能性につ
いて報告する。
方法：多検体のミトコンドリアDNA多型およびＹ
染色体多型の日本人およびマレー人における系統を
決定した結果と，他の地域の既報の多型データを比
較し，日本人に偏った系統を比較検討した。さらに
これらのデータを用いて，１人の対象者のDNA多
型検査から日本人か否かを推定できる可能性につい
て検討した。Ｘ染色体多型については今後の可能性
について考察した。
成績および考察：ミトコンドリアDNA多型は，日

本人に特徴的な系統としてM7a，G1a，A5 などが
あるが，それぞれ８．２％，４．３％，６．１％を示した。
また，Ｙ染色体多型ではD2，O2b が特徴的である
が，それぞれ３８．８％，３３．５％を示した。これらのう
ちＹ染色体多型のD2系統を除くと，すべてのミト
コンドリアDNA多型の系統を含め，韓国人にも同
じ系統が存在する。しかしミトコンドリアDNA多
型は coding 領域の多型を増加し細分化することで
日本人に特徴的な系統を探していける可能性があ
り，Ｙ染色体多型についても現在，日本人における
新しい多型を検討しているが，他の集団が検討され
ればこれらが日本人のマーカーとして提唱できる可
能性がある。Ｘ染色多多型についてもミトコンドリ
アDNA多型やＹ染色体多型と常染色体多型の中間
的な偏りを示す可能性も高く，今後データの集積に
より同じ目的に応用できる可能性がある。DNA多
型を対象者の地理的由来の推定に応用する試みは私
達以外にはあまり認められていないが，現状データ
は本研究が極めて有望な手段を提供しうることを示
している。

目的：身元確認において歯科所見が有用であること
は，これまでの多くの事例を通じてもすでに明らか
である。一方近年，ITの目覚ましい発展に伴い，
種々の分野でその応用が試みられている。今回は，
我々がこれまで実施してきた，歯科的個人識別にお
ける ITの有効活用に関する一連の研究成果の一端
をご紹介すると共に，将来の展望についてお示しさ
せて頂く。
方法：口腔内撮影用デジタルカメラ，および臨床用
に開発されたデジタルＸ線画像解析装置を応用し，
従来のデンタルチャートに代わるデジタルデンタル
チャート（DDC）を開発し，これをweb 上に置くこ
とによって，公開捜査による身元確認に供した。さ
らにカメラに代わる新たなる口腔内画像撮影装置と
しての小型スキャナーに着目し，DDCの index 頁
を容易に作成できるアプリケーションを開発した。
またこのDDCに，現在広く普及している市販のア
プリケーションを用いて検索機能を付加し，死後記
録のデータベースとしての活用を模索した。
成績および考察：DDCは，従来のデンタルチャー

トの歯型図部分を実際の口腔内画像に置き換え，さ
らにweb 上のツリー構造を活用してデジタルＸ線
画像を配置することにより，身元確認のための詳細
な歯科情報を，低コストで全世界を対象に発信する
ことを可能とした。これまでに，各警察，海上保安
庁等からの依頼を受け，実際の公開捜査に協力し多
大なる成果を上げている。しかしながら，その作成
には口腔内所見の撮影技術やある程度の ITに関す
る知識を必要とするため，誰しもが容易に作成でき
る方法として，口腔内用小型スキャナーとDDC作
成ソフトを㈱ミツトヨとの産学連携によって開発し
た。その結果，高度の技術や知識を必要とせず，遺
体のある現場に歯科医師等が存在しなくとも，遠隔
地の警察歯科医や法歯学者に判断を委ねることもで
きるシステムの構築が可能であることが示唆され
た。さらにこれらの技術を応用し，死後記録をデー
タベース化することによって，大規模災害時におけ
る身元確認の迅速化と正確性の向上に大きく貢献で
きるものと考えられた。

Ｐ０２１．DNA多型による対象者の地理的由来の推定
水口 清，中村安孝，内藤紗絵，鮫島道長，花岡洋一（東歯大・法歯）

Ｐ０２２．歯科的個人識別における ITの有効活用について
花岡洋一，中村安孝，鮫島道長，内藤紗絵，水口 清（東歯大・法歯）
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目的：エビデンスに基づいた診療ガイドラインの作
成は，医科に比べ歯科はおよそ１０年の遅れがあっ
た。その理由を明らかにし，歯科領域に診療ガイド
ラインを普及させることを目的として研究を開始
し，一つの方策が立てられたので報告する。第１報
では歯科領域における診療ガイドラインの現状把握
について検討する。
方法：Ⅰ．平成１８年１２月１１日～２５日に，一般開業歯
科医５，３４７名を対象に郵送による質問紙調査を実施
した。質問項目は，年齢階級，性別，大学卒業年，
勤務先，勤務先の所在，診療領域及び「一般臨床医
のEBMと診療ガイドラインに対する意識につい
て：プライマリケア医を中心とするメーリングリス
ト登録者を対象とした質問票調査」で用いられた質
問票を参考に作成した１４項目及びその副問とした。
Ⅱ．平成２１年１月１５日～２月２３日に，日本歯科医学
会の歯科臨床系の専門分科会及び認定分科会，計２５
学会を対象に郵送による質問紙調査を実施した。質
問項目は既に作成された診療ガイドラインの有無と
その名称，作成日，今後歯科界全体として診療ガイ
ドラインを作成していく上での基準の優先順位，お
よび作成済みと作成中の診療ガイドラインの自己評

価とした。
成績および考察：Ⅰ．一般開業歯科医１，７４６名（３２．７
％）から回答を得た。EBMに対する認知度は医師
よりも低いものの，好意的に認知されている傾向が
うかがわれた。また，EBMを用いた診療ガイドラ
インの認知度についても同様に低いものの，診療ガ
イドラインにも好意的に期待が寄せられている傾向
がうかがわれた。一方，診療ガイドラインにより自
由裁量を拘束するとの意識が医師よりも高かった。
今後，普及啓発と診療ガイドライン作成のための
clinical questionの抽出が課題と考えられた。Ⅱ．
有効回答は２２学会（８８．０％）（２４標本）であった。既
に作成された診療ガイドラインがある学会は，５件
（５学会），現在作成中のものが１６件（１４学会），今後
作成予定のものが９学会であった。歯科臨床系の学
会は診療ガイドラインへの取り組みに積極的である
傾向が認められた。また，診療ガイドラインに対す
る自己評価から，学会間の連携や患者の参画等，診
療ガイドライン作成上の課題が明らかとなった。歯
科診療ガイドライン作成の優先順位については，高
頻度の治療の優先度が高かった。

目的：エビデンスに基づいた診療ガイドラインの作
成は，医科に比べ歯科はおよそ１０年の遅れがあっ
た。その理由を明らかにし，歯科領域に診療ガイド
ラインを普及させることを目的として研究を開始
し，一つの方策が立てられたので報告する。第２報
では診療ガイドライン普及のための体制整備の確率
について報告する。
方法：厚生労働省は歯科の診療ガイドライン作成を
みすえた検討会報告書を２００８年にとりまとめた。こ
れを受けて，日本歯科医学会が歯科診療におけるエ
ビデンスに基づいたガイドライン作りについて検討
することとなった。日本歯科医学会は診療ガイドラ
イン作成を企画するほか，すでに２０近い診療ガイド
ラインが各専門学会で作成あるいは予定されている
ことから，これらを日本歯科医学会で収集し，さら
に医療情報サービスMinds（マインズ）にも掲載で
きるよう計画がなされた。これが実現すれば，同一
情報源から，国民と全ての医療関係者が医科と歯科
の診療ガイドラインを活用できることとなる。本研
究では，日本歯科医学会での診療ガイドラインの収
集，検討，公開までの過程と公開方法，作成の支援お

よびMinds との協力体制の確立について検討した。
成績および考察：日本歯科医学会HPに歯科診療ガ
イドラインライブラリーを公開した。平成２２年２月
現在，６つの診療ガイドラインが収載されている（掲
載準備中を含む）。本ライブラリーでは，学会等で
作成された診療ガイドライン等をリンク集として提
供している。本ライブラリーに収載希望の診療ガイ
ドラインは，ライブラリー収載部会にてMinds に
準拠した審査を受けた後に掲載される。Minds へ
の収載希望の場合は，あわせてMinds にも申請を
行い，Minds 掲載後にはMinds とのリンクもライ
ブラリーに掲載される。審査の結果，大幅な修正が
必要と認められた場合は，希望により収載部会の支
援員による作成支援を受けることができる。また，
ガイドライン作成段階から支援員による作成支援を
受けることも可能となっている。このように，歯科
領域の診療ガイドラインの作成支援から公開，
Minds との連携を一元化することにより，国民と
すべての医療関係者の診療ガイドラインへのアクセ
スが容易となり，より一層の診療ガイドラインの作
成ならびに活用が期待される。

Ｐ０２３．我が国における歯科領域のエビデンスに基づいた診療ガイドラインの体制整
備 第１報 医科と歯科の診療ガイドラインの比較
石井拓男，眞木吉信，岡田眞人，平田創一郎，酒寄孝治（東歯大・社会歯）

Ｐ０２４．我が国における歯科領域のエビデンスに基づいた診療ガイドラインの体制整
備 第２報 診療ガイドライン普及のための体制整備の確立
石井拓男，眞木吉信，岡田眞人，平田創一郎，酒寄孝治（東歯大・社会歯）
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目的：根尖性歯周炎の原因の一つとして根管内と根
尖周囲に存在している細菌があげられる。歯内治療
を成功させるためには，根管内と根尖周囲組織から
細菌を除去する必要があるが，根管の解剖学的形態
は複雑であり完全な除去は困難である。特に根尖孔
外に細菌がバイオフィルムを形成するとその除去は
難しく，難治性の根尖性歯周炎の病因となる。本研
究では，根尖性歯周炎局所細菌を分離同定し，その
バイオフィルム形成性および細菌間相互作用の解明
を目的とした。
方法：難治性根尖性歯周炎患者から歯根端切除手術
によって切除された切断端２３症例を試料とし，細菌
を分離した。分離された細菌のDNAを抽出し，PCR
により増幅後，細菌種の同定を行った。同定された
細 菌 を，type I collagen coated microtiter plate上
で培養し，バイオフィルム形成能を評価した。バイ
オフィルム形成能が高い菌種に対しては，他菌種と
の共培養による相乗効果を混合培養および two co-
mpartment system を用いて調べた。さらに共培養

によるタンパク質の発現の変化を SDS-PAGEを用
いて解析した。
成績および考察：菌種同定を行った結果，根尖部か
ら７４菌株が分離され，そのうち８６％が嫌気性菌（偏
性嫌気性菌４５％，通性嫌気性菌４１％），１４％が好気性
菌であった。分離された菌のバイオフィルム形成能
は Fusobacterium nucleatum TDC100 が最も高かっ
た。また Staphylococcus epidermidis，Porphyromonas
gingivalis との共培養によりバイオフィルム形成能の
上昇が認められた。特に P. gingivalisが F. nucleatum
のバイオフィルム形成を有意に促進していた。この
作用は，two compartment system によって２菌種
を０．４μmの膜によって隔てて共培養しても認めら
れた。さらに，共培養のF. nucleatumでは，外膜
タンパク FomAの発現が上昇していた。これらの
結果から，根尖部では複数の菌がバイオフィルムを
形成しており，その形成過程での促進作用が根尖性
歯周炎の病因に重要な役割を果たしていることが示
唆された。

目的：近年，コンポジットレジン修復が臨床で多用
されるとともに，審美的な修復を行うため，積層充
填時のコンポジットレジン材料の厚みが，色調に及
ぼす影響を把握する必要がある。そこで今回，数種
類のシェードを用い，厚みによる色調の違いを色差
計で計測し，比較検討した。
方法：コンポジットレジンは，グラディアダイレク
ト（㈱ジーシー：東京）のDENTIN，OPAQUS DEN-
TIN，ENAMEL，TRANSLUCENTのシェード，
またOPAQUERを使用した。試料は厚みの異な
る，直径６．０mmのディスクを作製した。測色には
微小面分光色差計VSS300H（㈱日本電色工業）を用
いCIE 1976 L＊a＊b＊表色系を用いて，YXZと L
＊，a＊，b＊を求めた。背景には黒色板と白色板
を用い，各々３回測色した。得られた L＊，a＊，b
＊値の各々の平均値からTP値を，YXZから CR
値を算出し，レジンの厚みが色彩に及ぼす影響を検
討した。
成績および考察：TP値は試料の厚みが増すごとに
減少した。OPAQUERは，厚さ１．０mmで３．０以下
となり，DENTINシェードは，厚さ３．０mmで３．０
以下となった。TRANSLUCENTは，厚さ３．０mm

であってもTP値は５．０以上を示した。
CR値は，試料の厚みを増すごとに増加した。特

に３．０mmで CR値１．０に近くなった。TRANSLU-
CENTは低い CR値を示すが，OPAQUERは０．５
mmから１．０に近い値を示した。
異なる背景色での L＊，a＊，b＊の厚みの変化に

おいて，黒背景よりも白背景の方が厚みによる影響
が認められた。L＊値では厚みが増すにつれ値は減
少した。a＊値は，全てのシェードで厚みによる影
響が認められなかった。b＊値は，厚みが増すにつ
れ減少し，白背景では厚みによって色彩のコント
ロールが可能であることを示す。
これらのことから，OPAQUERで TP値を３．０以

下にするには１．０mm以上の厚みが必要であり，ま
た通常シェードは厚みが増すと白背景で L＊値と b
＊値が小さくなり，TP値を３．０以下にするには，
厚み３．０mm以上必要であることが示唆された。ま
た，ENAMELは TRANSLUENT群よりもTP値
は低いが，他の群よりTP値が高く，TRANSLU-
ENTと通常シェードの中間を呈することが示唆さ
れた。

Ｐ０２５．根尖孔外バイオフィルムの細菌叢及び細菌間相互作用の解析
山口透子１），藤井理絵１），淺井知宏１）３），石原和幸２）３），中川寛一１）（東歯大・保存）１）

（東歯大・微生）２）（東歯大・口腔科学研究センター）３）

Ｐ０２６．MFRハイブリット超硬質レジンの厚みと色彩に関する研究
間 奈津子，手銭親良，中澤妙衣子，天谷哲也，中川寛一（東歯大・保存）
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目的：組織再生誘導法（GTR）における保護膜の歯
への縫合糸による固定法は，操作性が煩雑であり，
GTRの失敗の要因の１つにあげられている。4-
META/MMA-TBBレジン（4-METAレジン）は，
血液や唾液に汚染された象牙質面でも接着力は十分
に維持されている。本研究の目的は，GTRにおけ
る保護膜の歯への固定法として 4-METAレジンを
用い歯周組織再生への影響を検索することである。
方法：実験にはビーグル犬（９～１１kg）を用い，CEJ
より高さ７mm，近遠心幅５mmの骨欠損を作製し
た。保護膜には，非吸収性膜と吸収性膜を用いた。
群分けは実験群：各保護膜と 4-METAレジンによ
る固定，対照群：各保護膜と縫合糸による固定とし
た。観察期間は術後８週とした。また，各保護膜の
4-METAレジンによる固定について SEMで観察し
た。標本は通法に従いパラフィン包埋し，病理組織
学的検索としてH-E染色を施し，鏡検し，組織計
測を行った。
成績および考察：実験群の肉眼所見では，歯に隣接
した歯肉にわずかな炎症所見が認められたが保護膜
の露出はなかった。SEM観察では，実験群におい

て非吸収性膜および吸収性膜は，4-METAレジン
によって根面に接着していた。病理組織学的には，
実験群では，上皮組織の根尖側方向への侵入は阻止
され，セメント質および歯槽骨の再生を認めた。ま
た，4-METAレジンによる結合組織内に炎症性細
胞浸潤は認められなかった。組織計測では，実験
群・対照群ともに非吸収性膜において再生セメント
質および歯槽骨量には統計的に有意な差は見られな
かった。また，吸収性膜では両群間で再生セメント
質量はほぼ同等であったが，再生歯槽骨量は実験群
が有意に大であった。また，再生上皮量は，実験群
は対照群より大であった。本研究結果から 4-META
レジンは，GTRにおける保護膜の歯面への緊密な
固定により，歯冠側からの上皮組織の深部への侵入
を阻止していた。さらに，創傷治癒過程において 4-
METAレジンによる炎症性反応は認められず，十
分な歯周組織の獲得が可能であった。したがって，
4-METAレジンによる保護膜の固定法は，十分な
歯周組織再生を誘導し，なおかつ操作性が簡便であ
りGTRに有効であることが示唆された。

目的：顎関節は，胎児期，小児時期に形成された形
態が様々な機能的因子（年齢，性別，機能力，歯牙
の有無，食性の変化など）から影響を受け，その後
の形態形成に影響を及ぼしていると考えられる。特
に，変形性顎関節症は加齢による退行性変化が発症
に関与し，二次的要因として歯の喪失や不正咬合な
どの咬合異常や軟骨代謝異常などが報告されてい
る。Indian Hedgehog（Ihh）は，軟骨細胞の増殖や
分化を制御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。本研
究の目的は，加齢的変化と咬合の喪失に伴う下顎頭
の形態変化における Ihh の役割を明らかにすること
である。
方法：実験動物には，生後３週齢，８週齢，１６週齢
の老化促進モデルマウス（SAMP8）とその対照群
（SAMR1；正常老化）を用い，下顎頭軟骨を採取し，
RNAを抽出後，Ihh，２型コラーゲン（Col II），ア

グリカンの遺伝子発現をABI 社製 7500 FASTに
て real-time RT PCRを行い，検討した。さらに，
生後８週齢の両群マウスの上下左右側臼歯歯冠全部
と切歯の一部を削合し，咬合喪失モデルを作製し
た。削合２週後に下顎頭軟骨を採取，RNAを抽出
後，Ihh，Col II，アグリカン，MMP13，ADAMTS
5，オステオポンチンの遺伝子発現をABI 社製 7500
FASTにて real-time RT PCRを行い，検討した。
成績および考察：両群，加齢に伴い，Ihh，Col II，
アグリカンの発現に減少がみられた。咬合喪失モデ
ルでは，SAMP8群では SAMR1 群と比較して，MMP
13，ADAMTS5，オステオポンチンの発現は有意
に増加し，Ihh，Col II，アグリカンの発現は有意
に減少していた。以上の結果より，加齢に伴う咬合
の喪失は下顎頭において軟骨マトリックス分解酵素
が増加し，ヘッジホッグシグナルが関与することが
示唆された。

Ｐ０２８．加齢および咬合の喪失に伴う下顎頭の形態変化における Indian Hedgehog の
役割
石塚洋一１）２），衣松高志１），関口一実３），太田幹夫１），渋川義宏１）２），山田 了１）２）（東歯大・歯周）１）

（東歯大・口科研）２）（神奈川県）３）

Ｐ０２７．GTRにおける保護膜の歯への固定法－イヌにおける 4-METAレジン法
富田幸代１），山本茂樹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）
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目的：よく噛んで食べることが推奨されて久しい
が，児童生徒の口腔機能の実態を客観的に調査した
報告は少ない。今回，児童生徒の口腔機能の実態を
客観的に調査するため，咬合力，咬合接触面積，咀
嚼回数と口腔内環境がどのように関連しているかを
検討し，その結果から児童生徒に「噛むことの大切
さ」の理解を深めさせることを目的に，厚生労働省
からの委託事業を千葉県歯科医師会を通じて本講座
が依頼を受け，この研究が企画された。
方法：千葉県都市部小規模小学校の児童１４０名を対
象として，①デンタルプレスケールⓇによる最大咬
合圧・咬合接触面積の測定 ②小児歯科専門医によ
る歯科健診 ③千葉県産の食材（鰯角煮，ぬれ煎餅，
ピーナッツ）を用い，かみかみセンサー・による咀
嚼回数の測定 ④歯垢染色後ＯHI-S の DI-S の評価
を行った。得られたデータを基に統計ソフト SAS
ver. 9.1・を用い，①食材別の各学年間での咀嚼回
数を比較（一元配置分散分析および多重比較） ②食
材別に各学年における男女間での咀嚼回数を比較
（ｔ検定） ③咀嚼回数とDI-S との相関分析 ④不

正咬合の有無と咀嚼回数との関連性（ｔ検定）を検討
した。
なお，本研究は東京歯科大学倫理委員会の承認を

得ている。
成績および考察：①咀嚼回数は特に「ぬれ煎餅」で
他の学年と比較すると５年生で有意に少ない（ｐ＜
０．０５）傾向が認められ，咀嚼回数を比較する食材と
して「ぬれ煎餅」の有効性が示唆されるとともに，
第二乳臼歯の交換が咀嚼回数に何らかの影響を及ぼ
すのではないかと考えられた。②各学年で３種の食
材すべてにおいて，男女間での咀嚼回数に有意な差
は認められなかった。③咀嚼回数とDI-S との間に
相関関係は認められなかった。咀嚼することで，歯
の頬（唇）側および舌側のプラークに与える影響は少
ないと考えられた。④不正咬合の有無と咀嚼回数と
の間に有意な差は認められなかった。不正咬合が咀
嚼の回数に与える影響は少ないと考えられた。
今後は第二乳臼歯の残存数と咀嚼回数との関連

や，デンタルプレスケールⓇの結果も取り入れて，
より詳細な検討を加えていく予定である。

目的：現在まで授乳方法間で口腔内形態の成長・発
達の相違を比較検討した研究は少なく，しかも一致
した見解がみられない。そこで今回我々は，母乳栄
養児と人工栄養児から採得した上下顎石膏模型を用
い，歯列・歯槽部・口蓋の形態を詳細に計測し，比
較検討した。
方法：調査対象は，生後３か月と生後１１～１２か月の
乳児である。これら乳児に対し，印象採得を行い上
下顎石膏模型を作製した。この上下顎石膏模型を用
い，非接触型三次元形状計測装置（VMS-100F）に
よって画像入力を行った。次いで，分析ソフト，イ
メージウエアにてデータの三次元構築ならびに計測
を行った。上下顎における共通の計測項目は，①前
歯部歯槽長径および幅径とし，上顎では，②正中断
面における口蓋の深さ，③上顎前額断面における口
蓋幅径の計測，下顎は，④前額断面における歯槽弓
幅径の計測を行った。求められた計測値は，授乳法
別に分類し，比較検討を行った。症例数は，３か月
児の上顎が２７例，下顎が３２例，１１～１２か月児の上顎
が２０例，下顎が３６例である。
なお，本研究は東京歯科大学倫理委員会の承認（承

認番号第１６８）を得ており，保護者の同意の下に実施
したものである。

成績および考察：上顎の結果をみると，３か月児お
よび１２か月児ともに前歯部歯槽長径と口蓋最深部の
値は人工乳群が大きく，口蓋幅径も人工乳群が大き
な値を示す傾向にあった。逆に，前歯部歯槽弓幅径
は母乳群の値が大きかった。下顎における各計測値
をみると，３か月児では全ての計測項目で母乳栄養
児の値が大きく，特に乳犬歯萌出部から２mm前方
部における歯槽弓幅径は統計学的に有意の差が認め
られた。また１２か月児の計測値をみると，乳犬歯萌
出部以降における歯槽弓幅径は母乳の乳児の方が大
きい値を示していた。得られた結果を総括すると，
母乳群は歯槽弓の側方への発育が良好であり，特に
下顎は人工乳群に比較して大きな歯槽（歯列）弓を有
していた。また，上顎において母乳群の口蓋幅径は
人工乳群に比べ小さいものの，これは計測部位に発
達した傍歯槽堤が存在することによる差であると考
えられた。しかしながら，３か月から１２か月にかけ
て上記の差違は少なくなることからすると，生後１
年間における歯列・歯槽部の成長・発達は，授乳法
だけではなく，離乳の開始から離乳完了までにいた
る摂食行動も重要な役割を果たしているものと推察
された。

Ｐ０２９．千葉県の食材を活用した児童・生徒の口腔機能の向上に関する研究
－第１報 食材と咀嚼回数について－
今井裕樹１），浅野薫之２），宍倉邦明２），藤平雅紀２），馬場俊郎２），岡田秀彦２），兼元妙子２），
福井峰雄２），関谷良明２），山中太郎２），吉田英貴２），藤居弘通２），泉水祥江１），田中公子１），
髙橋直子１），山下治人１），石岡みずき１），杉原直樹３），松久保 隆３），新谷誠康１）

（東歯大・小児歯）１）（千葉県歯科医師会）２）（東歯大・衛生）３）

Ｐ０３０．授乳法の相違によって乳児歯列・歯槽部・口蓋形態は異なるか
米津卓郎１），藥師寺 仁１），新谷誠康１），松原範宜２），白井裕子２）（東歯大・小児歯）１）

（コンビ㈱商品開発部）２）
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目的：近年，口腔の多発癌や重複癌は増加しつつあ
る。同一臓器に複数の癌が発生したものを多発癌，
異なった臓器にできたものを重複癌と呼ばれ，その
原因として，患者の高齢化，口腔癌治癒率の向上，
食生活や環境因子での多種の発癌物質への暴露など
が挙げられている。多発癌や重複癌の存在は今後さ
らに増加が予想され，治療戦略上問題になると考え
られる。今回，東京歯科大学千葉病院内科ならびに
口腔外科で診断・治療を行った口腔扁平上皮癌にお
ける多発癌ならびに重複癌に関する臨床的検討を
行ったので報告する。
方法：対象は，多発癌は１９８２年から２００８年までの２６
年間に東京歯科大学口腔外科を受診した口腔扁平上
皮癌７２２例，重複癌は内視鏡検査が開始された１９９２
年から２００８年までの１６年間の４９９例である。多発
癌・重複癌の判定はWarren & Gates らの診断基準
を用いた。
成績：多発癌は口腔扁平上皮癌７２２例中２５例（３．５
％）であった。男女比，平均年齢，飲酒，喫煙の関
与は認められなかった。多発癌の原発部位は口唇が
最も多く１８．２％で，次いで下顎歯肉癌の９．５％であっ

た。多発癌発現までの期間は最短で１年２か月，最
長で８年２か月であった。多発癌は最高で第６癌
で，発生間隔は多発になるほど短くなる傾向であっ
た。一方，重複癌は４９９例中４３例（８．６％）であった。
男女比は５．１：１で男性が多い傾向であった。飲
酒，喫煙率は重複癌の９０％以上の患者で認められ
た。重複癌は，食道癌が最も多く５８．１％で，次いで
胃癌が３７．２％，下咽頭癌が４．７％であった。重複癌
の原発部位は口底が最も多く２６．３％で，次いで舌が
９％であった。
考察：口腔，咽頭，食道，胃は同一の発癌環境にあ
るとされ，field cancerization の概念が挙げられる。
中でも多発癌や重複癌の存在は，口腔癌の治療法選
択や治療成績に影響を与える。今回，全症例の約１０％
で重複癌の発生をみたことから，再発や転移だけで
なく他臓器を含めた適切な検査の施行による厳重な
長期の経過観察が必要であり，多発癌・重複癌の早
期発見のために口腔腫瘍外来の受診や生体染色の応
用，さらに内視鏡医と綿密な連携治療のもと術前，
術後に生体染色を併用した内視鏡検査の充実ならび
に遺伝子等の全身的な検討が重要である。

目的：我々は，マイクロアレイ法とリアルタイム定
量 PCR（QPCR）法を用い，日本人口腔扁平上皮癌患
者の新規癌抑制遺伝子を全ゲノム網羅的に探索し同
定するための実験を行ってきた。その結果，いくつ
かの候補遺伝子を特定した。今回はその候補遺伝子
の一つであるCRISP3 について台湾人口腔扁平上皮
癌患者に対してDNAコピー数および遺伝子発現解
析を行った。
方法：当講座における日本人口腔扁平上皮癌患者３
症例の腫瘍組織 cDNAを用い，マイクロアレイ法
を行った。３症例で共通して発現低下を示した
CRISP3 に関して，QPCR法を用いてヒト正常口腔
粘膜上皮由来細胞株をコントロールとして５つの口
腔扁平上皮癌由来細胞株（SAS，Ca9-22，KON，HSC
2，HSC4）の DNAコピー数，遺伝子発現，および
台湾人口腔扁平上皮癌患者１７症例でDNAコピー数
変動解析を行った。
成績：マイクロアレイ法において全３症例で発現低
下を示したのはCRISP3，SCGB3A1，AGR2，PIP，

C20orf114，TFF1，STATH，AZGP1，MUC7，DMBT
1，LOC389429 の１１遺伝子であっ た。CRISP3の
QPCR法において５つの口腔扁平上皮癌由来細胞株
の中で２つの細胞株（SAS，HSC2）で DNAコピー
数の欠失および遺伝子発現量の低下を認めた
（４０％）。また台湾人口腔扁平上皮癌患者腫瘍組織に
おいては１７例中１０例（５８．８％）でDNAコピー数の欠
失を認めた。
考察：CRISP3は cysteine-rich secretory protein fa-
mily に属し 6p12.3 に存在する。CRISP3 は唾液腺，
膵臓，前立腺で発現が認められ，前立腺癌において
発現亢進がバイオマーカーになりうるとの報告があ
る。一方で我々の研究同様に頭頸部扁平上皮癌のマ
イクロアレイ解析で発現低下が報告されている。し
かしながら口腔扁平上皮癌においてCRISP3 を詳細
に解析した報告はない。今後検体数を増やし，機能
解析を行う必要はあるが，台湾人口腔扁平上皮癌患
者においてCRISP3 が新規癌抑制遺伝子である可能
性が示唆された。

Ｐ０３１．東京歯科大学千葉病院における口腔癌の多発癌・重複癌に関する臨床的検討
大久保 剛１），山本信治２），菅原圭亮２），池田千早２），藥師寺 孝２），野村武史２），髙野伸夫２），
大森 泰１），石井康裕１），柴原孝彦２）（東歯大・千病・内科）１）（東歯大・口外）２）

Ｐ０３２．台湾における口腔扁平上皮癌患者のCRISP3遺伝子解析
柯 文昌，菅原圭亮，作間 巧，池田千早，藥師寺 孝，山本信治，野村武史，髙野伸夫，
柴原孝彦（東歯大・口外）
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目的：口腔外科では腫瘍，嚢胞，奇形や症候群など
の先天異常，顎変形症，顎関節症，炎症，外傷そし
て埋伏智歯など扱う疾患は多岐にわたる。その中で
も当科では「口腔癌」「唇顎口蓋裂」「顎変形症」を
３本柱のメインテーマとし，治療はもちろんのこと
臨床データをもとにした研究も行ってきた。今回わ
れわれは，特に当科におけるこの３つのメインとす
る疾患の臨床統計的検討を行ったので報告する。
方法：①；口腔癌：１９８７年１月～２００４年１２月までの
１８年間に当科で治療した口腔扁平上皮癌一次症例
４２３例，②；唇顎口蓋裂：１９６０年から２００８年４月ま
での４８年間で当科にて治療を行った２，４０１例（二次症
例を含む），③；顎変形症：２００５年４月から２００９年
３月末までの４年間で顎変形症の診断下に当科にて
手術を施行した６８４例について，それぞれにおける
臨床統計的検討を行った。
成績および考察：①；口腔癌：男性２５１例，女性１７２
例（男性１．５：女性１），年齢は平均年齢６３歳（２４～９３
歳）であった。原発部位別は，舌１７８例，下顎歯肉８９

例，上顎歯肉５６例，口底４７例，頬粘膜４２例，口蓋１１
例であった。臨床病期分類は，Ⅰ期２２．７％，Ⅱ期
２０．９％，Ⅲ期２４．４％，Ⅳ期３２．０％であった。臨床病
期別の５年累積生存率はⅠ期９５．５％，Ⅱ期８５．０％，
Ⅲ期８０．３％，Ⅳ期７２．０％であった。②；唇顎口蓋
裂：１９６０年から１９８０年までの水道橋病院時代１２８２
名，１９８１年千葉病院開院以降２００８年４月までの患者
数は１１３９名，総患者数２４０１名であった。また千葉病
院開院時より，チューリッヒ大学における唇顎口蓋
裂の一貫治療を導入して現在に至るが，このシステ
ムを施行した症例は，片側完全口唇顎口蓋裂１３４
例，両側完全口唇顎口蓋裂４１名であった。②；顎変
形症：男性２１３例・女性４７１例。最も多いのは，骨格
性Ⅲ級症例で４１４例であった。施行された手術は，
上顎もしくは下顎単独施行例３２７例，上下顎同時施
行例２３０例，プレート除去とオトガイ形成同時施行
例およびオトガイ形成術単独施行例１２７例。術式は
SSROが３００例と最も多く，次いで Le FortⅠ型骨
切り術と SSROの組み合わせが２０３例であった。

２０００年から２００９年の１０年間で，東京歯科大学千葉
病院歯科麻酔科外来の総患者数は４，２４７例から最高
で７，２１３例に増加した。ペインクリニックとならび
精神鎮静症例の増加が著しく，２０００年の１，１５１例か
ら最高で２，３４６例に増加し，特に２００５年のリラック
ス外来や障害者外来などの専門外来設立以降急増し
ている。鎮静の適応症例は２０００年では全身疾患の保
有（高血圧症，心疾患，糖尿病など）が４２７例と鎮静
症例の４割近くを占め，続いて障害者（精神遅滞，
自閉症，脳性麻痺など）３１１例，歯科恐怖症（異常絞
扼反射，過換気症候群，脳貧血様発作を含む）２１８例
の順であった。しかし最近では歯科恐怖症が増加し
ており，２００９年では８２８例で約４割を占め，続いて
障害者６０１例，全身疾患保有５８６例となった。使用薬
剤では鎮静効果が確実なことからほとんどの症例で
静脈内鎮静（IVS）を用い，亜酸化窒素を用いた吸入
鎮静法は年平均で１３例だった。IVSで用いた薬剤は
２０００年にはミダゾラム（Ｍ）単独使用の割合が４８９例
と半数を占めたが，最近ではプロフォール（Ｐ）の使
用が増し，２００９年ではＭ単独使用は３９１例で，Ｐ単
独および PM併用が１，８７０例と８割以上になった。

我々の講座では IVSの研究を続けており，被験
者の心拍変動，唾液α-アミラーゼの測定，自覚的
評価から薬剤効果を判定し，Ｍの抗不安作用が最も
強いことを示した（J Oral Maxillofac Surg, 2009,
Anesth Analg, 2010）。また侵害刺激に対する健忘
効果もＭが強いことを示した（Acta Anaesthsiol
Scand, 2007）。こうした特性を考慮し，各疾患に有
効な鎮静薬を検討した結果（日歯麻誌，２００５），現在
では全身疾患の保有では，緊張緩和の期待と循環へ
の影響が 少ないことからＭを，歯科恐怖症や障害
者では深鎮静が必要となることから，調節性が良い
Ｐあるいは PM併用を選択している。鎮静からの
回復の研究では，帰宅判定には歩行テストや鎮静ス
コアによる自覚症状，予想血中濃度による客観性評
価が有効であることを示した（日歯麻誌，２００５）。ま
た鎮静からの回復促進に有効な薬剤についても検討
している（J Anesth, 2008）。
これらの研究で得られた成果を考慮し安全で高品

質な医療を提供しており，これまで鎮静法に伴う重
篤な合併症はない。

Ｐ０３３．口腔外科学教室の口腔癌，唇顎口蓋裂，顎変形症に関する臨床統計的検討
中野洋子１），菅原圭亮１），恩田健志１），渡邊 章１），池田千早１），藥師寺 孝１），澁井武夫１），
山本信治１），高木 亮１），神山 勲１），野村武史１），須賀賢一郎１），米津博文１），髙木多加志１），
内山健志１），髙野伸夫１），柴原孝彦１），片倉 朗２）（東歯大・口外）１）（東歯大・口健・口外）２）

Ｐ０３４．より安全で快適な歯科医療を目指して －歯科麻酔学講座における静脈内鎮
静法の臨床と研究の現状－
櫻井 学，湯村潤子，松浦信幸，笠原正貴，間宮秀樹，大川恵子，栂安理絵，松木由起子，
松浦由美子，一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻）
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目的と方法：本学歯科麻酔学講座が行ってきた系統
的研究のうち，組織血流測定を用いた研究につい
て，これまでの動物実験の成果をまとめたので報告
する。
成績および考察：①局所麻酔薬添加血管収縮薬の安
全性：フェリプレシン（Fely）は循環への影響が少な
いとされているが，大量使用では冠動脈血流量や心
筋組織酸素分圧を低下させる作用がある（Can J An-
aeth１９９９，２０００）。プロピトカイン-Fely カートリッ
ジを検証した研究では，体重換算でカートリッジ４
～５本以上の投与は，心筋組織酸素需給バランスを
崩す可能性が示唆された（Eur J Oral Sci 2003，J
Oral Maxillofac Surg 2009）。②全身麻酔時の口腔
組織血流の制御：口腔組織血流は口腔外科手術にお
いて，出血量に影響を与える。イソフルランは舌粘
膜血流量（LBF）を増加させる一方で，フェンタニル
は減少させる（Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral
Radiol Endod 1998）。PaCO2 を上昇させると下顎
骨骨髄血流量（BBF）が増加するが，咬筋血流量

（MBF）は減少する（J Oral Maxillofac Surg 2008）。
レミフェンタニルによってBBFと LBFが減少（J
Oral Maxillofac Surg 2009）し，ロクロニウムとベ
クロニウムはBBFとMBFに影響を与えない（J
Oral Maxillofac Surg 2010）。レミフェンタニルは
口腔組織血流の制御に有用である。③星状神経節ブ
ロックと組織血流：星状神経節ブロックに用いるリ
ドカインにアドレナリンを添加（LA）したものと非
添加（Ｌ）のもので総頸動脈血流量（CCBF）と LBF
への影響を検討した研究では，LAは CCBFと LBF
を変化させなかった（Bull Tokyo Dent Coll 2007）。
Ｌによって，注射側の頭頸部領域の血流は増加する
が，反対側BBF，反対側MBF，大腿四頭筋血流
量，肝腎血流量は減少する（Reg Anesth Pain Med
2009）。血流再分布が生じたことが示唆された。
当講座はこれらの研究を通じて，歯科麻酔学的見

地からEvidence based dentistryを目指してきた。
組織血流測定を用いた研究は今後も当講座の研究の
主要な柱の一つである。

目的：これまで我々は，ストレス負荷後にチューイ
ングを行うことによってストレス指標である唾液中
コルチゾール濃度が減少することを明らかにした。
チューイング時の運動条件には速度，力，リズム，
回数などあるが，今回我々はストレス緩和効果に有
効なチューイング時の速度と力の条件を明らかにす
ることを目的として，ストレス負荷後のチューイン
グの速度と力がストレス緩和に及ぼす影響について
検討した。
方法：被験者にはストレス負荷として計算問題を３０
分間行わせ，その後，ガムチューイングを１０分間行
わせた。チューイング条件として，速度に関しては
被験者それぞれの平均的なチューイング速度に合わ
せた「普通のチューイング」，普通のチューイング
速度から１５％遅くした「遅いチューイング」，１５％
速くした「速いチューイング」の速度３条件とし，
力の条件としては「普通のチューイング」より弱く
または強く噛むように指示した「弱い力のチューイ
ング」および「強い力のチューイング」の力３条件
を設定した。チューイング後の２０分間は安静を保っ
て実験終了とした。ストレス状態の指標として唾液
中コルチゾール濃度を計測した。唾液の採取時期は
ストレス負荷後（Ｓ），チューイング後（Ch），チュー

イング後の安静後（Ｒ）とした。唾液中コルチゾール
濃度の分析は，（Ｓ）から（Ch）および（Ｒ）の変化量
の割合を変化率として算出した。統計処理は反復測
定による一元配置分散分析後に多重比較（Bonfer-
roni test）を行った。なお，本研究は東京歯科大学
倫理委員会の承認を得て行った。
成績および考察：（Ｓ）から（Ch）の唾液中コルチ
ゾール濃度の変化率に関しては，「速いチューイン
グ」において著しく減少し，「遅いチューイング」
との間で有意差が認められた。力の条件間では有意
差が認められなかった。（Ｓ）から（Ｒ）の唾液中コル
チゾール濃度の変化率に関しては，「速いチューイ
ング」において著しく減少し，「遅いチューイン
グ」との間で有意差が認められた。また「強い力の
チューイング」において著しく減少し，「弱い力の
チューイング」との間に有意差が認められた。
本研究によりストレス負荷後のチューイング時の速
度と力が唾液中コルチゾール濃度に影響を及ぼすこ
とが明らかとなり，チューイング時の速度では「速
いチューイング」，力では「強い力のチューイン
グ」がストレス緩和に有効であることが示唆され
た。

Ｐ０３５．Evidence based dentistry を目指して －歯科麻酔学講座における組織血流
測定を用いた研究の現状－
笠原正貴，縣 秀栄，宮地建次，稲川元明，野村麻里子，劔持正浩，寺川由比，一戸達也，
金子 譲（東歯大・歯麻）

Ｐ０３６．ストレス緩和に有効なチューイング速度と力は
田坂彰規，添田亮平，竹内 快，田原靖章，杉山哲也，櫻井 薫（東歯大・有床義歯補綴）
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目的：有床義歯の口蓋部の設計は明確な基準が少な
く，術者の経験に頼って設計することが多い。これ
は，口蓋部の義歯の設計が患者に与える影響につい
て多くが解明されていないためだと思われる。術者
の主観的な設計ではなく，客観的な事実に基づいた
義歯の設計を行うためには，口蓋部において有床義
歯が生体に与える影響を十分に解明する必要があ
る。これまで当講座では，口蓋板への適度な刺激
は，床下粘膜の血流量の増加を促すが，逆に過度の
加圧を行うと感覚受容器ならびに周囲組織の退行性
変化をもたらすことを報告した。では，摂食・嚥下
の過程で，舌と口蓋の接触が起こるが，その部位を
被覆する上顎総義歯はそれらの機能に影響を与えな
いのかとの疑問が生じる。そこで口腔機能に干渉を
及ぼさない義歯の設計を探求するため，口蓋板の形
態の違いが嚥下機能及び食品認知能に与える影響を
調べた。
方法：口蓋板による口蓋の被覆が嚥下機能および食
品認知能に及ぼす影響について実験を行った。嚥下
機能については，有歯顎者にて実験床で硬口蓋前
方，後方および全体を被覆した３条件で食塊の送り
込みに要する時間の変化を測定した。食品認知能に

ついては有歯顎者に研磨面形態の異なる４種類の口
蓋板（滑沢型，リンクル型，規格ヒダ型，患者固有
ヒダ型）を装着させた状態で，直方体の試験食品内
にランダムに入れたマスタード粒の個数を認識さ
せ，認知に要する時間（認知時間）を調べた。さらに
口蓋前方部の開放範囲の異なる２種類（小開放型，
大開放型）と無開放の実験床（無開放型）でも同様の
実験を行った。
成績および考察：食塊の送り込みに要する時間は，
口蓋の後方を被覆した場合に延長した。表面形状が
認知時間に及ぼす影響については滑沢，リンクルお
よび患者固有の口蓋ヒダ形態の実験床は規格したヒ
ダを付与した実験床に比べ認知時間が短く，口蓋前
方部開放型は無開放型に比べ認知時間が短かった。
以上より，特に口蓋後方部を被覆することは嚥下機
能に影響を及ぼすことが分かった。また口蓋板によ
り口蓋の広範囲を被覆する必要がある場合，切歯乳
頭周囲を開放するだけでも認知機能が改善すること
が分かった。一方で，口蓋すべてを被覆する必要が
ある場合は，口蓋研磨面前方部に画一的な横口蓋ヒ
ダ形態を付与すると認知機能に悪影響を及ぼす可能
性があることが判明した。

目的：近年，オールセラミックブリッジの臨床導入
が一般化しつつある。臼歯部にオールセラミックブ
リッジを応用するにあたり，多くの研究が行われて
きているが，連結部形態の研究は少なく特にオール
セラミックブリッジ連結部断面積や断面形態に関す
る報告は少ない。そこで我々は臼歯部におけるY-
TZP オールセラミックブリッジフレームワーク連
結部のデザインを変えた実験モデルを作製し，破壊
試験などを行うことによりY-TZP オールセラミッ
クブリッジを臼歯部に応用する上でフレームワーク
連結部デザインとその強度との関連性を検討した。
方法：試料となるブリッジフレームワークの設計お
よび作製にはKaVo Everest system（KaVo Ever-
estⓇ. CAD/CAM System, KaVo, Germany）を 用 い
た。試料は，下顎第一大臼歯欠損の３ユニットモデ
ルまたは，下顎第二小臼歯および下顎第一大臼歯欠
損の４ユニットモデルを想定し作製した。試料の連
結部断面積は，７mm２，９mm２の２種類とし，連結
部断面形態は，高径と頬舌幅径比１：１，３：４，

２：３の円形または楕円形とした。これを各５個ず
つ，計６０個作製した。
試料は試験用支台歯金型と合着用セメント（GC

Fuji I, GC, Tokyo, Japan）にて通法通り合着した。
次に試料のポンティック咬合面部を，万能試験機（島
津オートグラフAG-I 20KN，SHIMADZU, Kyoto,
Japan）によりクロスヘッドスピード１mm/min で
垂直に荷重をかけ，破断荷重値の計測と破断面の観
察を行った。
成績および考察：本実験において，臼歯部オールセ
ラミックブリッジ連結部のデザインの違いは，ユ
ニット数に関わらず破断荷重値に影響を与えた。断
面積の増加は破壊強度を増加させた。また，形態の
違いでは，高径と頬舌幅径の比が１：１のものが他
のものに比べ高い破断荷重値を示す傾向にあった。
したがって，Y-TZP オールセラミックブリッジフ
レームワーク連結部デザインとその破壊強度との間
に関連性があることが考えられた。

Ｐ０３７．嚥下・食品認知機能を考慮した義歯の設計
古池崇志１），田中 綾１），岡田千奈１），鶴岡守人２），上田順可３），石崎 憲１），櫻井 薫１）

（東歯大・有床義歯補綴）１）（東歯大・臨検）２）（東京都健康長寿医療センター）３）

Ｐ０３８．臼歯部におけるY-TZP ブリッジフレームワークの連結部デザインと破壊強
度の関連性
小野寺こづえ，野本俊太郎，佐藤 亨，大岡 洋，三穂乙暁，荒野太一，斎藤未来
（東歯大・クラウンブリッジ補綴）
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目的：本研究の目的は天然歯を支台とする上顎およ
び下顎前歯部 3 unit ジルコニアブリッジフレーム
ワークの連結部断面形態および断面積の違いが破断
荷重値に与える影響を検討することである。
方法：上顎および下顎中切歯１歯欠損を想定した支
台歯モデルを作製した。この支台歯モデルをGN-I
システム（GC, Tokyo, Japan）を用いてスキャンし，
フレームワークの設計を行った。フレームワークに
は５％イットリウム添加型正方晶ジルコニア多結晶
体を用いた。
上顎ブリッジフレームワークの連結部断面形態は

Type Ⅰとしてコーピングの歯肉側に底辺を置き，
中央部に高さを１：２とする二等辺三角形，Type
Ⅱとしてコーピングの歯冠長軸唇側に底辺を置き，
中央部に高さを２：１とする二等辺三角形とした。
さらに，Type Ⅲとしてコーピングの歯冠長軸口蓋
側に底辺を置き，中央部に高さを２：１とする二等
辺三角形とした。それぞれの断面形態に対し連結部
断面積を９．０，７．０，５．０，３．０mm２の４種類で相似形
となるように設計し作製した。
また，下顎ブリッジフレームワークの連結部形態

は上顎と同形態のType Ⅰ，Type Ⅱ，さらには
Type ⅣとしてType Ⅰを基本とし高さを３／４にし
た比率で同面積になる二等辺三角形を作製した。連

結部断面積は９．０，７．０，５．０mm２の３種類で作製した。
破壊試験には万能試験機を用い，上顎には１３５̊ の角
度から，下顎には垂直方向から荷重を加え破断荷重
値を計測した。
成績および考察：統計分析の結果，上下顎ブリッジ
フレームワークともに連結部断面積の減少は破断荷
重値の有意な低下をもたらした（Ｐ＜０．００１）。
断面形態の違いにおいては，上顎ではType Ⅰが

Type Ⅱ，Type Ⅲに比べ有意に高い破断荷重値を
示した（Ｐ＜０．０５）。このことは１３５̊ の荷重方向にお
ける連結部の高さがType Ⅰで最も高かったためと
考える。Type Ⅱと Type Ⅲの間で有意差は認めら
れず，荷重を受ける三角形の底辺の位置は破断荷重
値に影響しなかった。
一方，下顎ではＴype Ⅰ，Type Ⅱ，Type Ⅳす

べての群間で有意差が認められた（Ｐ＜０．０５）。Type
Ⅰが Type Ⅱと比べ高い破断荷重値を示したのは三
角形の底辺を歯肉側に置くため引張り応力の集中を
防いだことが考えられる。Type Ⅳが Type Ⅱに比
べ高い破断荷重値を示したのも底辺の位置が影響し
ていると考えられる。Type Ⅰが Type Ⅳに比べ高
い破断荷重値を示したことから，歯肉側に底辺を置
く三角形では底辺の長さよりも高さの方が破断荷重
値に影響することが分った。

目的：８０２０運動は２０年を経過し，開始当初の８０２０達
成者８％，８０歳平均現在歯数４．５歯から，それぞれ
２０％，１０歯へと増加している。我々は８０２０達成者の
咬合を観察し，咬合が良好であり，日常生活のQOL
が高いこと等を報告してきた。今回は，彼らの歯や
歯列にどのような特徴があるかを調べ，これまでの
知見を加えて加齢様相を把握することを目的に本研
究を行った。
方法：千葉県，東京都文京区の同意の得られた８０２０
達成者２０名平均年齢８２．３±２．６歳（男性１０名８１．４±
１．９歳，女性１０名８３．３±２．９歳），平均現在歯数２８．３
±１．８歯（男性２８．１±１．７歯，女性２８．５±１．９歯）の口
腔内石膏模型を，レーザースキャナー（VMS-100F
UNISN INC．大阪）を用いて三次元構築し，分析ソ
フ ト（SURFLACER, UNISN大 阪，IMAGEWARE
12, UGS PLM Solutions 米国）により歯冠の近遠心
的，唇頬舌的傾斜角度，歯列弓における歯の捻転に

ついて計測した。また歯の唇頬面歯頚部に認められ
る cervical lesionの程度をMiller，Piotrowski，金子
らの分類を基に recessionの vertical heightを観察
した。
成績および考察：歯冠の近遠心的傾斜角度は下顎に
近心傾斜の傾向がみられ，下顎前歯部の叢生の一因
と考えられた。唇頬舌的傾斜角度では，下顎は臼歯
部に向かうに従って歯冠の舌側傾斜が認められたが
これは若年者にみられるのと同様の傾向であった。
各対象者の歯列から４次多項回帰式を用いて作成し
たアーチを用い，歯の捻転を観察した結果では下顎
切歯と第一小臼歯に捻転の傾向が認められた。cervi-
cal lesionの出現は歯によって差があり，前歯は少
なく，臼歯が多い傾向が認められた（ｐ＜０．０１）。こ
れらの結果は今後増大するであろう高齢者の歯の治
療やメンテナンスにおいて有用と考えられた。

Ｐ０３９．前歯部ジルコニアブリッジフレームワークの連結部形態が破壊強度に及ぼす
影響
荻野泰志，大岡 洋，佐藤 亨，久永竜一，新谷明昌，吉田文子，高橋史邦
（東歯大・クラウンブリッジ補綴）

Ｐ０４０．８０２０達成者に見る歯と歯列の加齢様相
茂木悦子１）５），野村真弓１）５），夫馬明日香１），深川裕子２），加納将樹３），立木千恵１），高久佐紀子１），
阿部友里子１），宮谷真理子１），金子幸生４），宮崎晴代２），末石研二１），岡野 繁５），松田一郎６），
平井基之７）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）（群馬県）３）（東京都）４）

（東歯大・口科研）５）（千葉県歯科医師会）６）（東京都文京区歯科医師会）７）

学 会 講 演 抄 録４０４
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目的：口唇裂・口蓋裂患者で，しばしば顎裂幅が広
いことがあり，このような症例では顎裂部骨移植の
術後成績が良くないとされている。また，上顎歯列
正中の著しい偏位や叢生を生ずる。今回我々は上顎
歯槽骨に対し骨延長を行い，上顎歯列正中偏位の是
正，顎裂幅の縮小を行い，その後，矯正治療により
良好な結果が得られたので報告する。
症例：症例１：左側片側性唇顎口蓋裂の１２歳女子。
前歯は正被蓋であるが，上顎歯列の正中は顔面正中
に対し右側へ１２mm偏位し，顎裂幅は２０mmであ
る。右側第２小臼歯は口蓋側転位を呈する。症例
２：左側片側性唇顎口蓋裂の１３歳女子。前歯は正被
蓋であるが，上顎歯列の正中は顔面正中に対し右側
へ８mm偏位し，顎裂幅は１５mmである。右側側切
歯は舌側転位を呈する。症例３：左側片側性唇顎口
蓋裂の１２歳男子。前歯は正被蓋であるが，上顎歯列
の正中は顔面正中に対し右側へ５mm偏位し，顎裂
幅は１６mmである。両側第１小臼歯の口蓋側転位を
呈する。症例４：右側片側性唇顎口蓋裂の１５歳男
子。上顎歯列の正中偏位はないが，顎列幅は１１mm
である。延長器は矯正用バンドに矯正用拡大スク

リュー（症例１・３）または Zurich type ramus dis-
tractor（症例２・４）を鑞着することにより作製し，
歯科用合着セメントにより，手術室にて術中に口腔
内に装着した。延長方法は，Latency１週間，延長
速度１日０．５mm×２回とした。延長方向は，それ
ぞれのセグメントが顎裂に向かって移動するように
設定した。そして延長終了１ヵ月後より矯正治療を
開始した。
考察：歯槽骨延長を行うことで，顎裂幅が縮小し，
上顎歯列の正中偏位は是正された。また，従来は幅
の広い顎裂を有する欠損補綴の方法として可綴性局
部義歯が装着されることが多く，本法を応用するこ
とで補綴が回避されたり固定性ブリッジで補綴する
ことが可能となり，患者のQOLの向上がはかられ
た。歯槽骨延長の利点として，１）顎裂幅の縮小ま
たは閉鎖 ２）上顎歯列の正中偏位の是正 ３）叢
生の解消 ４）二次的顎裂部骨移植の回避または術
後成績の向上 ５）歯牙欠損部補綴の回避または簡
易化等が上げられ，歯槽骨延長法は口唇裂・口蓋裂
の治療法として有効である。

目的：オーラルリハビリテーションロボットは，岐
阜・大垣地域ロボティック先端医療クラスターの支
援のもとで，２００６年に早稲田大学と朝日大学の共同
研究によって開発された。このロボットの開発目的
は，顎関節症，口腔乾燥症，摂食嚥下障害の改善に
有効とされる咀嚼筋や唾液腺などへのマッサージを
定量的に行うことにある。現在，東京歯科大学歯科
放射線学講座および口腔外科学講座は，協力医療機
関としてこのロボットを設置し，顎関節症治療にお
ける理学療法の定量化を目指して臨床応用試験を
行っている。今回は，オーラルリハビリテーション
ロボットによる顎関節症治療の概要を紹介するとと
もに，このロボットの改良すべき点を探るために
行った臨床評価の結果を報告する。
方法：オーラルリハビリテーションロボットWAO
-2（Waseda Asahi Oral-Rehabilitation Robot No.2）
による顎関節症治療では，左右２本のアームの先端
部に取り付けられた刺激子となるプランジャを咬筋
および側頭筋に押し当て，それを運動させてマッ
サージを施す。マッサージの方法には揉捏法（回転
運動）および軽擦法（前後運動）がある。今回の被験

者はすべて医療従事者とし，顎関節症症状がなく，
徒手的マッサージの受術歴がない男性８名，女性６
名（２５－５１歳，平均３３歳）とした。施術は被験者を歯
科用チェアに座らせ，背板を７０－４５度倒し，頭部を
ヘッドレストに置いた状態で行った。施術時間は原
則５分間とし，圧迫荷重を増減しながら施行した。
施術終了後，VAS（Visual analogue scale）を使用し
て「疲労の解消」，「荷重場所」，「荷重の程度」，「怖
さ」について回答させるとともに，記入式質問票に
感想を自由記載させた。
成績および考察：疲れの解消，荷重場所や程度につ
いては，側頭筋に比べて咬筋に対する評価が低い傾
向がみられた。今回の座位に近い体勢では体位維持
および咬筋位置の特定が困難な可能性もあり，頭部
を安定させる補助器具の工夫や，オペレーターの技
量に左右されない自動位置合わせ機能の開発が望ま
れた。また，自由記入の質問票からは，プランジャ
の形状や大きさへの意見や，状態に対応した荷重の
調整を希望する声，さらにロボットが施術すること
への不安なども垣間見え，普及にあたってはこれら
の点を改良する必要があると思われた。

Ｐ０４１．歯槽骨延長法の口唇裂・口蓋裂患者への応用
坂本輝雄１），石井武展１），小高紅美１），水田葉子１），末石研二１），須賀賢一郎２），中野洋子２），
内山健志２）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口外）２）

Ｐ０４２．オーラルリハビリテーションロボットによる顎関節症治療の概要と今後の展望
井本研一１），西川慶一１），佐野 司１），和光 衛１），大久保真衣１），音成（山本）実佳１），
神尾 崇１），坂本潤一郎１），山本あや１），児玉紗耶香１），佐々木秀憲１），米津博文２），柴原孝彦３），
髙野伸夫３）（東歯大・歯放）１）（帝京大・形成口腔顎顔面外科）２）（東歯大・口外）３）
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目的：エナメル上皮腫を対象として，パノラマ画像
診断における読影項目への関心度（心理的重み付
け）を検討するとともに，その読影者間一致率に
よって分類された症例群の画像所見と関心度との関
連性について考察する。
方法：エナメル上皮腫のパノラマエックス線写真を
無作為に２０症例選択した。この中から，歯科放射線
画像診断医８名すべてがエナメル上皮腫と画像診断
した９症例を対象に，個々の症例を再度読影させる
と同時に読影項目に対する関心度を７段階評点法
（３，２，１，０，－１，－２，－３）で記録してもらった。
評点結果をもとに，読影項目への関心度の読影者間
一致率を算出した。一致率の程度から症例群に分類
し，各群内における関心度について統計学的検定を
施行した。解析にはKendall W 検定結果のカイ二
乗値を用い，関心度に関する順位検定にはFried-
man 検定，読影項目間の有意差検定にはMann-
Whitney U検定を用いた。
成績および考察：読影者間一致率が最も高かった上
位症例群（χ２≧７０）は，“病変に隣接する歯根の状
態”，“病変の胞巣状態”，“辺縁形態”など平均評点
２．４程度から構成されるグループを筆頭に大きく４

グループに分類された。中等度症例群（７０＞χ２≧
６０）でも４グループに分類されたものの，筆頭グ
ループでのみ平均評点２．４程度の高値を示した。こ
のグループは“病変に隣接する歯根の状態”のみか
ら構成されており，その他の項目は１．８未満でかな
り評点が低かった。下位症例群（６０＞χ２）では，歯
根への関心は評点が１．６程度でかなり低い値を示し
た一方で，“病変の辺縁形態”への関心度が高い傾
向にあった。しかし上，中等度群と異なり，全ての
項目間に有意差はなくグループ分けはできなかっ
た。上位群の症例を retrospective に観察したとこ
ろ，殆どの症例で歯根吸収を疑わせる所見が認めら
れた。歯根の状態とくに吸収の有無はエナメル上皮
腫の診断における読影項目への関心度の一致率に大
きく寄与していると同時にエナメル上皮腫の prior-
ity を決定付ける最有力な読影項目であることが推
察できる。一方歯根の吸収が認められない場合に
は，判断基準として“病変の辺縁形態”，“病変の
形”へ関心が集まる傾向性があるものの，priority
を決定付ける所見項目として取り上げることは難し
い。

目的：近年，歯科診療所にも比較的容易に設置でき
る歯科用コーンビームCTが開発され，その普及が
進んでいる。歯科用コーンビームCTを有効利用す
ることで，インプラント治療における術前画像診断
を高精度に行うことが可能になる。一方，インプラ
ント植立後の経過観察においては，歯科用コーン
ビームＣＴの使用は被曝の問題に加えて画像特性の
問題からも有用とはいえず，従来通りの口内法撮影
が最適な画像検査法と考えられている。この口内法
もデジタル化が進んでいるが，現状ではアナログ情
報がデジタル情報に変わったに過ぎず，デジタル画
像の付加価値を画像診断で利用するまでには至って
いない。
経時的に得た画像の変化を定量的に抽出する手法

として，旧来よりデジタル差分処理法が注目されて
いる。しかしながら，パソコンの処理能力，ソフト
の性能や機能などの低さから，臨床で日常的に利用
するには問題があった。ところが，パソコンの性能
の飛躍的な向上と相まって，最近になって優れたソ
フトがいくつか開発され，臨床での有効利用が可能
になった。そこで今回は，デジタル差分処理法の原
理を紹介するとともに，我々が共同開発したソフト

の使用例を報告する。
方法：経時的に得た画像の変化は，２つの画像を重
ね合わせ，その差分をとる（引き算する）ことで抽出
される。差分をとる前には，２つの画像の位置合わ
せと濃度レベルの同等化が必要となるが，これらは
ソフトが自動的に行う。そして，差分をとった後，
濃度値が増加（透過性が亢進，骨が吸収）した領域と
濃度値が低下（不透過性が亢進，骨が添加）した領域
が異なる色で表示される。このようなソフトを使用
して，東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科で
インプラント治療後の経過観察が行われている患者
の口内法画像を対象に差分処理を行い，差分処理画
像を視覚的に評価するとともに，骨吸収領域と骨添
加領域の面積の経時的変化を定量的に検討した。
成績および考察：差分処理画像によって，骨吸収領
域と骨添加領域の経時的変化を視覚的にも容易に認
識できるようになった。それらの面積の変化をグラ
フ化することで，インプラント植立直後の周囲歯槽
骨頂部の一時的な骨吸収やその後の回復の様子を定
量的に把握できるようになった。したがって，デジ
タル差分処理は歯科インプラント治療における経過
観察支援に有用と考えられた。

Ｐ０４３．パノラマ写真読影項目への関心度と画像の特徴 －エナメル上皮腫を対象と
して－
和光 衛１），大川由一２），音成（山本）実佳１），神尾 崇１），坂本潤一郎１），山本あや１），
西川慶一１），佐野 司１）（東歯大・歯放）１）（千葉県立保健医療大学歯科衛生学科）２）

Ｐ０４４．歯科インプラント治療における経過観察支援のためのデジタル差分処理
西川慶一１），法月良江２），山本あや１），坂本潤一郎１），神尾 崇１），音成（山本）実佳１），
和光 衛１），佐野 司１），矢島安朝２）（東歯大・歯放）１）（東歯大・口腔インプラント）２）
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目的：東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科は
２００５年５月に開設され，５年が経過した。そこで，
今回当科の診療システム，臨床統計をまとめ，若干
の検討を加えたので報告する。
方法：東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科に
おける開設後５年間の新患数，再来受診数，インプ
ラント埋入手術件数，手術内容，病診連繋等につい
て分析した。新患数においては，男女比，平均年齢
等，また紹介患者の内訳の集計を行った（他科およ
び紹介医）。各症例に関しては，埋入部位と本数，
部位別，年齢別のインプラント埋入本数，使用した
インプラントシステム，更にソケットリフト，サイ
ナスリフト，ベニアグラフト等のインプラント前処
置についても分析を行い検討を加えた。埋入手術に
関して，静脈内鎮静法の併用，術後の出血疼痛管理
のため入院下に処置を行った症例に関しても統計を
おこなった。更に，インプラント処置を原因とする
トラブル症例の紹介患者に関しても，集計を行った。

また，当科で埋入したインプラントの予後不良症例
についても検討し，考察を加えた。
成績：２００５年５月の当科開設以来２００５年５月１日の
開設日より２００９年１２月３１日までの４年８ヶ月間で，
総受診患者数は延べ４０，７３０人であり，うち，新患数
は３，０１９人であり，紹介医より紹介患者数は９５５人で
あった。手術件数ではインプラント埋入手術（１次
手術）が１３３８件，うち静脈内鎮静法の併用行った手
術が６１３件，２次手術が６５１件であった。インプラン
トの総埋入本数は３，０２７本であり，一回あたりの平
均埋入本数は２．２９本であった。埋入手術を行った患
者の男女比では男性が５０３名（３７．６％），女性が８３５名
（６２．４％）であった。
考察：インプラント治療を希望する患者は年々増加
しており，当科への紹介患者も全新患数の約４０％で
あり，周辺の開業歯科医師から地域のインプラント
センターとしての役割を期待されていることがうか
がわれた。

目的：顎口腔系外傷等予防のため衝撃吸収性に優れ
かつ違和感の少ないカスタムメイドタイプマウス
ガード（MG）の使用が推奨され，徐々にではあるが
様々なスポーツにおいてその使用率が高まってい
る。しかし，外傷の危険度が高い種目や競技レベル
の高い選手においては，通常のエチレン酢酸ビニル
（EVA）材を使用したMGではその目的を達成でき
ない場合も少なくない。一方，当研究室では衝撃吸
収性の高いMGの設計として，EVA材の間にアク
リルなどの硬性材を挿入しかつ歯面と接触する内面
に一層のスペースを設けることでその衝撃吸収能を
高めることが可能であることを報告している。今回
はこのタイプについて，より臨床に近い形で評価す
るとともに，スペース量の相違がその衝撃吸収能に
如何なる影響を与えるかを検討した。
方法：MG材には，ソフトタイプのMG材（バイオ
プラスト，ロッキーマウンテンモリタ，SMG材），
ハードタイプのMG材（インプレロンＳ，ロッキー
マウンテンモリタ，HMG材）およびEVA材 Dru-
fosoft（Dreve）を用いた。H & SMGは２種類とし，
通法に従い顎模型を印象採得し模型を作製後，まず
SMG材，続けてHMG材を加圧形成し，最後にEVA

材をラミネートし作製した。その際，左右中切歯唇
側面の歯冠側２分の１の部分のみ歯面とMG材の
間にスペースを設けた。スペースの量は０．５
mm，１．０mmの２種とした。コントロールは厚さ
３．０mmの EVAMGとした。また歯面からMG頬側
までの厚さは約３mmとし，試料はそれぞれ３個ず
つ作製した。衝撃力は，顎模型の右側中切歯舌側面
の切縁より３mmの部位（歯冠部）と歯頸部に付与し
たひずみゲージ（SKF-20565，共和電業社製）および
顎模型（ニッシン：５００Ｈ）およびふりこ型の加衝物
（鉄球：約３００ｇ）に付与した加速度計（AS-200HA，
共和電業社製）を用いて測定した。加衝装置は最下
点に達した時に右側中切歯の唇側面の切縁から１
mmの部位に当たるように調節し，後上方１０cm，２０
cmおよび３０cmより衝撃を加えた。測定は各条件
下において１０回ずつ行った。
成績および考察：衝撃距離が大きくなるにつれ
て，２種類のひずみおよび２種類の加速度も大きく
なる傾向を示した。また，すべての衝撃距離におい
て，H & SMGはMG無およびEVAMGに比べ，歯
冠部と歯頸部の双方におけるひずみにおいて小さく
なる傾向を示した。

Ｐ０４５．東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科開設後５年間の臨床統計
安田雅章，法月良江，飯島俊彦，西村孝太，真壁 康，佐々木穂高，本間慎也，古谷義隆，
伊藤太一，矢島安朝（東歯大・口腔インプラント）

Ｐ０４６．硬性材の挿入とスペースはマウスガードの衝撃吸収能を向上させるか
－第２報：スペース量の影響－
小澤卓充，黒川勝英，額賀英之，半田 潤，長谷川 賢，関口千栄子，中島一憲，武田友孝，
石上惠一（東歯大・スポーツ歯）
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目的：脳活動を可視化する方法として PET，近赤
外線分光法（NIRS），機能的磁気共鳴画像（fMRI）な
どがある。なかでも fMRIは空間解像度の良さなど
から近年急速に普及しており，ガム咀嚼中の fMRI
の blood oxygenation level dependent（BOLD）法に
関する研究報告等が多く見られるようになった。こ
れらの中には咀嚼が脳を活性化させ，痴呆を予防で
きる可能性を示唆するものもみられる。
しかしながら，これらの fMRIを用いた研究にお

いては，咀嚼運動・顎運動の性状の相違がいかなる
影響を及ぼすかをみたものは少ない。
そこで本研究では，開閉口運動による着目しその

運動の大きさの違いの脳神経活動へ及ぼす影響を検
討した。
方法：研究の主旨を説明し，同意の得られた顎口腔
系に異常および神経学的・精神医学的疾病がなく脳
MRI 画像に異常の見られない成人男性７名を被験
者とした。尚，本実験は東京歯科大学倫理委員会に
承認（１６４番）を得て行った。
MRI装置は，Symphony社製 Siemens 1.5T を使

用し，各パラメーターは，FOV１９２×１９２mm，TE

50 msec，TR 4.0 sec，voxel size３×３×３mm，４０
slices とし，ＢＯＬＤ法を用いて撮像した。
安静時ブロックと課題時ブロックを１サイクルと

して６サイクル繰り返し行うことで，安静時ブロッ
クと課題時ブロックの差分から賦活部位を捉える
blocked design を遂行した。運動課題は自発的・自
己リズムで行う①開閉口運動大：最大開口，②開閉
口運動小：口唇が開かない程度とし，①と②につい
てそれぞれの blocked design で撮像を行った。
撮像されたデータの解析には脳機能画像解析ソフ

トBrainVoyager QX（Brain Innovation社製）を使用
し，各課題において得られた脳の賦活画像について
解析を行った。
成績および考察：開閉口運動により，一次運動野・
感覚野，補足運動野などに賦活を認めた。また，開
閉口量の相違は脳賦活強度に影響する傾向が見られ
た。
手指においては運動の大きさ・精密さによる脳の

賦活に差があると言われている。今回の結果はこれ
らと同様に顎運動中においても運動の性質の違いに
より脳神経活動に差が生じる可能性が示唆された。

目的：Tenascin-C（TN-C）は歯牙の発生および創傷
治癒に際し，特異的に発現することが報告されてい
る。しかし，TN-C が歯髄創傷の治癒に際しどのよ
うに関与するかを調べた研究はほとんどない。今回
我々はTN-C コートした培養皿に播種した培養歯髄
細胞の変化を分子生物学的および組織形態学的に検
索した。
方法：実験には体重約３５０ｇの SD系雄性ラット１０
匹を用いた。抜歯した切歯より歯髄組織を採取し，
細胞を単離した。コントロール群として非コート
群，実験群としてRecombinant human tenascin-C
（R & D systems）を１５μg/ml の濃度で３５mm培養
皿一面に塗布後３７℃で２時間置いてTN-C コート皿
を作製し，２継代目の培養歯髄細胞を１８×１０４/ml
播種した。細胞は無血清培地にて２４時間培養後，速
やかに細胞を集め，mRNAの抽出を行い，通法に
従い，第三象牙質形成の初期に出現する細胞マー
カーとしてNotch-2 を，硬組織分化マーカーとして
アルカリ・ホスファターゼ（ALP），オステオポン
チン（OPN），およびオステオカルシン（OCN）を定
量的RT-PCR にて解析した。また一部の細胞はホ

ルマリン溶液で固定し，Actin と OCNの蛍光免疫
染色法を施し観察した。
成績：Notch-2 mRNAはすべての群において差を
認めなかった。石灰化能の指標であるALP，
OPN，OCN mRNAの発現は，非コート群に対し，
TN-C コート群ではALP，OPN，OCNで高い値を
示し，OPN，OCNでは有意差が認められた（ｐ＜
０．０５）。蛍光免疫染色法の結果では，非コート群は
ひし形を呈していたが，TN-C コート群では楕円形
を示した像が観察された。またTN-C コート群が非
コート群に比べて強くOCN蛋白の発現を示した。
考察：RT-PCR の結果から，TN-C コート上で培養
された２４時間後の歯髄細胞においてはNotch-2 に影
響を与えなかったが，非コートに比べて高い石灰化
能を有していることが示された。また形態分析より
TN-C が細胞伸展の働きを抑制し，細胞骨格に変化
を促し，OCN蛋白レベルでも高い発現を示したこ
とから，TN-C は歯髄細胞の石灰化能を有する細胞
への分化および細胞形態に影響を与えている可能性
が示唆された。

Ｐ０４７．顎の開閉口運動が脳神経活動に及ぼす影響 fMRI による検討
三島 攻１），雨宮あい１），山崎 豪１），柄澤健介１），黒川勝英１），中島一憲１），武田友孝１），
石上惠一１），片桐彰久２），酒谷 薫２）（東歯大・スポーツ歯）１）（日大医・脳神経外科）２）

Ｐ０４８．ラット培養歯髄細胞の分化および形態変化におけるTenascin-C の影響
松岡海地１）２），松坂賢一１）２），吉成正雄２），井上 孝１）２）（東歯大・臨検）１）

（東歯大・口科研・hrc7）２）
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目的：歯科医師国家試験合格者は，平成１８年度より
１年以上の臨床研修が義務付けられ，４年が経過し
た。管理型研修施設である千葉病院の，総合診療科
における臨床研修歯科医（以下研修医と略）の診療状
況について，４年間を比較したので報告する。
方法：平成１８，１９，２０，２１年度の研修医について，
総合診療科において担当した患者数・診療内容・技
工件数・医療収入について検討した。
成績および考察：１．千葉病院における研修医数
は，平成１８年度９５名，１９年度８３名，２０年度９３名，２１
年度９４名であった。前年の秋に行われたマッチング
では，定員の１２８名がほぼマッチしていたものが，
留年や国試不合格の結果，定員の７割程度が研修し
ている現状であった。その結果，総合診療科におけ
る各期の研修医数は，平成１８年度３８名，１９年度３１
名，２０年度３９名，２１年度３８名であった。
２．総合診療科における研修医一人当たりの担当患
者数の平均は，１８年度１０名，１９年度１５名，２０年度１２

名，２１年度１４名であった。総合診療科での１１カ月の
延べ患者数は，１８年度７，０００名から２１年度には８，０００
名に増加している。
３．診療内容および技工件数については，各年度と
も歯周処置が最も多く（３０～５０％），次いで歯内療法
処置（２０％前後）が多かった。これは口腔内の清掃状
態を良好に，歯周組織を改善しながら処置を進める
基本的な治療方針による結果と考えられた。技工件
数については５００件程度と少なく，インレー・メタ
ルコア・暫間被覆冠がそれぞれ２０％台を占めてい
た。全部鋳造冠や義歯の作成は僅か２～３％であ
り，ほとんどが外注技工に委ねられていた。
４．医療収入については，年間３，０００万～３，３００万円
であるが，研修医数の少なかった１９年度の収入が比
較的高かったことは注目される。指導医数１０名，研
修医用のチェア１３台の現状では，診療効率からも総
合診療科における研修医数は３０名前後，一人当たり
の担当患者数１５名程度が適正と考えられる。

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。当科では，摂食・嚥下リハビ
リテーションを主体に外来，訪問診療を通じて地域
医療連携を推進することであり，２００９年１２月までの
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：当科稼働開始である平成２０年７月以降，初診
患者１８１名（男性１０２名，女性７９名，年齢０歳～１０１
歳）のリストをもとに，居住地，紹介元，診療形態（外
来／訪問），基礎疾患について集計した。
成績：対象者の居住地は，千葉県内がほとんど
（９４．５％，１７１名）であった。紹介元は院内３１．５％（５７
名），院外６８．５％（１２４名）であった。院外のうち医科
が８７．９％（１０９名）歯科が１２．１％（１５名）であった。診
療形態は院内診療５８．６％（１０６名），訪問診療４１．４％
（７５名）であった。基礎疾患は，脳血管障害３７．０％（６７
名）で最も多く，次いで口腔癌１８．２％（３３名）発達障

害１３．８％（２５名）の順であった。脳血管障害の平均年
齢は６９．３歳，口腔癌の平均年齢は６７．９歳，発達障害
の平均年齢は９．２歳であった。
考察：摂食・嚥下リハビリテーションは歯科および
医科においても，対応できる従事者が限られてお
り，訪問診療となると更に少なくなる。しかしなが
ら当科においても増加している脳血管障害患者への
摂食・嚥下リハビリテーションのニーズは今後増加
傾向になると考える。また口腔癌患者へのアプロー
チは，歯科病院として今後更に発展する必要がある
と考える。訪問診療も開設時よりも割合が増加して
おり，病病連携や訪問医からの紹介が増加している
のも要因と考える。今後リスクマネージメントを十
分に考慮しながら外来および訪問における摂食・嚥
下リハビリテーションを行う必要性があると考え
る。また卒前卒後において摂食・嚥下リハビリテー
ションの教育および実施者を養成することが必要で
あると考える。

Ｐ０５０．摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科開設後の臨床統計
大久保真衣１）２），石田 瞭１）３），杉山哲也１）４）（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ）１）（東歯大・歯放）２）

（東歯大・クラウンブリッジ補綴）３）（東歯大・有床義歯補綴）４）

Ｐ０４９．東京歯科大学千葉病院総合診療科における臨床研修歯科医の診療状況について
（第３報） －臨床研修義務化後の４年間－
角田正健１），高瀬保晶１），高橋俊之１），近藤祥弘１），野呂明夫１），山倉大紀１），杉山利子１），
亀山敦史１），久木留伸享１），武田友孝１）２），中島一憲１）２）（東歯大・千病・総合診）１）

（東歯大・千病・スポーツ歯）２）
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目的：口腔粘膜の上皮性異形成の取り扱いで問題と
なる点は２つある。一つは口腔白板症といった前癌
病変がある際に，将来的な癌化の予測を前提に切除
術を計画するか，経過観察を行なうかを判断する場
面。もう一つは口腔扁平上皮癌に対する手術療法が
行なわれた際の，周囲上皮性異形成の取り扱いであ
る。現状ではいずれも形態学的な評価を，その上皮
性異形成の状態の判断基準としているが，その診断
は未だ苦慮している。上皮性異形成の癌化能を評価
することは，すなわち口腔扁平上皮癌の早期診断，
早期治療に結びつき，機能温存と腫瘍再発に配慮し
た適切な切除範囲の設定を可能とする。今回，形態
学的な評価を補う上皮性異形成の癌化能の診断に関
して検討を行ったので報告する。
方法：4NQO誘発ラット舌発癌モデルおよびヒト早
期癌の切除検体を用い，形態学的に変化のない部
位，上皮性異形成の部位，そして扁平上皮癌が一切
片上で観察可能なものを対象とした。これら標本に
てｐ５３，アポトーシス関連としてBcl-2 と TUNEL
陽性細胞，wnt シグナル系列でのβ-catenin また Ki

67，多くのシグナル経路と関連の深い p-AKT，お
よび Cytokeratin 各種サブタイプの発現に関する評
価を行った。
成績および考察：今回取り扱った上皮性異形成は癌
化能の高い病態のものであったが，その上で p５３，
Bcl-2 は上皮性異形成の状態から高い発現がみら
れ，TUNEL陽性細胞は癌化に伴い減少傾向であっ
た。また exon3 領域の変異を伴わないβ-catenin の
核内移行は上皮性異形成で特徴的な所見としてみら
れた。p-AKTも上皮性異形成で特徴的な発現状態
を示し，Cytokeratin に関しては特に１３，１４，１７お
よび１９の癌化移行期病変での関与を推察する所見を
得た。以上より，各種タンパクの発現は既に上皮性
異形成の段階で変化が起きており，これら発現変化
を認めた上皮性異形成には慎重な対応が必要と考え
られた。さらに，これら複数のタンパクを組み合わ
せ多面的に評価することは，癌化能を持つ上皮性異
形成の診断の信頼性をより高いものにすると考えら
れた。

目的：近年，注目されている睡眠呼吸障害は，新た
に歯科医療の参入が期待できる領域である。２００４年
より，閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAHS）に対す
る口腔内装置の保険導入があり，さらに顎矯正手術
の応用が検討され始めている。顎矯正手術は，不正
咬合に対する治療法として１８５０年前後より報告があ
り，１９００年代に入ると数多くの症例が手がけられ
た。この手術によって上気道の形態変化，および呼
吸生理状態の変化がみられたことは，OSAHSに対
する治療法として応用された根拠の一つであったと
考える。しかし現在まで，どのような症例に，どの
程度の顎骨の移動を行なうかといった明確な基準は
ない。積極的に治療として応用が始まっている米国
でも，現状はできるだけ前方へ上下顎骨を移動させ
ることで対応がなされている。そこで咬合の回復を
目的とした顎矯正手術による，咽頭気道および睡眠
呼吸障害の変化を評価し，本法のOSAHSへの適応
を考察したので報告する。
方法：対象は市川総合病院歯科・口腔外科にて，咬
合の改善を目的とした顎矯正手術を受け，検査値等
の解析，学術学会等への公表に関して同意を得た症
例とした。咽頭気道の変化に関しては，全身麻酔下

での手術中に内視鏡下にて計測を行なった。また睡
眠呼吸障害に関しては，終夜睡眠ポリソムノグラ
フィー検査を術前と術後６か月前後で行ない，評価
をした。
成績および考察：咽頭気道の変化は，上顎骨を前方
へ牽引すると前後的に，下顎骨を前方へ牽引すると
左右的に広がる傾向にあった。この結果は，上下顎
骨ともに前方へ移動させることが，OSAHSの治療
としての根拠になると考えられた。また遠位骨片の
骨膜を剥離すると，下顎骨の移動に伴う咽頭気道の
変化が少なくなっていた。OSAHSを改善する目的
で顎矯正手術が計画された際には，この骨膜剥離の
操作には検討の余地があると考えられた。睡眠呼吸
障害に関しては，上顎骨の前後的な移動が，下顎骨
に比べより影響することが示された。既にOSAHS
に対する口腔内装置の作用部位が velopharynx に
あるという報告と併せても，OSAHSに対する顎矯
正手術において上顎骨の前方移動は重要な意義を持
つと考えられた。今後，この領域での歯科医療の関
わりを一層深めるとともに，顎矯正手術の治療指針
やガイドラインなどは歯科から発信すべきで，歯科
学界あげての検討が必要と考える。

Ｐ０５１．癌化能をもつ上皮性異形成の評価に関する検討
野口沙希１），齊藤朋愛１），吉田恭子１），渡邊伸也１），佐藤一道２），岡崎雄一郎１），山内智博２），
外木守雄１），田中陽一３），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）

Ｐ０５２．睡眠時無呼吸症候群に対する歯科医療の関わり －閉塞性睡眠時無呼吸症候群
に対する顎矯正手術の適応に関する考察：顎を前方移動させれば良いのか？－
外木守雄１），佐野智恵美１），森下仁史１），有坂岳大１），森本宰充２），山本耕司２），吉田隆一２），
中島庸也２），大櫛哲史３），佐藤一道４），山根源之１）４）（東歯大・オーラルメディシン口外）１）

（東歯大・市病・耳鼻科）２）（東京慈恵会医科大学・耳鼻科）３）（東歯大・口腔がんセンター）４）
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目的：超高齢社会を迎えた日本の医療現場におい
て，がん治療はさらに重要な問題と認識されてい
る。１０年前には６０歳台を頂点としていた口腔がん患
者の年齢分布も，４年前に開設した当センターでの
症例では既に７０歳台にピークが移っている。各種の
治療内容の変遷に伴い生存率が改善されるなか，口
腔がんにおいても改めて機能温存が見直され，緩和
医療への理解も着実にすすんでいる。このような時
代を背景にした当センターでの診断から社会復帰ま
での，口腔がんへの取り組みを報告する。
方法：市川総合病院内に診療の場を持つ，東京歯科
大学口腔がんセンターの臨床活動を再評価した。
成績および考察：がん治療の原点は早期発見にあ
る。当センターでは市川市歯科医師会と連携し集団
検診，個別検診，さらに口腔がん早期発見のための
システムを構築した。この３つの事業により，口腔
がんをより早期のうちに発見し，生存率を向上させ
たいと考えている。実際の口腔がんの治療では手術
療法を主体とし，代謝拮抗剤とタキサン製剤を主体

とした補助化学療法を組み合わせていた。診断から
治療に至る一連の流れにおいて，臨床検査科病理と
は密に連携を行なった。このことは経過観察，後療
法の選択においても有意義であった。また観察期間
は短いが，放射線併用化学療法が奏功した症例もみ
られた。これら治療において，加療前からの摂食嚥
下障害の対応は積極的に行ない，良好な成果をあげ
ていた。また歯科衛生士による口腔ケアの介入は術
前から，退院以降も継続して行なわれ，心理的ケア
を含めた口腔機能の回復に寄与していた。一方，高
齢者の症例が多いこともあり，連携をとる必要の
あった院内診療科はほぼ全ての診療科におよんだ。
また上部消化管に関しては外科と，下部消化管に関
しては消化器内科と連携し，重複癌への対応も行な
われた。一方で，超高齢患者を中心に，姑息的な治
療を選択する症例は増加していた。また坦癌状態で
の在宅診療に関しては未だ検討の余地はあり，これ
らは更なる超高齢社会における口腔がん治療の重要
な課題と考えられる。

目的：本学は，平成１９年度より開始した文部科学省
の「がんプロフェッショナル養成プラン」（通称：
がんプロ）の「南関東圏における先端的がん専門家
の育成―患者中心のチーム医療を牽引する人材育成
の拠点づくり―」（北里大学，慶應義塾大学，東海
大学，聖マリアンナ医科大学，山梨大学，首都大学
東京，聖路加看護大学，信州大学，本学）に参画し
ている。なお，このプロジェクトは全国１８拠点で展
開されているが，大学歯学部および歯科大学で参加
しているのは本学のみである。
方法：本プランはがん医療に携わる専門医の養成，
コメディカルの養成，さらにはそれらの人材に対す
る研修のコースを併せて行い，地域拠点でのがん医
療の担い手を育成することを目的としている。本学
は大学院歯学研究科に「口腔がん専門医養成コー
ス」を設け，新たな教育プログラムを編成した。本
コースは修了時に，口腔がんあるいはがんの医療現
場で，歯科医師としてリーダーシップを発揮できる
人材の育成を目的としている。
成績および考察：本コースに所属する大学院生は口
腔外科系の講座に所属するが，主として臨床修練を

本学口腔がんセンターで２年間行う。口腔がんセン
ターが設置されている市川総合病院は「地域がん診
療連携拠点病院」であり，質の高いがん医療の現場
での研修により，口腔領域のみならず，がん医療全
体を学ぶことができる。２年間の研修は，３ケ月毎
に，口腔がんセンター外来，病棟，病理診断，放射
線診断，外科研修，緩和ケア，口腔ケア，摂食・嚥
下のプログラムが組まれており，この期間における
臨床修練で，口腔がんを中心とした診断・治療なら
びにがん医療の中で歯科の果たすリハビリ，ケア全
体を学ぶ。
考察：平成２１年度現在で７名が在籍し臨床修練を
行っている。本コース修了時には，Translational re-
search mind をもって，「口腔がん診断・治療の医
療現場」でリーダーシップをとり，歯科・口腔外科
医が「がん医療」の現場で，新たな評価を受けて活
躍する魁となることが期待される。また，学位取得
と合わせて，㈳日本口腔外科学会専門医制度による
口腔外科専修医，口腔外科専門医，さらに日本がん
治療認定医機構のがん治療認定医（歯科口腔外科）を
取得することが目標とされている。

Ｐ０５３．東京歯科大学口腔がんセンターの口腔がんへの取り組み
山根源之１）２），高柳奈見１），奥井沙織１）３），佐藤一道１），山内智博１），片倉 朗１）４），髙野伸夫５），
柴原孝彦５），柿澤 卓４），田中陽一６）（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・市病・歯科口外）３）（東歯大・口健・口外）４）

（東歯大・口外）５）（東歯大・市病・臨検）６）

Ｐ０５４．東京歯科大学大学院「口腔がん専門医養成コース」における臨床研修プログラム
河地 誉１），片倉 朗２），山根源之３）４），柴原孝彦１），山内智博４），佐藤一道４），田中陽一５），
辰野 聡６），青柳 裕６），松井淳一７），安藤暢敏７），柳澤孝彰８）（東歯大・口外）１）

（東歯大・口健・口外）２）（東歯大・オーラルメディシン口外）３）（東歯大・口腔がんセンター）４）

（東歯大・市病・臨検）５）（東歯大・市病・放科）６）（東歯大・市病・外科）７）（東歯大・超微）８）
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目的：granulysinを投与した標的細胞にDNA断片
化が生じるには，細胞に granulysin が取り込まれ
る必要がある。この機序は lipid raft を介在した en-
docytosis であることが報告されているが詳 細は
不明である。今回我々は，granulysinの標的細胞へ
の結合における proteoglycan の意義を検討するこ
とを目的とした。さらに granulysinの endocytosis
についても検討を加えた。
方法：①Recombinant granulysin を生成，純化し
た。②CHOとそのmutant である，PgsA，PgsD
を ATCCから得て F-12 K（１０％FBS）に加え培養し
た。培養液を fresh な F-12 K に交換し granulysin
を加え３７℃で２０分間 incubate し，PBS で洗浄後
trypsin/EDTAで細胞群を処理し遊離細胞を得た。
固定後，triton X-100 を含んだ buffer で処理後，抗
granulysin 抗体を１次抗体，FITC標識抗体を２次
抗体として用い細胞を染色しFacsCaliber で蛍光強
度を求めた。③ Jurkat 細胞を CPZ，MβCD，EIPA
およびこれらの組み合わせで前処理し後，gra-

nulysin の細胞内取り込みを②と同様に検討した。
成績および考察：PgsAおよび PgsDでは CHOに
比べ granulysin の細胞内への取り込みが著明に少
なかった。PgsAと PgsD間では granulysinの細胞
内取り込みに差を認めなかった。PgsAと PgsDで
はそれぞれ glycosaminoglycan，heparan sulphate
が産生されない。今回の検討から granulysin の標
的細胞への結合には heparan sulphate proteogly-
canが極めて重要な役割をはたしていると考えられ
た。granulysinは arginineを多く含み陽性に荷電し
ている。このため granulysinが強く陰性に荷電した
heparan sulphate に結合すると推察 される。Mβ
CD処理細胞では granulysin の細胞内取り込みが減
少し，CPZとMβCDの組み合わせで更に減少し
た。EIPAは granulysinの細部内取り込みに影響を
与えなかった。Lipid raft だけでなく clathrin 介在
の endocytosis の機序も関与している可能性が考え
られた。

目的：granulysinは cytotoxic T細胞およびNK細胞
から分泌される cytolytic molecule で標的細胞に
apoptosis をおこすことが示されている。granulysin
は Jurkat 細胞にmitochondria を介在した apopto-
sis をおこし，それには細胞内Ca２＋および reactive
oxygen species（ROS）が重要な役割を果たして い
る。しかし granulysinによる ROS増加の機序はよ
く分かっていない。今回我々は，granulysinが mito-
chondria の活動性を上昇させてROSを発生させる
とういう仮説をたて，その妥当性を検証することを
目的とする。
方法：recombinant granulysinを生成，純化した。
RPMI1640（１０％FBS）中 に 3-tert-butyl-4-hydroxya-
nisole（BHA）を加え Jurkat 細胞を３７℃で６時間 in-
cubate した。細胞群をEGTA（＋）群とEGTA（－）
群に分け，granulysin を最終濃度が５０μMになるよ
うに加えさらに５時間培養した。１ml中の生細胞
数をトリパンブルー染色でカウントし，一部は

MTT assayを行なった。
成績：BHAを加えると，Jurkat 細胞に granulysin
を単独で加えた場合に比べ生細胞数は有意に減少し
た。しかし反対にMTT aasay における formazan
の生成は著明に上昇した。EGTA（＋）群ではBHA
前処理細胞における granulysin による formazan 生
成の上昇は認められなかった。
考察：BHAは主に電子伝達系の complex I を抑制
する。MTTは mitochondriaの NADH-tetrazolium
reductase, succinate-tetrazolium reductase で 還 元
され formazan を生成する。BHA前処理細胞で for-
mazan の生成上昇が見られたことは granulysin に
よりNADH，succinate産生が促進された可能性が
ある。BHA非存在下で電子伝達系が正常に機能し
ている場合，NADH，succinate量が過剰であれば
電子伝達が促進され過剰の superoxide が産生され
ROSが上昇する可能性が考えられた。

Ｐ０５５．Granulysin の標的細胞への結合における Proteoglycan の意義
岡田 聡，森下鉄夫（東歯大・市病・内科）

Ｐ０５６．Granulysin の標的細胞におけるROS生成の機序
岡田 聡，森下鉄夫（東歯大・市病・内科）
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目的：糖尿病や透析患者に合併した下肢慢性動脈閉
塞症においては，鼠径靱帯近位の腸骨動脈領域と，
鼠径靭帯遠位の大腿膝窩動脈領域との複合病変を呈
し，重症化することが多い。このような病変に対し
て以前よりわれわれは積極的にバイパス手術による
血行再建を行ってきたが，近年では腸骨動脈領域の
血管内治療と遠位領域のバイパスを同時に施行す
る，いわゆるハイブリッド手術を原則として施行し
良好な成績を収めている。今回，自験例におけるハ
イブリッド手術の有用性を示すべく，バイパス手術
との比較を行って検討した。
方法：２００４年１月から２００９年１２月までの６年間に当
科で血行再建手術を施行した，複合病変を有する慢
性下肢動脈閉塞症５７症例。完全バイパス血行再建手
術を行ったＢ群とハイブリッド血行再建手術を行っ
たＨ群の２群に分け，とくに以下の項目につき比較
検討した。１）術前重症度，２）術後死亡率・合併
症発生率，３）グラフト一次開存率・感染率，４）
術後在院日数，５）重症虚血肢に対する救肢率。
成績：Ｂ群は２１例（３７％），Ｈ群は３６例（６３％）で，２
群間に年齢，性別の差は認めなかった。術前の重症

虚血肢の割合（Rutherford 分類カテゴリー４－６）
はＢ群１６例（７６％）：Ｈ群２１例（５８％，NS）で あ り，
以下，
・術後３０日以内死亡 Ｂ群２例（９．５％）：Ｈ群１例
（２．７％，NS）
・重篤な合併症 Ｂ群６例（２９％）：Ｈ群１例（２．８
％，Ｐ＜０．０５）

・一次開存率 Ｂ群６７％：Ｈ群９２％（NS）
・グラフト感染 Ｂ群３例（１４％）：Ｈ群０例（NS）
・術後在院日数 Ｂ群３２日：Ｈ群１５日（中央値，Ｐ
＜０．０５）

・救肢率 Ｂ群６２％：Ｈ群８９％（NS）であった。
考察：ハイブリッド手術では，バイパス手術と比較
してグラフト開存率，救肢率は統計学的に同等で
あったが，周術期合併症の発生が有意に低く，また
術後在院日数の短縮が得られた。本術式では鼡径部
より上方に切開を行わず一期的に全長の血行再建が
可能であり，その良好な成績と低侵襲性による利点
が示された。今後複合病変に対しては第一選択とす
べき術式と考えられた。

目的：食道癌手術は開胸開腹を必要とするため，そ
の手術侵襲は消化器外科領域の中で最も大きく，肺
炎や縫合不全といった術後合併症の頻度が高い。こ
のため周術期管理は重要であり，多職種によるチー
ムアプローチが必要とされる。近年，口腔内環境と
術後肺炎の関連性が報告されている。本研究は，食
道癌周術期における歯科口腔外科の介入と専門的口
腔ケアの重要性に関し検討した。
方法：東京歯科大学市川総合病院では，２００９年１月
より食道癌の手術症例に対して，外来で治療方針が
決定した時点で歯科口腔外科に依頼し，口腔内疾患
の治療と専門的口腔ケアによる口腔内環境の改善，
術後嚥下造影，誤嚥患者に対する摂食嚥下訓練をお
こなっている。専門的口腔ケアは，歯科衛生士によ
り外来から継続的におこなわれ，術後は ICUにお
いて１病日より再開されている。本研究の対象
は，２００７年１月より２００９年１２月までの右開胸開腹食
道亜全摘術をおこなった２４例で，２００８年１２月までの
歯科口腔外科非介入群（コントロール群）１３例とそれ
以後の介入群の１１例の術後合併症と術後在院日数を
比較検討した。
成績：術後合併症に関しては，コントロール群と介

入群を比較すると，肺合併症は３１／９（％），再挿管は
１５／０（％），縫合不全は２３／９（％），胃管壊死は８／９
（％），創感染は８／９（％），両側反回神経麻痺は１５／９
（％），吻合部狭窄８／０（％）であった。全症例におけ
る術後在院日数の平均値はそれぞれ５０日／３２日で
あった。うち，再手術や内視鏡的治療を要した胃管
壊死症例（両群に１例ずつ）と吻合部狭窄症例（コン
トロール群に１例）を除外すると，術後在院日数の
平均値は３０日／２３日であった。介入群において，両
側反回神経麻痺を合併した症例に対し早期より嚥下
訓練を開始し，誤嚥を防止し早期退院（２６病日）する
ことが可能であった。
考察：食道癌の周術期管理において歯科口腔外科が
介入することより，術後肺合併症や縫合不全のリス
クを減少させ，術後在院日数を減少させることが示
唆された。これは専門的口腔ケアによる，口腔内環
境の改善が術前・術後の上気道への細菌の流入を防
止できたことが要因であると考えられた。食道癌の
周術期管理には口腔外科の介入は重要であり，特に
術前からの専門的口腔ケアは標準化すべき処置であ
ると思われた。

Ｐ０５７．下肢慢性動脈閉塞症に対するハイブリッド手術の有用性
原田裕久，佐藤道夫，小川信二，青木成史，高山 伸，星本相淳，松井淳一，安藤暢敏
（東歯大・市病・外科）

Ｐ０５８．食道癌周術期管理における歯科口腔外科の役割 －専門的口腔ケアの重要性－
佐藤道夫１），門多由恵１），星本相淳１），高山 伸１），青木成史１），原田裕久１），小川信二１），
松井淳一１），奥井沙織２），齋藤寛一２），渡邊 裕２），山内智博３），外木守雄２），山根源之２），
安藤暢敏１）（東歯大・市病・外科）１）（東歯大・市病・歯科口外）２）（東歯大・口腔がんセンター）３）
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目的：これまでに口腔がんにいかなる消化器癌が合
併するかという検討は食道癌以外にはほとんど行わ
れていない。一方で大腸癌に合併する腫瘍として口
腔がんが予想された期待値よりも高いという報告が
あること，また口腔がんおよび大腸癌，大腸ポリー
プなどのの発症がともに飲酒，喫煙と強く関与する
ことが知られていることから，口腔がんに大腸の腫
瘍性病変が高い確率で合併する可能性があると考え
た。今回，我々は口腔がんを認めた症例に下部消化
管内視鏡検査を行い，癌化のリスクが高く加療の必
要があるポリープであるとされる advanced ade-
noma（進行腺腫：大きさが１０mm以上，組織型が
high grade dysplasia またはvillous adenoma）及び
大腸癌の頻度を検討した。
方法：対象は当院口腔がんセンターを受診した口腔
がん患者のうち，大腸癌，大腸ポリープの治療歴が
ない４６例であり全例に下部消化管内視鏡検査を施行
し進行腺腫と進行癌の頻度を検討した。また対照と
して平成２１年１月から１２月にかけて，大腸癌，大腸
ポリープのハイリスクグループとされる便潜血陽性
の症例で，口腔がんを含めた頭頸部癌の既往歴がな

く，また大腸癌，大腸ポリープの治療歴もない２５１
例の下部消化管内視鏡施行例の進行腺腫と進行癌の
頻度を検討した。
成績：下部消化管内視鏡を施行した口腔がん患者４６
例のうち１８例（３９％）に進行腺腫または進行癌を認
め，１６例が進行腺腫，２例が大腸進行癌であった。
歯科口腔外科的な原疾患は口底癌３例，舌癌１０例，
歯肉癌４例，唾液腺癌１例であった。また便潜血陽
性例２５１例中５６例（２２．３％）に進行腺腫と大腸癌を認
め，そのうち４９例が進行腺腫，７例が進行大腸癌で
あった。口腔がん患者の進行腺腫と大腸癌を含めた
大腸腫瘍性病変の発症のリスクを，これまでハイリ
スクグループとされていた便潜血陽性例のリスクと
比較すると odds 比は２．２４となった（ｐ＜０．０５）。
考察：口腔がん患者には極めて高率に大腸癌または
大腸ポリープが合併した。今後より症例数を増やし
て検討すべきと思われるが，口腔がん患者には上部
消化管内視鏡のみならず大腸の腫瘍性病変の検索の
ために下部消化管内視鏡検査も行うことが望ましい
と考えられた。

目的：急性心筋梗塞（以下AMI）の心臓カテーテル
治療において，病院受診からバルーン治療開始まで
の時間（以下来院バルーン時間）は短ければ短いほど
治療効果は高く，予後に最も影響を与える因子の一
つであることが知られている。しかしAMI 発症か
ら病院受診までの時間は個々に大きな差があり，来
院バルーン時間が短くても発症から病院受診まで長
時間経過した場合の予後は明確ではない。そこで今
回我々はAMI 発症から病院受診までの時間，来院
時の心不全重症度，来院からバルーン治療開始まで
の時間，発症からバルーン治療開始までの時間（以
下発症バルーン時間），および短期生命予後との相
関について検討した。
方法：対象は２００５年１月１日から２００９年１２月３１日ま
でに当院に来院したAMI３５２例（２７歳から９６歳）とし
た。全ての症例について胸痛の始まりから当院を受
診するまでの経路（他院経由・直接救急車），来院に
要した時間，来院時のKillip 分類による心不全重症
度，および入院中死亡の有無との相関を検討した。
全ての患者のうち緊急心臓カテーテルにより再灌流

療法を施行した３２４例について発症からバルーン治
療開始までに要した時間と入院中死亡の有無との相
関を検討した。
成績：他院を経由し当院に来院したAMI は直接救
急車にて来院したAMI に比し有意に来院までに要
した時間，および来院バルーン時間は長かったが，
他院を経由したAMI の方が心不全重症度は低かっ
た。来院バルーン時間は来院経路とは相関がなかっ
た。発症バルーン時間，および来院バルーン時間と
短期生命予後との間には相関がなかったが，来院時
Killip 分類重症度と短期生命予後は正相関する傾向
があった。
考察：発症から他院を経由して当院に来院する
AMI は発症バルーン時間が長いものの，来院時の
重症度は比較的低く，短期生命予後良好であると推
察された。発症時の重症度が高いAMI は直接救急
車にて来院し，短期生命予後が不良の傾向があると
推察された。AMI の短期生命予後に対して発症か
ら治療に要する時間よりも発症時の重症度の方が影
響を与えると考えられた。

Ｐ０５９．口腔がん患者に合併する大腸腫瘍性病変の検討
岸川 浩１），貝田将郷１），市川仁志１），西田次郎１），森下鉄夫２），山内智博３），佐藤一道３），
松久保 隆４），山根源之３）５）（東歯大・市病・消化器科）１）（東歯大・市病・内科）２）

（東歯大・口腔がんセンター）３）（東歯大・衛生）４）（東歯大・オーラルメディシン口外）５）

Ｐ０６０．急性心筋梗塞発症から再灌流療法までの時間に関する検討
大木貴博，吉澤彰宏，板橋裕史，河野隆志（東歯大・市病・循環器科）
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目的：脳血管内治療手技の支援下に摘出術を行った
舌下顎下部AVMの１例を経験したので報告する。
症例：２１歳，女性。既往歴 家族歴 特記すべきこ
となし。１９歳時より左下顎腫瘤を自覚していたが，
増大傾向のためにかかりつけ内科医より受診を勧め
られた。初診時，左下顎に拍動性の腫脹を認めた。
MRI にて動静脈奇形が疑われたため，初診から１
ヶ月後に血管撮影を行った。血管撮影では，左舌動
脈と左顔面動脈を主流入動脈とする左舌下顎下部動
静脈奇形と診断した。初診から３ヶ月後の平成２１年
２月６日に流入動脈の塞栓術を行い，２月９日に摘
出術を行った。塞栓術は脳血管内治療の手技を応用
し，塞栓材料には，離脱式プラチナコイルとNBCA
を用いた。
考察：頭頚部領域の動静脈奇形は比較的稀である。
局所における拍動や熱感，雑音を伴う腫脹として自
覚され，進行すると動静脈怒張，振戦，疼痛，出
血，潰瘍形成をきたす。本症例の初診時は，血管奇

形の進行度を示す Schobinger 分類Ⅱ期に該当す
る。先天性であるため生下時より存在したはずであ
るが，経時的にⅠ期から進行したと推測される。血
管撮影所見では，静脈相でＳ状静脈洞から上錐体静
脈洞を経由した逆流が認められ将来の脳出血の原因
にもなりうると推定された。病期の進行が認められ
ること，脳内への逆流が認められることから介入の
適応があると判断した。血管奇形の流量を減じて摘
出術中の出血を減らす目的と，血管確保が難しい深
部からの流入動脈を閉塞する目的で術前の塞栓術を
選択した。また，摘出術中の評価のため術中血管撮
影を計画した。術中の血管撮影は残存ナイダスの評
価に有用であった。さらに，病変内に留置されたプ
ラチナコイルはＸ線透視下に視認されることから，
術野展開時に navigation 効果があった。術前流入
動脈塞栓と摘出術中血管撮影という２つの脳血管内
治療の手技により，頭頸部AVM摘出術がより安全
に行うことが可能であったと考えられる。

目的：上行弓部大動脈手術における標準的脳循環法
として２分枝あるいは３分枝の選択的脳分離体外循
環（SCP）が行われるが，Willis動脈輪の形成が正常
であれば右腋窩動脈一側送血でも脳循環維持は可能
であると報告されている。我々は，安全でシンプル
な SCPを 目 指 し，Near infrared oxygen monitor
（NIRO：浜松ホトニクス社）による脳虚血モニタリ
ング下に，右腋窩動脈一側送血による SCPを行い
良好な成績を得ているので報告する。
方法：２００５年７月 か ら２０１０年１月 の 間 に SCPを
行った上行・弓部大動脈手術の３０例のうち右腋窩動
脈一側送血による SCPを行った２６例を対象とし
た。年齢は６５±８．７歳，男性１２例，女性１４例。疾患
は急性大動脈解離Ａ型２０例，慢性大動脈解離Ａ型３
例，上行大動脈瘤１例，弓部大動脈瘤２例で，急性
大動脈解離の２０例と慢性解離の１例は緊急手術で
あった。術式は上行大動脈置換術１３例，上行部分弓
部置換術８例，上行・全弓部置換術５例であった。
脳虚血モニターとしてNIROを左右の前頭部に装
着し，右腋窩動脈送血＋大腿動脈送血，右房あるい
は両大静脈脱血で人工心肺を確立。膀胱温２５℃まで
冷却（最近は２７℃）し，右腋窩動脈送血流量を１０－１４

ml/kg/min に下げ，弓部３分枝をソフトクランプ
で遮断，一側 SCPを開始する。以下の２点を一側
送血持続条件とした。１．一側 SCP開始後，左総
頸動脈と左鎖骨下動脈のクランプを開放し充分な血
流の逆流を確認できる。２．ＮIROの左右щu梠メ
鷲（組織酸素化指標）が，SCP開始時直後の一過性
低下を除き，持続的低下（５５以下）を認めない。
１，２の条件が満たされない場合，左側分枝送血を
追加し両側脳灌流に移行した。
成績：２６例中２３例は一側送血のみで手術が完遂で
き，３例で左脳TOI の持続的低下を認め左側分枝
送血を追加した。術後脳合併症を１例に認めた。手
術，遠隔死亡は認めていない。急性大動脈解離の１
例に術後血液透析を要したが離脱した。一側 SCP
中にTOI 低下を認めた症例は術後精査で前・後交
通動脈が低形成であった。
考察：右腋窩動脈一側送血による脳分離体外循環法
は煩雑な操作が不要で良好な術野が得られる利点が
ある。人工心肺回路の工夫で左脳虚血発現時には速
やかに両側脳灌流に移行できる安全な脳保護法と考
えている。

Ｐ０６１．脳血管内治療手技の支援下に摘出術を行った舌下顎下部AVMの１例
片山正輝１），外木守雄２），有坂岳大２），佐野智恵美２），島本佳憲１），赤路和則３），山根源之２），
菅 貞郎１）（東歯大・市病・脳神経外科）１）（東歯大・オーラルメディシン口外）２）

（美原記念病院 脳神経外科）３）

Ｐ０６２．右腋窩動脈からの一側送血による脳分離体外循環法
森 光晴，申 範圭，山邉健太郎（東歯大・市病・心臓血管外科）
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目的：頚半棘筋をはじめとした頚椎深層伸筋群は頚
椎のDynamic stabilizer であり，頚椎の運動と支持
性に極めて重要である。我々は以前より，この頚椎
深層伸筋群を温存する手術を行っており，その有用
性を報告してきた。筋温存型手術の一つとして２００２
年より筋温存型椎間孔拡大術を施行してきたが，そ
の良好な結果については過去に報告してきた。２００８
年からは頚筋膜の椎前葉を切開し，頚椎深層伸筋の
筋線維走行を確実に同定することで筋間進入を徹底
し，筋実質を全く痛めない完全な筋温存型の新アプ
ローチを考案し，より低侵襲な椎間孔拡大術を行っ
てきた。今回は，この新アプローチの手技と他の術
式への応用方法について報告する。
症例：（筋温存型椎間孔拡大術の実際）
Ｃ５／６左の椎間孔拡大術を例に取ると，まずＣ
４，Ｃ５棘突起間の左の棘間筋の外側でＣ４，Ｃ５
に付着する頚半棘筋間を広げてＣ５／６の椎間関節
を露出する。その後，必要に応じてＣ５に付着する
回旋筋を部分切除し視野を広げる。その後は，従来
からの方法と同様に椎間孔拡大術を施行している。
（症例）２００８年より頚椎症性神経根症，頚椎椎間板ヘ
ルニアに対して新アプローチによる筋温存型椎間孔

拡大術を３例に施行した。疾患の内訳は頚椎症性神
経根症２例，頚椎椎間板ヘルニア１例であった。全
例男性であり，１例で１椎間，２例で２椎間に椎間
孔拡大術を行った。経過観察期間は１０ヶ月から１３ヶ
月である。
成績：疼痛を点数化し，０：無痛，１：投薬を必要
としない，２：投薬を必要とする，３：難治性の疼
痛とした。術前は全例で３点であったが，最終経過
観察時は平均 ０．６７点と，全例で疼痛の改善を認め
ている。軸性疼痛の遺残しているものはいなかっ
た。平均手術時間は１椎間１０２分で出血量は６７ｇで
ある。最終経過観察時にMRI で深層伸筋群の輝度
変化および筋萎縮を認めたものはなかった。
考察：本アプローチ法の特長は，術野の展開で筋肉
実質を裂いたり切離したりする（intra-muscular ap-
proach）のではなく，筋肉と筋肉の間にある間隙
（inter-muscular plane）を広げて行うために，筋肉
への障害は最小限に抑えられることである。新アプ
ローチは頚椎深層伸筋全ての筋付着部を温存しなが
ら広い術野の展開が可能である点から，様々な術式
への応用が可能である。

目的：荷重骨である大腿骨近位に転移性骨腫瘍が発
生した場合，疼痛により歩行困難が生じ，さらに病
的骨折が生じた場合は歩行不能となりベット上での
生活を余儀なくされる。本研究の目的は，日本人用
に開発された JMM腫瘍用KLS近位置換型システ
ムを用いて外科的治療を行った大腿骨近位転移性骨
腫瘍の治療成績を検討し，その有用性と適応を明ら
かとすることである。
方法：対象は２００８年～２００９年に東京歯科大学市川総
合病院で治療を行った大腿骨近位転移性骨腫瘍８例
である。年齢は４４～７３歳（中央値６３．５歳），男性４
例，女性４例だった。原疾患は肺癌４例，腎癌２
例，咽頭癌，明細胞肉腫がそれぞれ１例だった。術
前ADLについて，Performance Status（PS）４は２
例で，３が６例だった。手術法について，大腿骨頭
を含んだ大腿骨近位部を腫瘍ともに切除し，腫瘍切
除後の広範な骨欠損部に対し JMM腫瘍用KLS近
位置換型システムを用いて再建を行った。うち１例
は大腿骨の狭小部を超えて広範囲に大腿骨骨幹部の
切除を行った症例であった。全例，術翌日よりギャ
チアップフリーとし，ドレーン抜去後（術後３～７
日）より車椅子およびリハビリを開始した。
成績：術後経過観察期間は３－１８ヶ月（平均９．５ヶ

月）であった。生存５例，腫瘍死３例で，経過観察
中に再発例は認めなかった。周術期の合併症は特に
認めなかった。術後機能については，全例で術前に
比べ患肢機能の改善を認めた。術後ADLについ
て，術前 PS4 の２例は，起立歩行は不能であった
が車椅子移動が可能となり PS3 に改善した。PS3
の６例については３例が独歩可能，２例が一本
杖，１例は松葉杖歩行が可能となり，PS1 に改善し
た。術後感染例は認めず，ステムの弛み等のシステ
ムの問題も認めなかった。
考察：大腿骨近位骨腫瘍に対する JMM腫瘍用
KLS近位置換型システムの治療成績はおおむね良
好であった。ADLの改善については，術前の PS
が術後の機能予後に影響すると考えられた。しか
し，PS不良例であっても術後の PSは術前より改
善しており，本術式により術後早期に良好なQOL
の獲得が期待できると考えた。一方，大腿骨遠位切
除部が大腿骨狭小部を超え切除長が２０cm以上に及
んだ例でもKLSシステムの弛み等の問題を認めな
かったことより，術後短期間ではあるが大腿骨近位
の広範な切除例に対する本システムの有用性が明ら
かとなった。

Ｐ０６３．頚椎深層伸筋を温存した椎間孔拡大術の成績と新アプローチによる低侵襲化
への工夫
青山龍馬１），白石 建１），新井 健２），穴澤卯圭１），堀田 拓１），山根淳一１），北村和也１），
望月義人１），歌島大輔１）（東歯大・市病・整外科）１）（東歯大・市病・リハビリテーション科）２）

Ｐ０６４．JMM腫瘍用Kyocera Limb Salvage（KLS）近位置換型システムを用いて治療
を行った大腿骨近位転移性骨腫瘍の検討
穴澤卯圭１），浅野尚文１），堀田 拓１），青山龍馬１），山根淳一１），北村和也１），望月義人１），
歌島大輔１），新井 健２），白石 建１）（東歯大・市病・整外科）１）

（東歯大・市病・リハビリテーション科）２）
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目的：我々は１０例の頚髄腫瘍に対して骨軟部組織へ
の侵襲を最小限に抑えるUPART法を行ってき
た。今回，２例の頚髄砂時計腫に対して，より安
全・確実に腫瘍を切除するため，後弓開大のヒンジ
をUPART法の椎弓外側ではなく，椎弓根に作成
して片側後弓をより開大する新しい脊柱管拡大術を
施行した（P-UPART法）。UPART法および P-UP-
ART法の手術法ならびに有用性，意義，治療成績
について報告する。
方法：UPART法：手術用顕微鏡を用いて後方正中
切開にて左右の棘間筋の間を鈍的に展開し，棘突起
を縦割する。さらに棘突起に付着している片側の頚
半棘筋と多裂筋を尾側に引き下げることにより片側
椎弓を展開し，椎弓外側に骨溝を作製し，棘突起に
付着した筋肉を温存したまま椎弓の片側のみを観音
開き式に拡大する。脊髄腫瘍摘出後にはこれらを解
剖学的位置に戻し，それぞれの棘突起を縫合するこ
とにより再建を終える。
P-UPART法：手術用顕微鏡を用い前側方アプロー
チにて進入した。腫瘍に隣接する２つの横突孔を超
音波骨メスで切除し，椎骨動脈を前方に引き出し，
腫瘍と椎骨動脈の位置関係を直視下に腫瘍を切除し
た後，隣接する椎弓根を超音波骨メスで切除した。

続いて後方からアプローチしUPART法と同様に
棘突起を縦割するのみで，予め切断した椎弓根部を
ヒンジとして後弓片側は大きく拡大した。硬膜内外
の腫瘍を全摘した後，UPARTと同様に後弓を解剖
学的整復位に縫合した。
成績および考察：UPART法，P-UPART法のいず
れも症例においても頸椎可動域の減少は認められな
かった。術後CTにて後弓が解剖学的整復位に良好
に整復され，全ての症例で骨癒合が認められた。さ
らにはいずれの術式においてもMRI の矢状断にて
深層伸筋の健側，患側に有意差は認められなかっ
た。全ての症例の最終診察時には軸性疼痛を訴えて
いるものはいなかった。UPART法の利点として
は，頚椎の運動性・支持性が保たれること，椎間関
節を含んだ解剖学的メルクマールがほぼ保たれるの
で再手術が安全かつ低侵襲で行えることなどが挙げ
られる。さらに P-UPART法については，椎骨動
脈を直視しながら安全に前方病巣を切除できる，椎
弓根部をヒンジとするためUPART法よりも後弓
がより大きく開大し管内を広く展開できる，椎弓ヒ
ンジ作成が不要のため後方筋群が完全に温存される
利点が挙げられる。

目的：人工股関節置換術（以下THA）の合併症のひ
とつに人工関節周囲の大腿骨骨折がある。特に入院
中である術後早期（術後３週以内）は未だ筋力も低下
している時期で転倒などを起こしやすく，リハビリ
や移動の際などには十分な配慮が必要である。今
回，THA施行後早期に人工関節周囲に大腿骨骨折
を生じた２例を経験したので報告する。
症例：症例１．８０歳女性。右変形性股関節症に対し
人工股関節置換術（THA）施行。手術後２日目から
車椅子移動可能となっていたが，手術後４日目，車
椅子移動の際に大腿骨近位部骨折を生じた。転位も
大きく，術後１０日目に大腿骨の観血的整復固定術お
よび人工関節再置換術（大腿部分のみ）を施行した。
再置換術後は部分荷重開始を術後４週とし，６週で
全荷重とした。術後約１年の現在，右股関節の疼痛
も消失して１本杖歩行も３０分以上可能となってい
る。骨折は完全に治癒しており，再置換した人工関
節のゆるみも認めていない。
症例２．７７歳女性。右変形性股関節症に対し，THA
を施行した。術後は順調で術後３日目より歩行も可

能となっていたが，術後１０日目，シャワー浴の際に
転倒して右股関節部を強打。単純Ｘ線では骨折は判
然としなかったが，CTにて右大腿骨近位部骨折を
認めた。骨折の転位はほとんどなく（１mm以下），
人工関節の偏位も認めなかったため，保存治療とし
た。荷重を中止し車椅子のみの許可とした。骨折後
３週でCT上仮骨をわずかにみとめた段階から部分
荷重を開始し，６週で全荷重とした。術後約１０カ月
の現在疼痛も消失し，骨折も完全に治癒してお
り，１本杖歩行は３０分以上可能となっている。
考察：THA術後の大腿骨骨折は，ときに治療に難
渋する合併症である。特に転位の大きいものは手術
治療が必要となり，人工関節の再置換術も必要とな
る場合がある。今回の症例では幸い最終的成績は良
好であったが，骨折の治療には人工関節の機能を損
なわないようにする治療法を選択する必要がある。
また骨折に対しては予防が最も重要である。術後早
期では患者の筋力の回復状況も十分観察し，筋力の
回復が遅い場合には十分な観察，指導が必要であ
る。

Ｐ０６５．頚髄腫瘍に対する筋肉温存式展開法および後弓再建術 －砂時計腫に対する
新しい脊柱管拡大方法－
北村和也１），白石 建１），青山龍馬１），山根淳一１），谷戸祥之２），上田誠司３），加藤匡裕４），
海苔 聡５），高橋勇一朗５），穴澤卯圭１），堀田 拓１），望月義人１），歌島大輔１），新井 健６）

（東歯大・市病・整外科）１）（防衛医科大学整形外科）２）（横浜南部病院整形外科）３）

（済生会宇都宮病院整形外科）４）（慶應大・整外科）５）（東歯大・市病・リハビリテーション科）６）

Ｐ０６６．人工股関節置換術後早期に人工関節周囲の大腿骨骨折を生じた２例
堀田 拓，穴澤卯圭，青山龍馬，山根淳一，北村和也，望月義人，歌島大輔，新井 健，
白石 建（東歯大・市病・整外科）
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目的：末梢神経端側吻合により，健常な神経から移
植神経に再生神経が進入することが知られ，機能再
建に応用されている。一方，ひとつの神経幹に健常
部分と損傷部分が存在する病態は，神経損傷や末梢
神経不全損傷，さらには脊髄の神経根障害など臨床
上多く存在すると考えられる。このとき，神経端側
吻合と同様に健常部分から損傷部分に軸索が進入す
る可能性がある。そこで，腰神経切断モデルを作製
し，検証した。また，側副発芽した神経を臨床応用
可能か検証した。
方法：Wistar 系 rat の左第５および第６腰神経を
温存しつつ第４腰神経を切断し，silicone tube で被
覆した（腰神経切断モデル）。４週間後に腰神経叢を
採取し，免疫組織学的に neurofilament，macrophage
の変化を観察し，損傷部分および第４腰神経への再
生神経の進入をみた。次に，切断した第４腰神経末
梢断端に，切断した同側大腿神経の末梢断端を端々
吻合し（大腿神経接合モデル），８週間後に神経及び
支配筋の電気生理学的検索，組織学的検索を行い，
損傷部分に進入した軸索による大腿神経支配筋の再

支配につき検討した。さらに，腰神経切断モデル作
成後４週間で逆行性蛍光標識である true blue およ
び diamidino yellow の結晶を，坐骨神経と第４腰
神経末梢断端にそれぞれ封入し，二重標識を行っ
た。標識後７日で背側神経節および脊髄前角におけ
る二重標識細胞の有無を調べた。
成績：損傷部分内の neurofilament陽性線維第４腰
神経内に認めた。Macrophage ED1陽性細胞は，損
傷部分内で増加した。大腿神経接合モデルでは，大
腿神経支配筋である外側広筋からＭ波が得られ，
NADH-tetrazolium reductase 染色にて再生神経に
よる筋の再支配を示す fiber type grouping を認め
た。二重標識にて，背側神経節および脊髄前角細胞
に二重標識された細胞を認めた。
考察：損傷部分である第４腰神経に再生神経が進入
した。二重標識の結果から，運動神経および知覚神
経において側副発芽が起き，donor 神経も recipient
神経と同時に機能していることが示唆された。ま
た，損傷部分に進入した軸索が，大腿神経支配筋を
再支配したと考えられた。

目的：近年，扁平上皮癌の発癌因子としてHuman
papilloma virus（以下HPV）感染が注目されてい
る。現在，ほぼすべての子宮頸癌はHPVが関与し
ていると考えられ，欧米では感染予防ワクチンの応
用が既に検討されている。一方，口腔癌のHPV感
染に関する検討もこれまでに多数が報告されてお
り，１６型HPV感染が喫煙・飲酒とは独立した頭頸
部扁平上皮癌のリスクファクターであることも示さ
れている。このように，いずれも扁平上皮癌が主体
である両臓器の癌にHPV感染の関連が示唆されて
いるにも関わらず，同一患者の口腔と子宮頸部の
HPV感染を，同時期に調査した報告はいまだみら
れない。HPVの感染経路の問題を含めて，口腔と
子宮頸部でのHPVの感染状況の実態を明らかにす
ることは，HPV感染の持つ発癌因子としての性格
と性感染症としての公衆衛生の問題の両方を解決す
ることになると考えた。今回，口腔と子宮のいずれ
かに疾患を持つ女性の口腔と子宮頸部のHPVの感
染を調査したので報告する。
方法：対象は市川総合病院産婦人科にて子宮頸部異
形成，上皮内癌，子宮頸癌と診断された症例，およ
び市川総合病院歯科・口腔外科を受診し，口腔前癌

病変あるいは口腔扁平上皮癌と診断された症例とし
た。これらの症例の口腔，子宮頸部の両方の，病変
の有無を診察し，病変の有無によらず口腔内全域か
ら液状細胞診をThinPrepⓇ（Cytyc Corp, USA）にて
行なった。この液状検体より通 法に従い細胞診を
行った後，検体の残りから擦過細胞を回収，Hybrid
Capture2 法にてHPV DNAの検出を行なった。さ
らに陽性例についてはマルチプレックス PCR法に
てサブタイプ解析を行なった。
成績および考察：子宮頸部に疾患を持つ症例では，
高頻度でHPVが検出され，サブタイプ解析では１６
型HPVを中心とした高リスク型がみられた。しか
し全例の口腔内でHPVは検出されなかった。一
方，口腔内に疾患を持つ症例でも，口腔内でのHPV
は全例で検出されず，子宮頸部でも高リスク型のＨ
ＰＶの検出はみられなかった。以上より同一個体に
おける，子宮頸部と口腔でのHPVの同時感染は頻
度が低いと考えられた。これには頭頸部の中でも口
腔は，唾液による自浄作用や粘膜のターンオーバー
の違いからHPVが持続感染しにくい環境であるこ
とが推察された。

Ｐ０６７．末梢神経端側吻合及び神経内部分損傷時における神経内側副発芽
新井 健１），白石 建２），穴澤卯圭２），堀田 拓２），青山龍馬２），山根淳一２），北村和也２），
望月義人２），歌島大輔２）（東歯大・市病・リハビリテーション科）１）（東歯大・市病・整外科）２）

Ｐ０６８．口腔と子宮頸部のヒトパピローマウィルス（HPV）同時感染に関する研究
仲村 勝１），江草悠美１），吉丸真澄１），綱脇智法１），菅原かな１），佐藤健二１），小川真里子１），
兼子 智１），吉田丈児１），髙松 潔１），田中陽一２），山科光正３），高田篤史３），外木守雄３），
佐藤一道４），山内智博４），山根源之３）４）（東歯大・市病・産婦科）１）（東歯大・市病・臨検）２）

（東歯大・オーラルメディシン口外）３）（東歯大・口腔がんセンター）４）
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目的：生殖補助医療（ART）は体外で配偶子（精子，
卵）を取り扱い，胚発生を図る。その治療動機は“挙
児”であり，治療過程のみならず治療結果の安全性
（児の健常性）にも配慮が求められる。ヒト精子，卵
は機能的に不均一な集団であり，それらの品質は受
精，発生ひいては児の健常性に大きく影響する。ヒ
ト精子には染色体を収納する頭部に空胞を認めるも
のが混在する。我々はART適応に向けた術前鑑別
診断に精子形態情報を提供することを目的とし，精
子頭部空胞の希薄染色（Translucent Stain）法を開
発した。
方法：ヒト精液は，インフォームドコンセントを得
て研究に供した。射精精液はクッション法で濃縮
し，swim upして運動精子を分離した。精子１×１０６
個相当を，Reactive Blue2 希薄溶液（RB2，１００pico
M，０．５Ｍショ糖，０．０５％TritonX-１００）に層積して
６００xg，１０分間遠心分離した。沈澱精子は cyto-spin
を用いて標本とし，明視野透過（BFT）およびDIC
光学系を備えた正立顕微鏡で観察して高解像CCD
を用いて画像を取得した。
成績：RB2 染色した精子をBFT観察すると半透明
に青染され，頭部に低色調部位を有するものを認め

た。DIC により観察される空胞と，その局在は一
致した。Swim up 精子を対象として観察を行う
と，頭部形態および空胞の数，サイズ，形状は精子
間でバラツキが大きかった。また個体間においても
１．正常形態率が高く，空胞出現頻度が低い，２．
正常形態率は高いが，空胞出現頻度が高い，３．正
常形態率は低いが，空胞出現頻度は低い，４．Swim
up の精子回収率が低く，正常形態率は低く，空胞
出現頻度は極めて高い，５．Swim up 精子がほとん
ど得られない，などに大別された。
考察：これまで単純に運動精子＝良好精子と考えら
れてきた。本研究の結果は，運動精子であっても頭
部形態は多様であり，頭部空胞の性状，出現頻度は
精子間差，さらには個体差が大きいことを示した。
これらの知見は，精子運動能が他の精子機能の正常
性を保証するものではないことを示唆している。今
後，空胞と染色体損傷が関連するか否かを明らかに
する必要がある。頭部空胞は精子機能，形態情報の
１項目にすぎず，光学顕微鏡で検出できない機能，
形態異常への対処も含め，精子の品質をどのように
保証するか幅広い論議が求められる。

目的：組織培養は細胞，組織の体外生育を図るた
め，培養液とその物理環境を保持する培養装置を使
用する。物理環境とは，培養液の温度保持，pH保
持，気相の湿度保持を意味してきた。近年，初代細
胞，幹細胞の培養が行われるようになったが，これ
らは至適生育域が狭く，原環境の再現，特に酸素濃
度制御が求められるようになった。市川総合病院リ
プロダクションセンターは，主として生殖補助技術
（ART）を用いる不妊治療を行っている。配偶子（精
子，卵）を体外で取り扱い，胚発生，挙児を図るART
は再生医療の基盤領域であり，当センターでは
ART，再生医療に供する低酸素細胞操作，培養シ
ステムを開発し，臨床応用している。
方法：初代細胞，幹細胞の培養は細胞種毎に固有環
境の再現，特に溶存酸素濃度の至適化と酸素耐性を
考慮した培養液設計が求められる。われわれは低酸
素濃度下に細胞操作，培養を行う機器を開発した。
まず，胚発生環境（卵管）を模した低酸素（２．０％
Ｏ２）培養を行った。ガス循環濾過型クリーンベンチ
は５．０％CO２-air，３７度で細胞操作を行い，一部に
２．０％Ｏ２環境を設置し，５．０％CO２-air 暴露は数分間
以内とした。作業面は使い捨てフィルムで覆い，体

液等による機器汚染を防止した。細胞，組織は着脱
式プラスチック容器（空容量３００ml，以下容器）内で
個別培養し，容器は使い捨てとした。ガス緩衝液を
入れた容器内には予め調製した２．０％Ｏ２，５．０％
CO２，９３％Ｎ２を間欠通気し，容器全体をガス緩衝系
とした。フタ開閉時の流入空気は５．０％CO２，９５％
Ｎ２でガスパージして２．０％Ｏ２に復帰させた。追跡性
管理は，ガス緩衝液 pH，温度をモニターした。
成績：循環濾過によりクリーンベンチ内は０．３μm
粒子も検出限界以下となり，ほぼ無塵になった。
シャーレ，ウェルプレートは，容器に収納して培養
した。容器および loose cap した培養フラスコ（７５
cm２）を培養環境に静置しても，ガス置換に各 ２々．５
時間，１日を要した。積極的な酸素パージにより両
者とも４分以内に原環境に復帰し，組織の高酸素暴
露を最小限にできた。
考察：本機器は細胞種毎に酸素濃度と培養液組成の
組み合わせを最適化することが可能である。培養細
胞の固体識別，感染防御は，移植を前提とした臨床
培養において重要な課題である。個別容器を用いる
培養は，取り違え防止に有用である。さらに作業面
におけるフィルム使用は感染防御に効果的である。

Ｐ０６９．生殖補助医療におけるヒト精子頭部空胞観察の意義
髙松 潔，兼子 智，吉田丈児，佐藤健二，小川真里子，仲村 勝，綱脇智法，江草悠美，
吉丸真澄（東歯大・市病・産婦科）

Ｐ０７０．初代細胞，幹細胞培養に供する低酸素細胞操作，培養システム
石川博通，兼子 智，吉田丈児，佐藤健二，小川真里子，仲村 勝，綱脇智法，江草悠美，
吉丸真澄，花輪康雅，萩生田 純，岡崎雅子，中島潤子，丸茂 健，髙松 潔
（東歯大・市病・リプロダクションセンター）
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目的：日本において，臓器・組織移植のドナー不足
は慢性的，かつ深刻な問題である。米国では１９７０年
代に，全死亡例臓器提供意思確認システム（Routine
Referral System: RRS）が導入され，今日の移植先
進国としての礎になっている。日本においても，RRS
が現状打開策と成り得るかを検証するため，東京歯
科大学市川総合病院において２００４年１０月より運用を
開始した。今回，その運用結果を分析したので報告
する。
方法：入院患者死亡時，医療スタッフが当アイバン
クに連絡をする。アイバンクコーディネーターは，
主治医の協力のもと，医学的・社会的適応を判断す
る。提供可能症例において，遺族に，「故人が提供
意思を示していたか」，もしくは「遺族はどのような
意思を有しているか」を確認する。その結果から，
提供意思保有者の割合，献眼数の変遷などを分析す
る。
成績：東京歯科大学市川総合病院において，２００４年
１０月から２００９年９月までの５年間で，２，１３９例の死
亡例があった。当アイバンクへの連絡が１，８２６例

（８５．４％）あり，医療スタッフへの問診，医療情報に
よるスクリーニングを経て，提供可能症例９４３例に
おいて，アイバンクコーディネーターが意思確認を
実施した。意思確認を実施した９４３例中１４９例（１５．８
％）が提供に至った。また，当アイバンクの一年毎
の献眼数は増加傾向にあり，内訳としてRRSから
の提供割合が増加している。
考察：全死亡例臓器提供意思確認システムによっ
て，提供可能症例の１５．８％が提供に至り，当アイバ
ンクの献眼数は増加した。日本における臓器提供者
が少ないのは，文化的・宗教的理由によるものだと
いう議論があるが，提供意思を有する方，および提
供したいという遺族は，一定の割合で存在すること
が分かった。本システムが１つでも多くの医療機関
に導入され，意思確認が推進されることにより，患
者意思尊重，患者家族意思尊重に繋がり，結果とし
て我が国における臓器・組織提供数増加に効果があ
ると言える。そして，そのためには医療スタッフの
理解と協力が，必要不可欠である。

目的：我々が睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syn-
drome：SAS）に取り組んで１０年が経過し，２００５年
に睡眠学会認定医および検査技師，２００８年には認定
歯科医が誕生して，さらに睡眠認定機関と認められ
ました。これにて２００８年から認定医，認定歯科医，
認定技師が全て揃った認定機関となり，千葉県では
唯一の総合病院となっている。
現在，閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）の治療

として，重症例では経鼻的陽圧呼吸（CPAP）が第一
選択である。その他の治療として口腔内装具（oral
appliance: OA），手術治療として軟口蓋咽頭形成術
（UPPP：uvulopalatopharyngoplasty），鼻内手術，
さらに減量が挙げられる。CPAP療法はOSASを
コントロールして将来の合併症を予防することを目
的としているのでCPAPを一生使い続けることに
なる。しかし，継続使用が絶対条件であるCPAP
療法において，鼻閉，扁桃肥大，小顎症，肥満さら
には生活環境，教育レベル等にてCPAPのアド
ヒーランスが低下（５０％程度）すると言われている。
この現状を踏まえて，当科ではこれらの治療単独，
または組み合わせでCPAP離脱が可能か，常に心
がけている。
方法：今回，過去３年間（２００７～２００９年）に当科でO-

SAS と診断され，耳鼻咽喉科の手術施行し，手術
前後の終夜ポリグラフ（PSG）を検討できた２４症例に
ついてCPAP離脱を中心に後向き検討を行い，考
察を加えて発表する。
成績および考察：性別：男性２２名，女性２名
年齢：平均年齢３９．６才（最高７２歳，最低１２歳）
手術方法：デビコンコUPPP 1４例，デビコンコ６
例，UPPP１例，アデレク１例，デビコンコUPPP
２例であった。
デビ：鼻中隔弯曲矯正術，コンコ：下甲介粘膜切除
術，
アデレク：アデノイド切除術＋口蓋扁桃摘出術
・２４症例中２１例でAHIの改善を認め，３例でのみ
AHIの増悪を認めた。

・AHI の増悪を認めた３症例の内容は，デビコン
コＵPPP1 例，デビコンコ２例であった。

・AHI の増悪を認めたデビコンコ２例において
は，いずれの症例においても鼻腔通気度の改善を
認めており，その後OAを併用することにより
良好な成績が得られた。

・デビコンコUPPP を施行し，AHI の改善を認め
た症例において，扁桃肥大が高度であった症例ほ
どAHI の改善度が高い傾向を認めた。

Ｐ０７１．全死亡例臓器提供意思確認システムの効果と意義
浅水健志，松本由夏，青木 大，篠崎尚史（東歯大・市病・角膜センター）

Ｐ０７２．睡眠時無呼吸症候群における耳鼻咽喉科手術の現況とその将来
中島庸也，吉田隆一，山本耕司，森本宰充（東歯大・市病・耳鼻科）
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目的：前立腺癌はアンドロゲン依存性を示し，アン
ドロゲンの存在下に増殖する。それゆえ前立腺癌に
対する内分泌治療，すなわちアンドロゲン遮断療法
（ADT）は，進行前立腺癌を主な対象として行われ
る。一方，内分泌治療がもたらす慢性的なアンドロ
ゲンの抑制は骨粗鬆症の原因となる。前立腺癌に対
してADTを受けている患者の骨量を評価し，リセ
ドロネートと活性型ビタミンD3の効果を検討し
た。
方法：ADT開始前後の１７４例について，二重エネ
ルギーＸ線吸収測定法（DXA）を用いて大腿骨頸部
の骨密度（BMD）を測定した。骨量低下または骨粗
鬆症と診断された患者５８例にビスフォスフォネート
製剤のひとつであるリセドロネートを投与し，効果
を評価した。リセドロネート投与にもかかわらず，
骨量がさらに低下した１８例に活性型ビタミンD3を
投与し，骨量の変化を観察した。
成績：個々の患者で初回に測定した骨密度は，年齢
およびADT治療期間と負の相関を示した（それぞ
れｐ＝０．００１６，ｐ＝０．０１２９）。２回以上にわたり骨
密度を測定したビスフォスフォネートが投与されて

いない４７例の患者において，６ヶ月後の骨密度値は
０．８３０３から０．８００９g/cm２へと減少した（ｐ＜０．０００１）。
リセドロネートが投与され，評価可能な４２例で
は，６ヶ月後の骨密度値は０．６０５７g/cm２から０．６０４９
g/cm２へと変化したが，有意ではなかった（ｐ＝
０．８５５３）。一方，活性型ビタミンD3が併用された
評価可能な１１例では，６ヶ月後の骨密度値は０．５５９４
g/cm２から０．５８２４g/cm２へと増加した（ｐ＝０．０１０９）。
考察：Morote ら（Urology６９：５００，２００７）は ADT
治療期間と相関して骨粗鬆症の頻度が増加する事を
報告している。木村ら（日泌尿会誌，９９：２２，２００８）
はADT治療にリセドロネートを併用する事によっ
て骨密度の減少の阻止を報告し，ADT治療を受け
る患者には考慮すべき薬剤であると考えられる。得
られた結果からADT治療中に患者の骨密度が減少
する一方で，リセドロネート治療群では，骨密度減
少の進行は認めないが，有意な骨密度の増加も得ら
れなかった。骨量を増加させ，骨折のリスクを減少
させるためには，活性型ビタミンD3併用が有用で
あることが示唆された。

目的：3D-CRT（three dimensional conformal radio-
therapy）は，三次元原体照射法であり昨年設置さ
れた最新型リニアックおよびCTsimulator により
初めて可能になった。この照射法ではＸ線 simulator
を用いた従来の照射法に比べて理論上は治療可能比
の大きな改善が期待される。６カ月間と短期間では
あるが当院における臨床経験からこの治療可能比の
改善を証明すべく，根治的放射線治療として症例数
の多い前立腺がんにおいて，最も頻発し評価が容易
な有害事象である下血（直腸出血）に注目し，この発
生頻度を分析する。
方法：照射野はCTやMRI で描出されたマクロの
腫瘤をGTV（gross tumor volume）とし，これに細
胞レベルのミクロの進展を想定した範囲を加え，さ
らに呼吸性移動など体内の変動を加味した internal
margin と，患者の位置設定の誤差などの set-up
margin を加えて，臨床的ターゲットである PTV
（planning target volume）を設定した。この PTV

の形をMLC（multi-leaf collimator）で周囲を照射か
らブロックし照射野を作製した。MLCは５mm幅，
８０対，計１６０の leaf でコンピューター制御により
各々が自由に可動する。
今回は５方向から照射したが，3D-CRT（three di-

mensional conformal radiotherapy）とは，多方向か
ら照射し，かつ各方向でそれぞれ異なった最小限の
照射野で照射する方法である。リスク臓器である直
腸および膀胱への照射を極力軽減するため，５方向
それぞれGTVに対して前方は１cm，後方は０．８cm
のマージンの照射野をＭＬＣにより作製した。症例
は，２００９年８月１７日から現在までの前立腺癌根治的
症例２０例である。
成績および考察：現時点の前立腺癌根治的放射線治
療２３例において下血は全く認められていない。通常
では数％から１０数％程度とされる下血の頻度から，
3D-CRTでは腫瘍への線量の集中が達成され直腸線
量の著しい低下があったと推測される。

Ｐ０７３．前立腺癌内分泌治療に起因する骨粗鬆症への対応
丸茂 健１），畠 憲一２），萩生田 順１），花輪靖雅１），石川博通１）（東歯大・市病・泌尿器科）１）

（慈恵医大・柏病院・泌尿器科）２）

Ｐ０７４．最新型リニアックによる前立腺癌の治療結果
－３D-CRT照射による線量の集中－
青柳 裕，堀田洋稔，山﨑靖幸，岡村啓右（東歯大・市病・放科）
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目的：掌蹠膿疱症患者においてビオチンが有効か否
か判定し，有効投与量を決定する。さらに，その治
療効果に影響を及ぼす因子を検証する。
方法：東京歯科大学市川総合病院皮膚科外来を受診
した２４名の掌蹠膿疱症患者（男６名，女１８名，平均
年齢５３．２歳，２４～７５歳）を対象とした。
患者情報として，病悩期間，喫煙の有無，病巣感

染の治療歴，合併症，過去の治療歴を問診した。ま
た，本症の合併症として有名な胸鎖関節炎などの多
発性関節炎の有無および病因として注目されている
扁桃炎や歯周炎などの病巣感染の有無を検索した。
特に歯性病巣については，大多数の症例で当院歯
科・口腔外科の診察を受け確認した。治療は，これ
までの外用療法を続行すると共に，ビオチン３mg／
日より開始し，治療効果を判定するため，１カ月以
上の間隔をおいて６mg，９mgと漸次増量して，
皮疹の重症度を継時的に判定した。難治例では１２mg
／日まで増量した。判定は乾癬における PASI Score
を応用して開発された PPPASI Score を用いた。さ
らに，乳酸菌株を用いた生物学的手法によりビオチ
ンの血中濃度を合わせて測定した。

成績：ビオチン投与量すべての設定で，有意に皮疹
の軽快が観察され，９mgまでの増量と共に
PPPASI が有意に低下した。しかし，血中ビオチン
濃度と PPPASI 減少率に有意な相関は認められな
かった。さらに９mgから１２mgまで増量しても有
意な PPPASI の低下は認められなかった。また，
有意差は認められなかったが，喫煙および歯性病巣
はビオチンの治療効果を阻害する傾向が確認され
た。ビオチン無効例の特徴として，歯性病巣治療が
不十分，昼間のビオチン内服不可能などがあげられ
た。
考察：皮膚科領域において，掌蹠膿疱症の治療法の
一つとしてビオチンが投与されているが，その効果
については賛否両論がある。ビオチン療法を提唱し
た前橋らの９mg/日の投与量を検証したところ，投
与量に相関して治療効果が得られた。すなわち，無
効とする報告の理由の一つとして，投与量が通常量
の１．５mg/日である可能性が考えられた。また，本
症の病因として挙げられている歯性病巣や喫煙が治
療効果を阻害する可能性が明らかとなり，改めて禁
煙と歯性病巣治療の重要性が確認された。

目的：口蓋切除を伴う上顎全摘術後欠損の口蓋再建
においては，腫瘍再発の観察の容易さの有無という
点を除けば，皮弁による口蓋開鎖は口腔・鼻腔の完
全な遮断を可能とし，術後の摂食や言語機能に優れ
ている。この際，安定した義歯の装着を可能とする
下垂の無い良好な口蓋形態が求められ，特に無歯顎
の症例においては健側歯牙での咀嚼が不能なため，
安定した義歯の装着は再建上の重要なポイントであ
る。これに対して，腹直筋皮弁などの皮島で作成す
る再建口蓋は，術後の皮弁下垂により，垂れ下がり
かつ柔らかく可動性の多い口蓋となりがちであり，
安定した義歯装着を困難としている。我々は，口蓋
には皮島を作成せず，単に欠損腔に筋皮弁を充填
後，術中に装着したプレートに合わせた形態で，自
然の粘膜上皮化により口蓋が形成される新たな上顎
再建法を考案し，良好な結果が得られたので報告す
る。
方法：上顎全摘術後の欠損腔に，筋皮弁の筋体が口
蓋・鼻腔側となるように腹直筋皮弁を充填する。口
蓋には予め作成したプレートを健側を含めて装着
し，健側口蓋骨にミニプレートのスクリユーで固定
する。鼻腔には nasal airway を挿入し，鼻腔のス

ペースを維持させる。筋皮弁の volume は，筋体の
術後の萎縮を考慮して多めに充填するため，頬部顔
面側だけには創閉鎖の減張と将来の義眼床用に皮島
を残しておく。この皮島は２期的に頬部の volume
調整をした時に，義眼床以外は切除する。本法を上
顎拡大全摘術後再建の３例に施行した。術後経過観
察期間は４年６ヶ月から８ヶ月である。
成績および考察：口蓋の上皮化は１－３ヶ月で完了
し，口蓋プレートは術後の経過により義歯としてあ
るいは再作成をしながら，瘢痕拘縮予防も兼ねて６
ヶ月から１年５ヶ月装着した。粘膜上皮に被われた
良好な形態の口蓋が形成され，全例で安定した義歯
の装着が可能となった。本法では，口蓋への（義
歯）プレート装着により，将来の義歯に適合した口
蓋が形成され，長期装着により瘢痕拘縮の防止とな
る。また，鼻腔側も粘膜上皮に被われ，皮膚とは異
なり痂皮や異臭のトラブルが無く，鼻腔に nasal air-
way を挿入・留置することで，鼻腔のスペースが
維持さ れる。かつ術式はシンプルなため手術も短
時間で施行可能であり，本法は口腔・鼻腔機能を考
慮した優れた上顎再建方法と思われる。

Ｐ０７５．掌蹠膿疱症患者におけるビオチンの治療効果とその効果に影響を及ぼす因子
高橋愼一１），吉田理恵１），森本光明２），高田篤史２），浮地賢一郎２），藤本 勝２），武田 瞬２），
松村真太郎２），山根源之２）（東歯大・市病・皮膚科）１）（東歯大・オーラルメディシン口外）２）

Ｐ０７６．口蓋・鼻腔に皮島を用いず筋弁充填と口蓋プレートにより，粘膜上皮による
良好な形態の口蓋形成を行なう上顎再建法
田中一郎１），緒方寿夫２），河奈裕正３）（東歯大・市病・形成外科）１）（慶應大・形成外科）２）

（慶應大・口外）３）
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目的：歯科口腔外科領域の手術の中でも，悪性腫瘍
に対する腫瘍切除術および頸部郭清術など侵襲の大
きな手術では，手術後の浮腫により気道閉塞をきた
し重篤な合併症を引き起こす可能性がある。その予
防のために気管切開が必要になることが多い。セル
ジンガー法を応用した経皮気管切開キット（NEO
PERC™）による経皮気管切開（PDT）は，従来の外
科的気管切開に比較し，皮膚切開範囲が小さく，手
技も簡便である。東京歯科大学市川総合病院では口
腔外科領域の悪性腫瘍手術直後に PDTを適用し，
術後の気道管理を行い良好な経過を得ているので報
告する。
方法：全身麻酔下に悪性腫瘍切除術および頸部郭清
術終了直後に PDTを施行した症例をレトロスペク
ティブに分析した。PDT施行の際には，日本集中
治療医学会専門医が助手として立ち会い，歯科医師
が PDTを行った。担当歯科医師は施行前にDVD
による手技の確認とマネキンによる実習を行ってい
る。手術終了後，空気，酸素，プロポフォール，レ
ミフェンタニル，ロクロニウムによる麻酔下に人工
呼吸を継続し，術中に使用した気管チューブに気管
支鏡用ポートの付いたコネクタを接続し，気管支鏡

下に気管穿刺部位が確認できる位置までチューブを
引き抜き，PDTを施行した。
成績：１０名の患者に対し術直後に PDTを施行し
た。平均年齢：５９．８歳（男性：５名女性：５名），平
均麻酔時間８時間３１分， 平均気管カニューラ留置
期間：９．１日（最低３日，最高１７日），留置期間中に
カニューラを交換した症例は２例あったが，交換時
にトラブルはなかった。カニューラ抜去後に特別な
処置（気管前壁の縫合など）が必要であった症例はな
かった。PDTを担当した歯科医師は１名が２回，
８名は初めての施行であった。PDTの執刀からカ
ニューラ挿入までの時間は全症例５分以内であり，
施行中の合併症は無かった。
考察：今回使用した PDTキットは気管穿刺部を拡
張する際にダイレータのみを使用するため，従来使
用されてきた止血鉗子による拡張より画一的に穿刺
部位の拡張が行え，手技的な成熟が必要ないため，
内視鏡下に行う限り，術者の技量に左右されず安全
に PDTが行える。術野と気切部位が近い口腔外科
領域でも，切開線が小さいため創部とつながる可能
性が低く，感染の可能性も低い。口腔外科領域にお
いて推奨されるべき手技であると思われた。

目的：アルツハイマー病（AD）にも意味性失名辞が
しばしばみられるが，意味記憶障害との関連は明ら
かでない。本研究の目的はADの意味性失名辞と
意味記憶障害を詳細に分析し，ADの意味障害の特
徴を明らかにすることである。
方法：対象は６０歳以上でMMSE１０点以上の軽度か
ら中等度のAD群３１例と６０歳以上の健常群１９例。
両群に我々が作成した意味知識バッテリーを施行し
た。意味知識バッテリーは動物，果物・野菜，乗り
物，楽器の４つのカテゴリーに属する計１６個の対象
物について，対象物を表す線画の呼称，語（対象物
の名称）に対する線画の指示（pointing），線画に対
する語の指示，対象物が含む意味的な内容（同じカ
テゴリーのメンバー，定義，属性）に対する線画ま
たは語の指示を求める検査から構成される。point-
ing で答える課題（指示課題）における誤りの選択肢
は３個とし，AD群には短縮版WAB失語症検査も
施行した。なお，統計学的有意水準は１％とした。
成績：すべての課題においてAD群の成績は健常
群の成績より有意に低下していた。AD群における
同じ対象物に関する成績の一貫性をみると，線画の

呼称，語に対する線画の指示，線画に対する語の指
示の３課題間，語に対する線画の指示と定義に対す
る語の指示の間，線画に対する語の指示と定義に対
する線画の指示の間にそれぞれ有意な一貫性がみら
れた。また，属性に対する線画の指示と属性に対す
る語の指示の間で有意な一貫性がみられた。しか
し，線画呼称，語に対する線画の指示，線画に対す
る語の指示の３課題それぞれと，属性に対する線画
の指示の間および属性に対する語の指示の間には有
意な一貫性はなかった。さらに，AD群おいて有意
な一貫性の成績低下を認めた２課題に同時に不正答
の対象物の数と短縮版WAB失語症検査から推計さ
れた失語指数との相関をみると，属性に対する線画
の指示と属性に対する語の指示を除くすべての２課
題の組み合わせについて，失語指数との間に有意な
相関がみられた。
考察：ADでは意味性失名辞と意味記憶障害がそれ
ぞれ独立して並存し，前者は視覚表象，言語表象，
意味記憶の間のアクセス障害により生じ，後者は表
象横断的な意味属性の喪失（意味記憶のストア障
害）として発現していることが示唆された。

Ｐ０７７．口腔外科長時間手術後の気管切開における経皮気管切開キット（NEO PERCTM ）
の有用性
縣 秀栄１），芹田良平１），大内貴志１），加藤崇央１），小板橋俊哉１），宮本 郷２），斎藤寛一２），
野沢亜矢子２），佐藤一道３），山内智博３），外木守雄２），山根源之２）３）（東歯大・市病・麻酔科）１）

（東歯大・オーラルメディシン口外）２）（東歯大・口腔がんセンター）３）

Ｐ０７８．アルツハイマー病において並存する意味性失名辞と表象横断的な意味属性の
喪失
吉野文浩１），加藤元一郎２），三村 將３），斎藤文恵２），江口洋子１）（東歯大・市病・精神科）１）

（慶應大・精神神経科）２）（昭和大・精神医学）３）
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東京歯科大学市川総合病院は２１診療科と６つのセ
ンター，５７０床を有する，歯科大学唯一の総合病院
である。地域がん診療連携拠点病院の認定を受け，
千葉県北西部の中核病院としての機能を果たしてい
る。臨床検査科は検体検査部門，生理機能検査部
門，病理検査部門の計３部門から構成され，さまざ
まな検査業務を通して臨床支援活動を行っている。
今回，臨床検査科各部門の活動と特徴について報告
する。
１．検体検査部門：採血から血液検査，輸血検査と
連携した業務を行い，検査データを確認することに
よって患者の変化を正確にリアルタイムに報告して
いる。定期的な勉強会も開催し，進化し続ける医療
に対応できるよう努力している。特に骨髄検査は所
属技師全員が対応可能で，医師との密な連携とディ
スカッションを通して，検査精度の更なる向上を目
指している。緊急な対応を求められる輸血検査は，
血液検査の報告に基づいた患者の急変や，貧血，出
血，血液疾患などをいち早く知ることが可能なの
で，素早い業務が実施可能な体制を構築している。
２．生理機能検査部門：心電図検査（ホルター，ト
レッドミル負荷心電図）をはじめ，心臓超音波検査，
頸動脈超音波検査，血圧脈波（ABI/PWV）検査，肺機

能検査，脳波検査，新生児聴覚スクリーニング検査，
聴性脳幹反応検査（ABR），電気眼振図，心臓外科
術中モニタリング検査（SEP）など多岐にわたる業務
を行っている。また耳鼻咽喉科との連携による終夜
睡眠時無呼吸検査（PSG）を実施している。東京歯科
大学市川総合病院は日本睡眠学会認定施設にもなっ
ており，睡眠障害に悩む多くの患者やメタボリック
シンドローム患者の健康に大きく貢献している。本
年から生理検査システムが導入され，臨床への緊急
報告画像のリアルタイム送信が可能になった。
３．病理検査部門：病理組織検査，細胞診検査，術
中迅速組織検査，病理解剖などの業務を行ってい
る。地域がん診療連携拠点病院認定や我が国で初め
ての口腔がんセンター設置によりがん患者の需要が
増大し，外科，婦人科，泌尿器科，口腔外科などの
生検・手術材料の検体件数が増加している。市川市
と歯科開業医との連携による口腔がん検診事業で
は，今年から病理検査室が基幹施設として口腔がん
検診を開始し，地域医療に貢献している。本年から
の電子カルテと連携した病理システムの導入によ
り，臨床へのリアルタイムの報告はもとより，マン
パワーによる煩雑な作業の軽減により医療安全にも
効果をあげている。

目的：患者中心の包括的な歯周治療を行うために
は，生物医学的データに加えて，生活の質（Quality
of Life; QOL）を含めた心理・社会・行動面に対する
認識が必須となる。しかし，従来の歯周治療のアウ
トカムは主に歯周パラメーターの変化で評価され，
歯周炎患者の認識は必ずしも重視されていなかっ
た。本研究は，口腔関連QOLの歯科衛生モデルを
使用したアセスメントを実施し，歯周基本治療が歯
周炎患者のQOLに及ぼす影響について検討した。
方法：研究デザインは２施設前向き研究とした。東
京歯科大学水道橋病院総合歯科および慶應義塾大学
病院歯科・口腔外科を受診し，歯周炎と診断された
患者のなかで，研究参加に同意を得たものを被験者
とした。歯周基本治療開始時に歯周組織検査に加え
て口腔関連QOLの歯科衛生モデル（OHRQL）尺度
の日本語版を使用したアセスメントを行った。その
後，担当歯科医師，歯科衛生士が口腔清掃指導およ
びスケーリング・ルートプレーニングを主体とした
歯周基本治療を行い，再評価時に再度OHRQLア
セスメントを行った。
成績および考察：歯周炎患者１１２人が研究参加に同

意し，そのうち基本治療を終了した５８名（平均５３．６
歳，男性４０％）が解析対象となった。患者の９７％が
口腔関連QOＬに何らかの問題を抱えており，歯周
組織が健康である者に比較してOHRQLスコアに
有意な違い（ｐ＜０．０００１）が認められた。患者は「痛
み」，「食事・咀嚼機能」および「心理的機能」領域
のOHRQLスコアが高い傾向を示した。被験者の
半数以上が，自分の口腔の健康状態は，同年代の他
者と比較して悪いと認識していた。年齢や歯数と
OHRQLスコアとの間には，有意な相関関係は認め
られなかった。口腔清掃指導と SRPを主とした歯
周基本治療を行った結果，患者の歯周パラメーター
およびOHRQLスコアに有意な改善（ｐ＜０．０１）を
認めた。以上の結果から，歯周炎は患者の口腔関連
QOLを損ない，歯周治療はＱＯＬを改善すること
が示唆された。OHRQL尺度を用いたアセスメント
を行い，問題ある領域に対する介入を計画し，実施
することが，包括的な歯周ケアおよび治療には必要
であると思われた。
（平成２１年度日本歯周病学会企画調査研究）

Ｐ０７９．臨床支援のための活動：臨床検査科の検査業務を通して
才藤純一，小林京子，鈴木輝男，宜保一夫，荒井義雄，迫田和彦，橋爪日出子，佐野奈津子，
福田雅美，大川登史，田内美紗子，山口 愛，田口晴丈，山中亜紀子，石見裕子，
木戸脇静香，田中陽一，宮内 潤（東歯大・市病・臨検）

Ｐ０８０．歯周治療は患者の口腔関連QOLを改善する
齋藤 淳１），穂坂康朗３），菊池百美２），赤松真也子３），深谷千絵３），上島文江４），益田仁美４），
松本信哉１），早川裕記２），井田 篤１），大田 恵２），藤波弘州１），中川種昭３），古澤成博２），
槙石武美１）（東歯大・口健・保存）１）（東歯大・口健・総歯）２）（慶應大・歯科・口外）３）

（東歯大・水病・歯衛）４）
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目的：口腔インプラント埋入手術は，骨外科手術で
あること，比較的長時間におよぶこと，局所麻酔薬
の使用量が比較的多いことなどから，他の歯科処置
と比較して，身体的・精神的ストレスは大きいこと
が推測される。また，処置にかかる費用が高額であ
るため，患者からより快適な診療が期待される。精
神鎮静法は，身体的・精神的ストレスを軽減し，患
者の安全性や快適性を向上させることを目的とし
て，あらゆる歯科領域に応用されている。本研究で
は，口腔インプラント埋入手術に対する静脈内鎮静
法の応用が循環の安定や患者満足度の点で意義ある
ことなのか否かを明らかにすることを目的として
行った。
方法：対象は，１時間程度で予定された１～数本の
口腔インプラント体埋入のみの手術を受けた患者
２５５名とした。ミダゾラム・プロポフォール併用に
よる静脈内鎮静法下に受けた鎮静群１２３名と局所麻
酔のみで受けた非鎮静群１３２名の２群に分け，比較
した。収縮期血圧，拡張期血圧，脈拍数の循環動態
を測定し，循環変動について分析した。静脈内鎮静

法を受けた患者のうち協力の得られた７１名に対し
て，術中の記憶，痛みの記憶，快適性について，術
翌日のアンケート調査を行った。
成績および考察：CV（変動係数）の比較では，収縮
期血圧と拡張期血圧において，循環抑制に作用する
薬剤の影響を受けた鎮静群が大きかったが，％変化
の比較では，収縮期血圧と拡張期血圧において，非
鎮静群が大きく，鎮静群では，負の方向に変化して
いた。静脈内鎮静法施行によって，至適鎮静時点で
すでに収縮期血圧と拡張期血圧は有意に低下し，手
術期全体で循環を抑制していた。ミダゾラム・プロ
ポフォール鎮静が，過度の血圧上昇を抑制し，循環
を安定させることで安全性に寄与していた。アン
ケートの結果は，痛みの記憶は１％，６４％に完全な
健忘が得られ，９７％が快適だったと答えた。
口腔インプラント埋入手術に，静脈内鎮静法を応用
することは，様々な身体的・精神的ストレスを軽減
し，手術中の循環変動をより安定させ，患者に満足
を与える意義あることと考えられた。

目的：インプラントを長期にわたって健康な状態で
維持していくために，口腔衛生管理は必要不可欠で
ある。インプラントのメインテナンスは，天然歯と
同様に診査，①セルフケア，②プロフェッショナル
ケアと分類される。インプラント周囲組織は天然歯
周囲組織と性状が異なることから，変化を客観的に
診断し，効果的なリコール間隔と適切なメインテナ
ンス法を選択することが，インプラントの長期維持
に有効であると考えられる。このたびは東京歯科大
学水道橋病院におけるインプラント治療に関わる口
腔衛生管理について，歯科衛生士部の取り組みを報
告する。
方法：インプラント患者の口腔衛生管理は，インプ
ラント部のみならず，一口腔単位で実施した。一般
に，メインテナンスの来院では，①問診（患者の近
況，全身状態など），②口腔内診査（残存歯を含む口
腔内全体），③インプラント診査（上部構造，インプ
ラント周囲組織等），④口腔内を患者と確認（上部構
造の形態とプラークの付着部位，セルフケアの評価
等），⑤クリーニングという流れで実施された。ま
ず，①，②において患者を取り巻く環境，全身状

態，口腔環境を把握し，③においてインプラント周
囲組織評価のプロトコールに則りインプランと周囲
組織の診査・診断を行った。その評価に基づいて⑤
クリーニングで用いる器材と方法を選択した。④で
は①～③によるメインテナンスプランに加えて患者
のキャラクター，セルフケアの能力を考慮し，的確
な指導を心掛けた。メインテナンスのインターバル
は①～⑤のすべての結果と，患者の希望を取り入れ
て決定した，インプラント周囲組織炎，インプラン
ト周囲炎と診断された場合においても，急性症状に
対する治療により組織の安定が保たれている場合に
は，メインテナンスの対象とした。
成績および考察：インプラント治療において口腔衛
生管理が重要であることは論をまたない。効果的で
的確なメインテナンスを提供するためには，携わる
すべてのスタッフの診査基準が統一されており，イ
ンプラント周囲組織の継続した客観的な診断もと
に，組織の状態に見合ったメインテナンス方法を選
択することが肝要と考えられた。今後，いつまでも
インプラント治療にご満足いただけるよう，口腔衛
生管理に積極的に取り組んでいきたい。

Ｐ０８１．口腔インプラント埋入手術中の循環変動に対する静脈内鎮静法の効果
田口達夫１），関根秀志１），松崎文頼１），高梨琢也１），古屋克典１），山上美樹２），高北義彦３），
福田謙一１），斉田菜緒子３），大串圭太３），小池志穂３），大坪有子３），柿澤 卓４），金子 譲５），
一戸達也５），小宮山彌太郎６）（東歯大・口健・インプラント）１）（東歯大・口健・補綴）２）

（東歯大・口健・歯麻）３）（東歯大・口健・口外）４）（東歯大・歯麻）５）

（ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター）６）

Ｐ０８２．インプラント治療に関わる口腔衛生管理について－歯科衛生士の立場から
中浜典子１），関根秀志２），田口達夫２），山口祥子１），朝隈尚子１），磯山素子１），古屋克典２），
高梨琢也２），松崎文頼２），山上美樹３），槇石武美４）（東歯大・水病・歯衛）１）

（東歯大・口健・インプラント）２）（東歯大・口健・補綴）３）（東歯大・口健・保存）４）
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目的：Aquaporins（AQPs）は主に水を透過させる
チャネルであり，現在まで哺乳類において１３種類が
確認されているが，水のみの透過性のため，その電
気生理学的特性は不明な部分も多い。一方，唾液腺
腺房細胞は多量の水および電解質を分泌し，特に水
の分泌にはAQPs が関与していると考えられてい
る。中でもAQP6 は水のみならず電解質の透過性
を有することが報告されている。今回，我々はマウ
ス耳下腺腺房細胞におけるAQP6 の局在と電気生
理学的特性の検討を目的とした。
方法：実験は東京歯科大学動物実験施設指針に基づ
き行った。１２～２０週齢のマウスから耳下腺組織を摘
出し，腺房細胞を急性単離した後，ホールセルボル
テージクランプ法にて細胞膜電流を記録した。そし
て，細胞外液中のNaCl を NaNO３，NaBr，NaI，
NaSCNに等モル濃度で置換し電流記録を行い，陰
イオン透過性を検討した。また，耳下腺腺房細胞に
おいて免疫組織染色をウサギポリクロナル抗AQP6
抗体・マウスモノクロナル抗 ZO-1 抗体を用いて

行った。さらに，RT-PCR，westerm blotting 法に
てAQP6 mRNA およびAQP6 protein の検討を行っ
た。
成績および考察：Cl－チャネル抑制薬であるDID-
S，niflumic acid，9-AC およびＫ＋チャネル抑制薬
であるTEA，tolbutamide の存在下において，保持
電位－６０mVからの脱分極パルスを与えると外向き
電流が記録された。細胞外液のCl－を NO３－に置換
すると外向き電流は増大し，I－および SCN－への置
換においてさらに増大した。RT-PCR，western blot-
ting 法にてAQP6 mRNAおよびAQP6 protein 発
現がみとめられた。免疫組織染色によるAQP6 の
局在は腺房細胞において細胞間隙近くの管腔の細胞
膜，分泌顆粒の細胞膜の中で多くみられた。これら
の結果は卵母細胞やＨＥＫ細胞に強制発現された
AQP6 の生物物理学的特性とよく一致していた。耳
下腺腺房細胞にはAQP6 が発現しており，水のみ
ならず陰イオン分泌に関与することが示唆された。

目的：活性型ビタミンＤは骨芽細胞やその他器官に
働きかけ，カルシウムイオンの調節などを行い，ま
たカルシウムイオンはカルシウムチャネルにより，
細胞内濃度が調節され，その機能は細胞の分化・増
殖，アポトーシス，酵素活性の調節，遺伝子発現の
調節など様々な作用が知られている。しかしながら
活性型ビタミンＤのカルシウムチャネルに対する働
きは詳細になっていない。そこで，今回我々は，骨
芽細胞において活性型ビタミンＤ受容体が電位依存
型カルシウムチャネルを調節するかどうか，および
その細胞内セカンドメッセンジャーを調べることと
した。さらに，ブラジキニン長期投与後の状態を慢
性炎症状態と想定し，その状態における細胞内セカ
ンドメッセンジャーおよびイオンチャネルに対する
効果の変化についても検討した。
方法：マウス培養骨芽細胞（MC3T3-E1）に全細胞膜
記録型パッチクランプ法を適用し，電位固定法で膜
電位を－４０mVに固定し，－１０mVへの脱分極刺激
を与えることにより，全細胞膜を流れるカルシウム
イオン電流を記録した。電位刺激はアクソン社コン
ピュータソフトウェア「pCLAMP ver10」で与え
られ，ヘカ・エレクトロン社増幅器「L/M-EPC
7」を介して細胞に与えた。イオン電流の解析は
「pCLAMP ver10」で行った。活性型ビタミンＤ，

SQ22536，U-73122，PD98，０５９，ブラジキニンは灌
流外液から与えられた。
成績：１０nM活性型ビタミンＤはカルシウムイオン
電流を促進させた。アデニル酸シクラーゼ阻害薬で
ある SQ22536 を前投与した細胞では，この促進作
用が減少した。ホスフォリパーゼＣ阻害薬であるU
-73122 を前投与した細胞では，促進作用の減少は
みられなかった。ミトゲン活性型チロシンキナーゼ
（MAPK）阻害薬である PD98，０５９を前投与した細胞
では，促進作用の減少はみられなかった。骨芽細胞
に炎症状態を再現すべく，細胞をブラジキニンの長
期投与（２４時間）を行い，同様の実験を行った。ブラ
ジキニン長期投与をした細胞においては，１０nM活
性型ビタミンＤはカルシウムイオン電流を減少させ
た。さらに，この細胞をMAPK阻害薬である PD
98，０５９を前投与した細胞では，この減少が発現しな
くなり，逆に促進作用へと転換した。
考察：通常状態では活性型ビタミンＤはアデニル酸
シクラーゼを介して電位依存型カルシウムチャネル
を促進することが明らかになった。一方，ブラジキ
ニン長期投与後の状態では，アデニル酸シクラーゼ
を介する経路にMAPKが関与し電位依存型カルシ
ウムチャネルを抑制することが明らかになった。

Ｐ０８４．骨芽細胞における活性型ビタミンD3誘発性カルシウム電流変化はブラジキニ
ンの長期投与によって修飾される
内田悠志１）２），遠藤隆行１）３），澁川義幸１）３），田﨑雅和１）３），末石研二２）（東歯大・口科研・hrc7）１）

（東歯大・矯正）２）（東歯大・生理）３）

Ｐ０８３．マウス耳下腺腺房細胞におけるAquaporin 6 の電気生理学的特性
市川秀樹１）２）３），澁川義幸１）２），佐原資謹４），橋本貞充１）５），津村麻記１）２）６），祁 兵７），佐藤慶太郎８），
成田貴則７），百瀬弥寿徳６），田﨑雅和１）２），下野正基５），杉谷博士７）（東歯大・口科研・hrc7）１）

（東歯大・生理）２）（都立大塚病院・口腔）３）（岩医大・歯・口腔生理）４）（東歯大・病理）５）

（東邦大院・薬）６）（日大松戸・歯・生理）７）（獨協医大・医・生理）８）
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目的：細胞膜イオンチャネルは，炎症のような病態
生理的状態を含めた様々な細胞過程を調節する。し
かし，どのような細胞膜イオン機構や細胞膜・内信
号が，ヒト歯髄細胞の細胞機能変調に関わるかにつ
いては，不明のまま残されている。そこで，ヒト歯
髄不死化細胞（HDP cells）に発現する電位依存性
Na＋チャネルの生物物理学的特性，薬理学的特性な
らびに炎症反応でのチャネル発現を検討した。
方法：HDP cells は，ウシ胎児血清，ペニシリン－
ストレプトマイシン溶液を含むアルファーMEM
中で培養を行った。チャネル発現解析では，０．１－
１０μMブラジキニンを加えた培地で２４時間培養し，
電位依存性Na＋チャネルサブタイプであるNav 発
現を RT-PCR により解析した。全細胞膜イオン電
流はwhole-cell voltage-clamp 法により記録した。
加えて，免疫組織化学染色を行った。
成績：HDP cellsは，nestinとdentin sialoproteinに
免疫応答陽性を示した。保持電位（Vh）－７０mVで
HDP cells を電位固定すると内向き電流が記録され
た。その電流は，膜電位－１０mVで活性化し，早い
立ち上がりと減衰を示し，電位－時間依存性内向き

電流と同定された。内向き電流の定常状態における
不活性化過程は，電位依存性で，内向き電流の半分
が不活性化する膜電位（Ｖ０．５）は，－５８．７mVで
あった。内 向き電流は，細胞外Na＋を Li＋に置換
すると消失したが，Ca２＋の除去には影響を受けな
かったことからNa＋電流と同定された。また，内向
き電流は，細胞外１μMテトロドトキシン（TTX）
を投与すると消失した。HDP cells には，Nav1.1 か
ら１．９ならびにNa（x）が発現していた。ブラジキニ
ンの２４時間細胞外投与により，Nav1.1・Nav1.2・
Nav1.8 が濃度依存性に，その発現が増加した。
考察：HDP cells に TTX感受性電位依存性Na＋
チャネルの発現が示された。本チャネルのV 0.5
は，過分極方向にあるため，生理学的な条件下にお
いて，このチャネルは完全に不活性化している。
よって静止時には機能的な役割を演じない。しか
し，ブラジキニンなどの炎症性物質等により誘発さ
れる過分極状態においては，特異的な電位依存性
Na＋チャネル発現が増加するとともに，チャネル活
性が増加し，病態生理学的な機能協関にかかわるこ
とが示された。（著者名５０音順）

目的：細胞や組織における物質の代謝や輸送には活
性酸素（SO）や一酸化窒素（NO）が関与しており，数
種の酵素が合成や分解を担っている。NO生成を触
媒するNO合成酵素（NOS）には神経型（n-NOS），誘
導型（i-NOS），血管内皮型（e-NOS）の３種のアイソ
ザイムが，SO消去酵素 SODにはMn-Fe SODな
どのアイソザイムが存在する。NOSや SODは組織
によってラジカル環境に関与する酵素が異なる部位
特異性を有することが解っているものの，これまで
歯肉に関する報告は少なく，各酵素の形態学的動態
や相互作用機構は不明な点が多い。今回我々は歯肉
における酵素間の相互作用機構を解明するための第
一段階として，n-NOS ノックアウト（KO）マウスを
用い，各種NOSおよび SODのmRNA発現とタン
パクの局在を検索した。
方法：５週齢 n-NOSKOマウスおよび対照群マウス
（B6）の下顎を用いた。mRNA発現は in situ hybridi-
zation 法（非 RI 法）によりMn-SOD，i-NOS，e-NOS，
n-NOS probe を用いて観察を行った。酵素タンパク
の局在は抗Mn-SOD抗体，抗 i-，e-，n-NOS 抗体，

抗 nitrotyrosine 抗体を使用し，免疫組織化学的染
色を行った。
成績：対照群における n-NOSmRNAは歯肉上皮の
基底細胞層，粘膜固有層の血管内皮細胞と線維芽細
胞で陽性であったが，n-NOSKOマウスの歯肉では
陰性であった。e-NOS は対照群では上皮基底細胞
層が陰性，粘膜固有層の血管内皮細胞と線維芽細胞
は共に弱陽性であったが，n-NOSKOマウスでは双
方とも強陽性であった。タンパクの局在もmRNA
の結果とほぼ一致していた。
考察：今回の実験では，対照群歯肉粘膜固有層の血
管内皮細胞，線維芽細胞において，n-NOS と e-NOS
が陽性であり，n-NOSKOマウス歯肉粘膜固有層に
おける血管内皮細胞と線維芽細胞では e-NOS およ
び i-NOS が強い陽性反応を示した。これは，n-NOS
欠如したことにより i-NOS と e-NOS が代償性に増
加したと考えられる。歯周疾患の増悪にはNOが関
与していることが報告されており，今後これらの酵
素の相互作用機構を解明することにより，歯周疾患
の病態の把握や治療に役立つものと考えられる。

Ｐ０８６．n-NOS ノックアウトマウス歯肉における各種NOSおよび SODの発現
石岡みずき１）２），渡邊弘樹３），石塚洋一１）４），栁澤孝彰５），新谷誠康１）２）（東歯大・口科研・hrc7）１）

（東歯大・小児歯）２）（奥羽大・歯・口腔組織）３）（東歯大・歯周）４）（東歯大・超微）５）

Ｐ０８５．ヒト歯髄細胞におけるTTX感受性電位依存性ナトリウムチャネルの炎症性
制御機構
石岡みずき１）２），市川秀樹１）３）４），石塚洋一１）５），内田悠志１）６），遠藤隆行１）３），笠原正貴１）７），
金 亨俊１）８），佐々木研一１）９），渋川義宏１）５），澁川義幸１）３），新谷誠康１）２），田﨑雅和１）３），
津村麻記１）３）１０），中本大介１）９），西澤秀哉１）７）（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・小児歯）２）

（東歯大・生理）３）（都立大塚病院・口腔）４）（東歯大・歯周）５）（東歯大・矯正）６）

（東歯大・歯麻）７）（東歯大・学生）８）（千葉県）９）（東邦大院・薬）１０）
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目的：線維芽細胞は種々の組織の間質に存在し，培
養系が確立されている体細胞型である。この細胞型
に関して，筋原性への転換や多能性関連遺伝子の発
現のような興味深い報告がある。本研究では，線維
芽細胞を用いた再生医療の可能性を検討するため
に，①共培養系および単独分化培養系における線維
芽細胞の骨格筋分化誘導，および②非導入系による
線維芽細胞の多能性幹細胞化を試みた。
方法：①マウス成体由来線維芽細胞（mAF）は，成
体GFPマウスまたはC57BL/10 マウスの背部皮膚
片をMF-start 培地で培養することによって採取し
た。細胞は同培地または１０％ウシ胎児血清添加
DMEMで維持された。骨格筋分化誘導は，C2C12
マウス筋芽細胞株との共培養から着手した。C2C12
細胞は定法にしたがって培養された。C2C12 細胞
およびGFP＋mAFは共培養群（C2C12：mAF（１：
１））および対照群（C2C12 のみ）で，１０mm-well に
計２×１０５個で播種された。翌日から２％ウマ血清
含有培地による分化培養を開始した。mAFの筋原

性分化は筋管におけるGFP蛍光の観察によって確
認した。また，単独培養系によるmAFの筋原性分
化を試みている。
②mAFはガラスボトムディッシュに播種され，
bFGF添加無血清無フィーダーマウスES細胞培養
条件で培養された。多能性幹細胞への転換に関し
て，種々の培養条件（低酸素，G0 誘導，添加因子な
ど）を試験している。形態によってES様コロニー
を確認し，その継代培養を試みる。
成績および考察：①共培養系において，分化培養５
日目までにGFP＋筋管が確認された。これはGFP＋
mAFが筋管形成に参入したことを示す。単独分化
培養系では，線維様形態への転換が認められたが，
C2C12 による筋管とは形態的に異なった。再試お
よび免疫染色による確認を行う予定である。
②線維芽細胞の非導入系による多能性幹細胞化で
は，ES様の小コロニーの出現を認めたが，これら
の継代培養には至っていない。種々の条件の試行が
進行中である。

目的：Acetyl Hexapeptide は，コリン作動性運動
神経終末において SNAP-25 と競合することによ
り，シナプス小胞からの神経伝達物質の放出を抑制
し筋肉の収縮を緩慢にすることが知られている。そ
こで，Acetyl Hexapeptide を標的筋肉に局所的に
作用させることにより筋肉の収縮を減弱化し，その
付着する骨の成長変化にも影響を与えると推測し
た。本研究では，成長期の下顎骨に対して付着して
いる筋肉の収縮を抑えることにより，どのような下
顎骨成長変化が起こるかについて成長量に関する縦
断的な検討を行う。
材料および方法：生後３週齢Wister 系雄性ラット
２０匹を用いて，対照群・実験群に各１０匹ずつ分け
た。対照群には，１％アテロコラーゲン（KOKEN
Co., Ltd），実験群には１％アテロコラーゲン（Acetyl
Hexapeptide７mg/ml 含有）を左側咬筋部皮下に０．１
ml ずつ１週間ごとに６週齢まで３回注入した。３
週齢および６週齢の同一個体に対して，管電圧９０
kV，管電流５０μA，スライス幅５０μm，倍率２倍，

の条件下で動物実験用３ＤマイクロＸ線ＣＴ装置
（R_mCT/Rigaku）にて頭蓋顎顔面を撮影した。得
られた画像は三次元構築ソフト（TRI/3 D-BON）に
て立体構築を行なった後に，三次元計測ソフト（Im-
ageware ver. 11.0）にて任意の計測点（Me，Ag，
Co，Cd，Go，Mo1，Mo2，Mo3），計 測 線（Me-
Ag）および計測平面（Na-rZt-lZt）における垂直・水
平距離，前・後方角度，臼歯の挺出量などの成長変
化量の計測を行い検討した。
成績および考察：対照群では，各計測において左右
差は認められなかった。実験群では，薬剤注入側の
水平距離の増加・垂直距離の減少・上下顎臼歯の挺
出を有意に認め，角度計測では下顎角の有意な開大
を示唆した。Acetyl Hexapeptide による咬筋の収
縮抑制は，成長期ラット下顎骨における水平的，垂
直的な成長および，下顎骨形態の角度への影響を与
える。従って，成長期における下顎骨の左右非対称
に対して本薬剤を用いた成長コントロールの可能性
が示唆された。

Ｐ０８７．骨格筋再生医療へ向けた基礎研究 －線維芽細胞の分化誘導と幹細胞化の試み－
小薗井真人１），岩沼 治１）２），阿部伸一１）２），佐藤 裕１）３）（東歯大・口科研・hrc7）１）

（東歯大・解剖）２）（東歯大・生化）３）

Ｐ０８８．成長期ラット咬筋部皮下へのAcetyl Hexapeptide 注入による下顎骨の成長変
化について
石井武展１）２），茂木悦子１）２），末石研二２），阿部伸一１），佐藤 裕１），吉成正雄１）

（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・矯正）２）
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研究目的：口腔粘膜組織は，口腔上皮におおわれ，
唾液腺から分泌される唾液によって恒常性が維持さ
れており，粘膜防御の最前線となっている。口腔上
皮や唾液・唾液腺における生体防御機構を解明する
とともに，これらを活性化していくことは，口腔の
アンチエイジングの基礎として重要な位置を占める
と考えている。本発表では，３次元培養系で再構成
した口腔上皮のバリア機構と，唾液腺腺房細胞にお
けるタイト結合を介した傍細胞輸送および唾液分泌
制御に焦点を当てて報告する。
研究方法：３次元培養系による口腔上皮再構成のた
めには，ウサギ口腔粘膜から角化上皮細胞のみを分
離し，線維芽細胞をフィーダー細胞として気相培養
下で複層培養シートを作成し，非接触型測定（Trans
-epithelial Electrical Resistance，TER法）により，
細胞間の接着性と透過性を電気抵抗によって評価し
た。また，唾液腺腺房細胞における傍細胞輸送およ
び唾液分泌機構については，ラット顎下腺を用い
て，灌流環境下で分泌刺激時のタイト結合と細胞骨
格の変化を，未固定新鮮組織の急速凍結フリーズフ
ラクチャー法により検討した。さらに，マウス耳下
腺腺房細胞におけるAquaporin6 の局在と機能につ

いて検討した。
結果および考察：ウサギ口腔粘膜上皮の複層培養
シートは，９日間の気相培養で重層化し約５０μm
に厚みを増すとともに，TER値に相関性があっ
た。免疫組織染色ならびに透過型電子顕微鏡を用い
た形態学的評価によっても，サイトケラチン１３／１４
免疫蛍光染色により細胞の分化とともに正角化がみ
られ，細胞間結合装置のデスモゾームの増加と細胞
間隙の狭小化が認められ，正常口腔粘膜の性質を保
持した複層培養シートであることを明らかにした。
この三次元培養シートは，培養細胞・組織の提供と
ともに，再建した組織の安全性・機能性評価として
重要な指標となると考えられた。ラット顎下腺で
は，IPR（isoproterenol）とCCh（carbachol）による分
泌刺激により，タイト結合部から腺腔側膜直下のア
クチン細胞骨格が分泌にともなって改変されて，タ
イト結合を介した水やイオン，低分子量の分子等の
傍細胞輸送経路の透過性を増大させることが示され
た。また，AQP6 がタイト結合部の細胞膜と分泌顆
粒膜に局在し，水と陰イオンの輸送に密接に関与し
ている事が示された。

目的：歯周病原性 Aggregatibacter actinomycetemco-
mitansは慢性歯周炎や侵襲性歯周炎の原因菌であ
り，心内膜炎や髄膜炎からも分離され全身疾患と関
連も示されている。本菌の新鮮分離株は血液平板培
地上で rough 型，星状，辺縁不整の強固な付着性
のコロニーを形成し，液体培養では管壁に強固に付
着し発育する。本菌のコロニーは継代培養すること
で rough 型から smooth 型に変化し，強固な付着性
も消失し病原性も減弱する。細菌産生アミロイド線
維は，大腸菌やサルモネラ菌で報告されており，細
胞への付着や侵入，共凝集，バイオフィルム形成な
どに深く関与している。歯周病原性細菌がアミロイ
ド様物質を産生するか否かについては不明であり，
今回歯周病原性 A. actinomycetemcomitansのアミロ
イド様物質産生の有無について rough 型および
smooth 型を用いて解析した。
方法：Rough 型コロニー形成株AKRおよびその
smooth 型転換株であるAKSを yeast extract 添加
Trypticase soy broth で２日間，５％CO２下で培養
した。rough 型形成株は管壁に付着し発育するた
め，AKRは管壁より剥離した菌体を PBSに懸濁し

た。AKSは均一に濁った培養液から遠心し集菌
後，菌体を PBSに懸濁した。菌体を超音波破砕処
理したものを超遠心および限外ろ過を行い，粗精製
成分を得た。アミロイド様物質の有無は蛍光色素
Thioflavin T（ThT）と菌体懸濁液あるいは粗精製成
分を混合し，直後に蛍光強度を分光蛍光光度計より
測定することで判定した（励起波長：４５０nm，蛍光
波長：４８６nm）。また粗精製画分を１００℃，１０分熱処
理あるいはプロテアーゼ処理後，その影響を検討し
た。
成績および考察：AKR菌体懸濁液およびその粗精
製成分のThT蛍光測定により，４５０nmをピークと
する蛍光を検出できたが，AKS菌体懸濁液では，
検出できなかった。AKRの粗精製成分を加熱およ
びプロテアーゼ処理しても，蛍光強度に影響は認め
られなかったことから，本菌のアミロイド様物質も
大腸菌などのアミロイドと同様の性質をもっている
ことが示された。以上のことから A. actinomycetem-
comitans rough 型集落形成株菌体には，アミロイド
様物質が存在し，本菌の付着やバイオフィルム形成
などの歯周病原性への関与が示唆された。

Ｐ０８９．口腔上皮と唾液腺上皮の細胞間透過性調節機構
橋本貞充１）２），加藤靖浩１）３），村上政隆４），澁川義幸１）５），市川秀樹１）５），福島・松木美和子６），
坂井 隆７），正岡孝康８），福田 稔９），挟間章博１０），篠崎尚史１１），杉谷博士１２）

（東歯大・病理）１）（東歯大・口科研・hrc7）２）（慶應大医・薬理）３）（生理研・超微小形態）４）

（東歯大・生理）５）（日大松戸・生理）６）（岐阜県）７）（愛媛県）８）（杏林大医・電顕）９）

（福島県立医大医・生理）１０）（東歯大・角膜センター）１１）（日大獣医・生化）１２）

Ｐ０９０．Aggregatibacter actinomycetemcomitans rough 型集落形成株のアミロイド様物
質産生
君塚隆太１）２），加藤哲男２）３），石原和幸１）２）（東歯大・微生物）１）（東歯大・口科研・hrc7）２）

（東歯大・化学）３）
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目的：ES細胞及び iPS 細胞はアンチエイジング，
再生医療にとって非常に重要である。しかしそれら
の癌化制御が克服すべき重要な課題である。ES細
胞自身が発現し分泌する癌抑制因子 Lefty を応用し
ES細胞及び iPS 細胞の癌化抑制を目指すため，そ
の発現調節機構を解明する。
方法：膵臓癌細胞KPINL を６穴プレートに５万/
well，ES 細胞を５万/well 播種・継代しTGF-β（１０
ng/ml）及びMAPK阻害剤（Erk 阻害剤およびMEK
阻害剤）およびRas に対する siRNAを０，２．５，
５，１０，２４時間作用させ，Lefty 及び nodal 遺伝子
発現量をリアルタイム PCR法により測定した。
Lefty 蛋白質発現はウェスタンブロット法，蛍光抗
体法により解析した。
成績および考察：膵臓癌細胞ではTGF-β刺激によ
り Lefty 発現は増加した。さらにErk，MEK，Ras
遺伝子を阻害することにより，TGF-β刺激の Lefty
発現の増加効果はおよそ１００倍に増強された。しか
し nodal 発現量にはいずれの場合も影響を認めな
かった。これら遺伝子に由来するタンパク質発現は
ウェスタンブロット法により確認した。ES細胞は
無フィーダー細胞下では２日間培養で外胚葉系への

分化細胞の存在が示唆され，TGF-β刺激による
Lefty 発現増 加は一過性かつ一定しなかった。
フィーダー細胞存在下ではTGF-β刺激が Lefty 発
現を増加したがMAPK阻害ではTGF-β刺激効果
が衰弱した。しかし nodal 発現量にはいずれの場合
も影響を認めなかった。膵臓癌細胞ではTGF-β刺
激が Lefty が発現を増強しさらにRas-MAPK経路
がそのTGF-β経路を阻害している。このことは癌
組織ではRas-MAPK経路の刺激が癌抑制遺伝子発
現を阻害し，癌細胞増殖に寄与する。しかもRas-
MAPK経路がTGF-βの阻害因子として関与す
る。一方ES細胞は無フィーダー細胞系では外胚葉
系への分化とTGF-β刺激効果の減弱を認める。
フィーダー細胞下ES細胞はTGF-β刺激で Lefty
発現の増強を認める。さらに膵癌細胞とは逆に
MAPK阻害で Lefty 発現は阻害された。ES細胞で
はTGF-β刺激が Lefty 発現増加因子であるが，こ
のときMAPK経路の関与は促進的であり，癌とは
異なる。nodal は Lefty 発現調節因子であるが，Lefty
との一致した変化は認められないので重要な調節因
子ではないことが推測される。

目的：唾液腺は唾液を分泌し，口腔粘膜の保護や消
化，抗菌タンパクの分泌などの機能がありる。放射
線治療やシェーングレン症候群の患者は唾液腺組織
に破壊が起こり，唾液分泌能が低下し，齲蝕や舌痛
症などのリスクが高まる。破壊された組織の回復を
目的とした組織再生の研究が盛んに行われ，歯科で
は現在までに歯髄，歯周組織などで歯原生幹細胞の
存在が報告されている。しかしながら唾液腺に対す
る明確な組織再生医療の報告は少ない。今回の研究
は唾液腺組織における幹細胞の存在と，細胞活性に
ついて分子生物学的および組織形態学的に検索を
行った。
材料および方法：今回の実験では４週齢の std マウ
スから耳下腺組織を採取し，トリプシン／ディス
パーゼ溶液を用いて唾液腺組織から単離化した細胞
を採取し，５μg/mlの Hoechst33342 添加溶液にて
２時間インキュベートを行った。細胞はさらに１μg
/ml の PI を添加し，FACS ariaにて生細胞を分離
した。そして組織幹胞を多く含む Side population
（SP）とMain population（MP）細胞群を採取した。
同時にFACS Aria を用いて SP/MP細胞分画に含
まれる Sca-1，C-kit および CD45 の免疫染色を行っ
た。唾液腺 SP/MP細胞はその後Epidermal growth

factor（EGF）＋/－培養液にて培養し，Amylase の
免疫組織化学的染色，およびAmylase，PSCAお
よびABCG2 mRNA発現の検索を７日および１４日
後に行った。
結果および考察：唾液腺から分離した SP細胞の割
合はおよそ０．４％存在していた。また，細胞分画で
SP細胞は Sca-1 および c-kit に陽性で，CD34 に陰
性であり組織幹細胞の特性を有していた。分離した
SP/MP細胞を EGFを添加した培養液で培養を
行った結果，培養７日まではAmylase の存在を認
めたが，１４日培養を行った細胞に陽性細胞は認めら
れなかった。またEGF添加培養液で培養した結
果，mRNA発現の結果はAmylase，PSCAおよび
ABCG2 mRNAの発現量が多いことが示された。
唾液腺から採取した細胞は，骨髄や歯髄と同様に

組織幹細胞の割合が多い SP細胞の分離が可能であ
り，EGFを加えることにより腺房細胞の特性を有
した培養が可能であった。しかしながら長期間培養
を行うと特性は失われるため，さらなる研究が必要
であった。本研究結果より，各種疾患やエイジング
により口腔機能の低下した患者に対して応用可能で
あるか検索することが今後の研究課題となる。

Ｐ０９１．ES細胞が発現する癌抑制遺伝子 Lefty の調節機構
岡田晶子１）２），松坂賢一１）３），山本康人２），横山暁子２），落合宏美２），柴山和子１）２），佐藤 裕１）２），
東 俊文１）２）（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・生化）２）（東歯大・臨検）３）

Ｐ０９２．唾液腺から得られた組織幹細胞に対する上皮成長因子の効果
国分栄仁１）２），松坂賢一１）３），井上 孝１）３）（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・微生）２）

（東歯大・臨検）３）
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Purpose：The purpose of autogeneous transplan-
tation is the regeneration of dentine like hard tis-
sue in fully disinfected root canal of pulpless teeth,
which would be best alternative to synthetic mate-
rials in root canal therapy. In this study, we inves-
tigated the behavior of cultured DPCs in a 3-
dimension type-1 collagen scaffold, and auto-tran-
splanted in abdominal muscles.
Materials and Methods：In this experiment, 100g/
bw Srague-Dawley male rats were used. Pulp tis-
sues were obtained from one of the maxillary cen-
tral incisor and the extracted sockets were su-
tured under general anesthesia. DPCs were then
cultured in α-MEM solution supplemented with
10% FBS and Gentamicin. After 3rd passage cul-
tured DPCs were stained with the QtrackerⓇ cell
labeling kit（Invitrogen）. After staining, cells were
transferred in to type I Collagen gel（Cellmatrix:
Nitta gelatin Inc. Japan）to observe the prolifera-
tion of DPCs in 3D scaffold in vitro. Labeling cells
shape and proliferation was examined using im-
munohistochemical staining Phalloidin and 4’, 6-
diamidino-2-phenylindole（DAPI）by confocal micro-
scope. For in vivo experiment cultured DPCs

were autogeneously transplanted to rat abdominal
muscles, in order to see any hard tissue formation
like bone and dentine in muscles. Before trans-
plantation, cultured DPCs labeled with QtrackerⓇ
kit were checked in vitro, in order to confirm that
DPCs retain the florescence staining. QtrackerⓇ
staining was observed 1 hour, 24hours and 3days
after the staining. Then the stained DPCs were
transplanted to the abdominal muscles. Experi-
mental rats were sacrificed after 3days, 2weeks
and 3weeks periods. H-E and Immunohistochemi-
cal staining was used to evaluate the results of the
transplanted cells.
Summary of the results：Qtracker labeled cul-
tured DPCs were consistent up to one week, but
fluorescent marking（Dye）of DPCs decreased with
the passage of time, as result of cell division of the
daughter cells, because the nanocrystals are un-
able to transfer in to dividing new cells. After the
transplantation DPCs were modified in muscles
tissue to connective tissues after 3weeks period.
Conclusion：These results suggested that DPCs
cultured in 3D scaffold is effective regeneration
method.

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，２０００年のNIHコンセンサス
会議において，骨強度とは，骨密度と骨質からなる
と定義された。この事は骨密度（BMD）のみによる
骨強度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近遠心方向への
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，従来の検査法
である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６側を採取し試料とした。
試料体をマイクロCTにて撮像を行い三次元的な構
造の確認を行った，第一大臼歯部を関心領域とし，

近心部，根分岐部，遠心部で前頭断した切片標本を
作製し。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配向性の測定を行った。μCTのデータを
用い６側中３側はBAp計測と同部位での骨密度を
計測した。BAp配向，BMDそれぞれにおいて，各
計測部位間での分散分析を行った後，多重比較によ
り比較検討した。また，BAp配向と BMD間の相
関分析を行った。
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結晶配向性が認められ，歯槽部と比較して基
底部が有意に高いBAp結晶配向性を示した（ｐ＜
０．０１）。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，骨密度は歯槽部‐
基底部間で大きな差を示さず，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。

Ｐ０９３．Autogeneous transplantation of Rat, cultured dental pulp cells（DPCs）to ab-
dominal muscles
Sultan Zeb Khan１）２），Eitoyo Kokubu１），Satoshi Murakami３），Kenichi Matsuzaka１）２），
Takashi Inoue１）２）（東歯大・口科研・hrc7）１）（東歯大・臨検）２）（東歯大・教育開発センター）３）

Ｐ０９４．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・骨密度
森岡俊行１）２），古屋英敬１）４），松永 智１）４），吉成正雄１）３），井出吉信１）４），矢島安朝１）２）

（東歯大・口科研・インプラント）１）（東歯大・口腔インプラント）２）（東歯大・理工）３）

（東歯大・解剖）４）
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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
治癒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，動物実験によ
る創傷治癒過程の報告はされていない。高齢患者の
増加が予測されるインプラント治療にとって老年性
骨粗鬆症の骨治癒過程の解明は重要な課題である。
そこで我々は，整形外科領域で骨折治癒促進に応用
されている低出力超音波パルス（LIPUS）に注目し，
低代謝回転型骨粗鬆症モデルマウス（SAMP6）を用
いて骨欠損部の治癒過程に及ぼす影響を第２８８回東
京歯科学会にて報告した。今回，実験動物用 3Dマ
イクロ CTを用いて同一固体における経時的な骨治
癒過程および LIPUS の影響を検討した。
方法：実験動物は１８週齢の雄性 SAMP 6（P 6），対
照群として老化促進系対照マウス SAMR 1（R 1）を
用い，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た。大腿骨にラウンドバー（φ
０．９mm）にて骨欠損を形成した後，術後７日後より

照射群に対して６日間 LIPUS 照射（1 MHz，３２０
mW，１５分／日）を行った。照射群，非照射群ともに
術後７日後から１４日まで生存させたまま同一固体を
マイクロCTにて撮影を行った。得られた画像から
三次元的データを構築し，経時変化解析ソフト（CT
Atlas Compare Analysys）を用いて骨欠損部の増減
の計測し統計（ｔ検定：ｐ＜０．０１）を行い評価した。
成績および考察：照射群，非照射群ともに骨増加像
は骨欠損部に限局，骨減少像は大腿骨全体に散在し
て認められた。R1 において骨増加率は照射群と比
較して非照射群で低い傾向が見られたが有意差は認
められなかった。骨減少率においては非照射群で高
かった（ｐ＜０．０１）。一方，P6 においては照射群と
比較して非照射群で高い骨増加率が認められた（ｐ
＜０．０１）。また骨減少率は非照射群が低かった（ｐ＜
０．０１）。
これらの結果から LIPUS 照射は低代謝回転型骨

粗鬆症に対して骨欠損部の新生骨形成を促進する効
果は低く，また，骨梁の吸収を促進する効果がある
ことが示唆された。

目的：インプラント周囲炎を予防する方策として，
インプラント材に抗菌性を付与する表面改質法が検
討されている。今回は，抗菌性をもつといわれるサ
ケ白子由来のペプチドであるプロタミンをポリメタ
クリル酸メチル（PMMA）に固定し，抗真菌性を試
験した。また，歯周病原菌の増殖に対するプロタミ
ンの影響を検討した。
方法：１）PMMAおよび酸素プラズマ処理した
PMMA（PMMA-O2）の表面を，Ｘ線光電子分光分析
（XPS）により測定した。２）QCM水晶センサーを
用いてスピンコート PMMA表面上におけるプロタ
ミン（Prot）とその加水分解物（Brom，Ther）の吸着
特性を測定した。３）QCMによりスピンコート
PMMAに対する Candida albicansの初期付着およ
び増殖特性を測定した。４）P. gingivalis（P. g.），P.
intermedia（P. i.），A. actinomycetemcomitans（A. a.）
の３菌種に対するプロタミンの最小発育阻止濃度
（MIC）を，寒天平板培地を用いて測定した。
成績および考察：１）PMMA-O2 の表面において，
未処理の PMMAと比較しカルボキシル基の存在量
が増加していた。２）QCMによるプロタミン吸着

量は，Prot，Brom，Therともに未処理 PMMAと
比較し，PMMA-O2 は明らかに吸着量が増加した。
３）プロタミン未処理 PMMAと比較し，プロタミ
ン処理群は PMMA，PMMA-O2 とも C. albicansの
初期吸着量およびBiofilm 形成量が減少した。また
その傾向は，Prot より Brom，Ther で顕著であっ
た。PMMA-O2 に関しては，C. albicansの初期吸着
量が PMMAより減少したが，有意な差は見られな
かった。４）Prot のMIC（ppm）はそれぞれ，P. g.
33277 が６．３×１０２，P. i. 25611 が１．１×１０３，A. a 310
a が１．５×１０３で，BromのMIC（ppm）はそれぞれ，P.
g. 33277 が１．３×１０３，P. i. 25611 が２．０×１０３，A. a 310
a が１．５×１０３であった。供試した歯周病原菌の中で
は P. g.に対する抗菌性が最も高く，Bromより Prot
の方が効果が高かった。
以上のことから，プロタミンを PMMAに固定す

ることが可能であり，固定面に抗真菌性を付与する
ことが可能であることが明らかになった。またプロ
タミンは P. g.に対しても抗菌性をもつことが示唆
された。

Ｐ０９５．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 －第２報－
吉田有智１）２），佐々木穂高１）２），古谷義隆１）２），吉成正雄１）３），矢島安朝１）２）

（東歯大・口科研・インプラント）１）（東歯大・口腔インプラント）２）（東歯大・理工）３）

Ｐ０９６．抗原性の低い新規ペプチドの歯科材料への固定化とバイオフィルム形成抑制
三浦 直，田辺耕士，吉成正雄（東歯大・口科研・インプラント）
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目的：Micro Computed Tomography（Micro CT）は，
既に多くの研究機関で導入され，その有用性が報告
されている。これまでのMicro CTは線量が多くま
た撮影に長い時間を要するため，同一個体での経時
的変化を解析することは困難であった。そこで，本
学口腔科学研究センターでは，最近開発された低線
量かつ短時間で撮影可能な実験動物用 3Dマイクロ
Ｘ線CT（R_mCT，リガク）を導入した。今回は，
本装置で取得した画像の画素値の照射条件依存性に
ついての検討を行ったので使用経験を含めて報告す
る。
方法：①画素値の照射条件依存性：管電圧５０，６０，
７０，８０，９０kVの５通 り に，管 電 流 を４０，８０，
１２０，１６０，２００mAの５通りに設定し，全ての組み合
わせで骨塩定量ファントム（京都科学，UCA型）を
撮影した。骨塩定量ファントムは硬組織を想定し，
１．０３１，１．１５１，１．２７，１．３８９（g/cm３）の４種類の密
度のファントムを用いた。得られた各ファントム像
上に３７８×１２９画素の関心領域を設定して平均画素値
を求め，照射条件による密度と画素値の関係の変化

について検討した。画像解析ソフトには image J
（National Institutes of Health, NIH）を用いた。②
骨形成の経時的観察：ラットの頭蓋骨に直径４ｍｍ
の欠損を骨組織が一層残るように形成し，同一部位
の治癒過程を３週間まで経時的に観察した。ラット
大腿骨欠損部についても同様に観察した。観察・撮
影にあたっては，ラット専用トレーを作製して使用
した。さらに，シンバスタチンの徐放性が骨形成能
に与える影響を検討した。
成績および考察：①画素値の照射条件依存性：全て
の照射条件において，画素値（y）と密度（x）の関係
は高い線形性を示した。（r2＝０．９９６６～０．９９９８）これ
により，R_mCTは硬組織の骨塩量測定を非常に高
い精度で測定できることが示唆された。②骨形成の
経時的観察：手術直後は欠損部中央に厚さ０．１mm
ほどの骨がある程度だったが，１７日後には欠損部の
全体にわたって骨の形成が認められた。これらの結
果から実験動物用 3DマイクロＸ線CTは，１個体
の骨硬組織の経時的変化を観察するのに有用である
ことが示唆された。

目的：近年ジルコニアフレームを用いたオールセラ
ミックスクラウンの臨床応用が増加しているが，そ
の際，ジルコニア上に焼成した陶材のチッピングの
問題が指摘されている。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）鏡面研磨 （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，また，それらの表面処理に対
し，それぞれ熱処理を行ったものと，行わなかった
ものを用意した。その後ジルコニア板の３．０mmの
幅の一面に，長さ８．０mmにわたって前装陶材
（NORITAKE DENTAL MATERIALS ; Cerabien-
ZR SBA3, A3B）を業者指定の手順で築盛（①シェー
ドベース陶材あり ②シェードベース陶材なし）・
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１
mm）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
で荷重を加え，陶材の破壊が起こるまで荷重－たわ
み曲線を記録し，剥離／クラック発生強さを求め
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。
成績および考察：シェードベース陶材を使用したも
ののうち，鏡面研磨，熱処理なしで２６．４（±３．２），５０
μmサンドブラスト，熱処理なしでは２７．４（±
２．９），１２５μmサンドブラスト，熱処理なしでは
２７．９（±１．２），また鏡面研磨，熱処理ありでは２７．５（±
２．６），５０μmサンドブラスト，熱処理ありでは
２７．０（±２．４），１２５μｍサンドブラスト，熱処理あり
では２８．９（±１．８）という値を示した。また，シェー
ドベース陶材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，シェードベース
陶材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。以
上より，ジルコニアフレームと陶材は接着すること
が明らかとなった。したがって，ジルコニアフレー
ムに陶材を積層した場合のチッピングには，ジルコ
ニア表面の処理やシェードベース陶材の有無より
も，前装する陶材の強度が影響すると考えられた。

Ｐ０９７．実験動物用 3DマイクロＸ線CTにおける画素値の照射条件依存性
田辺耕士，平山明彦，三浦 直，吉成正雄（東歯大・口科研・インプラント）

Ｐ０９８．ジルコニアフレームに前装した陶材の接着強さ －チッピングの問題－
多田晃基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）
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目的：ジルコニアセラミックス，特に正方晶ジルコ
ニア多結晶体（TZP）は金属材料を凌駕する強度を
有するとともに高い靭性を持つことから，急速に臨
床応用が広まっている。しかし本材料の歯科インプ
ラントへの応用研究は上部構造に集中し，インプラ
ントボディ（フィクスチャー）まで踏み込んだ研究は
殆どない。我々は完全メタルフリーインプラントを
開発し，それを歯科臨床へ展開することを最終目的
としている。この概念は，完全メタルフリー修復と
いうパラダイムシフトにつながり，原材料が日本発
であるTZPを利用した真の意味でも国産インプラ
ントシステムになり得ると考える。今回は，口腔科
学研究センター口腔インプラント学研究部門を中心
に展開しているTZPに関する研究を紹介する。
方法：①長期安定性（疲労）試験：TZPの円板状試
料および円柱状試料に鏡面処理，ブラスト処理，ブ
ラスト＋酸エッチング処理を施し，ISO6872 および
ISO14801 に準じ，２軸曲げ試験およびステアケー
ス法による疲労試験を行った。②アバットメントと
しての有用性および陶材前装の可能性：形状，厚さ
を変化させたアバットメント作製し臨床的な荷重条
件下での破壊強度を測定した。また，表面処理を
行ったTZPフレームに前装陶材を焼成し接着状況

を検討した。③バイオフィルム付着特性：TZPに
対する P. g., P. i., A. a.の初期付着特性をチタン，
PMMAを対照として検討した。また，ジルコニア
結合ペプチドとそれに抗菌性ペプチドを共役させた
ペプチドの合成方法を検討した。④上皮細胞の接着
特性：TZPへのヒト上皮細胞（HOK）の接着特性
を，接着細胞数計測，蛍光免疫組織学的検索，RT-
PCR 解析によりチタンを対照として検索し，生物
学的封鎖機構を検討した。⑤骨芽細胞の動態：TZP
の表面形状（鏡面，ブラスト，ブラスト＋酸エッチ
ング）および表面性状（親水性，アパタイト薄膜コー
ティング）を変化させ，骨芽細胞の初期接着，増
殖，分化特性を検討し，早期オッセオインテグレー
ションを達成するための条件を探索した。
成績および考察：本TZPの曲げ強さは１０００MPa を
超え従来の歯科用陶材の１０倍以上の強度を示した。
疲労強度は静的強度の６０～７０％に低下したが，ISO
13356の Y-TZP の疲労強度の基準である３２０MPa 以
上が確認され，インプラント体として応用できる可
能性が示唆された。バイオフィルム付着特性，上皮
細胞の接着特性，骨芽細胞の動態に関しては，チタ
ンと同様な挙動を示し，表面改質の必要性が示唆さ
れた。

目的：本学では，平成１７年度に採択された「現代的
教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）」とし
て，統合型歯科医学教育への新たな展開を目指し，
系統講義コンテンツを進化させ，オンデマンドの
self-learning programによる統合的 e-Learning Pr-
ogramの構築に取り組み，学生への公開に至った。
今回は本 Programの特徴と構築の変遷について報
告する。
方法：本学では従来の系統科目の講義・実習に加
え，近年，疾病・診断別の統合テーマによる横断的
な講義・実習を実施し，縦割り・横割り両面からの
学習により系統科目で学習する知識，技能，態度を
統合できる点で効果をみているが，この統合テーマ
に関するコンテンツの整備には未だ不十分な分野も
多い。そこで，従来の系統科目のコンテンツを，Web
で閲覧できるコンテンツの最小単位の「単位教材」
と，複数の単位教材にストーリー性を持たせ，任意
に組み合わせた章構造の「クリップ教材」として再
構築させた。一方で，テーマに沿ってクリップ教材
あるいは単位教材を新たに作成した統合テーマの構

築を行っている。また，作業工程において系統科目
と統合テーマ間の教材の有機的な連携のための手段
の開発が求められ，新たに「トピック空間（多次元
的な体系を持つコンテンツへの索引）」を作成し
た。この空間概念は三次元的に張り巡らされた目次
機能によりわかりやすく表現することに配慮し，そ
の関係を視覚的にわかりやすく示すことにより連想
的，横断的学習の支援に有効となるよう考慮した。
成績および考察：現在では，統合的 e-Learning Pro-
gramの完成によって，これまで開発してきた多く
の教育用Web上でのコンテンツが統合型学習の支
援の観点から作製，再編されるようになった。ま
た，本 Programの始動により，教材更新のルール
や教材の著作権での問題において若干の検討の必要
性などが明らかとなってきているが，up to date な
歯科医学に即応した各系統科目のコンテンツの充実
と統合的視点で捉えたテーマが有機的な連携により
本学の教育課程の中で効果的に発揮するようになっ
たと考えられた。

Ｐ０９９．高機能型ジルコニアインプラントシステムの開発
吉成正雄，関根秀志，本間慎也，田坂彰規，高野智史，多田晃基，小山 拓，飯島俊彦，
加藤哲男，三浦 直，江川昌宏，松坂賢一，橋本和彦，木村 裕，齋藤健介，平山明彦，
佐々木穂高，田辺耕士，渡邊浩章，伊藤寛史，金子 創，矢島安朝，井上 孝
（東歯大・口科研・インプラント）

Ｐ１００．東京歯科大学における統合的 e-Learning Programの構築と変遷
村上 聡１），河田英司１）２），小田 豊２），井出吉信３）（東歯大・歯科医学教育開発センター）１）

（東歯大・理工）２）（東歯大・解剖）３）
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目的：我が国は人口比率において後期高齢者が１０％
に達するほどの超高齢社会を迎え８０歳以上の高齢口
腔癌患者の受診する機会が増えてきた。平均寿命が
男性で７９．２９歳，女性は８６．０５歳まで延びた今これら
の患者に対して根治を目指す必要性は高まってい
る。しかし高齢者には根治治療を行う上でさまざま
な問題や制約がある。今後さらに増えるであろう８０
歳以上の口腔癌患者に対して根治とQOLを両立す
るにはどうすべきか最近５年間の現状について調査
を行った。
方法：対象は２００３年から２００９年までの５年間に都立
府中病院歯科口腔外科で口腔扁平上皮癌と診断され
た再発例を含む８０歳以上で治療拒否および一次治療
を他施設で行うために転院した症例を除いた２４例で
ある。調査項目は年齢，性別，PS，原発部位，TNM
分類，Stage 分類，重複癌の有無，基礎疾患の内
容，治療法，予後などである。
成績：同期間に受診した口腔癌患者で上記の基準を
満たした例は１０５例でその２２．９％を８０歳以上が占め
ていた。初診時平均年齢８３．６７歳，最高齢９４歳で男
女比は１：１．４で女性が多く，原発部位では舌・９
例（３７．５％），下顎歯肉・６例（２５％），上顎歯肉・３

例（１２．５％），頬粘膜・３例（１２．５％），硬口蓋３例
（１２．５％）で，舌と歯肉癌が同数であった。Stage 分
類の内訳は⑴４例，⑵７例，⑶５例，⑷８例と⑷期
が３３．３％と最も多かった。重複癌は１例腎癌のみで
あった。口腔の多重癌は３例にみられた。根治治療
が行われたのは１９例，姑息（対症）治療４例，無治療
１例であった。根治治療の内訳は手術単独：９例，
放射線単独：６例（組織内照射５例），術前化学療法
＋手術：２例，化学放射線治療：１例，化学療法＋
放射線治療：１例であった。姑息（対症）治療には放
射線治療，化学療法がそれぞれ２例ずつ行われた。
観察期間は３－４９カ月（平均２１．１５カ月）で経過観察
中の全例における無病生存率は５４．１％，根治治療を
行った例では６８．４％，手術症例は８１．８％と高かっ
た。（全年齢患者では７６．７％）であった。死亡原因は
すべて原病死であった。
考察：根治治療，特に手術が選択できた場合は８０歳
以上の症例でも良好な成績が得られていた。しかも
術中死，術後ADL低下に伴って死亡した例はなく
全身状態の評価，周術期管理の精度を今後も向上さ
せることが肝要と思われた。

目的：近年，デンタルインプラント（以下インプラ
ント）による治療が咀嚼機能，高い審美性の回復か
ら，欠損歯列の回復手段として大きな役割を占める
ようになってきている。しかし，インプラント治療
が一般臨床に広がるとともに，経過不良例も増加傾
向にある。今回我々は，インプラント周囲炎を主訴
に受診した患者を対象に調査検討し，若干の考察を
加えたので報告する。
方法：対象は，電子カルテが導入された２００３年５月
から２００９年５月までの６年間に，インプラント周囲
炎を主訴に受診した患者４６名。年度別，年齢，性
別，インプラント部位，形状，埋入から当科受診ま
での期間，除去の有無，基礎疾患の有無，について
集計し分析した。
成績：年度別では２００３年７例，２００４年７例，２００５年
７例，２００６年４例，２００７年５例，２００８年１３例，２００９
年は５月までに３例と，徐々に増加傾向にあった。
年齢分布は２９歳から８２歳と幅広く，平均年齢は６１．９
歳であった。性別では男性１６例，女性３０例で，女性
が約２倍であった。部位別では，両側下顎臼歯部が
１６例で最も多かった。インプラントの形状は，骨膜

下タイプ３例，ブレードタイプ１６例，スクリュータ
イプ３２例であり，埋入から除去までの期間は，１年
から５年の間が最も多かった。インプラント体除去
を行ったものは，全４６例中，全身麻酔下処置４例を
含む，２１例であった。基礎疾患を有する症例は２９例
で，過半数に何らかの疾患が認められた。
考察：インプラントは，顎骨という従来歯科医師が
歯周治療と抜歯時以外には触れることが少なかった
領域の治療法である。インプラントの成功率を確実
にするためには，術者の技術習熟だけでなく，全身
状態を十分に把握し，インプラント治療の適応を厳
選していかなければならない。治療後は，定期検診
を行い，適正な咬合調整と口腔ケアにより，長期的
に安定した口腔内環境を維持することが重要であ
る。口腔慢性感染症は，全身疾患に関与しており，
基礎疾患を有する場合，そのリスクは高まる。術前
に十分なインフォームドコンセントを行い，インプ
ラントは必ずしも永続的ではなく，除去が必要にな
る状況もあることを説明しなければならない。ま
た，除去後吸収した顎堤に対しての補綴治療が，今
後の課題であると考えられた。

Ｐ１０１．都立多摩総合医療センター歯科口腔外科における８０歳以上の高齢口腔癌患者
に対する治療法と予後の調査
重松司朗１），岡本聡太１），吉野正裕１），右田雅士１），塩見周平１），福本 裕１），大畠 仁１），
渡部幸央２），村松恭太郎２）（都立多摩総合医療センター・歯口外）１）（東歯大・口外）２）

Ｐ１０２．都立多摩総合医療センターを受診したインプラント周囲炎の臨床統計的検討
吉野正裕，岡本聡太，渡部幸央，右田雅士，村松恭太郎，塩見周平，重松司朗，木住野義信，
福本 裕，大畠 仁（都立多摩総合医療センター・歯口外）
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目的：歯の喪失の主たる原因である齲蝕や歯周病の
発生や進行は慢性的なことが多く，極めて長い時間
をかけて歯の喪失を引き起こし，さらには咬合崩壊
に至らしめる。そのため，欠損補綴をはじめとする
一般歯科臨床において，長期に及ぶ歯の喪失リスク
をふまえた診断や治療計画の立案が重要である。一
方，歯の喪失リスクを知るためには長期にわたる縦
断的調査が必要である。一般歯科医院には長期に及
ぶ診療記録が保存されており，これらの資料をレト
ロスペクティブに解析することにより，歯の喪失リ
スクの予測の可能性を追求することを目的とした。
方法：首都圏１６歯科診療所に保存されている診療記
録のうち，初診時の年齢が２０歳以上でパノラマエッ
クス線写真があり，かつ，初診時から５年以上経過
後の現在歯数の記録がある患者８４３名（男４３７名，女
４０６名）の資料を対象とした。初診時のパノラマエッ
クス線写真からは，現在歯数，咬合歯数，健全歯
数，失活歯数，顎骨の骨吸収の状況を読み取り，数
値化した。そして，経過年数，経過後の現在歯数か

ら年平均喪失歯数を算出し，初診時のパノラマエッ
クス線所見との関連を調べた。
成績および考察：今回用いた資料の平均経過年数は
１３．７年であった。また，一人当たりの年平均喪失歯
数は０．１８歯／年であり，初診時年齢別では，概ね，
初診時年齢が高くなるに従い年平均喪失歯数は増加
したが，５０代と６０代では男女ともに５０代の方が６０代
に比べて年平均喪失歯数多く，この年代の逆転現象
の生物学的や社会的等の要因について，今後さらに
検討する必要があると考えられた。男女別では，初
診時の現在歯数は男の方が多かったが，年平均喪失
歯数は女性の方が少なかった。初診時の口腔内状況
との関連では，年平均喪失歯数は，顎骨の骨吸収の
状態，咬合歯数，失活歯数と統計学的に有意な関連
が認められた。これらの要因は，年齢の要因と比べ
強い関連が認められ，顎骨の吸収や咬合支持の減少
がさらなる歯の喪失のリスクを高めていることが示
された。

本学同窓会学術部委員会では１９９８年度より，TDC
卒後研修セミナー（以下卒研）の向上を図り，学術情
報の発信を行うことを目的に，委員の研修機関とし
ての研究機能（学術研究部，以下研究部）を設置し
た。以来研究部は，予防，歯牙喪失リスク，イン
フォームド・コンセント，臨床疫学，他をテーマと
して活動してきた。そこには歯科疾患が「慢性疾
患」でありその対応は「個別対応」であるというコ
ンセプトを見ることができ，それは卒研に反映され
てきた。このたび本学創立１２０周年記念東歯学会に
際し，これまでの活動を披露する。
研究部は当初，学術部委員会情報委員会内の研究

機能として出発した。次いで研究部ワークショップ
部門に引継がれた後，研究部Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，
２００６，２００８と継続されている。①情報委員会内研究
機能－研究部ワークショップ部門‐研究部Ｂでは
「予防」をテーマとし，患者さんと長期的に関わり
ながら，患者さんと対話する中で，その時々におけ
る患者さんの健康観や価値観，ニーズ，口腔内の状
況から，何をどのように「予防」するかを考えてい

く，という概念を提案した。②研究部Ａは，医療に
関わる様々な問題を検討・考察し，用語集の作成を
試みた。これはＣに引き継がれて卒研３０周年記念資
料集に収載した。③研究部Ｄは，Ａで検討した「欠
損補綴・難易度評価法」を引き継ぎ，「歯牙喪失リ
スク」をテーマとしてパノラマＸ線写真像から歯牙
喪失の予測を試みた。④研究部Ｅ：インフォーム
ド・コンセントを得るためには患者への適切な説明
が必要である。そこで，その説明内容の具体的な指
針の作成を試みた。プロダクツは同窓会ウェブサイ
トの会員専用ページにて公開している。⑤研究部
２００６：「患者中心の歯科医療」を志向するとき，臨
床に適用できるエビデンスの少ないことが障壁とな
る場面にしばしば遭遇した。２００６は臨床疫学的調査
に挑戦し，アンケート調査を行った。また歯根破折
と咬合力との関係を解析して学術雑誌に投稿した。
さらに，臨床医が治療方針を考えるとき考慮してい
ること，およびその重要度について検討した。⑥研
究部２００８は，「臨床記録による歯の喪失リスクの予
測」をテーマとした。

Ｐ１０３．首都圏の歯科診療所に保存されている診療記録のレトロスペクティブ解析に
基づく歯の喪失リスク要因
高柳篤史，花井淳一郎，相原一之，山本雅道，安藤友彦，境 健太郎，高品繁行，藤関雅嗣
（東京歯科大学同窓会学術部委員会）

Ｐ１０４．東京歯科大学同窓会学術部委員会学術研究部の流れ
小林 顕１），荻原俊美２），本間敬和２），野村幸恵２），石川一麿２），山本英之２），宮地建夫２）

（東京都）１）（東京歯科大学同窓会学術部委員会）２）
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Resonance frequency analysis（RFA）has been
used for dental implant stability detection for
years. However, the relation between dental im-
plant stability and damping ratio（DR）, another pa-
rameter of a vibrational object, is still unknown.
The purpose of this study is to investigate
whether DR is associated with the healing process
of peri-implant. Epoxy resins with various Young’s
modulus were used to simulate cortical bone, can-
cellous bone and fibrous tissue, respectively. Nine
implants with a diameter of 3.75 mm and a length
of 10 mm were embedded in the epoxy blocks
with a 2 mm thickness of simulated cortical bone
at neck area. The samples were divided to three
groups. For each, 18 mm simulated cortical bone
（Group A）, cancellous bone（Group B）and fibrous
tissue（Group C）were added below the 2 mm corti-
cal bone, respectively. The RF and DR values of

the implant models were measured. The RF val-
ues of the groups A, B and C are 8,213±262 Hz,
7,495±109 Hz and 7,440±1,133 Hz, respectively.
The differences among these three groups are
lower than 10％. The measured DR values of the
three tested groups demonstrated a large variance
（3.5±0.24％, 6.3±0.37％ and 10.3±1.56％ for groups
A, B and C, respectively）. The variance in DP
value is larger than 250% when comparing the
Group A to Group C samples. The data obtained
in this study demonstrate that DR values is more
sensitive than RF values when measuring an im-
plant with tightly fixed boundary and constant ex-
posed height. These results suggest that DR may
be applied to improve the accuracy of the implant
stability detection when the implant’s boundary
conditions are good at neck area but loosening at
fixture body.

Scientists have successfully used a novel mag-
netic cryopreservation method to store the intact
teeth with periodontal ligaments in recent years.
This special method could induce vitrification to
avoid the injuries from ice crystals to the cells. Ac-
cordingly, the healthy teeth extracted for ortho-
dontic treatment or prevention of infection could
be potential donor teeth for future auto-
transplantation. On the other hand, human dental
pulp stem cells（DPSCs）have been cultured and
could be used in regenerative medicine. This
study was aiming to expand the application of
magnetic cryopreservation of intact teeth from
auto-transplantation to long-term storage of
DPSCs. A novel program freezer coupled to a
magnetic field was used in this study to perform
the magnetic cryopreservation. The tested DPSCs
were isolated from magnetically cryopreserved
and non-cryopreserved fresh teeth with an en-
zyme digestion procedure. Teeth that had been
cryopreserved at －２０℃ in a traditional freezer
served as the negative control. The successful rate

of isolation, growth curves, morphology, surface
markers of stem cells and ability of multi-lineage
differentiation of DPSCs in the experimental and
the control groups were evaluated and compared.
The successful isolation rate of DPSCs from mag-
netically cryopreserved teeth was 73％ and that of
DPSCs from the negative control teeth was ２０％.
The growth curves evaluated by MTT method
showed no statistical differences between the
magnetic cryopreserved and non-cryopreserved
groups. In addition, there were also no visible dif-
ferences between the two groups of DPSCs in
morphology observed by SEM, expression of stem-
cell markers（CD 44 and STRO-1）, or multi-lineage
differentiation（adipogenic and osteogenic differen-
tiation）. DPSCs would remain their characteristics
and functions even after magnetic cryopreserva-
tion of the whole teeth. Magnetically cryopre-
served healthy teeth can be used for auto-
transplantation and provide a viable source of
DPSCs.

Ｐ１０５．Dental implant stability detection using damping factor as a parameter
Sheng-Wei Feng，Che-Tong Lin，Wei-Jen Chang，Sheng-Yang Lee，Haw-Ming Huang
（School of Dentistry, College of Dental Sciences, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan）

Ｐ１０６．Multi-lineage differentiation ability of dental pulp stem cells isolated from
cryopreserved teeth
Haw-Ming Huang，Sheng-Yang Lee，Pao-Chang Chiang
（School of Dentistry, College of Oral Sciences, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan）
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Recent research in Mechanobiology indicated
strain and hydrostatic pressure in the implant/
bone interface have effects on bone healing. The
objective of this study is to simulate the healing
process of a loading implant which influenced by
strain and hydrostatic pressure. In this study, we
use the interactive finite element method to simu-
late the mechanobiology process of a healing im-
plant. The material properties of the implant/bone
interfacial materials were changed continuously
according to the strain exhibited in the interface.
By repeatedly changing the material properties of
the implant/bone interfacial materials according to
the calculated strain and hydrostatic pressure, the
healing process from the granulation tissue to ma-
ture bone was demonstrated. In addition, by
changing the loading condition, the effects of
amount and direction of the bite force were also

discussed. Our findings indicated that the healing
process of an implant is started from the thread
tip of the implant, and it was strongly affected by
micro-strain and hydrostatic pressure in the im-
plant/bone interface. Overloading on the implant
may increase in microstrain and hydrostatic pres-
sure which may leads to the failure of bone
growth and healing. In addition, we found that
when lateral force was applied, there is a great in-
crease in the deformation compare to the normal
force group. This simulation study helps in the un-
derstanding of how micro strain and hydrostatic
pressure affect the bone healing process. The in-
teractive finite element method used in this study
can provide references for clinicians in improving
implant osseointegration, thus avoiding implant
failure due to excessive loading.

Ｐ１０７．The effects of micro-strain and hydrostatic pressure on the initial healing
process of an immediate-load implant
Tsung-Hao Liu，Haw-Ming Huang，Wei-Jen Chang，Che-Tong Lin
（School of Dentistry, College of Oral Sciences, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan）
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