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1．歯内療法学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 中川 寛一 根管形態に関する歯内療法学的検討 
NiTi根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究 
歯内療法におけるレーザーの応用 

講 師 森永 一喜 歯内療法処置時の偶発症の処置に関する研究 
 加藤 広之 根管の器械的拡大・形成に関する研究 

歯内療法処置に応用される材(剤)品に関する研究 
歯髄腔形態の三次元的解析 

 八ッ橋孝彰 NiTi根管拡大機器の特性と臨床応用に関する研究 
助 教 土倉  康 根管処置に伴う歯根膜組織の傷害とその保護に関する研究 

 末原 正崇 歯内療法処置に応用される剤(材)品に関する研究 
 

 

 

大学院生 

 

 

 

 

 

 

 

専 攻 生 

井原 郁夫 

齋藤 健介 

藤井 理絵 

奥村礼二郎 

小林 鉄也 

齋藤百合子 

福山 賀子 

山田 雅司 

宮下  卓 

山口 透子 

淺井 知宏 

柏木  勢 

湯浅 一洋 

牛窪 敏博 

松永 健嗣 

外科的歯内療法処置に関する研究，意図的歯牙再植について 
歯内療法におけるレーザーの応用 
根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 
歯髄細胞の感覚に関する研究 
外科的歯内療法処置に関する研究，意図的歯牙再植について 
根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 
歯髄細胞の活性に関する研究 
歯髄腔形態の三次元的解析 
歯髄細胞の薬物動態に関する研究 
根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 
根尖性歯周炎の原因菌に関する研究 
歯髄腔形態の三次元的解析 
歯内療法における手術用顕微鏡の応用 
根管の器械的拡大・形成に関する三次元的解析 
歯内療法におけるレーザーの応用 

   
 

2．成果の概要 

1）Calcification of pulp canal space after replantation of immature rat molars 
本研究は、ラットの根未完成歯を抜去後直ちに再植し、髄腔内および根尖孔周囲に添加される硬組

織の形成過程を観察することと、その石灰化程度から硬組織の種類を形態学的に検索することを目的

とした。 

歯頚部髄腔内の変化として、再植7日目では象牙芽細胞層が消失し、そこに扁平な細胞がみられた。

14日目では、象牙質に連続した不規則な硬組織の形成を認めた。28日目には硬組織に沿って象牙芽細

胞様細胞を認めた。ここでみられた硬組織は石灰化度が経時的に上昇しており、最終的にはセメント

質より高度であった。根尖部では、7日目よりすでにセメント質に連続した不規則な硬組織の形成を



認めた。硬組織の周囲には、多量の細胞を認めた。14日目には、硬組織・細胞とも増加しており、28

日目には硬組織に沿ってセメント芽細胞様細胞が認められた。この部の硬組織の石灰化度は、最終的

にセメント質と同程度であった。 

以上の所見より、抜去により歯髄細胞および象牙芽細胞は一時的に変性および壊死を起こすことが

しめされた。その後根尖部組織の治癒に伴って一部の生き残った歯髄細胞が活性化して、基質形成や

細胞分化を起こし、歯頚部髄腔内ではいわゆる骨様象牙質が、根尖部では根管内セメント質形成が起

こり、最終的に髄腔内が石灰化物で占められていくものと考えられた。 

J Hard Tissue Biol 16(2), 54～60, 2007 

 

2) Hypoxia induces expression and activation of AMPK in rat dental pulp cells 
歯髄は、局所麻酔薬に含まれる血管収縮薬の作用や、化膿性炎症から惹起される循環障害に伴う低

酸素状態など、種々のストレスを受けることがある。このようなストレスに対する代謝の制御は、歯

髄細胞の存続に重要である。AMP-activated protein kinase (AMPK)は、虚血によるATPの低下後、AMP

の上昇により活性化される酵素で、多様なストレスに応じたエネルギー代謝の制御を行っている。

AMPKは、α、β、γの3つのサブユニットからなるヘテロ３量体であり、それぞれ２－３種のisoform

があり、その構成の違いによりストレスへの対応が異なることが想定されている。またHIF-1αは、

虚血に対応する重要な転写因子である。そこで本研究では、ラット歯髄細胞株RPC-C2Aを用い、低酸

素環境が細胞増殖に及ぼす影響、およびAMPKのサブユニットisoformとHIF-1αの発現とそれらの相互

関係を検討した。 

RPC-C2A細胞の増殖は低酸素環境に移行された早期に抑制され、AMPKとHIF-1αの発現とAMPKの活性

化に伴い回復した。またAMPKα1の発現を抑制することにより細胞増殖が抑制されたが、HIF-1αの発

現は誘導された。これらのことからAMPKは、RPC-C2A細胞の増殖と低酸素環境によるストレスに対す

る細胞応答に重要であるが、低酸素環境でのHIF-1αの発現には関与していないと考えられた。 

J Dent Res 86(9), 903～907, 2007 

 

3) Activation of Fusobacterium nucleatum biofilm formation by Porphyromonas gingivalis 
根尖性歯周炎の主要な原因は細菌感染で、根管処置を成功に導くためには根管内および根尖病巣を

無菌化することが必須である。これら根尖部病巣からは複数の細菌種が検出され、さらに、複数細菌

が菌種を越えてコミュニケーションをとりながらバイオフィルムを形成することによって、その表現

系が変化することが示唆されている。本研究では、根尖性周囲炎病巣から分離された細菌種の細菌間

において行われる分子的相互作用について検討した。 

根尖性歯周炎病巣から分離された20菌株のうちF. nucleatum TDC100が最もバイオフィルム形成能

力が強かった。本菌バイオフィルム形成は、S.epidermidisやP.gingivalisとの共培養によって促進

された。しかし、S.sanguinisとの共培養によって促進されなかった。さらに、F. nucleatum TDC100

のバイオフィルム形成は、two-compartment systemによるP.gingivalisおよびS.epidermidisとの共

培養で促進されたから、これらの細菌の産生するintercellular signaling moleculeがバイオフィル

ムの形成を促進していると考えられた。P.gingivalisのluxS欠損株は、F.nucleatumバイオフィルム

形成を促進したことから、F.nucleatumのバイオフィルム形成には、AI-2以外の因子が関与している

事が示唆された。両菌種とのtwo-compartment systemを用いて形成されたF.nucleatumバイオフィル

ムのタンパクプロファイルによって、35kDaのタンパクの発現が誘導されていることが判明した。こ

れらの結果から、P.gingivalisはF.nucleatumのバイオフィルム形成を促進させるようなシグナル分

子を産生すると考えられる。 

Oral Microbiol Immunol 23(1), 1～6, 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 

中川 寛一 Microscopic Endodontics Pacific Endodontics 
Research Foundation 

SanDiego, 
USA 

G. B. Carr 

 
 4．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 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

加藤 広之 2007.6.30～7.1 第１回共用試験歯学系OSCEワークショップ 参加者 大阪市 

藤井 理絵 2007.10.13～14 第21回カリキュラム研修ワークショップ 参加者 千葉市 

藤井 理絵 2008.3.21～22 第 5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 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

森永 一喜 

加藤 広之 

土倉  康 

末原 正崇 

2008.2.23～24 平成19年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

森永 一喜 2008. 3. 8～9 平成19年度奥羽大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 
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4. 高橋俊之(1), 角田正健(1), 山倉大紀(1), 杉山利子(1), 宮下有恒(1), 安達 亮(1), 森永一喜, 伊藤明代(2),春山親弘(3), 
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論文(甲) 分子生研 (1)Dept. of Oral Biology， SUNY at Buffalo,(2)微生物 

 

6. Takahashi,T.(1), Sato,T.(2), Hisanaga,R.(2), Miho,O.(2), Suzuki,Y.(2), Tsunoda,M.(1), Nakagawa,K. : Long-term 

observation of porous sapphire dental implants, Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 23～27, 2008. 原著  
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1. 末原正崇, 中川寛一 : 感染根管治療の疑問に答える 4.なぜ、根管からの排膿、出血、滲出液が止まらないのか?, 

歯科医療 21(2), 32～37, 2007. 2007 年春号 
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単行図書 

 

1. 中川寛一 監訳: 編集 :外傷歯治療のクリニカルガイドライン , わかば出版, 東京, 2007. 
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1. 牛窪敏博, 中川寛一 : ピエゾサージェリーの歯内療法分野への応用, 第28回日本歯内療法学会学術大会・広島

大会プログラム・抄録集(テーブルクリニック), 13, 2007. 

 

2. 加藤広之, 八ッ橋孝彰, 山口透子, 井原郁夫, 中川寛一 : FP コア・キャリアー法による加温軟化ガッタパーチャ 

根管充填法,.04, .05, .06 テーパー試作 FlexPoint の応用, 第 28 回日本歯内療法学会学術大会・広島大会プロ

グラム・抄録集(テーブルクリニック), 14, 2007. 
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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)超微構造 

 

15. 木村真由美(1), 宮下 卓, 奥村礼二郎, 齋藤健介, 中川寛一 : 培養線維芽細胞に対する各種保存液の影響,  

第 7 回日本外傷歯学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 26, 2007. (第 7 回日本外傷歯学会総会・学術大会,  

名古屋市) 細生研 (1)東歯大学生 

 

16. 淺井知宏, 八ッ橋孝彰, 市川博彰, 森永一喜, 中川寛一 : 手術用顕微鏡と CO2 レーザーの応用による穿孔 

処置, 日歯保存誌 50(秋季特別号), 52, 2007. (日本歯科保存学会 2007 年秋季学術大会(第 127 回), 岡山市) 

 

17. 栁澤英理子, 末原正崇, 加藤広之, 中川寛一, 栁澤孝彰(1) : 20%クエン酸が根管形成後の根管壁に及ぼす影響, 

日歯保存誌 50(秋季特別号), 188, 2007. (日本歯科保存学会 2007 年秋季学術大会(第 127 回), 岡山市) 細形研  

(1)超微構造 

 

18. Yatsuhashi,T., Tsuchiya,T., Yamaguchi,Y., Fujii,R., Nakagawa,K. : Identification of bacterial flora from screw holes 

in endosteal implant, 7th WCOI-AAID joint Meeting congress abstracts, 49～50, 2007. ( 7th WCOI-AAID joint 

Meeting congress, Las vegas, USA) 分析生研 

 

19. 奥村礼二郎, 村松 敬(1), 鈴木恵子(2), 中川寛一, 下野正基(1), 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)病理,(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 

 



20. Saito,K., Miyashita,T., Okumura,R., Fukuyama,Y., Nakagawa,K. : Effect of tooth storge medium , XV World 

Congress on Dental Traumatology, 54, 2008. (XV World Congress on Dental Traumatology, Nagoya) 分子生研 

 

21. 藤井理絵, 山口透子, 井原郁夫, 淺井知宏, 市川博彰, 中川寛一 : 骨内インプラントにおけるスクリューホール

内の細菌叢, 日口腔インプラント会誌 21(1), 130, 2008. (第 37 回日本口腔インプラント学会学術大会, 熊本市)  

分子生研 

 

22. 鈴木憲久(1), 北川博美(1), 法月良江(1), 伊藤寛史(1), 吉田有智(1), 小田貴士(1), 猿田浩規(1), 古谷義隆(1), 

伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 武田孝之(1), 椎貝達夫(1), 飯島俊一(1), 添島義和(1), 中川寛一, 櫻井 薫(2), 佐藤 亨(3), 

高橋俊之(4), 矢島安朝(1) : 当科開設後 2 年間の臨床統計, 日口腔インプラント会誌 21(1), 167～168, 2008.  

(第 37 回 (社)日本口腔インプラント学会学術大会, 熊本市) (1)千病・口腔インプラント,(2)有床義歯,(3)クラウンブリッジ, 

(4)千病・総合診療科 

 



2．歯 周 病 学 講 座 

 
プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 山田  了 歯周療法全般 

准 教 授 澁川 義宏 歯根膜細胞が骨再生に及ぼすテトラサイクリンの影響（Ａ97-0410-51） 

講 師 

 

 

太田 幹夫 

増田 浩之 
伊藤 明代 

プラークがインプラント周囲の軟組織に及ぼす影響（Ａ98-0410-55） 

サルにおける咬合性外傷に関する研究（Ａ99-0410-57） 

簡便DNAプローブ法の開発と臨床応用（Ａ98-0410-54） 

助 教 山本 茂樹 

衣松 高志 
奥田 倫子 

藤田 貴久 

Bio-ossの歯周組織再生に及ぼす影響 

ラット歯肉上皮における免疫組織学的研究 

心冠状動脈疾患と歯周病の関係 

エムドゲインによる歯周組織の再生 

レジデント 藤波 弘州 自己再生歯根膜組織の歯周組織再生に及ぼす影響 

大学院生 

 

 

大井 陽生 

中西 伸介 

牧野 麻子 

正岡 孝康 

杉澤 幹雄 

勢島  典 

高山 沙織 

色川 大輔 

丹野真理子 

大久保信貴 

石井 善仁 

二壁性骨欠損に対するC-グラフトの有効性 

二壁性骨欠損に対するb-FGFグラフトの有効性 

サイトカイン産生におよぼすニコチンの影響 

長い上皮性付着に関する組織学研究 

インプラント周囲付着上皮の研究 

b-FGFを用いた歯牙再植 

生体機能性タンパク質の歯周病原細菌への影響 

PDGFを用いた歯周組織再生 

T.dの特性に関する研究 

アロダームを用いた根面被覆 

b-FGFを用いた根面被覆 

      

2．成果の概要 

1．歯周組織欠損部への増殖歯根膜組織移植の有効性, 

イヌに作成した歯周組織欠損部に、自己増殖歯根膜組織を応用し、4週と８週で光学顕微鏡的に検索

した。 

自己歯根膜組織を応用したものにおいては、良好な歯周組織の再生が認められ、歯周組織再生能を

有することが示唆された。 

 Biomed Res  28(2), 103～113 

 

2．T.d感染によるHUVEKのサイトカイン産生について 

T.d の心血管系疾患への関与を明らかにする目的で T.d 感染によるヒト臍帯静脈血管内皮細胞のサ

イトカイン産生の変化について検討し、T.dはHUVEKからのIL-8産生誘導とMCP-1発現抑制により、

血管内皮における宿主感染防御機構から回避していることが示唆された。 

Microbes Infect 9(7),907～913 

 



3．エナメルマトリックスデリバティブとbe-ta TCPの併用が歯周骨欠損の治癒に及ぼす影響の検索 

イヌに作成した歯周組織欠損部に、エナメルマトリックスデリバティブと be-ta TCP を応用し、4

週と８週で光学顕微鏡的に検索した。 

エナメルマトリックスデリバティブと be-ta TCP を応用したものにおいては、良好な歯周組織の再

生が認められ、歯周組織再生能を有することが示唆された。 

 

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 

澁川 義宏 下顎正中部の形態形成における

Indian hedgehogの役割 

Division of Orthopaedic 
Research, Department of 
Periodontics, Jefferson 
Medical College of Thomas 
Jefferson University 

U.S.A Pacifici, M

澁川 義宏 発生からみた歯周組織再生メカ

ニズムにおける CCN ファミリー

の役割 

Division of Orthopaedic 
Research, Department of 
Periodontics, Jefferson 
Medical College of Thomas 
Jefferson University 

U.S.A Koyama, E

 

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 

山田  了 自己の増殖歯根膜組織を用いた歯周組織再生に

おける硬組織形成能の解析と新しい再生療法の

開発 

平成19年度「私立大学経常費補助金特別

補助」 

澁川 義宏 遺伝子発現解析による下顎頭の加齢変化と変形

性顎関節症の病態の解明 

文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

伊藤 明代 歯周治療におけるバイオフィルム駆逐ストラテジー 文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

  

5．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 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

増田 浩之 2008.3.21 ～22 第 5 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 

山本 茂樹 2008.3.21 ～22 第 5 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 

衣松 高志 2008.3.21 ～22 第 5 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 

奥田 倫子 2008.3.21 ～22 第 5 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 



氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 

藤田 貴久 2008.3.21 ～22 第 5 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 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

澁川 義宏 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 

増田 浩之 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 

伊藤 明代 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 

 



論      文 

 

1. Fujinami,K., Yamamoto,S., Ota,M., Shibukawa,Y., Yamada,S. : Effectiveness of proliferating tissues in combination 

with bovine-derived xenografts to intrabony defects of alveolar bone in dogs, Biomed Res 28(2), 103～113, 2007. 

原著 学位論文(甲) 細形研 実動施設 

 

2. Okuda,T., Kimizuka,R.(1), Miyamoto,M.(1), Kato,T.(1), Yamada,S., Okuda,K.(1), Ishihara,K.(1) : Trepoema 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 (1)微生物 

 

3. Shibukawa,Y., Koyama,E.(1), Young,B.(1), Nagayama,M.(1), Enomoto-Iwamoto,M.(1), Iwamoto,M.(1), Maeda,Y.(2), 

Lanske,B.(2), Song,B.(3), Serra,R.(3), Pacifici,M.(1) : Conditional Kif3a ablation causes abnormal hedgehog signaling 

topography, growth plate dysfunction, and excessive bone and cartilage formation during mouse skeletogenesis, 

Development 134(11), 2159～2169, 2007. 原著 (1)Department of Orthopaedic Surgery， Thomas Jefferson University 

College of Medicine,(2)Department of Development Biology Harvard School of Dental Medicine Boston MA 02138 

USA,(3)Department of Cell Biology University of Alabama at Birmingham AL 35294 USA 

 

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

Ishihara,K.(6), Hashimoto,S.(7), Yoshinari,M.(8), 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 分子生研,細生研 (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)病理,(8)理工 

 

5. Yamamoto,S., Masuda,H., Shibukawa,Y., Yamada,S. : Combination of bovine-derived Xenografts and enamel matrix 

derivative in the treatment of intrabony Periodontal defects in dogs, Int J Periodontics Restorative Dent 27(5), 

471～479, 2007. 原著 学位論文(甲) 細形研 実動施設 

 

解      説 

 

1. 太田幹夫, 山田 了 : ヒトにおける即時咬合荷重インプラントを除去したものの組織的、組織形態計測学的所見, 

Int J Perio Rest Dent 15(3), 82～84, 2007. 

 

2. 太田幹夫, 山田 了 : 血小板由来成長因子刺激による骨補填とアタッチメントレベル獲得率, Int J Perio Rest Dent 

15(3), 82～84, 2007. 

 

3. 太田幹夫, 山田 了 : 二つの根面被覆法の比較研究：24 ヶ月間追跡調査した多施設研究, Int J Perio Rest Dent 

15(4), 195～202, 2007. 

 

4. 衣松高志, 山田 了 : 副甲状腺ホルモン含有合成マトリックスと移植材料の併用による骨再生, Quintessence Dent 

Imp 14(5), 716～725, 2007. 

 

5. 衣松高志, 山田 了 : ウサギ大腿骨の骨治癒におけるブラステッドチタンインプラント表面上に行った接着因子 

コーティングの効果, Quintessence Dent Imp 14(6), 853～855, 2007. 

 

6. 山本茂樹, 山田 了 : イヌ歯槽骨内欠損におけるウシ由来異種骨移植材とエナメルマトリクスデリバティブの併用, 

Int J Perio Rest Dent 15(6), 64～71, 2007. 



 

単行図書 

 

1. 衣松高志, 山田 了 : 著分担 :インプラント治療のためのコンセンサスレポート (a)インプラント審美歯科における 

術前分析と補綴治療計画 23～38 頁, クインテッセンス出版, 東京, 2007. 

 

学会抄録 

 

1. 中西伸介, 太田幹夫, 片山明彦(1), 山本茂樹, 大井陽生, 関谷 栄(2), 澁川義宏, 山田 了 : 2 壁性欠損部に  

海草由来骨移植材(C-GRAFT)を用いた歯周組織の再生, 日歯周病会誌 49(春季特別), 97, 2007. (第 50 回春季 

日本歯周病学会学術大会 , 横須賀市) 細生研 実動施設 (1)千葉県,(2)愛媛県 

 

2. 富田幸代, 渡邉直子, 増田浩之, 小島彰仁(1), 山田 了, 久野彰子(1), 金谷一彦(1), 佐藤 聡(1) : アスコルビン酸

ナトリウム 3.0%配合歯磨剤の歯周治療における効果, 日歯周病会誌 49(春季特別), 182, 2007. (第 50 回春季日本

歯周病学会学術大会, 横須賀市) (1)東京都 

 

3. 大井陽生, 太田幹夫, 片山明彦, 山本茂樹, 中西伸介, 奥山慶子(1), 澁川義宏, 山田 了 : 塩基性線維芽細胞

因子(b-FGF)とβ-TCP の併用による歯周組織再生に関する組織学的研究, 日歯周病会誌 49(春季特別号), 

98, 2007. (第 50 回春季日本歯周病学会学術大会, 横須賀市) 細形研,保情研,分子生研,細生研 実動施設 (1)山形県 

 

4. 高山沙織, 加藤哲男(1), 中崎俊克, 斎藤英一(2), 奥田克爾(1), 山田 了 : 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)微生物,(2)新潟工大・物質生物システム 

 

5. 山内理恵, 三辺正人(1), 吉野敏明(2), 児玉利朗(3), 野村義明(2), 山田 了 : 重度広汎性歯周炎患者における経口

抗菌療法後の治療反応性評価, 日歯周病会誌 49(春季特別号), 183, 2007. (第 50 回春季日本歯周病学会学術 

大会, 横須賀市) (1)千葉県,(2)神奈川県,(3)鹿児島県 

 

6. 大井陽生, 太田幹夫, 山本茂樹, 中西伸介, 浅野裕之(1), 澁川義宏, 山田 了 : 塩基性線維芽細胞因子

(b-FGF)とβ-TCP の併用による歯周組織再生, 歯科学報 107(2), 221, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 

千葉市) 細形研 実動施設 (1)千葉県 

 

7. 中西伸介, 太田幹夫, 山本茂樹, 大井陽生, 林 智子, 澁川義宏, 山田 了 : 歯周組織欠損部に海草由来骨移

植材(C-GRAFT)を用いた歯周組織の再生, 歯科学報 107(2), 221, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会),  

千葉市) 細形研 実動施設 

 

8. 澁川義宏, 衣松高志, 山本茂樹, 増田浩之, 太田幹夫, 山田 了 : 下顎頭の形態形成における Indian Hedgehog

の役割, 歯科学報 107(2), 224, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

 

9. 村野嘉則, 阿部裕貴子(1), 太田初穂(2), 奥田倫子, 奥田ゆりか(1), 衣松高志, 鈴木英恵(2), 藤波弘州,村野景子(1), 

太田幹夫, 山田 了 : 歯周療法学講座ポストグラデュエートコース第 9 期生による症例提示, 歯科学報 107(4), 

462, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)千葉県,(2)東京都 

 



10. 富田幸代, 太田幹夫, 山本茂樹, 衣松高志, 奥田倫子, 藤田貴久, 小川貴也(1), 片山明彦(1), 杉戸博記(2),   

長谷川明子(3), 澁川義宏, 山田 了 : スケーリング・ルートプレーニングのシミュレーションシステムの開発,   

日歯周病会誌 49(秋季特別号), 237, 2007. (日本歯周病学会 50 周年記念大会, 東京)  

(1)東京都,(2)厚生労働省,(3)千葉県 

 

11. 杉澤幹雄, 正岡孝康, 衣松高志, 山田 了, 榎谷保信(1), 村松 敬(1), 橋本貞充(1), 下野正基(1) : 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, 日歯周病学誌 49(秋季

特別号), 184, 2007. (日本歯周病学会 50 周年記念大会, 東京) 細形研 実動施設 (1)病理 

 

12. 太田幹夫, 村野嘉則, 藤波弘州, 長谷川明子(1), 角田正健(2), 山田 了 : 慢性歯周炎患者の下顎中間欠損部

にインプラントを埋入した一症例, 日歯周病会誌 49(秋季特別号), 247, 2007. (日本歯周病学会 50 周年記念大会, 

東京) (1)千葉県,(2)千病・総合診療科 

 

13. 大井陽生, 太田幹夫, 山本茂樹, 中西伸介, 稲垣 覚, 澁川義宏, 山田 了 : 塩基性線維芽細胞因子(b-FGF)

とβ-TCP の併用による歯周組織再生に関する組織学的研究, 歯科学報 107(4), 438, 2007. (第 284 回東京歯科

大学学会総会, 千葉市) 細形研 実動施設 

 

14. 澁川義宏, 藤田貴久, 衣松高志, 山本茂樹, 増田浩之, 太田幹夫, 山田 了 : 下顎頭の発生過程における

Indian Hedehog と Gli3 の役割, 歯科学報 107(4), 439, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会総会, 千葉市) 細形研  

実動施設 

 

15. 中西伸介, 太田幹夫, 山本茂樹, 衣松高志, 大井陽生, 中崎俊克(1), 澁川義宏, 山田 了 : 歯周組織欠損部

に海草由来骨移植材(C-GRAFT)を用いた歯周組織の再生, 歯科学報 107(4), 439, 2007. (第 284 回東京歯科 

大学学会総会, 千葉市) 細形研 実動施設 (1)群馬県 

 



３．保存修復学講座 
 
プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 平井 義人  歯の形成異常と変色・着色の実態とその治療 

准 教 授 高瀬 保晶  2波長発振レーザーは齲蝕の進行抑制効果があるか(Ａ02-0420-2) 

講 師 加藤 純二  405nm半導体レーザーの歯質及び軟組織に対する影響 

高橋   賢  顎口腔機能の不調和が全身におよぼす影響に関する研究(Ａ00-0420-5) 

      天谷 哲也  2波長発振レーザーは医療用レーザーメスとして両波長の利点を生かせるか？ 

             (Ａ02-0420-3) 

助 教 亀山 敦史  コンポッジットレジンの接着耐久性(Ａ06-0420-3) 

      五十嵐章浩  レーザー照射による軟化象牙質の改質および再生は可能か(Ａ06-0420-2) 

      明石  豪  405nm半導体レーザーの軟組織照射に対する研究(Ａ05-0420-5) 

      中澤妙衣子  二酸化チタン含有漂白材の効果について(Ａ03-0420-3) 

レジデント 大須賀敬悟  試作型プローブを用いた2 波長レーザーによる脱灰象牙質の除去効果 

(Ａ05-0420-4) 

      久木留伸享  2 波長レーザーの齲蝕治療効果(Ａ03-0420-1) 

大学院生 岡田  崇  GFP ラットを用いた各種切開法の検討 

末森  豪  漂白材応用後の歯面に対する研磨の有効性(Ａ06-0420-5) 

      小徳 裕司  405半導体レーザーによる細菌の殺菌効果に関する研究 

      星谷 雄太  Er:YAG レーザーのコンタクトチップの温度変化 

      春山亜貴子  405nm半導体レーザー照射が線維芽細胞に及ぼす影響(Ａ07-0420-2) 

      間 奈津子   

      手銭 親良   

 

2. 成果の概要 

 A new non-vital bleaching method using titanium dioxide and 3.5% hydrogen peroxide with a 405-nm 
diode laser or a halogen lamp 

    ①．研究目的   

変色無髄歯は臨床においてよくみられ、漂白は有力な処置法の一つである。現在、高濃度過酸化水素水に

過ホウ酸ナトリウムを混和した漂白法が主に行われている。しかし、過酸化水素が高濃度のため、副作用

がみられることもあり、安全でかつ漂白効果の高い処置が望まれる。 

そこで本研究では、二種類の光源を用い、二酸化チタン含有低濃度過酸化水素水を主成分とした漂白剤が

変色無髄歯の漂白に応用可能かどうか色彩学的・形態学的に検討した。 

    ②．研究方法 

本研究には新鮮ウシ抜去下顎前歯40歯を使用した。歯髄除去後、ウシ新鮮血を歯冠部歯髄腔内に1週間封

入し、変色を確認後、エナメル質約1.0mm、象牙質約2.0mmの厚さになるような歯片を作成した。 

漂白剤にはニ酸化チタン含有3.5%過酸化水素（ピレーネ、三菱ガス化学社製）を、光源には波長405nm半

導体レーザー（VLM、住友電工社製）あるいは高出力ハロゲンランプ（オプチラックス 501、デメトロン社

製）を用いた。レーザーを出力400mWで照射した試料をGroup A、ハロゲンランプで照射した試料をGroup 

Bとした。 

術式として、漂白剤を歯髄側象牙質面に塗布し、それぞれの光源を、15分間照射した。5分毎に象牙質側、

エナメル質側から分光式色差計（SE2000、日本電色工業社製）を用いて測色し、漂白効果を評価した。ま



た、走査電子顕微鏡（JSM-6340F、日本電子社製、以下SEM）にて漂白15分後の歯髄側象牙質およびエナメ

ル質の表面構造の変化を調べた。 

 

    ③．研究成績  

     1) 歯髄側象牙質表面 

両群とも、漂白前の歯髄側象牙質表面は褐色を呈し、漂白時間とともに脱色がみられた。漂白前と比較

して、両群ともに、L*値は有意に増加し、a*値およびb*値は有意に減少した。色差値（ΔE*ab）は、漂

白5分後では、Group AがGroup Bに比べて有意に高かったが、漂白10分、15分後では、両群間に有

意差がなかった。SEMによる観察では、両群とも、象牙細管の開口部が明瞭に観察された。 

2) エナメル質表面 

エナメル質表面の色調の変化は、両群とも漂白時間とともに、暗い色調から、明るく均一な色調へと変

化した。両群ともに、L*値は漂白前と比較して有意に増加し、a*値、b*値は、両群ともに減少傾向を示

した。色差値（ΔE*ab）は、Group AがGroup Bに比べて高い値を示したが、両群間に有意差はなかっ

た。SEMによる観察では、両群ともエナメル質表面の変化はみられなかった。 

 

④．結論 

1) 変色無髄歯に対して、ニ酸化チタン含有3.5%過酸化水素漂白剤は、高い漂白効果を持つことがわかっ 

た。 

2) 波長405nm半導体レーザーは、ハロゲン光源より漂白時間の短縮がみられた。  

3) 漂白剤を塗布した象牙質表面は、象牙細管の開口がみられたが、エナメル質表面は構造変化など認めら 

れなかった。 

Laser Physics Letters 5(6), 454～459, 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 

高橋  賢 咬合接触状態の変化は中枢制御機能に影響を与えるか 文科省科研費・基盤研究（C） 

天谷 哲也 2 波長発振レーザー照射後の組織は、どのような治癒形 

態をたどるのか？ 

文科省科研費・若手研究（B） 

五十嵐章浩 レーザー照射による軟化象牙質の改質および再生は可能

か？ 

文科省科研費・若手研究（B） 

 

4. 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 

平井 義人 2007. 6. 8 日本歯科保存学会賞 新規フィラー含有コンポジ

ットレジン修復材料の実験

病理学的研究 

特定非営利活動法人日本歯

科保存学会 

 シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

高瀬 保晶 2007. 9. 2 歯学教育を対象とした診療シミュ

レーション教材について－歯学基

礎教育の現状と今後 東京歯科大

学における歯学基礎実習の現状と

今後 

日本歯科人間工学会 日本人間工

学会／口と健康部会 第 23 回研

究発表大会 

岐阜市 

 



5．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 

講演者（著者） 年月日 ワークショップ名 役  割 開催地 

亀山 敦史 2007. 7.27 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」 

作業部会委員・グループリーダー 千葉市 

中澤妙衣子 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 

参加者 千葉市 

中澤妙衣子 2008. 3.21～22 第5回試験問題作成に関するワ

ークショップ 

IT環境を活用した態度・技能領

域の高度な評価システムの構築

参加者 船橋市 

共用試験等 

氏名 年月日 種別 役  割 開催地 

高橋  賢 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 

天谷 哲也 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 

亀山 敦史 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 

五十嵐章浩 2008. 2.24 平成19年度東京歯科大学  

第4学年OSCE 

器材係 千葉市 

大須賀敬悟 2008. 2.24 平成19年度東京歯科大学  

第4学年OSCE 

器材係 千葉市 

高瀬 保晶 2008. 2. 7 平成19年度東京歯科大学  

第4学年CBT試験 

試験実施委員サイトマネージャー 千葉市 

高瀬 保晶 2008. 3. 3 平成19年度東京歯科大学  

第4学年CBT追・再試験 

試験実施委員サイトマネージャー 千葉市 

高瀬 保晶 2008. 3. 8～9 平成 19 年度奥羽大学歯学部

OSCE 

評価者 郡山市 
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(1)モリタ製作所,(2)サイバーレーザー 

 

 

 



学会抄録 

 

1. 内園岳志(1), 五十嵐章浩, 加藤純二, 平井義人, 粟津邦男(1) : 超短パルスレーザーによる歯牙硬組織切削の  

基礎的検討, 日レーザー歯会誌 18(1), 55, 2007. (第 18 回 日本レーザー歯学会総会・学術大会, 千葉市) 細形研    

(1)阪大院・工学研究科 

 

2. Kato,J., Hatayama,H.(1), Akashi,G., Inoue,A.(1), Hirai,Y. : The 405 nm diode laser vs the CO2 laser in surgery 

performance of soft tissue, The World Federation for Laser Dentistry, 41～42, 2007. (1st Meeting of the European 

Division of the WFLD, Nice,France) 細形研 実動施設 (1)Sumitomo Electric Industries LTD. 

 

3. Suemori,T., Kato,J., Akashi,G., Nakazawa,T., Hirai,Y. : The morphological changes of dentin structure by the 405 

nm laser irradiation with titanium dioxide and 3.5% hydrogen peroxide, The World Federation for Laser Dentistry, 

62, 2007. (1st Meeting of the European Division of the WFLD, Nice、France) 

 

4. Nakazawa,T., Kato,J., Sakai,K., Akashi,G., Kameyama,A., Hirai,Y., Kurata,H.(1), Hatayama,H.(2) : Bleaching effect of 

the 405 nm laser irradiation used with titanium dioxide and hydrogen peroxide, The World Federation for Laser 

Dentistry, 63, 2007. (1st Meeting of the European Division of the WFLD, Nice、France) 細形研 (1)MITSUBISHI GAS 

CHEMICAL COMPANY INC,(2)Sumitomo Electric Industries LTD. 

 

5. Kotoku,Y., Akashi,G., Kato,J., Ishihara,K.(1), Hirai,Y. : Bactericidal effect of the 405 nm diode laser on 

Porphyromonas gingivalis, The World Federation for Laser Dentistry, 2007. (1st Meeting of the European Division of 

the WFLD, Nice、France) (1)微生物 

 

6. Okada,T., Amagai,T., Oosuka,K., Kukidome,N., Takizawa,M., Takase,Y., Hirai,Y., Azuma,T.(1), 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)生化学,(2)Dept. of Oral Hygiene 

 

7. 中澤妙衣子, 堺健太郎, 加藤純二, 平井義人 : 波長 405nm 半導体レーザーによる二酸化チタン含有低濃度  

過酸化水素水のエナメル質漂白効果, 歯科学報 107(2), 225, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

A03-0420-3 細形研 

 

8. 明石 豪, 末森 豪, 小徳裕司, 加藤純二, 平井義人 : 新規半導体レーザーと CO2 レーザーによる軟組織切開の

比較, 歯科学報 107(2), 225, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A05-0420-5 細形研 

 

9. 天谷哲也, 細矢由美子(1), 手銭親良, 大須賀敬悟, 間奈津子, 中澤妙衣子, 高瀬保晶, 平井義人 : ブリーチン

グ後のコンポジットレジンの色彩変化に及ぼす研磨の影響, 第 15 回 日本歯科色彩学会 総会・学術大会 プロ

グラム・抄録集 15, 21, 2007. (第 15 回日本歯科色彩学会 総会・学術大会, 横浜市) 細形研 (1)長大歯・院・小児 

 

10. 野呂明夫(1), 宮下有恒(1), 杉山利子(1), 山倉大紀(1), 高橋俊之(1), 近藤祥弘(1), 角田正健(1), 亀山敦史,      

伊藤明代(2), 森永一喜(3), 中島一憲(4), 武田友孝(4) : 東京歯科大学千葉病院臨床研修歯科医による総合 

診療科への評価, 歯科学報 107(4), 455, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)千病・総合診療科, 

(2)歯周病, (3)歯内療法,(4)スポーツ歯 

 



11. 高橋俊之(1), 角田正健(1), 石井拓男(2), 一戸達也(3), 亀山敦史, 古澤成博(4), 柿澤 卓(5), 外木守雄(6), 岡崎雄一郎(7), 

山根源之(6) : 東京歯科大学歯科医師臨床研修における初期研修の検討, 歯科学報 107(4), 455, 2007. (第 284 回

東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)千病・総合診療科,(2)社会歯,(3)歯麻,(4)口健臨・総合歯,(5)口健臨・口外,  (6)市病・ 

オーラルメディシン,(7)市病・口腔がんセンター 

 

12. 近藤祥弘(1), 角田正健(1), 高橋俊之(1), 山倉大紀(1), 杉山利子(1), 野呂明夫(1), 宮下有恒(1), 森永一喜(2), 伊藤明代(3), 

亀山敦史, 武田友孝(4), 中島一憲(4) : 東京歯科大学千葉病院総合診療科における臨床研修歯科医の診療状

況について(第 2 報), 歯科学報 107(4), 456, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市)  

(1)千病・総合診療科,(2)歯内療法,(3)歯周病,(4)スポーツ歯 

 

13. 高瀬保晶 : 歯学教育を対象とした診療シミュレーション教材について」－歯学基礎教育の現状と今後 東京歯科

大学における歯学基礎実習の現状と今後, 日本人間工学会/口と健康部会, 22～25, 2007.  

(日本人間工学会/口と健康部会, 岐阜市) 

 

14. 明石 豪, 末森 豪, 加藤純二, 平井義人 : 波長 405nm 半導体レーザーの象牙質透過率, 日歯保存誌 50  

(秋季特別), 95, 2007. (第 127 回日本歯科保存学会秋季学会, 岡山市) 細形研 

 

15. 中澤妙衣子, 加藤純二, 末森 豪, 明石 豪, 五十嵐章浩, 平井義人 : 二酸化チタン含有低濃度過酸化水素水

による新しい walking bleach 法, 日歯保存誌 50(秋季特別), 99, 2007. (第 127 回日本歯科保存学会秋季学会,     

岡山市) A03-0420-3 細形研 

 

16. 星谷雄太, 天谷哲也, 岡田 崇, 大須賀敬悟, 加藤純二, 高瀬保晶, 平井義人, 岩見秀雄(1) : Er:YAG レーザー

におけるコンタクトチップの温度変化(第 2 報), 日歯保存誌 50(秋季特別), 160, 2007. (第 127 回日本歯科保存   

学会秋季学会, 岡山市) (1)モリタ製作所 

 

17. 末森 豪, 中澤妙衣子, 明石 豪, 加藤純二, 平井義人 : 二酸化チタン含有過酸化水素水の無髄歯に対する 

漂白効果, 日歯保存誌 50(秋季特別), 162, 2007. (第 127 回日本歯科保存学会秋季学会, 岡山市) 細形研 

 

18. Kato,J., Kotoku,Y., Akashi,G., Suemori,T., Hirai,Y. : Bactericidal effect of the violet diode laser, Lasers in 

Medicine Science 23, 113, 2007. (17th ISLSM & 22th IALMS International Congress Laser Medicine, Florence,Italy) 

 

19. Igarashi,A., Kato,J., Uchizono,T.(1), Awazu,K.(1), Hirai,Y. : The effect of TEA-CO2 laser irradiation on normal 

dentin or artificial soft dentin, Lasers in Medicine Science 23, 115, 2007. (17th ISLSM & 22th IALMS International 

Congress Laser Medicine, Florence、Italy) 細形研 (1)Graduate School of Engineering Osaka Univ. 

 

20. 福岡博史(1), 西原雅史(1), 上田恵理子(1), 小山悠子(1), 福岡 明(1), 砂川正隆(1), 野呂明夫(2), 亀山敦史 : 満足

度の高いインプラント治療のための統合医療, 第 25 回日本歯科東洋医学会総会・学術大会プログラム 25, 25, 

2007. (第 25 回日本歯科東洋医学会学術大会, 千葉市) (1)明徳会福岡歯科統合医療研究所,(2)千病・総合診療科 

 

21. 小徳裕司, 明石 豪, 加藤純二, 石原和幸(1), 平井義人 : 波長 405nm レーザーの Porphyromonas gingivalis に

対する殺菌効果, 第 19 回日本レーザー歯学会 総会・学術大会 プログラム/講演抄録集, 14, 2007. (第 19 回  

日本レーザー歯学会 総会・学術大会, 横浜市) 細形研 (1)微生物 

 



22. Kameyama,A., Hatayama,H.(1), Yoshinari,M.(2), Kato,J., Akashi,G., Kotoku,Y., Hirai,Y. : Micro-tensile fracture 

strengths of adhesives cured with different wave lengths, Programs and Abstracts of Papers, 55th Japan 

Association for Dental Research, 90, 2007. (55th Annual Meeting of Japan Association for Dental Research, 

Yokohama,Japan) 細形研 (1)Sumitomo Electric Industries LTD.,(2)理工 

 

23. Oishi,T.(1), Kameyama,A., Hirai,Y. : Influence of different bur grinding on bonding to resin-coated dentin, Programs 

and Abstracts of Papers, 55th Japan Association for Dental Research, 91, 2007. (55th Annual Meeting of Japan 

Association for Dental Research, Yokohama,Japan) (1)東歯大・学生 

 

24. Suemori,T., Kato,J., Nakazawa,T., Akashi,G., Hirai,Y. : Efficacy of intracoronal bleaching used titanium dioxide and 

3.5% hydrogen peroxide, International Dental Materials Congress, 2007. (International Dental Materials Congress 

2007, Bangkok,Thailand) 細形研 

 

25. Akashi,G., Kato,J., Suemori,T., Nakazawa,T., Hirai,Y. : Permeability of the 405-nm diode laser light into the dentin, 

International Dental Materials Congress, 2007. (International Dental Materials Congress 2007, Bangkok、Thailand)  

細形研 実動施設 

 

26. 東 俊文(1), 矢島哲郎(2), 岡田 崇, 天谷哲也, 吉成正雄(3), 平井義人, 柴原孝彦(2) : 口腔組織再生の到達点 

炎症に対する組織幹細胞の応答 幹細胞の癌化におけるアポトーシス調節機構の役割, 日再生歯医会誌 5(1), 

47, 2007. (第 5 回 日本再生歯科医学会, 東京) 脳科学研 (1)分子再生研究部,(2)口外,(3)理工 

 

27. Heya,M.(1), Yoshikawa,K.(2), Kato,J. : Bovine dentin ablation using an MIR-FEL at the wavelength of 6.05um, SPIE 

Photonics West BIOS2008, 2008. (SPIE Photonics West BIOS2008 19-24 th January 2008, San Jose, California, USA)  

(1)光院大･光加工,(2)阪歯大 

 



4．小児歯科学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教  授 藥師寺  仁 光硬化型グラスアイオノマーセメントの歯髄に及ぼす影響（Ａ93-0450-1） 

客員教授 石   四 箴  

准 教 授 関 口   浩 ヒト琺瑯質蛋白アメロジェニンの遺伝子構造の解明（Ａ96-0450-2） 

客員准教授 王   小 競 ニコチン受容体と歯周組織と歯周炎のメカニズムについて（Ａ06-0450-9） 

講  師 米 津 卓 郎 ビデオマクロスコープを用いた小児歯齦の観察（Ａ91-0450-5） 

 久 保 周 平 窩底象牙質厚径と電気抵抗値の関連性（Ａ90-0450-3） 

 今 井 裕 樹 白色海綿状母斑の遺伝学的研究（Ａ01-0450-2） 

助  教 福 山 達 郎 側方歯群の位置の累年的変化（Ａ02-0450-1） 

 原   麻 子 マイクロCTを用いた乳臼歯咬合面溝の三次元的観察（Ａ02-0450-3） 

 久保田 智子 ダウン症候群と歯周炎に関する研究（Ａ06-0450-8） 

 小 林 菜 穂 乳歯部局所の歯周病原性細菌は母親から伝播するか（Ａ03-0450-2） 

レジデント 牛 田 永 子 乳幼児Streptococcus mutansとStreptococcus sobrinus伝播（Ａ03-0450-1） 

 今 井 り え ラット歯胚の硬組織形成に及ぼす胎児性アルコール症の影響（Ａ04-0450-2）

 織 田 進 也 ラット歯胚の発生に及ぼす胎児性アルコール症の影響（Ａ04-0450-3） 

大学院生 佐野 由美子 Ⅰ型糖尿病における歯周病原菌の定着と菌数に関する検討（Ａ06-0450-1） 

 泉 水 祥 江 胎児性アルコール症候群における顎骨発育への影響（Ａ06-0450-2） 

 田 中 公 子 Ⅰ型糖尿病における歯周病原菌の定着と菌数に関する検討（Ａ06-0450-3） 

 福 原 郁 子 胎児性アルコール症候群における顎骨発育への影響（Ａ06-0450-4） 

 熊 澤 海 道 ラット歯胚・顎骨の発生に及ぼす胎児性アルコール症の影響（Ａ07-0450-6）

専 攻 生 川 崎 広 時 ガム咀嚼による脳機能変化についてのカオス分析 

 

2．成果の概要 

1）Growth and formation of the tooth germ in a rat model of fetal alcohol syndrome（Ａ04-0450-2） 

妊娠中の飲酒が身体と歯牙に与える影響を観察した。妊娠ラットを通常飼育した群と、アルコール

を摂取させた飲酒群に分け、実験を行った。親ラットは飲水量・出産数、仔ラットは体重・開眼状態・

歯牙の発育状態（生後 1,5,15,20 日齢）を観察した。飲酒群では出産数の減少があり、体重が軽く、

開眼時期の遅れがあった。病理組織学的観察では、形態的異常は認められなかったが、歯胚の成長や

歯根形成の遅れが観察された。 

J Hard Tissue Biol 16(2), 61～70, 2007 

 

2）歯科大学病院小児歯科における病診連携の実態調査 

平成17年10月から平成18年9月までの１年間に本学千葉病院小児歯科に紹介状を持参して来院

した患児313名を調査対象とし、紹介に至る経緯を明らかにする目的で調査した。来院時年齢は3歳

から7歳が多く、診療依頼内容は齲蝕治療が最も多かった。積極的な病診連携により、本学千葉病院

小児歯科では地域医療機関からの紹介状を持参して来院する患児数が増加傾向にあった。 

小児歯誌 45(5), 578～583, 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 

藥師寺 仁 

今井 裕樹 

The incidence of dental caries 
of deciduous dentition in 
relationship to normal 
occlusion and deep overbite 

Dept. of Pedodontics, 
School of Stomatology, 
Shanghai Tiedao 
University 

China Shi, Sizen 

関口  浩 DNA diagnosis of amelogenesis 
imperfecta 

Dept. of Pedodontics & 
Orthodontics, Institute of 
Dentistry, University of 
Helsinki 

Finland Alaluusua，Satu

米津 卓郎 ①Effect of feeding methods on 
dental arch parameters 
②Attrition patterns in the 
primary dentition 
③Tooth size in the primary 
dentition relationship to 
fluoride intake 
④Relationship between 
dietary factors and primary 
dentition dental arch 
characteristics 

Dept. of Preventive and 
Community Dentistry, 
University of Iowa, 
College of Dentistry 

U. S. A Levy, 
Steven M. 

米津 卓郎 ①Tooth size‐arch length 
relationships in the primary 
dentition 
②Correlation of dental arch 
and anthropometric 
measurements in pre‐school 
children 

Dept. of Orthodontics, 
University of Iowa, 
College of Dentistry 

U. S. A Bishara,  

Samir E. 

藥師寺 仁 

米津 卓郎 

乳児の授乳法別にみた哺乳運動

および口蓋形態の比較 

国際医療福祉大学 太田原市 江幡 芳枝 

藥師寺 仁 

米津 卓郎 

おしゃぶりの使用状況と乳歯列

咬合との関連性について 

松本歯科大学 塩尻市 宮沢 裕夫 

 

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 

藥師寺 仁 

米津 卓郎 

乳児の授乳法別にみた哺乳運動および口蓋形態の比較 コンビ株式会社奨学寄付金 

 

 

 



5．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 演題名 学会・研究会名 開催地 

藥師寺 仁 2007. 5.17 乳歯列期から混合歯列前期にお

ける咬合誘導 

平成19年度第１回園・学校保健

委員会研修会 

(社)東京都品川区歯科医師会 

東京 

藥師寺 仁 2007.6. 5 日本における歯科医学教育の改革

と東京歯科大学における取組み 

第四軍医大学口腔医学院教学研

修会 

中国 

西安市 

藥師寺 仁 2007. 6. 6 咬合誘導の臨床 第四軍医大学口腔医学院児童口

腔医学教研室セミナー 

中国 

西安市 

藥師寺 仁 2007. 7.26 切歯萌出期の咬合誘導 平成19年度 卒後研修 

東京都歯科医師会 

東京 

藥師寺 仁 2007. 8.27 摂食・嚥下機能の発達と発達障害 北京大学口腔医学院児童口腔医

学教研室セミナー 

中国 

北京市 

藥師寺 仁 2007. 8.29 日本における歯科衛生士の教育

課程と歯科衛生士業務 

北京大学付属口腔医院看護士研

修会 

中国 

北京市 

藥師寺 仁 2008. 1.19 子どもの健康とスポーツドリンク 関東学院六浦小学校父母の会 横浜市 

関口   浩 2007. 7. 6 南小中台保育園の歯科検診結果

からの３つの提言 

子どもの歯の健康フォーラム

2007 

千葉市 

関口   浩 2007. 7.26 切歯萌出期の咬合誘導 平成19年度卒後研修 

東京都歯科医師会 

東京 

関口   浩 2007.11.11 小児の歯髄処置 その基礎と臨床 平成19年度有限責任中間法人 

日本小児歯科学会 専門医セミ

ナー 

横浜市 

米津 卓郎 2007. 4.15 食とおしゃぶり 千葉県小児歯科医会主催講演会 千葉市 

米津 卓郎 2007.10. 8 おしゃぶりに関する最近の知見 東京歯科大学82期会 東京 

米津 卓郎 2008. 2. 8 最近の母親像と乳幼児に対する

歯科健康診査 

平塚市歯科医師会 平塚市 

米津 卓郎 2008. 3. 5 障害者に対する歯科治療 千葉市歯科医師会 千葉市 

福山 達郎 2007. 7.26 切歯萌出期の咬合誘導 平成19年度卒後研修 

東京都歯科医師会 

東京 

今井 裕樹 2007.11.15 10年間に経験した３症例について 東京都八南歯科医師会 八王子市

   

   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 

藥師寺 仁 2008. 3.21～22 第5回東京歯科大学試験問題作成とセキュ

リティの確保に関するワークショップ 

サブディレクター 船橋市 



   共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

関口  浩 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者・ST責任者 千葉市 

福山 達郎 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 器材責任者 千葉市 

 



論      文 

 

1. Imai,R., Miake,Y.(1), Yanagisawa,T.(1), Yakushiji,M. : 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) A04-0450-2 (1)超微構造 

 

2. Mochizuki,K.(1), Tsujino,K.(1), Ohtawa,Y.(1), Yakushiji,M., Nomura,K.(2), Ichinohe,T.(2), Kaneko,Y.(2) : Dental care for 

physically or mentally challenged at public dental clinics, Bull Tokyo Dent Coll 48(3), 135～142, 2007. 原著  

(1)口健臨・小児歯,(2)歯麻 

 

3. 原 麻子, 関口 浩, 竹内智子, 山下治人, 四ッ谷賀央里, 藥師寺 仁 : 歯科大学病院小児歯科における病院 

連携の実態調査, 小児歯誌 45(5), 578～583, 2007. 原著 

 

4. Yamashita,H., Yotsuya,K., Takeuchi,T., Oda,S., Hara,A., Sekiguchi,H., Yakushiji,M. : Awareness of malalignment 

and malocclusion in children and their guardians, Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 7～13, 2008. 原著 

 

5. Fukuyama,T., Oda,S., Yamashita,H., Sekiguchi,H., Yakushiji,M. : Clinical survey on type of restoration in deciduous 

teeth, Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 41～50, 2008. 原著 

 

6. Machida,Y.(1), Sekiguchi,H., Yakushiji,M. : Determining the optimal age up to which parents should brush children's 

teeth, Pediatr Dent J 18(1), 24～26, 2008. 原著 (1)東歯大・名誉教授 

 

7. Mochizuki,K.(1), Mochizuki,M.(1), Kobayashi,M.(1), Tsujino,K.(1), Ohtawa,Y.(1), Yakushiji,M. : Four fused incisors in the 

maxillary and mandibular primary dentitions, Pediatr Dent J 18(1), 64～69, 2008. 症例 (1)口健臨・小児歯 

 

8. Nakano,Y.(1), Shibahara,T.(1), Sekiguchi,H., Yakushiji,M. : Transmigration of impacted mandibular canine to opposite 

side, Pediatr Dent J 18(1), 70～73, 2008. 症例 (1)口外 

 

9. 劉 潁鳳(1), 王 小競 , 関口 浩, 藥師寺 仁 : 児童口腔科患児家長対児童牙歯排列与咬合関注情況的調査,  

実用口腔医学雑誌 24(2), 284～287, 2008. 原著 (1)西安第四軍医大学口腔医学院児童口腔科 

 

10. 辻野啓一郎(1), 坪倉亜希子(2), 金子かおり(1), 望月清志(1), 大多和由美(1), 藥師寺 仁 : 大学病院小児歯科来院

患者の定期健診に関する意識調査, 小児歯誌 46(1), 26～32, 2008. 原著 (1)口健臨・小児歯,(2)東京都 

 

11. Kubo,S., Shigeta,Y.(1), Ogawa,T.(1), Wakoh,M.(2), Sano,T.(2), Fukushima,S.(1), Yakushiji,M. : CT image applications 

for pre-surgical assessment and surgical pre-plannning in pediatric dentistry, Stud Health Technol Inform 132, 

222～224, 2008. 原著 (1)鶴見大・歯・補綴Ⅱ,(2)歯放 

 

解      説 

 

1. 久保周平 : 小児の歯の外傷 (1)乳歯の埋入への対応 1 乳歯外傷による陥入症例の対応法を再考する, 小児歯臨 

12(6), 67～71, 2007. 

 

2. 久保周平, 藥師寺 仁 : 乳臼歯の銀合金インレー修復, 小児歯臨 12(8), 22～29, 2007. 

 



3. 米津卓郎 : 海外のホットな学術情報を会員の先生方へ 第 4 回 吸啜癖(おしゃぶりや指しゃぶり)の既往が混合 

歯列期の咬合状態に及ぼす影響について, 千葉市歯科医師会会報 184, 22～26, 2008. 

 

4. 泉水祥江, 福原郁子, 井上 孝(1) : ボーンコレクターの有効性についての秩序立った論評, Quintessence Dent Imp 

15(2), 84～91, 2008. (1)臨検査 

 

5. 関口 浩 : こんなお子さんが来院したら?, 歯界展望 111(3), 452～455, 2008. 

 

6. 関口 浩 : 診察に必要な小児咬合誘導の基礎知識, 歯界展望 111(3), 456～459, 2008. 

 

単行図書 

 

1. 藥師寺 仁: 著分担 :小児歯科学基礎・臨床実習 (a)基礎実習編 第 6 章 乳歯生活歯髄切断法 55～61 頁, 

(b)臨床実習編 第 10 章 乳歯・幼若永久歯の歯内療法 199～208 頁, 医歯薬出版, 東京, 2008. 

 

学会抄録 

 

1. 亀頭晶子(1), 野田英貴(1), 秀 道広(1), 原 圭一(2), 関口 浩 : 無汗性外胚葉形成不全症の 1 例, 日皮会誌 117(4), 

651, 2007. (第 106 回日本皮膚科学会総会, 横浜市) 2006 年度分 (1)広大・医・皮膚科,(2)市立三次中央病院小児科 

 

2. 宮里裕美, 米津卓郎, 辻野啓一郎(1), 藥師寺 仁 : 最近の小児に対する側方歯群の予測精度について, 小児歯誌 

45(2), 220, 2007. (第 45 回日本小児歯科学会大会および総会, 東京) (1)口健臨・小児歯 

 

3. 関口 浩, 藥師寺 仁 : エナメリン遺伝子に変異が認められた遺伝性エナメル質形成不全症の一家系, 小児歯誌 

45(2), 256, 2007. (第 45 回日本小児歯科学会大会および総会, 東京) 

 

4. 原 麻子, 関口 浩, 竹内智子, 山下治人, 四ッ谷賀央里, 藥師寺 仁 : 歯科大学病院小児歯科の病診連携の 

実態調査, 小児歯誌 45(2), 299, 2007. (第 45 回日本小児歯科学会大会および総会, 東京) 

 

5. 米津卓郎, 藥師寺 仁, 河田英司(1) : PC を用いた混合歯列分析シミュレーションシステムの開発第一報：予測法の

時代検証, 第 26 回日歯医教会抄集, 85, 2007. (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) 

(1)DEDC 

 

6. 原 麻子, 関口 浩, 今井裕樹, 福山達郎, 久保田智子, 久保周平, 米津卓郎, 藥師寺 仁 : 診療参加型実習に

むけた本学小児歯科学臨床基礎実習の取り組み, 歯科学報 107(4), 456, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会  

(総会), 千葉市) 

 

7. 藤田浩子, 児島泰子, 深水千枝子, 髙野博子, 小泉幸子(1), 米津卓郎, 藥師寺 仁 : 歯科的にみた母子健康 

手帳について 第 2 報：母親の認知度と記入率および小児の口腔内所見との関連性, 歯科学報 107(4), 458, 

2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)東京都 

 

8. 児島泰子, 藤田浩子, 深水千枝子, 髙野博子, 小泉幸子(1), 米津卓郎, 藥師寺 仁 : 歯科的にみた母子健康 

手帳について 第 1 報：母親の歯科健康診査に対する認知度, 歯科学報 107(4), 458, 2007. (第 284 回東京歯科

大学学会(総会), 千葉市) (1)東京都 

 



9. 織田進也, 福山達郎, 藥師寺 仁 : 永久歯歯冠修復法における窩洞形態の実態調査, 歯科学報 107(4), 459, 

2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

10. 福山達郎, 織田進也, 藥師寺 仁 : 乳歯歯冠修復法における窩洞形態の実態調査, 歯科学報 107(4), 459, 

2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

11. 米津卓郎, 村松英美, 藥師寺 仁 : 乳児の歯列・歯槽部の形態学的研究 第 1 報：母乳栄養児の日米間に   

おける比較, 歯科学報 107(4), 460, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

12. 久保田智子, 宮本 暦(1), 米津卓郎, 佐野由美子, 奥田克爾(1), 石原和幸(1), 藥師寺 仁 : Down 症候群歯肉溝

滲出液中 MMP の検索, 障害者歯 28(3), 237, 2007. (第 24 回日本障害者歯科学会総会および学術大会, 長崎市)  

(1)微生物 

 

13. 辻野啓一郎(1), 望月清志(1), 大多和由美(1), 末石研二(2), 藥師寺 仁 : 乳歯および永久歯の多数歯先天性欠如

と口唇口蓋裂を伴う先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)児の 1 例, 障害者歯 28(3), 314, 2007. (第 24 回日本

障害者歯科学会総会および学術大会, 長崎市) (1)口健臨・小児歯,(2)口健臨・矯正歯科 

 

14. 蔡 鵬飛(1), 黄 明裕(1), 黄 耀慧(1), 松浦信幸(2), 間宮秀樹(2), 久保周平, 米津卓郎, 関口 浩, 一戸達也(2),  

藥師寺 仁, 金子 譲(2) : 台湾における障害者の口腔保健への取組の一例, 障害者歯 28(3), 357, 2007.  

(第 24 回障害者歯科学会総会および学術大会, 長崎市) (1)台湾障害者歯科学会，歯麻,(2)歯麻 

 

15. 大久保真衣(1), 久保周平, 小林菜穂, 藥師寺 仁, 佐野 司(1) : Cornelia de Lange 症候群患者に対する摂食・  

嚥下機能療法を行った一例, 障害者歯 28(3), 508, 2007. (第 24 回日本障害者歯科学会総会および学術大会,    

長崎市) (1)歯放 

 

16. 福山達郎, 今井裕樹, 松浦信幸(1), 犬飼茂久(2), 藤橋 修(2), 赤瀬眞五(2), 菊田高行(2), 林 徹(2),宮川慎二郎(2), 

藤本晋一(2), 北村 新(2), 新井曄子(2), 丸山清孝(2), 一戸達也(1), 藥師寺 仁 : 東京都下某市の障害者歯科 

診療におけるブラッシング習慣実態調査, 障害者歯 28(3), 535, 2007. (第 24 回日本障害者歯科学会総会および  

学術大会, 長崎市) (1)歯麻,(2)東京都八南歯科医師会 

 

17. Kubo,S. : CT image applications for pre-surgical assessment and surgical pre-planning in pediatric dentistry, The 

16th annual medicine meets virtual reality conference course syllabus, 55, 2008. (The 16th annual medicine meets 

virtual reality conference, California, USA) 

 

18. 藤田浩子, 児島泰子, 深水千枝子(1), 髙野博子(1), 小泉幸子(1), 米津卓郎, 藥師寺 仁 : 歯科的にみた母子健康

手帳について 第 2 報：母親の認知度と記入率および小児の口腔内所見との関連性, 第 32 回千葉県小児保健

協会総会プログラム, 2008. (第 32 回千葉県小児保健協会総会, 千葉市) (1)東京都 

 

19. 児島泰子, 藤田浩子, 深水千枝子(1), 髙野博子(1), 小泉幸子(1), 米津卓郎, 藥師寺 仁 : 歯科的にみた母子健康

手帳について 第 1 報：母親の歯科健康診査に対する認知度, 第 32 回千葉県小児保健協会総会プログラム, 

2008. (第 32 回千葉県小児保健協会総会, 千葉市) (1)東京都 

 

20. 米津卓郎, 久保田智子, 小林菜穂, 牛田永子, 藥師寺 仁 : 理想的な乳幼児健康診査の場を目指して －食育

に関する問題点の抽出と連携－, 小児歯誌 46(1), 79～80, 2008. (第 22 回日本小児歯科学会関東地方会大会および

総会, 東京) 



  

5． 口腔外科学講座 
 

プロフィール 
1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 柴原 孝彦 口腔再建と機能評価（Ａ98-0470-1） 

マイクロアレイを用いた口腔癌の診断および治療 

 内山 健志 口唇顎口蓋裂患者の形態学，機能学および遺伝学的研究 

 高野 伸夫 プロテオミクス解析による新規口腔癌転移関連遺伝子の同定 

准 教 授 高木多加志 顎顔面変形症の形態，機能異常の3次元的評価と治療予測 

（Ａ98-0470-1） 

講 師 中野 洋子 口蓋裂患者の音声言語学的研究 

 米津 博文 顎関節鏡視下剥離授動術前後の顎運動に関する研究(Ａ98-0480-3) 

 片倉  朗 唾液による口腔癌のスクリーニング検査の開発 

 須賀賢一郎 顎顔面変形症患者の顎運動機能が顎顔面形態に及ぼす影響 

（Ａ97-0480-2） 

 笠原 清弘 口腔癌手術におけるSIRSと術後合併症についての検討 

 山内 智博 超薄膜HAコーティングインプラントの骨形成過程に関する研究 

 野村 武史 口腔癌における顎骨浸潤のメカニズムに関する研究(Ａ03-0470-3) 

助 教 神山  勲 悪性腫瘍に対する光線力学療法の応用（Ａ04-0460-3） 

 浜瀬 真紀 下顎枝矢状分割術後の知覚障害に関する臨床的研究（Ａ97-0470-2） 

 山本 信治 舌扁平上皮癌における高密度SNP Genotypingアレイを用いた全ゲノム

コピー数とヘテロ接合性消失の解析（Ａ07-0460-9） 

 澁井 武夫 口唇裂・口蓋裂児におけるエピジェネティックモディフィケーション

の解析 

 江口  淳 口腔外科疾患の周術期における臨床栄養に関する検討 

 藥師寺 孝 NBIシステムを用いた口腔粘膜疾患の診断法の確立 

 池田 千早 口腔扁平上皮癌におけるアポトーシス阻害遺伝子Survivinの発現につ

いて 

レジデント 高木  亮 フローサイトメトリーを用いた口腔扁平上皮癌の核DNA量解析 

（Ａ94-0470-4） 

 椎木さやか 下顎後退症の顎位安定性に関する形態学的研究（Ａ99-0470-3） 

 神尾  崇 非接触型三次元計測装置を用いた顎顔面軟組織の計測および分析 

（Ａ06-0460-1） 

 塩見 周平 口腔内異常感覚が及ぼす音声言語に関する臨床的研究 

(Ａ00-0480-2) 

 渡邊  章 口唇裂・口蓋裂患者における候補遺伝子の解析 

 恩田 健志 口腔癌関連遺伝子タンパクの同定ならびに機能解析 

 別所 央城 MEG計測による大脳皮質野の特定 

 市川英三郎 口唇裂・口蓋裂患者における候補遺伝子の解析、日本人骨格性下顎前

突症の遺伝子解析 

 根本  淳 顔面非対称の術後の安定性に関する研究 

 水橋 博行 生体吸収性骨接合材料の骨治癒期間中における疲労特性について 

 与謝野 明 矯正インプラントアンカーの適応症例に関する検討 

 河内 康之 乳幼児外傷の統計学的研究 

 小林 史明 顎顔面形態と咬合分布に関する研究 

 森谷有三英 当院における顎骨再建用プレート使用についての統計学的研究 



  

 若林  学 顎関節症患者における関節円盤の形態学的観察 

大学院生 江里口 雅 二段階口蓋形成術と歯科矯正治療を施行した片側完全唇顎口蓋裂患者

の口蓋発育と咬合（Ａ06-0460-3） 

 大金  覚 口腔扁平上皮癌における Syk 癌抑制遺伝子の発現解析および機能解析

（Ａ06-0460-2） 

 宗宮 英希 培養骨膜細胞を用いた骨再生療法の検索 

 村松恭太郎 歯周病原菌vaccine免疫の心冠動脈を含む動脈疾患への影響 

 柿本 吉堂 口腔扁平上皮癌患者における血清free DNAのマイクロサテライト解析

 作間  巧 口腔癌関連遺伝子の発現解析および機能解析 

 菅原 圭亮 頭頸部扁平上皮癌患者の遺伝子多型解析とその臨床応用に関する研究

 松原志津加 ヒト口腔扁平上皮癌の顎骨浸潤に関わる分子標的因子の解明 

（Ａ05-0460-1） 

 右田 雅士 4-nitroquinolin 1-oxide (4NQO）誘発ラット舌軟組織病変に対する光

線力学療法の効果 

 山本 雅絵 顔面の非対称性に関する顔貌形態と骨格形態との関連性に関する研究

 高山 裕樹 口腔扁平上皮癌における破骨細胞性骨吸収の解析 

 黒岩  司 口腔癌におけるマッピングアレイを用いた全ゲノム上の解析 

 矢島 哲郎 ヒト由来口腔扁平上皮癌細胞株からの癌細胞分離（Ａ06-0460-4） 

 石井 啓裕 口腔粘膜ステムセル研究 

 — レーザー創傷モデルにおける標識細胞の局在性 

 小杉 謙介 ラットにおける骨粗鬆症の顎関節への影響 

 河地  誉 口腔源平上皮癌患者における遺伝子多型に関する研究 

 田村 直樹 骨接合プレートの有限要素法を用いた応力解析 

 吉田 秀児 隠れ粒骨移植患者の術後骨架橋評価に関する研究 

 金子早知子 顎変形症患者における手術前後の構音に関する研究（Ａ08-0460-8） 

専 攻 生 原瀬 裕一 拡大内視鏡を応用した口腔粘膜の微細血管網の観察 

 

2. 成果の概要 

1) 悪性腫瘍患者における血清free DNAのマイクロサテライト解析（Ａ07-0460-9） 

   癌治療において転移の有無は重要な診断情報であり、その後の治療方針に大きく影響する。循環

血清中には多くの循環腫瘍 DNA が存在する事が知られているが、その中で、腫瘍細胞の循環腫瘍

DNA の特定が可能となれば、転移の早期診断や治療の効果判定に大いに役立つことが予想される。

頭頸部領域の種々の腫瘍における組織型別 LOH（Loss of Heterozygosity:ヘテロ接合性消失）解

析が多く報告されている。本研究は、LOHの局在情報を癌細胞の指紋と考え、口腔扁平上皮癌にお

ける循環血清中の循環腫瘍DNAにおけるLOHの有無を検索した。さらに予後との関連について検討

した。口腔扁平上皮癌患者の90%（18/20）に、腫瘍DNA と対応する同一の血清DNA に LOH が認め

られた。LOHは術後1か月で50%（10/20）に検出された。術前にLOHをもつ患者（n=18）の中で8

人（44%）は術後血清中に LOH が消失しており、再発、転移の罹患がなく予後良好であった。術後

１か月の血清において LOH を認めた患者（n=10）のうち７人(70%)の患者において再発、転移、死

亡が認められ予後不良であった。また、腫瘍 DNA と術前、術後の血清 DNA それぞれに認められる

LOH 領域が共通して 2q 上に認められた。さらに予後不良例全例で術前、術後の血清 DNA に共通す

る対立遺伝子不均衡が見られ、同様の 2q 上領域に最も多く認められた。結論として、循環腫瘍細

胞は血清中に腫瘍DNAの存在に関与する可能性があることが示唆された。 
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2) 頭頸部非扁平上皮癌における各染色体欠失の解析 

粘膜悪性黒色腫（MMM）と腺様嚢胞癌（ACC）は、治療が非常に困難な疾患であり、最も有効であ

る治療法は、炭素イオン線による放射線治療であるとされている。MMMとACCの間に何らかの共通

した分子生物学的特徴が存在すると仮定し、PCR-LOH法、PCR-SSCP法を用いて解明を試みた。MMM12

名、ACC15名を対象として、文献的に高頻度にヘテロ接合性消失（LOH）、マイクロサテライト不安

定性（MSI）が報告されている 1p、6q、9p、10q、11q、12q、17p、19q の各染色体に対して、遺伝

子欠失状況の検索を行い、また、9p21 領域に座位する p16/CDKN2 について遺伝子変異の解析を行

い、さらにp16/CDKN2領域の遺伝子配列の解析を行った。各染色体の欠失状況の検索では、MMM50%、

ACC80%で、少なくとも1箇所以上の共通欠失領域を認め、特に9p染色体上のp16/CDKN2領域に高

頻度に見られた。遺伝子変異の解析ではp16/CDKN2  Exon4領域で、MMMで25%、ACCで53.3%にバ

ンドシフトが認められた。また、p16/CDKN2 Exon4の遺伝子構造変化の解析では、Codon 225およ

び Codon 226 に共通に遺伝子変異が認められた。過去にCodon 225付近での報告はない。p16/CDKN2

遺伝子構造異常がMMM、ACCの発生、進展に関与している可能性が示唆された。 

Int J Oncol 31(5), 1061～1067, 2007 

 

3) 顎顔面の変形症の形態、機能異常の三次元的評価と治療予測、顎変形症の三次元診断と治療計画 

 顎変形症の治療目的は、頭蓋顎顔面部の形態異常と機能異常の改善である。すなわち、頭蓋に対

する上顎骨・下顎骨の位置的異常を評価し、診断・治療することであり、顎離断術により上下顎骨

を生体が本来有する解剖学的に適正な位置へ移動することである。したがって、国民の健康に寄与

するものとして矯正歯科と連携した治療が健康保険制度のなかで提供されている。頭蓋顎顔面の形

態分析と評価は、二次元的な方法として頭部Ｘ線規格写真分析（セファロ分析）が行われてきた。

しかし、顎顔面骨格が三次元的な構造を持つことから、顎顔面骨格の複雑な立体構造とそれによっ

て構築される咬合を正確に評価・診断し治療に結びつけるには、三次元構造をそのまま評価する必

要性がある。骨格性下顎前突者の頭部Ｘ線規格写真とＸ線 CT を用いて三次元医用画像処理により

同一条件下において下顎骨の抽出を行い，体積計測と犬歯部，第一大臼歯部海綿骨舌的幅径を計測

しセファロ分析と比較した。下顎骨骨体積は下顎枝近遠心幅径、犬歯部海綿骨舌的幅径は下顎結合

部垂直距離，SNB 角、大臼歯部海綿骨舌的幅径は下顎結合部垂直距離，下顎枝近遠心幅径との間に

高い相関が認められ、診断と治療計画の一助となると考えられた。また、顎離断術のなかで最も多

用される下顎枝矢状分割法における緻密骨内の骨破断線とハバース管, ハバース層板の関係につ

いて日本人屍体から摘出した下顎骨に対して下顎枝矢状分割法を行い解析した。光学顕微鏡標本か

らハバース管の走行を三次元再構築画像として解析した。骨破断線の方向は、ハバース管やハバー

ス層板, 介在層板あるいは接合線といった層板骨を構成する構造物によって影響を受け, これらの

物理的結合力の弱い部分を走行していく傾向が認められた。すなわち骨片分割においては下縁から

後縁方向ににおける骨ノミによる分割が手術操作を安定させる要因と解析された。 

歯科学報 107(3), 323～330, 2007 

Bull Tokyo Dent Coll 48(4), 163～170, 2007 



  

4) 動的加重が生体吸収性骨接合材料に及ぼす影響 

 骨接合手術に使用される Poly-L-Lactic Acid(PLLA)などの生体吸収性骨接合材料は、生体侵襲

が少なく、除去する必要がない利点を有する。しかし、加水分解環境および筋機能力下での性状変

化は不明であり安全性が懸念されている。本研究の目的は、加水分解環境下に作用する動的荷重が、

生体吸収性骨接合材料に及ぼす影響を明らかにすることである。PLLA ミニプレートを用いた下顎

枝矢状分割術を想定した骨接合モデルを作製し、加水分解環境と同時に咬合力を想定した動的荷重

を付与した。疲労試験の終了後、PLLA ミニプレートに生じた表面性状と形状の変化、曲げ強度、

加水分解進行の評価を行った。動的荷重は、PLLA ミニプレートの加水分解進行に明らかな影響を

与えるものではなかった。しかし、動的荷重が大きいほど PLLA ミニプレートに疲労破壊が進行す

るため、強度の低下を来たして破折に至ることが明らかとなった。 

Int J Oral Maxillofac Surg 37(2), 162～169, 2008 

 

5) 唾液による口腔癌のスクリーニング検査の開発 

 簡便で非侵襲的に反復して採取できる全唾液を試料とした口腔癌のスクリーニング検査の開発

を行ってきており、現在までに口腔癌患者で唾液中の IL-6、IL-1αが上昇すること（頭頸部癌 

32(1),2006）、プロテオミクスにより網羅的に全唾液中のタンパク質の発現変化を解析し口腔癌で

特異的に出現あるいは欠失するタンパク質があることを解明してきた。今回、二次元電気泳動法、

PMF法によって全唾液から特異的に変化するバイオマーカーの同定しその検証を行った。その結果、

口腔癌患者の術前の全唾液に特徴的に発現し、術後の全唾液および健常者全唾液から検出されない

口腔扁平上皮癌と関係のあると考えられるタンパク質スポットが10個検出され、 その中で口腔癌

患者の唾液に健常者より有意に高く発現するenolase 1が同定された。そこでenolase 1の口腔扁

平上皮癌組織での発現を免疫組織化学染色とReal time PCRにより確認し、enolase 1が唾液によ

る口腔癌のスクリーニングテストのバイオマーカーとして有用である可能性が示唆された。リスト

アップされたターゲット遺伝子産物をさらなる検証実験でデータベース化し、マイクロ流体デバイ

ス化することで、唾液を試料とした口腔癌のスクリーニング検査への応用を実現してゆく。 

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

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

柴原 孝彦 

山本 信治 

高木  亮 

別所 央城 

恩田 健志 

口腔癌における重粒子線照射

治療の基礎的，臨床的研究 

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 

柴原 孝彦 

山本 信治 

高木  亮 

恩田 健志 

頭頸部悪性腫瘍における循環

血清 free DNAの検出とその

臨床応用 

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 

柴原 孝彦 

山本 信治 

菅原 圭亮 

頭頸部扁平上皮癌患者の遺伝

子多型解析とその臨床応用に

関する研究 

放射線医学総合研究所 千葉市 溝江 純悦 



  

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

柴原 孝彦 

作間  巧 

口腔癌関連遺伝子の同定と 

アミノ酸解析について 

千葉大学医学部 

歯科口腔外科 

千葉市 丹沢 秀樹 

柴原 孝彦 

野村 武史 

高山 裕樹 

顎骨浸潤モデルを用いた

PTHrP, TGF-βの相乗作用に

よる顎骨浸潤のメカニズムの

解明 

慶応大学医学部 

病理学教室 

東京 坂本 亨常 

柴原 孝彦 

高野 伸夫 

片倉  朗 

山本 信治 

黒岩  司 

口腔扁平上皮癌発生過程にお

ける全染色体の欠失状況と癌

抑制遺伝子の異常状況の解析

東海大学医学部 

口腔外科 

伊勢原市 金子 明寛 

柴原 孝彦 

山本 信治 

黒岩  司 

Loss of heterozygosity 
(LOH) on chromosomes 2q, 
3p and 21q in Indian oral 
squamous cell carcinoma 

International Centre for 
Tropical Oral Health, 
Department of Maxillofacial 
Surgery 
Poole Hospital NHS 

India Chitta R 
Choudhury 

柴原 孝彦 

片倉  朗 

神山  勲 

右田 雅士 

口腔悪性腫瘍に対する光線力

学療法の応用 

早稲田大学理工学総合研究セ

ンター  

東京 宗田 孝之 

内山 健志 

須賀賢一郎 

渡邊  章 

市川英三郎 

日本人骨格性下顎前突症患者

における候補遺伝子の解析 

長崎大学大学院  

医歯薬学総合研究科  

原爆後遺障害医療研究施設 

分子医療部門 変異遺伝子解

析研究分野 

長崎市 新川 詔夫 

吉浦 孝一郎

秋田 定伯 

平野 明喜 

内山 健志 

渡邊  章 

中野 洋子 

市川英三郎 

日本人口唇裂・口蓋裂患者に

おける候補遺伝子の解析 

長崎大学大学院  

医歯薬学総合研究科 

原爆後遺障害医療研究施設 

分子医療部門 変異遺伝子解

析研究分野 

長崎市 新川 詔夫 

吉浦 孝一郎

秋田 定伯 

平野 明喜 

高木多加志 

神尾  崇 

与謝野 明 

山本 雅絵 

顎顔面変形症の形態，機能異

常の３次元的評価と治療予測

株式会社ユニスン 大阪市 村本 陸司 

高木多加志 

笠原 清弘 

浜瀬 真紀 

椎木さやか 

与謝野 明 

山本 雅絵 

顎変形症の三次元的診断と治

療計画 

マテリアライズ・デンタル・

ジャパン 

Belgium Materialise社 

船橋市 

Belgium 
尾崎 浩明 

Marian 
Duron 

 

片倉  朗 口腔白板症に対する緑茶カテキ

ンの効果に関する臨床的検討 

(株)伊藤園中央研究所 榛原市 提坂 裕子 

 



  

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 

高野 伸夫 プロテオミクス解析による新規口腔癌転移関

連遺伝子の同定 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

片倉  朗 口腔粘膜疾患のコンピュータによる診断システ

ムの作製 

教育・学術方法等改善支援経費・教育学習方

法等改善支援分 

片倉  朗 唾液タンパクが口腔癌に与える影響の解析 学術研究高度化推進経費・ハイテクリサーチ

センター補助金(第5) 

片倉  朗 口腔アンチエイジングによる生体防御～唾液

プロテオミクスによる口腔癌の早期発見 

私立大学等経常費補助金 特別補助  

ハイテクリサーチセンター補助金（第7） 

片倉  朗 口腔外科手術手技の学習支援システムの開発 私立大学教育研究高度化推進経費特別補助

大学教育高度化推進特別経費 

神山  勲 吸光度を用いた口腔癌病域診断装置の開発 文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

渋井 武夫 

 

口唇裂・口蓋裂児におけるインプリンティン

グ遺伝子の発現変化を探るプロジェクト 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

神尾  崇 X線CTおよび非接触型三次元計測装置より得

た顎顔面軟組織形状の統合・分析・評価 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

薬師寺 孝 口腔粘膜疾患における拡大内視鏡を応用した

診断法の確立 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

渡邊  章 口唇裂・口蓋裂の候補遺伝子のダイレクトシ

ークエンスによる解析 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

 

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 

片倉  朗 2007. 9.29 ポスター賞 唾液を用いた口腔癌のスク

リーニング検査-全唾液の

プロテオームによるバイオ

マーカーの解析- 

第52回日本口腔外科学会総会

 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

柴原 孝彦 2007. 9.30 神経損傷と治療 第52回日本口腔外科学会総会 神戸市 

柴原 孝彦 2008. 1.25 歯原性腫瘍治療のガイドライン 第26回日本口腔腫瘍学会総会 別府市 

内山 健志 2007. 6.22 Sequential multidisciplinary 
treatment for cleft lip and 
palate patient in our clinic 

International Foundation of 
Cleft Lip and Palate 
workshop 2007 

Beijing, 
China 

内山 健志 2007. 5.24-25 両側口唇(顎)裂に対する二次

手術 

第 31 回日本口蓋裂学会総

会・学術集会 

草津市 

内山 健志 2007. 5.16,22 Sequential 
Multi-Disciplinary 
treatment for cleft lip and 
palate patients 

Oral and Maxillofacial 
Surgery Society 1st 
International Congress 

Antalya，
Republic 
of Turkey

内山 健志 2007. 4.27-28 Secondary repair for 
bilateral cleft lip and 
alveolus in our clinic 

The 48TH Congress of The 
Korean Association of Oral 
& Maxillofacial Surgeons 

Seoul, 
Korea 



  

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

高木多加志 2007. 6.21 Computer-assisted Surgery 
(CAS)を検証する 

Computer Simulation 
Surgery の予測と現実 

第 17 回特定非営利活動法人

日本顎変形症学会総会 

新潟市 

須賀賢一郎 2008. 1.24 エナメル上皮種の治療法 

－顎骨切除法－ 

第26回日本口腔腫瘍学会総会 別府市 

 

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 

柴原 孝彦 2007. 6. 2 口腔癌の制御に向けて 東京歯科大学学会例会 千葉市 

柴原 孝彦 2007. 6. 3 口腔癌検診 千葉市歯科医師会 ヘルシー

カムカム 

千葉市 

柴原 孝彦 2007. 7.22 口腔癌検診の普及に向けて 三重県伊勢地区歯科医師会 伊勢市 

柴原 孝彦 2007. 9.20 口腔粘膜疾患について 習志野市歯科医師会学術講演会 習志野市 

柴原 孝彦 2007.10.21 気になりませんか口の中  

－とくに口腔がんについて－

東京都歯科医師会江戸川支部 東京 

柴原 孝彦 2007.10.28 口腔癌検診 印旛郡市佐倉地区歯科医師会 

ハッピーカミングデー 

佐倉市 

柴原 孝彦 2007.11. 2 Current situation and future 
directions for molecular 
studies on Oral Cancer 
Prevention & Control 

The 2nd International 
Working Group Meeting on 
Tropical Oral Health 

岡山市 

柴原 孝彦 2007.12. 1 診療室における危機管理 

－特に医療事故発生時の対応

について－ 

松山市歯科医師会 松山市 

柴原 孝彦 2008. 2.27 口腔がん検診事業  

－最近の症例から－ 

千葉市歯科医師会     

口腔がん検診反省会 

千葉市 

高野 伸夫 2007. 5.27 口腔外科の基本手技とその応

用 －切開縫合の基本とその

応用－ 

埋伏歯抜歯と難抜歯の診断と

術式 

TDC卒後研修セミナー2007 

 

東京 

高野 伸夫 2007. 6. 9 日常歯科臨床において注意し

なければいけないことは 

東京歯科大学同窓会 

葛飾支部 

東京 

高野 伸夫 2007. 9.19 歯科臨床における偶発症 葛飾区歯科医師会 東京 

高木多加志 2007. 6.21 Universal Locking System 
を用いた Skeletal Class II 
の顎矯正手術 

第17回特定非営利活動法人日

本顎変形症学会総会 

新潟市 

高木多加志 2007.11.13 インプラント矯正の医療とし

ての現状 

第7回インプラント矯正研究

会セミナー 

東京 

高木多加志 2007. 7.12 

 

顎変形症の診断と治療－保険

診療における連携と注意点－

日本臨床矯正歯科医会 

第6回総会 

東京 



  

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 

高木多加志 2007.11. 3 顎変形症の治療「治療の流

れ」、「手術各論 下顎枝矢状

分割術」、「セファロメトリッ

ク・プレデクション」、「コン

ピュータ・シミュレーション」

第１回ACMFセミナー 東京 

片倉  朗 2007. 7.19 歯学部における卒前・卒直後

教育の現状 口腔癌検診の普

及と標準化 

東京歯科大学同窓会 

目黒支部 

東京 

片倉  朗 2007. 8.30 改正医療法に則った歯科診療

所における医療安全管理 

滋賀県歯科医師会 医療管理

学術講演会 

大津市 

片倉  朗 2008. 2.27 口腔癌検診事業研修会 千葉市歯科医師会 学術講演

会・モデル事業講演会 

千葉市 

片倉  朗 2008. 2.28 歯科医師が行う口腔癌検診の

普及に向けて 

群馬県歯科医師会 学術講演会 前橋市 

 

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 

柴原 孝彦 

片倉  朗 

2008.3.21～22 東京歯科大学試験問題作成とセキュリ

ティの確保に関するワークショップ 

タスクフォース 船橋市 

片倉  朗 2007. 7.27 臨床実習中の新たな教育フレーム 委員 千葉市 

笠原 清弘 2007. 7.27 6年一貫したコミュニケーション教育 委員 千葉市 

江口  淳 

澁井 武夫 

薬師寺 孝 

池田 千早 

2007.10.13～14 第22回東京歯科大学カリキュラムワー

クショップ 

参加者 千葉市 

江口  淳 

神山  勲 

澁井 武夫 

薬師寺 孝 

池田 千早 

2008.3.21～22 東京歯科大学試験問題作成とセキュリ

ティ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 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

片倉  朗 2007. 8.25 東京医科歯科大学歯学部 共用試験 評価者 東京 

片倉  朗 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 第4学年 OSCE St責任者 千葉市 

笠原 清弘 2007. 9.15 徳島大学歯学部 共用試験 評価者 徳島市 

笠原 清弘 2008. 1.26 日本歯科大学生命歯学部 共用試験 評価者 東京 

米津 博文 

須賀賢一郎 

澁井 武夫 

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 

江口  淳 

池田 千早 

薬師寺 孝 

野村 武史 

2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 第4学年 OSCE 器材係 千葉市 

 



  

その他、メディア等 

講演者 年月日 演 題 メディア名 開催地 

柴原 孝彦 2007. 8.23 Brand new eyes 顎の大切さと危

険シグナル 

ラジオKiss-FM KOBE ラジオ 

柴原 孝彦 

片倉  朗 

2008. 1.22 歯科医の時間 歯科診療所におけ

る医療安全 

ラジオNIKKEI ラジオ 

片倉  朗 2007. 9. 1 口腔粘膜疾患診断トレーニング わかば出版 CD-ROM 

 



論      文 

 

1. Suzuki,N., Onda,T., Yamamoto,N., Katakura,A., Mizoe,J.(1), Shibahara,T. : Mutation of the p16/CDKN2 gene and 

loss of heterozygosity in malignant mucosal melanoma and adenoid cystic carcinoma of the head and neck, Int J 

Oncol 31, 1061～1067, 2007. 原著 学位論文(甲) (1)Hospital Research Center of Charged Particle National Institute of 

Radiological Sciences 

 

2. 片倉 朗, 右田雅士, 与謝野 明, 野村武史, 山内智博, 神尾 崇, 笠原清弘, 柴原孝彦, 松坂賢一(1), 井上勝一(2),

提坂 裕子(3) : 口腔白板症に対する緑茶カテキンの治療効果に関する臨床的検討, 頭頸部癌 33(1), 11～16, 

2007. 原著 A07-0460-2 (1)臨検査,(2)札幌徳州会病院オンコロジーセンター,(3)伊藤園中央研究所 

 

3. Kakimoto,Y., Numasawa,H., Yamamoto,N., Takeda,E., Yamauchi,T.(1), Shibahara,T. : Loss of heterozygosity and 

microsatellite instability on the long arm of chromosome 2 in human oral squamous cell carcinoma, Dent Japan 43, 

70～73, 2007. 原著 (1)市病・口腔がんセンター 

 

4. 幾本英之, 大金 覚, 渡邊 章, 内山健志, 大畠 仁 : 新生児期に Beckwith-Widemann 症候群と診断された巨舌

症患者の 1 例, 日口腔外会誌 53(4), 253～256, 2007. 症例 

 

5. 中野洋子, 村松恭太郎, 髙野伸夫, 内山健志, 坂本輝雄(1), 石井武展(1), 小高紅美(1), 市村賢太郎(1), 山口秀晴(1) : 

唇顎口蓋裂患者への歯槽骨骨延長法の応用, 日顎変形会誌 17(2), 141, 2007. 原著 (1)矯正 

 

6. 坂本輝雄(1), 篠 珠美(2), 櫻井雄太(1), 山口秀晴(1), 須賀賢一郎, 内山健志 : コルチコトミーを併用した両側性  

臼歯部シザースバイトを伴う過蓋咬合症例, 日顎変形会誌 17(2), 183, 2007. 症例 (1)矯正,(2)口健臨・矯正 

 

7. Haque,J., Katakura,A., Kamiyama,I., Takagi,R., Shibahara,T., Noma,H. : Effects of sex hormones on rat tongue 

carcinoma induced by 4-nitroquinoline 1-oxide (4NQO), Bull Tokyo Dent Coll 48(2), 93, 2007. 原著 

 

8. 遠藤由夏子(1), 高橋洋樹(1), 片倉 朗 : 筋強直性ジストロフィー患者に外科的矯正治療を行った一症例, 東京  

矯歯会誌 17(1), 1～4, 2007. 原著 (1)東京都 

 

9. 金 成暢(1), 茂木悦子(1), 菊地 悠(1), 山口秀晴(1), 高木多加志, 柴原孝彦 : セファロ分析による三次元的な下顎骨

形態の推察の可能性, 歯科学報 107(3), 323～330, 2007. 原著 (1)矯正 

 

10. Yamamoto,N., Kuroiwa,T., Katakura,A., Shibahara,T., Choudhury,C.(1) : Loss of heterozygosity (LOH) on 

chromosomes 2q, 3p and 21q in Indian oral squamous cell carcinoma, Bull Tokyo Dent Coll 48(3), 109～117, 

2007. 原著 (1)International Centre for Tropical Oral Health， Poole Hospital NHS 

 

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

Ishihara,K.(5), Hashimoto,S.(6), 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 (1)臨検査,(2)有床義歯,(3)生理,(4)脳科学研究施設,(5)微生物,(6)病理,(7)理工 

 

12. 片倉 朗 : 海外のホットな学術情報を会員の先生方へ 第 1 回 カナダ・バンクーバーでの口腔がん予防への取り

組み, Wisdom, 181, 2007. 原著 千葉市歯科医師会会報 

 



13. Onda,T., Uzawa,K.(1), Nakashima, .(1), Saito,K.(1), Iwadate,Y.(2), Seki,N.(3), Shibahara,T., Tanzawa,H.(1) : 

Lin-7C/VELI3/MALS-3: an essential component in metastasis of human squamous cell carcinoma, Cancer Res 

67(20), 9643～9648, 2007. 原著  

(1)千葉大・医・大学院臨床分子生物学,(2)千葉大・医・脳神経外科,(3)千葉大・医・機能ゲノム 

 

14. 秋葉順子(1), 高橋則子(1), 水橋博行, 野村武史, 片倉 朗, 中野洋子, 高木多加志, 髙野伸夫, 内山健志,   

柴原孝彦, 許斐玲子(2) : 東京歯科大学千葉病院口腔外科における歯科衛生士の口腔ケアへの取り組み,    

日歯衛会誌 2(1), 96～97, 2007. 原著 (1)千病・歯科衛生士,(2)千病・看護部 

 

15. Miake,Y.(1), Katakura,A., Moriguchi,M.(1), Yamaguchi,Y.(2), Yanagisawa,T.(1) : 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)超微構造,(2)新潟医療福祉大・医療技術 

 

16. Yonezu,H., Wakoh,M.(1), Otonari,T.(1), Sano,T.(1), Hashimoto,S.(2), Uchiyama,T. : Osteoma of mandibular condyle as 

cause of acute pain and limited-mouth-opening: case report, Bull Tokyo Dent Coll 48(4), 193～197, 2007. 原著 

(1)歯放,(2)病理 

 

17. Kato,Y.(1), Uzawa,K.(1), Yamamoto,N., Kouzu,Y.(1), Koike,H.(1), Shiiba,M.(2), Bukawa,H.(2), Yokoe,H.(2), Shibahara,T., 

Tanzawa,H.(1) : Overexpression of Septin1: possible contribution to the development of oral cancer, Int J Oncol 

31(5), 1021 ～ 1028, 2007. 原 著  (1)Departments of Clinical Molecular Biology ， Graduate School of Medicine ，       

Chiba Univ.,(2)Division of Dentistry and Oral-Maxillofacial Surgery，Chiba University Hospital 

 

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

fracture line in sagittal splitting of human mandible, Bull Tokyo Dent Coll 48(4), 163～170, 2007. 原著 (1)解剖 

 

19. Yamamoto,N., Ikeda,C., Yakushiji,T., Nomura,T., Katakura,A., Shibahara,T., Mizoe,J.(1) : Genetic effects of X-ray 

and carbon ion irradiation in head and neck carcinoma cell lines, Bull Tokyo Dent Coll 48(4), 177～185, 2007.  

原著 (1)Hospital Research Center of Charged Particle National Institute of Radiological Sciences 

 

20. Ikeda,C., Katakura,A., Yamamoto,N., Kamiyama,I., Shibahara,T., Onda,T., Tamura,H.(1) : Nasolabial flap 

reconstruction of floor of mouth, Bull Tokyo Dent Coll 48(4), 187～192, 2007. 原著 (1)Department of Oral and 

Maxillofacial Surgery， Kameda General Hospital 

 

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

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

199～203, 2007. 原著 学位論文() A07-0460-2 (1)病理,(2)微生物 

 

22. 伊藤亜希(1), 小林正治(2), 松崎英雄(1), 田中潤一(1), 大畠 仁(1), 髙野伸夫 : 顎変形症患者の人格特性 MMPI、

自尊心尺度を用いた分析, 日顎変形会誌 17(4), 229～237, 2007. 原著 (1)都立大塚病院・口外,(2)新潟大・口外 

 

23. 松原志津加, 野村武史, 高山裕樹, 片倉 朗, 髙野伸夫, 内山健志, 柴原孝彦 : 上顎歯肉癌と下顎歯肉癌に

おける顎骨浸潤様式と予後に関する臨床病理学的研究, 歯科学報 107(6), 691～699, 2007. 原著 A05-0460-1 

 

24. 澁井武夫, 水戸野裕之(1), 武藤理香(1) : 歯が抜けないようにしてほしいと頼まれた症例：術前歯牙の状態をしっか

り把握,起こりうることは家族にちゃんと説明, LiSA 15(1), 68～71, 2008. 原著 (1)埼玉県立小児医療センター・麻酔科 



25. 髙野伸夫 : 【皮膚科クリニック秘伝の「チョットしたこと」】 歯科金属アレルギー, Visual Dermatology 7(4), 428～

429, 2008. 症例 

 

26. Mizuhashi,H., Suga,K., Uchiyama,T., Oda,Y.(1) : Changes in mechanical properties of poly-L-lactic acid mini-plate 

under functional load simulating sagittal splitting ramus osteotomy, Int J Oral Maxillofac. Surg. 37(2), 167～169, 

2008. 原著 学位論文(甲) (1)理工 

 

27. 片倉 朗, 音成貴道(1), 原田卓哉(1), 和光 衛(1), 武田栄三, 椎木さやか, 柴原孝彦, 佐野 司(1) : Primary 

Intraosseous Carcinoma の 1 例, 歯放線 47(1), 33～35, 2008. 症例 (1)歯放 

 

解      説 

 

1. 柴原孝彦 : 口腔癌検診, 日歯医師会誌 59(12), 81～84, 2007. 

 

2. 盧 靖文, 須賀賢一郎, 内山健志, 髙野伸夫, 柴原孝彦 : 歯科治療に継発した皮下気腫について, 歯科学報 

107(3), 272～276, 2007. 

 

3. 柴原孝彦, 片倉 朗 : 口腔癌検診の普及と標準化をめざして, 日歯医師会誌 60(4), 319, 2007. 

 

4. 柴原孝彦, 片倉 朗 : 口腔癌検診の普及と標準化をめざして, 日歯医師会誌 60(4), 324～335, 2007. 

 

5. 片倉 朗, 柴原孝彦 : 唾液を用いた口腔癌のスクリーニング検査の開発, 日歯評論 68(1), 17～18, 2008. 

A07-0460-2 

 

単行図書 

 

1. 片倉 朗(a): 著分担 :歯科疾患別治療薬`08/'09 (a)褥創性潰瘍 146～147 頁, The Quintessence, 東京, 2007. 

 

2. 柴原孝彦(a),内山健志(b),中野洋子(b),浜瀬真紀(c): 著分担 :一般臨床家、口腔外科医のための口腔外科ハンド

マニュアル'07 (a)顎関節骨折の診断と治療 43～55 頁,(b)チューリッヒシステムによる一貫治療 120～121 頁,(c)

初メス体験記 173～174 頁, クインテッセンス出版, 東京, 2007. ザ・クインテッセンス別冊 口腔外科 YEAR BOOK 

 

3. 柴原孝彦(a): 著分担 :耳鼻咽喉科展望 (a)歯原性腫瘍 43～54 頁, 耳鼻咽喉科展望会, 東京, 2007. 

 

4. 中野洋子(a): 著分担 :2008 今日の治療方針 私はこう治療している (a)哺乳障害 1128～1129 頁, 医学書院,  

東京, 2008. 

 

5. 柴原孝彦(a): 著分担 :薬 '08/'09 疾患名から治療薬と処方例がすぐわかる本 (a)扁平苔癬 136 頁, クインテッセ

ンス出版株式会社, 東京, 2008. 

 

 

 

 

 

 



プロシーディングス 

 

1. 髙野伸夫 : プラン・ドウ・シー ： ～これからはじまる学会 二日間の序奏～ , 日本顎変形症学会雑誌 ;17(1),    

58～61, 2007. (日本顎変形症学会, 千葉市) 

 

2. Katakura,A., Sagesaka, Y.(1), Inoue,S.(1), Shimizu,Y.(1), Shibahara,T., Takano,N., Suda,N.(1) : In vitro and therapeutic 

effects of green tea extract on oral leukoplakia, Proceeding of American Association for Cancer Research 48, 399, 

2007. (American Association for Cancer Research, Annual Meeting 2007,April 14-18,2007, Los Angeles,USA)  

(1)（株）伊藤園中央研究所 

 

その他 

 

1. 片倉 朗 : 上顎臼歯部の抜歯 根が上顎洞に迷入してしまった, Quintessence 26(7), 1432～1436, 2007. 日常臨床

におけるヒヤリをどう解決するか?  

 

2. 森永一喜(1), 片倉 朗 : エンド時にリーマーが折れてしまった どう対処する?, Quintessence 26(8), 1648～1652, 

2007. (1)歯内療法 

 

3. 間宮秀樹(1), 片倉 朗 : 患者の口腔内に治療器具が落下してしまった:どう対処すればよいのか?, Quintessence 
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6．歯科麻酔学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 
教 授 金子  譲 痛み反応を必要としない局所麻酔薬の効果判定法 

－局所麻酔薬の局在の光学的計測－（Ａ99-0500-10） 
 一戸 達也 全静脈麻酔に使用する薬物の抗侵害作用からみた薬物相互作用 

(A03-0500-2) 

講 師 櫻井  学 歯科臨床におけるアデノシン三リン酸を用いた鎮静法の回復に対する影響

の検討（Ａ04-0500-1） 
 間宮 秀樹 ラジオアイソトープを用いた歯科用局所麻酔薬浸透経路の解明 

（Ａ04-0500-2） 
助 教 松浦由美子 高齢者における静脈内鎮静法の検討 

 松木由起子 静脈内鎮静法使用薬剤の適応基準 
 半田 俊之 アデノシン三リン酸の術中持続投与による術後痛への効果 
 松浦 信幸 エアウェイスコープを用いた経鼻気管挿管への応用 

大学院生 劔持 正浩 レミフェンタニルの下顎骨骨髄血流への影響 
 田村 洋平 脳磁図を用いた口腔内感覚の解明 
 栂安 理絵 静脈内鎮静法に使用する各種薬物のストレス軽減効果に関する研究 

(A06-0500-1) 
 山崎 貴希 ラジオアイソトープを用いた歯科用局所麻酔薬の局在性 
 湯村 潤子 LMAマスク挿入に関する検討 
 大川 恵子 静脈内鎮静法に使用する各種薬物のストレス軽減効果に関する研究 
 蔡  鵬飛 障害者歯科治療における全身管理 
 小鹿恭太郎 全身麻酔下に使用する薬剤が口腔組織血流量に及ぼす影響 
 後藤 隆志 ラジオアイソトープを用いた歯科用局所麻酔薬の局在性 
 寺川 由比 星状神経節ブロックによる組織血流分布の検討 
 西澤 秀哉 脳磁図を用いた口腔内感覚の解明 
 黃  明裕 障害者歯科治療における全身管理 

レジデント 緒方  奏 障害者歯科治療における静脈内鎮静法について 
 二宮 麻子 異常絞扼反射患者の麻酔管理 

専 攻 生 杉平 亮介  
 山村 紘子  

 
2．成果の概要 
1）全身麻酔 
 顎変形症手術に対して笑気を併用したプロポフォールの全身麻酔において術後の嘔気、嘔吐

（PONV）に影響があるか検討した。対象は28 名のASAI〜II 度の非喫煙成人女性とした。麻酔はプ

ロポフォール、フェンタニール、筋弛緩薬として臭化ベクロニウムを使用した。維持はプロポフォ

ールに笑気を併用した群と併用しない群で行った。全ての患者でネオスチグミンは使用しなかった。



PONVは0：PONVなし、1：嘔気、2：嘔吐，のスコアで術後24時間観察を行った。患者背景に有意差

はなかった。PONVのスコアでも両群で有意差はなかった。両群で1名ずつ嘔吐した。これにより笑

気の併用の有無は，非喫煙の女性において顎変形症手術時のPONVに影響を与えないことが示唆され

た。 

J Oral Maxillofac Surg 65(5), 936～939, 2007 

 

2）局所麻酔 
      浸潤麻酔でエピネフリンの代用としての有用性が報告されているデキストランを添加したリド

カインを骨内麻酔に応用し、その有用性を検討した。日本白色種系雄性兎22羽を用いてイソフルラ

ンで導入後、自発呼吸下に気管切開し、挿管した。骨内麻酔は除毛した皮膚から骨内麻酔用器具X- 

tipを用いて実施した。局所麻酔効果を判定するために、下顎切歯の歯髄電気刺激時における同側

顎二腹筋の反射性筋電図を記録した。局所麻酔薬注入前をコントロールとし、注入後30秒、1，2，

3，4，5，7，10，12，15分、以後5分おきに60分まで観察した。使用した局所麻酔薬を以下の４

群に分けた。（１）L群：2％リドカイン（２）LE8群：8万分の1エピネフリン添加2％リドカイン

（３）LE16群：16万分の1エピネフリン添加2％リドカイン（４）LD群：10％デキストラン添加2％

リドカインとした。麻酔効果発現時間：L群，LD群，LE16群，LE8群はそれぞれ0.9分，0.7分，

0.8分，0.6分であった。最大麻酔効果持続時間：L群，LD群，LE16群，LE8群はそれぞれ9.2分，

15.9分，21.9分，43.3分であった。筋電図振幅が50％回復するまでの時間：L群，LD群，LE16群，

LE8群はそれぞれ14.2分，30.8分，30.6分，48.3分であった。 10％デキストラン添加2％リドカ

インは16万分の1エピネフリン添加2％リドカインとほぼ同様の麻酔効果を示した。 

   Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod， 104, e26～31,2007 

 
局所麻酔薬に対するエピネフリン添加の有無が SGB 後の組織血流量と作用持続時間に及ぼす影響

を観察し、エピネフリン添加の是非について検討した。日本白色種系雄性ウサギ７羽を用いた。気管

切開後、終末呼気炭酸ガス分圧、心拍数、収縮期圧、拡張期圧、平均動脈圧、総頚動脈血流量（CCBF）

及び舌粘膜血流（TMBF）を観察した。SGB は通法に従い、輪状軟骨よりやや尾側の頸椎左側横突起に

エピネフリン無添加１％リドカイン（L 群）0.1ml を注射した。各パラメータが対照値に回復した後、

10μg/ml エピネフリン添加１％リドカイン（LE 群）0.1ml を注射した。観察時期は SGB 直前（Pre）

と SGB 後の CCBF の最大変化時（Post）とした。薬液注入時から Post までの時間を最大作用発現

時間、CCBF が Pre まで回復する時間を作用持続時間とした。呼吸循環系パラメータは L 群、LE 群

の Preと Post の全ての値に有意差がなかった。CCBF はL 群では有意に増加し、LE 群では変化しな

かった。TMBF は L 群で有意に増加し、LE 群では変化しなかった。最大作用発現時間は、L 群と LE 

群間に有意差はなく、作用持続時間は LE 群が有意に長かった。 L 群では SGB による交感神経系緊

張低下により CO が増加して CCBF が増加し、LE 群では、頭頚部の血管網が α 受容体優位である

ことから、エピネフリンの α 作用に基づく血管収縮によって CCBF の増加が抑制されたと考えられ

る。TMBFは CCBF と同様に L 群で増加し、LE 群ではエピネフリンによる血管収縮のために SGB の

血管拡張作用が相殺されて変化しなかったと考えられる。以上のことから、皮膚や粘膜の疾患の治療

に SGBを行う際には、血流量の増加が期待できないことから、エピネフリンの添加は有用でないと考

えられた。  

Bull Tokyo Dent Coll, 48(1), 37～42, 2007 



 蝶下顎靭帯の停止部とその周囲組織を観察し、下顎孔伝達麻酔の麻酔効果との関係を考察した。

東京歯科大学解剖学教室所蔵の解剖学実習用遺体38体40側を用いた。遺体頭部を矢状断して内側

から蝶下顎靭帯が下顎小舌に付着している状態が肉眼的に観察できるように剖出し、その停止形態

を分類した。また靱帯の幅径を計測した。さらに、CTを用いて靭帯と下顎枝によって囲まれる領域

の体積を計測した。蝶下顎靱帯の停止形態には、靱帯が下顎小舌に限局して付着するもの（1型・7

側）、下顎小舌からその後方にかけて付着するもの（2型・13側）、下顎小舌から下顎枝後縁まで

広範囲に付着するもの（3型・20側）の3つの型が観察された。靭帯の形態は幅径において1型、2

型、3型と大きくなっている傾向がみられた。容積は3型が1型の約9倍、2型の約3倍と最も大き

かった。蝶下顎靭帯の形態、靭帯と下顎枝の容積を考慮すると、注射針が靭帯よりも内側に刺入さ

れた場合、3型は1型よりも麻酔の効果に影響を及ぼす可能性があることが示唆された。 

J Craniomandibular Pract 25, 160～165, 2007. 

 

歯科診療において局所麻酔を行う際、同じ歯科用局所麻酔薬カートリッジであっても、製品によ

って薬液注入時の抵抗(ゴム栓の押しやすさ)には差があることを経験する。そこで今回われわれは、

各種歯科用局所麻酔薬カートリッジの薬液注入時の抵抗の違いについて、モデル実験によって比較

検討した。検討した歯科用局所麻酔薬カートリッジは、歯科用キシロカインカートリッジ、オーラ

注カートリッジ、キシレステシンA注射液(カートリッジ)、リグノスパンSカートリッジ(1.8ml)、

歯科用シタネストカートリッジ、歯科用シタネスト-オクタプレシン、スキャンドネストカートリッ

ジ3%の7種類とした。歯科用局所麻酔薬カートリッジを装填した歯科用カートリッジ型注射器には

30Gのディスポーザブル注射針(テルモ)を装着した。薬液の注入速度は30mm/min (約1ml/min)とし、

カートリッジのゴム栓に発生する荷重を記録した。その結果、カートリッジの違いにより、注入開

始時の荷重に違いが認められた。また、注入が進むに従って荷重が増加するものと一定の荷重を維

持するものとがあった。以上より、同じ歯科用局所麻酔薬カートリッジでも、製品によって発生す

る荷重に差があることが示された。 

日歯麻会誌35（2），210～213，2007 

3）全身管理 

  静脈内鎮静法にプロポフォールは広く用いられている。プロポフォールは早い覚醒が得られるが、

しばしば覚醒遅延を生じる。そこで、麻酔薬へのアミノフィリンの拮抗作用をこれまで報告してき

たが、静脈内鎮静法施工後の覚醒遅延にアミノフィリンが有効か検討した。今研究によりアミノフ

ィリンの投与により、副作用や再鎮静もなかった。アミノフィリンは臨床的にプロポフォールの鎮

静の拮抗薬として使用できることが示唆された。 

   J Anesth 22(1), 86～88, 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 

金子  譲 静脈内投与アデノシンの鎮痛作

用に関する研究 

ハーバーUCLA メディカルセン

ター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁

一戸 達也 静脈内鎮静時の酸素療法 ハーバーUCLA メディカルセン

ター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁

櫻井  学 抗炎症を目的としたアデノシン

三リン酸（ATP）製剤の口腔外科

手術への臨床応用 

岡山大学大学院 

歯科麻酔学分野 

岡山市 宮脇 卓也

櫻井  学 アミノフィリンの麻酔からの回

復に対する研究 

ハーバーUCLA メディカルセン

ター麻酔科 

U.S.A 福永 敦翁

松浦 信幸 先天性無痛無汗症における感覚

認識機構の解明—疾患動物モデル

と脳磁図を用いた検討— 

東京大学医学部麻酔科 東京 富岡 俊也

 
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 

一戸 達也 口腔内痛覚誘発脳磁場に関する総合的研究 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) 

一戸 達也 歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン 厚生労働省厚生労働科学特別研究 

間宮 秀樹 ラジオアイソトープを用いたリドカイン歯槽

骨浸透性の観察 

文科省科研費・基盤研究(C) 

 
5．研究活動の特記すべき事項 
講 演 

講演者 年月日 演  題 学会名 開催地 

金子  譲 2007.11.20 Educational Programs and 
Curiiculum Offerings of Tokyo 
Dental College 

International Dental School 
Cooperation Meeting 

タイ 

金子  譲 2007.12.15 Approaches from General 
Anesthesia in Disabled 
Patients 

The International 
Conference of Oral Care for 
the People with Disabilities 

台北 

 

 

 

 

 

 



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 

一戸 達也 2007. 6.21 顎矯正手術の周術期管理-安全な

医療を求めて-歯科麻酔科医から

みた顎矯正手術 

日本顎変形症学会  新潟市 

  

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 講演名 主催 開催地 

金子  譲 2007. 4.18 東京歯科大学の歴史 東京歯科大学新入生学外セミ

ナー 

木更津市

金子  譲 2007. 5.12 最新の歯科大学事情と母校の現況

及び将来展望 

東京歯科大学同窓会四国地域

支部連合総会 

高知市 

金子  譲 2007. 5.20 インプラント手術における全身管

理と救急処置 

九州インプラント研究会 熊本市 

金子  譲 2007. 9. 6 最新の歯科大学事情と母校の現況

及び将来展望 

東京歯科大学同窓会中国地域

支部連合総会 

広島市 

金子  譲 2007. 6.15 歯科大学からみたこれからの歯科界 宮城県歯科医師会救急蘇生講

演会 

仙台市 

金子  譲 2007. 6.16 最新の歯科大学事情と母校の現況

及び将来展望 

東京歯科大学同窓会東北地域

支部連合総会 

山形市 

金子  譲 2007. 6.30 最新の歯科大学事情と母校の現況

及び将来展望 

東京歯科大学同窓会北陸地域

支部総会 

金沢市 

金子  譲 2007. 8. 9 最新の歯科大学事情と母校の現況

及び将来展望 

東京歯科大学同窓会中信支部

夏季講演会 

松本市 

金子  譲 2007. 9. 8 最新の歯科大学事情と母校の現況

及び将来展望 

東京歯科大学同窓会信越地域

支部総会 

長野市 

金子  譲 2007. 9.16 最近の歯科大学事情と母校の現況

及び将来展望 

東京歯科大学同窓会東海地域

支部連合総会 

四日市 

金子  譲 2007. 9.19 救急蘇生法について 京橋歯科医師会救急医療講演会 東京 

金子  譲 2007.10.18 大学を取りまく諸問題と大学の現況 東京歯科大学同窓会クラス代

表との懇談会 

東京 

一戸 達也 2007. 7.28 歯科医療におけるリスクマネージメ

ントとクライシスマネージメント 

東京歯科大学同窓会鳥取県支

部講演会 

米子市 

一戸 達也 2007. 7.29 安全で快適なインプラント治療の

ために-歯科麻酔学の知識と技術

の活用- 

東京都歯科医師会卒後研修 東京 

一戸 達也 2007. 9. 2 インプラントの歯科麻酔 基本コ

ンセプト 

MeDentoインストラクタート

レーニングコース 

東京 



氏 名 年月日 講演名 主催 開催地 

一戸 達也 2007. 9.13 救急薬品と非歯原性歯痛 山武郡市歯科医師会学術講演会 千葉県 

山武郡 

一戸 達也 2007.11.25 障害者歯科における医療安全-局所

麻酔についてもう一度見直そう- 

第24回日本障害者歯科学会

学術大会 

長崎市 

一戸 達也 2008. 2.10 バイタルサインから推理する患者

の全身状態 

千葉県歯科医師会バイタルサ

インセミナー 

千葉市 

一戸 達也 2008. 2.11 歯科治療における危機管理 北海道大学歯学部関東同窓会

学術大会 

東京 

一戸 達也 2008. 2.17 障害者歯科診療における全身管理 日本障害者歯科学会認定医研

修会 

東京 

一戸 達也 2008. 2.28 有病者の歯科治療時の全身管理 横須賀市歯科医師会講演会 横須賀市

一戸 達也 2008. 3.15 全身管理と医療危機管理 市川・浦安歯科医師金曜会講

演会 

浦安市 

櫻井  学 2007. 9. 6 救急蘇生 船橋歯科医師会講演会 船橋市 

松浦 信幸 2007.12.22 IT環境を利用した心肺蘇生法の技

能評価 

特色GP・現代GPフォーラム 

態度・技能領域へのICTの利用 

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

一戸 達也 2007. 5.20～21 第20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

一戸 達也 2007. 7.25 文部科学省 平成19年度「医学・歯学教育 

指導者のためのワークショップ」 

モデレータ 東京 

一戸 達也 2007. 9.16～17 平成19年度茨城県歯科医師会ワークショップ 

タスクフォース 

タスクフォース 水戸市

一戸 達也 2007.10.13～14 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会・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

一戸 達也 2007.10.22～23 日本歯科医学教育学会第8回歯科医学教育者 

ワークショップ 

タスクフォース 東京 

一戸 達也 2008. 3.21～22 東京歯科大学第5回試験問題作成ワークショップ 運営委員 千葉市

松浦 信幸 2008. 3.21～22 東京歯科大学第5回試験問題作成ワークショップ 参加者 千葉市

松浦 信幸 2007. 7.27 教育ワークショップ-臨床実習の新たな教育 

フレーム 

委員 千葉市

松浦 信幸 

田村 洋平 

2008. 2.29 東京歯科大学口腔科学研究センター 

ワークショップ 

参加者 千葉市

 

 



   共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地

金子  譲 2008. 2. 9 平成19年度東京歯科大学 第4学年CBT   運営委員長 千葉市

金子  譲 2008. 2.24 平成19年度東京歯科大学 第4学年OSCE 運営委員長 千葉市

一戸 達也 2007. 6. 9～10 大阪歯科大学共用試験歯学系OSCE モニタリング委員 大阪市

一戸 達也 2007. 8.30～31 平成19年度第2回共用試験歯学系OSCEワーク

ショップ 

タスクフォース 東京 

一戸 達也 2007. 9.21～22 長崎大学歯学部共用試験歯学系OSCE モニタリング委員 長崎市

一戸 達也 2007.12. 8～9 平成19年度第3回共用試験歯学系OSCEワーク

ショップ 

タスクフォース 東京 

一戸 達也 2008. 2.24 平成18年度東京歯科大学 第4学年OSCE 運営委員 千葉市

櫻井  学 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

間宮 秀樹 2008. 2.24 平成19年度東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 

ST責任者 

千葉市

松浦由美子 

松浦 信幸 

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

松木由起子 

半田 俊之 

2008. 2.24 平成19年度東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市

 

その他メディア等 

執筆者 年月日 演題 メディア名 開催地

一戸  達也 2007. 4.29 歯科麻酔専門医の実力 サンデー毎日 東京 

一戸  達也 2007.12.15 歯科麻酔研究最前線 朝日新聞 東京 

一戸  達也 2007.12.25 安全で快適な歯科医療を目指す歯科麻酔科

医の役割 

週刊朝日 東京 

 



論      文 

 

1. Terakawa,Y., Handa,M.(1), Ichinohe,T., Kaneko,Y. : Epinephrine in local anesthetic cancels increase in tongue 

mucosal blood flow after stellate ganglion block in rabbit, Bull Tokyo Dent Coll 48(1), 37～42, 2007. 原著   

2006 年度分 (1)口健臨・歯麻 

 

2. 松浦信幸, 笠原正貴(1), 福田謙一(1), 一戸達也, 金子 譲 : 日帰り全身麻酔下に歯科治療を行った Elejalde 症候群
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3. 大川恵子, 緒方 奏, 二宮麻子, 剣持正浩, 服部雅之(1), 河田英司(1), 一戸達也, 金子 譲 : 各種歯科用局所  

麻酔薬カートリッジの薬液注入時の抵抗に関する比較検討, 日歯麻会誌 35(2), 210～213, 2007. 臨床 (1)理工 

 

4. 笠原正貴(1), 福田謙一(1), 一戸達也, 高北義彦(1), 金子 譲 : 星状神経節ブロック施行後後頸部において著しい

血腫をきたした 1 例, 日歯麻会誌 35(2), 258～25, 2007. 症例 (1)口健臨・歯麻 

 

5. 緒方 奏, 間宮秀樹, 一戸達也, 金子 譲 : 複雑性チアノーゼ性先天性心疾患を有する患者に対して静脈内   

鎮静法下に歯科治療を行った 1 症例, 日歯麻会誌 35(2), 260～261, 2007. 症例 

 

6. 剣持正浩, 田村洋平, 間宮秀樹, 櫻井 学, 一戸達也, 金子 譲 : 重度糖尿病を合併した非定型抗精神病薬  

服用患者の歯科治療経験, 日歯麻会誌 35(2), 262～263, 2007. 症例 

 

7. 二宮麻子, 半田俊之, 松浦信幸, 間宮秀樹, 一戸達也, 金子 譲 : 成人発症 Still 症患者の歯科治療経験,   

日歯麻会誌 35(2), 264～265, 2007. 症例 

 

8. 間宮秀樹, 一戸達也, 金子 譲 : 局所麻酔薬アレルギーが強く疑われたため,全身麻酔下に抜歯術を行った1症例, 

日歯麻会誌 35(2), 274～275, 2007. 症例 

 

9. 福田謙一(1), 齋田菜緒子(1), 谷田部純子(1), 飯田和美(1), 笠原正貴(1), 高北義彦(1), 一戸達也, 金子 譲 : 下顎孔

伝達麻酔施行直後に局所麻酔薬中毒発症が疑われた 1 症例, 日歯麻会誌 35(5), 699～700, 2007. 症例    
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7．有床義歯補綴学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 

 
 
准 教 授 

 

櫻井  薫 

 
 

嶋村 一郎 
 
 

A.actinomycetemcomitans のバイオフィルム形成因子に関する解析 

（Ａ04-0510-10） 

義歯の表面性状の改質に関する研究（Ａ06-0510-2） 

下顎片側遊離端義歯症例における支台装置の設計の差異が支台歯の負担に

及ぼす影響（Ａ06-0510-3） 

可撤性義歯における咬合圧支持因子に関する研究（Ａ07-0510-7） 

Dental Implant の支持機構に関する基礎的検討(Ａ03-0530-3) 

支台装置にポリアミド樹脂およびポリカーボネイト樹脂を用いた義歯の維

持力発現機構に関する研究(Ａ07-0510-3) 

講 師 杉山 哲也 高齢者に適応した人工歯の研究(Ａ03-0510-2) 

二酸化チタンコーティングした義歯床用レジンの微生物抑制効果 

（Ａ06-0510-4） 

 石崎  憲 実験口蓋床による口蓋粘膜加圧による床下粘膜組織のストレス 

(Ａ04-0510-11) 

義歯床による床下粘膜への機械的刺激除去後の床下粘膜上皮の感覚細胞の

応答（Ａ05-0510-3） 

  

上田 貴之 

インプラント修正後のインプラント周囲上皮の検討(Ａ07-0510-2) 

WWWを用いた教育素材の評価と改善への取り組み（Ａ04-0510-1） 

咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の血流変化（Ａ05-0510-1） 

高齢者における舌苔形成因子の探求(Ａ06-0510-5) 

助 教 大神浩一郎 フッ化物の応用によるオーバーデンチャーの支台歯の保護方針の確立 

（Ａ03-0510-7） 

感覚障害の回避を考慮した上顎総義歯(Ａ04-0510-4） 

 山田  淳 

小平 順可 

 
 
 

田原 靖章 
 
 
 

神庭 光司 

可撤性義歯における咬合圧支持因子に関する研究(Ａ07-0510-7) 

高齢義歯装着者における口腔内環境と嚥下動態に関する研究    

（Ａ03-0510-3） 

口蓋側研磨面形態が嚥下に及ぼす影響（Ａ04-0510-12） 

口腔粘膜における加齢変化の指標の検索(Ａ07-0510-6) 

チューイングおよび実験的クレンチングによるストレス緩和の効果  

（Ａ03-0510-4） 

チューイングの方法によるストレス緩和効果への影響（Ａ05-0510-2） 

頬粘膜圧痕ならびに舌圧痕と粘弾性の関係(Ａ07-0510-3) 

Dental Implantの支持機構に関する基礎的検討（Ａ07-0510-1） 

 栁澤光一郎 クレンチングの指標として用いられている舌圧痕と舌圧との関係について
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レジデント 岡田 千奈 咀嚼を想定した反復加圧時の義歯床下粘膜の血流変化（Ａ05-0510-1） 



レジデント 高梨 琢也 可撤性義歯における咬合圧支持因子に関する研究（Ａ07-0510-7） 

 田坂 彰規 チューイングの方法によるストレス緩和効果への影響（Ａ05-0510-2） 

 田中  綾 口蓋側研磨面形態が嚥下に及ぼす影響（Ａ04-0510-12） 

  前歯人工歯の排列位置と顔貌および口唇の関係（Ａ07-0510-8） 

大学院生 粟生田晃一 下顎片側遊離端義歯症例における支台装置の設計の差異が支台歯の負担に
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 天野 大地 義歯の表面性状の改質に関する研究（Ａ06-0510-2） 

 新井 貴博 

 
Poveda Marlen 

二酸化チタンコーティングした義歯床用レジンの微生物抑制効果

（Ａ06-0510-4） 

 

 飯塚 智彦 インプラント修復後のインプラント周囲上皮の検討(Ａ07-0510-2) 

 隈倉 慎介 頬粘膜圧痕ならびに舌圧痕と粘弾性の関係(Ａ07-0510-3) 

 古池 崇志 

高橋 武志 

田口裕美子 

感覚障害の回避を考慮した上顎総義歯(Ａ04-0510-4） 

Dental Implant の支持機構に関する基礎的検討(Ａ03-0530-3) 

支台装置にポリアミド樹脂およびポリカーボネイト樹脂を用いた義歯の維

持力発現機構に関する研究(Ａ07-0510-3) 

 中川 兼佑 口腔粘膜における加齢変化の指標の検索(Ａ07-0510-6) 

 

 

 

 

専修科生 

竜  正大 

安井 雅子 

添田 亮平 

高野 智史 

清水 崇雪 

竜崎 美樹 

亀井 亜美 

高齢者における舌苔形成因子の探求(Ａ06-0510-5) 

 

 

 

舌苔の臨床的評価に関する研究（Ａ04-0510-6） 

 

 

2. 成果の概要 

1)嚥下時の舌圧に対する口蓋板の影響 

口蓋を被覆する義歯床の装着により口蓋の機械的感覚が遮断されることが、嚥下時の舌圧に及ぼ

す影響を検討した。硬口蓋を被覆する実験床装着時と装着しない状態で、それぞれ最大舌圧及び嚥下

時舌圧を測定した。最大舌圧および嚥下時舌圧のそれぞれについて、実験床装着時と未装着時とを比

較した。統計分析は、対応のあるｔ検定を行った。また、実験床を装着した状態での「飲みの難さ」

の主観的評価を100mm Visual Analog Scale(VAS)を使用して行った。実験床を装着した際の最大舌圧

と嚥下時舌圧は、未装着時と比較して有意差は認められなかった。実験床での嚥下時の「飲み難さ」

のVAS値の平均±S.D.は、49.3±26.5であった。義歯床により口蓋部の機械的感覚を遮断しても、嚥

下時の舌圧には影響を与えない。また、義歯床で口蓋を被覆した時の飲み難さの主観的感覚は、個人

差が大きい。 
J Oral Rehabili 34(11) ,827～834,2007 

 

2)舌苔の臨床的評価に関する研究(Ａ04-0510-6) 

本研究の目的は、我々が新たに開発した舌苔付着程度の評価方法“Tongue Coating Record (TCR) ”



の有用性を検討することである。新たな評価基準は舌を9分割したsectionごとに舌苔のスコアを記

録し、TCR を算出する。実験はTCR と菌数の関係および信頼性、再現性の評価を行った。TCR と菌数

との関係の検討では、カンジダ数においては有意差が認められなかったが、総嫌気性菌数においては

有意差が認められ、関係が認められた。信頼性および再現性の検討では、評価者間一致度および評価

者内一致度とも “十分な一致”であった。よって我々が新たに作成した舌苔付着程度の評価基準“TCR”

は、信頼性および再現性に優れ、かつ舌苔中の総嫌気性菌数を反映した方法であると結論づけられた。 

J Oral Rehabili 34(6)，442～447，2007 

 

3) 印象用コーピングの取り扱いが印象精度におよぼす影響 

－手締め法とトルクコントロール法の差異－（Ａ07-0510-1） 

インプラント修復において、上部構造の適合性に影響を及ぼす因子のうちの印象操作に注目し、 

印象用コーピングの取り扱いの方法の差異が模型上のインプラントの位置関係の差異に及ぼす影響 

を検討した。実験条件は下顎右側片側遊離端3歯欠損症例を想定し、ブローネマルクシステムイン 

プラントを3本植立した。印象方法としてオープントレー法で手締め方法とトルクコントロール法 

を行い、作業用模型上でインプラント間の距離を測定・比較した。その結果、ブローネマルクシス 

テムにおいてはアバットメントと印象用コーピングのインターフェーズが接した時点からの三次元 

的な位置は2つの方法でほとんど差異は生じなかったと考えられる。 

日口腔インプラント会誌 21(1)，53～57，2008 

 

4) 舌圧痕形成に関する舌圧と舌の幅径の影響（A04-0510-5） 

舌圧痕の形成因子について調査することを目的とし、舌圧痕の認められる者と認められない者に対

して、舌側歯面にかかる舌圧および舌の幅径と歯列弓幅径の差について検討を行った。調査対象者は

20歳代の上下顎天然歯列者24名で、舌圧痕の判定は視診で行い、舌圧痕が認められる者と認められな

い者とに分けた。舌圧痕は舌側縁の上面と下面に認められるため、上下顎右側第一大臼歯部舌面に圧

力センサーを組み込んだ実験床をそれぞれ製作した。計測条件は、10 分間の読書安静、5 秒間の最大

クレンチング（MVC）、1 分間の 10% MVC、空嚥下とし、さらに安静時における舌圧積分値を計測した。

また下顎左右第一大臼歯部における安静時の舌の幅径と歯列弓幅径の差を計測し、舌圧痕の有無につ

いて比較した。 

その結果、安静時、クレンチング時および嚥下時の舌圧の大小、安静時の舌圧積分値は舌圧痕の形

成に関与せず、舌の幅径と歯列弓幅径の差が、舌圧痕の形成に関与することが判明した。 

J Oral Rehabil 34(11)，827～834, 2007 

 

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 

櫻井  薫 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 

厚生労働科学研究医療安全・医療技術評価

総合研究事業 

櫻井  薫 咀嚼によってストレスは緩和する 文科省科研費・基盤研究(Ｃ) 

上田 貴之 インターネットを利用した学習素材の評価は、ア

ンケート法が最適なのか？ 

文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

小平 順可 軟質口蓋義歯は摂食・嚥下に快適か？ 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 



研究代表者 研究課題 研究費 

田原 靖章 クレンチングはストレスを緩和するのか？ 文科省科研費・若手研究(Ｂ) 

天野 大地 義歯床用レジンに施した二酸化チタンコーティ

ングの耐久性の評価 

大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分 

新井 貴博 義歯床用レジンに施した二酸化チタンコーティ

ングの微生物付着抑制効果を明らかにする 

大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分 

粟生田晃一 下顎片側遊離端義歯症例におけるクラスプの設

計の差異が支台歯の負担に及ぼす影響 

大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分 

飯塚 智彦 天然歯とインプラント周囲歯肉上皮の抗菌性に

ついて(βディフェンシンの検索) 

大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分 

隈倉 慎介 舌圧痕および頬粘膜圧痕と舌および頬粘膜の粘

弾性との関係 

大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分  

古池 崇志 感覚向上を目指し口蓋前方部を開放した新しい

上顎総義歯形態の探求。 

大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分  

高橋 武志 外側のインプラント体を傾斜埋入した際の周囲

骨の3次元応力分布について 

大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分  

田口裕美子 支台装置にポリアミド樹脂を用いた義歯の維持

力発現機構に関する検討 

大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分  

中川 兼佑 口腔粘膜の粘弾性及び水分量の加齢変化の検索 大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分  

竜  正大 高齢者の嚥下性肺炎や口臭のリスクファクター

である舌苔の形成因子の探求 

大学院教育研究高度化支援メニュー群 

研究科特別経費―学生分  

 

4. 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 

田原 靖章 2007. 5.20 デンツプライ賞 ストレス下におけるクレンチングが

自律神経系および内分泌系に及ぼす

影響 

日本補綴歯科学会 

田中  綾 2007. 5.20 デンツプライ賞 義歯床に付与する口蓋ヒダの形態が

食品認知に与える影響 

日本補綴歯科学会 

天野 大地 2007. 6. 6 ITSD 
Presentation 
Award 

Development of Antibacterial 
Denture Base Coated with 
Titanium Deoxide   

6th International 
Symposium on 
Titanium in 
Dentistry(ITSD) 

 

 

 

 

 



シンポジスト（シンポジスト, 期日, 演題, 学会名, 主催地） 

シンポジスト 年月日 演題名 学会名 主催地

竜  正大 2008. 3. 1 加齢が口腔細菌叢に及ぼす影響 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

 

5．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 

氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地

嶋村 一郎 2008. 3.21～22 第5回東京歯科大学 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

山田  淳 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 

参加者 千葉市

山田  淳 2008. 3.21～22 第5回東京歯科大学 試験問題作成に関する

ワークショップ 

参加者 船橋市

栁澤光一郎 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 

参加者 千葉市

栁澤光一郎 2008. 3.21～22 第5回東京歯科大学 試験問題作成に関する

ワークショップ 

参加者 船橋市

 

   共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

嶋村 一郎 2007. 9.15～16 平成19年度 徳島大学歯学部 第4学年OSCE 外部評価者 徳島市 

嶋村 一郎 2008. 2.25 平成19年度 東京歯科大学 第4学年OSCE ＳＴ責任者 千葉市 

杉山 哲也 2007. 9.29 平成19年度 新潟大学歯学部 第4学年OSCE 外部評価者 新潟市 

杉山 哲也 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 

石崎  憲 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 

大神浩一郎 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 

山田  淳 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市 

田原 靖章 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 

神庭 光司 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市 

栁澤光一郎 2008. 2.24 平成19年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市 

 

その他、メディア等 

講演者 年月日 演 題 メディア名 開催地 

杉山 哲也 2007.12. 4 歯科医の時間 義歯のメインテナンス 

－快適に義歯をつかうために－ 

ラジオ 

NIKKEI 

ラジオ 

 



論      文 

 

1. Imoto,H.(1), Yamada,A., Shimamura,I., Matsunaga,S.(2), Ide,Y.(2) : Influence of mechanical loading on resonance 

freguency analysis and trabecular structure of peri-implant bone, Prosthodont Res Pract 6(2), 120～126, 2007. 

原著 学位論文(甲) (1)東京都,(2)解剖 

 

2. 田原靖章 : 咬合高径の挙上および口蓋形態の改良により発音障害が改善された症例, 補綴誌 51(2), 328～331, 

2007. 原著 

 

3. 櫻井 薫 : 歯科補綴学教育に関する Faculty development について-ICP 教育者ワークショップを踏まえて-,    

補綴誌 51(3), 541～545, 2007. 原著 

 

4. Shimizu,T., Ueda,T., Sakurai,K. : New method for evaluation of tongue-coating status, J Oral Rehabil 34(6), 442～

447, 2007. 原著 学位論文(甲) A04-0510-6 

 

5. Yanagisawa, K., Takagi,I., Sakurai,K. : Influence of tangue pressure and width on tongue indentation formation,    

J Oral Rehabil 34(11), 827～834, 2007. 原著 学位論文(甲) A04-0510-5 

 

6. Arataki,T.(1), Furuya,Y.(1), Ito,T.(1), Miyashita,Y.(2), Shimamura,I., Yajima,Y.(1) : Pre-operative drilling simulation 

method for dental implant treatment, Bull Tokyo Dent Coll 48(1), 27～35, 2007. 原著  

(1)千病・口腔インプラント,(2)千病・総合診療科 

 

7. Kodaira,Y., Ueda,T., Takagi,I., Ishizaki,K., Sasaki,M., Fujiseki,M., Sakurai,K. : Influence of palatal palate on tongue 

pressure during swallowing, Prosthodont Res Pract 7(1), 40～43, 2008. 原著 

 

8. 神庭光司, 山田 淳, 櫻井 薫, 高梨琢也 : 印象用コーピングの取り扱いが印象精度に及ぼす影響：手締め法と 

トルクコントロール法の差異, 日口腔インプラント会誌 21(1), 53～57, 2008. 原著 

 

単行図書 

 

1. 櫻井 薫 : 単著 : 歯科技工別冊 生体本位の実践 咬合技工 -ラボサイドで活かす咬合理論と咬合器操作,   

医歯薬出版, 東京, 2007. 

 

2. 櫻井 薫, 杉原直樹(1), 杉山哲也, 眞木吉信(1), 山中すみへ(1) : 共著 :老年歯科医学用語辞典 , 医歯薬出版, 

東京, 2008. (1)衛生 

 

学会抄録 

 

1. 天野大地, 上田貴之, 杉山哲也, 櫻井 薫, 小田 豊(1) : 義歯床用レジンに施した二酸化チタンコート(TiO2)の  

機械的清掃に対する耐久性, 日補綴歯会誌 51(2), 373, 2007. (平成 18 年度日本補綴歯科学会九州支部学術   

講演会, 鹿児島市) A06-0510-2 細形研,分析生研 (1)理工 

 

2. 高木一郎, 栁澤光一郎, 田原靖章, 上田貴之, 小平順可, 櫻井 薫 : 頬粘膜圧痕と就眠時ブラキシズム頻度との

関係について, 日補綴歯会誌 51(2), 427, 2007. (平成 18 年度日本歯科補綴学会東関東支部総会・第 10 回学術大会, 

さいたま市) A04-0510-5 



3. 高橋武志, 嶋村一郎, 神庭光司, 櫻井 薫 : 下顎無歯顎に埋入したフィクスチャーの本数および傾斜角度の差異

が周囲皮質骨の応力分布に及ぼす影響, 日補綴歯会誌 52(2), 282, 2007. (日本補綴歯科学会東京支部・第 11 回

学術大会, 東京) A07-0510-1 

 

4. 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(2), 嶋村一郎, 眞木吉信(3),下野正基(2) :   

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)病理,(3)衛生 

 

5. 天野大地, 上田貴之, 杉山哲也, 櫻井 薫, 小田 豊(1) : 義歯床用レジンに施した二酸化チタンコーティング材の

長期ブラッシングに対する耐久性, 日補綴歯会誌 51(116 回特別号), 176, 2007. (第 116 回日本補綴歯科学会,  

神戸市) A06-0510-2 細形研,分析生研 (1)理工 

 

6. 栁澤光一郎, 高木一郎, 上田貴之, 小平順可, 田原靖章, 櫻井 薫 : 頬粘膜圧痕ならびに舌圧痕と就眠時ブラ

キシズム頻度との関係, 日補綴歯会誌 51(116 回特別号), 191, 2007. (第 116 回日本補綴歯科学会, 神戸市) 

A04-0510-5 

 

7. 古池崇志, 石崎 憲, 大神浩一郎, 櫻井 薫 : 感覚障害の回避を考慮した上顎総義歯－口蓋前方部被覆面積の

維持力へ及ぼす影響－ , 日補綴歯会誌 51 巻(116 回特別号), 130, 2007. (第 116 回日本補綴歯科学会, 神戸市) 

A07-0510-4 

 

8. Amano,D., Arai,T., Takemoto,S.(1), Oda,Y.(1), Ueda,T., Sugiyama,T., Sakurai,K. : Development of antibacterial 

denture base coated with titanium dioxide, チタンと歯科臨床 5(1), 147, 2007. (The 6th International Symposium on 

Titanium in Dentistry, Kyoto) A06-0510-2 細形研,分析生研 (1)理工 

 

9. 山田 淳, 櫻井 薫, 嶋村一郎, 高梨琢也, 古谷元之(1) : 新しいチタンワイヤークラスプの上顎両側遊離端欠如  

3 症例への応用, 歯科学報 107(4), 444, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会, 千葉市) (1)東京都 

 

10. 竜 正大, 上田貴之, 櫻井 薫, 齋藤貴之(1), 石原和幸(2) : 老化と口腔細菌数との関係, 歯科学報 107(4), 471, 

2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A06-0510-5 脳科学研 細形研,分子生研,細生研,生素研  

(1)東京都,(2)微生物 

 

11. 山口雅庸(1), 関 智行(2), 奈良夏樹(2), 斉藤美香(2), 石山直欣(2), 平野浩彦(2), 小平順可, 石崎 憲 : 重症心不全、

重症弁膜症患者に対し、口蓋唾液腺腫瘍の治療を行った 1 例, 老年歯医 22(2), 156～157, 2007. (第 18 回日本

老年歯科医学会総会・学術大会, 札幌市) (1)東京都老人医療センター・歯口外,(2)東京都老人医療センター 

 

12. 新井貴博, 上田貴之, 杉山哲也, 櫻井 薫 : 二酸化チタンコーティングした義歯床用レジンの微生物付着抑制

効果, 老年歯医 22(2), 167～168, 2007. (第 18 回日本老年歯科医学会総会・学術大会, 札幌市) A06－0510－4    

細形研,保情研,分子生研,細生研,分析生研,生素研 

 

13. 竜 正大, 上田貴之, 櫻井 薫, 齋藤貴之, 石原和幸(1) : 唾液中細菌数への唾液量と舌苔付着の影響, 老年歯医 

22(2), 184～185, 2007. (第 18 回日本老年歯科医学会総会・学術大会, 札幌市) A06-0510-5 細形研,分子生研,細生研,

生素研 (1)微生物 

 



14. Arai,T., Amano,D., Ueda,T., Sugiyama,T., Sakurai,K. : Does titanium dioxide coating inhibit microbial adhesion to 

acrylic resin, 12th Meeting of the International College of Prosthodontists Program book, 179, 2007. (12th 

International College of Prosthodontists, Fukuoka) A06-0510-4 細形研,保情研,分子生研,細生研,分析生研,生素研 

 

15. Aoda,K., Shimamura,I., Sakurai,K., Tahara,Y. : Load on abutment teeth and displacement of denture bases in 

unilateral distal-extension removable dentures, 2nd JPS-GNYAPJoint Meeting Program, 95, 2007. (The 2nd joint 

meeting of the Japan Prosthodontics Society and the Greater New York Academy of Prosthodontics, Tokyo) A06-0510-3    

保情研,細生研 

 

16. 櫻井 薫, 田坂彰規, 田原靖章 : パーソナリティーがチューイングによるストレス緩和に及ぼす影響, 日全身  

咬合会誌, 25, 2007. (第 17 回日本全身咬合学会, 浦添市) 

 

17. Nakagawa,K., Sakurai,K., Kodaira,Y., Ueda,T., Kumakura,S. : Age-related changes of elastic property and 

wettability of oral mucosa, 55th annual meeting of JADR Program and abstract of papers, 119, 2007. (55th annual 

meeting JADR, Yokohama) A07-0510-6 

 

18. Amano,D., Ueda,T., Sugiyama,T., Takemoto,S.(1), Oda,Y.(1), Sakurai,K. : Scanning electron microscope observation 

of TiO2 coating on acrylic resin for denture base, Proceedings of the International Dental Materials Congress 

2007, 383, 2007. (International Dental Materials Congress 2007, Bangkok,Thailand) A06-0510-2 細形研,分析生研 (1)理工 

 

19. 竜 正大, 上田貴之, 櫻井 薫, 齋藤貴之(1), 石原和幸(2) : 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 脳科学研 細形研,分子生研,細生研,

生素研 (1)東京都,(2)微生物 

 

20. 隈倉慎介, 櫻井 薫, 田原靖章, 中川兼祐 : 舌圧痕と舌の粘弾性との関係, 日顎関節会誌 20(1), 73, 2008.  

(第 20 回日本顎関節学会総会・学術大会, 仙台市) A-07-510-3 

 

21. 鈴木憲久(1), 北川博美(1), 法月良江(1), 伊藤寛史(1), 吉田有智(1), 小田貴士(1), 猿田浩規(1), 古谷義隆(1),     

伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 武田孝之(1), 椎貝達夫(1), 飯島俊一(1), 添島義和(1), 中川寛一(2), 櫻井 薫, 佐藤 亨(3), 

高橋俊之(4), 矢島安朝(1) : 当科開設後 2 年間の臨床統計, 日口腔インプラント会誌 21(1), 167～16, 2008.   

(第 37 回 (社)日本口腔インプラント学会学術大会, 熊本市)  

(1)千病・口腔インプラント,(2)歯内療法,(3)クラウンブリッジ,(4)千病・総合診療科 

 



8．クラウンブリッジ補綴学講座 

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 佐藤  亨 全身と咬合を考慮した頭頸部筋群マニュピュレーション法の有効性に関

する研究（Ａ00‐0520-1） 

  口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

  
ジルコニア系、アルミナ系セラミックスの接着に関する研究 

（Ａ06-0520-1） 

准 教 授 齋藤 文明 咬合器の調節機構（Ａ96-0520-1） 

助 教 久永 竜一 歯の透明感の評価と伝達（Ａ97-0520-1） 

 森下亜矢子 骨結合インプラントの適応症における骨質の変化とインプラントの骨内

安定性 

 三穂 乙暁 歯冠用硬質レジンと金属との接着性に関する研究（Ａ98-0520-1） 

  食品物性の違いによる咀嚼運動の変化（Ａ05-0520-3） 

 鈴木 雄太 インプラント周囲組織の感覚機構に関する研究（Ａ05-0520-4） 

 
平地 正茂 

 

分割体重計を用いた頭位および身体重心の変化と咬合接触圧との関連性 

（Ａ02-0520-3） 

 高梨 聖敏 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 天﨑 光宏 ジルコニア系、アルミナ系セラミックスの接着に関する研究 

（Ａ06-0520-1） 

 本間 慎也 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究（Ａ83-0530-1） 

 野本俊太郎 各種象牙質接着システムの補綴領域への応用に関する研究（Ａ03-0520-2）

  μCT装置による上顎骨歯槽突起部の骨形態計測学的研究（Ａ03-0520-1）

レジデント 

 

  

杉山 剛史 

甲野 千穂 

田口 貴子 

口腔の状態と睡眠についての研究（Ａ03-0520-4） 

直接リライニングによる適合性の改善に関する研究 

チタン合金一塊鋳造による局部義歯の寸法制度 

大学院生 四ツ谷 護 外側翼突筋における筋電図学的研究（Ａ06-0520-2） 

 小野寺こづえ 審美性材料におけるブリッジの強度と理想的な連結部の形態 

（Ａ05-0520-2） 

 荒野 太一 

 

Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化－バイオリアクターを応用

した顎骨再生（Ａ06-0520-6） 

 新谷 明昌 口腔内感覚と下顎運動の関連性について（Ａ06-0520-4） 

 青木 雅憲 口腔内インプラントの周囲と部位別の天然歯との細菌叢の比較 

（Ａ06-0520-3） 

 宅間 裕介 fiber post の機械的性質（Ａ05-0520-1） 

 村瀬 俊彦 マイクロCTによる補綴物の適合性（Ａ06-0520-5） 

 腰原 輝純 メカニカルストレスに対する歯根膜組織の恒常性維持について 

（Ａ07-0520-2） 



大学院生 荻野 泰志 

 

オールセラミックスクラウンを用いた補綴装置についての力学的検討 

（Ａ07-0520-1） 

 

2．成果の概要 

1) 食品物性の違いによる咀嚼運動の変化（Ａ05-0520-3） 

本研究は、食品の物性とヒト咀嚼運動軌跡の関係を明らかにすることを目的とした。被験者は、

顎関節機能に問題を認めない個性正常有歯顎者とし、被験食品は、硬さの異なる市販のガムと試作

ガムとを用いた。実験方法は、ナソヘキサグラフシステムJM1000を用い、自由咀嚼時の下顎切歯点

の軌跡を計測した。計測時間は官能試験による硬さの評価をもとに３つの区間に設定した。下顎咬

合平面に水平なXY平面を基準平面とし、運動解析点を下顎切歯点の軌跡が基準平面を通過する点と

した。そしてこの運動解析点と原点との距離を計測し多重比較による分析を行った。 

日補綴歯会誌 51(2), 426, 2007 

歯科学報 107(2), 2007 

口腔衛会誌57(4), 573, 2007 

 

2) 外側翼突筋における筋電図学的研究（Ａ06-0520-2） 

本研究は咬合位に関わる因子として、外側翼突筋下頭筋活動と前後的な体位変化との関連につ

いて検討することを目的とした。被験者は、東京歯科大学千葉病院に精査を希望し受診した患者

７名とした。外側翼突筋下頭の電極設置には、MRIとCTを利用し電極設定と位置確認を行っ

た。座位と水平位の２体位における開閉口運動時の筋電図記録より単位時間当たりの平均筋活動

量を算出し、外側翼突筋下頭の働きと体位の変化による影響を分析した。 

研究結果より、外側翼突筋下頭は開口運動時に必ず働き、閉口運動時には約半数の被験者にお

いて働く事がわかった。体位変化の影響に関して、開閉口運動時、体位変化により平均筋活動量

に有意差が認められ、水平位の平均筋活動量が座位に比較して減少した。前後的な体位変化によ

り、外側翼突筋下頭の機能は変化することはなく、体位変化は外側翼突筋筋活動量に影響するこ

とがわかった。 

日補綴歯会誌51(2), 2007  

日補綴歯会誌51(116回特別号), 2007 

歯科学報107(4), 2007 

 

3) 審美性材料におけるブリッジの強度と理想的な連結部の形態（Ａ05-0520-2） 

本研究では，連結部形態の異なるジルコニアオールセラミックブリッジのコーピングを作製し破

壊試験などを行うことにより，臼歯部に応用する上で適正な要件があるかを検討した．第一大臼歯

欠損の 3 ユニットブリッジを想定した作業用模型からコーピングを作製した．連結部断面積を

5.0mm2，7.0mm2，9.0 mm2の 3 パターンとし，連結部断面形態は，高径と頬舌幅径の比が 1:1，3:4，

2:3の円形および楕円形とした．これを各形態10個ずつ，計90個作製した．各形態10個のうち，

5 個を合着用セメント，残りを接着性レジンセメントで支台歯同寸の金型と合着した．その後，試

料を37℃蒸留水で24時間水中保存した．これを，万能試験機により，クロスヘッドスピード1mm/min

で荷重をかけ，破断荷重値の計測と破壊様相の観察を行った．本実験においては，断面積の増加は



破断荷重値を増加させた．接着性レジンセメントにより合着した試料は，合着用セメントを用いた

試料と比べ，破壊靭性値が高い傾向を示したが，有意な差は見られなかった. 

   歯科学報107(4), 2007 

接着歯学25(2), 2007 

歯科審美20(2), 132, 2008 

 

4) Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化－バイオリアクターを応用した顎骨再生 

（Ａ06-0520-6） 

目的とする組織を再生するための培養条件として、細胞を3次元的に培養するといった試みが様々

なところでなされている。三次元的な培養を行う方法には様々なものが存在するが、その一つにラ

ジアルフロー型のバイオリアクターを用いた方法がある。この方法は、調整槽にて培養液の温度、

PH、溶存酸素を細胞に適した状態に調整し、それを一定速度で還流させることにより、細胞を三次

元的に長期間培養することが可能である。この装置を用いての細胞培養の成功例がいくつか報告さ

れているが、顎骨を再生したという報告は少ない。今研究の目的は、ラジアルフロー型のバイオリ

アクターを用いた顎骨再生を可能とすることである。 

   歯科学報107(4), 2007 

日再生歯医会誌5(1), 58, 2007 

再生医療7(増刊号), 185, 2008 

 

5) メカニカルストレスに対する歯根膜組織の恒常性維持について（Ａ07-0520-2） 

歯根膜の恒常性の維持に関わっているマラッセ残存上皮歯根膜に、咀嚼時や咬合時にかかる伸展

力というメカニカルストレスを負荷した時の反応をみた。ブタより採取、単離したマラッセ上皮遺

残細胞に機械的伸展力をかけて、RT-PCR法にてHSP70-,VEGF-,OPN-mRNAの発現を検索した。また、

伸展力の負荷前後の細胞の形態を観察した。マラッセの上皮遺残細胞は伸展力に対してHSP70、VEGF、

OPNを発現し対応していることがわかった。 

2nd JPS-GNYAPJoint Meeting Program 68, 2007 

 

3．教育講演等教育に関する業績，活動 

学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

佐藤 亨 2007.10.25 Ceramic Revolution FDI Annual World Dental 

Congress 

DUBAI 

佐藤 亨 2008. 3.15 歯科医師と歯科技工士とのコミ

ュニケーションー良質の歯科技

工物を提供するためにー 

滋賀県歯科医師会 

滋賀県歯科学術シンポジウム 

大津市 

齋藤文明 2008. 3.16 グラスファイバーを応用した支

台築造の臨床 

日本補綴歯科学会         

東関東支部総会・学術大会 

水戸市 

 

 

 



教育講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

佐藤 亨 2007. 6.16 メタルフリー歯冠修復の臨床 東京歯科大学同窓会 福島県支部 福島市 

佐藤 亨 2007. 6.20 私の咬合診断法―からだの姿勢

と筋・筋膜のマニピュレーション

法を使って 

松風セミナー 東京 

佐藤 亨 2007. 6.22 メタルフリー修復 東京歯科大学同窓会 

芝・品川支部 

東京 

佐藤 亨 2007. 6.23 知って得する！大人のためのか

みあわせと日常生活講座 

関保健所・市民健康講座 東京 

佐藤 亨 2007. 7.18 歯と体の健康 千葉市民文化大学 千葉市 

佐藤 亨 2007. 7.21 メタルフリー修復の臨床 東京都歯科医師会 

卒後研修セミナー 

東京 

佐藤 亨 2007.10.11 頭頸部筋の働きと体のバランス 千葉大学医学部 千葉市 

佐藤 亨 2008. 1.11 美と機能 愛歯技工専門学校 東京 

佐藤 亨 2008. 1.20 研修歯科医における補綴診療の

課題と到達目標 

群馬県歯科医師会 

日本補綴歯科学会関越支部 

高崎市 

佐藤 亨 2008. 1.23 噛み合わせとからだと健康 千葉西警察署 千葉市 

佐藤 亨 2008. 2.29 美と機能―咬合を考えた歯科治療 島根大学医学部歯科口腔外科 出雲市 

 

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

佐藤  亨 

齋藤 文明 

久永 竜一 

森下亜矢子 

三穂 乙暁 

鈴木 雄太 

平地 正成 

高梨 聖敏 

天﨑 光宏 

本間 慎也 

野本俊太郎 

2007.7.21 「メタルフリー修復の臨床」 

東京都歯科医師会卒後研修セミナー 

インストラクター 東京 

本間 慎也 

野本俊太郎 

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 

受講者 千葉市

鈴木 雄太 2007.12.8～9 第3回共用試験歯学系OSCE評価要請ワークシ

ュップ 

受講者 横浜市

天﨑 光宏 

本間 慎也 

2008. 3.21～22 東京歯科大学 第5回 試験問題ワークショ

ップ 

受講者 船橋市



共用試験等 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

久永 竜一 

三穂 乙暁 

鈴木 雄太 

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 

本間 慎也 

野本俊太郎 

2008. 2.24 平成19年度東京歯科大学 第4学年OSCE 器材係 千葉市 

 



論      文 

 

1. Takahashi,T.(1), Sato,T., Hisanaga,R., Miho,O., Suzuki,Y., Tsunoda,M.(1), Nakagawa,K.(2) : Long-term observation of 

porous sapphire dental implants, Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 23～27, 2008. 原著 (1)千病・総合診療科,(2)歯内療法 

 

学会抄録 

 

1. 三穂乙暁, 佐藤 亨, 松久保 隆(1), 新谷明昌, 森下亜矢子, 鈴木雄太, 天﨑光宏, 松木佳史(2), 吉村浩一(3),  

後藤 泰信(4) : ガム性状と顎運動の関連性について, 日補綴歯会誌 51(2), 426, 2007. (日本補綴歯科学会東関東

支部 平成 18 年度総会・第 10 回学術大会, さいたま市) (A05-0520-3) (1)衛生,(2)東京都,(3)千葉県,(4)ロッテ中央研究所 

 

2. 四ツ谷 護, 佐藤 亨, 川村貞行(1), 古屋英治(2), 井上裕之(3), 鈴木雄太, 天﨑光宏, 吉田文子, 田原紀彦,    

斎藤未来 : ヒト外側翼突筋の筋電図学的研究～電極設置方法について～, 日補綴歯会誌 51(2), 427, 2007. 

(日本補綴歯科学会東関東支部 平成 18 年度総会・第 10 回学術大会, さいたま市) (A06-0520-2)  

(1)大阪府,(2)東京医療専門学校,(3)北海道 

 

3. 千葉哲彦(1), 岩本昌士(1), 吉野正裕(1), 齊藤シオン(1), 八木澤潤子(1), 野本俊太郎, 市川秀樹(1),成田真人(1),    

伊藤亜希(1), 松崎英雄(1), 田中潤一(1), 大畠 仁(1), 髙野伸夫(2) : 食道癌を伴った舌癌進展例の治療経験,   

歯科学報 107(2), 227, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)都立大塚病院・口腔科,(2)口外 

 

4. 三穂乙暁, 佐藤 亨, 松久保 隆(1), 久永竜一, 甲野千穂, 田口貴子, 松木佳史(2), 後藤 泰信(3) : ガム性状と  

顎運動の関連性について(第 2 報), 歯科学報 107(2), 239, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) 

(A05-0520-3) (1)衛生,(2)東京都,(3)ロッテ中央研究所 

 

5. 鈴木憲久(1), 北川博美(1), 法月良江(1), 伊藤寛史(1), 吉田有智(1), 小田貴士(1), 猿田浩規(1), 安田雅章(1),       

古谷義隆(1), 伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 武田孝之(1), 椎貝達夫(1), 飯島俊一(1), 添島義和(1), 中川寛一(2),    

山田 了(3), 櫻井 薫(4), 佐藤 亨, 高橋俊之(5), 矢島安朝(1) : 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科開設後

2 年間の臨床統計, 歯科学報 107(4), 447, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市)  

(1)千病・口腔インプラント,(2)歯内療法,(3)歯周病,(4)有床義歯,(5)千病・総合診療科 

 

6. 四ツ谷 護, 佐藤 亨, 川村貞行(1), 古屋英治(2), 井上裕之(3), 齋藤文明, 久永竜一, 佐瀬俊之 : 体位の変化に

伴うヒト外側翼突筋の筋活動について, 日補綴歯会誌 51(116 回特別号), 215, 2007. (日本補綴歯科学会 第 116 回

学術大会, 神戸市) (A06-0520-2) (1)大阪府,(2)東京医療専門学校,(3)北海道 

 

7. 三穂乙暁, 佐藤 亨, 松久保 隆(1), 松木佳史(2), 後藤 泰信(3), 桜井孝治(3) : ガム性状と顎運動の関連性につい

て(第 3 報), 口腔衛会誌 57(4), 573, 2007. (第 56 回日本口腔衛生学会・総会, 東京) (A05-0520-3)  

(1)衛生,(2)東京都,(3)ロッテ中央研究所 

 

8. 小野寺こづえ, 野本俊太郎, 佐藤 亨, 久永竜一, 三穂乙暁 : オールセラミックブリッジの連結部デザインに関する

検討, 歯科学報 107(4), 444, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (A05-0520-2) 細形研,分析生研 

 

9. 四ツ谷 護, 川村貞行(1), 古屋英治(2), 佐藤 亨 : 体位の変化に伴うヒト外側翼突筋の筋活動について, 歯科学報 

107(4), 445, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (A06-0520-2) (1)大阪府,(2)東京医療専門学校 

 



10. 荒野太一, 吉成正雄(1), 井上 孝(2), 佐藤 亨 : 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, 歯科学報 107(4), 470, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (A06-0520-6) 細形研,細生研     

(1)理工,(2)臨検査 

 

11. 野本俊太郎, 中村 実(1), 秋山志穂(1), 芦田光則(1), 柴山謹一郎(1), 本間慎也, 佐藤 亨 : バイトスプリント応用に

よる咬合治療を行い運動障害の改善がみられたパーキンソン病患者の一例, 老年歯学 22(2), 214～215, 2007. 

(第 18 回日本老年歯科医学会学術大会, 札幌市) (1)東京都 

 

12. 小野寺こづえ, 野本俊太郎, 佐藤 亨, 齋藤文明, 三穂乙暁, 平地正茂, 高梨聖敏, 本間慎也, 松原秀憲(1) : 

オールセラミックブリッジ連結部のデザインの違いが強度に及ぼす影響, 接着歯学 25(2), 104, 2007.         

(第 18 回日本歯科審美学会・第 26 回日本接着歯学会合同学術大会, 福岡市) (A05-0520-2) 細形研,分析生研 (1)愛媛県 

 

13. Koshihara,T., Sato,T., Tsuruoka,M.(1), Naito,K.(2) : Epithelial Rest of Malassez Maintains Homeostasis of 

Periodontal Ligament against Stretching Force, 2nd JPS-GNYAPJoint Meeting Program , 68, 2007. (The 2nd joint 

meeting of the Japan Prosthodontics Society and the Greater New York Academy of Prosthodontics, Tokyo) (A07-0520-2)   

細生研 (1)HRC7,(2)臨検査 

 

14. 荒野太一, 吉成正雄(1), 井上 孝(2), 佐藤 亨 : 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, 日再生歯医会誌 5(1), 58, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会 学術大会・総会, 東京) (A06-0520-6) 細形研,    

細生研 (1)理工,(2)臨検査 

 

15. 荒野太一, 吉成正雄(1), 井上 孝(2), 筏 義人(3), 佐藤 亨 : 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) 細形研,

細生研 (1)理工,(2)臨検査,(3)奈良県立医科大学 

 

16. 小野寺こづえ, 野本俊太郎, 佐藤 亨, 齋藤文明, 三穂乙暁, 平地正茂, 高梨聖敏, 本間慎也, 松原秀憲(1) : 

オールセラミックブリッジ連結部のデザインの違いが強度に及ぼす影響, 歯科審美 20(2), 132, 2008. (第 18 回  

日本歯科審美学会・第 26 回日本接着歯学会合同学術大会, 福岡市) (A05-0520-2) 細形研,分析生研 (1)愛媛県 

 

17. 鈴木憲久(1), 北川博美(1), 法月良江(1), 伊藤寛史(1), 吉田有智(1), 小田貴士(1), 猿田浩規(1), 安田雅章(1),      

古谷義隆(1), 伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 武田孝之(1), 椎貝達夫(1), 飯島俊一(1), 添島義和(1), 中川寛一(2),    

山田 了(3), 櫻井 薫(4), 佐藤 亨, 高橋俊之(5), 矢島安朝(1) : 当科開設後 2 年間の臨床統計, 日口腔インプラン

ト会誌 21(1), 167～168, 2008. (第 37 回日本口腔インプラント学会総会, 熊本市)  

(1)千病・口腔インプラント,(2)歯内療法,(3)歯周病,(4)有床義歯,(5)千病・総合診療科 

 



  

9．歯科矯正学講座 

 

プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 末石 研二 先天性疾患の歯科矯正治療に関する研究（Ａ02-0590-2） 

 
 

顎顔面歯列に加わる外力の測定と咬合異常との関連について（Ａ99-0590-2） 

准 教 授 茂木 悦子 超音波骨密度計測装置を用いた顎骨骨密度の評価 (Ａ03-0590-3) 

  8020達成者の顎模型を用いた歯、顎の加齢様相の解剖学的研究 (Ａ05-0590-4)

  顎機能異常に関する疫学調査、臨床調査を中心とした歯科矯正学的研究 

  (Ａ88-0590-1) 

講 師 野嶋 邦彦 歯列弓形態の決定、維持に関する３次元的研究（Ａ03-0590-2） 

 坂本 輝雄 矯正歯科への骨延長法の応用(Ａ94-0590-1) 

助 教 野村 真弓 TMJ Scale を用いた顎関節症を伴う不正咬合者の心理的要因について 

（Ａ00-0590-2） 

  米国白人、ヒスパニック、日本人、アフリカ人評価者について側貌の審美性にお

ける検討（Ａ08-0590-1） 

 西井   康 インプラントアンカーの開発 

 根岸 史郎 矯正治療の客観的評価 

 小林   誠 顎顔面頭蓋形態のＸ線ＣＴデータ分析法の確立（Ａ05-0590-6） 

 石井 武展 アルジレリンを用いた下顎骨成長方向のコントロールに関する検討 

（Ａ06-0590-1） 

レジデント 椎名 根子  

 勝村  麗  

 日野原 朱  

 伊達 彩乃  

大学院生 白石 結子  

 東郷 聡司  

 小泉 儀明 
根津  崇 
向井 美弥 
下島 隆志 
田井 愛子 

 

 

 

 

 

 

2. 成果の概要 

1) 先天性疾患の歯科矯正治療に関する研究（Ａ02-0590-2） 

Sotos 症候群の患者２名の顎顔面形態の思春期性成長による変化を調査した．本症候群の患者は

上下顎骨の後退と下顔面高の開大した長顔型の顎顔面形態を呈していた。思春期性成長の結果、こ

のパターンはさらに進行し、下顎下縁平面はさらに増加していた。下顎の前方への過成長は認めな

かった。本症候群の矯正治療においてはこの垂直成長の推移が重要である事が示唆された。 

Bull Tokyo Dent Coll 48(2), 73～85, 2007. 

 

18歳以上の口唇・口蓋裂初診患者の病像について臨床統計による調査を行った。口唇・口蓋裂患

者の約10%を占め、約半数に矯正治療経験を認めた．転医症例を除く半数は治療を開始せず、矯正

治療への何らかの不利益が存在した。治療は外科的矯正治療が予定されたものが半数を占め、治療



  

が複雑化する事が示された。 

Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 33～39, 2007.  

2)  顎顔面歯列に加わる外力の測定と咬合異常との関連について（Ａ99-0590-2） 

拇指吸引時に口蓋前方部にかかる圧力を測定した。対象は３名の当該習癖を持つ女児で、いずれも

開咬を呈していた．最大圧は 2-2.5kgw にて、発現波形とともに個体差が大きかった。吸引癖の特

徴と発現圧は関連し、不正咬合タイプと関連を認めた。拇指吸引圧の計測は習癖と不正咬合の定量

的解析に有効である事が示唆された。 

Bull Tokyo Dent Coll 48(2), 57～66 , 2007. 

 

 拇指吸引時の口蓋部および頬部圧を測定した。対象は３例の拇指吸引癖を持つ女児で２名は垂直

的開咬を、１名は水平的開咬を呈していた。頬圧は左右差が大きいが、口蓋部圧と連動していた。

個人差も大きく、口蓋部圧は800− 1000gを、頬部圧は14-500gと大きなばらつきを示した。吸引

のタイプと発現する口蓋部、頬部圧との関連は認めず、発現圧の推定は困難である事から、吸引癖

の圧動態分析を行う事の必要性が示唆された。   

 歯科学報 107(6), 700～708, 2007 

 

3）8020達成者の歯にみられたCervical lesionについて（A-05-0590-4） 

 長期間保有されている歯の保存状態を明らかにするために、8020達成者34名(平均年齢84歳2

か月、平均現在歯数27歯)の資料を採得し、歯科疾患罹患状況、歯、歯列の状態、特に各歯のCervical 

lesion といわれる歯頚部にみられる歯肉退縮や歯頚部歯質欠損の状態について調査を行った。

Cervical lesionの程度は0度から3度の4群に分類して出現と程度を観察し、m×nカイ二乗検定

用い統計学的に検討した。 

8020達成者の咬合状態は反対咬合、開咬はみられず、概ね良好であった。Cervical lesionは、小

臼歯部に多く、下顎より上顎に、女性より男性に多く認められた。程度の高い部位は上顎犬歯、小

臼歯であった(p<0.01)。 

本結果は今後増大するであろう高齢者の歯の治療やメンテナンスにおいて有用と考えられた。 

 歯科学報 107(3), 303～314, 2007. 

 

4）セファロ分析による三次元的な下顎骨形態の推察の可能性 

骨格性下顎前突患者の初診時のX線CT、ならびにセファロ写真撮影を行い、下顎骨の体積と従

来からのセファロ写真分析の相関関係を知ることを目的に本研究を行った。方法：対象症例は、

14～40歳までの平均25±7.36歳の女子21名の骨格性下顎前突患者でX線CT画像は、三次元医

療用画像処理表示ソフトウェア（Real INTAGE、株式会社ケイ・ジー・ティー）を用い、下顎骨を

抽出し体積評価を行った。その際、個々の歯牙の歯頚部にて歯冠部と下顎骨を分離し、体積計測

を行った。また体積評価の基準を一定とする為、Window Level(WL)を260以上に設定した。Window 

Width(WD)を１とした。セファロ分析に加え距離分析として、Condyle-Gnathion(Co-Gn)、

BiCondylar Width(CW)等を行った。結果：被験者のＣＴを用いた平均体積は44.5cm3であった。

セファロ写真分析の平均値は、距離計測でMRWが32.2±4.72がSpearman分析結果(r=0.69534 、

Y=0.87X＋24.87、P<0.01)となり下顎骨体積との有意な正の相関が認められた。結論：下顎骨の体

積を推察する方法としてセファロ写真分析においては、角度分析では求められず、下顎枝の近遠



  

心的な幅径によって推察することが出来るといえる。          

歯科学報 107(3), 323～330, 2007.  

 

5) Curvature of cervical Vertebra in 8020 achievers observed by lateral cephalogram. 
（A-05-0590-4） 

  The purpose of this study, as the first stage, was to clarify the aging phenomenon of cervical 
curvature in 8020 achievers comparing with that of young adults.  Subjects consisted of 
twenty-eight 8020 achievers and a mean age of 82.96 ± 3.3 years and 26.5 ± 4.0 teeth. For 
comparison, forty adults in their 20’s group with a mean age of 22.9 ± 0.7 years and 28.2 ± 0.6 
teeth were enrolled.  Every distance from the CV line to each cervical vertebra in the 8020 
group was bigger than that of 20’s group (p<0.01-0.001). The distance from the CV line to 
CV-3 and CV-5 in 8020 women were bigger than that of 8020 men(p<0.05). Every distance 
from the CV line to each cervical vertebra in 8020 women was bigger than that of 20’s women 
(p<0.01-0.001). The curvature of 8020 women seemed the marked strong cervical lordosis 
although having many remaining teeth and good occlusion. It remains to be examined by 
comparing 8020 achievers with ordinary elderly whether teeth condition has a certain 
influence over the spinal curvature through aging.  

      Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 15～21, 2007. 

 

6) Comparison of arch forms between Korean and Japanese in Class I, II, and III 
malocclusion.（A03-0590-2） 
OBJECTIVE: The purpose of this study was to compare arch dimensions and frequency 

distribution of arch forms between Korean and Japanese Class I, II, and III malocclusion 
groups. METHODS: The sample consisted of 368 Korean cases (114 Class I, 119 Class II, and 
135 Class III malocclusion) and 160 Japanese cases (60 Class I, 50 Class II, and 50 Class III 
malocclusion). The most facial portion of 13 proximal contact areas was digitized from 
photocopied images of the mandibular dental arches. Clinical bracket slot points were 
calculated for each tooth based on mandibular tooth thickness data. Four linear and two 
proportional measurements were taken. Measurements are statistically analyzed in each 
malocclusion group. The dental arches were classified into square, ovoid, and tapered forms 
to determine and compare the frequency distributions between the two ethnic groups. 
RESULTS: The findings of this study showed that Japanese females in Class I and II groups 
had a statistically significant narrower mandibular dental arch width compared with the 
Japanese males, Korean males and Korean females. But in the Class III group, there was no 
significant difference in the mandibular dental arch size according to the two ethnic groups 
and genders. CONCLUSIONS: The majority of Koreans and Japanese in all the 
malocclusion groups exhibited square and ovoid arch forms. The most frequent arch forms 
found in Koreans was square but ovoid for Japanese. 
Korean J Orthod 37(5), 364～375, 2007. 

 



  

学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

茂木 悦子 不正咬合と食物物性との

関連 

和洋女子大家政学部 市川市 柳澤幸江 

茂木 悦子 不正咬合と食育 千葉県歯科医師会 千葉市 松田一郎 

野嶋 邦彦 Comparison archform 
between Egyptian and 
Caucassian 
 

Department of Orthodontics, 
Graduate School of Clinical 
Dental Science, The Catholic 
University of Korea 

Soul, Korea Kook YA 

野嶋 邦彦 
 

Frequency of mandibular 
arch form types in 
Caucasians and Hispanics

Department of Orthodontics, 
School of Dentistry, 
University of Southern 
California 

Los Angeles, 
USA 

 

Glenn T., 
Sameshima

野嶋 邦彦 Comparison of dental arch 
forms between Israeli and 
North American white 
populations 

Department of Orthodontics, 
The Hebrew University, 
Hadassah School of Dental 
Medicine 

Jerusalem, 
Israel 

 

Liat 
Tzur-Gadassi

野村 真弓  

茂木 悦子 

Esthetic study of soft 
tissue profiles of Caucasian 
and Japanese patients, 

Dept. of Orthodontics, 
University of Texas Health 
Science Center at San 
Antonio 

San Antonio, 
USA 

John D. Rugh

西井  康 Comparison of palatal 
bone width in four races 

Dept. of Orthod. USCDS  Glenn T., 
Sameshima

 

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 

茂木 悦子 成長発育期の子どもの咀嚼と食育 千葉県歯科医師会研究助成金 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

 学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

茂木 悦子 2007. 9.19 矯正治療の予後と安定性 

－長期経過例と8020達成者の観

察から－ 

第67回日本矯正歯科学会 

サテライトセミナー 

大阪市 

 

5. 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 

茂木 悦子 2007. 5.22 8020 運動と歯と全身の健康につ

いて 

真砂1丁目生き生きサロン 千葉市 

茂木 悦子 2007. 7.29 咬み合わせと健康 

－こどもたちの将来のために－ 

日本臨床矯正歯科医会広報

キャラバン松山大会 

松山市 

茂木 悦子 2007. 8. 2 ご存じでしたか 8020 達成は良

い歯並びから 

日本臨床矯正歯科医会広報

キャラバン名古屋大会 

名古屋市 

茂木 悦子 2007. 8. 3 お口の健康はからだの健康の出発

点－8020 さんをみてこんなこと

がわかりました－ 

日本臨床矯正歯科医会広報

キャラバン市川大会 

市川市 



  

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 

茂木 悦子 2007. 9.20 男性のための口腔健康講座－全身

の健康はお口から－ 

千葉市市民セミナー 千葉市 

茂木 悦子 2007.10.13 小児の歯科検診における栄養指導

－各専門分野のコラボレーション

千葉県歯科医師会円卓会議 千葉市 

茂木 悦子 2007.10.23 子どもの歯科矯正 ご存じですか（番組名） 日本テレビ

全国ネット

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 

末石 研二 2008. 2.24 平成19年度  

東京歯科大学第４学年OSCE  

内部評価者 千葉市 

Cedric Minkin 2008. 1. 8 PBL seminar for faculties (Triple jump) 参加者 USCDS Los 

Angels US 

 



論      文 

 

1. 稲森康二郎, 野嶋邦彦, 西井 康, 山口秀晴 : 東京歯科大学千葉病院矯正歯科における 10 年間の口唇裂・  

口蓋裂者の臨床統計的検討―第 1 報 受診動向と咬合状態―, 歯科学報 107(2), 183～189, 2007. 原著 

 

2. 添島絵美, 坂本輝雄, 山口秀晴 : 上顎歯槽部拡大にコルチコトミーを併用し、下顎枝矢状分割術を行った成人 

開咬症例, 東京矯歯会誌 17(1), 10～14, 2007. 症例 脳科学研 

 

3. 金子幸生, 茂木悦子, 山口尊生(1), 山木貴子(1), 竹内史江(1), 野村真弓, 宮崎晴代(2), 平井基之(3), 松田一朗(4), 

山口秀晴 : 8020 達成者の歯にみられた cervical lesion について, 歯科学報 107(3), 303～314, 2007. 原著 

A05-0590-4 生素研 (1)東歯大・矯正,(2)口健臨・矯正,(3)東京都,(4)千葉県 

 

4. 金 成暢, 茂木悦子, 菊地 悠, 山口秀晴, 高木多加志(1), 柴原孝彦(1) : セファロ分析による三次元的な下顎骨 

形態の推察の可能性, 歯科学報 107(3), 323～330, 2007. 原著 (1)口外 

 

5. 小坂竜也(1), 野嶋邦彦, 西井 康, 横田麗子(1), 金 熙勍, 石井武展, 山口秀晴 : フォーサス FreD-DPR(ダイレクト

プッシュロッド)を用いて Angle2 級の大臼歯関係を改善した 4 症例の臨床的検討, 歯科学報 107(4), 389～399, 

2007. 原著 (1)口健臨・矯正 

 

6. Lee,C.(1), Mo,S.(1), Kang,Y.(1), Nojima,K., Kim,Y.(1), Kook,Y.(2) : Comparison of arch forms between Korean and 

Japanese in Class I, II, and III malocclusion, Korean J Orthod 37(5), 364～375, 2007. 原著 (1)The Catholic 

Univercity of Korea,(2)Sungkyounkwan UnivercitySchool of Medicine 

 

7. Nojima,K., Yokose,T., Ishii,T., Kobayashi,M., Nishii,Y. : Tooth axis and skeletal structures in mandibular molar 

vertical sections in jaw deformity with facial asymmetry using MPR Images, Bull Tokyo Dent Coll 48(4), 171～176, 

2007. 原著 A03-0590-2 

 

8. Arakawa,T.(1), Sueishi,K., Shimizu,S.(1), Ogiuchi,H.(1) : Correlations of mandibular condyle morphology with occlusion 

and maxillofacial morphology in patients with malocclusion, 東女医大誌 77(12), 771～782, 2007. 原著        

(1)東女医大・医・歯口外 

 

9. 椎名根子, 末石研二, 根岸史郎, 横田麗子(1), 堀江由規子(1), 山口秀晴 : 拇指吸引癖を有する患者における  

頬部・口蓋部圧の測定, 歯科学報 107(6), 700～708, 2007. 臨床 (1)口健臨・矯正 

 

10. Tahara,R., Motegi,E., Nomura,M., Tsuchiya,Y.(1), Shino,T.(2), Inoue,E.(2), Sueishi,K.(2), Matsuda,I.(3) : Curvature of 

cervical vertebra in 8020 achievers observed by lateral cephalogram, Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 15～21, 2008. 

原著 (1)栃木県,(2)口健臨・矯正,(3)千葉県 

 

11. Sakamoto,T., Sueishi,K., Miyazaki,H.(1), Katada,H.(1), Ebihara,T.(1), Kosaka,T.(1) : Clinical statistical investigation of 

cleft lip and palate patients aged over 18 years at department of orthodontics,Suidobashi Hospital,Tokyo Dental 

College, Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 33～39, 2008. 臨床 A02-0590-2 (1)口健臨・矯正 

 

 

 

 



解      説 

 

1. 茂木悦子 : 外科的矯正治療長期経過例から学ぶ, 日顎変形会誌 17(1), 67～70, 2007. 

 

2. 山口秀晴, 坂本輝雄 : 矯正歯科治療用アンカースクリューの薬事法における位置付け, 東京歯医師会誌 55(5), 

3～7, 2007. 

 

単行図書 

 

1. 山口秀晴, 茂木悦子: 著分担 :咀嚼の辞典 (a)咀嚼異常の矯正と治療 148～171 頁, 朝倉書店, 東京, 2007. 

A-88-0590-1 

 

2. 歯科矯正学教室 編,山口秀晴 監修: 編集 :知っててほしい歯科矯正治療の基本 , わかば出版, 東京, 2007. 

 

3. 坂本輝雄: 著分担 :矯正歯科保険診療 マニュアル 2007 年版 , メディア株式会社, 東京, 2007. 

 

4. 山口秀晴, 茂木悦子: 著分担 :MFT 入門 初歩から学ぶ口腔筋機能療法 (a)口呼吸の原因と影響 16～18 頁,  

(b)嚥下の発達 38～39 頁,(c)摂食・咀嚼・嚥下 40～42 頁, わかば出版, 東京, 2007. A-88-0590-1 

 

5. 石井武展(a): 著分担 :別冊 Quintessence 臨床医のための矯正 YEAR BOOK`07 グレード別症例から学ぶ治療

の実際 (a)Case Study「症例検討・他流試合」 第３症例 上顎両側犬歯の口蓋側埋伏を伴うアングル I 級叢生 

症例 209～218 頁, クインテッセンス出版, 東京, 2007. 

 

6. 茂木悦子: 著分担 :口と歯の事典 (a)日本人の好んだ顔、口もと 32～35 頁, 朝倉書店, 東京, 2008. 

 

7. 茂木悦子: 著分担 :今からはじめる おとなの矯正歯科治療 (a)きれいに役立つキーワード 24～25頁, 小学館スク

ウェア, 東京, 2008. A05-0590-4 

 

その他 

 

1. 石井武展, 坂本輝雄, 西井 康, 山口秀晴(1) : 非抜歯矯正治療へのアプローチ 3：上下大臼歯関係の改善    

その 2  Pendulum, 歯科学報 107(1), 63～65, 2007. (1)東京都 

 

2. 西井 康, 坂本輝雄, 石井武展, 伊達彩乃, 山口秀晴 : 非抜歯矯正治療へのアプローチ 4：大臼歯関係の改善

その 3 インプラントアンカー, 歯科学報 107(2), 177～179, 2007. 脳科学研 

 

3. 山口秀晴, 坂本輝雄 : アングル 2 級 1 類の矯正治療後の長期観察, 東京歯医師会誌 55(5), 2, 2007. 

 

4. 茂木悦子 : 30 歳からでも出来る歯並びの矯正, ミセス(629), 285, 2007. A-05-0590-4 

 

5. 坂本輝雄, 西井 康, 石井武展, 伊達彩乃, 山口秀晴 : 非抜歯矯正治療へのアプローチ 5：叢生の改善 その 1 

ディスキング, 歯科学報 107(3), 287～289, 2007. 脳科学研 

 

6. 茂木悦子 : 「歯並び」から始める健康づくり, ヘルシーダイヤモンド(special issue), 2～3, 2007. A-05-0590-4 

 



7. 坂本輝雄, 西井 康, 石井武展, 伊達彩乃, 山口秀晴 : 非抜歯矯正治療へのアプローチ 6：叢生の改善 その 2, 

歯科学報 107(4), 383～385, 2007. 脳科学研 

 

学会抄録 

 

1. 江里口 雅(1), 柴原孝彦(1), 中野洋子(1), 末石研二(2), 内山健志(1), 坂本輝雄, 髙野伸夫(1), 山口秀晴 : 二段階 

口蓋形成術と歯科矯正治療を施行した片側完全唇顎口蓋裂患者の口蓋発育と咬合, 日口蓋裂会誌 32(2), 

208, 2007. (第 31 回日本口蓋裂学会総会・学術集会, 群馬県吾妻郡) (1)口外,(2)口健臨・矯正 

 

2. 中野洋子(1), 澁井武夫(1), 内山健志(1), 江里口 雅(1), 西堀陽平(1), 坂本輝雄, 市川英三郎(1), 柴原孝彦(1),     

山口秀晴, 渡邊 章(1), 髙野伸夫(1) : 二段階口蓋形成術を行った片顎性唇顎口蓋裂患者において最終的に 

顎矯正手を施行した 4 症例についての検討, 日口蓋裂会誌 32(2), 210, 2007. (第 31 回日本口蓋裂学会総会・   

学術集会, 群馬県吾妻郡) (1)口外 

 

3. 末石研二(1), 鶴木祥子(1), 海老原環(1), 林 正樹(1), 宮崎晴代(1) : 18 歳以上で矯正歯科に来院した唇顎口蓋裂  

患者の病像について, 日口蓋裂会誌 32(2), 238, 2007. (第 31 回日本口蓋裂学会総会・学術集会, 群馬県吾妻郡)  

(1)口健臨・矯正 

 

4. 石井武展, 山口秀晴(1), 内山健志(2), 片倉 朗(2) : 中間顎欠損を伴う完全両側唇顎口蓋裂における矯正治療の一

例, 日口蓋裂会誌 32(2), 263, 2007. (第 31 回日本口蓋裂学会総会・学術集会, 群馬県吾妻郡) (1)東京都,(2)口外 

 

5. 緒方寿夫(1), 坂本輝雄, 佐藤博子(2), 矢澤真樹(1), 安藤祐一郎(1), 彦坂 信(1), 中嶋英雄(1), 中島龍夫(1) : 

Hemifacial microsomia 成長期例に対する上下顎同時骨延長後の顎成長について, 第 50 回日本形成外科学会

総会・学術集会 プログラム・抄録集, 196, 2007. (第 50 回日本形成外科学会総会・学術集会, 東京)  

(1)慶大・医・形外,(2)東京医療センター・形外 

 

6. 玉田一敬(1), 中嶋英雄(1), 緒方寿夫(1), 中島龍夫(1), 坂本輝雄, 石井武展 : Craniofacial dysostosis 対する各種 

Le Fort 型骨切りに対応できる cephalogram の工夫とその臨床応用, 第 50 回日本形成外科学会総会・学術集会 

プログラム・抄録集, 209, 2007. (第 50 回日本形成外科学会総会・学術集会, 東京) 脳科学研 (1)慶大・医・形外 

 

7. 根津 崇, 山脇健史(1), 松江真理子(2), 西井 康, 松坂賢一(1), 茂木悦子, 井上 孝(1) : エイジングによりマラッセ 

上皮遺残細胞の機能は低下する, 歯科学報 107(2), 71, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市)      

脳科学研 分子生研 (1)臨検査,(2)HRC7 

 

8. 山口大輔(1), 野村真弓, 茂木悦子 : 顎矯正手術を回避するために大臼歯を抜去した骨格性上顎前突症例,    

歯科学報 107(2), 237, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)埼玉県 

 

9. 中野洋子(1), 村松恭太郎(1), 髙野伸夫(1), 内山健志(1), 坂本輝雄, 石井武展, 小高紅美, 市村賢太郎, 山口秀晴 : 

唇顎口蓋裂患者への歯槽骨骨延長法の応用, 日顎変形誌 17(2), 141, 2007. (第 17 回日本顎変形症学会総会,  

新潟市) (1)口外 

 

10. 坂本輝雄, 篠 珠美(1), 櫻井雄太, 山口秀晴, 須賀賢一郎(2), 内山健志(2) : コルチコトミーを併用した両側性臼 

歯部シザースバイトを伴う過蓋咬合症例, 日顎変形誌 17(2), 183, 2007. (第 17 回日本顎変形症学会総会, 新潟市) 

(1)口健臨・矯正,(2)口外 

 



11. 茂木悦子, 高根ユミ, 徳永恵理, 山口秀晴, 髙野伸夫(1), 柴原孝彦(1), 斉藤 力(2) : 自家移植と外科矯正治療 

を行った骨格性下顎前突患者の術後長期経過例, 日本顎変形症学会プログラム・抄録集 17(2), 169, 2007.  

(第 17 回日本顎変形症学会, 新潟市) (1)口外,(2)新潟大・歯・歯口外 

 

12. 松村栄治(1), 市瀬 毅, 西井 康, 茂木悦子 : 上顎大臼歯遠心移動および小臼歯を抜去した叢生症例, 歯科学報 

107(2), 238, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)千葉県 

 

13. 岡田 徹(1), 宮谷真理子, 西井 康, 茂木悦子 : 舌・口腔周囲筋に対し筋機能療法を行った開咬症例, 歯科学報 

107(2), 238, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)愛知県 

 

14. 石井武展, 茂木悦子, 山口秀晴 : 上顎両側犬歯の口蓋側埋伏に対する開窓牽引の工夫, 東京矯歯会誌 17(2), 

123, 2007. (第 66 回東京矯正歯科学会, 東京) 

 

15. 小坂竜也(1), 野嶋邦彦, 末石研二, 山口秀晴 : エッジワイズ装置治療中に呈した Angle2 級大臼歯関係をフォー

サスにより改善した 4 症例, 東京矯歯会誌 17(2), 124, 2007. (第 66 回東京矯正歯科学会, 東京) (1)口健臨・矯正 

 

16. 夫馬 明日香, 深川裕子, 加納将貴, 勝村 麗, 宮谷 真理子, 宮崎晴代(1), 野村真弓, 茂木悦子, 岡野 繁(2),   

松田一朗(3) : 8020 達成者における口腔内石膏模型の三次元画像計測を用いた加齢様相の検討 －第 2 報－ 

近遠心的傾斜角度, 歯科学報 107(4), 86, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A05-590-4 保情研  

(1)口健臨・矯正,(2)研究機器管理部,(3)千葉県 

 

17. 東郷聡司, 石井武展, 市村賢太郎 (1), 片田英憲(2), 野嶋邦彦, 茂木悦子 : 三次元有限要素法を用いたインプ

ラントアンカーによる上顎前歯牽引方向の力学的検討, 歯科学報, 107(4), 447, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会

(総会), 千葉市) (1)東京,(2)口健臨・矯正 

 

18. 江里口 雅(1), 中野洋子(1), 末石研二(2), 坂本輝雄, 山口秀晴, 髙野伸夫(1), 内山健志(1), 柴原孝彦(1) : 二段階

口蓋形成術と歯科矯正治療を施行した片側完全唇顎口蓋裂患者の口蓋発育と咬合, 歯科学報 107(4), 464, 

2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)口外,(2)口健臨・矯正 

 

19. 深川裕子, 夫馬 明日香, 加納将貴, 勝村 麗, 阿部 友里子, 宮崎晴代(1), 野村真弓, 茂木悦子, 岡野 繁(2),

松田一朗(3) : 8020 達成者における口腔内石膏模型の三次元画像計測を用いた加齢様相の検討 －第 3 報－ 

唇頬舌的傾斜角度, 歯科学報 107 (4), 87, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) A05-590-4 保情研 

(1)口健臨・矯正,(2)研究機器管理部,(3)千葉県 

 

20. 茂木悦子, 木村澄子(1), 山口秀晴, 内山健志(2) : 古典文学にみる口もとの(再)評価－最古の古事記から何が  

わかったか－, 顔学誌 7(1), 192, 2007. (第 12 回日本顔学会大会フォーラム顔 2007, 東京) (1)都立九段高校,(2)口外 

 

21. 坂本輝雄 : 矯正歯科材料安全対策検討班から, 第 66 回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 22, 2007. 

(第 66 回日本矯正歯科学会大会, 大阪市) 

 

22. 茂木悦子 : 矯正治療の予後と安定性－長期経過例と 8020 達成者の観察から－, 第 66 回日本矯正歯科学会 

大会プログラム・抄録集, 84, 2007. (第 66 回日本矯正歯科学会大会, 大阪市) A-05-0590-4 

 



23. 野嶋邦彦, 片田英憲(1), 小林 誠, 根岸史郎, 西井 康, 野村真弓, 坂本輝雄, 茂木悦子 : 東京歯科大学歯科

矯正学に導入しているチュートリアルについて, 第 66 回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 2007.    

(第 66 回日本矯正歯科学会大会, 大阪市) (1)口健臨・矯正 

 

24. 下島紀子(1), 茂木悦子, 下島隆志 , 眞木吉信(2) : ホルン吹奏は歯列に影響を与えるか－口腔内石膏模型の  

計測結果より－, 第 66 回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 100, 2007. (第 66 回日本矯正歯科学会大会, 

大阪市) 脳科学研 (1)千葉県,(2)衛生 

 

25. 夫馬 明日香, 深川裕子, 加納将貴, 野村真弓, 茂木悦子, 勝村 麗, 宮谷 真理子, 宮崎晴代(1), 岡野 繁(2),

松田一朗(3) : 三次元画像を用いた 8020 達成者の歯、歯列弓形態の評価 第 2 報 近遠心的傾斜角度,      

第 66 回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 108, 2007. (第66 回日本歯科矯正学会大会, 大阪市) A05-590-4 

(1)口健臨・矯正,(2)研究機器管理部,(3)千葉市 

 

26. 深川裕子, 夫馬 明日香, 加納将貴, 野村真弓, 茂木悦子, 勝村 麗, 阿部 友里子(1), 宮崎晴代(2), 岡野 繁(3),

松田一朗(4) : 三次元画像を用いた 8020 達成者の歯、歯列弓の評価 第 3 報 歯冠の唇頬舌的傾斜角度,     

第 66 回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 108, 2007. (第 66 回日本矯正歯科学会, 大阪市) A05-590-4   

保情研 (1)東歯大・矯正,(2)口健臨・矯正,(3)研究機器管理部,(4)千葉県 

 

27. 東郷聡司, 石井武展, 市村 賢太郎 (1), 片田英憲(2), 野嶋邦彦, 茂木悦子 : インプラントを用いた上顎前歯  

後方移動における力学的検討 ―三次元有限要素法による解析―, 第 66 回日本矯正歯科学会大会プログラ

ム・抄録集, 126, 2007. (第 66 回日本矯正歯科学会 , 大阪市) (1)東京都,(2)口健臨・矯正 

 

28. 野嶋邦彦, 片田英憲(1), 小林 誠, 根岸史郎, 西井 康, 野村真弓, 坂本輝雄, 茂木悦子 : 東京歯科大学歯科

矯正学に導入しているチュートリアルについて, 第 66 回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 172, 2007. 

(第 66 回日本矯正歯科学会, 大阪市) (1)口健臨・矯正 

 

29. 片田英憲(1), 野嶋邦彦, 小林 誠, 根岸史郎, 西井 康, 野村真弓, 坂本輝雄, 茂木悦子 : 東京歯科大学歯科

矯正学講座における 30 年間の卒後研修課程の教育について, 第 66 回日本矯正歯科学会大会プログラム・  

抄録集, 172, 2007. (第 66 回日本矯正歯科学会大会, 大阪市) (1)口健臨・矯正 

 

30. 野村真弓, 茂木悦子, J.P.Hatch(1), J.D.Rugh(1) : 米国白人、ヒスパニック、日本人、アフリカ人の側貌の審美観,  

日本顔学会誌, 196, 2007. (第 12 回 日本顔学会大会, 東京) A08-0590-1 (1)テキサス大・サンアントニオ校・ヘルスサイ  

エンスセンター 

 

31. 茂木悦子, 野村真弓, 渡邊仁美, 堀江由規子(1), 坂本輝雄, 宮谷真理子, 牧村美紀 : 多数歯先天欠如を    

ともなう若年不正咬合 2 症例の報告, 第 66 回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 215, 2007. (第 66 回  

日本矯正歯科学会大会, 大阪市) (1)口健臨・矯正 

 

32. 坂本輝雄, 坂本 紗有見(1), 添島絵美(2), 西井 康, 茂木悦子 : 自家歯牙移植の矯正治療への応用, 第 66 回  

日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集, 227, 2007. (第 66 回日本矯正歯科学会大会, 大阪市) (1)東京都,(2)熊本県 

 

33. 伊達彩乃, 宇都宮 結子 : 卒後研修課程第 30 期生による症例展示, 第 66 回日本矯正歯科学会大会プログ   

ラム・抄録集, 244, 2007. (第 66 回日本矯正歯科学会, 大阪市) 

 



34. 野村真弓, 茂木悦子, J.P.Hatch(1), J.D.Rugh(1) : 側貌の審美感についての日米歯学部学生間の調査, 第 66 回 

日本矯正歯科学会大会 プログラム・抄録集, 250, 2007. (第 66 回日本矯正歯科学会大会, 大阪市) A-08-0590-1   

(1)テキサス大・サンアントニオ校・ヘルスサイエンスセンター 

 

35. 坂本 紗有見(1), 坂本輝雄, 眞木吉信(2) : 当院における矯正患者の口腔衛生管理プログラム(第 2 報), 第 66 回  

日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集(205), 2007～9, 2007. (第 66 回日本矯正歯科学会大会, 大阪市)      

(1)東京都,(2)衛生 

 

36. 宇都宮 結子, 四宮敬史(1), 川口 充(1), 吉川正信(1), 茂木悦子 : 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) (1)薬理 

 

37. 伊達彩乃, 宇都宮 結子, 金 成暢, 東郷聡司, 日野原 朱, 藤本 かな子, 堀江由規子, 渡邊仁美, 片田英憲, 

茂木悦子 : 卒後研修課程第 30 期生による症例展示, 歯科学報 107(4), 447, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会

(総会), 千葉市) 

 

38. 日野原 朱, 宇都宮 結子, 金 成暢, 伊達彩乃, 東郷聡司, 藤本 かな子, 堀江 由規子, 渡邊仁美, 片田英憲, 

茂木悦子 : 卒後研修課程第 30 期生による症例展示 リテンションケース, 歯科学報 107(4), 447, 2007.      

(第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) 

 

39. 中村桂子(1), 渡邊仁美, 根岸史郎, 茂木悦子 : 側貌の改善が良好に達成された過蓋咬合をともなう上顎前突 

症例, 歯科学報 107(4), 464, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)埼玉県 

 

40. 坂本輝雄 : 矯正歯科治療における骨延長法の応用, BSC25 周年記念大会 抄録集, 20～21, 2007. (BSC25 周年

記念大会, 横浜市) 

 

41. Sakamoto,T., Ishii,T., Kodaka,K., Nakano,Y.(1), Uchiyama,T.(1) : Application of interdental distraction osteogenesis 

(IDO) in CLP treatment , 6th APOC Abstract Book, 50～51, 2008. (6th Asian Pacific Orthodontic Conference, 

Bangkok, Thailand) (1)口外 

 

42. Ishii,T., Kouzaki,H.(1), Sakamoto,T., Motegi,E., Sueishi,K. : Regarding an Indirect method to shorten chair-time for 

fixed-type retainer bonding, 6th APOC Abstract Book, 50～51, 2008. (6th Asian Pacific Orthodontic Conference, 

Bangkok, Thailand.) (1)横浜市 

 



  

10．歯科放射線学講座 

 

プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 佐野  司 FLAIR法MR画像による顎関節滑膜炎の病態診断プロジェクト 

准 教 授 和光  衛 骨内インプラント周囲骨におけるクリニカルバイオニクス 

(Ａ08-0610-1) 

助 教 西川 慶一 超音波血流信号の定量解析による頭頸部悪性腫瘍リンパ節転移の高

精度検出（Ａ02-0610-2） 

 原田 卓哉 上顎に発生し隔壁様構造を伴った不透過性病変の画像診断学的検討

（Ａ01-0610-1） 

 音成 貴道 悪性腫瘍リンパ節転移の評価（Ａ03-0610-1） 

 音成 実佳 MRI による顎関節症の病態診断顎舌骨筋を経由する舌下部病変の CT

およびMRによる描出の検討 

  歯肉癌の顎骨浸潤をミクロで画像化するプロジェクト 

(Ａ07-0610-1) 

 大久保真衣 嚥下機能診断のためのMR撮像(A07-0610-2) 

 神尾  崇 Ｘ線ＣＴおよび非接触型三次元計測装置より得た顎顔面軟組織形状

の統合・分析・評価(Ａ08-0610-2) 

大学院生 田辺 耕士  

 眞木佐恵子  

 山本 あや 頭頚部病変におけるMRI信号強度の検討 (Ａ08-0610-4) 

専 攻 生 羽生田 仁  

 

2. 成果の概要 

1) MR evidence of characteristics in symptomatic osteoarthritis of the temporomandibular 
joint: increased signal intensity ratio on proton density-weighted images of bone marrow in the 
mandibular condyle 
本研究では、変形性関節症における下顎頭骨髄の信号強度と疼痛との関連を検討することを目的

とした。 

対象は顎関節症の臨床診断下でMR検査が施行され、開閉口時の両側顎関節のプロトン密度強調像

が撮像された98名196関節である。左右それぞれの咬合時および開口時の疼痛値、下顎頭骨髄およ

び reference point とした側頭葉灰白質の信号強度を計測し比較検討した。変形性関節症を伴う関

節は、伴わない関節に比べて咬合時の疼痛値の代表値が高かった。変形性関節症を伴う関節では、

高い信号強度比を呈した群は低い信号強度比を呈した群に比べ高い疼痛値の代表値を示した。以上

のことから、変形性関節症は疼痛と関連があること、また疼痛を伴う変形性関節症では骨変化が認

められる部分に近接した骨髄がプロトン密度強調像において信号が上昇することが示唆された。 

Cranio  25(4),  250～256, 2007 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

佐野  司 Magnetic resonance evidence of 
joint effusion of the 
temporomandibular joint 

九州歯科大学 北九州市 高橋  哲

佐野  司 顎関節症の MRI 診断 日本大学・松戸歯学部 松戸市 金田  隆



  

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

佐野  司 

音成 貴道 

音成 実佳 

顎関節症のMRI診断 昭和大学歯学部 東京 岡野 友宏

和光  衛 個体に特化したインプラント周囲骨

の力学的特性変化の分析 

計算力学研究センター 大阪市 松永  繁

音成 実佳 Mylohyoid muscle : separation 
between the sublingual space and 
submandibular space 

1.Harvard 
University 
 

 

2.昭和大学歯学部 

1.Boston, 
Massachuset
ts, USA 
 

2.東京 

1.Curtin, 
Hugh D. 

2.中島 功

 

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 

佐野 司 FLAIR法MR画像による顎関節滑膜炎の病態診断

プロジェクト 
文科省科研費・萌芽研究 

Kober, Cornelia 
(Germany) 

 
共同研究者 

（日本）：佐野 司 

 
 

Proposal for a short term visit for 
continuation of joint research in the field of 
craniofacial and dental reconstruction, 
imaging, and visualization. 

A grant for a "short-term visit" for 
"Bilateral Cooperation in Science 
and Technology with Japan" funded 
by the "International Bureau of the 
Federal Ministry of Education and 
Research, Germany"（「ドイツ連邦政

府教育研究省国際局」から与えられる

「日本との二国間科学技術研究共

同・セミナーのための短期滞在」に対

する補助金） 
和光 衛 歯科用コーンビームＣＴ画像に基づくインプラ

ント周囲骨のクリニカルバイオニクス 

文科省科研費・基盤研究（Ｃ） 

音成 実佳 歯肉癌の顎骨浸潤をミクロで画像化するプロジ

ェクト 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

音成 貴道 Fusion画像を用いた顎顔面領域への画像診断プ

ロジェクト 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

大久保真衣 MR画像上での予測因子発見プロジェクト－嚥下

機能低下の早期発見に向けて－ 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

神尾 崇 Ｘ線ＣＴおよび非接触型三次元計測装置より得

た顎顔面軟組織形状の統合・分析・評価 

文科省科研費・若手研究（Ｂ） 

 

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 

佐野 司 2007. 3.31 顎関節MRI入門 日本歯科放射線科学会教育研修会 

第8回実技研修会 

大阪市 

佐野 司 2007. 7. 8 頭頸部の超音波診断法 日本歯科放射線科学会教育研修会 

第9回実技研修会 

千葉市 

佐野 司 2008. 3.22 顎関節MRI入門 日本歯科放射線科学会教育研修会 

第10回実技研修会 

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 

佐野 司 2007. 4.20 口腔悪性腫瘍にせまる新たな画

像診断と治療の展開 最新の

MRI診断－原発部位の評価－ 

第 61 回日本口腔科学会学

術集会 

神戸市 

佐野 司 2007.10.19 CT・MRIは我々に何をもたらした

のか 

第12回臨床画像大会 柏市 

 

 学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

佐野 司 2007. 6.10 顎関節症のMR画像診断 日本全身咬合学会第 11 回

認定研修セミナー 

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 

佐野  司 2006.3.5 総合治療 必要な技術とライフ

ステージに対応した歯科治療へ

診査・診断編 臨床・画像診断

と咬合診断 

TDC卒後研修セミナー2006 東京 

佐野  司 2007.5.13 顎関節症の画像診断 第 21 回日本顎関節学会 

学術講演会 

大阪市 

佐野  司 2007.9.16 インプラントへのCT利用と画像

診断ガイドラインについて コ

ーンビームCTの原理とインプラ

ントへの臨床応用 

第 37 回日本口腔インプラ

ント学会学術大会公開講座 

熊本市 

佐野  司 2007.11.23 Current diagnostic imaging 
systems in Tokyo Dental 
College  

第四軍医大学  西安市，

中国 

和光  衛 2007.9.15 画像診断の基礎と最先端画像技

術を学ぶ －正確な診断をし、

より良い結果を出すために－ 

第25回日本顎咬合学会 

支部認定教育研修 

仙台市 

原田 卓哉 2007.11.2 パノラマ画像による動脈硬化の

スクリーニング法 

第3回画像診断研修会 東京 

神尾  崇 2007.7.12 よくある粘膜疾患の見方 東京歯科大学千葉病院 
平成19年度症例検討会 

千葉市 

矢島 あや 2007.11.2 パノラマ画像による骨粗鬆症の

スクリーニング法 

第3回画像診断研修会 東京 

 

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 

佐野  司 2007.5.20～21 第 20 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 

佐野  司 2006.9.17～18 平成17年度茨城県歯科医師会ワークショ

ップ 

タスクフォース 水戸市 

大久保真衣 2008.3.22 第5回 東京歯科大学試験問題作成に関す

るワークショップ 

参加者 船橋市 



  

講演者（著者） 年月日 ワークショップ名 役  割 開催地 

神尾  崇 2008.3.22 第5回 東京歯科大学試験問題作成に関す

るワークショップ 

参加者 船橋市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

佐野  司 2006. 9.1～2 平成18年度東京歯科大学第4学年CBT 運営委員 千葉市 

佐野  司 2006.10.7～8 第4回試験問題作成とセキュリティの 

確保に関するワークショップ 

運営委員 船橋市 

佐野  司 2007. 2. 9 平成18年度東京歯科大学第4学年CBT 運営委員 千葉市 

佐野  司 2007. 2.25 平成18年度東京歯科大学第4学年OSCE 運営委員 千葉市 
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の検討, 日摂食嚥下リハ会誌 11(3), 300～301, 2007. (第 13 回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会,    

さいたま市) (1)昭和大・歯・口腔リハ 

 

21. 音成貴道, 和光 衛, 原田卓哉, 音成(山本)実佳, 大久保真衣, 矢島あや, 田辺耕士, 佐野 司, 井上 孝(1) : 

頭蓋底～顎下部領域に存在した腫瘤性病変の画像所見, 歯放線 47(2), 42～43, 2007. (日本歯科放射線学会 

第 204 回関東地方会, 東京) (1)臨検査 

 

22. 大久保真衣, 佐野 司 : 摂食・嚥下障害患者に対する評価,診断,指導への取り組み, 歯放線 47(2), 45, 2007. 

(日本歯科放射線学会第 11 回臨床画像大会サテライト企画・第 1 回 Oral medicine and IVR 研究会, 福岡市) 

 

23. 音成貴道, 原田卓哉, 和光 衛, 音成(山本)実佳, 大久保真衣, 矢島あや, 田辺耕士, 佐野 司, 井上 孝(1), 

松坂賢一(1), 鏡明展(1), 柴原孝彦(2) : 口蓋に生じた粘表皮癌の辺縁形態と悪性度との関連について, 歯放線 

47(2), 89～90, 2007. (第 48 回日本歯科放射線学会総会・学術大会, さいたま市) (1)臨検査,(2)口外 

 

24. 西川慶一, 和光 衛, 佐野 司 : IP 方式の国産歯科用ディジタル X 線画像診断システム YCR21XG における画像

特性の現状, 歯放線 47(2), 96, 2007. (第 48 回日本歯科放射線学会総会・学術大会, さいたま市) 

 

25. 原田康雄(1), 境野利江(1), 岡野友宏(1), 佐藤健児(2), 代居 敬(2), 西川慶一, 佐野 司, 山田英彦(3),奥村泰彦(3), 

鈴木陽典(4), 小林育男(5) : わが国における歯科 X 線撮影の診断参考レベル, 歯放線 47(2), 111～112, 2007. 

(第 48 回日本歯科放射線学会総会・学術大会, さいたま市)  

(1)昭和大・歯・歯放,(2)日歯大・生命歯・歯放,(3)明海大・歯,(4)奥羽大・歯・歯放診,(5)長瀬ランダウア(株) 

 

26. 田辺耕士, 音成貴道, 西川慶一, 矢島あや, 井本研一, 大久保真衣, 原田卓哉, 音成(山本)実佳, 和光 衛, 

佐野 司 : MRI による詳細な顎骨描出の試み -4 チャンネルコイルを使用して-, 歯放線 47(2), 117, 2007.   

(日本歯科放射線学会第 205 回関東地方会・第 27 回北日本地方会・第 15 回合同地方会, 塩尻市) 

 

27. 佐野 司 : CT・MRI は我々に何をもたらしたのか, 歯放線 47(3), 131, 2007. (日本歯科放射線学会第 12 回臨床画像

大会, 柏市) 

 

28. 音成(山本)実佳 : 歯科放射線科医として留学して, 歯放線 47(3), 132, 2007. (日本歯科放射線学会第 12 回臨床  

画像大会, 柏市) 

 



29. 井本研一, 和光 衛, 原田卓哉, 大久保真衣, 音成(山本)実佳, 田辺耕士, 矢島あや, 柴原孝彦(1), 井上 孝(2),

佐野 司 : 耳下腺導管内に発現した扁平上皮癌の CT,MR 画像所見, 歯放線 47(3), 138, 2007. (日本歯科放射線

学会第 12 回臨床画像大会, 柏市) (1)口外,(2)臨検査 

 

30. Yajima,A., Sano,T., Otonari-Yamamoto,M., Nishikawa,K., Tanabe,K. : Potential reference points for quantitative 

magnetic resonance (MR) evaluation in diagnosing temporomandibular joint(TMJ) disorders, The 16th 

International Congress of Dentomaxillofacial Radiology Syllabus, 169, 2007. (The 16th International Congress of 

Dentomaxillofacial Radiology,ICDMFR, Beijing,China) 

 

31. Sano,T., Nishikawa,K., Wakoh,M., Hayakawa,Y., Harada,T., Otonari,T., Ohkubo,M., Otonari-Yamamoto,M., 

Tanabe,K., Yajima,A., Kawada,E.(1) : Prototype simulator that does not use X-rays for dental school 

undergraduate training intraoral radiographic technique, The 16th International Congress of Dentomaxillofacial 

Radiology Syllabus, 196, 2007. (The 16th International Congress of Dentomaxillofacial Radiology,ICDMFR, Beijing,China) 

(1)DEDC 

 

32. Tanabe,K., Nishikawa,K., Sano,T., Yajima,A., Otonari-Yamamoto,M., Otonari,T. : Fat suppression with hybrid 

short T1 inversion recovery and chemical-shift selective sequences method, The 16th International Congress of 

Dentomaxillofacial Radiology Syllabus, 223, 2007. (The 16th International Congress of Dentomaxillofacial 

Radiology,ICDMFR, Beijing,China) 

 



  

11．スポーツ歯学研究室 

 

プロフィール 

1. 教室員と主研究テーマ 

教 授 石上 惠一 スポーツにおける感覚情報が予測咬合運動に及ぼす影響 

 （Ａ00-0790-1） 

准 教 授 武田 友孝 スポーツにおける身体運動時の口腔内状態（Ａ00-0790-12） 

講 師 中島 一憲 マウスガード装着が身体運動反応時間に及ぼす影響 

（Ａ00-0790-13） 

レジデント 黒川 勝英 ガム咀嚼が全身運動能力に及ぼす影響（Ａ 00-0790-7） 

大 学 院 生 澁澤 真美 脳の活性化に及ぼす口腔内および咀嚼条件の影響 

（Ａ02-0790-16） 

      須田  鎮 無髄歯に対する処置方法の違いが歯の破折強度に及ぼす影響 

 （Ａ02-0790-17） 

      若野 新八 衝撃性閉口に対するマウスガードの効果について 

（Ａ00-0790-9） 

      三島  攻 マウスガードの厚径変化に関する研究（Ａ00-0790-5） 

      柄澤 健介 顎口腔系の状態変化が歩行に及ぼす影響（Ａ02-0790-18） 

      半田  潤 頭部に生ずる加速度に対する噛みしめ，マウスガードの影響 

 （Ａ00-0790-11） 

専 修 科 生 秋場 岳史 マウスガード装着が身体運動反応時間に及ぼす影響 

（Ａ00-0790-13） 

      大野 浩之 スポーツ選手の外傷認知度（Ａ00-0790-10） 

 

2. 成果の概要 

1）咬合と全身状態、スポーツパフォーマンスについて 

スポーツにおいて生ずる頭部への加速度は、頭位・姿勢の変化を惹起しスポーツパフォーマ

ンスに影響し、またその値がある閾値を超えた場合には脳震盪などの脳傷害、頸椎への損傷の

原因となる。この加速度の発生に影響する因子としては、頸部の長さ、太さ、アライメントな

どの解剖学的個体差、頸部の筋力、外来刺激に対する反応時間などの運動能力などが挙げられ

る。したがって、頭部への加速度の軽減のための顎口腔系の条件として、咬合の確立、正しい

咬合を有するマウスガード、スプリントの装着、すなわち、顎口腔系の状態の改善、適切なマ

ウスガードの装着によるかみ締め力の増大および早期の筋活動が、頭頸部の固定の増強に寄与

し、スポーツパフォーマンスの向上、頭頸部の損傷予防に有効と考えられる。 

臨床スポーツ医学 24(2), 163～168, 2007. 

 

  2）マウスガードの安全性について（Ａ00-0790-2）（Ａ00-0790-5） 

   種々のスポーツ、特にコンタクトスポーツにおける顎顔面領域への障害防止対策として、マ

ウスガードの使用が注目され、実際様々なタイプものが使用されつつある。しかしカスタムメ

イドタイプと現在多くの選手に使用されている市販のタイプとでは、装着感はもとよりその安

全性においても大きな隔たりがある。すなわち、不適切なタイプでは異物感が強く、会話等を

阻害し使用が不可能であったり、また外傷の予防に十分な衝撃吸収能を得るだけの厚みを確保

するのは難しい。さらに、適切な咬合関係の付与がなされていないマウスガードでは、顎関節

症を誘発してしまうケースが多く認められるばかりか、外力が加わった際に早期接触部位が支



  

点となりかえって骨折の可能性を増大してしまう事になる。そこで、適切なマウスガードの啓

発、普及が必要と考えられる。 

    Dent Traumatol  24(1)，50～52, 2007. 

 

3. 学外共同研究 

担当者 研究課題 研究施設 所在地 責任者 

石上 惠一 スポーツ選手の外傷認識度 日本大学歯学部 東京 月村 直樹 

石上 惠一 

武田 友孝 

スポーツ選手の外傷認識度 慶煕大学 韓国 崔大  均 

石上 惠一 マウスガード材の開発とその

衝撃吸収能について 

自衛隊仙台病院 仙台市 片山幸太郎 

石上 惠一 ラミネートマウスガードの接

着強さについて 

モルテンメディカル 東京 播戸日出男 

石上 惠一 聴性脳幹反応（ABR）と顎関節

の形態について 

日本大学歯学部 東京 篠田 宏司 

石上 惠一 

武田 友孝 

A study on the shock 
Absorption Ability of the 
mouthguArd mAteriAls 

シドニー大学歯学部     

バイオマテリアル研究室 

Australia MichAel 
SwAin 

石上 惠一 

武田 友孝 

A study on the shock 
Absorption Ability of the 
mouthguArd mAteriAls 

香港大学保存学教室 中国 DAnny Low

石上 惠一 マウスガードの性能評価：制振

性能他物理的性能、成形性、印

象性 

クラレメディカル株式会社 東京 大橋 克己 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 

 学会招待講演 

講演者 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

石上 惠一 2007. 6.16 Occlusion and sports 
performance 

The 46th Korean Dental 
Association  scientific 
congress 

Seoul 

石上 惠一 2007.10.12 Sports Dentistry 大韓スポーツ歯科医学会 
Seoul 

石上 惠一 2007.11. 3 ガムを噛むことの効果 歯に

も体にもいい 

第 18 回日本臨床スポーツ医

学会学術集会 

別府市 

石上 惠一 2008. 2.23 アスリートへのスポーツ歯科

医学的サポートの現況 

国立病院機構西別府病院スポ

ーツ総合外来スポーツ歯科開

設記念市民講演会 

別府市 

 

 

 

 

 



  

5. 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 

石上 惠一 2007. 6.14 マウスガードのすすめ 

 －備えあれば憂いなし－ 

2007 文部科学省スポーツコ

ーチサミット 

東京 

石上 惠一 2007. 7. 3 食品性状の違いが咀嚼の脳機能

におよぼす影響 －近赤外分光

分析法による検討 Part Ⅰ－ 

かまぼこの健康機能性の研究会 東京 

石上 惠一 2007. 7. 6 スポーツ歯学 千葉市歯科医師会学術講演会 千葉市 

石上 惠一 2007. 9.28 食品性状の違いが咀嚼の脳機能

におよぼす影響 －近赤外分光

分析法による検討 Part Ⅱ－ 

全国蒲鉾評論会 大阪市 

石上 惠一 2007.10.20 マウスガードの有効性とスポ

ーツパフォーマンス 

仙台・大崎歯科医師会学術講演会 仙台市 

石上 惠一 2007.12.20 マウスガードの有効性・製作

のポイント 

千葉県歯科医師会 SHP 協議会

発足記念講演会 

千葉市 

武田 友孝 2007. 5.26 スポーツ歯学について 高槻市歯科医師会講演会 高槻市 

武田 友孝 2007. 6.14 マウスガードの有効性について 東京都ラグビーフットボール

協会メディカルサポータ安全

講習会 

東京 

武田 友孝 2007. 7. 3 マウスガードの有効性について 千葉県市立船橋高校サッカー

チームへの安全講習会 

船橋市 

武田 友孝 2007. 7. 8 スポーツ歯学について 東京都ラグビーフットボール

協会メディカルサポータ安全

講習会 

東京 

武田 友孝 2007. 7.29 マウスガードの有効性とスポー

ツ外傷について 

東京都ラグビーフットボール

協会メディカルサポータ安全

講習会 

東京 

武田 友孝 2007. 9.22 マウスガードの有効性とスポ

ーツ外傷について 

スキークロス日本代表チーム

勉強会 

長野市 

武田 友孝 2007. 9.29 マウスガードの有効性とスポ

ーツ外傷について 

モーグル日本代表チーム勉強会 長野市 

武田 友孝 2007.11.20 マウスガードの有効性とスポ

ーツ外傷について 

モーグルジュニア日本代表チ

ーム勉強会 

長野市 

 



論      文 

 

1. Nakajima,K., Takeda,T., Kawamura,S., Shibusawa,M., Nara,K., Naito,K., Ishigami,K. : A vacuum technique to 

increase anterior thickness of athletic mouthguards to achieve a full-balanced occlusion, Dent Traumatol 24(1), 

50～52, 2008. 原著 A00-0790-02 

 

解      説 

 

1. 石上惠一 : バキュームタイプのマウスガードの作り方とそのポイント, 日歯医師会誌 60(1), 31～38, 2007. 

A00-0790-09 

 

学会抄録 

 

1. 若野新八, 須田 鎮, 黒川勝英, 中島一憲, 大津玜滋, 武田友孝, 石上惠一 : 顎口腔系の状態変化が運動  

調節機構へ及ぼす影響(第 1 報) 静的バランスと動的バランスとの関係, 歯科学報 107(2), 239, 2007. (第 283 回

東京歯科大学学会(例会), 千葉市) A00-0790-19 

 

2. 島田 淳, 中島一憲, 武田友孝, 佐藤武司, 星野浩之, 高山和比古, 楳津徳弘, 塩野英昭, 伊澤 昇,        

石上惠一 : 強度の夜間ブラキシズム患者におけるナイトガードの効果-音に対する材料の違いによる影響-,  

日補綴歯会誌 51(116 回特別号), 195, 2007. (日本補綴歯科学会第 116 回学術大会第 5 回アジア補綴歯科学会,     

神戸市) A00-0790-06 

 

3. 須田 鎮, 若野新八, 大野浩之, 黒川勝英, 内藤 薫, 澁澤真美, 中島一憲, 武田友孝, 石上惠一 : サッカーに

おける噛みしめの発現頻度について(第 1 報), 日補綴歯会誌 51(116 回特別号), 209, 2007. (日本補綴歯科学会

第 116 回学術大会第 5 回アジア補綴歯科学会, 神戸市) A00-0790-11 

 

4. 澁澤真美, 武田友孝, 中島一憲, 石上惠一 : 近赤外分光分析法によるかみ締め時の大脳皮質の賦活の検討 

(その 4), 第 20 回日本顎関節学会総会・学術大会プログラム・抄録集, 114, 2007. (第 20 回日本顎関節学会総会・

学術大会, 仙台市) A02-0790-16 

 

5. Shibusawa,M., Ishigami,K., Takayama,K., Takeda,T., Nakajima,K., Sakatani,K.(1) : Influence of experimental deviated 

mandibular positioning on prefrontal cortex-analysis by functional near-infrared spectroscopy-, 2nd World 

Conference of Stress Abstracts, 446, 2007. (2nd World Conference of Stress , Budapest, Hungary) A-02-0790-16     

(1)日大・医・脳神経外科 

 

6. 石上惠一, 武田友孝, 中島一憲 : 顎口腔系が運動調節機構へ及ぼす影響(第 3 報) ガム咀嚼が静的・動的立位

バランスへ及ぼす影響, 日臨スポーツ医会誌 15(4), S178, 2007. (第 18 回日本臨床スポーツ医学会学術集会,     

別府市) A00-0790-07 

 

7. 鎗田文夫(1), 片野勝司(1), 武田友孝, 石上惠一 : 群馬県高校ラグビー選手権大会におけるマウスガードの実態 

調査 第 1 報 マウスガードの直接調査について, スポーツ歯 11(2), 129, 2008. (第 18 回日本スポーツ歯科医学会

総会・学術大会, 沖縄市) A00-0790-10 (1)群馬県ラグビー協会 

 



8. 武田友孝, 中島一憲, 梶間孝樹, 伊澤 昇, 楳津徳弘, 塩野英昭, 島田 淳, 高山和比古, 星野浩之, 額賀康之, 

片山幸太郎,保科早苗, 佐藤武司, 半田 潤, 石上惠一 : マウスガード・スポーツ外傷における問題点,      

スポーツ歯 11(2), 131, 2008. (第 18 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会, 沖縄市) A00-0790-08 

9. 黒川勝英, 中島一憲, 内藤 薫, 武田友孝, 﨑山浩司(1), 石上惠一 : 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 11(2), 133, 2008. (第 18 回日本スポーツ歯科医学会

総会・学術大会, 沖縄市) A02-0790-15 (1)解剖 

 

10. 若野新八, 須田 鎮, 中島一憲, 半田 潤, 武田友孝, 石上惠一 : 顎口腔系の状態変化が運動調節機構へ  

及ぼす影響 第 2 報 静的バランスに対応した動的バランスの評価項目の検討, スポーツ歯 11(2), 136, 2008. 

(第 18 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会, 沖縄市) A00-0790-19 

 

11. 須田 鎮, 若野新八, 武田友孝, 中島一憲, 柄澤健介, 片野勝司(1), 茂木博行(1), 正村正仁(2), 宮沢裕夫(2),   

石上惠一 : スキー競技における顎口腔系の状態について, スポーツ歯 11(2), 141, 2008. (第 18 回日本スポーツ

歯科医学会総会・学術大会, 沖縄市) A00-0790-01 (1)群馬県,(2)松本歯大・小児歯 

 

12. 大野浩之, 須田 鎮, 中島一憲, 黒川勝英, 澁澤真美, 三島 攻, 片野勝司(1), 茂木博行(1), 武田友孝,      

石上惠一 : モーグル競技における外傷およびマウスガードに関するアンケート調査, スポーツ歯 11(2), 141, 

2008. (第 18 回日本スポーツ歯科医学会総会・学術大会, 沖縄市) A00-0790-14 (1)群馬県 

 

13. 片野勝司(1), 鎗田文夫(1), 武田友孝, 石上惠一 : 群馬県高校ラグビー選手権大会におけるマウスガードの実態

調査 第 2 報 アンケート調査について, スポーツ歯 11(2), 154, 2008. (第 18 回日本スポーツ歯科医学会総会・    

学術大会, 沖縄市) A00-0790-10 (1)群馬県ラグビー協会 

 

14. 若野新八, 武田友孝, 中島一憲, 須田 鎮, 大野浩之, 三島 攻, 柄澤健介, 額賀英之, 石上惠一, 大岡 茂(1),

太田千尋(1) : ラグビー選手の頸部筋力 第一報 競技レベルおよびマウスガードの影響, 第 5 回日本フット    

ボール学会抄録集, 23, 2008. (5th congress Japanese society of science and football, 大阪市) A00-0790-12          

(1)クボタスピアーズ・ラグビーフットボールクラブ 

 

15. 黒川勝英, 中島一憲, 須田 鎮, 若野新八, 三島 攻, 柄澤健介, 高山和比古, 関口千栄子, 武田友孝,     

石上惠一 : ガム咀嚼が身体運動反応時間に及ぼす影響, 日本補綴歯科学会東関東支部総会・第 11 回学術

大会プログラム抄録集, 41, 2008. (日本補綴歯科学会東関東支部総会・第 11 回学術大会, 水戸市) A00-0790-07 

 

16. 柄澤健介, 須田 鎮, 中島一憲, 若野新八, 大野浩之, 三島 攻, 黒川勝英, 武田友孝, 石上惠一 : マウス  

ガードが咬合力に与える影響, 第 5 回日本フットボール学会抄録集, 63, 2008. (5th congress Japanese society of 

science and football, 大阪市) A00-0790-08 

 



12．臨床検査学研究室  

 

プロフィール 

1．教室員と主研究テーマ 

教 授 井上  孝 歯髄・歯根膜組織およびDental implant周囲組織の解析（Ａ03-0611-1～7）

准 教 授 松坂 賢一 Dental implantの基礎的研究（Ａ03-0611-1～7） 

助 教 

( 兼 任 ) 

村上  聡 レーザーの生体組織への影響に関する基礎的研究（Ａ03-0611-2,4,5,7） 

大学院生 佐藤 大輔 創傷の治癒における細胞とメカニカルストレス（Ａ03-0611-2,3） 

 中川  惠理 ニコチンと歯周組織の動態（Ａ03-0611-1,4） 

 成瀬 晋一 歯根吸収メカニズムの解明（Ａ03-0611-1,2） 

 國分 克寿 人工ペプチドの歯科領域への応用（Ａ03-0611-2,4） 

 鏡  明展 歯肉移植片の結合組織の動態（Ａ03-0611-2,4） 

 山脇 健史 歯根膜マラッセ上皮残遺細胞の機能の解明(A03-0611-4) 

 佐藤 隆太 Dental implantの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

 監物  真 歯根膜のtissue engineering（Ａ03-0611-2,3,4） 

 岩田祥一郎 レーザーの生体組織への影響に関する基礎的研究（Ａ03-0611-2,4,5,7） 

 Sultan Z Khan レーザー照射による根尖病巣治癒の解析（Ａ03-0611-2,4,5,7） 

 三輪 恒幸 歯牙萌出障害における歯胚の変化（Ａ03-0611-4) 

  島  秀仁 Dental implantの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

  洪  榮杰 Dental implantの実験病理学的研究（Ａ03-0611-3） 

  

2．成果の概要 

1）歯根膜組織およびDental implant周囲組織細胞の分化の解析 

本研究の目的は、歯根膜組織および歯槽骨の持つ特性やその動態を検索し、歯根膜細胞のセメン

ト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検討するとともに、歯科

インプラント等の生体材料に対する生体の組織反応を検討し、歯根膜誘導の可能性を探ることであ

る。歯根膜組織および歯槽骨の動態を検討するため、in vivo の実験系では移植や創傷治癒過程を

検討するとともに、in vitroでは、培養細胞を用いて、歯根膜組織および歯槽骨細胞の特性を検討

して、骨芽細胞への分化増殖因子を検索している。さらに、インプラント材料や移植材料に対する

反応を同様の実験系によって検討している。インプラント材料表面の微細構造が細胞動態に与える

影響を検索したところ、骨芽細胞では、深さと幅が数μｍの微細溝を有する材料上で、溝に沿って

増殖、配列するとともに、石灰化能が上昇する。平成17年度には基質にナノレベルでのタンパク固

定を行い、in vitro的に細胞動態を検索した。 

J Oral Implantology 33(6), 321～326, 2007 

Bull Tokyo Dent Coll 48(3), 143～146, 2007 

Med Mol Morphol 40(3), 157～162, 2007 

Implant Dentistry 16(3), 309～316, 2007 

Dent Mater J 26(3), 451～456, 2007 

Key Eng Mat 330-332, 597～600, 2007 



Clin Oral Implant Res 18(2), 171～178, 2007 

J Periodont Res 43(3), 322～327, 2008 

 

2）歯髄組織の動態解析およびレーザーの影響 

歯髄組織の発生、加齢変化、象牙芽細胞への分化、種々の薬剤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組織保存の可能性をin vivoならびにin vitroの系

で検討する。これらの研究を遂行するためには、組織学的ならびに電子顕微鏡的検索を基本とした

形態計測に加え、生化学的検索や RNA の発現、局在を検索するための in situ  hybridization や

RT-PCR法、タンパク質の変化をwestern blot、免疫組織化学的検索、免疫電顕などの手法を用いる。

平成17年度には炭酸ガスレーザーを歯髄に作用させ、創傷治癒を検索した。 

Lasers Med Sci 2007 

Dent Mater J 26(4), 493-500, 2007 

   

3）口腔内病変に関する臨床研究 

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病変の検体を用いて、病理組織学的に検討すると共に、免疫組織化学的、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。平成17年度には唾液腺腫瘍と歯

原性腫瘍の発生メカニズムの解析を症例からアプローチした。 

頭頸部癌 33(1), 11～16, 2007 

J Oral Pathol Med 36(7), 383～393, 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 

井上  孝 象牙質・歯髄複合体の病態生理 アラバマ大学 

バーミンガム校歯学部

U.S.A. S. Suzuki 

井上  孝 ポーラスタイプインプラントの組織

親和性 

トロント大学・歯学部 Canada D.A.Deporter

井上  孝 

松坂 賢一 

歯根膜細胞の再生とその機能 ブリテイシュコロンビ

ア大学・歯学部 

Canada D.M.Brunette

松坂 賢一 インプラントと組織界面 ナイメーヘン大学・ 

歯学部 

Netherlands J. A. Jansen

井上  孝 

松坂 賢一 

インプラントと組織界面 日本大学歯学部 東京 小木曽文内 

 

 

 

 

 



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 

井上  孝 口腔の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) 

井上  孝 機能性インプラントのためのセメント質誘導ペプチド創製 文部科学省・基盤研究（A） 

松坂 賢一 口腔エイジング解明によるリジュヴェネーション 文科省科研費・基盤研究(C) 

村上  聡 炭酸ガスレーザーによるオーラルヘルスプロモーション 文科省科研費・若手研究(B) 

 

5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演  題 学会名 開催地 

井上  孝 2007. 9.15 治癒期間の短縮、促進因子 第37回日本口腔インプラント学会

総会・学術大会 

熊本市 

井上  孝 2007. 9.15 インプラント上皮界面の病理と

臨床、特に病態学の立場から 

第37回日本口腔インプラント学会

総会・学術大会 

熊本市 

井上  孝 2007.11.11 咬合採得と生体反応 日本顎咬合学会、第13回東北支部

学術大会および第8回咬合フォー

ラム 

仙台市 

 

  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 

井上  孝 2007.11.23 Current Dental Implant 
Research 

中国第四軍医大学歯学部講演会 中国西安 

井上  孝 2007.12.12 インプラント周囲組織を検証する 第 11 回日本顎顔面インプラント

学会総会・学術大会 

新潟市 

 

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 

井上  孝 2007. 4.14 インプラント病態学 京都インプラント研究所（認定医

養成講座） 

京都市 

井上  孝 2007. 4.22 インプラント体と生体の反応、

口腔粘膜の治癒と骨の治癒およ

び骨代謝 

九州インプラント研究会（認定医

養成講座） 

熊本市 

井上  孝 2007. 5.12 インプラントに対する生体反応

（病理、病態） 

日本歯科先端技術研究所 東京 

井上  孝 2007. 5.10 医療安全 大阪歯科大学医療安全管理委員会 大阪市 

井上  孝 2007. 5.18 臨床検査 Clinical Dentistry Research 
Institute(CDRI)講演会 

東京 



講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

井上  孝 2007. 5.20 インプラントにおける病理的な

基礎知識 

日本インプラント臨床研究会 東京 

井上  孝 2007. 5.21 再生歯科医学の現状 口腔環境研究会 東京 

井上  孝 2007. 6. 9 インプラントに対する生体反応 嵌植義歯研究所 仙台市 

井上  孝 2007. 6.16 歯牙移植・再植の病理と臨床 第44回東京歯科大学同窓会東北地

域支部連合会学術大会 

山形市 

井上  孝 2007. 6.30 最新歯科治療 東京歯科大学同窓会船橋市支部

学術講演会 

船橋市 

井上  孝 2007. 7. 1 抜歯即時抜歯を裸にする 2nd Immediate Implant 
Symposium 

福岡市 

井上  孝 2007. 7.21 歯科医療と評価療養 東京歯科大学群馬県同窓会学術

講演会 

高崎市 

井上  孝 2007. 7.28 日常臨床の安全管理 埼玉県与野歯科医師会学術講演会 さいたま市

井上  孝 2007. 9. 1 患者・歯科医師が求めるＭＩ 日本歯科医学会衛星 19 年度学術

講演会 

仙台市 

井上  孝 2007. 9. 8 インプラント病理学 北海道形成歯科研究会 札幌市 

井上  孝 2007. 9.13 若さと健康はお口から、美味し

く食べて毎日を楽しく 

千葉歯科健康塾 千葉市 

井上  孝 2007. 9.20 インプラントは非自己か 鶴見大学口腔顎顔面インプラン

ト臨床研修セミナー 

鶴見市 

井上  孝 2007. 9.27 創傷の治癒 港区芝歯科医師会学術講演会 東京 

井上  孝 2007. 9.30 口腔病変の病因と病態、歯髄病

変からインプラントの骨新生 

香川県歯科医師会学術講演会 高松市 

井上  孝 2007.10. 4 歯科における医療安全 東京都府中市歯科医師会学術講

演会 

東京 

井上  孝 2007.10. 7 基礎と臨床を通じて学んだこと、

インプラント周囲組織の病理 

臨床器材研究所 大阪市 

井上  孝 2007.10.14 日常歯科臨床における医療安全

管理の舞台裏 

宮城県歯科医師会医療管理講演会 仙台市 

井上  孝 2007.11.15 臨床検査について 東京歯科大学目黒支部講演会 東京 

井上  孝 2007.11.28 最近のトピックスとアンチエイ

ジング 

東京歯科大学千葉市同窓会講演会 千葉市 

井上  孝 2007.12.6 健康長寿のための口腔検査 第17回群馬県歯科保健大会 前橋市 

井上  孝 2007.12.9 インプラントのピットフォール 愛媛県歯科医師会学術講演会 松山市 

井上  孝 2007.12.15 インプラント病態論 新潟再生歯学研究会 新潟市 

井上  孝 2008. 1.12 インプラント病理学 日本口腔インプラント学会認定

医申請用教育講座 

東京 



講演者 年月日 演  題 学会・研究会名 開催地 

井上  孝 2008. 2.16 歯の健康と子供の未来 平成19 年度花見川区Ｐ連第3回

講演会 

千葉市 

井上  孝 2008. 3.15 患者・歯科医師が求めるＭＩ 日本歯科医学会平成 19 年度学術

講演会 

京都市 

井上  孝 2008. 3.16 臨床検査とインプラント治療 第 11 回九州インプラント研究会

学術講演会 

熊本市 

井上  孝 2008. 3.20 インプラント治療におけるリス

クマネジメント 

厚誠会春季特別セミナー 厚木市 

井上  孝 2008. 3.30 アンチエイジングとレーザー治

療について 

第5回レーザーミーティング 東京 

松坂 賢一 2008. 2. 2 インプラントにおける新技法と

その基礎的裏づけ 

第 27 回日本口腔インプラント学

会専門医教育講座 

東京 

松坂 賢一 2008. 3. 9 歯科治療における臨床検査 長崎県歯科医師会 長崎市 

 

共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

松坂 賢一 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 

松坂 賢一 2007. 2.23 平成19年度 東京歯科大学 第4学年OSCE 評価者 千葉市 

松坂 賢一 2007. 3. 3 平成19年度 東京歯科大学 第4学年  追・再試 試験実施委員 千葉市 
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1. Jung,U.(1), Kim,C.(1), Choi,S.(1), Choi,K.(1), Inoue,T., Kim,C.(1) : Healing of surgically created circumferential gap 

around non-submerged-type implants in dogs: a histomorphometric study, Clin Oral Impl Res 18(2), 171～178, 

2007. 原著 A03-0611-3 (1)延世大 

 

2. Hosoya,Y.(1), TAY,F.R.(2), Miyazaki,M.(3), Inoue,T. : Hardness and elasticity of sound and caries-affected primary 

dentin bonded with one-step self-etch adhesive, Dent Mater J 26(4), 493～500, 2007. 原著 A03-0611-3      
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3. Kim,M.(1), Choi,J.(1), Jung,U.(1), Lee,I.(1), Inoue,T., Choi,S.(1) : The effects of lon beam-assisted deposition of 
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Godoy,H.(10), Delgado,W.A.(11), Carlos-Bregni,R.(12), Macias,J.F.(9), Matsuzaka,K., Sato,D., Vargas,P.A.(13), 

Adebayo,E.T.(14) : An updated clinical and epidemiological profile of the adenomatoid odontogenic tumour: a 

collaborative retrospective study, J Oral Pathol Med 36(7), 383 ～ 393, 2007. 原 著  A03-0611-2 

(1)Spain,(2)Germany,(3)Malaysia,(4)China,(5)Thailand,(6)South Africa,(7)India,(8)広島大学,(9)Mexico,(10)Argentina,(11)Peru, 

(12)Guatemala,(13)Brazil,(14)Nigeria 

 

6. Matsuzaka,K., Tsuruoka,M.(1), Kokubu,E.(1), Katakura,A.(2), Endoh,T.(3), Shibukawa,Y.(4), Shintani,M.(5), Tazaki,M.(3), 
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21. 河地 誉(1), 野村武史(1), 須賀賢一郎(1), 米津博文(1), 高木多加志(1), 柴原孝彦(1), 内山健志(1), 村上 聡,     

坂本輝雄(2) : 下顎頭過形成および両性腫瘍の 10 例における臨床的検討, プログラム・抄録集, 17, 2007.    

(第 184 回(社)日本口腔外科学会関東地方会, 東京) A03-0611-2 (1)口外,(2)矯正 

 

22. 松坂賢一 : アンチエイジング治療と再生医療 口腔のアンチエイジング解明の基礎的研究, 日再生歯医会誌 

5(1), 49, 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 

 

23. 佐藤大輔, 遠藤隆行(1), 石原和幸(2), 松坂賢一, 吉成正雄(3), 橋本貞充(4), 田﨑雅和(1), 井上 孝 : 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)生理,(2)微生物,(3)理工,(4)病理 

 

24. 荒野太一(1), 吉成正雄(2), 井上 孝, 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, 日再生歯医会誌 5(1), 58, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京) A03-0611-1.3, HRC7 

(1)クラウンブリッジ,(2)理工 

 

25. 國分克寿, 柏木健司(1), 吉成正雄(2), 井上 孝, 芝 清隆(1) : 人工タンパク質を用いた生物活性固相化チタンイン

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 (1)癌研・蛋白創製,(2)理工 

 

26. 国分栄仁(1), 松坂賢一, 吉成正雄(2), 井上 孝 : 表面上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 (1)HRC7,(2)理工 

 



27. 倉重圭史(1), 齋藤正人(2), 野呂大輔(2), 竹嶋麻衣子(1), 賀来 亨(1), 五十嵐清治(1), 井上 孝, 安彦善裕(3) : ブタ 

マラッセ上皮遺残由来細胞と口腔上皮由来細胞の mRNA 発現様式の違い‐DNA マイクロアレイによる検索‐, 

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) A03-0611-4, HRC7       

(1)北海道医療大学・歯,(2)北海道医療大学,(3)北医療大・歯・口病 

 

28. 鶴岡守人(1), 松坂賢一, 井上 孝 : 加齢組織における床下粘膜組織の恒常性維持, 日本再生歯科医学会誌 

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) A03-0611-4, HRC7 (1)HRC7 

 

29. 尾崎亘弘(1), 太田 卓, 国分栄仁(2), 鶴岡守人(2), 井上 孝 : ラット培養骨髄細胞の歯周組織窩洞内移植に関す

る研究, 日再生歯医会誌 5(1), 66, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会および総会, 東京) A03-0611-4, HRC7 

(1)阪大・歯・付属病院,(2)HRC7 

 

30. 松江真理子(1), 松坂賢一, 山脇健史, 根津 崇(2), 成瀬晋一, 鏡 明展, 井上 孝 : 加齢に伴うラット切歯歯胚に

おける遺伝子発現変化の網羅的解析, 日再生歯医会誌 5(1), 67, 2007. (第 5 回日本再生歯科医学会学術大会およ

び総会, 東京) A03-0611-4, HRC7 (1)HRC7,(2)矯正 

 

31. 松岡海地(1), 太田 卓, 国分栄仁(2), 鶴岡守人(2), 井上 孝 : 培養歯髄細胞の骨窩洞内自家移植に関する研究, 

日再生歯医会誌 5(1), 71, 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       

(1)東歯大・千葉病院,(2)HRC7 

 

32. 井上 孝 : 特別講演 1 インプラント周囲組織を検証する, 日本顎顔面インプラント学会誌 6(2), 108, 2007.     

(第 11 回 日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会, 新潟市) 

 

33. 松坂賢一 : 専門医教育講座 インプラントにおける新技法とその基礎的裏付け, 日本口腔インプラント学会    

第 27 回関東・甲信越支部学術大会プログラム・抄録集, 29, 2008. (日本口腔インプラント学会 第 27 回関東・甲信越

支部学術大会, 東京) A03-0611-3 

 

34. 雨宮 花, 国分栄仁(1), 村上 聡, 松坂賢一, 井上 孝 : 低酸素および再酸素化によるラット歯根膜細胞の     

in vitro における細胞応答, 日本口腔インプラント学会 第 27 回関東・甲信越支部学術大会プログラム・抄録集, 

38, 2008. (日本口腔インプラント学会 第 27 回関東・甲信越支部学術大会, 東京) A03-0611-4, HRC7 (1)HRC7 

 

35. 猿田浩規(1), 北川博美(1), 法月良江(1), 伊藤寛史(1), 吉田有智(1), 小田貴士(1), 安田雅章(1), 鈴木憲久(1),      

古谷義隆(1), 伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 村上 聡, 松坂賢一, 井上 孝, 髙野伸夫(2), 矢島安朝(1) : インプラント

周囲に発生した扁平上皮癌の一例, 日本口腔インプラント学会 第 27 回関東・甲信越支部学術大会プログラム・

抄録集, 47, 2008. (日本口腔インプラント学会 第 27 回関東・甲信越支部学術大会, 東京) A03-0611-2  

(1)千病・口腔インプラント,(2)口外 

 

36. 井上 孝 : 「インプラント上皮界面の病理と臨床」特に病態学の立場から, 日口腔インプラント会誌 21(1), 60, 

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 

 

37. 井上 孝 : 治癒期間の短縮‐促進因子‐, 日口腔インプラント会誌 21(1), 69～70, 2008. (第 37 回(社)日本口腔    

インプラント学会学術大会, 熊本市) 

 



38. 國分克寿, 吉成正雄(1), 井上 孝 : 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 

(1)理工 

 

39. 井上 孝 : 学術講演会 病態生理学的観念から, 日歯医会誌 27, 65～68, 2008. (日本歯科医学会第 26 回学術   

講演会, 京都市) 

 



13．口腔インプラント学研究室 

 

プロフィール 

1． 教室員と主研究テーマ 

教 授 矢島 安朝 インプラント治療のリスクファクターの明確化 

治癒期間の短縮化と患者負担の軽減 

骨造成法の確立 

講 師 荒瀧 友彦 骨結合インプラントに関する基礎的ならびに臨床的検討 

助 教 

 

伊藤 太一 

古谷 義隆 

唾液によるインプラント周囲炎および歯周炎のリスク度の検定 

吸収性プレートを用いた顎骨欠損部での新しい骨延長法の開発 

レジデント 鈴木 憲久 外骨症発生機序の解明と遺伝的素因に関する研究 

 

2． 成果の概要 

1）インプラント治療のリスクファクターの明確化 

インプラント治療を当科で行う症例すべてに対して骨代謝マーカー、骨吸収マーカーを測定している。

その中の約20%の症例に何らかの異常が認められた。これらの症例をCTのデータ、インプラント治療

の予後、骨吸収の程度、インプラント周囲炎の発症頻度等を長期的に検討し、血液、尿検査からイン

プラントの予知性を把握することが目的である。本年度の結果よりインプラントの予後に大きな影響

を与える項目は、NTx、デオキシピリジノリンである可能性が示唆された。 

 

2）治癒期間の短縮化と患者負担の軽減 

抜歯後即時埋入、即時負荷、即時修復等の症例を積極的に行い、治癒期間の短縮化、患者負担の軽

減化を目指す。現在までの症例では、新しいプロトコールによる失敗症例は見られない。しかし、即

時埋入や即時負荷を行うための一定の基準は報告されていない。この研究では、術前の画像診断やイ

ンプラント埋入時の力学的定量結果、組織学的所見より適応症を確定することを目的としている。 

 

3）骨造成法の確立 

現在、インプラントのための骨造成法は自家骨移植だけを行っている。骨採取部位は腸骨皮質骨、

腸骨海綿骨骨梁、下顎枝外側皮質骨、上顎結節部海綿骨等が用いられているが、移植後インプラント

埋入のための最適時期は決まっていない。これらを明らかにするために、歯科用CTの濃度分布と手術

所見を検討し、インプラント埋入のために最も良い時期を確定したいと考える。この結果をもとに、

人工材料（β-TCP, α-TCP）、PRP、の臨床症例との比較検討を行う予定である。 

 

4) 骨結合インプラントに関する基礎的ならびに臨床的検討 

骨強度評価ソフトウェア を用いて、顎骨 CT データから形状抽出、有限要素モデル化を行い、実際

のインプラント埋入部位の骨強度を把握すべく検討を行っている。また，生体計測として，インプラ

ント療法を適用した患者の埋入インプラントに対して，共鳴振動周波数分析装置を用い，埋入手術時

とアバットメント連結手術時における共鳴振動周波数（ISQ値）の計測を行っている。今後は、コンピ

ューターシミュレーションによる骨強度測定の結果と、実際の生体計測の結果を比較し、特に即時荷

重法における上部構造設計に関して検討を行う予定である。 

 



5) 唾液によるインプラント周囲炎および歯周炎のリスク度の検定 

インプラント周囲組織の健康を維持するためには、プラークコントロールの徹底が必要である。そ

の後の細菌の定着や病原性の進行は、宿主の要因に大きく関わっている。特に唾液は、その量や成分

などを中心に重要な環境因子となっている。唾液は、口腔内の環境を維持し、そこに含まれる唾液タ

ンパク質はタンパク分解酵素の作用を阻害したり、細菌の繁殖を抑えたりと口腔内の自然免疫におい

て重要な働きを担っている。そこで 我々はまずCystatin SAのモノクローナル抗体の開発を行い、臨

床的に応用できることに成功した。そして、今後の研究ではインプラント周囲炎および歯周炎患者に

おける唾液中抗菌タンパク質であるシスタチンおよびリゾチームを定量し、歯周病関連細菌の定量も

併せて行い、両者の相関性を調べ、唾液によるインプラント周囲炎および歯周炎のリスク度の検定を

行う予定である。 

 

6) 吸収性プレートを用いた顎骨欠損部での新しい骨延長法の開発  

   本研究の方法は骨を分割してその間にできる仮骨を延長させる従来の仮骨延長法と異なり、分割す

る骨の代わりに薄い吸収性プレートを骨膜下に挿入してこれを徐々に挙上して仮骨を形成させる方法

で、技術的には容易である。本年度は、上記の概念の検討のために従来の歯槽部仮骨延長装置を使っ

て骨の増量の可能性について観察を行った。 

 

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 

矢島 安朝 

古谷 義隆 

鈴木 憲久 

外骨症発生機序の解明と遺伝的素

因に関する研究 

東京都老人医療センター

昭和大学 

新潟大学 

国立成育医療センター 

東京 

東京 

新潟市 

東京 

山口 雅庸 

天野  均 

斎藤  力 

梅澤 明弘 

 

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 

古谷 義隆 吸収性プレートを用いた顎骨欠損部での新しい骨延長

法の開発  

文科省科研費・若手研究（B） 

伊藤 太一 唾液によるインプラント周囲炎および歯周炎のリスク

度の検定 

平成 17 年度学長奨励研究助成

 

5．研究活動の特記すべき事項 

シンポジスト 

シンポジスト 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

矢島 安朝 2007. 9.16 「PBL」「e-Learning Program」

を主体としたインプラント学の

教育 

第37回日本口腔インプラント

学会学術大会 

熊本市 

矢島 安朝 2007.10. 4 最新のインプラント治療 第56回日本口腔衛生学会総会 東京 

矢島 安朝 2007.10.21 2007年版東京歯科大学学会イン

プラントコンセンサス 

第284回東京歯科大学学会（総

会）・インプラントシンポジウム 

東京 

飯島 俊一 2007.10.21 「改めてインプラント治療とし

てのリスクとは」補綴的な経過

不良例 

第284回東京歯科大学学会（総

会）・インプラントシンポジウム 

東京 



シンポジスト 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

飯島 俊一 2008. 3. 9 日本のインプラント臨床を考える プラトンミーティング2008 東京 

武田 孝之 2007. 9.15 エビデンスに基づくインプラン

ト治療・臨床から基礎への素朴

な疑問 

第37回日本口腔インプラント

学会学術大会 

熊本市 

武田 孝之 2007. 9.16 成功のための治療ガイドライン 第37回日本口腔インプラント

学会学術大会 

熊本市 

武田 孝之 2007. 9.23 インプラントの新しい展望とそ

の対応 

第29回日本歯科技工学会学術

大会 

仙台市 

武田 孝之 2007.10. 4 インプラントの予後に関する要

因とその対応-主に予後に関す

る要因- 

第56回日本口腔衛生学会総会 東京 

武田 孝之 2007.10.21 「インプラント治療の成功と

は」インプラントのゴールと

は？ 

第284回東京歯科大学学会（総

会）・インプラントシンポジウム 

東京 

 

6．教育講演等教育に関する業績，活動 

 教育講演 

氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

矢島 安朝 2007. 5.19 大学病院は変貌する 

－東京歯科大学口腔インプラント科

が目指す患者中心の「歯科医療」－ 

東京歯科大学同窓会秋田支

部・学術講演会 

秋田市 

矢島 安朝 2007. 6.16 千葉病院口腔インプラント科の

現状と将来展望 

理工懇談会 東京 

矢島 安朝 2007. 6.23 インプラント治療の潮流と東京

歯科大学口腔インプラント科の

めざすもの 

東京歯科大学同窓会新潟県

支部総会学術講演会 

新潟市 

矢島 安朝 2007. 6.24 21世紀の歯科医療の方向性  

－口腔癌からインプラント治療

まで－ 

平成19年度松本歯科大学交

友会本部・四支部共済学術講

演会 

塩尻市 

矢島 安朝 2007. 7. 8 安全で確実なインプラント治療

をめざして－東京歯科大学口腔

インプラント学研究室の取り組

み－ 

東京歯科大学同窓会埼玉県

支部・学術講演会 

さいたま市

矢島 安朝 2007. 7.12 東京歯科大学口腔インプラント

科のめざすもの 

栃木歯科研修会特別講演会 宇都宮市

矢島 安朝 2007. 7.21 インプラントにおける外科の基

本手技（講演・実習） 

社団法人・日本歯科先端技術

研究所・115単位インプラン

ト研修会 

東京 

矢島 安朝 2007. 7.22 インプラント治療のトラブルを

避けるために－メディカルイン

タビューから手術手技まで－ 

プラトンセミナー2007 東京 

矢島 安朝 2007. 9. 1 東京歯科大学口腔インプラント

科の現状と将来展望 

平成19年度 東京歯科大学 

口腔外科学講座同窓会「精到

会」記念講演 

東京 

矢島 安朝 2007. 9. 2 大学病院は変貌する 東京歯科

大学口腔インプラント科がめざ

す患者中心の「歯科医療」 

松本歯科大学校友会2007年

度卒後研修セミナー 

塩尻市 



氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

矢島 安朝 2007. 9. 2 当科におけるインプラントシス

テムの選択基準 

松本歯科大学校友会2007年

度卒後研修セミナー 

塩尻市 

矢島 安朝 2007.9.8～9 インプラント治療導入のABC  

-ブタ顎骨で体験！ 明日からでき

るようにしよう、インプラント- 

東京歯科大学卒後研修セミ

ナー2007 

東京 

矢島 安朝 2007.10.14 インプラントトラブル症例から

学ぶ失敗防止策 

プラトンミーティングOSAKA 大阪市 

矢島 安朝 2007.11. 9 インプラント治療の潮流と東京

歯科大学口腔インプラント科の

めざすもの 

東京歯科大学同窓会渋谷支

部・学術講演会 

東京 

矢島 安朝 2007.11.18 日常臨床におけるインプラント

の位置づけ －安全で確実なイ

ンプラント治療をめざして大学

病院の役割― 

東京歯科大学神奈川県支部

連合同窓会・ 

東京歯科歯科大学神奈川同

窓会・合同学術研修会 

横浜市 

矢島 安朝 2007.12.22 系統科目の連携による統合的 

e-Learning Program の構築  

-インプラント学を中心に- 

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~ 

東京 

矢島 安朝 2008. 2. 9 インプラント治療の現実と幻想 

-氾濫する情報に惑わされないた

めに 

高崎市歯科医師会 学術講演会 高崎市 

矢島 安朝 2008. 2.16 インプラントの変遷と今後の展

開－過去、現在、未来－ 

2007年度口腔四学会合同研

修会 第29回（社）口腔外

科学会教育研修会 

東京 

矢島 安朝 2008. 3. 2 歯科大学に変革が始まった！

インプラント治療の教育、研究、

臨床、そして病診連携 －氾濫す

る情報に惑わされないために－ 

（社）日本歯科先端技術研究

所平成19年学術講演会 

東京 

矢島 安朝 2008. 3.19 21 世紀の歯科医療の方向性とイ

ンプラント治療の将来 

東京松風歯科クラブ講演会 東京 

添島 義和 2007. 4.21 インプラント医としての医療倫

理 

口腔インプラント治療の目的と

概説 

（社）日本口腔インプラント

学会指定 九州インプラン

ト研究会認定講習会 

熊本市 

添島 義和 2007. 6.23 インプラントのための検査・診査

および臨床設計と治療の流れ 

（社）日本口腔インプラント

学会指定 九州インプラン

ト研究会認定講習会 

熊本市 

添島 義和 2007. 8.18 ITIインプラントの歴史と概

説・適応基準 

（社）日本口腔インプラント

学会指定 九州インプラン

ト研究会認定講習会 

熊本市 

添島 義和 2007.10.20 インプラント治療における即時

荷重の基礎と臨床術式 

（社）日本口腔インプラント

学会指定 九州インプラン

ト研究会認定講習会 

熊本市 

添島 義和 2007.11.17 インプラント難症例へのアプロ

ーチと留意事項 

（社）日本口腔インプラント

学会指定 九州インプラン

ト研究会認定講習会 

熊本市 

飯島 俊一 2007. 4. 8 インプラント治療におけるチー

ムアプローチ 

IRM・G&I インプラント講演

会 2007 

水戸市 

飯島 俊一 2007. 4.15 大信セミナー 大信貿易講習会 名古屋市



氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

飯島 俊一 2007. 4.22 セルコンスマートセラミックス

の上部構造への応用 

デンツプライ・セルコンスマ

ートセラミックス講習会 

札幌市 

飯島 俊一 2007.5.12～13 ITIベーシックコースレクチャー ITIストローマン講習会 東京 

飯島 俊一 2007.5.19～20 ITIアドバンスコースレクチャー ITIストローマン講習会 袖ヶ浦市

飯島 俊一 2007. 6. 3 アンキロスワンデイコースレク

チャー 

デンツプライ三金 

【ANKYLOS】一日コース 

東京 

飯島 俊一 2007.6.30～7.1 ITIアドバンスコースレクチャー ITIストローマン講習会 袖ヶ浦市

飯島 俊一 2007.7.7～8 ITIベーシックコースレクチャー ITIストローマン講習会 東京 

飯島 俊一 2007.7.15 アンキロスワンデイコースレク

チャー 

デンツプライ三金 

【ANKYLOS】一日コース 

袖ヶ浦市

飯島 俊一 2007. 7.22 インプラント治療における骨欠

損への対応 

青森インプラント研究会100

時間講習会 

青森市 

飯島 俊一 2007. 8.18～19 ITI講義・実習・患者示説 社）日本口腔インプラント学

会指定 九州インプラント

研究会認定講習会 

熊本市 

飯島 俊一 2007. 9.1～2 ITIアドバンスコースレクチャー ITIストローマン講習会 袖ヶ浦市

飯島 俊一 2007. 9.8～9 GBRコースレクチャー ストローマン講習会 東京 

飯島 俊一 2007. 9.24 SPIベーシックコース －イン

プラント治療を安全に長期に安

定させるためのポイント－ 

SPIシステム研修会・モリタ

研修会 

大阪市 

飯島 俊一 2007. 9.30 アンキロスワンデイコースレク

チャー 

デンツプライ三金 

【ANKYLOS】一日コース 

袖ヶ浦市

飯島 俊一 2007.11.11 アンキロスワンデイコースレク

チャー 

デンツプライ三金 

【ANKYLOS】一日コース 

袖ヶ浦市

飯島 俊一 2007.11.17～18 ITIベーシックコースレクチャー ITIストローマン講習会 東京 

飯島 俊一 2007.11.25 CTセミナー KOデンタル講習会 千葉市 

飯島 俊一 2008. 2.16 ITIベーシックコースレクチャー ITIストローマン講習会 東京 

飯島 俊一 2008. 3.15 CAD/CAMシステムを応用したイ

ンプラント上部構造について 

九州インプラント研究会 

学術総会 
熊本市 

椎貝 達夫 2008. 4. 1 Screw-Vent インプラント実践  

2日間コース 

インプラテックス主催イン

プラント講習会 

名古屋 

椎貝 達夫 2007. 6.23～24 システムを超えたインプラント

のシステム第1回 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

椎貝 達夫 2007. 7.21～22 システムを超えたインプラント

のシステム第2回 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

椎貝 達夫 2007. 8.11～12 システムを超えたインプラント

のシステム第3回 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

椎貝 達夫 2007. 9.24 SimPlantの有効利用について 株式会社マテリアライズ 

デンタル ジャパン・

SimpLant11体験セミナー 

東京 

椎貝 達夫 2007.11.18 システムを超えたインプラント

のシステム・フォローアップ 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 



氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

椎貝 達夫 2008.1.19～20 システムを超えたインプラント

のシステム第1回 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

椎貝 達夫 2008.2.16～17 システムを超えたインプラント

のシステム第2回 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

椎貝 達夫 2008.3.15～16 システムを超えたインプラント

のシステム第3回 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

武田 孝之 2007. 4. 1 トラブルを回避するための治療

計画とその予後 

第11回埼玉インプラント研

究会コロキウム 

さいたま市 

武田 孝之 2007. 4. 8 インプラント治療のための補綴

セミナー 

石川県口腔インプラント研

究会 

金沢市 

武田 孝之 2007. 4.15 多数歯欠損における治療計画の

実際 

インプラント補綴アドバン

スセミナー  

東京 

武田 孝之 2007. 5.13 治療計画の立案と患者説明 HAKUHO セミナー  東京 

武田 孝之 2007. 5.20 インプラントの咬合 分かって

いること、いないこと 

日本補綴歯科学会第116回 

学術大会 

神戸市 

武田 孝之 2007. 6. 3 多数歯欠損に対する対応 プラクティカルプログラム 札幌市 

武田 孝之 2007. 6.16～17 インプラント治療を診療ワーク

として導入する為のコース 

ITIインプラント臨床実践コ

ース 

東京 

武田 孝之 2007.6.23～24 システムを超えたインプラント

のトレンド 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

武田 孝之 2007. 7. 1 抜歯即時インプラントを裸にする 2nd  Immediate Implant 
Syposium 

福岡市 

武田 孝之 2007. 7. 8 患者、術者共に楽ができる治療を

目指して 

インプラント診断力向上セ

ミナー 

東京 

武田 孝之 2007.7.21～22 診断、評価と治療計画 Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

武田 孝之 2007. 7.28 より確実なインプラント治療を

求めて 

Osseointegration of Japan 
2007年度ミーティング 

東京 

武田 孝之 2007. 8.11～12 インプラント補綴とメインテナ

ンス 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

武田 孝之 2007. 8.18～19 成功のための治療計画 九州インプラント研究会主

催・認定医申請のための100

時間コース 

熊本市 

武田 孝之 2007. 8.26 多数歯欠損に対する対応 インプラント補綴アドバン

スセミナー 

大阪市 

武田 孝之 2007. 8.29 インプラントシステムの使い分け うちわの会 東京 

武田 孝之 2007. 9. 2 患者中心型のインプラント治療

を目指して 

平成19年度福岡県歯科医学会 福岡市 

武田 孝之 2007.10. 7 補綴医からみたインプラント治療 臨床機材研究所主催・認定医

申請のための100時コース 

大阪市 

武田 孝之 2007.10.14 JIADSで学んだ下顎位の応用 The Japan Institute for 
Advanced Dental Studies 
(JIADS)補綴コース 

大阪市 



氏 名 年月日 演題 学会・研究会名 開催地 

武田 孝之 2007.10.20 Patient-centered Implant 
Treatment 

Greater New york日本補綴

歯科学会共催学術大会 
東京 

武田 孝之 2007.10.27～10.28 インプラント治療を診療ワーク

として導入する為のコース 

ITIインプラント臨床実践 

コース 

東京 

武田 孝之 2007.11.11 欠損補綴としてのインプラント

治療 

TDC卒後研修セミナー 東京 

武田 孝之 2007.11.17 検査を必要としなかったインプ

ラント治療の行く末を考える 

日本口腔検査学会 東京 

武田 孝之 2007.11.18 インプラント治療の成功とは Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

武田 孝之 2007.11.25 多数歯欠損に対する対応 インプラント補綴アドバン

スセミナー 

名古屋市

武田 孝之 2007.12. 9 インプラント治療の光と影 愛媛県歯科医師会学術講演会 松山市 

武田 孝之 2007.12.16 インプラントの効果とリスク 新潟再生歯学研究会・第7回100

時間インプラントセミナー 

新潟市 

武田 孝之 2008. 1.18 欠損歯列のかかえる問題点とイ

ンプラント 

丸の内歯科医師会学術講演会 東京 

武田 孝之 2008. 1.19 欠損歯列の評価とインプラント

の治療計画 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

武田 孝之 2008. 1.20 Straumann Implantの特徴と 
使用上の注意点 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

武田 孝之 2008. 1.27 インプラントの効果とリスク 東北大学歯学部同窓会主催 

学術講演会 

仙台市 

武田 孝之 2008. 2.10 欠損歯列の評価とインプラント

の治療計画 

東京医科歯科大学同窓会セ

ミナー 

東京 

武田 孝之 2008. 2.15 審美性を重視したインプラント

治療 

Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

武田 孝之 2008. 2.23 欠損歯列におけるインプラント

治療の考え方 

神奈川県歯科医師会学術講

演会 
横浜市 

武田 孝之 2008. 3.15 治療計画の実際 Dental Implant for Oral 
Rehabilitaion研究会 

東京 

武田 孝之 2008. 3.16 インプラントのリスクマネージ

メント 

厚誠会講演会 厚木市 

武田 孝之 2008.3.22～23 ベーシックコース ITIインプラント研修会 東京 

 



論      文 

 

1. Shiigai,T. : Pilot study in the identification of stability values for determining immediate and early loading of implants, 

J Oral Implantol 33(1), 13～22, 2007. 原著 

 

2. 尾谷始子(1), 絵面光江(1), 石橋佑季子(1), 貝谷深雪(1), 折原由梨(1), 矢島安朝 : インプラント上部構造装着後の 

患者の意識調査, 日衛誌 2(1), 78～79, 2007. 原著 (1)千病・歯科衛生部 

 

3. Ｓｕｚｕｋｉ,N., Onda,T.(1), Yamamoto,N.(1), Katakura,A.(1), Mizoe,J.(2), Shibahara,T.(1) : Mutation of the p16/CDKN2 

gene and loss of heterozygosity in malignant mucosal melanoma and adenoid cystic carcinoma of the head and 

neck, Int J Oncol 31(5), 1061～1067, 2007. 原著 学位論文(甲) (1)口外,(2)Hospital Research Center of Charged 

Particle National Institute of Radiological Sciences 

 

4. 原 俊浩(1), 高峰弘二(1), 佐藤隆太(2), 飯島俊一 : サージカルナビゲーションシステムへのコーンビーム CT の臨床

応用, 日口腔インプラント会誌 20(4), 659～663, 2007. 原著 (1)千葉県,(2)臨検査 

 

5. Arataki,T., Furuya,Y., Ito,T., Miyashita,Y.(1), Shimamura,I.(2), Yajima,Y. : Pre-operative drilling simulation method 

for dental implant treatment, Bull Tokyo Dent Coll 48(1), 27～35, 2007. 原著 (1)千病・総合診療科,(2)有床義歯 

 

6. Ito,T., Ito,A.(1), Arataki,T., Furuya,Y., Yajima,Y., Yamada,S.(1), Okuda,K.(2), Kato,T.(2) : 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)歯周病,(2)微生物 

 

解      説 

 

1. 三輪武人(1), 伊藤裕也(1), 飯島俊一, 木村健二(1) : この症例にこの治療 Chair and Laboratory excellence 

Collaborated Case Presentation セルフケアが不得手で歯ぎしりも強い患者に対し、術者可撤式ブリッジを

CAD/CAM で製作した症例, Quintessence Dent Technol 32(4), 62～69, 2007. (1)千葉県 

 

2. 武田孝之 : 時間軸から見たリスクファクターと補綴歯科治療, 日補綴歯会誌 51(2), 201～205, 2007. 

 

3. 椎貝達夫 : リスク診断とリスク回避 欠損歯列としてのリスクとインプラントの役割, 歯科学報 107(4), 404～407, 

2007. 

 

4. 矢島安朝 : リスク診断とリスク回避 顎堤(骨の形態や骨質・骨造成術)からみたリスク, 歯科学報 107(4), 416～418, 

2007. 

 

5. 武田孝之 : 実践歯学ライブラリー インプラント画像診断, DENT DIAMOND 32(12), 36～39, 2007. 

 

6. 矢島安朝 : 実践歯学ライブラリー コーンビーム CT と病診連携 インプラント治療における大きな利点, DENT 

DIAMOND 32(12), 52～54, 2007. 

 

7. 武田孝之 : インプラントの新しい展望とその対応(Part 1), 日歯技工会誌 28(2), 115～122, 2007. 

 



8. 武田孝之 : 【ミニマルインターベンションインプラント 患者中心の治療戦略ガイド】 MI の概念に基づくストラテジー 

インプラント臨床における審美性 審美の考え方と解説と提言, 補綴臨床 別冊ミニマルインターベンションインプ

ラント-患者中心の治療戦略ガイド-, 112～122, 2007. 

 

9. 飯島俊一 : 【ミニマルインターベンションインプラント 患者中心の治療戦略ガイド】 MI の概念に基づくストラテジー 

インプラント臨床における審美性 審美の考え方と解説と提言, 補綴臨床 別冊ミニマルインターベンションインプ

ラント-患者中心の治療戦略ガイド-, 144～150, 2007. 

 

単行図書 

 

1. 一戸達也(1)編, 笠原正貴(2)(ab),(d), 矢島安朝(c) : 著分担 :歯界展望別冊 Q&A 歯科のくすりがわかる本 (a)歯科

で漢方薬が有効なケースは？ 28～30 頁,(b)舌痛症に有効なくすりにはどのようなものがありますか? 88～89

頁,(c)歯科臨床で汎用する薬剤 118～130 頁,(d)歯科で使用する主な漢方薬一覧 180～184 頁, 医歯薬出版, 

東京, 2007. (1)歯麻,(2)口健臨・歯麻 

 

プロシーディングス 

 

1. 矢島安朝 : 最新のインプラント治療, 口腔衛会誌 57(4), 300, 2007. (第 56 回日本口腔衛生学会総会, 東京) 

 

2. 武田孝之 : インプラントの予後に関する要因とその対応 -主に予後に関する要因-, 口腔衛会誌 57(4), 301, 

2007. (第 56 回日本衛生学会, 東京) 

 

3. 矢島安朝 : 日本のインプラント臨床を考える, プラトンミーティング2008抄録集, 2008. (プラトンミーティング2008, 東京) 

 

4. 飯島俊一 : これからのインプラントシステムに求めるもの -各種インプラントの使用から見えてくるもの-, プラトン  

ミーティング 2008 抄録集, 2008. (プラトンミーティング 2008, 東京) 
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1. 井上 孝(1), 武田孝之 : GBR で作った骨は長持ちか?(座談会), 歯界展望 109(4), 685～690, 2007. (1)臨検査 

 

2. 井上 孝(1), 武田孝之 : 即時埋入インプラントの周囲には何が起こっているか?(座談会), 歯界展望 109(5),    

883～888, 2007. (1)臨検査 

 

3. 井上 孝(1), 武田孝之 : 即時荷重の最適な大きさは?(座談会), 歯界展望 109(6), 1099～1104, 2007. (1)臨検査 

 

4. 井上 孝(1), 武田孝之 : インプラント間に天然歯のような乳頭は作れるか?(座談会), 歯界展望 110(1), 75～79, 

2007. (1)臨検査 

 

5. 武田孝之, 西村一郎(1) : サイエンスの贈り物 Giving 同じ価値観のなかで患者さんに優しい医療を(座談会),    

補綴臨床 40(5), 483～487, 2007. (1)UCLA・歯 

 

6. 井上 孝(1), 武田孝之 : IMPLANT OUTLOOK TODAY インプラント治療に伴う合併症の危険, 歯界展望 110(3), 

487～492, 2007. (1)臨検査 

7. 井上 孝(1), 武田孝之 : アパタイトインプラントを見直そう!(座談会), 歯界展望 110(4), 673～678, 2007. (1)臨検査 



8. 井上 孝(1), 武田孝之 : インプラントの感覚は天然歯とどう違うか?(座談会), 歯界展望 110(2), 281～286, 2007.  
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10. 井上 孝(1), 武田孝之 : インプラントとアンチエイジング(座談会), 歯界展望 110(6), 1061～1066, 2007. (1)臨検査 
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14．総 合 診 療 科 

  

プロフィール 

 1．教室員と主研究テーマ 

教  授 角田 正健 口臭診断と治療法のガイドラインを作成する 

講  師 杉山 利子 窩洞形成技術評価システムの臨床研修医教育への応用 

 高橋 俊之 インプラント施術後の補綴処置に関する研究 

 山倉 大紀 可撤性局部義歯における咬合圧支持因子に関する研究 

 近藤 祥弘 歯根膜における弾性系繊維の分布－免疫組織化学的研究－ 

 野呂 明夫 口腔内組織からの幹細胞の同定・純化・分取技術の確立 

助  教 宮下 有恒 骨結合インプラントの基礎的臨床的研究に関する研究 

  

2．成果の概要 

 1）平成17年7月より5カ年計画で、歯科・内科・耳鼻科・企業の協議により口臭の診断と治療

法のガイドラインを作成する。 

 2）総合診療科では、歯科臨床研修医の臨床技能評価を 26 種類の評価シートを用い、研修医自身

による自己評価、および同一評価シートを用いて指導医による評価を行っている。これは臨床経

験を重ねるにつれてその評価は高くなってきている。 

しかし、基本的な手技の中でも窩洞形成は、実際に臨床で行う前段回として十分なシミュレー

ションを必要とする。そこでシミュレーション室あるいは診療室においてマネキン上で窩洞形成

を行い、研修医自身が基本的な窩洞形態との相違点を見つけることで自己評価を行い、さらに指

導医から主観的な評価、指摘を受けている。この際に客観的な一つの指標となる結果を窩洞形成

評価装置から得ることにより、自己評価が的確に行える。 

 

 3．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 演 題 学会・研究会名 開催地 

角田 正健 2007. 4.14 口臭患者への対応 埼玉県北足立歯科医師会 鴻巣市 

角田 正健 2007. 8.30 口臭 千葉県佐原市香取郡歯科医師会 佐原市 

角田 正健 2007. 9.13 歯周病予防は健康の第一歩 千葉市市民講座 千葉市 

角田 正健 2007.10.10 口臭 東京都千代田区歯科医師会 東京 

角田 正健 2007.12. 2 口臭外来 同窓会栃木県支部 栃木 

角田 正健 2008. 1.24 社保講習会 千葉県佐原市香取郡歯科医師会 佐原市 

角田 正健 2008. 2. 3 歯科医師臨床研修精度の現状 同窓会滋賀県支部 滋賀 

 

その他、メディア等 

氏 名 年月日 演題名 メディア名 

角田 正健 2007. 4. 6 気になる口臭 釧路新聞 



氏 名 年月日 演題名 メディア名 

角田 正健 2007. 4. 8 気になる口臭 茨城新聞 

角田 正健 2007. 4.17 気になる口臭 琉球新報 

角田 正健 2007．4.27 口臭 週刊毎日 

角田 正健 2007．4.30 気になる口臭 岩手日日 

角田 正健 2007．5.21 気になる口臭 十勝毎日新聞 

角田 正健 2007．5.31 気になる口臭 陸奥新聞 

角田 正健 2007.12. 1 口臭外来 Nursing Today 

角田 正健 2007.12.25 からだイキイキ 口臭予防 大人の休日 

 

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 

高橋 俊之 2007. 7.27 平成19年度東京歯科大学教育ワークショップ 講師 千葉市 

山倉 大紀 2007. 7.27 平成19年度東京歯科大学教育ワークショップ 講師 千葉市 

高橋 俊之 2007. 9.16・17 第3回茨城県歯科医師会 

歯科医歯臨床研修指導歯科医のためのワーク

ショップ 

タスク 

フォース 

水戸市 

角田 正健 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 

高橋 俊之 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 

山倉 大紀 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 

高橋 俊之 2007.10.30 共用試験歯学系OSCE全国説明会 参加者 東京 

高橋 俊之 2007.11.22 医学系・歯学系OSCEによる臨床技能評価の現

状と将来－共用試験から卒業時まで－ 

参加者 東京 

 

高橋 俊之 2007.12.8･9 第１回医療コミュニケーション・ファシリテー

タ養成セミナー（初級編）ワークショップ 

参加者 

 

名古屋市

高橋 俊之 2007.12.22 東京歯科大学GPフォーラムICGを活用した教

育改善 －歯学教育での取組－ 

参加者 東京 

近藤 祥弘 2007.12.22･23 日本歯科医学教育学会  

プログラム責任者・副プログラム責任者のため

のワークショップ 

参加者 東京 

野呂 明夫 2007.12.22･23 日本歯科医学教育学会  

プログラム責任者・副プログラム責任者のため

のワークショップ 

参加者 東京 

角田 正健 2008. 3.13・14 研修管理委員会・委員長研修 参加者 和光市 

   

 



    共用試験等 

氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地 

高橋 俊之 2007. 8.25 平成19年度 東京医科歯科大学OSCE 評価者 東京 

高橋 俊之 2008. 1.26 平成19年度 日本歯科大学OSCE 評価者 東京 

山倉 大紀 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 

 

 



論      文 

 

1. 高橋俊之, 角田正健, 山倉大紀, 杉山利子, 宮下有恒, 安達 亮, 森永一喜(1), 伊藤明代(2), 春山親弘(3),    

武田友孝(4), 中島一憲(4) : 千葉病院総合診療科における臨床研修歯科医の診療状況について, 歯科学報 

107(5), 519～527, 2007. 臨床 (1)歯内療法,(2)歯周病,(3)保存修復,(4)スポーツ歯 

 

2. Takahashi,T., Sato,T.(1), Hisanaga,R.(1), Miho,O.(1), Suzuki,Y.(1), Tsunoda,M., Nakagawa,K.(2) : Long-term 

observation of porous sapphire dental implants, Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 23～27, 2008. 原著  

(1)クラウンブリッジ,(2)歯内療法 

 

3. Sugiyama,T., Tsunoda,M., Takahashi,T., Yamakura,D., Miyashita,Y., Adachi,R., Morinaga,K.(1), Ito,A.(2), 

Haruyama,C.(3), Takeda,T.(4), Nakajima,K.(4) : Clinical training in Department of General Dentistry at Tokyo 

Dental College Chiba Hospital, Bull Tokyo Dent Coll 49(1), 29～32, 2008. 原著  

(1)歯内療法,(2)歯周病,(3)保存修復,(4)スポーツ歯 

 

プロシーディングス 

 

1. 角田正健 : Mouth odor occurred by periodontitis, 日歯周病会誌 49, 146, 2007. (日歯周病学会 50 周年記念学術  

大会, 東京) 

 

2. 高橋俊之, 松久保 隆(1), 佐藤 亨(2), 佐野 司(3), 角田正健, 一戸達也(4), 岡田眞人(5), 望月隆二(6),阿部伸一(7), 

澁川義宏(8), 高橋 賢(9), 今井裕樹(10), 山倉大紀, 平田創一郎(5), 笠原清弘(11), 坂本輝雄(12), 森下亜矢子(2), 

井出吉信(7), 石井拓男(5), 小田 豊(13), 河田英司(13) : 6 年一貫したコミュニケーション教育, 平成 19 年度教育  

ワークショップ報告書, 3～24, 2007. (平成 19 年度教育ワークショップ, 千葉市) (1)衛生,(2)クラウンブリッジ,(3)歯放,    

(4)歯麻,(5)社会歯,(6)物理,(7)解剖,(8)歯周病,(9)保存修復,(10)小児歯,(11)口外,(12)矯正,(13)理工 

 

学会抄録 

 

1. 高橋俊之, 杉山利子, 山倉大紀, 近藤祥弘, 野呂明夫, 角田正健, 一戸達也(1), 平田創一郎(2), 石井拓男(2) : 

東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修医による協力型臨床研修施設の評価, 第 26 回 日本歯科医学教育

学会総会および学術大会プログラム・抄録集, 68, 2007. (第 26 回 日本歯科医学教育学会総会, 岐阜市)        

(1)歯麻,(2)社会歯 

 

2. 田村直樹(1), 村松 敬(2), 平田創一郎(3), 高橋俊之, 角田正健, 一戸達也(4), 石井拓男(3) : 東京歯科大学千葉  

病院における歯科医師臨床研修の課題－特に協力型研修施設での臨床研修について－, 歯科学報 107(2), 

234, 2007. (第 283 回東京歯科大学学会(例会), 千葉市) (1)口外,(2)病理,(3)社会歯,(4)歯麻 

 

3. 高橋俊之, 角田正健, 石井拓男(1), 一戸達也(2), 亀山敦史(3), 古澤成博(4), 柿澤 卓(5), 外木守雄(6),岡崎雄一郎(7), 

山根源之(6) : 東京歯科大学歯科医師臨床研修における初期研修の検討, 歯科学報 107(4), 455, 2007.    

(第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市) (1)社会歯,(2)歯麻,(3)保存修復,(4)口健臨・総合歯,(5)口健臨・口外,      

(6)市病・オーラルメディシン,(7)市病・口腔がんセンター 

 

 



4. 野呂明夫, 宮下有恒, 杉山利子, 山倉大紀, 高橋俊之, 近藤祥弘, 角田正健, 亀山敦史(1), 伊藤明代(2),     

森永一喜(3), 中島一憲(4), 武田友孝(4) : 東京歯科大学千葉病院臨床研修歯科医による総合診療科への評価, 

歯科学報 107(4), 455, 2007. (第 284 回 東京歯科大学学会総会, 千葉市)  

(1)保存修復,(2)歯周病,(3)歯内療法,(4)スポーツ歯 

 

5. 太田幹夫(1), 村野嘉則(1), 藤波弘州(1), 長谷川昭子(2), 角田正健, 山田 了(1) : 慢性歯周炎患者の下顎中間欠損

部にインプラントを埋入した一例, 日歯周病会誌 49(秋季特別号), 247, 2007. (日歯周病学会 50 周年記念学術大会, 

東京) (1)歯周病,(2)北海道 

 

6. 鈴木憲久(1), 北川博美(1), 法月良江(1), 伊藤寛史(1), 吉田有智(1), 小田貴士(1), 猿田浩規(1), 安田雅章(1),       

古谷義隆(1), 伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 武田孝之(1), 椎貝達夫(1), 飯島俊一(1), 添島義和(1), 中川寛一(2),    

山田 了(3), 櫻井 薫(4), 佐藤 亨(5), 高橋俊之, 矢島安朝(1) : 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科開設後

2 年間の臨床統計, 歯科学報 107, 447, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市)  

(1)千病・口腔インプラント,(2)歯内療法,(3)歯周病,(4)有床義歯,(5)クラウンブリッジ 

 

7. 近藤祥弘, 角田正健, 高橋俊之, 山倉大紀, 杉山利子, 野呂明夫, 宮下有恒, 森永一喜(1), 伊藤明代(2),     

亀山敦史(3), 武田友孝(4), 中島一憲(4) : 東京歯科大学千葉病院総合診療科における臨床研修歯科医の診療

状況について(第 2 報), 歯科学報 107, 456, 2007. (第 284 回東京歯科大学学会(総会), 千葉市)  

(1)歯内療法,(2)歯周病,(3)保存修復,(4)スポーツ歯 

 

8. 鈴木憲久(1), 北川博美(1), 法月良江(1), 伊藤寛史(1), 吉田有智(1), 小田貴士(1), 猿田浩規(1), 古谷義隆(1),       

伊藤太一(1), 荒瀧友彦(1), 武田孝之(1), 椎貝達夫(1), 飯島俊一(1), 添島義和(1), 中川寛一(2), 櫻井 薫(3),     

佐藤 亨(4), 高橋俊之, 矢島安朝(1) : 当科開設後 2 年間の臨床統計, 日口腔インプラント会誌 21(1), 167～168, 

2008. (第 37 回 (社)日本口腔インプラント学会学術大会, 熊本市)  

(1)千病・口腔インプラント,(2)歯内療法,(3)有床義歯,(4)クラウンブリッジ 
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