
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title 東京歯科大学研究年報 : 平成19年度

Journal 東京歯科大学研究年報, (): -

URL http://hdl.handle.net/10130/1852

Right



1．解 剖 学 講 座 

 

プロフィール 

１．教室員と主研究テーマ 

教  授 井出 吉信 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の構造変化の解析 

－μCTによる立体構築と解析－ (Ａ97-0010-2) 

准 教 授 阿部 伸一 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響 

 (Ａ03-0010-1) 

講  師 上松 博子 乳歯象牙質の特異性に関する観察 (Ａ04-0010-1) 

 坂  英樹 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究 (Ａ91-0010-6) 

 御手洗 智 ヒト骨膜の微細血管構築に関する研究 (Ａ96-0010-3) 

助  教 﨑山 浩司 筋線維形成過程における筋収縮蛋白と接着蛋白の発現に関する研究

 (Ａ01-0010-3) 

リサーチレジデント 松永  智 μCTを用いた骨口蓋内部構造の三次元的観察 (Ａ04-0010-4) 

大学院生 杉崎 正規 μCTによる有歯顎・無歯顎下顎頭内部構造の三次元的観察  

(Ａ05-0010-1) 

 鈴木 祐輔 μCT によるデンタルインプラント周囲の顎骨再建に関する研究

(Ａ04-0010-5) 

 本田 敦郎 mdxマウス咬筋の筋線維特性 (Ａ05-0010-2) 

 岩沼  治 筋線維に機械的負荷を与えた際に発現する遺伝子の解析 

 (Ａ06-0010-1) 

 大橋 卓史 デンタルインプラント周囲の骨梁に対する有限要素解析 

 (Ａ06-0010-2) 

 奥田 真平 ヒト口蓋咽頭筋に関する解剖学的研究 (Ａ06-0010-3) 

 染田 英利 歯牙の三次元計測による年齢推定法についての検討 (Ａ06-0010-4)

 呂  玟諺 びんろうが歯牙に与える影響 (Ａ06-0010-5) 

 角 祥太郎 マウス顎舌骨筋の筋線維特性(Ａ06-0010-6) 

専 攻 生 平出百合子 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究 (Ａ91-0010-6) 

 添島 正和 乳歯象牙質の特異性に関する観察 (Ａ04-0010-1) 

 大西 正治 ヒト骨膜の微細血管構築に関する研究 (Ａ96-0010-3) 

 野並 幹三 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究 (Ａ91-0010-6) 

 白倉 由貴 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の構造変化の解析 

－μCTによる立体構築と解析－ (Ａ97-0010-2) 

 廣瀬 大希 筋線維形成過程における筋収縮蛋白と接着蛋白の発現に関する研究

（Ａ01-0010-3） 

 小山 泰輔 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響 

（Ａ03-0010-1） 

 内藤 裕義 環境変化が摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性に与える影響 

（Ａ03-0010-1） 

 



2．成果の概要 

1)μCTを用いた顎骨ならびに歯の内部構造の観察（Ａ91-0010-6, Ａ97-0010-2，Ａ04-0010-1, 

Ａ04-0010-4，Ａ04-0010-5，Ａ05-0010-1，Ａ06-0010-2，Ａ06-0010-4, Ａ06-0010-5） 

骨、歯などの内部構造を三次元的に観察する際には従来、連続切片を作製し、それを重ねること

によって像を得ていた。しかし、この方法では試料を破壊すること、観察視点が１つに限られるう

え、立体構造の把握が困難であるという欠点があった。そこで、μCTを用いて非破壊的に顎骨、歯

の内部構造を観察した。その結果、顎骨内部を占める海綿質骨梁の明瞭な立体的構造を得ることが

でき、海綿質骨梁の体積率など三次元的な骨形態計測を行うことができた。さらに、μCTのデータ

をもとに有限要素法を用いて力学的な解析を試みた。歯については、外形の立体構築像とともにＸ

線透過度の違いからエナメル質、象牙質、歯髄腔それぞれの形態を観察した。さらに、それぞれの

体積率、各部位の厚さなどについても検索することが可能であった。 

Pedi Dent J 18(1),15～23, 2008. 

 

2)臨床肉眼解剖（Ａ96-0010-3, Ａ06-0010-3） 

歯科治療における偶発症防止、義歯製作、嚥下機能の解明など、歯科臨床とかかわる解剖に関して、

肉眼解剖からのアプローチを試みている。視点を変えることによって多くの知見を見出している。 

Dysphagia 22, 122～129, 2007 

Cranio 25(3), 1～6, 2007 

Surg Radiol Anat 29, 383～388, 2007 

歯科学報 108(1), 66～73, 2008 

 

3)摂食・嚥下関連筋群の筋線維特性の解析（Ａ01-0010-3，Ａ03-0010-1,Ａ05-0010-2, Ａ06-0010-1,  

Ａ06-0010-6） 

高齢者の嚥下障害による誤嚥性肺炎などが社会問題となっている。そこで、摂食・嚥下関連筋群

の分子生物学的な検索、特に分子量の大きい筋収縮タンパクであるミオシン重鎖に属する各アイソ

フォームの組成の解明に焦点を絞り、それぞれの筋線維特性から、関連筋群のもつ摂食・嚥下に関

する制御機構を解明するため研究を展開している。これら筋群のほとんどが口腔内、外より明視的

に位置を同定することができ、医療現場に対しての情報提供につなげたい。 

  Anat Histol Embryol 36, 103～106, 2007 

J Muscle Res Cell Motil 29, 243～247, 2007 

Anat Histol Embryol 37(2), 147～152, 2008 

Zoolog Sci 25(3), 242～247, 2008 

 

3．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

井出 吉信 歯科インプラントにおける偶発症抑止のため

の顎骨内部構造の解析 

文科省科研費・基盤研究（C） 

阿部 伸一 OSCE再評価のシステム構築 特色GP:IT環境でのグローバルエバリュエーシ

ョン、平成18-20年度 



研究代表者 研究課題 研究費 

阿部 伸一 筋組織の機能活性に関するアンチエイジング・リ

サーチ 

東京歯科大学学長奨励研究助成、平成18-21年度

阿部 伸一 筋衛星細胞活性の促進と抑制に関する基礎的

研究 

私立大学等経常費等補助金特別補助（高度化の推

進）、平成18-21年度  

阿部 伸一 筋機能再活性に関与する筋幹細胞分化過程解

明のフロンテイア 

文科省研究費補助金、基盤C、平成19-21年度 

阿部 伸一 筋機能再生のための筋衛星細胞活性化に関す

る基礎的研究（再生医療グループ） 

学術研究高度化推進経費・ハイテクリサーチセン

ター経費（第7） 

松永  智 顎骨の骨梁構造を考慮した高分解能・高精度・

大規模有限要素解析 

文科省科研費・若手研究スタートアップ 

鈴木 祐輔 マイクロ CT によるデンタルインプラント周囲

の顎骨再建に関する研究 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

本田 敦郎 筋ジストロフィーモデルマウス（mdx）咬筋の

筋線維特性について 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

奥田 真平 ヒト口蓋咽頭筋に関する解剖学的研究 大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

岩沼  治 筋線維に機械的負荷を与えた際に発現する遺

伝子の解析 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

大橋 卓史 デンタルインプラント周囲の骨梁に対する有

限要素解析 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

染田 英利 歯牙の三次元計測による年齢推定法について

の検討 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

角 祥太郎 マウス顎舌骨筋の筋線維特性 大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

中原  賢 マイクロ CT を用いた骨口蓋内部構造の三次元

的観察 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

本田 秀光 筋活性タンパクの発現 大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

廣木 愛美 筋活性制御タンパクの発現 大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

森岡 俊行 ヒト下顎骨における生体アパタイト結晶優先

配向性 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費(学生分)

 

4．研究活動の特記すべき事項 

 シンポジウム 

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

阿部 伸一 2007. 6.10 インプラント治療における臨床解

剖学 

第25回日本顎咬合学会学術大会 東京 

阿部 伸一 2007. 6.10 総義歯治療と筋機能アンチエイジング 第25回日本顎咬合学会学術大会 東京 

阿部 伸一 2007.10.21 Anatomical knowledge 
necessary for daily treatment 

台北医科大学 台北市



シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

阿部 伸一 2007.12.22 IT 環境下での OSCE 再評価システ

ムの構築 

東京歯科大学特色 GP 公開フォー

ラム 

東京 

 

学会等招待講演 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地

阿部 伸一 2007. 5.26 頭頸部の解剖学 日本口腔インプラント学会、認証

医申請のための講習会（嵌植義歯

研究所主催） 

仙台市 

阿部 伸一 2007. 6. 4 Anatomical knowledge 
necessary for daily clinical 
treatment  

Binzhou Medical College Yantai 
(China)

阿部 伸一 2008. 1.13 インプラント治療における臨床解

剖学 

日本顎咬合学会支部学術講演会 福岡市 

阿部 伸一 2008. 1.18 Implant Anatomy  Yonsei University Seoul 
(Koria)

阿部 伸一 2008. 2.23 7 topics of Implant Anatomy 台北市歯科医学会学術講演会 Taipei 
(Taiwan)

  

5．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演等 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地

井出 吉信 2006.10.21 歯科臨床・知っておきたい解剖学

（摂食・嚥下、顎関節） 

小豆郡歯科医師会講演会 香川県

小豆郡

井出 吉信 2006.12. 2 歯科臨床・知っておきたい解剖学

（摂食、嚥下・顎関節）ならびに

大学報告 

東京歯科大学同窓山梨県支部 韮崎市

井出 吉信 2007. 1.26 顎骨の構造とその変化 東北大学歯学部特別講義 仙台市

井出 吉信 2007. 1.27 インプラントに関する解剖 兵庫県神戸市須磨区歯科医師会 神戸市

井出 吉信 2007. 2.25 歯科衛生士のための口腔解剖学 スタディーグループ DHサミット 東京 

井出 吉信 2007. 3.21 歯科臨床・知っておきたい解剖学

（摂食、嚥下・顎関節） 

仙台臨床研修会 仙台市

井出 吉信 2007. 5.19 インプラントにおける解剖学的な

基礎知識 

2007年度日本インプラント臨床研

究会100時間コース 

熊本市

井出 吉信 2007. 5.27 摂食・嚥下機能について 岩手県歯科医師会 盛岡市

井出 吉信 2007. 6. 9 インプラントの施術時に知ってお

きたい解剖学 

日本歯科先端技術研究所研修 東京 

井出 吉信 2007. 6.10 インプラントにおける解剖学的な

基礎知識 

日本インプラント臨床研修会 東京 



講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地

井出 吉信 2007. 6.17 インプラントにおける解剖学的な

基礎知識 

日本口腔インプラント学会認定医

申請用教育講座 
札幌市

井出 吉信 2007. 6.30 摂食・嚥下のメカニズム 市民公開講座 千葉市

井出 吉信 2007. 7.24 東京歯科大学における学生の教育

指導について 

大阪歯科大学・教育セミナー 
枚方市

井出 吉信 2007. 7.25 摂食・嚥下障害を理解するための

解剖と機能 

武蔵野市歯科医師会 
東京 

井出 吉信 2007. 8.19 歯科臨床のための解剖学 

摂食嚥下・インプラント・顎関節

NMGセミナー 
霧島市

井出 吉信 2007. 9. 6 お口と全身の健康について考えて

みましょう 

千葉市女性センター 
千葉市

井出 吉信 2007. 9.22 摂食・嚥下のメカニズムを知る 

－高齢社会と歯科技工－ 

日本歯科技工学会学術大会 
仙台市

井出 吉信 2007.10.14 摂食・嚥下障害の解剖について 平成19年度神奈川県摂食・嚥下障

害歯科医療担当者研修会 
横浜市

井出 吉信 2007.10.27 日常臨床で知っておきたい解剖学

的知識 

群馬県歯科医師会西毛地区学術講

演会 
高崎市

井出 吉信 2008. 1.12 インプラントに必要な解剖学 日本口腔インプラント学会認定講習会 東京 

井出 吉信 2008. 1.22 日常臨床・知っておきたい解剖学 東京都北区歯科医師会 東京 

阿部 伸一 2007. 5.13 老化による口腔領域の解剖学的変化 東京都立心身障害者口腔保健セン

ター 
東京 

阿部 伸一 2007. 5.23 歯科医療と筋機能アンチエイジング 東京歯科大学千葉市同窓会 千葉市

阿部 伸一 2007. 6.30 インプラント治療における臨床解剖学 インプラントを考える会 東京 

阿部 伸一 2007. 7.15 外科処置、インプラント治療のた

めの臨床機能解剖学 

島根県歯科医師会学術講演会 
松江市

阿部 伸一 2007. 7.16 総義歯治療と筋機能アンチエイジ

ング 

東京歯科大学同窓会島根県支部学

術講演会 
松江市

阿部 伸一 2007. 7.27 ６年一貫したコミュニケーション教育 

ユニット１：コミュニケーション入門

東京歯科大学平成19年度教育ワ

ークショップ 
千葉市

阿部 伸一 2007. 7.29 午前の部：外科処置、インプラン

ト治療のための臨床機能解剖学 

午後の部：歯科医療と筋機能アン

チエイジング 

千葉デンタルアカデミー研修講演会

千葉市

阿部 伸一 2007. 9. 9 外科処置、インプラント治療のた

めの臨床機能解剖学 

埼玉県大里郡市歯科医師会学術講

演会 
深谷市

阿部 伸一 2007.10. 7 歯科医療と筋機能アンチエイジング 埼玉県大里郡市歯科医師会学術講

演会 
深谷市



講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地

阿部 伸一 2007.10.19 Implant Anatomy 台北医科大学同窓会台北市学術講

演会 

Taipei 
(Taiwan)

阿部 伸一 2007.11. 7 知っておきたい高齢者の摂食・嚥

下～機能解剖学からの解説 

千葉市歯科医師会 千葉市

阿部 伸一 2007.11.10 外科処置、インプラント治療のた

めの臨床機能解剖学 

玉川歯科医師会・東京歯科大学同

窓会玉川支部共催学術講演会 

東京 

阿部 伸一 2007.12. 8 総義歯治療と筋機能アンチエイジ

ング 

熊本県東京歯科大学同窓会支部蘇

山会学術講演会 

熊本市

阿部 伸一 2007.12. 9 顎関節の機能解剖と下顎位を再考

する 

(有)アワデント学術講習会 熊本市

阿部 伸一 2008. 1.27 インプラント手術を安全に行うた

めの「よく分かる解剖学」 

UCLAインプラントアソシエーショ

ンジャパンセミナー 

東京 

阿部 伸一 2008. 2. 3 摂食・嚥下機能障害における基本

的知識 

千葉県歯科医師会 特殊歯科保健

委員会講習会 

千葉市

阿部 伸一 2008. 2.10 無歯顎治療のための機能解剖重要

ポイント 

無歯顎治療のための機能解剖重要

ポイント 

東京 

阿部 伸一 2008. 3. 2 人工歯排列のための機能解剖学 横浜技工士会 横浜市

  

共用試験等 

氏 名 年月日 種  別 役  割 開催地

井出 吉信 2008. 2. 7 平成19年度 東京歯科大学 第4学年CBT 試験実施委員 千葉市 

井出 吉信 2008. 3. 3 平成19年度 東京歯科大学 第4学年CBT追・

再試験 

試験実施委員 千葉市 

井出 吉信 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 運営副委員長 千葉市 

坂  英樹 2008. 2. 7 平成19年度 東京歯科大学 第4学年CBT 小部会委員 千葉市 

坂  英樹 2008. 3. 3 平成19年度東京歯科大学  第4学年CBT追・

再試験 

小部会委員 千葉市 

 

その他、メディア等 

氏 名 年月日 内容、番組名など メディア名 開催地

阿部 伸一 2007.12.29 「食事中 舌をかむのはなぜ？」解体新ショー NHK 東京 

阿部 伸一 2008. 3. 1 「あなたの知らない人体の秘密を解明」世界

一受けたい授業、映像・番組構成協力 

日本テレビ 東京 

坂  英樹 2006. 8.22 「スマトラ沖大地震による津波犠牲者の身元

確認作業」 歯科医の時間 

ラジオNikkei 東京 

 



論      文 

 

1. Tsumori,N., Abe,S., Agematsu,H., Hashimoto,M.(1), Ide,Y. : Morphologic characteristics of the superior pharyngeal 

constrictor muscle in relation to the function during swallowing, Dysphagia 22, 122～129, 2007. 原著 学位論文

(甲) A04-0010-3 細形研,細生研 実動施設 (1)法人類学 

 

2. Honda,A., Abe,S., Hiroki,E., Honda,H., Iwanuma,O., Nobuaki,Y.(1), Ide,Y. : Activation of caspase 3, 9, 12 and bax in 

masseter muscle of mdx mice during necrosis, J Muscle Res Cell Motil 29, 243～247, 2007. 原著 学位論文(甲) 

A05-0010-2 細形研,細生研,分析生研 実動施設 (1)Department of Anatomy，School of Dentistry，Showa Univ. 

 

3. Suzuki,K., Abe,S., Kim,H.(1), Usami,A.(2), Honda,A., Sakiyama,K., Ide,Y. : Changes in the muscle fibre properties of 

the mouse temporal muscle after weaning, Anat Histol Embryol 36, 103～106, 2007. 原著 学位論文(甲) 

A03-0010-1 細 形 研 , 細 生 研  実 動 施 設  (1)Dept. of Oral Biology. College of Dentistry. Yonsei Univ.,(2)Dept. of 

Morphological Biology. Ohu University School of Dentistry 

 

4. Abe,S., Sakiyama,K., Ide,Y. : Muscle plasticity : Changes in oral function of muscle fiber characteristics, J Oral 

Biosci 49(3), 219～223, 2007. 総説 A03-0010-1 細形研,分子生研,細生研 実動施設 

 

5. Shiozaki,H.(1), Abe,S., Tsumori,N., Shiozaki,K., Kaneko,Y.(1), Ichinohe,T.(1) : Macroscopic anatomy of the 

sphenomandibular ligament related to the inferior alveolar nerve block, Cranio 25(3), 160～165, 2007. 原著   

学位論文(甲) (1)歯麻 

 

6. Hu,K.(1), Kwak,J.(1), Koh,K.(2), Abe,S., Fontaine,C.(3), Kim,H.(1) : Topographic distribution area of the infraorbital 

nerve, Surg Radiol Anat 29, 383～388, 2007. 原著 (1)Department of Oral Biology， College of Dentistry， Yonsei 

University,(2)Department of Anatomy， College of Medicine， Konkuk University,(3)Department of Anatomy， Faculty of 

Medecine， Lille University 

 

7. Yoshino,M.(1), Katou,Y.(1), Kizu,Y.(1), Tonogi,M.(1), Abe,S., Ide,Y., Yamane,G.(1) : Study on the internal structure of 

zygomatic bone using micro-finite element analysis model -Differences between dentulous and edentulous 

dentition in Japanese cadavers-, Bull Tokyo Dent Coll 48(3), 129～134, 2007. 原著 学位論文(甲) A97-0010-2  

分析生研,分析生研 (1)市病・オーラルメディシン 

 

8. Hanaue,K.(1), Katakura,A.(1), Kasahara,K.(1), Kamiyama,I.(1), Takaki,T.(1), Shibahara,T.(1), Abe,S., Ide,Y. : Course of 

fracture line in sagittal splitting of human mandible, Bull Tokyo Dent Coll 48(4), 163～170, 2007. 原著 

A03-0010-1 分析生研 (1)口外 

 

9. Abe,S., Kawada,E.(1) : Development of computer-based OSCE re-examination system for minimizing inter-examiner 

discrepancy, Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 1～6, 2008. 原著 A03-0010-3 (1)理工 

 

10. Yoshii,M., Sakiyama,K., Abe,S., Agematsu,H., Mitarashi,S., Tamatsu,Y.(1), Ide,Y. : Changes in the myosin heavy 

chain 2a and 2b isoforms of the anterior belly of the digastric muscle before and after weaning in mice, Anat Histol 

Embryol 37(2), 147～152, 2008. 原著 学位論文(乙) A01-0010-3 細形研,細生研 実動施設 (1)Dept. of Neurology 

Gross Anatomy Section. Kagoshima Univ. 

 



11. 津守伸明, 阿部伸一, 上松博子, 橋本正次(1), 井出吉信 : 嚥下機能に関連する上咽頭収縮筋の形態学的特徴, 

歯科学報 108(1), 66～73, 2008. 原著 A04-0010-3 細形研 (1)法人類学 

 

12. Hiraide,Y., Saka,H., Tamatsu,Y.(1), Usami,A.(2), Yanagisawa,N.(3), Ide,Y. : Root resorption of maxillary primary 

incisors in relation to position of succesive permanent incisors by Micro-CT, Pedi Dent J 18, 15～23, 2008.   

原著 学位論文(乙) A91-0010-6 分析生研 (1)Dept. of Neurology Gross Anatomy Section. Kagoshima Univ.,(2)Dept. of 

Morphological Biology. Ohu University School of Dentistry,(3)Dept. of Oral histology， Showa University School of Dentistry 

 

13. Iwanuma,O., Abe,S., Hiroki,E., Kado,S., Sakiyama,K., Usami,A.(1), Ide,Y. : Effects of mechanical stretching on 

caspase and IGF-1 expression during proliferation process of myoblasts, Zoolog Sci 25(3), 242～247, 2008. 原著 

学位論文(甲) A06-0010-1 細形研,細生研 実動施設 (1)Dept. of Morphological Biology. Ohu University School of Dentistry 

 

解      説 

 

1. 阿部伸一 : 食べる機能に関与する器官, 臨床栄養 111(4), 410～419, 2007. A03-0010-1 

 

2. 阿部伸一, 井出吉信 : 摂食・嚥下の解剖と生理学, 老年医学 45(10), 1263～1269, 2007. A03-0010-1 

 

単行図書 

 

1. 阿部伸一(a),井出吉信(a) 編集: 著分担 :咀嚼の辞典 (a)顎骨と顎関節の形態学 1～17 頁, 朝倉書店, 東京, 

2007. A97-0010-2, A03-0010-1 

 

2. 阿部伸一(a),(b),井出吉信(a),(b): 著分担 :Quality Control から見直す 総義歯治療入門 (a)レトロモラーパッドの 

構成と機能運動 88～89 頁,(b)印象時に用いる動作と表情筋 114～115 頁, 医歯薬出版, 東京, 2007. 

 

3. 井出吉信: 著分担 :摂食・嚥下リハビリテーション(第 2 版) (a)摂食・嚥下器官の解剖 30～37 頁,(b)摂食・嚥下に 

関与する筋 44～50 頁, 医歯薬出版, 東京, 2007. 

 

4. 井出吉信編著 , 阿部伸一編著 , 小林明子(1)編著 , 村上恵子(1)編著 , 上松博子(a),(b) , 橋本貞充(2)(a),(b) ,  

音成貴道 (3)(c), 佐野 司 (3)(c), 矢島あや (3)(c) : 著分担 :臨床に活かす!歯と口腔のビジュアルガイド 

(a)CHAPTER1 基礎を固める！口腔と口腔周囲のしくみ 1～43 頁,(b)CHAPTER2 見逃さないで！口腔内の 

小さな変化が意味すること 44～69 頁,(c)CHAPTER3 診る目を養う！X 線像が教えてくれる情報を整理する  

84～99 頁, 医歯薬出版, 東京, 2007. (1)東京都,(2)病理,(3)歯放 

 

5. 阿部伸一(a),井出吉信(a): 著分担 :はじめてのインプラント治療 (a)インプラント治療のための解剖の基本 50～ 

56 頁, 医歯薬出版, 東京, 2008. 

 

その他 

 

1. 阿部伸一 : 口腔内小手術、インプラント治療における臨床解剖学, 茨城県歯科医学会誌 15, 41～44, 2007. 

 

2. 井出吉信 : 顎骨の高精度応力解析をめざして 「東京歯科大学解剖学講座」, Quintessence 26(10), 151, 2007. 

 

3. 阿部伸一 : 筋機能抗加齢研究と臨床機能解剖, Quintessence 26(10), 152, 2007. 



4. 阿部伸一 : 6 年一貫したコミュニケーション教育 ユニット 1：コミュニケーション入門, 平成 19 年度教育ワークショッ

プ報告書, 12～15, 2007. 

 

5. 阿部伸一 : IT 環境下での OSCE 再評価システムの構築, 東京歯科大学 GP フォーラム 報告書, 10, 2008. 

 

6. 阿部伸一 : OSCE再評価のシステム構築, 平成19年度 特色GP「IT環境でのグローバルエバリュエーション」報告書, 

26～28, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 添島正和, 﨑山浩司, 阿部伸一, 吉成正雄(1), 井出吉信 : 筋機能再活性の基礎的研究－成長因子導入とメカニ

カルストレス付与－, 歯科学報 107(2), 220, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A04-0010-1 

分子生研,細生研 実動施設 (1)理工 

 

2. 本田敦郎, 栁澤伸彰, 阿部伸一, 上松博子, 井出吉信 : mdx マウス咬筋の再生過程に発現する遺伝子, 解剖誌 

82(2), 81, 2007. (第 94 回日本解剖学会関東支部学術集会, 伊勢原市) A05-0010-2 細形研,分子生研,細生研 実動施設 

 

3. 角 祥太郎, 阿部伸一, 中村弘明(1) : 成長期におけるマウス顎舌骨筋の筋線維特性の変化, 日本動物学会   

第 78 回大会要旨集, 88, 2007. (日本動物学会第 78 回大会, 弘前市) A06-0010-6 細形研 実動施設 (1)生物 

 

4. 阿部伸一, 角 祥太郎, 中村弘明(1) : 離乳前後におけるマウス顎二腹筋の筋線維特性の変化, 日本動物学会  

第 78 回大会要旨集, 93, 2007. (日本動物学会第 78 回大会, 弘前市) A03-0010-1 細形研 実動施設 (1)生物 

 

5. 本田秀光, 岩沼 治, 上松博子, 阿部伸一, 東 俊文(1), 吉成正雄(2), 井出吉信 : 伸展刺激が筋芽細胞に与える

影響 ‐成長因子の発現は細胞内ストレスを伴う‐, 歯科学報 107(2), 220, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 

千葉市) 細生研 (1)分子再生研究部,(2)理工 

 

6. 呂 玟諺, 坂 英樹, 染田英利, 井出吉信 : マイクロ CT によるビンロウ常用者歯髄腔の三次元的観察, 歯科学報 

107(2), 229, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 分析生研 

 

7. 森岡俊行, 松永 智, 吉成正雄(1), 井出吉信 : 下顎骨における生体アパタイト結晶の配向性, 歯科学報 107(4), 

448, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 分析生研 (1)理工 

 

8. 大橋卓史, 鈴木祐輔, 松永 智, 田松裕一(1), 滝 邦彦(2), 高野直樹(2), 井出吉信 : インプラント周囲骨梁におけ

る荷重伝達機構のマルチスケール解析, J Jpn Soc Bone Mprphom 17(1), S94, 2007. (第 27 回日本骨形態計測学会, 

長崎市) A-06-0010-3 分析生研 実動施設 (1)鹿大・大学院・歯科応用解剖,(2)立命大・理工・マイクロ機械 

 

9. 黒川勝英(1), 中島一憲(1), 内藤 薫(1), 武田友孝(1), 﨑山浩司, 石上惠一(1) : 遠心力負荷に対する培養筋芽細胞

の myosin heavy chain の mRNA 発現に関する研究, スポーツ歯誌 11(2), 133, 2007. (第 18 回日本スポーツ歯科医

学会学術大会, 那覇市) 細形研 (1)スポーツ歯 

 

10. 杉﨑正規, 松永 智, 高野直樹(1), 井出吉信 : 下顎頭内部骨梁構造の走行性 －前方滑走運動時の三次元  

有限要素解析に基づく考察－, 日顎関節会誌, 79, 2007. (第 20 回日本顎関節学会総会・学術大会, 仙台市) 

A05-0010-1 保情研,分析生研 (1)立命大・理工・マイクロ機械 

 



11. 松永 智, 滝 邦彦(1), 田松裕一(2), 高野直樹(1), 井出吉信 : ヒトインプラント周囲骨梁における荷重伝達機構  

の解析, J Oral Biosci 49(Suppl), 98, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会 学術大会ならびに総会, 札幌市) A08-0010-1   

保情研,分析生研 (1)立命大・理工・マイクロ機械,(2)鹿大・大学院・歯科応用解剖 

 

12. 角 祥太郎, 内藤裕義, 阿部伸一, 井出吉信 : 成長期におけるマウス顎舌骨筋の筋線維特性の変化, J Oral 

Biosci 49(Suppl), 109, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会 学術大会ならびに総会, 札幌市) A06-0010-6 細形研 実動施設 

 

13. 阿部伸一, 岩沼 治, 﨑山浩司, 井出吉信 : 筋機能再活性のための基礎的研究―メカニカルストレスと細胞内 

ストレス―, J Oral Biosci 49(Suppl), 145, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会 学術大会ならびに総会, 札幌市) A03-0010-1  

細形研,分子生研,細生研 実動施設 

 

14. 廣木愛実, 阿部伸一, 吉成正雄(1), 岩沼 治, 﨑山浩司, 井出吉信 : 筋芽細胞増殖過程における成長因子と 

細胞増殖抑制因子の遺伝子発現-IGF-1 および myostatin について-, 歯科学報 107(4), 437, 2007. (第 284 回

東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 細生研 (1)理工 

 

15. 中原 賢, 松永 智, 井出吉信 : 骨口蓋内部構造の三次元的観察および骨形態計測, 歯科学報 107(4), 448, 

2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 分析生研 

 

16. 藤田修平, 阿部伸一, 上松博子, 井出吉信 : 舌下動脈とオトガイ下動脈の分布に関する肉眼解剖学的研究, 

歯科学報 107(4), 449, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

17. Someda,H., Saka,H., Matsunaga,S., Ide,Y. : Age estimation and sex determination by means of three-dimentional 

measurements of teeth taken by micro CT, ANTHROPOLOGICAL SCIENCE 115(3), 238, 2007. (The 61th Annual 

Meeting of the Anthropological Society of Nippon, Niigata) A06-0010-4 保情研,分析生研 

 

18. Saka,H., Ide,Y. : Root resorption of mandibular deciduous canines by Micro-CT, Program&abstructs 

IADR-Australia and New Zealand division 47th annual meeting, 76, 2007. (IADR－Australia and New Zealand division 

47th annual meeting, Barossa Valley,Australia) A91-0010-6 分析生研 

 

19. 鈴木祐輔, 大橋卓史, 松永 智, 井出吉信 : インプラント周囲骨微細構造, 第 37 回(社)日本口腔インプラント 

学会・学術大会プログラム・抄録集, 240, 2007. (第 37 回(社)日本口腔インプラント学会・学術大会, 熊本市) 

A-04-0010-5 分析生研 実動施設 

 

20. 大橋卓史, 鈴木祐輔, 松永 智, 田松裕一(1), 井出吉信 : インプラント周囲骨梁における構造異方性 マルチス

ケール法による解析, 第 37 回(社)日本口腔インプラント学会・学術大会プログラム・抄録集, 254, 2007. (第 37 回

(社)日本口腔インプラント学会・学術大会, 熊本市) A-06-0010-3 分析生研 実動施設 (1)鹿大・大学院・歯科応用解剖 

 

21. 﨑山浩司, 添島正和, 阿部伸一, 井出吉信 : IGF-1 遺伝子導入後の骨格筋筋芽細胞の筋線維特性の変化,  

解剖誌 82(2), 131, 2007. (第 94 回日本解剖学会関東支部学術集会, 伊勢原市) A01-0010-3 細形研,分子生研,細生研 

実動施設 

 

22. 﨑山浩司, 添島正和, 岩沼 治, 阿部伸一, 井出吉信 : 成長因子導入が培養筋芽細胞に与える影響, 解剖誌 

83, 153, 2008. (第 113 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 大分市) A01-0013-3 細形研,細生研 実動施設 

 



23. 松永 智, 大橋卓史, 鈴木祐輔, 田松裕一(1), 小山泰輔, 高野直樹(2), 井出吉信 : 骨梁構造を含む顎骨におけ

る荷重伝達機構のマルチスケール解析, 解剖誌 83(Suppl), 143, 2008. (第 113 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 

由布市) A-08-0010-1 保情研,分析生研 (1)鹿大・大学院・歯科応用解剖,(2)立命大・理工・マイクロ機械 

 

24. 大橋卓史, 鈴木祐輔, 松永 智, 田松裕一(1), 大西正治, 高野直樹(2), 井出吉信 : 顎骨における荷重伝達機構

のマルチスケール解析, 解剖誌 83(Suppl), 143, 2008. (第 113 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 由布市) 

A-06-0010-3 分析生研 実動施設 (1)鹿大・大学院・歯科応用解剖,(2)立命大・理工・マイクロ機械 

 

25. 阿部伸一, 廣木愛実, 岩沼 治, 本田敦郎, 野並幹三, 﨑山浩司, 井出吉信 : mdx マウス咬筋の壊死過程に  

おける Caspase および Bax の活性化, 解剖誌 83(Suppl), 152, 2008. (第 113 回日本解剖学会総会・全国学術集会,  

由布市) A03-0010-1 細形研,分子生研,細生研 実動施設 

 

26. 岩沼 治, 本田秀光, 内藤裕義, 﨑山浩司, 阿部伸一, 井出吉信 : メカニカルストレスを加えた筋芽細胞の増殖

過程における IGF-1 と Caspase の発現, 解剖誌 83(Suppl), 153, 2008. (第 113 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 

由布市) A06-0010-1 細形研,分子生研,細生研 実動施設 

 



2．口腔超微構造学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 栁澤 孝彰 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化（Ａ85-0020-1） 

准 教 授 澤田  隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化（Ａ79-0020-1） 

 見明 康雄 キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究 

（Ａ97-0020-2） 

講  師 森口美津子 象牙質および歯髄におけるプロテオグリカンについての免疫組織化学

的研究（Ａ92-0020-2） 

 渡邊 弘樹 In situ hybridization法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格 

（Ａ93-0020-1） 

骨組織、口腔組織における活性酸素及びフリーラジカル関連酵素遺伝子

の発現(Ａ99-0020-1) 

大学院生 桑名  誠 In situ hybridization法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格 

（Ａ93-0020-1） 

 荻原 正也 歯牙漂白がエナメル質結晶におよぼす影響に関する研究 

 塩谷 宗大 インプラント表面性状の違いによる付着上皮接合能の変化について 

 菅原  優 ラット臼歯の咬合に伴う歯根膜弾性系線維の発現 －免疫組織化学的

およびin situ hybridization 法による検討－ 

  

2．成果の概要 

1）抗悪性腫瘍剤による象牙質形成障害線の構造に関する研究 

抗悪性腫瘍剤投与後のold odontoblastsの変化と、形成障害線の微細構造や石灰化度の変化を明らか

にすることを目的とした。材料は体重約100gのウィスター系雄ラットで、Vinblastine (VBL) を2mg/kg

注射し、投与1･3･5･7･14日後、還流固定を施して上顎切歯を採取した。その後、脱灰あるいは非脱灰の

まま樹脂に包埋し、光学顕微鏡、コンタクトマイクロラジオグラムおよび透過型電子顕微鏡で観察した。

その結果、old odontoblasts は、投与1日後に多くの壊死像が観察され、またコラーゲン分泌方向に異

常を生じ、細胞間に多量のコラーゲン線維が蓄積していた。この変化は投与７日後でも見られ、微小管

の変化に伴う分泌機能の異常は長期にわたることが示唆された。VBL投与後分泌されたコラーゲンは、投

与前に形成されていた象牙前質のコラーゲン線維の太さや密度の増加には貢献せず、細胞遠心端に沿っ

て極めて密に沈着していた。このため、従来の象牙前質部分はコラーゲン線維密度が低く、線維間が広

いまま取り残されていた。形成障害線の石灰化過程については、高石灰化層ではコラーゲン線維の密度

が極めて低く、そこに沈着する結晶は太い針状で、低石灰化層では、逆にコラーゲン線維の密度が高く、

沈着する結晶は小さいことが解った。また、形成障害線の内側に形成される不規則象牙質は経時的に増

加するが、その石灰化度はかなり低い。これは不規則象牙質には、血管や細胞が埋入しているばかりで

なく、象牙細管が太く、その周囲に未石灰化領域が観察されるので全体の石灰化度が低下するものと思

われた。 

J Hard Tissue Biol 16(3), 131～138, 2007. 

 



3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

栁澤 孝彰 

見明 康雄 

キシリトールに関する一連の研究 ロッテ・中央研究所 北京大

学・口腔医学院・防齲研究室 

さいたま市 

中国北京市 

鈴木 義久

張  博学

栁澤 孝彰 

見明 康雄 

フッ素症歯の超微構造的研究 

コラーゲンスポンジを用いた培養骨

芽細胞の硬組織形成に関する研究 

広大・院・歯・歯科理工 広島市 岡崎 正之

澤田  隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織

の超微構造的変化 

McGill大・医・解剖／細胞生物 Canada 井上 貞行

見明 康雄 キシリトールとリン酸オリゴ糖

カルシウム溶液における結晶形

成能の違いに関する電顕的研究

鶴見大・歯・解剖 横浜市 

 

 

下田 信治

 

 

見明 康雄 リン酸オリゴ糖カルシウムの再

石灰化能に関する研究 

高知学園短大・保健・歯科衛生 高知市 

 

三島 弘幸

 

見明 康雄 ハイドロキシアパタイト薄膜コ

ーティングインプラントの物性

に関する研究 

プラトンジャパン 東京 神蔵   功

渡邊 弘樹 In situ hybridization 法による

骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格

岡山大・院・医歯総合・細胞

組織 

岡山市 佐々木順造

森口美津子 象牙質および歯髄におけるプロ

テオグリカンについての免疫組

織化学 

新潟医療福祉大・医療技術・

理学療法 

新潟市 山田まりえ

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

見明 康雄 学部学生のための基礎研究者育成教育プログラム 私立大学等経常費補助金（私立大学教育研

究高度化推進特別補助） 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

  シンポジウム   

シンポジスト 年月日 演  題 学会名 開催地 

栁澤 孝彰 2008.3.6 「社会からの要請に応える人材養

成―口腔保健リーダーの養成」 

平成19年度第2回 

医・歯・薬学分野の大学院改

革―大学間連携の可能性と人

材育成戦略― 

東京 

 

 

  



6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育ワークショップ等 

  教育講演   

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

栁澤 孝彰 2007.4.27 

 

 

Direct influence of saliva on 
remineralization and its 
enhancement with xylitol 

インドネシア大学歯学部セミ

ナー（研究者対象） 

Jakarta,
Indonesia

栁澤 孝彰 2007.4.28 

 

Prevention of caries and 
restration of initial enamel caries 
by remineralization enhanced 
with xylitol and other active 
ingredients and its practical 
application in dental care 
prevention 

インドネシア大学歯学部セミ

ナー（学生対象） 

 

Jakarta,
Indonesia

 

栁澤 孝彰 2007.4.27 Combined effect of xylitol, 
Gioiopeltis frucata extract and 
calcium hydrogenphosphate on 
remineralization 

29th  APDC Jakarta,
Indonesia

 

栁澤 孝彰 2007.7.22 むし歯予防 フッ素、 

キシリトールの効果と効用  

滋賀県歯科衛生士会 生涯研

修会  

大津市 

栁澤 孝彰 2007.9.21 エナメル質結晶―その形成と成長

および破壊と修復― 

エナメル質比較発生懇話会 東京 
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1. Chigono,Y.(1), Daimon,T.(2), Miyagawa,M.(3), Miake,Y., Moriguchi,M., Tanabe,Y.(1), Takeyasu,Y.(1), Ichinokawa, Y.(1) : 

Dental pulp changes observed in a patient on long-term corticosteroids, J Hard Tissue Biology 16(1), 31～35, 

2007. 原著 (1)Dept. of Maxillo-facial Surgery， Teikyo Univ.,(2) Dept. of Anatomy， Teikyo Univ.,(3)Animal Center， 

Teikyo Univ. 

 

2. Ihara,I.(1), Miake,Y., Morinaga,K.(1), Yatsuhashi,T.(1), Nakagawa,K.(1), Yanagisawa,T. : Calcification of pulp canal 

space after replantation of immature rat molars, J Hard Tissue Biol 16(2), 54～60, 2007. 原著 学位論文(甲)    

分析生研 実動施設 (1)歯内療法 

 

3. Imai,R.(1), Miake,Y., Yanagisawa,T., Yakushiji,M.(1) : Growth and formation of the tooth germ in a rat model of fatal 

alcohol syndrome, J Hard Tissue Biol 16(2), 61～70, 2007. 原著 学位論文(甲) (1)小児歯 

 

4. Miake,Y., Katakura,A.(1), Moriguchi,M., Yamaguchi,Y.(2), Yanagisawa,T. : Investigation of structure of dentin 

formative disturbances caused by antineoplastic agents, J Hard Tissue Biology 16(3), 131～138, 2007. 原著   

細形研 実動施設 (1)口外,(2)新潟医療福祉大・医療技術 

 

5. 三島弘幸(1), 川井郁子(2), 西野彰恭(1), 和食沙紀(1), 田中和夫(3), 大久保厚司(4), 見明康雄, 栁澤孝彰 : 歯肉 

縁上歯石の形態と組成における加齢変化, 日再生歯医会誌 5(1), 11～19, 2007. 原著 細形研,分析生研     

(1)高知学園短大・歯科衛生,(2)高知学園短大・応用生命,(3)高知県,(4)日大松戸・歯・解剖 

 

プロシーディングス 

 

1. Mishima,S.(1), Kakei,M.(2), Yasui,T.(3), Miyamoto,S.(4), Miake,Y., Yanagisawa,T. : Apatite crystal in hard tissue of 

conodont fossil, Proceeding of Third Asia Symposium on Biomineralization, 23, 2007. (3rd Asia Symposium on 

Biomineralization, Xiamen, China) 細形研,分析生研  

(1)高知学園短大・歯科衛生,(2)明海大・解剖,(3)高知県,(4)高知学園短大・応用生命 

 

その他 

 

1. 田熊庄三郎(1) : この先生に聞く 田熊庄三郎先生―電子顕微鏡を通して歯科の研究を深める, 歯科医療 21(3), 

124～134, 2007. (1)東歯大・名誉教授 

 

2. 見明康雄 : キシリトールに再石灰化効果はあるの?, DH style 1(8), 26～27, 2007. 

 

3. 栁澤孝彰 : 佐々木崇寿教授を偲んで, 解剖誌 82(3), 89～90, 2007. 

 

4. 見明康雄 : 医歯健康 再石灰化, TMDC MATE(248), 19, 2007. 

 

5. 栁澤孝彰 : 松井隆弘教授を偲んで, 解剖誌 82(4), 125～126, 2007. 

 

6. 栁澤孝彰 : 東京歯科大学創立 120 周年記念記事「継承と発展」―研究と診療の最前線―歯と歯周組織の超微 

形態的研究, 歯科学報 108(1), 4～5, 2008. 

 



学会抄録 

 

1. Saeki,Y.(1), Takahashi,M.(1), Miake,Y., Yamada,S.(2), Okuda,K.(3), Yanagisawa,T. : Combined effects of xylitol, 

Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate on remineralization, 29th Asia Pacific Dental 

Congress Programs & Abstracts, 189, 2007. (29th APDC, Jakarta, Indonesia) (1)ロッテ・中央研,(2)歯周病,(3)微生物 

 

2. 荻原正也, 見明康雄, 栁澤孝彰 : 漂白によるヒトエナメル質結晶の変化, 歯科学報 107(2), 226, 2007. (第 283 回

東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 細形研,分析生研 

 

3. 三島弘幸(1), 筧 光夫(2), 安井敏夫(3), 見明康雄 : シルル紀および石炭紀のコノドント化石の組織構造,化石研究

会会誌 40(1), 97～98, 2007. (第 25 回化石研究会総会, 東京) 細形研,分析生研 

(1)高知学園短大・歯科衛生,(2)明海大・歯・解剖,(3)高知県 

 

4. 荻原正也, 見明康雄, 栁澤孝彰 : 漂白による歯牙エナメル質結晶の変化, J Oral Biosci 49(Suppl), 113, 2007.  

(第 49 回歯科基礎医学会総会, 札幌市) 細形研,分析生研 

 

5. 菅原 優, 塩谷宗大, 澤田 隆, 栁澤孝彰 : 発育中のラット歯根膜における弾性系線維の分布について, J Oral 

Biosci 49(Suppl), 115, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会総会, 札幌市) A79-0020-1 細形研 実動施設 

 

6. 渡邊弘樹, 菅原 優, 栁澤孝彰 : NOS ノックアウトマウスの骨芽細胞における NOX 発現, J Oral Biosci 49(Suppl), 

152, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会総会, 札幌市) A99-0020-1 細形研 実動施設 

 

7. 森口美津子, 山田まりえ(1), 栁澤孝彰 : ラット臼歯萌出部の口腔上皮における Ask1, Daxx, Cytochrom C の分布, 

J Oral Biosci 49(Suppl), 180, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会総会, 札幌市) 細形研 実動施設  

(1)新潟医療福祉大・医療技術 

 

8. Sugawara,Y., Watanabe,H., Yanagisawa,T. : NOX expression in odontoblasts and cementoblasts of NOS knock-out 

mice, J Bone Miner Res 22(Suppl 1), S273, 2007. (29th Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral 

Research, Hawaii, USA) A99-0020-1 細形研 実動施設 

 

9. Ogiwara,M., Miake,Y., Yanagisawa,T. : Changes in dental enamel crystals by bleaching, J Bone Miner Res 22(Suppl 

1), S485, 2007. (29th Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Hawaii, USA) 細形研,保情研,

分析生研 

 

10. Watanabe,H., Sugawara,Y., Yanagisawa,T. : ROS expression in osteoblasts of NOS1, 2 and 3 knock out mice, J 

Bone Miner Res 22(Suppl 1), s137, 2007. (29th Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, 

Hawaii, USA) A99-0020-1 細形研 実動施設 

 

11. 三島弘幸(1), 川井郁子(2), 西野彰恭(1), 和食沙紀(1), 田中和夫(3), 大久保厚司(4), 見明康雄, 栁澤孝彰 : 縁上 

歯石での形態と組成における加齢変化, 第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会プログラム・抄録集, 

34, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京) 細形研,分子生研 (1)高知学園短大・歯科衛生,(2)高知

学園短大・応用生命,(3)高知県,(4)日大松戸・歯・解剖 

 



12. 塩谷宗大, 井原郁夫(1), 澤田 隆, 見明康雄, 栁澤孝彰 : 再植歯とインプラント体の上皮接着機構の比較検討

―電子顕微鏡学的研究―, 第 39 回日本臨床分子形態学会総会講演プログラム・予稿集, 107, 2007. (第 48 回 

日本組織細胞化学会総会・第 39 回日本臨床分子形態学会総会合同学術集会, 甲府市) 細形研 実動施設 (1)歯内療法 

 

13. Yanagisawa,T. : Caries prevention and restoration of initial caries by remineralization enhanced by xylitol chewing 

gum containing Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate, Chinese Dental Journal, 10, 2007.  

(第 30 回中華牙医学会, Taipei, Taiwan) 

 

14. Yanagisawa,T. : Prevention of caries and restoration of initial enamel caries by remineralization enhanced with 

xylitol+2gum, 6th Vietnam Scientific Dental Congress & International Exhibition, 23, 2007. (6th Vietnam Scientific 

Dental Congress, Ho Chi Minh, Vietnam) 

 

15. Sawada,T., Inoue,S.(1) : Ultrastructural organization of collagen fibrils of shark mandible, Mol Biol Cell 18(Suppl), 

489～490, 2007. (47th Annual Meeting The American Society for Cell Biology, Washington, DC, USA) A79-0020-1 細形研 

(1)Dept. of Anatomy and Cell Biology， McGill Univ. 

 

16. Mishima,H.(1), Kakei,M.(2), Yasui,T.(3), Miake,Y. : Structure and chemical composition of apatite crystal in hard 

tissue of conodont fossil from silurian to carboniferous, Calcif Tissue Int 82(Suppl 1), 37, 2008. (35th European 

Symposium on Calcified Tissues, Barcelona, Spain) 細形研,分析生研 (1)高知学園短大・歯科衛生,(2)明海大・解剖,(3)高知県 

 

17. 三島弘幸(1), 宮元沙織(2), 西野彰恭(1), 田中和夫(3), 大野由香(1), 中石裕子(1), 野村加代(1),和食沙紀(1),      

大久保厚司(3), 見明康雄, 栁澤孝彰 : 歯肉縁下歯石の年齢差による形態と組成の変化, 解剖誌 83(Suppl), 

185, 2008. (第 113 回日本解剖学会総会・全国学術集会, 由布市) 細形研,分析生研 (1)高知学園短大・歯科衛生,(2)高知

学園短大・応用生命,(3)高知県 

 

18. 森口美津子, 山田まりえ(1), 栁澤孝彰 : ラット臼歯歯胚における ASK1 と p-p38 の分布, 解剖誌 83(Suppl), 201, 

2008. (第 113 回日本解剖学会総会, 由布市) 細形研 実動施設 (1)新潟医療福祉大・医療技術 

 



3．生 理 学 講 座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 田﨑 雅和 口腔粘膜受容器の形態および機能に関する研究（Ａ79-0090-1） 

講  師 山本  哲 脳内活性に及ぼす加齢，運動機能障害，感覚機能障害および脳内代

謝異常の影響（Ａ97-0090-1） 

 遠藤 隆行 脳幹孤束核細胞の生理機能について（Ａ04-0090-1） 

 澁川 義幸 象牙質形成細胞の生理学的研究（Ａ95-0090-2） 

  顎運動関連ミラーニューロシステムの検討（Ａ02-0090-1） 

  

2．成果の概要 

1）カリウム依存性ナトリウムーカルシウム交換体の機能構造連関 

カリウム依存性ナトリウムーカルシウム交換体（NCKX)は、記憶獲得や運動獲得、視細胞（杆体細

胞）における光受容機構など、幅広い生理的機構に重要な役割を演じている。多くのNCKXタンパク

の構造機能連関の研究は、NCKX2 アイソフォームにて行われているが、配列の類似性から、NCKX2

アイソフォームで得られた結果は、ヒトSLC24遺伝子ファミリーのNCKX1-5メンバーのすべてに適

用可能なようである。そこで、過去のいくつかの論文から、陽イオン輸送にかかわる細胞膜セグメ

ントの配列に関して、また陽イオン結合と輸送機能に重要なアミノ酸残基についてレヴューをおこ

なった。 

 Annals of the New York Academy of Sciences, 1099: 16～28, 2007（Ａ95-0090-2） 

2) 心室筋細胞‐線維芽細胞間の電気的カップリングの数理モデル 

心室、心房において、心筋線維芽細胞間ならびに心筋線維芽細胞と心筋細胞の間での機能的な細

胞間カップリングが報告されている。そこで、本研究は、これら相互作用の結果について、ヒト心

室活動電位のTusscher modelと、我々の哺乳類における心室線維芽細胞の電気生理学的モデルを結

合させることによって調べた。 

 Biophysical Journal 92(11), 4121～4132, 2007（Ａ95-0090-2） 

3）ヒト歯髄象牙質感覚の大脳皮質再現領域 

脳磁場計測装置を用いて、ヒト歯髄象牙質感覚の大脳皮質再現領域を検討した。歯髄電気刺激によ

って、痛みにならない感覚を誘発し、体性感覚誘発脳磁場応答を記録したところ、一次応答として

27msのピーク応答が観察された。よってヒト歯髄内には、Aベータニューロンが存在することが示

された。また、その電流源は、大脳皮質一次体性感覚野の最外方に一致していた。 

  Journal of Dental Research, 87(4), 358～62, 2008 (Ａ02-0090-2) 

4) タウリン投与がマウスの学習行動に及ぼす影響 

タウリンは神経系の成長・発達に重要な役割を果たすと考えられている。マウスの胎生期および 
出生後のさまざまな時期にタウリン(400 mg/kg/day)を与え、離乳後の学習行動に及ぼす影響を調 

べた。その結果、胎生期または離乳前からタウリンの投与を続けたマウスより、離乳期にタウリ 

ンの投与を始めたマウスの方が、学習成績が優れていた。これらのことから、タウリンに対する 

感受性が高く、後の学習成績を向上させる時期は離乳期であることが明らかになった。 

Life Sciences, 81(15), 1228～1234, 2007（Ａ97-0090-1） 



5）脳幹孤束核におけるアセチルコリンの効果 

脳幹孤束核におけるアセチルコリンの効果を検討した。脳幹孤束核細胞においてニューロキニンは

α1型GTP結合タンパク質を介してN型P/Q型カルシウムチャネルを抑制する作用があることが明

らかになった。 

  Neuroreport 18, 1141～1145, 2007（Ａ04-0090-1） 

 

6）脳幹孤束核におけるアンギオテンシンⅡの効果 
 脳幹孤束核におけるアセチルコリンの効果を検討した。脳幹孤束核細胞においてアンギオテンシ

ンⅡはSrcチロシンキナーゼとp38ミトゲン活性化タンパクキナーゼを介してL型カルシウムチ

ャネルを活性化する作用があることが明らかになった。 

  J Oral Biosci 49(2), 89～96, 2007（Ａ04-0090-1） 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

澁川 義幸 K+-dependent Na+/Ca2+ exchanger

の構造変異と細胞膜K+-Na+-Ca2+ 

交換駆動過程の機能連関 

カルガリー大学医学部 Canada PPM 
Schnetkamp 

澁川 義幸 顎運動関連ミラーニューロンシ

ステムの検討 

松本歯大・大学院 塩尻市 熊井 敏文 

澁川 義幸 心室筋細胞のCa2+信号はアセトア

ルデヒド・全身性局所麻酔薬で調

節されるか？ 

東邦大･薬 船橋市 百瀬弥寿徳 

澁川 義幸 象牙芽細胞の細胞内Ca2+信号に関

する研究 

延世大学･歯 韓国 Dong Min 
Shin 

澁川 義幸 電位依存性 K+チャネルの生体物

理学的特性に関する研究 

カルガリー大･医 Canada WR Giles 

澁川 義幸 象牙芽細胞は感覚受容細胞であ

るか？ 

リヨン第一大 France H Magloire 

澁川 義幸 細胞内IP3濃度計測に関する研究 北医大･歯 当別町 谷村 明彦 

澁川 義幸 象牙芽細胞の TRPM8 チャネルに

関する研究 

鹿児島大学･歯 鹿児島 徳田 雅行 

澁川 義幸 口唇機能の大脳皮質基の基盤 松本歯科大学・歯 塩尻市 増田 裕次 

澁川 義幸 唾液腺細胞のAQP発現 鶴見大学･歯 横浜市 佐原 資謹 

澁川 義幸 唾液腺水分泌機構 日大・松戸歯 松戸市 杉谷 博士 

  

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

澁川 義幸 象牙芽細胞感覚受容機構の解明（ＴＲＰ・電位依存

性チャネル、神経共培養解析） 

文科省科研費・基盤研究（C） 

澁川 義幸 口腔領域体性感覚と Mirror Neuron System の統合

異常 

学術研究高度化推進経費 ハイテク・リサ

ーチ・センター経費(第6) 

澁川 義幸 歯牙の近遠心頬舌側決定因子：非対称性発生を制御

する歯胚における Ca イオン分布の非対称性発現制

御機構 

東京歯科大学学長奨励研究助成 



5．研究活動の特記すべき事項 

受賞 

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名 

澁川 義幸 2007. 6.10 The Young 
Investigator Award 

歯牙硬組織（エナメル質・

象牙質）形成にかかわる方

向性 Ca2+輸送と Na+ / Ca2+

交換の連関 

第 2 回トランスポーター

研究会 

 

   学会招待講演 

演者名 年月日 講演題名 学会・研究会名 主催地 

澁川 義幸 2007. 4.20 Ca2+ signaling in odontoblasts: 
role in dentinogenesis and 
sensory transduction 

2007 Symposium on Calcium 
Signaling 

韓 国 

澁川 義幸 2007.12. 7 顎顔面領域の運動－感覚統合機

構と関連するヒト高次脳機能   

－Orofacial sensory-motor 
integration mechanisms in 
human brain－ 

松本歯科大学大学院歯学独立研

究科 第162回大学院セミナー 

松本市 

澁川 義幸 2008. 2.29 ヒト大脳皮質体性感覚機能の特

殊性 

平成 19 年度 東京歯科大学口腔

科学研究センターワークショップ 

千葉市 

 

6．教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

演者名 年月日 演 題 学会・研究会名 主催地 

田﨑 雅和 2007.11.30 口腔粘膜に分布する感覚神経終

末の形態と機能 

理工懇談会 第517回例会 東京 

 

教育ワークショップ等 

共用試験等 

氏 名 年月日 種  別 役  割 開催地 

田﨑 雅和 2008. 2. 7 平成19年度東京歯科大学 第4学年CBT 試験実施委員 千葉市 

田﨑 雅和 2008. 2.24 平成19年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

田﨑 雅和 2008. 3.14 平成19年度東京歯科大学 第4学年CBT追･

再試験 

試験実施委員 千葉市 

 



論      文 

 

1. Endoh,T. : Muscarinic M2 receptor inhibition of calcium current in rat nucleus tractus solitarius, Neuroreport 18, 

1141～1145, 2007. 原著 A04-0090-1 細形研 実動施設 

 

2. Endoh,T. : Role of angiotensin Ⅱ in nucleus tractus solitarius, J Oral Biosci 49(2), 89～96, 2007. 原著 A04-0090-1 

細形研 実動施設 

 

3. Kubo,K.(1), Shibukawa,Y., Suzuki,T., Ichinohe,T.(1), Kaneko,Y.(1) : Cortical representation area of human dental pulp, 

J Dent Res 87(4), 358～362, 2007. 原著 学位論文(甲) A02-0090-1 脳科学研 (1)歯麻 

 

4. MacCannell,K.(1), Bazzazi,H.(1), Chilton,L.(1), Shibukawa,Y., Clark,R.(1), Giles,W.(1) : A mathematical model of 

electrotonic interactions between ventricular myocytes and fibroblasts, Biophys J 92(11), 4121～4132, 2007.   

原著 A95-0090-2 (1)University Calgary， Faculty of Medicine 

 

5. Kimura,M.(1), Shibukawa,Y., Momose,Y.(1), Sugaya,M.(2), Yamamura,S.(2), Suzuki,T., Hatakeyama,N.(3), 

Yamazaki,M.(3) : Effects of thiopental on Ca2+ currents and intracellular Ca2+ transient in single atrial cells from 

guinea pig, Pharmacology 80(1), 33～39, 2007. 原著 学位論文(甲) A95-0090-2 (1)Dept. of Clinical Pharmacy，Faculty 

of Pharmaceutical Sciences， Toho Univ.,(2)Dept. of Clinical Phamacy，Faculty of Pharmaceutical Sciences， Toho Univ., 

(3)Dept. of Anesthesiology，Faculty of Medicine， University of Toyama 

 

6. Ito,E.(1), Ichinohe,T.(1), Shibukawa,Y., Aida,H.(1), Kaneko,Y.(1) : Anesthetic duration of lidocaine with 10% dextran is 

comparable to lidocaine with 1:160 000 epinephrine after intraosseous injection in the rabbit, Oral Surg Oral Med 

Oral Pathol Oral Radiol Endod 104(3), e26～31, 2007. 原著 学位論文(甲) A02-0090-1 脳科学研 (1)歯麻 

 

7. Matsuzaka,K.(1), Katakura,A.(2), Endoh,T., Shibukawa,Y., Shintani,M.(3), Tazaki,M., Ishihara,K.(4), Hashimoto,S.(5), 

Yoshinari,M.(6), Inoue,T.(1) : Age-related differences in expression of vascular endothelial growth factor by 

periodontal ligament cells in vitro, Bull Tokyo Dent Coll 48(3), 143～146, 2007. 原著 A79-0090-1 分子生研,   

細生研,分析生研 (1)臨検査,(2)口外,(3)脳科学研究施設,(4)微生物,(5)病理,(6)理工 

 

8. Suge,R.(1), Hosoe,N.(2), Furube,M.(2), Yamamoto,T., Hirayama,A.(3), Hirano,S.(4), Nomura,M.(1) : Specific timing of 

taurine supplementation affects learning ability in mice, Life Sciences 81(15), 1228～1234, 2007. 原著 

A92-0090-3 実動施設 (1)埼玉医大・生理,(2)東邦大・佐倉病院・内科,(3)ＲＩ研,(4)額田医学生物学研究所 

 

9. Shibukawa,Y., Kang,J.(1), Kinjo,T.(1), Szerencsei,R.T.(1), H,A.(1), P,P.(1), Schnetkamp,P.P.(1) : Structure-function 

relationships of the NCKX2 Na/Ca-K exchanger, Annals of the New York Academy of Sciences 1099, 16～28, 

2007. 原著 A95-0090-2 細生研 (1)University Calgary 

 

単行図書 

 

1. Shibukawa,Y.: 共著 :The retinal rod NCKX1 and cone/ganglion cell NCKX2 Na+/Ca2+-K+ exchangers in: ocular 

transporters in ophthalmic diseases and drug delivery , Humana Press Inc, Totowa, NJ, 2008. A95-0090-2 

 

 

 



その他 

 

1. 澁川義幸 : 口腔と歯の健康から生活習慣病の予防へ, 予防医学シンポジウム 136(2007), 2～3, 2007. 

A95-0090-2 

 

学会抄録 

 

1. 澁川義幸, 石川達也(1), 新谷益朗(2), 田﨑雅和, 下野正基(3), 熊井敏文(4), 中村嘉男(2) : 顎関節症患者における

大脳皮質機能障害：脳磁場応答解析, J Oral Biosci 49(Supple), 106, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会 学術大会なら

びに総会, 札幌市) 平成 19 年 8 月 29-31 日、A02-0090-1 脳科学研 (1)東歯大・名誉教授,(2)脳科学研究施設,(3)病理,  

(4)松本歯・大学院 

 

2. 遠藤隆行, 澁川義幸, 山本 哲, 田﨑雅和 : 脳幹孤束核において神経成長因子はアンギオテンシンのカルシウム

チャネル促進作用を阻害する, Jpn J Physiol 58(Suppl), S131, 2007. (第 85 回日本生理学会大会, 東京) A04-0090-1 

細形研 実動施設 

 

3. Endoh,T., Yamamoto,T., Tazaki,M. : modulation of calcium channels in nucleus tractus solitarius, Program No. 

POS-FRI-083, p117, 2007 Abstracts Viewer, 2007. (7th International Brain Research Organization World Congress of 

Neuroscience, Melbourne, Australia) A04-0090-1 細形研 実動施設 

 

4. 遠藤隆行, 和田佳行(1), 松坂賢一(2), 石原和幸(1), 田﨑雅和, 井上 孝(2) : 骨系細胞におけるテロメア結合タンパ

クおよびタンキラーゼの局在性, J Oral Biosci 49(Suppl), 200, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会, 

札幌市) HRC7, A04-0090-1 分子生研,細生研 (1)微生物,(2)臨検査 

 

5. 田村洋平(1), 新谷益朗(2), 田﨑雅和, 澁川義幸, 一戸達也(1) : 口腔粘膜からの体性感覚誘発脳磁場応答, 歯科

学報 107(4), 450, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A02-0090-1 脳科学研 

(1)歯麻,(2)脳科学研究施設 

 

6. 澁川義幸, 福島美和子(1), 橋本貞充(2) : 唾液腺腺房細胞における AQP チャネルの電気生理学的検討, 歯科学報 

107(4), 467, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A95-0090-2 (1)日大・松戸歯・生理,(2)病理 

 

7. 佐藤大輔(1), 遠藤隆行 : 骨系細胞におけるテロメア結合タンパク 2 およびタンキラーゼの局在性, 歯科学報 

107(4), 473, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会, 東京) 細形研 実動施設 (1)臨検査 

 

8. 新谷益朗(1), 澁川義幸, 一戸達也(2), 奥田克爾(3), 李 満旭(4), 石川達也(5) : 東京歯科大学における脳科学研究

のあゆみ(1999-2007), 歯科学報 107(4), 449, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A02-0090-1    

脳科学研 (1)脳科学研究施設,(2)歯麻,(3)微生物,(4)病理,(5)東歯大・名誉教授 

 

9. Shibukawa,Y., Ishikawa,T.(1), Shintani,M.(2), Shimono,M.(3), Kumai,T.(4), Suzuki,T., Nakamura,Y.(2) : Cerebral cortical 

dysfunction visuomotor integration mechanisms in patients with temporomandibular disorders in association with 

jaw movement observation, Programs and Abstarcts of ISCAM, 57, 2007. (First Conference of International Society for 

the Advancement of Clinical Magnetoencephalography, August 27-30, 2007, Matsushima) A95-0090-2 脳科学研  

(1)Tokyo Dent Coll,(2)脳科学研究施設,(3)病理,(4)Matsumoto Dental Univ 

 



10. Matsuura,N.(1), Tomioka,T.(2), Tamura,Y.(1), Shibukawa,Y., Shintani,M.(2), Shimono,M.(3), Ichinohe,T.(1) : Sensory 

recognition mechanisms in the congential insensitivity to pain and anhidrosis patient: a magnetoencephalography 

study, Programs and Abstarcts of ISCAM, 56, 2007. (First Conference of International Society for the Advancement of 

Clinical Magnetoencephalography, August 27-30, 2007, Matsushima) A95-0090-2 脳科学研 (1)歯麻,(2)脳科学研究施設, 

(3)病理 

 

11. Tamura,Y.(1), Kubo,K.(1), Shintani,M.(2), Tazaki,M., Shibukawa,Y., Ichinohe,T.(1) : Somatosensory evoked magnetic 

fields (SEFs) from buccal and tongue mucosa using piezo-driven tactile stimulation device a 

magnetoencephalography study, Programs and Abstarcts of ISCAM, 72, 2007. (First Conference of International 

Society for the Advancement of Clinical Magnetoencephalography, August 27-30, 2007, Matsushima) A95-0090-2 脳科学研 

(1)歯麻,(2)脳科学研究施設 

 

12. 奥村礼二郎(1), 村松 敬(2), 松田敏夫(3), 馬場明道(3), 中川寛一(1), 下野正基(2), 田﨑雅和, 鈴木恵子(4),     

澁川義幸 : エナメル芽細胞に発現する NCX1,3 を介したエナメル質の石灰化機構, トランスポーター研究会 

第一回関東部会要旨集, 2007. (トランスポーター研究会 第一回関東部会, 横浜市) A95-0090-2 細生研  

(1)歯内療法,(2)病理,(3)大阪大・薬,(4)カルガリー大学 

 

13. 上田彩香(1), 甲田賢一郎(2), 澁川義幸, R.T.Szerencsei(3), 田﨑雅和, 百瀬弥寿徳(1), P.Schnetkamp(3) : NCKX2 の

K+-binding に対する EDTA と La3+の効果, トランスポーター研究会 第一回関東部会要旨集, 2007. (トランスポー

ター研究会 第一回関東部会, 横浜市) A95-0090-2 細生研 実動施設 (1)東邦大・薬物治療学研究室,(2)東邦大・佐倉  

病院・麻酔科,(3)University of Calgary 

 

14. 澁川義幸, 上田彩香(1), 奥村礼二郎(2), 村松 敬(3), 松田敏夫(4), 馬場明道(4), 田﨑雅和, 中川寛一(2), 下野正基(3), 

鈴木恵子(5), P.Schnetkamp(5), 百瀬弥寿徳(1) : 歯牙硬組織(エナメル質・象牙質)形成にかかわる方向性 Ca2+輸

送と Na+ / Ca2+交換の連関, 第二回トランスポーター研究会, 2007. (第二回トランスポーター研究会, 昭和大学、東京) 

A95-0090-2 (1)東邦大・薬物治療学研究室,(2)歯内療法,(3)病理,(4)大阪大院・薬・複合薬物動態,(5)University of Calgary 

 

15. Tamura,Y.(1), Kubo,K.(1), Shintani,M.(2), Tazaki,M., Shibukawa,Y., Ichinohe,T.(1) : Oral structure representation in 

human somatosensory cortex, Journal of Dental Research Program and Abstracts papers, 102, 2007. (The 55th 

Annual Meeting of Japanese Association of Dental Research, Yokohama) A95-0090-2 脳科学研 (1)歯麻,(2)脳科学研究施設 

 

16. 松浦信幸(1), 冨岡俊也(2), 田村洋平(1), 澁川義幸, 新谷益朗(2), 一戸達也(1) : 先天性無痛無汗症における感覚

認識機構の解明 －脳磁図を用いた検討－, 歯科学報 108(1), 40, 2008. (第 284 回 東京歯科大学学会(例会), 

千葉市) A02-0090-1 脳科学研 (1)歯麻,(2)脳科学研究施設 

 

17. 澁川義幸 : ヒト大脳皮質体性感覚機能の特殊性, 平成 19 年度 東京歯科大学口腔科学研究センターワークショッ

ププログラム抄録集, 1, 2008. (平成 19 年度 東京歯科大学口腔科学研究センターワークショップ, 千葉市) A02-0090-1 

脳科学研 

 



4．生 化 学 講 座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 東 俊文 幹細胞移植を用いた再生医療の基礎的、臨床的検討（A-04-0325-1） 

准 教 授 佐藤  裕 口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（A95-0120-1） 

助  教 山本 康人 口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（A95-0120-1） 

S. mutans 糖代謝系の鍵酵素であるピルビン酸ギ酸リアーゼ（PFL）の遺伝子

クローニングとその発現調節機構の解析（A95-0120-2） 

 柴山 和子 Candida albicansの病原因子解析 

助  手 落合 宏美 幹細胞移植を用いた再生医療の基礎的、臨床的検討（A-04-0325-1） 

 

2．成果の概要 

1）幹細胞移植を用いた再生医療の基礎的、臨床的検討（A-04-0325-1） 

組織に存在する幹細胞候補として Side Population(SP)細胞に注目し、その細胞生物学的検討および幹

細胞の癌化メカニズムとの関係について詳細な検討を行っている。組織幹細胞は組織が受けた傷害の修復

が重要な役割の一つである。組織傷害の検討からＴＧＦβがＳＰ細胞のアポトーシスを有効に延長させる

ことを発見した。（ Stem Cell under review ）さらに、株化癌細胞におけるＳＰ細胞の存在を確認し、そ

の細胞運動とＲａｃ活性化機構にいて検討し、ＳＰ細胞ではＲａｃが活性化していることを見出した。Ｓ

Ｐ細胞が株化細胞でもＭＤＲ遺伝子のみならず運動機能制御遺伝子の活性化にも違いがみられ、癌幹細胞

としての機能を持つ可能性が示唆された。（Int.J.Cancer under review）癌株化細胞をＴＧＦβ処理する

ことによりほとんどの場合細胞増殖が抑制されるとともにＳＰ細胞が減少することが観察された。またＴ

ＧＦβ処理により細胞全体として抗がん剤に対する感受性が亢進した。これはＴＧＦβによるＳＰ細胞各

分の低下が寄与したことが示唆される。さらに ＴＧＦβ処理により細胞のアポトーシス感受性が亢進し

た。ＳＰ細胞はＭＰ細胞よりアポトーシス感受性が低いことからＳＰ細胞の減少が細胞のアポトーシス誘

導においても一定の役割を果たすことが示唆された。（ＢＪＰ）さらにＴＧＦβ処理により細胞の増殖が亢

進し、いわゆるＥＭＴと似た機構を通じてＳＰ細胞も増加する。この系は複雑であるが我々はＥＧＦR が

過剰発現する系を発見した。さらにEGFRはＡＢＣトランスポーターの機能を亢進させて、ＳＰ細胞を増加

させることを明らかにした。（ＪＧＨ 印刷中） 

 

  2）口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ95-0120-1） 

ヒトう蝕に重要なS. sobrinusで予想外にも２つ(gbpC, dbl)存在し、その特徴づけを前年度行った。とこ

ろが、これら両遺伝子それぞれを用い，S. sobrinus 6715株ゲノムデータベース検索で，相同性の高い領

域をもつ複数のContigが検出されることなどから6715株はこの2つの遺伝子以外にgbpC遺伝子ホモロ

グをもっている可能性が示唆された。そこで両遺伝子の上下流に向かってゲノムウォーキングを行ったと

ころ、gbpC遺伝子の下流に54.9%, dbl遺伝子の下流に55.8%とそれぞれ相同性の高い遺伝子を検出し，

それらをgbpC2およびdblBと名付け、既報のgbpC, dblをそれぞれgbpC1, dblAとリネームした．両新

規遺伝子のコードタンパク質のグルカン結合活性を調べたところ両者とも DblA タンパクと同様の結合活

性を示した．以上のことから，S. sobrinus 6715株には４つのgbpC遺伝子ホモログが存在し、gbpC2, dblA, 
dblBのいずれもがデキストラン依存性凝集に関与していることが示唆された。（佐藤） 



J Oral Biosci 49:303〜308, 2007 

 

S. mutans Z1株からクローニングしたコラーゲンアドヘシンをコードする遺伝子 cnm の保有につ

いての網羅的検索結果は、この遺伝子が mutans streptococci で普遍的に保存されていないことを

明らかにし、さらに、cnm が存在する領域についても多型があることを示唆していた。また、S. ratti 

107P株よりクローニングした cnm ホモログは、S. mutans の Cnm とコラーゲン結合領域（CBD）で

は高い相同性（75％超）を示しながらも CBD の下流に認められるアミノ酸残基の繰り返し配列（B

リピート領域）において、リピートユニットの長さや繰り返し回数に違いがみられた。この Bリピー

ト領域での違いと菌体の細胞外マトリックス（ECM）成分への結合活性の関連を調べる第一段階とし

て、S. ratti 107P株および 107P株と同様に cnm ホモログの存在が確認された S. ratti FA-1株を

供試菌とし、ELISA 法による菌体のECM 成分（コラーゲン，ラミニン，フィブロネクチン）への結合

活性試験を、S. mutans Z1株をポジティブコントロール、05A02株（Z1株を親株とする cnm の欠失

変異株）をネガティブコントロールとして行った。この結果、S. ratti 107P 株および FA-1 株の菌

体はともにコラーゲンに対しては S. mutans Z1株と同程度によく結合するが、ラミニンおよびフィ

ブロネクチンには結合活性を示さなかった。このことは、S. mutans Z1 株と S. ratti 107P 株菌体

の ECM 成分への結合活性に、コラーゲンアドヘシンの B リピート領域の違いが影響をおよぼしてい

る可能性を示している。さらに、S. ratti 107P株および FA-1株と cnm の欠失変異株である 05A02

株が cold agglutination 現象を起こさないことから、この現象に対する Bリピート領域の関与も示

唆された．（山本） 

 

3）Candida albicansの病原因子解析 

Candida albicansは多くの健常者より検出される常在真菌であるが、抵抗力の低い高齢者等に対して口

腔咽頭カンジダ症を含む重篤な症状を引き起こす。真核生物であるため一般の抗生物質は効果がなく抗

真菌活性物質の多くがヒトに対して毒性を有するため、新しい抗真菌薬の開発は困難である。カンジダ

症は、高齢化社会を迎えている我が国において重要な感染症の一つである。マイクロアレイ解析から、

C. albicansの病原性には細胞表層の付着分子や分泌酵素が関与することが示唆された。C. albicansによ

る感染の成立から病原性の発揮に至るまでの遺伝子発現制御を含めたメカニズムの解明を目指し、機能

解析を進める。新規な細胞表層付着分子に焦点を当て、そのコード遺伝子の欠失変異株の構築を試みて

いる。 

 
 
3．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研 究 課 題 研 究 費 

佐藤  裕 もう一つのヒトう蝕原因菌で遅れている遺伝子機

能解明への一つのアプローチ（A95-0120-1） 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

山本 康人 心内膜炎病原因子候補、S. mutans のコラーゲン

アドヘシン（Cnm）の機能解明（A95-0120-1） 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

 



論      文 

 

1. Kagami,A., Okamoto-Shibayama,K., Yamamoto,Y., Sato,Y., Kizaki,H. : One of two gbpC gene homologues is 

involved in dextran-dependent aggregation of Streptococcus sobrinus, Oral Microbiol Immunol 22(4), 240～247, 

2007. 原著 学位論文(甲) A95-0120-1, 科学研究費基盤 C HRC7 分子生研 

 

2. Sato,Y., Ishikawa,A., Okamoto-Shibayama,K., Takada,K.(1), Hirasawa,M.(1) : Four gbpC Gene Homologues in 

Streptococcus sobrinus, J Oral Biosci 49(4), 303～308, 2007. 原著 A95-0120-1、 科学研究費基盤 C 分子生研 (1)

日大・松戸歯・感染免疫 

 

3. Okoshi,R., Ohta,K., Ishikawa,A., Sakiyama,K.(1), Ide,Y.(1), Sato,Y., Kizaki,H. : Expression of AMP-activated protein 

kinase subunit isoforms in masseter and tibialis anterior muscles of mice before and after weaning , J Oral Biosci 

50(1), 51～58, 2008. 原著 A90-0120-1 細形研,分子生研,細生研 実動施設 (1)解剖 

 

学会抄録 

 

1. Okada,T.(1), Amagai,T.(1), Oosuka,K.(1), Kukidome,N.(1), Takizawa,M.(1), Takase,Y.(1), Hirai,Y.(1), Azuma,T., 

Aida,S.(2) : The effects of cutting method on healing process of rat skin -Part 1 Observation immediately-, The 

World Federation for Laser Dentistry, 2007. (1st Meeting of the European Division of the WFLD, Nice、France) 細形研 

実動施設 (1)保存修復,(2)Dept. of Oral Hygiene 

 

2. Higuchi,H., Okamoto-Shibayama,K., Ohta,K. : Stress-adaptive enzyme and ion channels in xerostomia model 

mouse :Stress-adaptive enzyme and ion channels in xerostomia model mouse, 2007. (第 55 回 JADR 総会・学術大会, 

Yokohama) 細形研,分子生研,細生研 実動施設 

 

3. 岡本-柴山和子, 佐藤 裕 : Candida albicans Ssa 蛋白の病原性解析, J Oral Biosci 49(Supplement), 124, 2007.  

(第 49 回歯科基礎医学会学術大会, 札幌市) 

 

4. 樋口はる香, 太田一正, 柴山和子, 佐藤 裕, 木崎治俊 : 加齢によるマウス唾液腺での CFTR, ENaC, AMP 活性

化プロテインキナーゼの発現の変化, J Oral Biosci 49(Supplement), 191, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会学術大会, 

札幌市) 細形研,分子生研,細生研 実動施設 

 

5. 佐藤 裕, 柴山和子, 高田和子(1), 平澤正知(1) : S. sobrinus 6715 株に検出された 4 つの gbpC 遺伝子ホモログ,   

J Oral Biosci 49(suppl), 93, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会学術大会, 札幌市) A95-0120-1、 科学研究費基盤 C HRC7 

分子生研 (1)日大・松戸歯・感染免疫 

 



5．病 理 学 講 座 

 

プロフィール  

1．教室員と主研究テーマ  

教 授 下野   正基 口腔粘膜および唾液腺のintercellular junctionに関する研究  

（Ａ75-0160-6）  

准 教 授 橋本   貞充 付着上皮および長い付着上皮の微細構造とその動態に関する研究 

 （Ａ83-0160-36）  

唾液腺に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究 （Ａ75-016-12）

講 師 村松    敬 口腔腫瘍に対するバイオマーカーの開発（Ａ02-0160-01）  

嶋    香織 口腔腫瘍に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究 

（Ａ79-0160-23）  

助 教 榎谷   保信 歯根膜組織および歯槽骨の動態の解析（Ａ86-0160-38） 

リサーチレジデント 佐々木 穂高 歯髄組織の動態の解析（Ａ87-0160-40） 

大学院生 鬼澤   勝弘 唾液腺に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究（Ａ75-016-12）

佐藤   弘一 OsteogenesisとChondrogenesis （Ａ79-0160-16） 

土谷   穏史 歯髄組織の動態の解析（Ａ87-0160-40） 

 

2．成果の概要  

1）唾液腺のintercellular junctionと唾液分泌機構に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究 

（Ａ75-0160-6、Ａ75-016-12） 

   本研究の目的は、唾液腺組織の微細構造や機能を形態学的および細胞生物学的に解析し、唾液分泌に

おける細胞内のタンパク輸送機序や分泌機構を明らかにすることである．開口分泌に伴う分泌顆粒膜と

の癒合と膜の取り込み機構、および分泌時のタイト結合構成タンパクの変化を検討するために、分泌に

伴う細胞小器官や細胞骨格、種々のjunctionの変化を共焦点レーザー顕微鏡や蛍光顕微鏡、免疫電顕法、

凍結超薄切片法、急速凍結フリーズフラクチャー法を用い、捉えることを試みている．共焦点レーザー

顕微鏡像や凍結超薄切片免疫電顕の所見から、開口分泌にともなう細胞骨格の再構成の際に、タイト結

合の形態、構成タンパクであるocculudin、ZO-1、claudinの機能や局在が変化して細胞間隙の透過性（para 

cellular transport）が亢進することを明らかとした．また、水輸送に関わると考えられる膜タンパク

であるaquaporinに着目し、分離腺房においてその局在と機能を検索した｡ 

 

2）付着上皮および長い付着上皮の微細構造とその動態に関する研究（Ａ83-0160-36）  

本研究は、付着上皮および歯周疾患罹患後に形成される長い付着上皮の生物学的特性を明らか 

にすることを目的としており、その発生、再生あるいは形成過程を通して、これら上皮の動態を把握し、

生体防御にどのような役割を果たしているかを検討している．ラットを用いて、形態学的に細胞内小器

官や細胞骨格、細胞間結合装置、接着タンパクおよび細胞外マトリックスの変化を解析した結果、付着

上皮の歯面への接着に際しては、laminin-5やintegrinα6β4の発現が重要であることや、露出根面に形

成された長い付着上皮は、経時的に短小化し結合織性付着に置換されること、長い付着上皮細胞の結合

織側の細胞には増殖能があり、常に活発なターンオーバーを起こすことが示された。本年度は、ヒトケ

ラチノサイト由来細胞やラット口腔粘膜初代培養細胞を用いた系で、細胞外マトリックスの局在を検索



した。また、レーザーマイクロダイセクションを用いた分子生物学的検索で、マウス付着上皮表面では、

他の口腔上皮と比較してlaminin-5のmRNAの発現が有意に高いことを明らかにしてきた。  

   

3）歯髄組織の動態の解析（Ａ87-0160-40）  

   歯髄組織の発生、加齢変化、象牙芽細胞への分化、種々の物理的、化学的刺激に対する組織反応を検

討することにより、歯髄組織の動態、象牙質形成能や歯髄保存の可能性をin vitro ならびにin vivo の

系で検討する。具体的にはRNAの発現、局在を検索することにより、培養歯髄細胞に熱刺激を加えた際の

細胞間情報伝達能や硬組織形成能の低下は、熱によるギャップ結合構成タンパクの破壊を抑制すること

で防げることを明らかとした。また、歯髄組織におけるTRPVやタイト結合の局在、ならびにstem cell

の存在を明らかとするため、マウス歯乳頭と歯髄より、歯牙発生に関連する因子をマイクロアレイにて

検索・同定し、定量的リアルタイムＰＣＲ法による定量、免疫組織化学染色による局在の検索を行って

いる。 

    Cell Tissue Res 392(2)295～300 2007 

Int Endod J 41(2) 158～62 2007 

     

4）歯根膜組織および歯槽骨の動態の解析（Ａ86-0160-38） 

本研究は、歯根膜および歯槽骨の持つ特性やその動態をin vivo ならびにin vitro の系で検索し、

歯根膜細胞の骨芽細胞への分化を引き起こす因子の解析や歯槽骨新生のための要因を明らかにするこ

とを目的としている。今年度は、咬合圧（機械的刺激）に対して、歯根膜細胞はどのように応答するの

かを培養細胞に機械的刺激を加えることにより細胞への影響をin vitro で再現できる装置であるフレ

クサーセルを用い、培養細胞に機械的刺激を与え、細胞のtype I collagen、alkaline phosphatase、bone 
morphogenetic protein-2、 fibronectin、bone morphogenetic protein-4、heat shock protein 70とbasic 
fibroblast growth factorの mRNA発現をLightcyclerを用いたQRT-PCR法にて検索し、歯根膜の恒常

性維持との関係を検討した。 

 

5）口腔腫瘍に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究 （Ａ79-0160-23）  

本研究は、東京歯科大学千葉病院および水道橋病院口腔外科において、細胞診、組織診、手術材料と

して得られた口腔腫瘍の検体を用いて、病理組織学的に検討するとともに、免疫組織細胞化学的、超微

構造的に検索し、腫瘍細胞の特性や腫瘍発生を明らかにしていく。今年度は、歯原性腫瘍や嚢胞などに

おいて、細胞骨格を構成する中間径フィラメントや細胞外マトリックスの局在、分布を免疫組織化学的

に検索した。 

 

6）口腔腫瘍に対するバイオマーカーの開発（Ａ02-0160-01）  

本研究は、初発の口腔癌と診断された患者のうち、本研究の主旨に同意と承諾を得られた患者から腫

瘍組織と正常組織を採取し、口腔癌に対する新しいバイオマーカーを開発することを目的としている。

具体的には、得られた組織よりレーザーマイクロダイセクションを用いて正常細胞のみ、癌細胞のみの

それぞれを取りだし、RNAとタンパク質を抽出、マイクロアレイを用いることにより、高度に発現ある

いは消失する遺伝子、タンパク質を検索してバイオマーカーを開発する。また、培養において口腔癌細

胞と正常ケラチノサイトを用いて、いくつかの因子をスクリーニングし、その発現と機能の変化を検索

している。 



  Biochemistry 46(31)8920～32 2007,  

Bull Tokyo Dent Coll 48(4)199～203, 2007 

 

3．学外共同研究  

担当者 研究課題 
学外研究施設  

研究施設 所在地  責任者  

下野 正基 歯髄内神経ペプチドの機能  ベローナ大学医学部 Italy G.Fumagalli  

下野 正基 

橋本 貞充 

分泌細胞におけるカルシウム分布と細胞機

能  

ミラノ大学医学部  Italy F. Clementi  

橋本 貞充 

下野 正基 

歯原性腫瘍の組織発生に関する免疫組織

化学的研究  

延世大学校歯科大学 韓国 J. Kim  

橋本 貞充 唾液腺における傍細胞輸送の役割と制御  自然科学研究機構

生理学研究所  

岡崎市 村上 政隆  

橋本 貞充 唾液腺における水と唾液蛋白の分泌機構  日本大学松戸歯学

部生理学講座  

松戸市 杉谷 博士  

村松   敬 口腔癌特異的バイオマーカーの開発  ＵＣＬＡ 歯学部  U.S.A. D. Wong  

村松  敬 歯牙再生に必要な因子の検索 延世大学校歯科大学 韓国 H. S. Jung  

 

4．科学研究費補助金・各種補助金  

研究代表者  研究課題  研究費  

下野 正基 歯肉付着上皮の接着・細胞移動の分子機構 文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

村松  敬 遺伝子解析ならびにプロテオミクスによる出

生前の歯乳頭に潜在する歯牙形成機構の解明

文科省科研費・基盤研究（Ｃ）  

村松  敬 口腔癌に対する特異的バイオマーカーの確立 私立大学等経常費補助金  

（大学院整備重点化経費 研究科分）  

佐々 木 穂高 歯牙発生におけるAldh1a2の機能解析 文科省科研費・若手研究（スタートアップ） 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

 シンポジウム 

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地

下野 正基 2007. 6.17 歯肉はダイナミックに変化する GC友の会 学術講演 大阪シンポジウム 大阪 

橋本 貞充 2007. 9.23 口腔粘膜および唾液腺におけ

る生体防御機構の活性化 

第5回 日本再生歯科医学会学術大会

および総会 

東京 

下野 正基 2007.10.28 ビョウリのメガネで歯肉を診

たら・・・こんな変化をする

のは、なぜ・・・？ 

GC友の会 学術講演 東京シンポジウム 大阪 

村松  敬 2008. 2.29 唾液を検体としたエイジング

マーカーの確立 

平成19年度東京歯科大学口腔科学研究 

センターワークショップ 

千葉市



6．教育講演等教育に関する業績、活動 

  教育講演等 

氏 名 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

下野 正基 2007.10. 3 歯周治療の治癒像 

—上皮性付着について− 

東京歯科大学千葉市同窓会 千葉市 

下野 正基 2007.10. 7 歯周組織と全身疾患との関係 

−病理学的見地から− 

愛知県保険医協会学術講演会 名古屋市 

下野 正基 2007.11. 8 歯周組織と全身疾患との関係 

−病理学的見地から− 

香川県保険医協会学術講演会 高松市 

下野 正基 2007.11.25 病理からみた歯周病と全身疾

患との関係 

さいたま市4歯会合同学術講演会 さいたま市

 



論      文 

 

1. Sugiya,H.(1), Matsuki,M. : AQPs and control of vesicle volume in secretory cells, J.Membrane Biol 210(2), 155～159, 

2006. 原著 A75-0160-6, A83-0160-36、2006 年度分 細形研 実動施設 (1)日大・松戸歯・生理 

 

2. Fujita-Yoshigaki,j.(1), Katsumata,O.(1), Matsuki,M., Yoshigaki,T.(1), Furuyama,S.(1), Sugiya,H.(1) : Difference in 

distribution of membrane proteins between low-and high-density secretory granules in parotid acinar cells, 

Biochem Biophys Res Commun 344(1), 283～292, 2006. 原著 A75-0160-6, A83-0160-36、2006 年度分 (1)日大・松戸歯・

生理 

 

3. Yoshinari,M.(1), Matsuzaka,K.(2), Hashimoto,S., Ishihara,K.(3), Inoue,T.(2), Oda,Y.(1), Ide,T.(4), Tanaka,T.(4) : 

Controlled release of simvastatin acid using cyclodextrin inclusion system, Dent Mater J 26(3), 451～456, 2007. 

原著 A03-0611- (1)理工,(2)臨検査,(3)微生物,(4)九大・大学院・口腔常態制御学 

 

4. Tsuji,T.(1), Katsurano,M.(1), Ibaragi,s.(2), Shima,K., Sasaki,A.(3), Hu,G.(1) : Ornithine decarboxylase antizyme 

upregulates DNA-dependent protein kinase and enhances the nonhomologous end-joining repair of DNA 

double-strand breaks in human oral cancer cells, Biochemistry 46(31), 8920～8932, 2007. 原著 A02-0160-01 

(1)Department of Pathology， Harvard Medical School,(2)Department of Pathology， Harvard Medical School， 岡山大・大学院・

歯顎口腔病態外科,(3)岡山大・大学院・歯顎口腔病態外科 

 

5. Matsuzaka,K.(1), Tsuruoka,M.(2), Kokubu,E.(1), Katakura,A.(3), Endoh,T.(4), Shibukawa,Y.(4), Shintani,M.(5), Tazaki,M.(4), 

Ishihara,K.(6), Hashimoto,S., Yoshinari,M.(7), Inoue,T.(1) : Age-related differences in expression of vascular 

endothelial growth factor by periodontal ligament cells in vitro, Bull Tokyo Dent Coll 48(3), 143～146, 2007.   

原著 HRC7 (1)臨検査,(2)有床義歯,(3)口外,(4)生理,(5)脳科学研究施設,(6)微生物,(7)理工 

 

6. Chung,C., Muramatsu,T., Uekusa,T., Sasaki,H., Shimono,M. : Inhibition of connexin 43 expression and function in 

cultured rat dental pulp cells by antisense oligonucleotide, Cell Tissue Res 329(2), 295～300, 2007. 原著 学位

論文(乙) A87-0160-40, 科研費・基盤 C(17591926) 細形研 実動施設 

 

7. Katakura,A.(1), Kamiyama,I.(1), Takano,N.(1), Shibahara,T.(1), Muramatsu,T., Ishihara,K.(2), Takagi,R.(3), Shouno,T.(4) : 

Comparison of salivary cytokine levels in oral cancer patients and healthy subjects, Bull Tokyo Dent Coll 48(4), 

119～203, 2007. 原著 A02-016-01, 大学院重点 (1)口外,(2)微生物,(3)放射線医学総合研究所,(4)都立府中病院 

 

8. Matsuki-Fukushima,M.(1), Hashimoto,S., Shimono,M., Yoshigaki-Fujita,J.(1), Sugiya,H.(1) : Presence and localization 

of aquaporin-6 in rat parotid acinar cells, Cell and Tissue Res 332(1), 73～80, 2008. 原著 A75-0160-6, 

A83-0160-36 細形研 実動施設 (1)日大・松戸歯・生理 

 

9. Lee,M., Muramatsu,T., Uekusa,T., Lee,J., Shimono,M. : Heat stress induces alkaline phosphatase activity and heat 

shock protein 25 expression in cultured pulp cells, Int Endod J 41(2), 158～162, 2008. 原著 学位論文(乙) 

A87-0160-40, 科研費・基盤 C (17591926) 細形研 実動施設 

 

解      説 

 

1. 下野正基 : 歯の移動のメカニズム, 日歯医師会誌 60(4), 19～28, 2007. 

 



2. 高橋敬人(1), 斉藤秋人(1), 下野正基, 橋本貞充, 杉澤幹雄(2), 正岡孝康(2), 衣松高志(2), 黒田昌彦(1),山田 了(2) : 

長い上皮性付着は本当に不安定な癒着像か?接着タンパクにより明らかになってきた、付着上皮の接着と移動の

メカニズム, 歯界展望 110(3), 413～438, 2007. A75-0160-6, A83-0160-36 細形研 実動施設 (1)東京都,(2)歯周病 

 

単行図書 

 

1. 脇田 稔(1)編集, 前田健康(2)編集, 山下靖雄(3)編集, 明坂年隆(4)編集, 橋本貞充(a): 著分担 :口腔組織・発生学 

(a)第 9 章 口腔の軟組織 6.臨床的考察・唾液腺 348～354 頁, 医歯薬出版, 東京, 2006. (1)北大・大学院・口腔

健康科学,(2)新潟大・大学院・摂食環境制御,(3)東医歯大・大学院・顎顔面機構制御,(4)朝日大・歯・口腔構造機能発育 

 

2. 鴨井久一(1)編集, 佐藤 勉(2)編集, 花田信弘(3)編集,野村義明(2)編集,下野正基(a),橋本貞充(a),衣松高志(4)(a): 著

分担 :Preventive Periodontology 臨床を支えるサイエンスを知る・唾液検査を活用する・生活習慣病を予防する 

(a)歯肉炎の病態 7～20 頁, 医歯薬出版, 東京, 2007. 科研費・基盤 C (19592134) (1)日歯大・歯周,(2)国立保健医療

科学院,(3)日歯大・衛生,(4)歯周病 

 

3. 橋本貞充(a),(b),井上 孝(1)(a),(b): 著分担 :歯周治療におけるメインテナンス Supportive Periodontal Therapy (a)2

章 知識編 見てわかる！歯肉・歯・歯根面の構造と役割 1.歯肉の構造と役割 36～41 頁,(b)2 章 見てわかる!

歯肉・歯・歯根膜の構造と役割 2.プロケアによる歯肉への影響 42～47 頁, 医歯薬出版, 東京, 2007. デンタル

ハイジーン別冊 (1)臨検査 

 

4. 橋本貞充, 三上直一郎(1) : 共著 :歯肉を診る・歯肉を読む , ジーシー, 東京, 2007. 脳科学研 (1)東京 

 

5. 井出吉信(1)編著, 阿部伸一(1)編著,小林明子(2)編著, 村上恵子(2)編著,上松博子(1)(a),(b),橋本貞充(a),(b),  

音成貴道 (3)(c), 佐野 司 (3)(c), 矢島あや (3)(c) : 著分担 :臨床に活かす!歯と口腔のビジュアルガイド 

(a)CHAPTER1 基礎を固める！口腔と口腔周囲のしくみ 1～43 頁,(b)CHAPTER2 見逃さないで！口腔内の小

さな変化が意味すること 44～69 頁,(c)CHAPTER3 診る目を養う！X 線像が教えてくれる情報を整理する 84～

99 頁, 医歯薬出版, 東京, 2007. (1)解剖,(2)東京都,(3)歯放 

 

その他 

 

1. 村松 敬 : プロになる心構え, 日歯評論 68(2), 169, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. Hashimoto,S., Murakami,M.(1) : Control of paracellular transport and its morpholpgical evidence in perfused rat 

submandibular gland, 第 3 回ニールスステンセン記念国際唾液腺シンポジウムプログラム, 7, 2006. (第 3 回ニ－ル

スステンセン記念国際唾液腺シンポジウム, Okazaki) A75-0160-6, A83-0160-36 細形研 実動施設 (1)自然科学研究機構 

 

2. 澁川義幸(1), 石川達也(2), 新谷益朗(3), 田﨑雅和(1), 下野正基, 熊井敏文(4), 中村嘉男(3) : 顎関節症患者におけ

る大脳皮質機能障害：脳磁場応答解析, J Oral Biosci 49(Supple), 106, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会 学術大会な

らびに総会, 札幌市) 平成 19 年 8 月 29-31 日、A02-0090-1 脳科学研 (1)生理,(2)東歯大・名誉教授,(3)脳科学研究施設,(4)

松本歯・大学院 

 

3. 佐藤弘一, 村松 敬, 土谷穏史, 正岡孝康(1), 榎谷保信, 橋本貞充, 下野正基 : 歯牙再植後における歯根膜細

胞の増殖と動態, 歯科学報 107(2), 222, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A79-0160-16 (1)歯周病 



4. 永井由美子(1), 白鳥たかみ(1), 多田美穂子(1), 藤平弘子(2), 馬場里奈(2), 前田 愛(2), 高柳奈見(2),清住沙代(2),  

鈴木貴子(3), 奥井沙織(4), 渡邊 裕(2), 山根源之(2), 下野正基 : 東京歯科大学市川総合病院「集中治療室」に

おける歯科衛生士学生の臨床実習, 歯科学報 107(2), 231, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市)  

(1)東歯大・衛校,(2)市病・オーラルメディシン,(3)市病・看護,(4)市病・口腔がんセンター 

 

5. 白鳥たかみ(1), 多田美穂子(1), 永井由美子(1), 杉山節子(1), 橋本貞充, 嶋村一郎(2), 眞木吉信(3),下野正基 : 歯科

衛生士学生教育における卒業研究論文作成の試み, 歯学学報 107(2), 235, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会

(例会), 千葉市) (1)東歯大・衛校,(2)有床義歯,(3)衛生 

 

6. Matsuki-Fukushima,M.(1), Hashimoto,S., Murakami,M.(2), Satoh,K.(1), Mitsui,R.(1), Sugiya,H.(1), Fujita-Yoshigaki,J.(1) : 

Involvement of aquaporin-6 in osmoregulation in parotid secretory granules, The 5th International Conference of 

Aquaporin Program, 24, 2007. (The 5th International Conference of Aquaporin, Nara) A75-0160-6, A83-0160-36 (1)日大・

松戸歯・生理,(2)自然科学研究機構 

 

7. 福島美和子(1), 橋本貞充, 村上政隆(2), 佐藤慶太郎(1), 三井 烈(1), 吉垣純子(1), 杉谷博士(1) : 耳下腺分泌顆粒に

おけるアクアポリンの浸透圧調節への関与, J Oral Biosci 49(Suppl), 117, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会学術大会

ならびに総会, 札幌市) A75-0160-6, A83-0160-36 (1)日大・松戸歯・生理,(2)自然科学研究機構 

 

8. 土谷穏史, 村松 敬, 正岡孝康(1), 橋本貞充, 下野正基 : 歯肉切除後の再生における 4-META/MMA-TBB レジ

ンの影響, 歯科学報 107(4), 438, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A87-0160-40 細形研 実動施設 

(1)歯周病 

 

9. 榎谷保信, 橋本貞充, 村松 敬, 佐々木穂高, 田﨑雅和(1), 井上 孝(2), 下野正基 : ラット歯根膜細胞における

heat shock protein70 の発現, 歯科学報 107(4), 440, 2007. (第284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A86-016-38 

細形研 実動施設 (1)生理,(2)臨検査 

 

10. 加藤靖浩(1), 石井啓裕(2), 橋本貞充, 篠崎尚史(3) : 口腔幹細胞における分化・増殖の制御機構, 歯科学報 

107(4), 440, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)HRC7,(2)口外、HRC7,(3)市病・角膜センター 

 

11. 新谷益朗(1), 澁川義幸(2), 一戸達也(3), 奥田克爾(4), 下野正基, 石川達也(5) : 東京歯科大学における脳科学  

研究のあゆみ(1999-2007), 歯科学報 107(4), 449, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 脳科学研  

(1)脳科学研究施設,(2)生理,(3)歯麻,(4)微生物,(5)東歯大・名誉教授 

 

12. 澁川義幸(1), 福島美和子(2), 橋本貞充 : 唾液腺腺房細胞における AQP チャネルの電気生理学的検討, 歯科 

学報 107(4), 467, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 脳科学研 (1)生理,(2)日大・松戸歯・生理 

 

13. 杉澤幹雄(1), 正岡孝康(1), 衣松高志(1), 山田 了(1), 榎谷保信, 村松 敬, 橋本貞充, 下野正基 : ラット口腔粘膜

初代培養細胞の接着・遊走における laminin-γ2、integrin-β4、integrin-α3 の発現, 歯科学報 107(4), 469, 

2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A75-0160-6, A83-0160-36 細形研 実動施設 (1)歯周病 

 

14. 村松 敬, 佐藤弘一, 土谷穏史, 正岡孝康(1), 橋本貞充, 下野正基 : 歯牙再植後における歯根膜細胞の増殖と

動態, 歯科学報 107(4), 470, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A86-016-38, A87-016-40 細形研  

実動施設 (1)歯周病 

 



15. 遠藤隆行(1), 佐藤大輔(2), 石原和幸(3), 松坂賢一(2), 吉成正雄(4), 橋本貞充, 田﨑雅和(1), 井上 孝(2) : 骨系細胞

におけるテロメア結合タンパクおよびタンキラーゼの局在性, 歯科学報 107(4), 470, 2007. (第284回東京歯科大学

学会(総会), 千葉市) HRC7 分子生研,細生研 (1)生理,(2)臨検査,(3)微生物,(4)理工 

 

16. 高野正行(1), 柿澤 卓(1), 高崎義人(1), 高久勇一朗(1), 今井崇之(1), 桑山真寧(1), 松坂賢一(2), 橋本貞充 : 口腔

前癌病変と早期癌の補助診断としてのヨ－ド染色とトルイジンブル－染色の比較, 日口腔外会誌 53(Suppl), 

110, 2007. (第 52 回日本口腔外科学会総会, 名古屋市) (1)口健臨・口外,(2)臨検査 

 

17. 池田千早(1), 藥師寺 孝(1), 山本信治(1), 野村武史(1), 笠原清弘(1), 須賀賢一郎(1), 片倉 朗(1),米津博文(1), 

中野洋子(1), 高木多加志(1), 内山健志(1), 髙野伸夫(1), 柴原孝彦(1), 下野正基, 井上 孝(2) : 当講座における 

悪性唾液腺腫瘍の臨床統計的検討, 日口腔外会誌 53(Suppl), 133, 2007. (第 52 回日本口腔外科学会総会, 

名古屋市) (1)口外,(2)臨検査 

 

18. 橋本貞充, 村上政隆(1) : ラット灌流顎下腺における唾液分泌時の構造変化, 第 55 回国際歯科研究学会日本部

会(JADR)総会・学術大会プログラム集, 19, 2007. (第 55 回国際歯科研究学会日本部会(JADR)総会・学術大会, 横浜市) 

A75-0160-6, A83-0160-36 細形研 実動施設 (1)自然科学研究機構 

 

19. 澁川義幸(1), 福島美和子(2), 橋本貞充, 杉谷博士(2) : 加齢に伴う細胞膜イオン機構変調 唾液腺腺房細胞におけ

る AQP チャネル, 日再生歯医会誌 5(1), 53, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京) HRC 7, 

A75-0160-6, A83-0160-36 (1)生理,(2)日大・松戸歯・生理 

 

20. 佐藤大輔(1), 遠藤隆行(2), 石原和幸(3), 松坂賢一(1), 吉成正雄(4), 橋本貞充, 田﨑雅和(2), 井上 孝(1) : 骨系細胞

におけるテロメア結合タンパク 2 およびタンキラーゼの局在性, 日再生歯医会誌 5(1), 53, 2007. (第 5 回日本再生

歯科医学会学術大会および総会, 東京) A03-0611-, HRC7 (1)臨検査,(2)生理,(3)微生物,(4)理工 

 

21. 杉澤幹雄(1), 正岡孝康(1), 衣松高志(1), 山田 了(1), 榎谷保信, 村松 敬, 橋本貞充, 下野正基 : ラット口腔粘膜

初代培養細胞の接着・遊走におけるlaminin-γ2、integrin-β4、integrin-α3の発現, 日再生歯医会誌 5(1), 64, 

2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京) A75-0160-6, A83-0160-36 細形研 実動施設 (1)歯周病 

 

22. 正岡孝康(1), 橋本貞充, 衣松高志(1), 杉澤幹雄(1), 山田 了(1), 榎谷保信, 下野正基 : 歯肉切除後のマウス再生

付着上皮における laminin-γ2、integrin-β4 の免疫局在, 日再生歯医会誌 5(1), 65, 2007. (第 5 回日本再生歯

科医学会学術大会および総会, 東京) A75-0160-6, A83-0160-36, 科研費・基盤 C (19592134) 細形研 実動施設 (1)歯周

病 

 

23. 加藤靖浩(1), 渡辺孝幸(2), 石井啓裕(3), 挟間章博(4), 橋本貞充, 篠崎尚史(5) : 口腔幹細胞における分化・増殖の

制御機構, 日再生歯医会誌 5(1), 72, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京) HRC 7 

(1)HRC7,(2)市病・角膜センター、HRC7,(3)口外、HRC7,(4)福島県立医科大・生理,(5)市病・角膜センター 

 

24. 佐々木穂高, 村松 敬, 正岡孝康(1), 榎谷保信, 橋本貞充, 鄭 翰聖(2), 下野正基 : 出生前後でマウス歯乳頭に

おいては発現減少をきたす遺伝子の検索, 日再生歯医会誌 5(1), 75, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会

およびに総会, 東京) A87-016-40, 科研費・若手研究(スタートアップ)(18890198) 細形研 実動施設 (1)歯周病,(2)延世大・口

腔生物 

 



25. 村松 敬, 佐藤弘一, 土谷穏史, 正岡孝康(1), 榎谷保信, 橋本貞充, 下野正基 : 歯牙再植後における歯根膜細

胞の増殖と動態, 日再生歯医会誌 5(1), 77, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京) 

A86-016-38, A87-016-40 細形研 実動施設 (1)歯周病 

 

26. 奥村礼二郎(1), 村松 敬, 鈴木恵子(2), 中川寛一(1), 下野正基, P.Schnetkamp(3), 澁川義幸(4) : エナメル芽細胞の

直接的な Ca2+輸送は NCX1・3 によって仲介される, 日再生歯医会誌 5(1), 80, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会

学術大会および総会, 東京) A75-016-6, A87-016-40, 科研費・基盤 C (17591926) 細形研,分子生研,細生研 実動施設  

(1)歯内療法,(2)カルガリー大・医・生物物理,(3)カルガリー大・医・分子生物,(4)生理 

 



6．微 生 物 学 講 座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 奥田  克爾 歯周病原性細菌の研究（Ａ81-0180-2） 

准 教 授 加藤  哲男 歯周病原性細菌に対するモノクローナル抗体の作製 

（Ａ83-0180-1） 

 石原  和幸 歯周病原性菌の遺伝学的研究（Ａ89-0180-1） 

講  師 君塚  隆太 Actinobacillus actinomycetemcomitansの溶血活性に関する研究 

（Ａ93-0180-1） 

助  教 山中あゆみ 歯周病原性Porphyromonas gingivalisの付着因子の解析 

（Ａ92-0180-1） 

リサーチレジデント 伊藤理恵子 Porphyromonas gingivalis と Treponema denticola 共凝集の分子

生物学的解析 

大学院生 古賀  剛人 自家骨片移植と細菌感染 

  

2．成果の概要 

1）Porphyromonas gingivalis に対するクランベリーの抑制効果(Ａ92-0180-1,Ａ81-0180-2, 

Ａ89-0180-1, Ａ83-0180-1） 

クランベリーよりポリフェノール画分を抽出したサンプルを用いて歯周病原性細菌である

Porphyromonas gingivalisのバイオフィルム形成阻害効果、およびこの細菌の主要な病原因子である

cysteine proteaseの阻害効果を調べた。単独菌よりもバイオフィルム形成量が増加する

Fusobacterium nucleatumとのバイオフィルム形成阻害実験では、コントロールと比較してポリフェ

ノール画分が250μg/mlで有意差のある減少を示した(p<0.01)。P. gingivalis Arg-gingipainと

Lys-gingipain活性は1μg/mlで有意差のある阻害を示した(p<0.05)。 

J Periodont Res 42(6), 589～592, 2007 

 

2）歯周病原細菌バイオフィルム形成の解析（Ａ89-0180-1,Ａ81-0180-2） 

慢性根尖歯周炎と歯周病原細菌との関係を分子生物学的に解明するため、Porphyromonas gingivalis

と Fusobacterium nucleatum を中心に病巣局所でのバイオフィルム形成細菌相互作用について検討し

た。バイオフィルム形成の相乗効果はクリスタルバイオレット染色によって評価した。また可溶性因

子の関与を明らかにするために、0.40 μmの膜で分離したtwo compartment systemで２菌種の共培養

を行い評価した。F. nucleatumは、タイプIコラーゲンでコートされた培養プレートに強固に付着し

た。本菌のバイオフィルム形成は、P. gingivalis によって促進された。またこの促進効果は、luxS

産物であるAI-2によって僅かにしか抑制されなかった。このことからP. gingivalisのバイオフィル

ム形成促進作用には、AI-2以外の因子が関わっていることが示された。 

Oral Microbiol Immunol 23(1), 1～6, 2008.  

 

 

 



3）ニコチンの歯周病への影響（Ａ83-0180-1,Ａ81-0180-2） 

マウスを用いてニコチンの為害作用について検討を加えた。マウスに 1 ヶ月間ニコチンを投与する

と、種々のサイトカインレベルに影響がみられるようになり、ことにインターフェロンγ(IFNγ)レベ

ルが上昇することを示した。IFN-γはAggregatibacter (Actinobacillus) actinomycetemcomitansに

よって誘導される骨吸収を助長すると報告されており、ニコチンによって上昇した IFN-γも歯周病の

進行に関わっている可能性が示された。 

FEMS Immunol Med Microbiol 52(2), 282～286, 2008 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

奥田 克爾 歯周病原因子の遺伝学的解析 Department of Oral 
Biology, State University 
of New York at Buffalo 

Buffalo, 
New York, 
USA 

Ashu 
Sharma 

奥田 克爾 

石原 和幸 

伊藤理恵子 

歯周病原細菌の共凝集解析 長崎大学 歯学部 長崎市 中山浩次 

奥田 克爾 口腔細菌と誤嚥性肺炎の関連性 九州歯科大学 北九州市 竹原直道 

奥田 克爾 抗菌剤のHIV、インフルエンザウイ

ルスへの作用 

横浜市立大学医学部 横浜市 奥田研爾 

石原 和幸 口腔スピロヘータの定着 

メカニズムの解析 

Dental Research Institute, 
Faculty of Dentistry, 
University of Toronto 

Toronto, 
Canada 

R. Ellen 

加藤 哲男 機能性タンパク質の口腔保健への応用 新潟工科大学 新潟市 斎藤英一 

 

4．科学研究補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

奥田 克爾 口腔バイオフィルム感染症と防御免疫 大学院整備重点化経費 研究科特別経費 
（研究科分） 

石原 和幸 歯周病原性細菌バイオフィルム形成における共

凝集の役割とその病原性 

文科省科研費・基盤研究(C) 

石原 和幸 口腔アンチエイジングによる生体制御   

(口腔疾患予防グループ) 

口腔科学研究センター研究費(HRC7) 

加藤 哲男 エイジングによる口腔感染症リスク増大に対す

る機能性タンパク質の利用 

口腔科学研究センター研究費(HRC7) 

君塚 隆太 歯周病原性細菌感染に対する老化細胞の遺伝子

網羅的発現解析 

口腔科学研究センター研究費(HRC7) 



5．研究活動の特記すべき事項 

招待講演 

演 者 年月日 演 題 学会名 開催地 

奥田 克爾 2007. 9.16 口腔内バイオフィルムと

peri-implantitis 
第37回日本口腔インプラント学会 熊本市 

奥田 克爾 2007.10.20 ハッピィーライフ「学びの歩み」 第284回東京歯科大学学会総会 千葉市 

石原 和幸 2007.10.14 口腔バイオフィルムと歯周炎 第24回日本臨床歯周療法集談会学

術大会 

東京 

  
オーガナイザー 

オーガナイザー 年月日 主題名 学会名 開催地 

奥田 克爾 2007.11.18 口腔細菌と敗血症 55th Annual meeting of 
Japanese Association for Dental 
Research 

横浜市 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地 

石原 和幸 2007.11.18 Induction of protective immunity 
against Porphyromonas 
gingivalis infection by rgpA DNA 
vaccine 

55th Annual meeting of 
Japanese Association for Dental 
Research 

横浜市 

 

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

奥田 克爾 2007. 6. 3 口腔細菌は史上最大の暗殺者 相模原市歯科医師会 相模原市

奥田 克爾 2007. 6.30 お口の健康でハッピィーライフ 神奈川県麻酔学会 横浜市 

奥田 克爾 2007. 9. 8 口腔細菌は史上最大の暗殺者 東京歯科大学愛知県同総会 名古屋市 

奥田 克爾 2007.10.14 歯科技工士感染予防講習会 厚生労働省、歯科医師会、歯科技

工士会 

前橋市 

奥田 克爾 2007.10.27 ハッピィーライフはお口の健康から 練馬区歯科医師会 東京 

奥田 克爾 2007.11. 3 健やかライフはお口の健康から 日本経済新聞 東京 

奥田 克爾 2007.11. 6 口腔内に潜む夜の暗殺者からお年

寄りを守れ 

安房歯科医師会 館山市 

奥田 克爾 2007.11. 8 歯周病と全身疾患の関係 神奈川県ならびに神奈川県歯科医師会 横浜市 

奥田 克爾 2007.11.10 

2007.11.11 

歯周病は全身病 石川県歯科医師会 七尾市 

金沢市 



講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

奥田 克爾 2007.11.22 爽やか健康ライフはお口から 昭島市歯科医師会 昭島市 

奥田 克爾 2007.11.24 お口の病気は災いのもと 東京都歯科保険医協会 東京 

奥田 克爾 2007.12.15 歯科技工士感染予防講習会 厚生労働省、歯科医師会、    

歯科技工士会 

秋田市 

奥田 克爾 2008. 1.24 

2008. 2. 9 

メタボリックシンドローム、  

ストレス、歯周病の密接な関係 

日本歯科医師会 

松本歯科医師会 

東京 

松本市 

奥田 克爾 2008. 2. 3 爽やかライフはお口の健康から 平塚市歯科医師会 平塚市 

奥田 克爾 2008. 2.17 口腔細菌は史上最大の暗殺者 岩手県歯科医師会 盛岡市 

奥田 克爾 2008. 2.24 ヘルスプロモーションへの歯科衛

生士の役割 

東京都歯科衛生士会 東京 

奥田 克爾 2008. 3.16 口腔常在菌と全身疾患について 埼玉県病院歯科協議会 さいたま市

石原 和幸 2007. 4. 8 

2007. 4.15 

2007. 5.13 

2007. 9.30 

歯科医療における歯科医師と歯科

衛生士の新たな役割      

−歯周病原性菌からのアプローチ−

GC友の会 大阪市 

札幌市 

福岡市 

東京 

加藤 哲男 2007.11. 3 生活習慣と歯周病 日本経済新聞 東京 

加藤 哲男 2007.11. 8 よく噛んでよく食べる咀嚼が健康

につながる、健康を守る唾液 

第13回咀嚼と健康ファミリー 

フォーラム 

東京 

加藤 哲男 

石原 和幸 

2007.11.11 「オーラルヘルスと全身の健康、

歯周病予防から始めるヘルスプロ

モーション」上梓にあたって 

P&G 東京 

加藤 哲男 2007.11.18 歯科技工士感染予防講習会 厚生労働省、歯科医師会、    

歯科技工士会 

山口市 

 



論      文 

 

1. Okuda,T.(1), Kimizuka,R., Miyamoto,M., Kato,T., Yamada,S.(1), Okuda,K., Ishihara,K. : Treponema denticola induces 

interleukin-8 and macrophage chemoattractant protein 1 production in human umbilical vein epithelial cells, 

Microbes Infect 9(7), 907～913, 2007. 原著 学位論文(甲) 分子生研,細生研 (1)歯周病 

 

2. Yamanaka,A., Kouchi,T.(1), Kasai,K.(1), Kato,T., Ishihara,K., Okuda,K. : Inhibitory effect of cranberry polyphenol on 

biofilm formation and cysteine protease of Porphyromonas gingivalis, J Periodont Res 42(6), 589～592, 2007. 原

著 A92-0180-1 分子生研 (1)Kikkoman Corp. 

 

3. Adachi,M.(1), Ishihara,K., Abe,S., Okuda,K. : Professional oral health care by dental hygienists reduced respiratory 

infections in elderly persons requiring nursing care , Int J Dent Hygiene 5(2), 69～74, 2007. 総説 A81-0180-2, 

A89-0180-1 (1)Div. Aging and Geriatric Dentistry， Tohoku Univ. 

 

4. Katakura,A.(1), Kamiyama,I.(1), Takano,N.(1), Shibahara,T.(1), Muramatsu,T.(2), Ishihara,K., Takagi,R.(3), Shouno,T.(4) : 

Comparison of salivary cytokine levels in oral cancer patients and healthy subjects, Bull Tokyo Dent Coll 48(4), 

119～203, 2007. 原著 (1)口外,(2)病理,(3)放射線医学総合研究所,(4)都立府中病院 

 

5. 石原和幸 : 歯周病原性菌プロテアーゼと歯周炎, 日歯周病会誌 50(1), 3～10, 2008. 総説 A89-0180-1 

 

6. Saito,Y.(1), Fujii,R.(1), Nakagawa,K.(1), Kuramitsu,H.K.(2), Okuda,K., Ishihara,K. : Stimulation of Fusobacterium 

nucleatum biofilm formation by Porphyromonas gingivalis, Oral Microbiol Immunol 23(1), 1～6, 2008. 原著 学位

論文(甲) 分子生研 (1)歯内療法,(2)Dept. of Oral Biology， SUNY at Buffalo 

 

7. Kobayashi,N.(1), Ishihara,K., Sugihara,N.(2), Kusumoto,M.(3), Yakushiji,M.(1), Okuda,K. : Colonization pattern of 

periodontal bacteria in Japanese children and their mother, J Periodont Res 43(2), 156～161, 2008. 原著 学位 

論文(甲) 分子生研 (1)小児歯,(2)衛生,(3)Tsuruga Institute of Biotechnology 

 

8. Makino,A.(1), Yamada,S.(1), Okuda,K., Kato,T. : Nicotine involved in periodontal disease through influence on 

cytokine levels, FEMS Immunol Med Microbiol 52(2), 282～286, 2008. 原著 学位論文(甲) 分子生研 実動施設  

(1)歯周病 

 

9. Ito,T.(1), Ito,A.(2), Arataki,T.(1), Furuya,Y.(1), Yajima,Y.(1), Yamada,S.(2), Okuda,K., Kato,T. : Relationship between 

antimicrobial protein levels in whole saliva and periodontitis, J Periodontol 79(2), 316～322, 2008. 原著 

A83-0180-1 分子生研 実動施設 (1)千病・口腔インプラント,(2)歯周病 

 

単行図書 

 

1. 石原和幸(a): 著分担 :イラストでわかる歯科医学の基礎 (a)16. 免疫系と免疫 124～130 頁, 永末書店, 京都市, 

2007. 

 

その他 

 

1. 奥田克爾 : 歯周病原性細菌の侵入, オーラルヘルスと全身の健康, 3～8, 2007. 

 



2. 石原和幸 : 循環障害と歯周病, オーラルヘルスと全身の健康, 9～11, 2007. 

 

3. 加藤哲男 : メタボリックシンドロームと歯周病, オーラルヘルスと全身の健康, 21～23, 2007. 

 

学会抄録 

 

1. 高山沙織(1), 加藤哲男, 中崎俊克(1), 斎藤英一(2), 奥田克爾, 山田 了(1) : ウナギガレクチンの歯周病原細菌に対

する阻害効果, 日歯周病会誌 49(春季特別号), 122, 2007. (第 50 回春季日本歯周病学会学術大会, 横須賀市) 

A83-0180-1, HRC7 分子生研 (1)歯周病,(2)新潟工大・物質生物システム 

 

2. 太田淳也(1), 穂坂康朗(1), 深谷千絵(1), 石原和幸, 中川種昭(1) : Povidone-Isodine(PVP-I) gargle の人工バイオフィ

ルムに対する抗菌効果, 日歯周病会誌 49(春季特別号), 178, 2007. (第 50 回春季日本歯周病学会学術大会, 横須

賀市) (1)慶大・医・歯口外 

 

3. 村松恭太郎(1), 山本勇人, 片倉 朗(1), 柴原孝彦(1), 奥田克爾, 石原和幸 : Hgp44 DNA vaccine による防御性  

抗体誘導, 歯科学報 107(2), 224, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 分子生研 実動施設 (1)口外 

 

4. 山田清貴(1), 高久勇一朗(1), 柿澤 卓(1), 奥田克爾, 加藤哲男 : O-ラジカル水(負電荷酸素原子)の口腔微生物 

に対する抗菌効果, J Oral Biosci 49(Suppl), 96, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会, 札幌市)  

分子生研 (1)口健臨・口外 

 

5. 村松恭太郎(1), 片倉 朗(1), 柴原孝彦(1), 奥田克爾, 石原和幸 : Hgp44 DNA vaccine による防御性抗体誘導,    

J Oral Biosci 49(Suppl), 130, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会, 札幌市) HRC7 分子生研 実動  

施設 (1)口外 

 

6. 君塚隆太, 石原和幸, 加藤哲男, 奥田克爾 : Treponema denticola は極性上皮細胞内に侵入する, J Oral Biosci 

49(Suppl), 164, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会, 札幌市) A93-0190-1, HRC7 細形研,分子生研,

細生研 

 

7. 遠藤隆行(1), 和田佳行, 松坂賢一(2), 石原和幸, 田﨑雅和(1), 井上 孝(2) : 骨系細胞におけるテロメア結合タンパ

クおよびタンキラーゼの局在性, J Oral Biosci 49(Suppl), 200, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会, 

札幌市) HRC7 分子生研,細生研 (1)生理,(2)臨検査 

 

8. 加藤哲男, 奥田克爾 : 歯周病原細菌 LPS のサイトカイン誘導に対するガレクチン-3 の抑制効果, J Oral Biosci 

49(Suppl), 207, 2007. (第 49 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会, 札幌市) A83-0180-1, HRC7 分子生研 実動施設 

 

9. 佐々木脩浩, 佐々木紀子(1), 広瀬立剛(1), 広瀬邦子(1), 中井麗子(1), 岩崎美枝子(1), 野田万亀(1),吉武真佐美(1), 

八木原裕子(1), 半田朋子(1), 松岡海地(1), 奥田克爾, 加藤哲男, 石原和幸, 君塚隆太 : 広汎型侵襲性歯周炎

患者の 20 年間の治療経過, 日歯周病会誌 49(秋季特別号), 236, 2007. (50 周年記念日本歯周病学会学術大会, 

東京) (1)千葉県 

 

10. 奥田克爾 : ハッピーライフ「学びの歩み」, 歯科学報 107(4), 430, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

A81-0180-2 

 



11. 新谷益朗(1), 澁川義幸(2), 一戸達也(3), 奥田克爾, 李 満旭(4), 石川達也(5) : 東京歯科大学における脳科学研究

のあゆみ(1999-2007), 歯科学報 107(4), 449, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 脳科学研  

(1)脳科学研究施設,(2)生理,(3)歯麻,(4)病理,(5)東歯大・名誉教授 

 

12. 稲垣 覚(1), 奥田克爾, 石原和幸 : Treponema denticola 表層プロテアーゼ dentilisin による病原性発現, 歯科 

学報 107(4), 471, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) HRC7 分子生研 (1)HRC7 

 

13. Ishihara,K. : Induction of protective immunity against Porphyromonas gingivalis infection by rgpA DNA vaccine, 

Program and Abstracts of Papers for 55th annual meeting of the JADR , 2007. (55th annual meeting of the Japanese 

Association for Dental Research, Yokohama, Japan) A89-0180-1, HRC7 分子生研 実動施設 

 

14. 竜 正大(1), 上田貴之(1), 櫻井 薫(1), 齋藤貴之(2), 石原和幸 : 口腔細菌数に老化が与える影響, 日再生歯医 

会誌 5(1), 55, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京) A06-0510-5 細形研,分子生研,細生研, 

生素研 (1)有床義歯,(2)東京都 

 

15. 吉成正雄(1), 加藤哲男, 松坂賢一(2), 井上 孝(2), 早川 徹(3), 庵原啓司(4) : プロタミン酵素分解物の PMMA への

固定化および抗真菌性, 再生医療 7(Suppl), 209, 2008. (第 7 回 日本再生医療学会総会, 名古屋市) HRC7 細生研,

分析生研 (1)理工,(2)臨検査,(3)日大・松戸歯・生体材料,(4)ニチロ中央研究所 

 

16. 村松恭太郎(1), 片倉 朗(1), 柴原孝彦(1), 奥田克爾, 石原和幸 : Hgp44 DNA vaccine による Porphyromonas 

gingivalis 感染骨吸収の防御作用, 日細菌誌 63(1), 158, 2008. (第 80 回日本細菌学会総会, 大阪市) HRC7 分子 

生研 実動施設 (1)口外 

 



7．薬 理 学 講 座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 川口  充 唾液腺機能診断解析のためのsiRNAと超音波を応用した遺伝子抑制法の開発 

（Ａ05-0210-1） 

准 教 授 澤木 康平 ペプチド系薬物の薬物動態学的研究（Ａ05-0210-2） 

講  師 坂井 隆之 口腔扁平上皮癌細胞のサバイバルメカニズムとその克服へのRNAiの応用 

（Ａ04-0210-1） 

助  教 大久保みぎわ ラット耳下腺腺房細胞におけるアミラーゼ分泌抑制機構への GABAA受容体の関

与（Ａ00-0210-6） 

 四宮 敬史 唾液腺の末梢型ベンゾジアゼピン受容体の細胞生物学的解析についての研究 

（Ａ03-0210-1） 

大学院生 淵  和正 唾液腺の末梢型ベンゾジアゼピン受容体の細胞生物学的解析についての研究 

（Ａ03-0210-1） 

専 攻 生 大金  誠 唾液腺におけるGABA受容体のサブタイプと唾液分泌効果の検索（Ａ02-0210-6）

 松浦 玄嗣 唾液腺の末梢型ベンゾジアゼピン受容体の細胞生物学的解析についての研究 

（Ａ03-0210-1） 

  

2．成果の概要 

1．遺伝子解析を応用した唾液腺機能診断法の開発（学術研究高度化推進経費 共同研究経費） 

１）腺組織固有の特異性：各腺組織に特徴的なタンパク質の発現を、mRNAのRT-PCRで調べ比較

し、各腺組織におけるタンパク質の分布比率から特徴的なものを記すと、耳下腺はTNFα、顎下腺

はCysS、舌下腺はMUS7が他の腺組織に比べ、多く存在した。 

２）病態による変化：（１）腺組織に対するLPSの逆行性注入による炎症反応では、CysSは顎・

舌下腺では耳下腺の10倍、TNFαは耳下腺では顎・舌下腺の100 倍と増加率に大きな違いのある

ことから、これらのタンパクの変動は各唾液腺の状態を反映すると考えられる。また、βディフ

ェンシンは、どの腺組織にもほぼ均等に発現し、レーザーマイクロダイセクション、インサイト

ハイブリダイゼーションにより腺房細胞と介在部・線状部の上皮細胞に発現が認められ、LPS刺激

で増強されることが確認された。（２）ストレプトゾトシン糖尿病ラットでは、高血糖で発現が強

化されるグレムリンに対して保護因子のBMP7が減少すること、AQP5の減少が組織レベル・細胞レ

ベルで認められたことから、糖尿病時のタンパク質の変動と唾液腺障害との関係が明かになった。 

 また、高血糖時の唾液中のBMP7／グレムリンも腺組織と同じ変動を示した。 

 

2．siRNAと超音波の併用による遺伝子発現抑制を用いた唾液腺診断 

（大学院整備重点化経費 研究科特別経費 （研究科分）） 

本研究は、in vivoでの遺伝子抑制を行う技術としてsiRNAと超音波導入法の唾液腺への適応技術

を開発することを目指している。昨年度までに、GAPDHのsiRNAの標的遺伝子としての妥当性およ

び顎下腺と耳下腺の対象臓器としての妥当性を検討した。その結果よりラット耳下腺へ逆行性に

GAPDHに対するsiRNAを用い、超音波による遺伝子導入の各種パラメータを検討・最適化した。ま

たsiRNA導入リポフェクション試薬による導入と比較を行なった。本年度は、GAPDH以外の標的遺



伝子について同様の超音波による導入が有効かどうかについて検討する。現在唾液腺の機能とか

かわりが深い遺伝子としてアクアポリン５の siRNA による発現抑制を検討している。また腫瘍細

胞で過剰発現している遺伝子についても検討を予定している。また本年度から２０年度にかけ実

験結果の評価、解析、まとめを行い学会発表、論文作成を行なう。 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

川口  充 

王  久子 

歯科口腔領域における遺伝子治療 Gene Therapy & 
Therapeutics Branch, 
NIDCR, NIH 

Bethesda, 
Maryland, 
USA 

B.J.Baum 

川口  充 

四宮 敬史 

受容体の成長発育に関する分子

生物学的解析 

Developmental changes in 
mRNA levels of opioid peptide 
precursor proteins (OPPPs）
and receptors （ORs）in rat 
stomach and brain 

東海大学医学部臨床薬

理学講座 

伊勢原市 小林 広幸 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

川口  充 遺伝子解析を応用した唾液腺機能診断法の開発 学術研究高度化推進経費 共同研究経費 

坂井 隆之 siRNAと超音波の併用による遺伝子発現抑制を用

いた唾液腺診断 

大学院整備重点化経費 研究科特別経費

（研究科分） 

   

 

5．研究活動の特記すべき事項 

  シンポジウム   

シンポジスト 年月日 演 題 学会名 開催地 

四宮 敬史 2008.3.17 Interractive expression and 
localization of both genes of 
gremlin and BMP7 in rat salivary 
glands exposed to hyperglycemia 

第81回日本薬理学会年会 横浜市 

 



解      説 

 

1. 宇都宮結子(1), 澤木康平, 川口 充, 山口秀晴(1) : 研究・医療の動向 性ホルモンと唾液腺機能修飾, 歯科学報 

107(2), 163～169, 2007. (1)矯正 

 

2. 川口 充, 四宮敬史, 淵 和正, 澤木康平 : 【医薬品副作用学 薬剤の安全使用アップデート】 副作用各論 重大

な副作用 消化器 味覚, 日臨 65(増刊 8), 497～503, 2007. 

 

単行図書 

 

1. 佐藤田鶴子(1)編著, 藤井 彰(2)編著, 澤木康平(a): 著分担 :納得! 歯科適応薬の相互作用－歯科医療の安全の

ために (a)Ⅰ．抗菌薬  3.抗てんかん薬「バルプロ酸ナトリウム」／ペネム系・カルバペネム系抗菌薬 30～35 頁, 

ヒョーロン・パブリッシャーズ, 東京, 2008. (1)日歯・生命歯学,(2)日大松戸・歯・薬理 

 

学会抄録 

 

1. 四宮敬史, 川口 充, 吉川正信, 小菅康弘(1), 澤木康平, 大久保みぎわ, 坂井隆之 : ラット唾液腺における LPS

誘導性βディフェンシンの発現, J Oral Biosci 49(suppl), 138, 2007. (The 49th Annual Meeting of the Japanese 

Association for Oral Biology, 札幌市) A07-0210-3 細形研,分子生研,細生研,生素研 (1)日本大・薬・薬理 

 

2. 大久保みぎわ, 川口 充, 澤木康平, 坂井隆之, 四宮敬史 : ラット耳下腺腺房細胞におけるベンゾジアゼピン類

によるミトコンドリア Ca2+流出, J Oral Biosci 49(suppl), 188, 2007. (The 49th Annual Meeting of the Japanese Association 

for Oral Biology, 札幌市) A05-0210-5 RI 研 細形研,細生研 

 

3. 坂井隆之, 川口 充, 澤木康平, 大久保みぎわ, 四宮敬史 : in vivo 唾液腺での遺伝子サイレンシングにマイクロ

バブル併用ソノポレーション利用の試み, J Oral Biosci 49(suppl), 193, 2007. (The 49th Annual Meeting of the 

Japanese Association for Oral Biology, 札幌市) A04-0210-1 細形研,分子生研,細生研,生素研 

 

4. 澤木康平, 四宮敬史, 坂井隆之, 大久保みぎわ, 川口 充 : 唾液腺のプロテオーム解析 LPS 投与によるラット 

唾液腺タンパク質の動態, 歯科学報 107(4), 94, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A02-0210-7  

生素研 

 

5. 川口 充, 四宮敬史, 澤木康平 : CoolPhoreStar(一次元電気泳動装置)、FluoroForeStar(イメージャー・ゲル採取

装置)による唾液腺タンパク質の 2 次元展開と高速解析, 歯科学報 107(4), 442, 2007. (第 284 回東京歯科大学  

学会(総会), 千葉市) A02-0210-7 生素研 

 

6. 坂井隆之, 川口 充, 小菅康弘, 澤木康平, 大久保みぎわ, 四宮敬史 : 造影用マイクロバブル併用超音波遺伝

子導入法による siRNA 導入を用いた in vivo 唾液腺での遺伝子抑制法, 日薬理誌 130(3), 4P, 2007. (第 116 回

日本薬理学会関東部会, 東京) A07-0210-1 細形研,分子生研,細生研,生素研 

 

7. 四宮敬史, 川口 充 : 高血糖ストレス時の唾液腺における BMP7 および glemlin の発現動態と相互作用, ストレス

科 22(2), 123, 2007. (第 23 回日本ストレス学会学術総会, 東京) 細形研,分子生研,細生研,生素研 

 

8. 大久保みぎわ, 川口 充, 大金 誠, 澤木康平, 坂井隆之 : 薬物性口腔乾燥症に対するレバミピドの回復効果, 

臨薬理 38(suppl), S308, 2007. (第 28 回日本臨床薬理学会年会, 宇都宮市) A05-0210-5 細生研 



9. 宇都宮結子(1), 四宮敬史, 川口 充, 吉川正信, 茂木悦子(1) : ラット唾液腺における LPS 刺激による BMP7 発現の

変化, 歯科学報 107(4), 441, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 細形研,分子生研,細生研,生素研  

(1)矯正 

 

10. Sakai,T., Kawaguchi,M., Sawaki,K., Okubo,M., Shinomiya,T. : siRNA-induced gene silencing in salivary gland using 

sonoporation in vivo, PROGRAM and ABSTRACTS of PAPERS, 124, 2007. (55th ANNUAL MEETING JAPANESE 

ASSOSIATION FOR DENTAL RESEARCH, Yokohama) A07-0210-1 細形研,分子生研,細生研,生素研 

 

11. 澤木康平, 川口 充, 坂井隆之, 大久保みぎわ, 四宮敬史 : 塩酸ロピバカインのLC/MSを用いた血中濃度測定, 

歯薬物療 26(3), 130, 2007. (第 27 回日本歯科薬物療法学会, 東京) A05-0210-3 生素研 

 

12. 四宮敬史, 淵 和正, 吉川正信, 川口 充 : 高血糖状態下における唾液腺機能低下時の BMP7 および gremlin

の発現動態と局在, 日薬理誌 131(1), 20P, 2008. (第 117 回日本薬理学会関東部会, 東京) 細形研,分子生研,細生研,

生素研 

 

13. Fuchi,K., Shinomiya,T., Kawaguchi,M., Okubo,M., Yoshikawa,M.(1), Sawaki,K., Sakai,T. : Interractive expression 

and localization of both genes of gremlin and BMP7 in rat salivary glands exposed to hyperglycemia, J Pharmacol 

Sci 106(suppl 1), 53P, 2008. (The 81th Annual Meeting of the Japanese Pharmacological Society, Yokohama) 細形研,分子

生研,細生研,生素研 (1)東海大・医・臨床薬理 

 

14. Yoshikawa,M.(1), Shinomiya,T., Kobayashi,T.(1), Akahori,K.(1), K,H.(1), Kawaguchi,M. : The mRNA expression for 

D-serine related protein in salivary glands, J Pharmacol Sci 106(suppl 1), 155P, 2008. (The 81th Annual Meeting of 

the Japanese Pharmacological Society, Yokohama) A05-0210-6 細形研,分子生研,細生研,生素研 (1)東海大・医・臨床薬理 

 



8．歯科理工学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 小田  豊 歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ95-0240-1） 

歯科材料製品の物性調査と改良研究（Ａ98-0240-1） 

 河田 英司 口腔内雰囲気における合着材，充填材の機械的諸性質について（Ａ83-0240-8）

高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非（Ａ02-0240-1） 

准 教 授 吉成 正雄 セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ83-0240-7） 

Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化（Ａ02-0240-2） 

Tissue Engineeringによる顎骨再生（Ａ05-0240-1） 

講  師 服部 雅之 歯科鋳造用Ti-Cu合金の開発（Ａ99-0240-1） 

助  教 武本 真治 Ti系合金の口腔環境下での界面反応の解明（Ａ03-0240-1） 

大学院生 牛込 利彰 漂白剤の歯牙への浸透過程の究明（Ａ04-0240-1） 

 河野  敬 ファイバー補強型ポストによる残存歯質強化に関する力学的検討 

（Ａ05-0240-2） 

専 攻 生 松本 倫彦 歯科材料製品の物性調査と改良研究（Ａ98-0240-1） 

 

2．成果の概要 

1）歯科材料製品の物性調査と改良研究（Ａ98-0240-1），口腔内雰囲気における合着材，充填材の機

械的諸性質について（Ａ83-0240-8） 

(1)価格変動の激しい貴金属合金に代わる新たな歯科用金属材料として、銀の耐硫化性に著効のあ

るインジウムに焦点を当て、パラジウム含有量を従来の金銀パラジウム合金より減少させ、イン

ジウムを添加したAg-Au-Cu-Pd系合金を試作した。その試作合金の引張試験，電気化学的腐食試

験，変色試験および溶出試験を行い、インジウムの添加効果について検討を行い、新たな歯科用

合金としての実用化の可能性を示唆した。 
歯科材料・器械 26(5-6)，367～374, 2007 

(2)吸水性を有する硬質レジンはポーセレンに比較して耐変色性が乏しいのではと懸念する声も

ある。広く臨床で応用されているものの、経時的な使用での変色性は明確ではなく、歯冠用コン

ポジットレジン（硬質レジン）の色調の安定性についての評価は定まったものがない。そこで臨

床で想定される飲食物、温度変化などいくつかの条件下での色調安定性を評価することが必要と

考え実験を行った。その結果カレーへの浸漬で大きな変色を示したが、修復用のコンポジットレ

ジンに比較して変色の程度は非常に小さかった。 
平成19年度日本歯科医師会歯科器材検討委員会報告書 

 

2）歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ95-0240-1），Ti系合金の口腔環境下での界面反

応の解明（Ａ03-0240-1、Ａ99-0240-1） 

過酸化水素および酸性フッ化ナトリウム水溶液中でのチタンおよびチタン合金の変色と溶出挙動 
に焦点を当て、着色や変色の原因とチタン合金の種類による差異を明らかにすることを目的とした。

その結果、チタンおよびチタン合金の変色と溶出量の関係は、過酸化水素を含む溶液と酸性のフッ



化ナトリウムを含む溶液で異なった。チタンおよびチタン合金の変色の原因は過酸化水素を含む溶

液中では主に酸化膜形成によると考えられ、酸性のフッ化ナトリウムを含む溶液中では腐食溶解に

よると考えられた。また、クロムを含有したチタン合金では過酸化物やフッ化物に対する変色、溶

出が少なく、チタンの腐食抑制にクロムが有効であることが示唆された。 
Dent Mater J 27(1), 117～123, 2008 

 

3）セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ83-0240-7） 

 ドライプロセス法による薄膜形成技術を生体材料に応用すべく、各種薄膜を付与しそれらの物性

を調査した。本年度は分子プレカーサー法により、カーボネートアパタイト薄膜をチタンScaffold

に付与し、その骨形成能を評価した。その結果、本薄膜形成法は複雑な形状のScaffoldに基材に応

用でき、骨形成を促進した。 

 

4）Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化－タンパク質固定化技術の確立－（Ａ02-0240-2） 

(1)トレシルクロリド処理がタンパク吸着と細胞接着に及ぼす影響を検討した結果、トレシルクロ

リド処理は接着性タンパク質fibronectinの吸着量も増加し、骨芽細胞の遺伝子発現に影響した。 

Dent Mater J 26(5), 647～655, 2007 

(2) rhBMP-2を始めとした機能性タンパクの利用はその有用性が報告されているが、コストの高さ

や免疫の問題を有している。最近、高脂血症治療薬シンバスタチン（Simvastatin）が骨芽細胞の

BMP-2産生を促進することが報告されており、本剤をチタンインプラント材に固定することが可能

になれば早期の骨形成が期待される。本年度は前年度に引き続いてシクロデキストリンによる

Simvastatinの徐放性を検討した。 

Dent Mater J 26(3), 451～456, 2007   

J Oral Implantol 33(6), 347～352, 2007 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

小田  豊 

服部 雅之 

歯科鋳造用Ti-Cu合金の開発 ベイラー歯科大学・生体

材料 

Dallas(USA) 岡部  徹 

河田 英司 乳歯象牙質の特性を考慮した接

着性レジンシステムの開発 

長崎大学・歯・小児歯科 長崎市 細矢由美子 

吉成 正雄 Simvastatinのインプラントへ

の応用 

九州大学大学院歯学研究

院・口腔常態制御学 

福岡市 田中 輝男 

吉成 正雄 リン酸カルシウム薄膜形成による

歯科インプラント材の 表面改質 

ナイメヘン大学・生体材料 Nijmegen, 
Netherland 

John A 
Jansen 

吉成 正雄 口腔粘膜疾患発症と歯科用金属

の関連についての臨床的検討 

慶応義塾大学・医学部・

歯科口腔外科 

東京 永井 哲夫 

武本 真治 

 

新規歯科鋳造用チタン合金の作

製とその表面分析 

東北大学金属材料研究所・

附属金属ガラスセンター 

仙台市 木村 久道 

我妻 和明 



4．科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

小田  豊 歯科用合金の耐食性評価のための新たな電気

化学的アプローチ 

文科省科研費・基盤研究(Ｂ) 

小田  豊 MIと審美修復の臨床展開のための基礎的検討 大学院整備重点化経費－研究科特別経費 

小田  豊 ITを利用したユビキタス講義・実習の構築 教育・学習方法等改善支援経費 

河田 英司 生活歯漂白はエナメル質表層のみの白濁化で

は達成できない 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

河田 英司 歯冠用コンポジットレジンの色調安定性 日本歯科医師会 

吉成 正雄 薬物送達システムを利用した生体多機能化に

よる即時荷重インプラントの開発 

文科省科研費・基盤研究(Ｂ) 

吉成 正雄 合成ペプチド修飾による感染防御システム・

インプラントの創製 

文科省科研費・萌芽研究 

吉成 正雄 口腔アンチエイジングによる生体制御 学術研究高度化推進経費・ハイテクリサーチ

センター経費(第7) 

服部 雅之 三元合金化による新しい歯科鋳造用チタン合

金の開発 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

武本 真治 生体分子修飾によりチタンは防食可能か？ 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

牛込 利彰 漂白剤の歯牙への浸透過程の究明 大学院整備重点化経費・研究科特別経費  

(学生分)  

河野  敬 ファイバー補強型ポストによる残存歯質強化

に関する検討 

大学院整備重点化経費・研究科特別経費  

(学生分) 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

受 賞 

受賞者名 年月日 賞 名 テーマ 学会・団体名

小田  豊 2007. 5.19 日本歯科理工学会学会賞 学術研究、教育活動、学会活動

の功績 

日本歯科理

工学会 

武本 真治 2007. 9.18 東京歯科大学学長奨励研究賞 Corrosion behavior and surface 
characterization of Ti-20Cr 
alloy in a solution containing 
fluoride 

東京歯科大学 

   

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

河田 英司 2007. 7. 7 歯学教育モデル・コア・カリキ

ュラムの問題点 

第26回日本歯科医学教育学会

学術講演会、シンポジウムⅠ、

共用試験歯学系正式実施1回目

の結果分析結果 

岐阜市 



シンポジスト 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

吉成 正雄 2007. 9.23 「アンチエイジング治療と再生医

療」再生医療によるアンチエイジ

ング 

第5回日本再生歯科医学会 東京 

 

学会等招待講演 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

吉成 正雄 2007. 6. 6 Bio-functionalization of 
titanium with 
plasma-surface modification 
for dental implants 

The 6th International 
Symposium on Titanium in 
Dentistry and The 2nd 
International Meeting on 
Titanium in Dental 
Technology 

Kyoto 

吉成 正雄 2007. 6.16 Technological aspects of 
binding pharmaceuticals to 
titanium surfaces 

1st IQ:NECT Scientific Board 
Meeting “Biofunctional 
surfaces” 

Zell am See, 

Austria 

吉成 正雄 2007. 8.11 ラジアルフロー型バイオリア

クターを用いた骨芽細胞の３

次元培養 

第4回再生医療材料研究会 京都市 

吉成 正雄 2007.11.27 QCM-D 法により抗菌性ペプチ

ドのバイオフィルム抑制効果を

評価する 

第 29 回日本バイオマテリアル

学会大会 

豊中市 

服部 雅之 2007. 6. 5 Mechanical properties of 
Ti-Cr alloys for dental 
castings 

The 6th International 
Symposium on Titanium in 
Dentistry and The 2nd 
International Meeting on 
Titanium in Dental 
Technology 

Kyoto 

武本 真治 2007. 6. 5 Surface reaction of Ti-Cr 
alloys in a fluoride-containing 
solution 

The 6th International 
Symposium on Titanium in 
Dentistry and The 2nd 
International Meeting on 
Titanium in Dental 
Technology 

Kyoto 

 

 

 

 

 

 



6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 

河田 英司 2007. 5.14 東京歯科大学の教育 東京歯科大学同窓会四国支

部連合会学術講演会 
高知市 

河田 英司 2008. 2.25 東京歯科大学統合的e-learning 

programの実際 

第 71 回歯科医学教育セミ

ナー 
千葉市 

河田 英司 2008. 2. 9 審美性を追求した部分床義歯の可

能性 

日本歯科理工学会関東支部 

臨床家の集い（開催責任者） 

東京 

 

  教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

河田 英司 2007. 9.15～17 茨城県歯科医師会歯科医師臨床研修

指導者講習会 

タスクフォース 水戸市 

河田 英司 2007.10.13～14 第21回東京歯科大学カリキュラム研

修ワークショップ 

タスクフォース 千葉市 

河田 英司 2007.12.22 東京歯科大学ＧＰフォーラム ICTを活

用した教育改善 ―歯学教育での取組― 

実施責任者 東京 

河田 英司 2008. 3.21～22 第5回東京歯科大学試験問題作成ワー

クショップ 

運営委員 船橋市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

小田   豊 2008. 2. 7 平成19年度 東京歯科大学 

 第4学年CBT 

運営委員 千葉市 

小田   豊 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 

第4学年OSCE 

運営副委員長 千葉市 

河田 英司 2007. 7.21～23 

2007.8. 2～ 4 

2007. 8.16～18 

2007. 9. 8～ 9 

医療系大学間共用試験実施評価機構

CBTブラッシュアップ 

共用試験実施評価

機構歯学系CBT実

施小委員会委員 

東京 

河田 英司 2007. 6. 5 

 

平成19年度 神奈川歯科大学 

第5学年CBT 

モニタリング委員 横須賀市 

河田 英司 2008. 1.24 平成19年度 日本歯科大学 生命歯学部

第4学年CBT 

モニタリング委員 東京 

河田 英司 2008. 2.24 平成19年度 奥羽大学歯学部   

特別CBT 

モニタリング委員 郡山市 

服部 雅之 2008. 2. 7 平成19年度 東京歯科大学     

第4学年CBT 

試験実施委員 千葉市 



氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

服部 雅之 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 

第4学年OSCE 

評価者 千葉市 

服部 雅之 2008. 3. 3 平成19年度 東京歯科大学  

第4学年CBT追・再試験 

試験実施委員 千葉市 

武本 真司 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 

第4学年OSCE 

入力係 千葉市 
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ンプラントの開発,日再生歯医会誌 5(1), 61, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京)A03-0611-1,   

HRC7,科研費基盤(B),萌芽 細形研,細生研 (1)臨検査,(2)癌研・蛋白創製 

 

42. 国分栄仁(1), 松坂賢一(2), 吉成正雄, 井上 孝(2) : 表面形状の違いはヒト歯肉線維芽細胞の細胞内シグナリング

発現に影響を与える, 日再生歯医会誌 5(1), 62, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京) 

A03-0611-3,HRC7 細形研,細生研 (1)HRC7,(2)臨検査 

 

43. 吉成正雄, 武本真治, 服部雅之, 小田 豊 : チタン表面処理による歯周病原菌の増殖抑制, チタンと歯科臨床 

6(1), 22, 2008. (第 21 回 歯科チタン学会学術講演会, 鳴門市) A83-0240-7,科研費萌芽 細形研,分析生研 

 

44. 吉成正雄, 加藤哲男(1), 松坂賢一(2), 井上 孝(2), 早川 徹(3), 庵原啓司(4) : プロタミン酵素分解物の PMMA への

固定化および抗真菌性, 再生医療 7(Suppl), 209, 2008. (第 7 回 日本再生医療学会総会, 名古屋市) A83-0240-7, 

HRC7,科研費萌芽 細生研,分析生研 (1)微生物,(2)臨検査,(3)日大・松戸歯・生体材料,(4)ニチロ中央研究所 

 

45. 荒野太一(1), 吉成正雄, 井上 孝(2), 筏 義人(3), 佐藤 亨(1) : ラジアルフロー型バイオリアクターを用いた骨芽細

胞 の 三 次 元 培 養 , 再 生 医 療  7( 増 刊 号 ), 185, 2008. ( 第 7 回 日 本 再 生 医 療 学 会 総 会 , 名 古 屋 市 ) 

A06-0520-6,A05-0240-1,HRC7,科研費基盤(B) 細形研,細生研 (1)クラウンブリッジ,(2)臨検査,(3)奈良県立医科大学 

 

46. Yoshinari,M. : Controlled release of simvastatin acid using cyclodextrin inclusion system, 平成 19 年度東京歯科

大学口腔科学研究センターワークショッププログラムおよび抄録集, 47, 2008. (平成 19 年度東京歯科大学口腔科学

研究センターワークショップ, Chiba) A05-0240-1,HRC7,科研費基盤(B) 細形研,分析生研,生素研 

 



47. 國分克寿(1), 吉成正雄, 井上 孝(1) : 人工タンパク質とナノマテリアルを用いたチタンインプラントの高機能化, 日

口腔インプラント会誌 21(1), 90～91, 2008. (第 37 回(社)日本口腔インプラント学会学術大会, 熊本市) A03-0611-3, 

HRC7,科研費基盤(B),萌芽 細形研,細生研 (1)臨検査 

 



9．衛 生 学 講 座 

 

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教  授 松久保 隆 咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（Ａ92-0260-4） 

全身機能にかかわる口腔機能（咬合・咀嚼）の解析（Ａ01-0260-1） 

口腔保健情報のデータベース構築とその活用（Ａ92-0260-5） 

 眞木 吉信 歯根面齲蝕の要因と予防指針 

（Ａ77-0260-1，Ａ86-0260-1，Ａ87-0260-2，Ａ90-0260-1） 

フッ化物応用の総合的研究（Ａ01-0260-2） 

精神障害者の口腔環境の実態とその対応（Ａ01-0260-3） 

客員教授 山中すみへ 歯科用素材の安全性評価に関する研究（Ａ91-0260-1，Ａ91-0260-3） 

講  師 須山 祐之 歯科診療における環境改善に関する研究（Ａ84-0260-2） 

 杉原 直樹 老年者の歯科保健に関する研究（Ａ88-0260-1） 

助  教 古賀  寛 フッ化物の許容濃度に関する研究（Ａ87-0260-3） 

大学院生 

 

専 攻 生 

倉橋  司 

米山 みき 

国島真希子 

現在歯数の評価に関する要因解析（Ａ92-0260-5） 

歯肉炎とメタギザック関連要因との関係（Ａ92-0260-5） 

咬合関連聴力低下に与える歯科治療の効果に関する研究（Ａ01-0260-4） 

 

2．成果の概要 

1）フッ化物の許容濃度に関する研究（Ａ87-0260-3） 

フッ化物の全身的応用において齲蝕予防効果と過剰摂取による歯のフッ素症を防ぐためにフッ化物摂取量基

準が要請される。本研究の目的はわが国における年齢群別のフッ化物摂取基準策定のための基礎資料を提示する

ことにあった。まとめとして昨年度は「日本におけるフッ物摂取量と健康」（社会保険研究所）として検討資料

を出版した。その主内容はライフステージにおけるフッ化物摂取量であり，その裏づけとなるフッ化物応用によ

るう蝕抑制効果と健康リスク評価であった。平成19年度にはフッ化物摂取基準案を日本口腔衛生学会フッ化物

応用委員会に答申し，当該学会理事に具申をはかった。その結果一部修正した案が理事会によって承認支援され

た，その修正箇所は，文章の一部修正と，上限量の計算方法を明確にすること文献を追加することであった。各

年齢群ごとのフッ化物摂取基準は同じである。さらに，この修正した基準案を日本歯科医学会に承認支援を学会

理事長および厚生労働科学研究「フッ化物応用の総合的研究」班主任研究者名で具申した結果，日本歯科医学会

でも承認支援することとなった。日本人におけるフッ化物摂取基準案を微量元素として第八次日本人の食事摂取

基準に収載していただくには，アメリカ以外のヨーロッパ諸国のフッ化物全身応用を実施している国々のフッ化

物摂取基準の根拠を調査し，本基準案と照合する必要がると考えられる。 

口腔衛会誌 57(4), 324，2007 

古賀 寛：フッ化物の食事摂取基準案．栄養学雑誌 65（5）,8，2007 

 

2）咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（Ａ92-0260-4） 

本研究は、老人保健法による歯周疾患検診の結果を用いて歯の喪失リスクにどのような要因が関連しているか

を統計学的に解析した。老人保健法による歯周疾患検診受診者(年齢40，50，60歳)で男性2,623名、女性5,118

名の計7,141名である。 現在歯数が24未満になることに対する各要因で有意なものは喫煙（オッズ比：1.87）、



口腔清掃状態不良（1.75）、口腔内症状有（1.57）、塩味を好む（1.19）、甘味食品の頻回摂取（1.27）は現在歯

を24未満にするリスクを上げる因子であった。一方、乳製品の摂取(週4回以上)（オッズ比：0.82）、野菜の摂

取（1 日 2 回以上）、毎食後のブラッシング（0.84）、歯磨きの指導（0.84）、および定期的受診（0.72）は、現

在歯を24未満にするリスクを下げる因子であった。これらの研究は、現在歯を24未満にするリスク因子として

最も高く関与するは喫煙、口腔清掃状態ならびに糖尿病の既往歴であることを示し、一方、良好な食習慣、定期

的な受診と口腔清掃習慣は歯の喪失のリスクを下げる要因であることを示している。したがって、成人期におけ

る歯の喪失リスクを下げる健康教育はこれらの項目に重点を置くべきである。  

 

3）全身疾患にかかわる口腔機能（咬合・咀嚼）の解析（Ａ01-0260-1） 

本研究は、老人保健法による歯周疾患検診の結果を用いて歯周疾患の有病状態（CPI）に全身疾患のリスク状

態、口腔保健状態ならびに生活行動についてどのような要因が関連しているかを統計学的に解析した。研究対象

者は、1999年から2005年にかけて老人保健法による歯周疾患検診受診者(年齢40，50，60歳)で男性12,994名、

女性23,116名の計36,111名である。CPI個人コードが3以上になることに対する各要因で有意なものは、口腔

状態では、口腔清掃状態不良（オッズ比：1.97）および歯石沈着（1.54）であり、全身状態ではBMI 30以上（1.25）、

HDL cholesterol (1.27)および最高血圧（140 mmHg 以上(1.12)）であり、生活習慣では喫煙（1.52）、飲酒量 (1.07)、

塩味を好む（1.12）であった。本研究は、CPI個人コード3以上にするリスク因子として最も高く関与するは歯

石沈着を含めた口腔清掃状態および喫煙であり、次いで、メタボリックシンドロームに関連した要因であった。

したがって、成人期における歯周疾患のリスクを下げるには、口腔清掃指導を中心にメタボリックシンドローム

に対する健康教育もリスク低減に重要であることを示している。 

 

4)歯科用素材など化学物質の安全性評価に関する研究（Ａ91-0260-1，Ａ91-0260-3） 

歯科用素材をはじめとした化学物質などの安全性を評価するために、とくに歯科金属によるアレルギー発現の

簡易なスクリーニング法とともに分子生物学的手法を検討してきた。また一方、その他の一般化学物質とともに

栄養成分の脂質についても摂取過剰の生体影響を検討してきた。 

J Oleo Science, 56(7), 369～375, 2007 

 J Oleo Science, 57(2), 115～121, 2008 

 

5）フッ化物応用の総合的研究（Ａ01-0260-2） 

歯科保健領域における齲蝕予防法としてのフッ化物は、すでに半世紀を越えてその実績が評価されている。日

本歯科医学会医療環境問題検討委員会フッ化物検討部会は平成9年から3年間にわたる委員会の報告として、

平成11 年 11 月に「フッ化物応用についての総合的な見解」を公表し、①国民の口腔保健向上のためフッ化物

の応用を推奨すること、②わが国におけるフッ化物の適正摂取量を確定するための研究の推進を奨励すること

を結論としている．これを受けて平成15年度から「フッ化物応用による歯科疾患の予防技術評価に関する総合

的研究」（H15－医療－020）が3年計画で実施されることになり、小児から成人にいたるライフステージにおけ

るフッ化物応用および食品・飲食物から摂取されるフッ化物のモニタリングの確立や、歯の形成期におけるフ

ッ化物摂取の所要量についての普遍的指標の確立など、フッ化物の全身的応用を推進するとともに、ライフス

テージに応じた局所応用法の普遍的なモデルを作成し、「健康日本21」等のヘルスプロモーション政策に寄与す

ることを意図している。平成17 年度は3 年計画のまとめの年として，「フッ化物配合歯磨剤応用マニュアル」

を出版するとともに，「21世紀における歯科疾患のリスク判定法および予防体系の構築」というタイトルでシン

ポジウムを開催した（東京歯科大学水道橋病院血脇ホール）。 



 平成 18 年度からは「フッ化物応用による歯科疾患予防プログラムの構築と社会経済的評価に関する総合的研

究」（H18－医療－一般－019）のタイトルで3年計画の新たな研究が始まり「フッ化物歯面塗布マニュアル」や

「摂取基準」の作成とともに、フッ化物のリスクイメージを解消する方策を対論した。 

平成18年度厚生労働科学研究報告書, 2008． 

 

6）歯科診療における環境改善に関する研究（Ａ84-0260-2） 

歯科診療室における空気清浄度を評価するための「基準」は明確ではない。歯科診療室内の空中浮遊菌の存在

状態を経過時間ごとに計測が可能なサンプリング装置を開発し、空気清浄度を詳細に調査する事が可能となっ

た。本研究では歯科医療施設のための空気清浄度の指標を提案し、診療室内環境汚染の対策として，最適な歯

科用空気清浄装置を開発し、実践的に歯科診療室で応用後の空気環境測定結果より、良好な環境状態を維持し

ていたことを明らかにした。2004年より3年間の計画で、産・官・学による医療施設ならびに住居室内環境の

空中浮遊微生物除去および防止性能評価法の目的に発足したプロジェクトを開始し、一定量のカビの乾燥胞子

を空中超音波により均一に飛散させる方法を行い、その有用性を認めた。本年度も研究は継続しており本内容

のJIS化への委員会に展開している。 

2006 年より口腔インプラント治療における院内感染対策に関する研究を進めておる。本研究では、インプラ

ント治療に手術用空気洗浄ユニットの有無による治療前後の空気清浄度を評価している。陰圧管理されたクリ

ーンブースを応用して口腔インプラント治療中の空気清浄度は稼動10分後には，病院空調設備の設計・管理指

針（HEAS-02- 2004）の空気清浄度判定基準では「清潔区域」を維持した．さらに手術野から 0.5～3 メートル

の距離の細菌の拡散状況は口腔付近を中心にほぼ同心円的に拡散が認められた。本年度は陰圧仕様のクリーン

ブースを応用して口腔インプラント治療中の空中浮遊細菌拡散状況および汚染の程度を検討している。 

 

7)老年者の歯科保健に関する研究（Ａ88-0260-1） 

千葉県内の介護老人保健施設の入所者のうち同意を得られた 75 名（男性 17 名、女性 53 名）を対象に、    

口腔内診査および質問紙を用いた面接調査を実施した。口腔内診査は、残存歯数、義歯の有無、舌苔の有無、

口臭の有無、口腔粘膜の水分量、口腔ケア指数を記録した。また質問紙調査においては、日常生活行動（FIM

および起居動作）、生活への意欲（意欲の指標）、認知機能（改定版長谷川式簡易知能評価スケール）を調査し

た。 

被検者における口腔内状態では、残存歯数が4.8±6.9歯、未処置歯数は1.33±2.4歯であった。口臭は72.9％

（51名）、舌苔は61.4％（43名）の者で認められた。また義歯使用ができていない者が25.7％（18名）であっ

た。口腔内の清掃度と FIM の関係では、下半身の更衣の着脱およびトイレ動作が一部介助の者は自立高齢者よ

り明らかに劣っていた（p<0.05）。口臭と起居動作の関係では寝返りおよび起き上がりが自力で行えない者で明

らかに口臭の有る者が多かった（p<0.05）。 

  要介護高齢者において、口腔環境と生活状況との関連が示唆された。 

 

8）精神障害者の口腔環境の実態とその対応（Ａ01-0260-3） 

本研究は、平成15年4月から始まり、精神疾患治療のための入院設備を有する病院の協力を得たうえで、精

神障害者（統合失調症）の口腔領域における器質的環境ならびに摂食・嚥下などの口腔機能の実態調査を実施

した。その後、看護・介護職への口腔保健に関する集団指導とケア教育を行い、入院患者の口腔環境と機能の

改善状況を確認した後に、同意の得られた患者を対象として、歯科衛生士による個別の口腔保健指導を導入し

た。これらの教育・指導の評価には、口腔内の疾患および清掃状態から唾液分泌、細菌叢の検討ならびに口臭



の有無まで調査項目に入れた。さらに口腔機能面の評価としては、摂食・嚥下に関する検査項目に咬合状態を

加えたものとした。また、対象とした統合失調症患者の指導の受容状況をフェイススケールにより評価すると

同時に、この調査期間における病院の看護・介護職の口腔保健ケアに対する意識の変化も調査した。 

本研究から、健常者と比較した統合失調症患者の口腔環境の実態を明らかにすることができた。また、看

護・介護職への指導と障害者に対する個別の介入指導による口腔環境および口腔機能の改善については、一定

の限度の下における効果を得ることができた。この背景には、口腔疾患に対する治療処置が不可能であったこ

とや、唾液分泌を抑制する服用薬剤の存在があり、さらには、精神保健領域の障害の程度を示すスケール(薬原

性椎体外路症状の評価DIEPSSと陽性・陰性症状の評価PANSS）を考慮した結果の考察が必須であった。 

  平成16～18年度文部科学省科研費報告書（基盤研究B）2007．「精神疾患・精神障害者の口腔環境および機能

実態に関する総合的研究」 

 

9）歯根面齲蝕の要因と予防指針（Ａ77-0260-1，Ａ86-0260-1，Ａ87-0260-2，Ａ90-0260-1） 

日本の成人集団における根面齲蝕の有病者率は、20歳代2.7％、30歳代12.6％、40歳代20.2％、50歳代39.3％

であり、加齡による顕著な増加傾向を示している。一方これを高齢者でみると、60歳代24.5％、70歳代21.6％、

80歳以上20.6％であり、加齡による有病者率の違いは認められなかった。 

この成人と高齢者での増齢における有病者率の違いの最も考えられる理由としては、60 歳からの喪失歯数の

増加が挙げられる。このことは逆に、日本における高齢者の残存歯数が増加することにより、根面齲蝕の発症

は今後ますます増加していくと推測され、歯科医療の現場において重要な課題となってくることが予想される。 

このような歯根面齲蝕の要因の追求と効果的な予防は高齢者の歯の喪失のリスクを低減させる効果があり、

この問題は健常者のみならず、精神障害を有する集団においても同様であった。これらの成果は平成15年度か

ら18年度にわたる文部科学省の科学研究「成人および高齢者の歯科疾患の発病と歯の喪失リスクに関する研究」

にまとめた。 

 

3．学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

松久保 隆 日本および韓国の口腔保健 状態の

比較研究 

延世大学歯学部 韓国 Prof. Kwon 
and Kim Baek 
IL 

松久保 隆 食品の酸産生能評価 延世大学歯学部 韓国 Prof. Kwon 
and Kim Baek 
IL 

眞木 吉信 歯根面齲蝕の疫学，病因 

および予防手段 

イエテボリ大学歯学部 

ハルムシュタッド総合病院 

Sweden Dowen 
Birkhed 

眞木 吉信 乳幼児における至適フッ化物摂取量

の評価 

チェンマイ大学歯学部 Thailand Chalerm pong
Chittaisong 

眞木 吉信 精神障害者施設における口腔ケアの

支援 

昭和大学歯学部 口腔衛

生学講座  

秦野保健福祉事務所 

東京 

 

秦野市 

向井 美惠 

 

渡辺 晃子 



担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

眞木 吉信 フッ化物応用と地域歯科保健 ヤンゴン大学歯学部 Myanmar Mya Thou 

眞木 吉信 フッ化物洗口事業の評価 東京都歯科医師会 

ライオン歯科衛生研究所 

東京 

鴨川市 

貝塚 雅信 

松本 亮子 

山中すみへ 危険物の海上輸送に関する調査研究 日本海事検定協会 東京 八十川欣勇 

須山 祐之 空中浮遊微生物除去及び防止性能評

価法プロジェクト 

室内環境学会 和光市 池田 耕一 

須山 祐之 医療施設における実践的な環境汚染

リスクマネージメントシステムによ

る評価方法の検討 

埼玉県立大学 越谷市 高久  悟 

古賀  寛 フッ化物の代謝に関する研究 国立健康・栄養研究所 東京 西牟田 守 

古賀  寛 フッ化物の歯質(dentine)との反応性

に関する基礎的研究 

花王株式会社 

ヘルスケア研究所 

東京 前田 晃嗣 

山岸  敦 

 

4．科学研究費補助金・各種補助金  

研究代表者 研究課題 研究費 

松久保 隆 

 

口腔疾患リスク評価ならびに地域診断の自己学習

システム構築 

大学教育高度化推進特別経費「教育・学習方

法等の改善」 

眞木 吉信 

 

フッ化物による歯科疾患予防プログラムの構築と

社会経済的評価に関する総合的研究 

厚生労働科学研究費（医療安全・医療技術評

価総合研究事業） 

眞木 吉信 

 

成人および高齢者の歯科疾患の発病と歯の喪失リ

スクに関する疫学的研究 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

須山 祐之 医療施設等における微小昆虫類による院内感染拡

大の関与に関する研究 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

杉原 直樹 訪問歯科診療における要介護高齢者のADLおよび

QOL向上に関する介入研究 

平成19年度日本歯科医学会プロジェクト研

究費 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

学会 

学会長   年月日 学会名 開催地 

松久保 隆 

（大会長） 

杉原 直樹 

（準備委員長） 

2007. 10.4～5 第56回日本口腔衛生学会・総会 東京 

 

 

 



シンポジウム 

座 長 年月日 演 題 学会名 開催地 

眞木 吉信 

(座長) 

(シンポジスト) 

2007.10. 5 フッ化物応用の新しい展開－ 

（厚生労働科研「フッ化物応用

の総合的研究」） 

フッ化物応用の総合的研究に関

する経過報告 

第56回日本口腔衛生学会・総会 東京 

古賀 寛 

(シンポジスト) 

2007.10. 5 フッ化物応用の新しい展開－ 

日本人のフッ化物摂取基準案作成

とその意義 

第56回日本口腔衛生学会・総会 東京 

杉原 直樹 

(座長) 

(シンポジスト) 

2007.10. 5 臨床疫学および Systematic 

Review－ 

系統的レビューと批判的吟味 

第56回日本口腔衛生学会・総会 東京 

眞木 吉信 

(座長) 

2008. 1.20 あなたとクライアントのための

“健康美”－魅力ある歯科衛生士

をめざしてー 

第17回ライオンNew Year 

セミナー 

東京 

 

ワークショップ 

氏 名 年月日 ワークショップ名 主 催 役割 開催地 

Maki, Y. 2006.12. 1 Primary Health Care 
with Appropriate Use 
of Fluoride, 
7th Congress of AAPD 

Okayama 
University 

Chair person Okayama

Maki, Y. 2007. 9.15 Fluoride Salt, Milk 
Fluoridation 

AAPD 
(Asian Academy of 
Preventive 
Dentistry) 

organizer Seoul 

眞木 吉信 2007.10.27～28 2007 年度歯科衛生士教

育指導者講習会 

歯科医療研修振興

財団 

全国歯科衛生士教

育協議会 

実行委員 東京 

眞木 吉信 2007.12. 1 2006 年度歯科衛生士専

任教員講習会Ⅴ 

全国歯科衛生士教

育協議会 

タスクフォース 東京 

 

研究会 

演 者 年月日 研究会名 主催 開催地 

松久保 隆（主催） 2007. 8.24～25 第8回日本咀嚼学会健康咀嚼指導士研修会 日本咀嚼学会 東京 

松久保 隆（主催） 2008. 2.16～17 第9回日本咀嚼学会健康咀嚼指導士研修会 日本咀嚼学会 横浜市 

 



6．教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演等 

講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

眞木 吉信 2007. 5.19 ライフステージに応じたフッ化

物の効果的な応用法－安全性、経

済性そして有用性 

青森県歯科医師会北五支部学術

講演会 

五所川原市

Maki, Y. 2007. 6.10 Coming up the problem of root 
surface caries in aging society 

KACPD (Korean Academy of the 
Clinical Preventive Dentistry) 

Seoul 

眞木 吉信 2007. 8. 4 少子高齢化に伴う口腔ケアにお

ける歯科衛生士の役割 

中国地区歯科衛生士養成所連絡

協議会特別講演 

山口市 

眞木 吉信 

古賀  寛 

2007. 9.21 フッ素の栄養学的摂取基準と歯

の健康 

第 54 回日本栄養改善学会学術総

会 ランチョンセミナー 

長崎市 

眞木 吉信 2007.11.15 日本における予防歯科の現状 ライオン歯科材セミナー 東京 

眞木 吉信 2007.11.21 保育園児のう歯予防について 浦安市保育園看護師・保健師研修会 浦安市 

眞木 吉信 2008. 1.13 新しいフッ化物応用の手法 高齢者歯科保健推進歯科衛生士

研修会 

松山市 

眞木 吉信 2008. 1.17 ライフステージに応じたフッ化

物の効果的な応用法－安全性、経

済性、有用性 

食品産業研究開発懇話会 

二木会研修会 

東京 

眞木 吉信 2008. 2. 7 カリエスリスクテストの意義と

実際 1日コース 

L.D.Hセミナー 東京 

眞木 吉信 2008. 2. 14

2. 21

カリエスリスクに応じたう蝕予

防 2日間コース 

L.D.Hセミナー 東京 

眞木 吉信 2008. 2.28 フッ化物洗口に関する研修会 茂原市長生郡歯科医師会研修会 茂原市 

眞木 吉信 2008. 3. 7 あなたの会社をイキイキさせる

ために～よくかむことは“あいな

のだ”～ 

東京商工会議所品川支部セミナー 東京 

眞木 吉信 2008. 3.25 フッ素のうがいの安全と効果 市原市むし歯予防フォーラム 市原市 

山中すみへ 2008. 1.25 薬剤の毒性・安全性と毒劇物の管理 ビル管理教育センター 東京 

杉原 直樹 2007.11.30 「口の健康とメタボリック予防」

－口の健康とからだの健康－ 

足立区歯周予防教室 東京 

 

教育ワークショップ等 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

杉原 直樹 2007.12. 8～9 第3回共用試験歯学系OSCE評価者養成ワーク

ショップ 

参加者 横浜市 

杉原 直樹 2008. 2.24 共用試験歯学系OSCE 評価者 千葉市 

杉原 直樹 2008. 3.21～22 第5回試験問題作成に関するワークショップ タスクフォース 船橋市 

 



論      文 

 

1. 鯉田容子(1), 谷本裕子(1), 中村昭二, 星 詳子(2), 永原邦茂(3), 松久保 隆 : 総義歯患者における咬合関連症候

群(その 2)顎態と類似性のとれた総義歯の一治験例, 日全身咬合会誌 13(1), 29～33, 2007. 原著 A01-0260-1 

(1)日本生体咬合研究所,(2)東京都精神医学総合研究所,(3)愛知学院大・歯・矯正 

 

2. Tomita,Y.(1), Miyake,N.(2), Yamanaka,S. : Phospholipid profiles in the salivary glands of rats of different ages,     

J Oleo Sci 56(7), 369～375, 2007. 原著 A88-0120-1 生素研 実動施設 (1)生化学,(2)口健臨・補綴 

 

3. Koga,H., Yamagishi,A.(1), Takayanagi,A.(1), Maeda,K.(1), Matsukubo,T. : Estimation of optimal amount of fluoride 

dentifrice for adults to prevent caries by comparison between fluoride uptake into enamel in vitro and fluoride 

concentration in oral fluid in vivo, Bull Tokyo Dent Coll 48(3), 119～128, 2007. 原著 A87-0260-3 (1)花王・ヘルス

ケア研究所 

 

4. Shimotoyodome,A.(1), Koudate,T.(1), Kobayashi,H.(1), Nakamura,J.(1), Tokimitsu,I.(1), Hase,T.(1), Inoue,T.(1), 

Matsukubo,T., Takaesu,Y. : Reduction of Streptococcus mutans adherence and dental biofilm formation by 

surface treatment with phosphorylated polyethylene glycol, Antimicrob Agents Chemother 51(10), 3634～3641, 

2007. 原著 A92-0260-4 (1)花王 

 

5. Kobayasi,N.(1), Ishihara,K.(2), Sugihara,N., Kusumoto,M.(3), Yakushiji,M.(1), Okuda,K.(2) : Colonization pattern of 

periodontal bacteria in Japanese children and their mother, J Periodont Res 43(2), 156～161, 2008. 原著 学位 

論文(甲) 分子生研 (1)小児歯,(2)微生物,(3)Tsuruga Institute of Biotechnology 

 

6. Tomita,Y.(1), Miyake,N.(2), Yamanaka,S. : Lipids in human parotid saliva with regard to caries experience, J Oleo Sci 

57(2), 115～121, 2008. 原著 生素研 (1)生化学,(2)口健臨・補綴 

 

7. 古賀 寛, 山岸 敦(1), 高柳篤史(1), 前田晃嗣(1), 松久保 隆 : エナメル質へのフッ化物取り込みと口腔内フッ化物

濃度を指標とした思春期および成人のフッ化物配合歯磨剤の有効使用量, 歯科学報 108(1), 74～80, 2008.  

原著 A87-0260-3 (1)花王 

 

解      説 

 

1. 古賀 寛 : う蝕予防による医療経済効果－予防を経済学ではいかに考えるか－, 小児歯臨 12(11), 29～38, 2007. 

A87-0260-3 

 

2. 眞木吉信 : フッ化物(フッ素)歯面塗布の副作用と対応(Q&A), 日本医事新報(4329), 95～96, 2007. A87-0260-3 

 

3. 杉原直樹 : カリオロジー研究と実践の最先端－根面齲蝕の予防的アプローチ, 歯界展望 109(5), 864～872, 

2007. 

 

4. 中村昭二 : 咬合関連性頭痛の提唱, 日全身咬合会誌 13(2), 135～146, 2007. 

 

5. 吉野浩一 : カラーアトラス パーセンタイル曲線でみるあなたの歯の数+歯周ポケット評価点数 平成 17 年歯科疾

患実態調査報告を用いた歯のパーセンタイル曲線, 歯科学報 107(5), 513～515, 2007. 

 



6. 吉野浩一 : カラーアトラス 喫煙者と非喫煙者の歯のパーセンタイル曲線 禁煙指導のための指標として, 歯科 

学報 107(6), 685～688, 2007. 

 

7. 阿部恵子(1), 須山祐之, 川上裕司(2), 柳 宇(3), 奥田舜治(4), 大塚哲郎(5) : 微生物ワーキンググループ活動速報(1)

－微生物散布と空気清浄機除菌性能評価の予備実験－, 室内環境 10(1), 69～73, 2007. A84-0260-2 (1)環境 

生物学研究所,(2)エフシージー総合研究所,(3)国立保健医療科学院,(4)北里環境科学センター,(5)日大・生産工 

 

8. 阿部恵子(1), 須山祐之, 川上裕司(2), 柳 宇(3), 奥田舜治(4), 大塚哲郎(5) : 微生物ワーキンググループ活動速報(2)

－空気清浄機による空中浮遊カビ胞子(生菌)の除去性能の評価例－, 室内環境 10(2), 163～166, 2007. 

A84-0260-2 (1)環境生物学研究所,(2)エフシージー総合研究所,(3)国立保健医療科学院,(4)北里環境科学センター,(5)日大・

生産工 

 

9. 吉野浩一 : 乳歯(健全歯)のパーセンタイル曲線 幼児からの口腔保健指導, 歯科学報 108(1), 53～55, 2008. 

 

10. 松久保 隆 : う蝕になりにくい食品の現状とう蝕予防, 小児歯臨 13(2), 35～45, 2008. 

 

11. 柿木保明(1), 眞木吉信, 小笠原 正(2), 小関健由(3), 西原達次(4), 菊谷 武(5), 植田耕一郎(6), 渡部 茂(7),     

岸本悦夫(8) : 障害者・要介護者における口腔乾燥症の診断評価ガイドライン, 日歯医学会誌 27, 30～34, 2008. 

A01-0260-3 (1)九州歯大・摂食機能リハビリテーション,(2)松本歯大・特殊診療科,(3)東北大・歯・予防歯科,(4)九州歯大・感染

分子生物,(5)日歯大・口腔介護リハビリセンター,(6)日大・歯・摂食機能療法,(7)明海大・歯・口腔小児歯科,(8)岡山大・口腔保健 

 

12. 眞木吉信 : いろいろあるフッ化物製剤 どう使い分ける?効果的な応用をきわめよう!, 歯科衛生士 32(3), 23～40, 

2008. A01-0260-2 

 

単行図書 

 

1. 可児徳子(1), 松井恭平(2), 眞木吉信, 山中すみへ : 共著 :最新歯科衛生士教本「保健生態学」 , 医歯薬出版, 

東京, 2007. 脳科学研 (1)朝日大学,(2)千葉県立衛生短大 

 

2. 眞木吉信監修: 著分担 :はてな?で学ぶ保健指導「新ぎもん・しつもん むし歯の予防」 , NHK エンタープライズ, 

東京, 2007. DVD 

 

3. 松久保 隆監修,眞木吉信監修: 著分担 :(最新版)フッ化物洗口マニュアル , 千葉県・千葉県歯科医師会, 千葉

市, 2007. A01-0260-2 

 

4. 松久保 隆: 著分担 :食育から長寿へ－生涯の食生活と生活習慣を支えます－ , 食育を考える千葉県口腔保健

円卓会議, 千葉市, 2007. A88-0260-1 

 

5. 松久保 隆(a),山中すみへ(b): 著分担 :衛生学・公衆衛生学 (a)第 7 章 食生活と健康 61～82 頁,(b)第 8 章 環境

保健 83～108 頁, 医歯薬出版, 東京, 2008. 

 

6. 石川達也(1)校閲, 眞木吉信監訳: 訳分担 :歯科衛生士の臨床 , 医歯薬出版, 東京, 2008. (1)東歯大・名誉教授 

 

7. 王 宝禮(1), 可児徳子(2), 松井恭平(3), 眞木吉信 : 編集 :最新歯科衛生士教本「疾病の成り立ち及び回復過程の

促進 3 薬理学」 , 医歯薬出版, 東京, 2008. (1)松本歯大,(2)朝日大学,(3)千葉県立衛生短大 



 

8. 松久保 隆: 共著 :う蝕学－チェアサイドの予防と回復のプログラム－ , 永末書店, 東京, 2008. 

 

9. 櫻井 薫(1), 杉原直樹, 杉山哲也(1), 眞木吉信, 山中すみへ : 共著 :老年歯科医学用語辞典 , 医歯薬出版,  

東京, 2008. (1)有床義歯 

 

10. 杉原直樹(a): 著分担 :日本老年歯科医学会監修口腔ケアガイドブック (a)1 歯の基礎知識 68～71 頁, 口腔  

保健協会, 東京, 2008. A88-0260-1 
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討論会, 東京) A84-0260-2  

(1)環境生物学研究所,(2)北里環境科学センター,(3)エフシージー総合研究所,(4)国立保健医療科学院 

 

30. 須山祐之, 高久 悟(1) : 口腔インプラント治療での歯科用空気清浄ユニットによる空気清浄度の検討, 平成 19 年度

室内環境学会総会東北大会講演要旨集, 124～125, 2007. (平成 19 年度室内環境学会総会, 仙台市) A84-0260-2 

(1)埼玉県立短大 

 

31. 橋本一浩(1), 須山祐之, 川上裕司(1), 中川 淳(1), 内田明彦(2), 川上 泰(2), 古畑勝則(3) : タバコシバンムシから 

分離された病原細菌類, 日本家屋害虫学会第 29 回年次大会研究発表要旨集, 8, 2008. (第 29 回日本家屋害虫

学会年次大会, 東京) (1)エフシージー総合研究所,(2)麻布大・医動物,(3)麻布大・微生物 

 

32. 梨本正憲(1), 伊東 賢(1), 輿 秀利(1), 津末 臺(1), 須山祐之 : 口腔インプラント治療における院内感染対策に  

関する研究－手術用空気洗浄ユニットによる空気清浄度の検討, 日口腔インプラント会誌 21(1), 159～160, 

2008. (日本口腔インプラント学会第 37 回総会, 熊本市) (1)総合インプラント研究センター 

 



10 .法 歯 学 講 座 

 

プロフィール 

１.教室員と主研究テーマ 

教  授  水口  清  DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ93－0300-11） 

             唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ75－0300-2） 

准 教 授  花岡 洋一  硬組織からのDNA分析に関する研究（Ａ90－0300-10） 

助  教  丸山  澄  ミトコンドリアDNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用 

（Ａ93－0300-11） 

      伊藤 春雄  Y染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ93－0300-11） 

大学院生  中村 安孝  X染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ93－0300-11） 

      内藤 紗絵  Y染色体DNADNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用 

（Ａ93－0300-11） 

      鮫島 道長  X染色体DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ93－0300-11） 

 

２.成果の概要 

1）マレー人のY染色体多型の系統分化（Ａ93-0300-11） 

 79例のクアラルンプール周辺に在住する一般のマレー人のY染色体多型の系統を検査したところ、

O系統が62%を占め、F、R、H、C、J系統がそれぞれ10.1%、7.9%、6.3%、5.1%、2.5%認められ、そ

の他に E、KLM、P および未知の系統が少数例認められた。最終的には 18 系統が確認され、gene 

diversityは92%であった。上記の系統の内、O系統は北東、中央、南東アジアに広く広がる系統で

あるが、F、H、J系統は南アジアに高頻度で、Rは東・中央アジアに高頻度で、Cは南東・南アジア、

オセアニアに点在する。また私達が見い出したO3/-021354とO3eなどの系統が現状とは異なる分岐

形態を取っていると思われる結果が得られた。さらに47zの変異からF系統はまだ適当なマーカー

が見い出されていないが、おそらくかなり細分されると考えられ、多様性の高い系統である可能性

が示唆された。現状でマレーシアのマレー人は 60%強は東アジアからの拡散系統で、マレーに片寄

った系統を含む可能性もあり、20%強は南アジアに特徴的な系統で、少なくとも２種の期限の異なる

系統が含まれることが分かった。 

DNA多型 15, 201〜204, 2007 

 

2）インターネットを活用した個人識別のためのDigital Dental Chartの提唱（Ａ03-0300-14） 

 デンタルチャートを作製することは歯科的個人識別の際の必須の事項である。身元不明死体の該

当者を検索する場合、デンタルチャートが必ず添付される。しかし手書きのチャートは治療を施し

た可能性のある歯科医師に視角的に思い出させる資料としては適していない。今回提唱したデンタ

ルチャートは写真と文書記録を混合したもので、インターネットにより情報を提示可能で、多くの

情報を詳細に提示ができ、費用のかからない情報伝達が可能といった利点があり、その作製方法を

公開し、誰でも利用可能なサイトを提示した。 

Forensic Sci Int 168(1), 57〜60, 2007 

 

 



3）日本人のY染色体多型の系統分化と16種類のSTR多型との関連（Ａ93-0300-11） 

 263人の日本人を対象にY染色体多型のbinary haplogroupおよび16種類のY-STR多型の検査を

行った。Binary marker の検出法を、法医学的変性資料から検出可能にするため、増副産物の小さ

な条件で検出できる方法を確立した。47種のbinary markerにより、日本人を20のhaplogroupに

分類した。これらのうち４つは新しく見い出した系統である。日本人はほとんどの個体が CDO の

macrohaplotgoupの１つにふくまれ、これらのうちD2bとO2bを総合すると約66%を占めた。Binary 

markerによるhaplogroup diversityは86.3%であった。16種類のY-STR多型を含めるとhaplotype

の数は225型となり、haplotype diversityは99.40%と算出された。Binary haplogroupとSTR多

型との相関を検査したところ、DXYS156Y、DYS390m、DYS392, DYS437、 DYS438、 DYS388などのSTR

の大きさによる変異および構造多型と、あるhaplogroupとの間に緊密な関係があった。私達は、韓

国人、中国人および北海道、沖縄、関東地方、関東以西の西日本集団の STR 多型から binary 

haplogroupを推測し、binary markerと既報データを比較した結果、STRからのbinary haplogroup

の推測が信頼度の高い結果を表していることを示した。Y-STR多型は法医学分野で多用され、binary 

haplogroupは人類学分野で多用されている。今回のデータはこれらのデータを繋げる役割をになう

ことができる。 

Ann Hum Genet 71(4), 480～495, 2007 

 

4）虐待防止に関する東京歯科大学学生の意識調査（Ａ08-0330-15） 

 虐待の早期発見と防止は、家庭内のみの問題ではなく、子ども、高齢者、障害者など弱者に対す

る虐待に、社会がどのように関与できるかを考えることに関心がそそがれてきている。歯科医師は

患者と直接触れあい診察することから、虐待防止に関わりうる機会に遭遇し得る。今回、本学学生

の虐待に関する意識調査を行うとともに、１回の授業のあとにどれだけ意識が向上するか比較を行

ったところ、大きく意識が向上したと思われる結果が得られたところから、教育の必要性が再認識

された。 

歯科学報 107(3), 315～322,2007 

 

5）マレー人の常染色体STR多型の検査と集団比較（Ａ93-0300-11） 

 110人のマレー人を対象に、AmpFlSTR Identifile Kitを用いてD8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO , 

D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818 and FGA の

15 種類の STR 多型の検査を行った。最も多型性の高い座位は D2S1335 で combined power of 

discrimination (PD)は0.999999999999999989332と算出された。これらのデータを用いて、東アジ

アおよび他のMalaysian Malay 集団、 Indonesian、 Bangladeshi 集団との比較を行ったところ、

今回のデータはMalayおよびIndonesian集団と同じクラスターに分類され、Japanese、Chinese、

Koreanなどの東アジア集団およびBangladeshi集団とは区別された。今回の結果はマレー人の多様

性を示すものか、偶然のsamplingの違いによるものか明らかではないが、常染色体多型の結果はミ

トコンドリアDNAやY染色体多型等の、女性または男性系統の検査結果とのかかわりにおいて、極

めて興味深いものであった。 

Legal Med 10, 160～162, 2008 

 

 



3.学外共同研究 

担当者 研究課題 
学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

水口  清 シスタチンの分子生物学的・機能的研

究 

日本歯科大学新潟歯学

部・口腔生化学 

新潟市 斎藤 英一 

水口  清 マレー人のDNA多型に関する研究 マレー大学歯学部 Kuala 
Lumpur 

Phrabhakaran 
Nambiar 

花岡 洋一 口腔内用小型スキャナーの開発 （株）ミツトヨ川崎研究

開発センター 

川崎市 安田  守 

花岡 洋一 デジタル機器の身元確認への応用 杏林大学医学部法医学教室 三鷹市 佐藤 喜宣 

 

4.科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

水口  清 DNA 多型を用いた法歯学的個人識別検査法の適用範囲の拡大と検

査法の転換 

文科省科研費・基盤研究(Ｂ)

 

5.研究活動の特記すべき事項 

特別講演 

主催者 年月日 学会・研究会 会場 主催地 

水口  清 2007. 5.17 第91次日本法医学会総会 秋田ビューホテル 秋田市 

 

シンポジウムオーガナイズ 

主催者 年月日 学会・研究会 会場 主催地 

水口  清 2007. 8. 4 第6回警察歯科医会全国大会 高崎ビューホテル 高崎市 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 主題名 学会名 開催地 

花岡 洋一 2007. 4.21 警察歯科活動と法的諸問題 日本法歯科医学会設立記念大会 福岡市 

 

学会招待講演 

講演者 年月日 講演演題 学会・研究会名 開催地 

花岡 洋一 2007. 8.25 子ども虐待の早期発見と防止について

−歯科界に課せられた新たな役割− 

平成19年度長野県歯科医師会学

術大会 

長野市 

 

6.教育講演等教育に関する業績，活動 

教育講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

水口  清 2007. 6. 5 死体の法医的観察・法歯学について 海上保安庁門司分校・鑑識科学研修 門司市 

水口  清 2007. 6.20 顎顔面領域の情報からの個人識別 平成19年度広島県警察歯科医会

研修会 

広島市 



講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

水口  清 2007. 8.24 DNA鑑定と現代人の由来 横須賀ロータリークラブ例会 横須賀市 

水口  清 2007.10.22 法歯学 警察大学校・現場鑑識専科 東京 

水口  清 2007.11.22 歯科的個人識別の生前、死後記録および

照合結果報告書の作成実習および講演 

平成19年度警察歯科医連絡協議会 千葉市 

水口  清 

花岡 洋一 

丸山  澄 

2008. 3.12 災害時歯科医療救護における身元

確認作業の実務 

身元確認に関する歯科医師研修会 東京 

水口  清 

花岡 洋一 

丸山  澄 

2008. 3.26  災害時歯科医療救護における身元

確認作業の実務 

身元確認に関する歯科医師研修会 東京 

花岡 洋一 2007. 5.30 歯科医事紛争の最新動向 東京都江戸川区歯科医師会葛西

会講習会 

東京 

花岡 洋一 2007. 6.15 研修会の位置づけとその意義 新宿区災害時の身元確認研修会 東京 

花岡 洋一 2007. 6.18 大規模災害時における死体取扱い

班の位置づけ 

平成19年度東京都総合防災訓練第

１回検視検案身元確認訓練研修会 

東京 

花岡 洋一 2007. 6.22 大規模災害時における歯科医の役割 新宿区災害時の身元確認研修会2  

花岡 洋一 2007. 7. 9 歯からわかること1 警察庁検視実務専科 東京 

花岡 洋一 2007. 7.10 歯からわかること２ 警察庁検視実務専科 東京 

花岡 洋一 2007. 7.13 防災訓練参加の意義 新宿区災害時の身元確認研修会3 東京 

花岡 洋一 2007. 7.20 如何にして所見をとるか・異同識

別の実際 

新宿区災害時の身元確認研修会4 東京 

花岡 洋一 2007. 8. 2 防災訓練参加の意義 川口市総合防災訓練研修会 川口市 

花岡 洋一 2007. 8.27 大規模災害における歯科身元確認

班の位置づけ 

平成19年度東京都総合防災訓練

事前講習会 

東京 

花岡 洋一 2007. 9. 1 災害時歯科医療救護活動における

実習指導 

平成19年度東京都総合防災訓練 東京 

花岡 洋一 2007. 9. 1 身元確認訓練における実習指導 平成19年度川口市総合防災訓練 川口市 

花岡 洋一 2007. 9. 2 身元確認訓練における実習指導 平成19年度東京都中央区総合防

災訓練 

東京 

花岡 洋一 2007. 9. 5 歯科身元確認班におけるＸ線写真

と歯科医の役割 

東京都江戸川区歯科医師会デジタ

ルＸ線画像解析装置操作講習会 

東京 

花岡 洋一 2007. 9.15 個人識別の実際 岐阜県法医等三師会・警察連絡協

議会 

岐阜市 

花岡 洋一 2007.10.11 航空機事故救難総合訓練における

実習指導 

平成19年度新東京国際空港航空

機事故消火救難総合訓練 

成田市 

花岡 洋一 2007.10.16 歯科領域における医事紛争の最新動向 東京都江戸川区歯科医師会在宅

訪問診療・医療管理委員会合同講

習会 

東京 



講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

花岡 洋一 2007.10.20 子ども虐待の早期発見と防止のために 平成19年度静岡県歯科医師会警

察歯科医会講演会 

静岡市 

花岡 洋一 2007.10.26 歯科身元確認班におけるＸ線写真

と歯科医の役割 

東京都歯科医師会多摩地区歯科

医師会デジタルＸ線画像解析装

置操作講習会 

東京 

花岡 洋一 2007.11.20 歯からわかること1,2 警察庁検視実務専科 東京 

花岡 洋一 2007.11.25 大規模災害時における歯科医の役

割−防災訓練参加の意義− 

第 6 回テクノコミュニケーショ

ンCHIBA2007 

千葉市 

花岡 洋一 2007.12. 6 個人識別の実際 滋賀県歯科医師会平成19年度警

察協力としての会員研修会 

千葉市 

花岡 洋一 2007.12.15 検案作業における個人識別の実務 日本歯科医師会平成19年度警察

歯科医身元確認研修会 

東京 

花岡 洋一 2007.12.20 歯科領域における子ども虐待の早

期発見と防止−歯科界に課せられ

た新たな役割 

東京都大田区蒲田歯科医師会警

察協力医講演会 

東京 

花岡 洋一 2008. 2.13 歯科的個人識別の最前線 東大和警察歯科医会講演会 東京 

花岡 洋一 2008. 2.21 歯科的個人識別の実際2 東京都台東区浅草警察歯科医会

身元確認講習会 

東京 

花岡 洋一 2008. 2.29 歯科的個人識別の実際 

－大規模災害時を中心として－ 

東京都武蔵野警察歯科医会学術

講演会 

東京 

花岡 洋一 2008. 3.15 デジタルＸ線画像解析装置操作講

習会 

東京都滝野川歯科医師会警察協

力医会研修会 

東京 

花岡 洋一 2008. 3.21 大規模災害時における歯科医の役割 東京都荒川区歯科医師会警察協

力医会講習会 

東京 
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1. 伊藤春雄, 笠原 育, 水口 清, N.Phrabhakaran(1) : マレーシア・クアラルンプール周辺に在住するマレー人の Y 

染色体多型の系統分化, DNA 多型 15, 201～204, 2007. 原著 A93-0300-11, 科研費・基盤(B) 分子生研     

(1)Dept. of General Dental Practice and Oral & Maxillofacial Imaging， University of Malaya 

 

2. Hanaoka,Y., Ueno,A.(1), Tsuzuki,T.(2), Kajiwara,M.(1), Minaguchi,K.(3), Sato,Y.(1) : Proposal for internet-based digital 

dental chart for personal dental identification in forensics, Forensic Sci Int 168(1), 57～60, 2007. 原著 

A03-0300-14 (1)Dept. of Legal Medicine,(2)Center of Legal med. of Dentistry,(3) Kyorin Univ. School of Medicine 

 

3. Nonaka,I., Minaguchi,K., Takezaki,N.(1) : Y-chromosomal binary haplogroups in the Japanese population and their 
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4. 花岡洋一, 丸山 澄, 水口 清 : 虐待防止に関する東京歯科大学学生の意識調査, 歯科学報 107(3), 315～322, 

2007. 原著 A08-0300-15 

 

5. 水口 清 : 顎顔面領域の情報からの個人識別, 日法医誌 61(2), 111～120, 2007. 総説 A75-0300-2, A93-0300-11, 

A97-0300-13 保情研,分子生研 

 

6. Maruyama,S., Minaguchi,K., Takezaki,N.(1), Phrabhakaran,N.(2) : Population data on 15 STR loci using AmpF/STR 
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教 授   石井 拓男 歯科分野における診療ガイドライン構築に関する総合的研究

(Ａ06-0310-10) 

准教授   岡田 眞人 歯科医学教育における医療倫理に関する研究(Ａ06-0310-11) 

講 師   平田 創一郎 歯科医師臨床研修における研修歯科医の地域分布に関する研究

(Ａ06-0310-12) 

大学院生  酒寄 孝治 自立老年者および要介護老年者の口腔保健および機能の実態と

その改善・向上プログラムの検討(A-08-0310-12) 

 

2. 成果の概要 

 1）歯科分野における診療ガイドライン構築に関する総合的研究(Ａ06-0310-10) 

日本顎関節学会及び日本歯科医師会の協力の下、①歯科領域における診療ガイドライン作成に際

し、クリニカルクエスチョンを収集するにあたり、どのような質問票が良いか予備調査を実施し、

検証を行った。質問形式は、「ある疾患の患者に、ある治療を行った場合、行わない場合に比べて、

どうなるのか」というPE(I)CO(Patient, Exposure(Intervention), Comparison, Outcome)形式とし

た結果、PECO 形式に不慣れな回答もあったが、おおよそこの形式は問題がなかったことから、顎関

節症の診療ガイドラインにおける“Clinical Question”の系統的把握のための一般開業歯科医師（日

本歯科医師会会員）等へのアンケート調査に用いる質問用紙は、予備調査に用いた質問の一部を修

正し実施することとした。②予備調査で得られた情報を元に、一般開業歯科医師等に対する顎関節

症患者に関するアンケートを実施し、顎関節症の症状に対して、どのような治療方法に疑問がある

かというCQを収集し、検討を行った。主たる症状(3%以上)に対して選択されていた主たる治療法（5%

以上）は 32 種類の CQ が収集された。それぞれの治療法に含められている詳細も多様であり、特に

薬物療法では筋弛緩剤と消炎鎮痛剤（含む外用）は別個に検討する必要があり、スプリント療法も

区別が必要と考えられた。 

 また、日本補綴歯科学会の協力の下、③補綴領域における診療ガイドラインの構築に向けて、EBM

に基づく診療ガイドライン作成の第一段階となる「臨床上の疑問の明確化」のために、臨床的疑問

（クリニカルクエスチョン，Clinical Question: CQ）を調査し、明確化を試みた。さらに、④「エ

ビデンスの検索・評価」のために、過去 2 年に継続して行っている補綴治療の難易度を測定するプ

ロトコル（JPS Version 1.04）」の信頼性、妥当性の検討に関する調査を行い、信頼性のあるプロト

コルであることが示された。⑤「推奨度の決定」については、補綴歯科診療の特殊性を勘案して、

あらたな基準作りを模索し、提案を行った。 

平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事業）「歯科医療分野に

おける診療ガイドライン構築に関する総合的研究」報告書 

 

 2）歯科医学教育における医療倫理に関する研究(Ａ06-0310-11) 

 平成 16 年度より開催している日本歯科医学教育学会の教育研究集会をふまえて、平成 18 年にお

いてはカリキュラムWSを開催し、行動目標及び学習方略について論議した。本年度は歯科大学で医



  

療倫理にかかわる教員による医療倫理教育における PBL のあり方と学習評価について検討したとこ

ろ、医療倫理教育は存在するが、臨床教育との具体的な関連付けがない、複数の学年・講座で教育

しているが連携が十分でない、適切な教員・専門的知識をもつ教員がいない、医療倫理教育・評価

の基準がないといった問題点が明かとなった。一方、第25回日本歯科医学教育学会総会のサテライ

トシンポジウム｢歯科大学における医療倫理教育｣にて提言された歯科大学における医療倫理教育の

学習目標・方略・評価に基づき、Jonsenの4-Box Case Analysis Methodを倫理的判断の手順を学ぶ

ためのツールとして用いることで、学生の学習レベルに応じた医療倫理に関する知識・態度を評価

できる可能性が示唆された。 

 

 3）歯科医師臨床研修における研修歯科医の地域分布に関する研究(Ａ06-0310-12) 

平成18年度に必修化された歯科医師臨床研修により、新規参入歯科医師である研修歯科医の動向

がどのように変化したかを把握することは歯科医師の地域偏在及び需給を検討する上で重要である。

研修歯科医の全国的な在籍分布状況について、すべての研修プログラムを対象に調査を行った結果、

研修歯科医の総数は 2,361 名であった。月平均の都道府県ごとの研修歯科医数は、最大が東京都で

385.7名（16.4％）、最小が島根県と高知県の3.3名（0.1％）であった。平成20年２月現在で休止

例は７例、中断例は16例、再開例は10例であった。臨床研修の実施率は99.4％と高い率を示した

が、研修歯科医の都道府県ごとの在籍状況には偏りがみられ、歯科大学・大学歯学部がある都道府

県で多い傾向がうかがわれた。平成18年度との比較では、都道府県格差は縮小した。 

平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事業）「新歯科医師臨床

研修制度の評価に関する調査研究」報告書 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

石井 拓男 口腔保健と全身のＱＯＬの関係

に関する総合研究 
国立保健医療科学院・口腔

保健部 
和光市 花田 信弘 

平田創一郎 口腔機能の向上の実施体制と評

価に関する研究 
東京医科歯科大学歯学部

附属病院歯科総合診療部 
東京 大原 里子 

平田創一郎 新歯科医師臨床研修制度の評価

に関する調査研究 
東京医科歯科大学大学院

医歯学総合研究科 
東京 俣木 志朗 

平田創一郎 無床診療所等における医療安全

管理体制構築に関する研究 
国立保健医療科学院・政策

科学部 
和光市 石川 雅彦 

平田創一郎 行政処分を受けた医療従事者の

再教育の進め方に関する研究 
国立保健医療科学院・生涯

保健部 
和光市 加藤 則子 

平田創一郎 介護予防給付の栄養改善、口腔機

能の向上と実施に関する研究 
日本大学歯学部摂食機能

療法学講座 
東京 植田耕一郎 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

研究代表者 研究課題 研究費 

石井 拓男 歯科医療分野における診療ガイドライン構築に関する総合的

研究 
厚生労働科学研究費・医療

安全・医療技術評価総合研

究事業 
 

 



  

5. 研究活動の特記すべき事項 

 オーガナイザー 

オーガナイザー 年月日 主題名 学会名 開催地 

石井 拓男 2007. 8. 2 医療連携の取り組みの現状と

将来 
日本歯科総合研究機構設立記

念シンポジウム 
東京 

石井 拓男 2007.10. 5 医療改革本格実施と歯科保健 第56回日本口腔衛生学会・総

会 

東京 

石井 拓男 2007.11.17 ｢噛むことは健康の源｣ 第28回全国歯科保健大会 東京 

 

 シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

平田創一郎 2007. 7. 7 制度面からの検証 第 26 回日本歯科医学教育学

会総会および学術大会 

岐阜市 

平田創一郎 2007.11.24 改正医療法 日本歯科医学教育学会 東京 

 

 学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

石井 拓男 2007. 4.25 食行動と肥満 日本産業衛生学会 職域口腔

保健研究会 自由集会 

大阪市 

石井 拓男 2007. 5.20 歯科衛生士の業務の展開－補

綴歯科診療の補助について－

第116 回日本補綴歯科学会学

術大会 

神戸市 

石井 拓男 2007. 9.23 地域における医科歯科連携 日本プライマリ・ケア学会

第3回プライマリ・ケア秋季

実践セミナー 

東京 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 

教育講演 

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

石井 拓男 2007. 6. 9 医療制度改革と歯科保険医療 下関市歯科医師会 下関市 
石井 拓男 2007. 6.17 歯科衛生士の歯科診療の補助業

務について 
平成 19 年度歯科衛生士業務推

進協議会 

東京 

石井 拓男 2007. 7.21 これからの歯科衛生士教育と歯

科保健医療ニーズ 
平成 19 年度生涯研修制度専門

研修Ⅱ「特定コース」 

盛岡市 

石井 拓男 2007. 9. 2 これからの歯科衛生士教育と歯

科保健医療ニーズ 
平成 19 年度生涯研修制度専門

研修Ⅱ「特定コース」 

甲府市 

石井 拓男 2007. 9.16 これからの歯科衛生士教育と歯

科保健医療ニーズ 
平成 19 年度生涯研修制度専門

研修Ⅱ「特定コース」 

大津市 

石井 拓男 2007. 9.17 歯科医療の動向と歯科衛生士業

務の考え方について 
平成 19 年度生涯研修制度専門

研修Ⅱ「特定コース」 

前橋市 

石井 拓男 2007. 9.20 医療改革と歯科保健医療について 徳島県歯科医師会 徳島市 
石井 拓男 2007.10. 7 歯科医療の動向と歯科衛生士業

務の考え方について 

平成 19 年度生涯研修制度専門

研修Ⅱ「特定コース」 

札幌市 

石井 拓男 2007.10.12 歯科保健医療（審査支払機関の

役割） 

社会保険診療報酬支払基金研修

センター平成 19 年度審査業務

研修 

白井市 



  

講演者（著者） 年月日 演題（タイトル） 学会・研究会名（発行所） 開催地 

石井 拓男 2007.11. 3 歯科医療の動向と歯科衛生士業

務の考え方について 

平成 19 年度生涯研修制度専門

研修Ⅱ「特定コース」 

高松市 

石井 拓男 2007.11.17 地域が支える健口国家－地域連

携と歯科保健。今、歯科に求め

られているものは－ 

第28回全国歯科保健大会、 

(社)東京都歯科医師会 

東京 

石井 拓男 2007.11.21 歯科保健医療を取り巻く諸事情

 

千葉県社会保険診療報酬支払い

基金学術講演会 

千葉市 

石井 拓男 2007.11.23 生活習慣病予防最前線 

｢生活習慣予防と口腔の健康｣ 

日本歯科衛生士学会 (社)福岡

県歯科衛生士会第2回学術大会

福岡市 

石井 拓男 2007.11.25 現在の研修医制度の動向 愛知県歯科医師会 

臨床研修指導歯科医ネット 

ワーク研修会 

名古屋市

石井 拓男 2007.12. 7 医療制度改革と今後の歯科保健

施策 

特別区職員研修所 

平成19年度専門研修「歯科 

保健」 

東京 

石井 拓男 2008. 1.23 歯科衛生士コース｢産業歯科保

健｣ 

国立大学法人東京医科歯科大学

｢社会人の学び直しニーズ対応

教育推進事業｣ 

東京 

石井 拓男 2008. 2. 4 医療制度改革をふまえた今後の

市町村歯科保健事業のあり方 

埼玉県鴻巣保健所 

平成19年度鴻巣保健所歯の 

健康づくり推進企画委員会 

鴻巣市 

石井 拓男 2008. 2.16 在宅歯科診療と口腔ケアの課題

と展望について 

西東京市医歯連携の会 西東京市

石井 拓男 2008. 3.13 研修管理委員会委員長の職務と

社会的責任 

国立保健医療科学院 

平成 19 年度特定研修 歯科医

療臨床研修制度・研修管理委員

会・委員長研修 

和光市 

石井 拓男 2008. 3.16 後期高齢者医療制度 山梨県歯科医師会 

医療保健部医療保険委員会 

甲府市 

平田創一郎 2007. 6.23 医療安全管理について 日本歯科大学附属病院主催 

平成19年度臨床研修指導 

歯科医講習会 

東京 

平田創一郎 2007. 7. 8 これからのリスクマネージメント

さぁ あなたはどうする？ 

リスクマネージメント研究会 

福岡歯科大学同窓会 

福岡市 

平田創一郎 2007.10.10 安全・安心の医療を目指して リスクマネージメント講演会 

福岡歯科大学医科歯科総合病院

福岡市 

平田創一郎 2007.11.24 改正医療法について 日本歯科医学教育学会 東京 

平田創一郎 2007.12. 7 歯科と医療安全 国立保健医療科学院 

平成19年度安全管理研究科 

和光市 

平田創一郎 2008. 2.10 研修指導医の機能開発（FD）に

関するワークショップ 

国立保健医療科学院 

平成19年度安全管理研究科 

和光市 

平田創一郎 2008. 3. 7 摂食嚥下機能とリハビリテーシ

ョン 

神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所 茅ヶ崎市

平田創一郎 2008. 3.24 歯科衛生士教育の変遷について 特定非営利活動法人 

口に関連する顔の健康づくり 

フォーラム 

大阪市 

 

 



  

教育ワークショップ等 

講演者（著者） 年月日 ワークショップ名 役  割 開催地 

石井 拓男 2007. 7. 5 歯科医療倫理教育カリキュラムプランニン

グ・ワークショップPart Ⅱ 

評価について 

コーディネーター 岐阜市 

石井 拓男 2007.11. 4 緊急課題対応社歯研ワークショップ コーディネーター 東京 

岡田 眞人 2007. 7. 5 歯科医療倫理教育カリキュラムプランニン

グ・ワークショップPart Ⅱ 

評価について 

ファシリテーター 岐阜市 

岡田 眞人 2007. 7.27 東京歯科大学 平成19 年度教育ワーク 

ショップ「6 年一貫したコミュニケーショ

ン教育」 

委員 千葉市 

平田創一郎 2007. 7.27 東京歯科大学 平成19 年度教育ワーク 

ショップ「6 年一貫したコミュニケーショ

ン教育」 

委員・発表者 千葉市 

平田創一郎 2007. 7. 5 歯科医療倫理教育カリキュラムプランニン

グ・ワークショップPart Ⅱ 

評価について 

ファシリテーター 岐阜市 

平田創一郎 2007. 7.27 東京歯科大学 平成19 年度教育ワーク 

ショップ「臨床実習中の新たな教育 

フレーム」 

委員 千葉市 

平田創一郎 2007.10.13 平成19 年度第１回「継続的医学教育」 

ワークショップ 

ファシリテーター 和光市 

平田創一郎 2007.11. 4 緊急課題対応社歯研ワークショップ ファシリテーター 東京 

平田創一郎 2006.10.7～8 

(2006年度分) 

第4回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティーの確保に関するワークショップ 

参加者 船橋市 

 
共用試験等 

講演者（著者） 年月日 ワークショップ名 役  割 開催地 

平田創一郎 2007. 2.25 

(2006年度分) 

平成18年 東京歯科大学度第4学年OSCE 評価者 千葉市 

平田創一郎 2007. 7. 5 平成19年度 東京歯科大学第4学年OSCE 評価者 千葉市 

 



論      文 

 

1. 石井拓男 : 厚生行政と歯周疾患, 国際歯学士日本部会誌 38(1), 62～63, 2007. 原著 

 

2. 石井拓男 : 生活習慣病と口腔の健康, 日歯衛会誌 2(1), 62, 2007. 原著 

 

3. 俣木志朗(1), 平田創一郎, 新田 浩(2), 秋山仁志(3) : 新歯科医師臨床研修 1 年修了後の検証 制度面からの検証, 

日歯医教会誌 23(3), 19～20, 2007. 原著 脳科学研 (1)東医歯大・大学院歯科医療行動科学分野, 

(2)東医歯大・大学院・歯科医療行動科学分野,(3)日歯大・附属病院・総合診療科 

 

4. 平田創一郎 : 制度面からの検証, 日歯医教会誌 23(3), 19～20, 2007. 原著 

 

5. 恒石美登里(1), 菊谷 武(2), 石井拓男 : 在宅歯科医療の研修に関する検討, 老年歯医 22(4), 398～406, 2008. 

原著 (1)日本歯科総合研究機構,(2)日歯大・附属病院口腔・リハビリテーションセンター 

 

6. 宮武光吉(1), 平田創一郎, 吉本達哉(1) : 歯科医師臨床研修マッチングシステムについて, 日歯医師会誌 60(12), 

22～23, 2008. 原著 (1)(財)歯科医療研修振興財団 

 

解      説 

 

1. 平田創一郎 : 医療管理－歯科医療のマネージメントを指導する, 歯臨研 5(1), 46～53, 2008. 

 

単行図書 

 

1. 石井拓男: 著分担 : 歯科衛生研究の進め方論文の書き方 (a)歯科医療の動向と歯科衛生業務の方向性 6～9 頁, 

医歯薬出版, 東京, 2007. 

 

2. 石井拓男(a) : 共著 : 衛生学・公衆衛生学 (a)歯科医療機関の解説と管理 253～266 頁, 医歯薬出版, 東京, 2008. 

 

3. 石井拓男, 合場千佳子(1)  : 共著 :歯科診療補助論 , 医歯薬出版, 東京, 2008. (1)日歯大・東京短大 

 

4. 石井拓男, 岡田眞人, 尾﨑哲則(1), 関根 透(2) : 共著 :スタンダード社会歯科学 , 学建書院, 東京, 2008.  

脳科学研 (1)日大・歯・医療人間科学,(2)鶴見大・歯 

 

5. 石井拓男, 岡田眞人, 尾﨑哲則(1), 関根 透(2), 平田幸夫(3), 俣木志朗(4), 宮﨑秀夫(5), 宮武光吉(6),向井美惠(7) : 

共著 :スタンダード社会歯科学 , 学建書院, 東京, 2008. (1)日大・歯・医療人間科学,(2)鶴見大・歯,(3)神歯大・社歯・

歯科医療社会学分野,(4)東医歯大・大学院・歯科医療行動科学分野,(5)新潟大・大学院医歯学, 

(6)(財)歯科医療研修振興財団,(7)昭和大・歯 

 

その他 

 

1. 森谷有三英(1), 阿部伸一(2), 井出吉信(2), 一戸達也(3), 石井拓男, 須藤洋一(4), 須藤健太郎(4) : 協力型臨床研修

施設における臨床研修を通じて抽出されたいくつかの課題, 歯科学報 106(5), 385～390, 2006. 2006 年度分  

(1)千病・総合診療科,(2)解剖,(3)歯麻,(4)岡山県 

 



2. 平田創一郎 : 歯科診療所への新たな医療安全管理体制の導入 －医療安全対策の義務化への対応－,  

Dental Tribune 3(4), 10, 2007. 

 

3. 平田創一郎 : そこが知りたい 歯科医師臨床研修の仕組み～社会から求められる良医となるために～第 1 回歯科

医師臨床研修の目的 臨床研修は生涯研修への第一歩, Dental Tribune 3(4), 13, 2007. 

 

4. 石井拓男 : 地域歯科保健医療の軌跡とその未来, 世田谷区歯科医師会 創立 80 周年記念誌, 120～123, 2007. 

 

5. 片岡泰文(1), 大西直樹(2), 福島 統(3), 石井拓男 : 座談会 いま、医歯薬教育は何を目指しているか,  

日本私立大学連盟(315), 16～31, 2007. (1)福岡大,(2)国際基督教大,(3)慈恵医大 

 

6. 岡田眞人 : 食育が関係する法律や制度－食育基本法, 千葉県口腔保健円卓会議, 23～24, 2007. 
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